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押さえておくべき
DX 関連技術とは？

オープン化は、ソフトウェアではソースコード

▶ DX 関連技術の俯瞰

が公開され、誰でも改造することが可能であるこ
となどを指す。また、フリー化は、無料でコスト

DX の関連技術は多数あるが、まずは全体を俯

をかけずに利用できることを指す。つまり、デジ

瞰し、目的と役割を理解することが重要になる。

タル技術さえ習得すれば、あらゆる組織で容易に

表 1 で、横（行）を①〜⑥の目的・役割の利用場面

活用が可能になる。この流れが企業規模によらず

に分け、縦（列）に「（1）従来のデジタル技術」
、

DX が実施できる大きな要因の 1 つである。ここで

「（2）今活用されている DX 技術」
、
「
（3）
今後に活用

は、DX の関連技術の中で近年注目されている「ロ

される DX 技術」を記載した。

ーカル 5G」
「AI」「RPA」「プログラム言語」
「ク

ここで注意すべきは、従来のデジタル技術も
DX でのベースとなる技術として広く使われると
いう点である。加えて、記載はないがセキュリテ
ィ技術はすべてに共通して重要な技術である点で

ラウド技術」を中心に説明する。

▶ 5G を特定地域にて
独立で使うローカル 5G

ある。DX を推進する上で重要なポイントは、DX

DX では、図 1 で示したように用途に応じて通信

関連技術がオープン化・フリー化しているという

方式の使い分けをすることが重要である。この中

ことである。

で、5G
（第 5 世代の移動通信システム）は、単なる
PC やスマホのためのインターネット通信とは異な

表1

る。5G は IoT や DX のための通信といってもよい。

DX 関連技術
（1）
従来の
（2）
今活用され
デジタル技術 ている DX 技術

今後に
（3）
活用される
DX 技術

①データ
Web 検索、
収集技術 SNS

センサ、カメラ、自律型
ドローン
ドローン

②通信技術 4G、Wi‑Fi

LPWA、
工業無線

5G

VR、AR、ウェ
③見える化 BI、グラフ化、
MR
アラブルデバ
技術
3D
（複合現実）
イス
IoT プラットフ
④データ
オンプレミスサ クラウド、
ォー ム、ブ ロ
蓄積技術 ーバ、ストレージ IC タグ
（RFID）
ックチェーン
AI、ディープ
DB、統計分析、 ラーニング、
⑤分析技術
R 言語
Python、
NoSQL̲DB

非構造化
データ分析、
前処理技術
GUI 開発

PC、スマホ、
タ ブ レ ッ ト、 RPA（Robotic
⑥応用技術 ア プ リ ケ ー シ Process
ョン（含む表計 Automation）
算ソフトなど）

自律型 RPA
（Robotic
Process
Automation）
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5G の特徴としては下記がある。
①超高速通信
・最高伝送速度は 10Gbps（将来的には 20Gbps）、
現行 LTE の 100 倍
（2 時間の映画を 3 秒でダウ
ンロード、LTE は 5 分）
・4K や 8K などの高精細映像の伝送が可能
②多数同時接続
・1km2 当たりで 100 万台と、現行 LTE の 100
倍の機器と接続可能
・膨大な数のセンサデバイスなどが同時に通信
可能
③遅延防止
・遅延が 1 ミリ秒と現行 LTE の 1/10
・実質的にリアルタイムの通信が可能
④低消費電力
・バッテリー駆動機器での長時間動作が可能
Vol.67 No.12 工場管理

一般の 5G は、キャリア
（携帯電話

図1

通信の種類
広域・遠距離

の通信サービスを提供する通信事業

使う「ローカル 5G」が注目を集めて
いる。製造業では、ロボットの遠隔
制御や各種センサデバイス接続での
務改革が可能になる。また、高速で

USB
Bluetooth
RFID
NFC
Zigbee

遅延のない遠隔でのメンテナンス

②大量接続
④低消費電力

5G

Wi‑Fi
… Wi‑Fi6、Wi‑Fi7

狭域・近距離

（保守）
は、サービス体制に大きな変
革をもたらすことになる。一方、現段階では 5G の

や設備の故障予知、運転の最適化などが実現され

設備などが高額であり、投資規模が大きいため、

ている。

間、待ったほうが現実的な場合もある。

▶ AI
（人工知能）
の進化

▶ RPA の本質とは
RPA
（Robotic Process Automation）
とは、ロボッ
トによる業務
（プロセス）
の自動化を表す用語であ
り、そのツールを指す。ロボットというと物理的
な産業用ロボットをイメージする人も多いと思う

在 DX 技術として注目されているのは、AI の中で

が、RPA の実体は PC などの中で動作するソフト

もディープラーニング
（深層学習）
を中心とした自

ウェアである。RPA は、人による PC 操作（キーボ

律的な AI である。ここで簡単に従来からのコンピ

ード操作やマウスクリックなど）を記録することな

ュータによる自動化と AI による自律化の違いを説

どで、人の代わりに作業を実施する。製造業でも

明する。

間接部門の生産性向上を目的に導入が進んでいる。
このように RPA は、自動化ツールとして捉えら
れがちであるが、DX の観点でいうと、下記が

いているように見えるロボットも、通常このロジ

RPA の本質といえる。

ックを基に、あらかじめ人がソフトウェアなどで

・従来、人手では限界があった作業が RPA では

動作条件を作成している。たとえば、障害物があ

高速で繰り返し実施できるため業務改革につ

ったら回避するように動作の条件が決められてい

ながる

る。一方、自律とは、目的を AI に教えることで、

・システムやアプリケーションが個々に動作し

その目的を達成するロジックを AI 自身が自らつく

ていたのが、RPA によってつながることで、

ることを指す。

組織や工程の連携を図ることができる

この AI であるが、この後で説明するプログラム
言語である Python やクラウドなどのプラットフォ
ームで容易に実現可能になった。また、製造業に

・全体最適の観点で業務やサプライチェーンな
どの改革が可能になる。
RPA は、プログラム言語を使用するのではなく、

おいては、画像、音声、時系列センサデータ、文

GUI を利用して操作の流れを設定していくため、

章、動画などの非構造化データの分析が、ディー

比較的容易に作成可能である。注意事項としては、

プラーニングなどの活用によって画期的に進んで

下記がある。

きている。その結果、製造業において、外観検査
工場管理 2021／10 臨時増刊号

・RPA は複雑な判断をすることには限界がある
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おすすめツール

自動とは、人が論理
（ロジック）
を考えて、その
通りに動くものであり、あたかも自分の意志で動

事例編

AI
（Artificial Intelligence：人工知能）
は、1950
年代から存在した言葉である。しかしながら、現

設 備・技 術 編

ローカル 5G の導入は、企業の状況により一定の期

人材育成編

稼働監視などで、従来とは異なる業

①高速化
③遅延防止

LoRa、Sigfox
Wi‑SUN、NB‑IoT…

LTE/4G

準備編

異なる 5G をキャリアとは独立して

LPWA
（Low Power Wide Area）

消費電力大・高速・高コスト

のエリア（区域）でのみ、周波数帯の

消費電力小・低速・低コスト

者）
による通信となる。その中で特定

