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すべての工場と製造ラインは、 それを所有している組織に貴重なデータをもたらす可
能性があります。 適切なテクノロジーにより、 製造業者は、 コンベア ベルトの速度、
製品の品質、 従業員の動きなどの主要なメトリックを収集し、 そのデータを分析する
ことで、 現在のプロセスを最適化し、 運用コストを削減して収益を向上させるための
貴重なインサイトを獲得できます。  
データ レイテンシーと帯域幅のコストを最小限に抑えるため、製造業者は、アプリケー
ションとその基盤となるコンピューティング リソースをクラウドとコア データ センターか
らエッジに移行しています。 Gartner の推定では、 2022 年までに、 企業はデータの
50% 超をデータ センターやクラウドの外部で作成し、 処理するようになるとのことで
す。 1 しかし、 そうしたエッジ環境に適切なテクノロジーを選択して実装することは、
簡単ではありません。 温度差が激しく、 IT に最小限のスペースしか割り当てられな
い工場や生産プラントは、 従来の IT に適した環境とは言えません。 サーバーが、
生産現場からの衝撃や振動、 極端な温度、 ほこりなどの副次的影響を受ける可能
性があります。 さらに、 企業は新しいテクノロジーに古いテクノロジーや既存のテクノ
ロジーと互換性があることを確認するほか、手の届かない場所にあるデバイスにサー
ビスを提供し、 サイバー攻撃やランサムウェアからデータを保護しなければならない
という課題を抱えています。  
こうした課題を解決するため、 製造業者は、 エッジでのデータ収集と分析を最適化
するように設計されたソリューションを必要としています。 Dell Technologies は、ハー
ドウェアおよびアプリケーションの導入と、 インフラストラクチャおよびデータの管理に
一貫したアプローチを使用できるようにする、 統一されたプラットフォーム ファミリーを
提供します。 この概要では、 新しい Dell EMC PowerEdge XE2420 をはじめとした
主要なポートフォリオについて説明します。
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754 億 4000 万

2025 年までに世界で IoT 接続さ
れるデバイス数の予測 2

5200 億ドル

2021 年までの IoT ハードウェア、
ソフトウェア、 システム インテグ
レーション、 通信、 およびデータ 
サービス市場の予測規模 3

33%
データをリアルタイムで処理してい
る企業の割合 4

Dell Technologies による製造エッジ向けの包括的なソリューション

製造業

エッジ アプリケーションの企業のインフラストラクチャへの影響度

企業は、 データ センター拡張の一元化と帯域幅の追加を必要として、 IT 部門
の多大な時間、 プランニング、 コストが必要なインフラストラクチャを導入しな
ければならないといった制約には、 もはや縛られなくなりました。 今では、 設
置面積のより狭いオンサイトに、 ローカライズされた IT を導入することで、 モ
ジュール性の高いアプローチを使用できるようになりました。 こうした迅速な
ロールアウトにより、 次のことが可能になっています。

• 自動化機能

• 運用に関するインサイトの迅速な入手 
• 物流、 地域、 政治に関する制約から開拓されていなかった市場を開拓する

新たなオポチュニティ
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エッジにおける製造業者へのベスト プラクティス

製造業者は、 以下を経由して収集された IoT データのシーム
レスな交換を実現する必要があります。

• • エッジ上のデバイスエッジ上のデバイス （組み立てライン センサーなど）

• • エッジでのコンピューティングエッジでのコンピューティング （生産プラントの小規模
データ センターなど）

• • 一元化されたデータ センターでのコンピューティング一元化されたデータ センターでのコンピューティング
（多数の機能により、 IoT データをさらに分析して、 予
測分析を向上させることが可能）

製造業者は、 エッジ テクノロジーの可能性を引き出すことに
より、 次のプロセスを最適化できます。

• • 出力 ：出力 ： 製造業者は、 組み立てラインのセンサーから得
られたデータを使用して、 ピーク時における機器の性ピーク時における機器の性
能を最適化能を最適化できます。  

• 例えば、 企業は生産量の増加がコンベア ベルトの
基本的な機能に影響を与えるポイントを判別し、 商
品のフローがそのしきい値を決して超えないようにす
ることができます。  

• ビデオ監視データを使用して工場内のトラフィック パ
ターンを調べることや、 機械学習モデルを適用して
機械と人の動きをより効率的にすることができます。

• • メンテナンスと修理 ：メンテナンスと修理 ： 企業は機械学習モデルを使用し
て、 機器の障害を予測し、 プロアクティブに対処機器の障害を予測し、 プロアクティブに対処でき 
ます。  

• 例えば、 モーターの過熱リスクを知らせるセンサー
が、 プロトコルをトリガーしてメンテナンス担当者を呼
び出し、 モーターの調査を依頼します。  

• シンドラー ・ エレベータ株式会社は、 世界中の 6 万
機以上のエレベーターとエスカレーターにプロアクティ
ブなメンテナンスモデルを実装しています。 5MHI 
Solutions によると、 同社は 「センサーをすべてのエ
レベーターに設置し、 それらのセンサーからエレベー
ターのデジタル レプリカを構築しています。 シンドラー
社の技術者は、 このデジタル ツインを使用して障害
が発生しそうになるとそれを検知し、 適切な部品を携
えてプロアクティブに修理に赴くことができます」 6

• • セキュリティ ：セキュリティ ： ビデオ監視機能を使用して、 内部と外部内部と外部
の両方の脅威をスキャンの両方の脅威をスキャンできます。

• ま た、 工 場 内 の セ ン サ ー や Radio-Frequency 
Identification （RFID） タグを使用して、 セキュリティ
侵害につながる可能性のあるロード ベイやデータ 
センターの開口扉などの異常を検知できます。

• • スケジュール設定 :スケジュール設定 : 停電が頻繁に発生する地域では、
製造業者がセンサー データを使用して、 いつ停電が発いつ停電が発
生するかを予測し、 それに従って製造スケジュールを生するかを予測し、 それに従って製造スケジュールを
調整調整できます。

• • 運輸 ：運輸 ： 製造業者が GPS データを使用して、 配送トラッ
クのルートを追跡し、 ルートを最適化したり、 アイテムルートを最適化したり、 アイテム
の配送日時をより正確に予測したりすることの配送日時をより正確に予測したりすることができ 
ます。

Dell EMC のポートフォリオには、 コ

アからクラウド、 エッジまで、 あらゆ

るニーズに対応するソリューションが

あります。

iDRAC9 データセンターデータセンター
iDRAC9 の新しいデータ センター ライセンスには、 テレメト
リー ストリーミング、 リアルタイムの BIOS ライブ スキャン、
SSL 証明書の自動登録と自動更新、 強化された熱管理が
含まれています。

Modular Data Center Micro 415
すぐ近くにあるデータのストレージ、 処理、 分析を高速化
する小規模ソリューションで、 事前統合型の IT、 電源、 冷
却機能を提供します。 耐降雨性エンクロージャ、 高度な電
源アクセス、 クローズドループ冷却、 統合エンクロージャ
管理機能が含まれています。

Dell EMC PowerEdge XR2
これまでは、 IT 部門にサーバー購入の決定権があり、 
OT 部門はデータ センター外部のすべてを保有していまし
た。 Dell EMC PowerEdge XR2 は、 両方の組織が合意
できるプラットフォームによって変革をもたらします。 過酷な
環境にも対応できるようにゼロから構築されたこのコンパク
トなソリューションは、 耐温度性と耐衝撃性に優れており、
設置面積も最小限で済みます。
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エッジの製造業者のトップ 5 の考慮事項 

これらのベスト プラクティスを実施するため、 製造業者は、 耐久性、 スピード、 ストレージ容量、 管理機能、 メンテナンス性を適
切に組み合わせたコンピューティング ソリューションを必要としています。 次の表は、 インテルを搭載した Dell EMC PowerEdge 
XE2420 がそれらのニーズを満たしていることを示しています。

エッジにインフラストラクチャを構築した製造業者のエッジにインフラストラクチャを構築した製造業者の
要件要件

Dell EMC PowerEdge XE2420 によるそれらのによるそれらの
ニーズへの対応ニーズへの対応

製造業者のメリット製造業者のメリット

1. 過酷な環境で高い信頼性を実現 ：過酷な環境で高い信頼性を実現 ： 製造業者に
は、 温湿度調節機能が限られている物流センター
や、 重機により衝撃や振動が生じる工場など、 
過酷な条件にも耐える堅牢なソリューションが必要

幅広い動作温度の許容範囲 （5° ～ 40°C）、 ほこ
りの多い環境の機器を保護するオプションのフィル
ター ベゼル、 Network Equipment Building 
System （NEBS） レベル 1 認定 

過酷なエッジ環境向けに最適化された堅牢なソ
リューションにより、 修理コストとメンテナンス コス
トを削減 

2. 迅速性 : 迅速性 : コンピューティングでは、 データ （予測
に基づくメンテナンスに使用できるマシンからの
センサー データなど） を迅速に提供できることが 
必要

高速ネットワークと高いネットワーク スループットを
備えた低レイテンシー システム （1 ～ 100 GbE） 

帯域幅消費型のアプリケーションとワークロードを
サポートし、 データを迅速に提供することで、 迅速
なデータ分析を実現 

3. 大きなストレージ容量 ：大きなストレージ容量 ： 非常に大容量のデータ
（監視ビデオや組み立てライン センサーからのデー
タ） には、 非常に大容量のストレージが必要

Dell EMC PowerEdge XE2420 は、 最大 92 TB
のストレージ構成が可能であり、 Modular Data 
Center Micro 415 には、 最大 7 台の PowerEdge 
XE2420 サーバー （合計 14U） を収納できるため、
単一ラックで 644 TB のストレージを実現

データ センターの密度を高め、高いストレージ ニー
ズに対応

4. ロー タッチ管理 ：ロー タッチ管理 ： 製造業者は、 IT 部門に過度
に依存することなく、 主要なサービスをリモートで導
入できるようにすることが必要 

組み込み管理ツール iDRAC9 の新しいデータ セン
ター ライセンスが、 SSL 証明書の自動登録と自動
更新をはじめとしたロー タッチ管理を実現

主要オペレーション、 クラウド、 およびエッジ全体
の管理プラクティスを統一

5. 修理とメンテナンスが容易 ：修理とメンテナンスが容易 ： 製造業者には、 
狭いスペースやエッジ テクノロジー向けに最適化さ
れていないインフラストラクチャでも、 メンテナンス
担当者が容易にアクセスして修理できるソリュー
ションが必要

前面からアクセス可能な I/O と電源 窮屈な環境や狭い環境でも機器に簡単にアクセス

さらに、 製造業者は以下が可能なソリューションを必要としています。

• 高度な分析と機械学習のトレーニングと推論のサポート 
• 狭いスペース （プラントの小規模データ センターなど） への適合 
• 既存のセットアップ （2 ポスト ラックなど） への統合

• 悪意のある人物からのデータの保護

Dell EMC PowerEdge XE2420 は、 これらのニーズを満たすために、 浅型 （600 mm） のフォーム ファクターとなっており、 
最大 4 つのアクセラレーターをサポートしているほか、 iDRAC9 データ センター ライセンスによるリアルタイムの BIOS ライブ  
スキャンを採用しています。

エッジでのアプリケー

ション

• プラントの自動化
• ロボット
• 分析
• スマート サプライ チェーン
• 物流
• ビデオ分析
• フリートおよびアセットの管理
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Dell Technologies エキス
パートへのお問い合わせ

その他のリソースを表示Dell EMC エッジ ソリュー
ションの詳細情報

エッジ向けに設計されたソリューションにより、 
最適化されたインフラストラクチャのメリットを享受 
企業は、 エッジで収集されたデータを使用して主要なメトリッ
クを分析し、 そのインサイトを使用して製造プロセスを最適化
し、 効率を高め、 運用コストを削減できます。 ただし、 そうし
たイノベーションを導入するには、 耐久性、 電源、 管理機能、
セキュリティをエッジで実現するように設計された機器が必要
です。

Dell Technologies は、 エッジで運用されている製造業者の、
コンピューティング、 ネットワーク、 およびストレージのニーズ
に対応するソリューションをすべて網羅したポートフォリオを提
供しています。 Dell EMC PowerEdge XE2420 サーバー、
Modular Data Center Micro 415 エ ン ク ロ ー ジ ャ、 お よ び
iDRAC9 管理ソフトウェアにより、 組織は、 ROI の向上、 総
所有コストの削減、 および貴重なデータの保護ができます。
Dell Technologies は、エッジからクラウド、コア データ センター
まで、 企業の繁栄を支援します。  
Dell Technologies のソリューションによって企業が優位に立
てるようにするための詳細については、 
https://www.delltechnologies.com/ja-jp/servers/specialty-
servers/PowerEdge-XE-Servers をご覧ください。

1 https://www.bain.com/insights/unlocking-opportunities-in-the-internet-of-things/
2 https://www.techrepublic.com/article/data-streaming-on-the-rise-according-to-developers/
3 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-12-03-gartner-says-the-future-of-it-infrastructure-is-always-on-always-available-everywhere 
4 https://www.statista.com/statistics/471264/iot-number-of-connected-devices-worldwide/
5 https://www.bain.com/insights/unlocking-opportunities-in-the-internet-of-things/
6 https://www.mhisolutions-digital.com/mhiq/0119_volume_7__issue_1/MobilePagedArticle.action?articleId=1450536#articleId1450536

インテルと Dell Technologies
連携してエッジの包括的なソリューションを構築

製造環境には、 コア IT 部門によって使用されるのと同じ
ツールを使用して管理できる、 ロー タッチで厳格なコン
ピューティング プラットフォームが必要です。 Dell EMC 
PowerEdge XE2420 の iDRAC9 データ センター システ
ム管理機能は、 インテルのテレメトリー ソリューションと統
合されており、 お客様に対し、 コアからエッジまでシーム
レスなエクスペリエンスを提供します。 「インテル ® セキュ
ア ・ デバイス ・ オンボード」 などのサービスは、 大規模
なプラットフォームを導入しており、 更新を必要とする一方
でロー タッチ要件を順守する必要がある場合に、 継続的
なライフサイクル機能を提供します。 さまざまな製造ワー
クロードを実行し、 ツールを使用してさらなるインサイトを
入手する機能を、 Dell EMC PowerEdge XE2420 と組み
合わせることにより、 信頼できるパートナーの最新機能を
エッジで活用できるようお客様をサポートできます。 その
パートナーが、 Dell Technologies とインテルです。
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