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横谷 知昂 (Yokoya Tomotaka)
2018年8月にキャリア入社

IoTシステム構築の他、工場系の検査工程最適化や

プロセスデータ集約システム構築に携わる

光成 浩一 (Mitsunari Koichi)
2019年4月に新卒入社

IoTシステム構築や製造現場の日誌電子化をはじめとする、

工場のDX推進業務に従事
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3

本日のアジェンダ
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旭化成グループ 会社概要

マテリアル領域 住宅領域 ヘルスケア領域

Environment＆ Energy

Mobility Life Material
Health CareHome & Living
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生産に対する取り組み

最新のデジタル技術を活用し、工場の課題を解決する。
大きく以下の4テーマを推進中。



× 工場・工程ごとにシステムがサイロ化

⇒ 個別に導入する手間 (コスト高)

⇒ データが散在し利活用できない

× 古くなるシステムの保守対応など負担大

○ 標準化による全体最適

⇒ 導入手順の統一、素早い立ち上げ

⇒ 全工場横断のデータ活用、ノウハウ共有

○ 保守や老朽化対応の負担小
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製造IoTプラットフォーム (IPF) の立ち上げ

工程A

個別IoTシステム

生産現場

工程B

生産現場

工程C

生産現場

個別IoTシステム 個別IoTシステム

データ アプリ データ アプリ データ アプリ

IPF導入前

製造現場の課題を解決し、技術革新のスピードを向上

製造IoTプラットフォーム (IPF)



データ活用の促進に必要な2つの要素
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IPF基盤機能

分析
集めたデータから起きていることを分析

運用
分析した結果を継続的に現場で運用

分析基盤
統計解析などアドホックに
データ分析を行う基盤

フィールド基盤
データをリアルタイムに処理し
製造現場で運用する基盤



AWSを採用し、最低限これらを満たすシステムを構築
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必要最小限の要件

• 初期コストを抑え、すぐに環境を提供したかった

• 旭化成グループとしてクラウド利用を推進していた

• 導入実績や開発情報が多かった

分析基盤 フィールド基盤

統計解析を行うためのソフトなど
複数PCから同時に利用できる環境

工場サーバからのデータ受信・蓄積
集計・ETLなど処理、可視化



情報システム部門がエンタープライズサポート契約を締結し、

グループ向けにAWSのサービスを提供
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旭化成のAWS環境について

旭化成グループ

契約

サービス提供

情報システム部門

利用申請

1ユーザとしてAWSアカウントを払い出してもらう形

IPFを構築して各工場に環境提供する

グループ組織ユーザ

IPF提供
製造所・工場



1. 旭化成における取り組み
◆旭化成概要 ◆主要課題 ◆製造IoTプラットフォーム

2. 製造IoTプラットフォームの構築
◆検討方針 ◆アーキテクチャ ◆課題 ◆セキュリティ

3. 具体的な活用事例
◆各工場事例 ◆データ分析人材育成

4. まとめ
◆今後の取り組み ◆AWS人材育成 ◆最後に

10

本日のアジェンダ



製造IoTプラットフォーム (IPF) 提供のライフサイクル
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アーキテクチャの検討方針

利用
申請

利用
開始

開発 運用
利用
停止

■迅速な提供スピード
申請後すぐ利用できるように
環境提供したい

■低コストで提供
導入の敷居を下げるために
できるだけ利用費を抑えたい
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IPFアーキテクチャ

工場

AWS Cloud

データベースGrafanaサーバロードバランサ

ETL処理データレイク

AWS Direct 
Connect

VPC工場

サーバ

分析サーバ

PC



■社内LANとDirect Connectで接続

VPCエンドポイントを利用することで、インターネットに出ずに

オンプレサーバからAWSへデータ送信が可能
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IPFアーキテクチャ ～社内LANとの接続～

工場

AWS Cloud

データベースGrafanaサーバロードバランサ

ETL処理データレイク

AWS Direct 
Connect

VPC工場

サーバ

分析サーバ

PC



• S3 PrivateLinkを利用して、生データを直接S3に蓄積

• LambdaでETL処理し、集計結果をDBに蓄積

• EC2上のGrafanaで各工場ダッシュボードとして可視化
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IPFアーキテクチャ ～フィールド基盤～

Amazon Managed

Service  for Grafana

Amazon QuickSight

工場

AWS Cloud

データベースGrafanaサーバロードバランサ

ETL処理データレイク

AWS Direct 
Connect

VPC工場

サーバ

分析サーバ

PC



• 利用者は、分析サーバ上で統計解析ソフトを利用

• EC2 (Windows Server) にリモートデスクトップ接続してもらう形態で構築
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IPFアーキテクチャ ～分析基盤～

工場

AWS Cloud

データベースGrafanaサーバロードバランサ

ETL処理データレイク

AWS Direct 
Connect

VPC工場

サーバ

分析サーバ

PC



■IPFは1つのAWSアカウント内で管理・運用

特にフィールド基盤では、各リソースを各工場ごとに払い出す形で運用

開発は、それぞれの工場を担当している開発メンバーが行う
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IPFアーキテクチャ 実運用として

開発者

AWS account工場

AWS Cloud

データベースGrafanaサーバロードバランサ

ETL処理データレイク

AWS Direct 
Connect

VPC工場

サーバ

分析サーバ

PC



■共通費の削減

例えばVPCエンドポイント

相乗りすることで費用を按分

■リードタイムの削減

情報システム部門からアカウントの

払い出しに1週間かかることも

■厳密なアクセス制御が必要

A工場とB工場の環境が混在

他工場のデータにはアクセスできないよう

IAMで頑張って制御⇒管理は大変…
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1つのAWSアカウントでの運用のメリット・デメリット

A工場
データベース

B工場
データベース

A工場
利用者

申請 払出 構築

申請 構築 削減



1アカウント内の各工場利用費を配賦するため、各リソースにタグをつけて費用を管理

上記を元に、Cost Explorer APIを利用して各工場コストを抽出、可視化
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各工場の費用可視化

利用費が提示金額
よりも上振れしそう

対策してコストダウン

Name

Dept

リソース名

工場名



■Developer eXperience があまり良くない

他工場への影響を避けるため、開発メンバーの権限をIAMで縛っている

運用上、IAMの管理負担も大きい

■アカウントのリソース上限

このまま利用工場が増えると、制限に引っかかる可能性が高い

モニタリングはしていて今のところ問題ないが…
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IPFアーキテクチャの課題



セキュリティに対する工場の不安に応えるため、利用工場への説明も実施
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IPFのセキュリティ



■工場側へ事前検討を依頼

「工場として目的を持ってIPFを利用できるか」という観点

⇒工場側が主体的に動けることが重要

■利用申請時に確認

申請書に記載の上で申請してもらうスキーム

このタイミングで、ネットワークやシステム要件なども確認
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IPF利用時の事前検討について

利用
申請

利用
開始

開発 運用
利用
停止
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■2021年4月より本運用を開始

5つのモデル工場でスタート⇒現在は10以上の工場が利用

■工場が主体となってテーマアップ

IPFと要求の合致するものがあれば利用してもらう

各テーマをタッチポイントとして、地道な周知活動を実施

■認知度アップと利用工場の増加

成功事例が伝わり、トライしたいという工場も増えている
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各工場事例



ロジスティック回帰分析（多変量解析手法）により、

製造工程内でのトラブル発生確率をモデル化、ダッシュボードによって可視化し工場内で

運用
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事例1: 押出機の原料詰まり予兆

詰まりトラブル予兆 異物濃度上昇トラブル予兆

トラブルを予兆し、スコア閾値超過時には
アラート発報、未然にアクションを実施

工程内の異物濃度
予兆検知スコア

詰まりリスク
予兆検知スコア

アラート閾値

アラート閾値

ダッシュボードで工程トラブルの予兆モデルを活用

予兆が出たら
パトライトで警報

サイネージで状態表示
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事例2: 撹拌機の異常予兆検知

危
険
度

閾値振動
センサ

振動
センサ

低速回転撹拌機

３ヶ所に振動センサを設置

センサの信号を診断するロジックを開発し、異常発生の早期検知が可能に

軸受部振動センサーの速度（最大値）

20日前に検知

2018/6
減速機トラブル

危険度

約５カ月前に
検知

別要因トラブルに
まどわされない

軸受の振動データのみを使用

課題
• 20日前の検知では対応が間に合わず、

7日間プラントが停止
• 別要因のトラブルに対して過検知

• 取得した全振動データを、255変数に変数拡張
(軸受, 減速機, モータ)×(変位, 速度, 加速度)

• 機械学習(マハラノビス距離、主成分分析)を用いて
危険度を算出
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これまでの故障予兆 機械学習による故障予兆

モータ
2017/4

軸受故障発生

現状
• 5か月前に検知し、

計画的なプラント停止が可能に
• 別要因のトラブルに対して過検知をしない

軸受

減速機

振動
センサ
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データ分析人材育成の基盤として

工場主導での成果創出を目指した活動としてデータ分析人材の育成を実施
IPF 分析基盤を活用 (2021年度時点で約200名が利用)

データサイエンティスト・パワーユーザが共通でデータ分析できる環境の提供

パワーユーザが環境を使ってデータ分析が進められるスキル育成プログラム

データ分析事例を共有し、スキル・ノウハウの展開ができる場づくり

3つの施策

共通のデータ分析環境

IPF 分析基盤

データ分析人材育成

人材の定義と育成プログラム

一般ユーザ

パワーユーザ

データサイエンティスト
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■IPF基盤の機能拡充

新入社員研修や、旭化成グループの教育基盤として機能拡充を予定

⇒人数規模も異なる、EC2にリモートデスクトップ接続する形態では限界

AppStream 2.0を利用した配信環境を検討

■継続的な改善活動

技術的な課題の他、Well-Architected Frameworkを利用した課題抽出

⇒作って終わり、はダメ

継続的な改善が重要、引き続き取り組んでいきたい
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今後の取り組み



メンバーのAWSスキルアップを目的とした人材育成も実施

■AWS公式の有償トレーニング

メンバーの業務や保有スキルを鑑みてトレーニングを選別し、受講を促す

■旭化成向けの独自プライベートトレーニング

旭化成グループ担当SAの方と連携して企画

固有の事情や環境も加味してトレーニング内容を組み立ててもらい実施

⇒ メンバーからは非常に好評で、毎年継続して企画・実施
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AWSトレーニングについて



■製造IoTプラットフォーム (IPF) の構築、展開

工場の製造データを蓄積し、分析と運用を回すサイクルにより、

全工場横断でのデータ活用を実現。成果も出始めている

⇒今後は利用工場をより増やし、プラットフォームを拡大していく
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まとめ



私たち旭化成グループの使命。

それは、いつの時代でも世界の人びとが“いのち”を育み、

より豊かな“くらし”を実現できるよう、最善を尽くすこと。

創業以来変わらぬ人類貢献への想いを胸に、

次の時代へ大胆に応えていくために―。

私たちは、“昨日まで世界になかったものを”創造し続けます。

31


