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エグゼクティブサマリー 非常に競争の激しい今日の世界経済の中では、製造プロセスのわずかな改善が膨大な競争
優位性を生む可能性があります。

この考えが、工場のフロアで根本的な変換を促進しています。メーカー各社は最新のセン
サー技術を配備し、新しい制御アーキテクチャを採用し、｢ビッグデータ｣と分析の潜在的
可能性を発見し始めています。しばしばIndustry 4.0と呼ばれる、製造の場で起きている
この動きは、革命以外の何ものでもありません。

機器OEMにとって、これは巨大なチャンスを表します。環境とプロセスの変数のトラッ
キングに使用されるセンサーの数は増え続けています。プラントの運用者はPLCを制御対
象のプロセスに近づけることによってボトルネックを軽減し制御ループを短縮しようとす
るため、センサーの増加が分散制御アーキテクチャへの移行を促進しています。最終的に
は、運用効率と生産量の向上が約束されるため、PLCの発明以来最大のプラント運用の
オーバーホールにつながります。

これは、PLCエンジニアにとってかなりの難題となります。この
市場で勝利を収めるため、システム設計者は小型化し続ける筐
体により多くのI/Oと機能を詰め込む必要があります。問題は、
マイクロプロセッサのデジタルスケーリングでは比較的わずか
なスペースしか確保することができないという点です。今日の
高度なPLCモジュールでは、アナログ部品とディスクリート部
品が基板スペースの約85%を消費しています。

エンジニアは、ボード上の明らかな問題をもう無視するわけに
はいきません。従来のシステムで十分に役立っていたアナログ
部品やディスクリート部品の多くは、Micro PLCやエンベデッ
ドコントローラで使うには完全に大きすぎます。Industry 4.0
が約束する進化は、PLCシステム設計全体にわたる、より高レ
ベルのインテグレーションによってのみ実現されます。

インテグレーションの境界線

30% システム設計者の30%は、次の設計がより小型にな
ると言っています。

50% エンジニアの50%は、デジタル技術が省スペース化
に最も有効だと信じています。

85% PLCモジュールの基板スペースの85%は、アナログ
部品とディスクリート部品によって消費されています。
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次の産業革命の到来

1969年にModicon 084が登場して以来、PLCは常に産業
の変革の中心に位置してきました。デジタル革命によって、
PLCは長年の間に次第に強力になり、より多くの入力、よ
り長いワード、より複雑な命令セットを処理することが可
能になっています。

今日、アナログおよびセンサー技術の革新は、メーカーが
工場内とクラウドの両方で提供される膨大な計算リソース
を十分に利用する上で役立っています。Industry 4.0は、
この計算能力と、パーベイシブセンシング(センサーの
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図1：再び技術の進歩が製造環
境を変革し、最新の制御および
オートメーション機器に投資する
メーカーに大きい利点を提供し
ています。

遍在化)、分散制御、および堅牢でシームレスな接続性を
組み合わせたとき可能になるもののビジョンを表してい
ます。

そしてここでも、革命の中心にあるのはPLCです。これら
の技術を利用するためにメーカー各社が設備投資を増やし
ているため、これはPLCのOEMにとって新たなビジネス
チャンスを生んでいます。しかし、システム設計者にさま
ざまな課題をもたらす原因にもなっています。

デジタル革命によって、 
PLCは長年の間に 
次第に強力に 
なってきました。
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新しいインテグレーションの問題への対応

PLCにおける最大の問題は、誰もが見過ごしている部分に
あります。最近の市場調査で、今でもほとんどのエンジニ
アはデジタル技術が省スペース化に最も有効だと信じてい
ることが分かりました。しかし、デジタルチップが消費し
ているのはPLCモジュールの基板スペースのわずか15%〜
20%に過ぎません。

真の問題は、アナログ部品とディスクリート部品に充てら
れるPCBの量です。これらのデバイスは、PLCモジュール
で利用可能な基板スペースの85%も消費します(図3)。
しかし、これらのデバイスはデジタルチップのような
スケーリングが不可能なため、要求される機能を実現しな
がらPCBスペースを節約するには、より高レベルのインテ
グレーションが必要になります。

図3：このMicro PLCでは、アナログ部品とディスクリート部品が基板スペースの
80%以上を占めています。

図2：1997年には150m2の
最新型スーパーコンピュータ
が1.8TFLOPSの処理能力を
実現しましたが、現在では
ゲーム機がそれと同じ性能を
備えています。
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ムーアの法則の着実な進行によって、今では膨大な量の計
算能力を自由に使うことができます。これによって、企業
はテラバイトあるいはペタバイトのデータでさえ処理可
能になり、意思決定の強化、新しい洞察の生成、およびプ
ロセスの最適化が可能です。

メーカーの場合、最大の課題はこのデータを収集し、それ
に基づいて行動することです。この問題に対処するため、
3つの技術動向が現れました。

• パーベイシブセンシング。センサーとそのインタフェー
スのコストは低下し続けており、メーカーはより多く
の変数やより多くの種類のデータをトラッキング可能
になっています。

• 分散制御。プロセスコントローラを制御対象の機械の
近くに移動することで、ボトルネックが除去され製造
スループットと柔軟性が向上します。

• シームレスな接続性。ビッグデータと分析の潜在的可
能性を解放するため、メーカーは工場のフロアとエン
タープライズネットワークの接続を進めています。こ
れによって多数の利点がもたらされますが、システム
レベルで多数のセキュリティ問題も発生します。
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Addressing the New Integration Problem 

The biggest problem in PLCs is the one that no one sees. 
A recent market study revealed that most engineers still 
believe that digital technology offers the best opportunity 
for spacing savings. Yet, digital chips consume just 15% 
to 20% of the board space in PLC modules. 

The real problem is the amount of PCB devoted to analog 
and discrete components. These devices consume as 
much as 85% of available board space in PLC modules 
(Figure 3). But they don't scale like digital chips, so 
greater levels of integration are needed to conserve PCB 
space while delivering the required functionality.

Figure 3: In this Micro PLC, analog and discrete components take up  
more than 80% of the board space.

Figure 2: In 1997, a state-of-
the-art supercomputer offered 
1.8 TeraFLOPS of processing 
power in 150m2; today, you 
can get that in a video game 
console. 

Realizing the Promise of Big Data
Thanks to the steady march of Moore’s Law, we now 
have massive amounts of processing power at our 
disposal. This enables enterprises to crunch terabytes 
or even petabytes of data to enhance decision making, 
generate new insights, and optimize processes.

For manufacturers, the biggest challenge is collecting 
and acting on this data. Three technology trends have 
emerged to address this problem:

• Pervasive Sensing. The cost of sensors and 
their interfaces continues to decline, enabling 
manufacturers to track more variables and 
types of data. 

• Distributed Control. Moving process controllers 
closer to the machines they control eliminates 
bottlenecks to improve manufacturing throughput 
and flexibility.

• Seamless Connectivity. Manufacturers are  
connecting the factory floor to the enterprise  
network to unlock the potential of big data and 
analytics. This brings numerous benefits, but it  
also raises many security issues at the  
system level.

Digital

Analog and  
discretes

デジタル

アナログおよび 

ディスクリート部品
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この問題の解決には、アナログ設計に対する新しいアプ
ローチが求められます。システム設計者が適切な仕様の部
品をカタログから選び、レイアウトの大胆な離れ業でそれ
らの部品をPLCの筐体に収めていたのは過去の話です。

今日の市場は、スペースとエネルギー効率のステップ関数
的な向上を求めています。成功を収めるため、設計者はア
ナログ回路を合理化し消費電力を削減する機会を体系的に
探す必要があります。

幸いなことに、産業用市場の発展に応じて自社のインテグ
レーション能力を活用しようと考えるマキシム・インテグ
レーテッドなどの企業によって、次々に新しいソリュー
ションが開発されています。複数の個別機能を1つのICに
組み合わせることで、サイズ、消費電力、およびコストに
関する大きい利点がシステム設計者に提供されます。

マキシムのMicro-PLC技術デモプラッ
トフォームは、アナログインテグレー
ションによってPLCの実装面積を10分
の1に小型化し、動作温度を50%低下
させ、デジタルI/Oのスループットを70
倍高速化することが可能であることを
示しています(図4)。これらの成果は、
製品開発に対するマキシムのスマート
インテグレーション方式およびマキシ
ム独自のプロセス技術を使用して実現
されています。

図4：マキシムのMicro PLCリ
ファレンスデザインは、エン
ジニアがアナログインテグレー
ションの最新の進歩を利用する
ことによって非常に多くのスペー
スが節約可能であることを示し
ます。

Micro PLCのI/O密度の増大

I/Oは、PLCとIndustry 4.0に必要な無数のセンサーやアク
チュエータ間の最も重要なリンクです。メーカーが工場の
フロア全体により多くのセンサーを追加しているため、
PLC内の利用可能なスペースが縮小し続けているにもかか
わらず、機器の設計者はチャネル密度をさらに高める必要
があります。

I/O絶縁アーキテクチャは、大幅な省スペース化の機会を提
供します。従来の方式では、チャネル当り1つのフォトカ
プラを使用し、各フォトカプラの出力をマイクロコント
ローラのデジタル入力に接続します。この方式は、部品数、
基板スペース、およびデジタルI/O端子の使用という面で高
コストです。

今日の市場は、 
スペースとエネルギー 
効率のステップ関数的な
向上を求めています。
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Solving this problem requires a new approach to analog 
design. Gone are the days when system designers could 
just select catalogue parts with adequate specs and  
then perform heroic feats in layout to make them fit  
the PLC enclosure.

Today’s market requires a step-function improvement in 
space and energy efficiency. To be successful designers 
will need to systematically look for opportunities to 
streamline analog circuitry and reduce power dissipation.

Fortunately, new solutions are being developed by 
companies, such as Maxim Integrated, who are looking 
to capitalize on their integration capabilities as the 
industrial market evolves. Combining multiple discrete 
functions in a single IC can provide system designers 
with significant advantages in size, power consumption, 
and cost. 

Maxim’s Micro-PLC Technology 
Demonstration Platform shows how 
analog integration can enable a 10x 
smaller PLC footprint, 50% cooler 
operation, and 70x faster throughput 
for digital I/O (Figure 4). These 
achievements are realized using 
Maxim’s Smart Integration approach 
to product development and our 
proprietary process technology.

Figure 4: Maxim’s Micro  
PLC Reference Design shows 
how much space can be saved 
when engineers take advantage 
of the latest advances in analog  
integration. 

Increasing I/O Density in Micro PLCs
I/O are the essential link between PLCs and the 
countless sensors and actuators required by Industry 
4.0. As manufacturers add more sensors across factory 
floors, equipment designers must push channel density 
ever higher, even as available space in the PLC continues 
to shrink. 

The I/O isolation architecture offers an opportunity 
for significant space savings. The traditional approach 
is to use one optocoupler per channel, connecting 
each optocoupler output to a digital input on the 
microcontroller. This approach is costly in parts count, 
board space, and use of digital I/O pins. 

Today’s market 
requires a step-function 
improvement in space 
and energy efficiency.
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インテグレーションの特長
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63% の小型化

70% 少ない部品数

59% の省電力
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絶縁チャネル

52% のコスト削減
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今日、MAX31911などのマルチチャネルシリアライザは、
センサーやスイッチの24Vデジタル出力を、PLCマイクロ
コントローラが必要とする5VのCMOS互換レベルに変換、
調整、およびシリアライズすることができます。この方式
では、必要な絶縁チャネル数をわずか3つに削減すること
が可能です。

たとえば、8チャネル産業用インタフェースのMAX31911 
(図5)はSPIデイジーチェーン接続をサポートするため、複
数のシリアライザからのより多数の入力間で同じ3つの絶
縁された信号を共有することができます。図6は、シリア
ライズなしの方式に比べて、32チャネル実装の消費電力、
部品数、全体的PCB実装面積、フォトカプラ、およびコス
トが大幅に削減されることを示します。

図5：MAX31911はデジタ
ル入力設計のフォトカプラの
数を大幅に削減します。

図6：MAX31911による合理化された絶縁アーキテクチャは、
システム設計者に多数の利点を提供します。

複数の個別アナログ機能を 
1つのICに組み合わせることで、 
サイズ、消費電力、および 
コストに関する大きい利点が 
システム設計者に提供されます。
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電源設計における発熱の低減

I/O密度の上昇と形状の小型化に伴って、必然的な消費電力
の結果として発生するもう1つの基本的な形で設計の課題
が増大します。PLCの過熱を防ぐため、特に通常はファン
や通気孔を設けることができないアプリケーションにおい
て、システムはこれまで以上に優れた電力効率を備える必
要があります。

見落とされることが多いPLCの熱発生源として、DC配電
フィードのI2R損失があります。多くの場合、PLCのバック
プレーンには24Vが使用され、ボード上の配電には12Vが
使用されます。より良い方式として、ボード全体で48Vを
使う方法があります。これによって電流が4分の1に低減さ
れ、それに対応してPCBの銅損失は16分の1になります。

図7：マキシムの60V同期整流DC-DCは、熱、サイズ、および部品数を大幅に削減します。

MAX17503などの高電圧ポイントオブロードDC-DCコン
バータを使用すると、中間DC-DC変換段が不要になりま
す。これらのコンバータは最大60Vの入力で直接動作して
低電圧でのデジタル、アナログ、およびミックスドシグナ
ル負荷の単一段変換を実現し、貴重な基板スペースを解放
するとともに中間段のコストとエネルギー損失を防ぎま
す。さらに、これらのコンバータは同期スイッチアーキテ
クチャを備えているため、銅損失を最小限に抑え、コネク
タの接点電流定格を軽減し、低温動作(通常は50%低温)を
維持しつつ信頼性を向上させます(図7)。
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電源サブシステムの複雑さの軽減

今日の信号調整、処理、および通信回路は多様な電源レー
ルの一式を必要とし、多くの場合それらは数Vあるいは数

分の1Vずつ異なります。そのため、ただで
さえ複雑な電気環境がさらに複雑化します。
加えて、さまざまな電源制御方式による高
度な省エネルギー手法が次々に登場し、電
源サブシステムのコストと複雑さは増大す
る一方です。

マキシムのBeyond the Rails™製品は、シグ
ナルチェーンを簡素化し、±10Vバイポーラ
入力の多重化、増幅、フィルタ、およびデ
ジタル化をすべて5V単一電源で実現する設
計(図8)を可能にします。これによって追加
の±15V電源が不要になり、部品数、システ
ムコスト、消費電力、および実装面積が削
減されます。

新しいセキュリティ脅威に対する 
安全策の内蔵

工場のネットワークが外部に対して閉ざされていた間は、
ITセキュリティ問題は通常は悪質な従業員と内部のデータ
盗難に関するものでした。それらの｢古き良き時代｣は過去
のものとなり、もう戻って来ません。今日のインターネッ
ト接続されたPLCは、ハッカー、マルウェア、およびウィ
ルスを含む複数の脅威に対して保護される必要があり
ます。

システムレベルのソフトウェアは初期レベルの保護を提供
しますが、多くの場合、それでは不十分です。以下に対す
る保護のために、ハードウェアベースのセキュリティが必
要です。

+10V
入力

バイポーラ
入力

+5V単一電源

4つの
オペアンプの

アンチ
エイリアス
フィルタ

+15V
単一電源

-15V
単一電源

マルチ
プレクサ

差動アンプ

可変利得
マルチ

プレクサ
+ オペアンプ

16ビット
ADC

• ｢クローン｣または偽造部品。模造品のフィールドセン
サーやI/Oモジュールは収益に対する深刻な脅威となり
ますが、それより大きい危険として、産業環境に対する
攻撃の実行に使用される可能性があります。ボイラーや
その他の重要な部品から送られてくる温度の読み値が
信頼に足るものであることを保証する唯一の方法は、
セキュア認証用ICを使用することです。

• マルウェア注入。Stuxnetは産業界に対する警鐘でした。
システム運用者は、SCADAシステムやDCSシステムの
基盤となるすべての機器上で純正のソフトウェアが実行
されることを確保する必要があります。セキュアブート
およびセキュアアップデート管理は、機器をマルウェア
注入から保護するための最良の方法です。セキュアコプ
ロセッサを使用すると、最小のデザインイン作業でこれ
らの問題に完全に対応する暗号化設計を実装することが
できます。

図8：Beyond the Railsファ
ミリは、+5V単一電源で最大
±10Vのレールに対応するこ
とによって電源サブシステム
の設計を簡素化します。

今日のインターネット
接続されたPLCは、
ハッカー、マルウェア、
およびウィルスを含む
複数の脅威から保護
される必要があります。
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• 盗聴。産業スパイの懸念が増大しているため、メーカー
は不正なユーザーが産業ネットワークから企業秘密を盗
むことができないことを確保する必要があります。暗号
ICおよび認証用ICは、それらの盗聴から保護するだけで
なく、アクティブタンパー検出によってハードウェア部
品に対するブルートフォース攻撃を防ぐことができ
ます。

マキシムには、ATM、POSシステム、および消耗品(プリン
タカートリッジなど)用にハードウェアセキュリティを実装
してきた豊富な経験があります。マキシムのセキュリティ
製品ポートフォリオは、簡素な認証エンジンから、高度な
標準規格ベースの暗号アルゴリズムを実装することができ
る複雑なセキュアマイクロコントローラまで多岐にわたり
ます。

PLCでのインテグレーションの利点の獲得

Industry 4.0は、PLC市場で勝利を収めるために必要なも
のを根本的に変えようとしています。今日成功を収めるた
めには、より小型の形状、より高いI/O密度、および高度な
機能など、より少ないスペースでより多くの機能という、
相反する要求に対処するための新しい戦略が必要です。

この問題は、ムーアの法則では解決されません。これらの
システムには大量のアナログ部分があるため、PLCエンジ
ニアは目の前にあるインテグレーションの問題をもう無視
するわけにはいきません。1cmのスペースごとにどれだけ
機能を詰め込むことができるかに、成否がかかっています。
メーカーはIndustry 4.0によって約束される利点を追求し
ているため、より高レベルの部品インテグレーションを
体系的に探索するエンジニアは良い条件で働くことができ
ます。

マキシム・インテグレーテッドは、MAX232などの偉大な
産業用製品を作ってきた経験を活用して、特にIndustry 
4.0が引き起こすインテグレーションの課題に対応する一
連のソリューションを開発しています。

セキュリティ
マネージャ

セキュアマイクロ
コントローラ

認証用IC

アクティブタンパー検出を備えた暗号化
および認証

ハードウェア暗号高速化を備えた
セキュアマイクロコントローラ

簡素な1-Wire®インタフェースによる認証

マキシムのソリューション

マキシム・インテグレーテッドは、アナログを最大の競争
優位性に変えるために役立ちます。

maximintegrated.com/jp/Industrial-Integration

図9：マキシムは、あらゆるセキュリティニーズと価格帯に対応
するハードウェアセキュリティ製品の完全なポートフォリオを
提供しています。
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