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HMIの進化する役割

 「

ヒューマン・マシン・インターフェイス (HMI)は、今日的ではない押しボタンやパネルゲージよりはるかに先を行き、製造
および産業用プラントでスタンドアロンの機械や運用全体においても、HMIは意思決定の中心となるように進化しました。

製造メーカおよび産業界の事業者は新たな実現技術を活用し、競合相手との差を広げようとするため、HMIソフトウェアに対する要求は高まる一方です。 
さらに高度なHMIに対するニーズが高まっている要因には以下のことがあげられます。

また、オペレータとHMIの関係を考慮することも重要です。理解しやすいグラフィックベースの表示とすぐに情報にアクセスできる最先端のHMIは、配属されたばかり
でも若い世代の労働力の生産性の向上をサポートします。

ユーザが最先端のHMIソフトウェアを導入する方法に変化が起きています。これには、よりスマートなHMIデザイン、さまざまなカテゴリの業務上の意思決定を 
向上するためのHMI視覚化のより幅広い使用、ワークフローやその他の補完技術によって製造組織のすべてのレベルにリアルタイムでデータを配信すること 
などがあります。」1

1 Human-Machine Interface (HMI) Software & Services, ARC Advisory Group

• ますます多くの企業が情報技術 (IT )と運用技術 (OT)ソリューションを収束することを選んでいます。
このプロセスを通して、企業は長い間コントローラ、マシンおよびプロセスで眠っていたデータにアク
セスできるようになり、HMIを使ってこのデータの背景と状況を説明し視覚化して、より優れた意思
決定を行ないます。

• 製造メーカは、単一の施設でより多くの製品および製品のバリエーションを生産するため、ますます
柔軟な製造アプローチを採用しています。情報対応HMIは、より迅速な製品切換え、ダウンタイムの
短縮および一貫した品質を実現するためにプロセスをより深く理解する上で役立ちます。

• モバイル機器、仮想化およびクラウドコンピューティングなどの新技術によって、製造メーカおよび 
産業界の事業者は、重要な情報をより迅速に従業員に届け、より柔軟にハードウェアを管理すること
ができます。彼らはこれらの新技術をサポートし採用するための可視化ソリューションを必要としてい
ます。
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HMIの最新化
今日のより高度なHMIソフトウェアに移行することで、オペレーションに埋もれた
データにアクセスし、それを妥当でタイミングの合った情報に変換し、それを適切な
人に確実に届けることができます。これにより、設計および立上げ時間を短縮でき、
生産性を向上し、メンテナンスの必要性を減らすことができます。この電子ブックで
は、最先端のHMIが御社のオペレーションにもたらす 5つの主要なメリットを検証し
ます。

単にプラントデータをモバイルデバイスに提供する段階から、現在HMIはリアルデータ 
および実用的な知見をオペレータに提供する段階に至っています。プラント運用コストの削減、
プロセス効率の向上、およびエネルギー効率性の上昇など、その結果の利点は 
HMIソリューションの適用の原動力となります」2

 「

2 Convergence of Industries Marks New Era in Global Human Machine Interface Market, Frost & Sullivan
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設計および立上げ時間の短縮
最先端のHMIソフトウェアは、アプリケーションの開発および導入において、機械メーカ、 
システムインテグレータおよび産業エンジニアをサポートします。

共通の開発ツールを使用するマシンおよび現場レベルのHMIソフトウェア
を使って、単一の拡張性に富んだ設計環境で複数のユーザが連携してアプ
リケーションを作成することができます。開発者は、マシン・レベル・アプリ 
ケーションの全部または個別のコンポーネントを管理レベルアプリケー
ションにインポートすることができ、開発プロセスの迅速化、エンジニア 
リングコスト/トレーニングコストの節約、およびシステムの総保守費用の
軽減を図ることができます。

制御システムを高度なHMIソフトウェアと統合することで、開発者は 
HMIサーバを使用せずにコントローラのタグを直接参照できるように 
なります。これによって、状態追跡およびアラームのタイムスタンプの 
精度が上がるだけでなく、設計作業の重複を避けることができます。

HMIフェイスプレートや他のグローバルオブジェクトを保存してグラフィッ
ク画面で再利用するためのコアライブラリは、共通のテスト済みインター
フェイスおよびオブジェクトをラインおよびプラントで簡単に導入し保守
できます。それぞれの固有のインスタンスのために実行時に渡された 
パラメータを使ってオブジェクトを定義することができ、またベースオブ
ジェクトを編集するとすべてのリンクされたオブジェクトのインスタンス
が更新されます。

これらの機能に加え、アプリケーションの編集は立上げ中、またシステムの
実行中でも行なうことができます。 
保存すれば、変更はシステム全体に展開されます。

100%
99%98%



5

稼働時間および生産性の改善
最新のHMIソフトウェアは、稼働時間を延長し、プラント環境全体でユーザ固有のニーズを
満たすことで生産性を飛躍的に向上させることができます。

オペレータ

わかりやすいビジュアル表示
とブラウザのようなコマンド
を提供し、オペレータが運用
状況を素早く評価でき、また
システム内をより簡単に移動
できます。

エンジニアリングとメンテナンス

マシンのダウンタイムの短縮と、編集されたオブジェクトのリンク 
されたインスタンスを更新してエラー発生の可能性を最小化し
ます。さらに、検索・置換およびクロスリファレンス機能を備えた
HMIソフトウェアが、アプリケーション全体に存在するタグおよび 
テキストの更新時間を短縮します。

情報技術

御社の生産システムのセキュリティおよび ITインフラの統合
によって、ITスタッフがPCの認証サービスと他のセキュリティ
アクセス手順を活用できます。また、HMIをWebブラウザに
拡張できるため、生産環境外にいる主要な 
関係者が見ることができるようになります。

選りすぐれたイベント応答

高度なHMIシステムは、重大なイベントに 
対するより優れた準備を整え、対応するのに
も役立ちます。例えば、システム全体の診断
を使って、システムイベントに関する情報を 
保存、転送および適切な人に報告することが
でき、より迅速で協力的なトラブルシューティ
ングを可能とします。

継続的な可視性

冗長サーバ構成をサポートするHMIは、ハー
ドウェアまたはネットワークの障害が発生した
場合でもシステム全体の可視性をサポートで
きます。プライマリサーバがダウンした場合、
ソフトウェアが自動的にセカンダリサーバに
切換えて、運用を継続するためにすべての 
クライアントを移行します。

03 04 05 06 
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より詳細で効果的なアラーム情報
オペレータは、重大な状況の信頼性の高い可視性および発生したあらゆる問題への迅速な対応のために 
HMIアラームに依存します。高度なHMIは、従来のタグベースのアラームおよび革新的なデバイスベースの 
アラームを含む複数のアラームオプションでこのニーズを満たします。

最新のHMIソフトウェアは、オペレータの効率とトラブルシューティングを簡易化する 
高度なアラーム機能も利用できます。

デバイスベースのアラームは、デバイス外のプロジェクトで定義および
プログラミングされ、その後コントローラにダウンロードされます。 
コントローラはアラーム状態を監視し検出し、その後イベント情報を 
アラームマネージャおよびアラームログに送信します。すべてのアラー
ム検知および管理はコントローラで行なわれるため、ネットワークトラ
フィックを軽減し、タイムスタンプがより正確になります。

タグベースのアラームは、ステージの変化を見つけるためにコントロー
ラのデータポイントを監視し、情報をアラームマネージャおよびアラー
ムログに送信します。すべての処理とアラーム管理はサーバレベルで
実行されます。

アラームメッセージから取得した関連付けられているタグは、貴重な追加情報を提供し、オペレータや技術者が 
アラームがトリガされたときのシステム環境の状態を把握するために役立ち、問題をより早く解決できます。

アラームコマンドは、複数の画面をクリックしたり、新規のプログラムを開くことなくオペレータをより速く 
是正措置が必要なポイントに誘導します。

事前に構成された制御ステータスアラームは、オペレータがシステムの作動状態をより深く理解できるよう、 
コントローラの問題や接続性の問題などの環境要因についてのより深い洞察を提供します。

アラームクラス構成は、アラームサマリまたはレポートのために似たアラームをまとめて表示する作業を 
合理化します。

リモート・アラーム・アクセスは、アラーム通知プロセスを拡張し、オペレータに電話、テキストまたは 
電子メールでアラームを通知し、オペレータに連絡が取れない場合は他の人員にアラームを転送します。
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視覚化および使いやすさが向上
製造および産業プロセスの複雑性が高まり続け、さらに多くのデータに依存する中で、 
オペレータには不可欠な情報を明確かつ把握しやすい方法で提供する 
視覚化ソリューションが必要です。

グラフィックスが豊富なディスプレイ ： オペレーションのグラフィカルな表示が強化された最新の
HMIが、パフォーマンスをモニタし、問題への迅速な対応を行なうための直感的なフォーマットを
提供します。Webブラウザスタイルのナビゲーションボタンも、画面の迅速な移動と履歴リスト
からの特定の画面の選択をサポートします。

一貫した外観と操作性 ： 最新のHMIは、産業用オペレータターミナルおよびPCベースのオペ
レーティングシステムなど、さまざまなプラットフォーム間で使用するように設計されています。 
これによって、単一の工場内でも、複数の施設でも、すべてのオペレータが一貫した環境を使用
するようにすることができます。同様に、集中管理によりプラント全体で一貫したHMI設計およ
び管理が可能になります。

多言語サポート ： アプリケーションがマシンの稼働中に動的に言語を切換えることができる能力
を含む多言語バージョンで開発されている場合、オペレータは快適に使用できます。事実上すべ
てのユニコード文字を含むMicrosoft® Arial Unicodeフォントを使用すれば、面倒なフォントの
リンク作業が必要なくなります。さらに、アラーム、メッセージおよびグラフィックオブジェクトで
使用されるテキストは、簡単に翻訳できます。

わかりやすいグラフィックで表現された 
複雑なオペレーション 
感圧式ロール紙およびシート製品の製造メーカである
ウォーソー・コーテッド・プロダクツ社が新たな変換ラインで 
操業を拡張したいと望んだとき、オペレータが新たな長さ
135フィートの高速ライン全体の可視性を確保できること
が必要でした。

同社は、マシンオペレータがグラフィックベースの可視化を
使ってアプリケーションのステータス情報を監視、制御 
および表示できるFactoryTalk® View HMIソフトウェアを
備えたパネルを選定しました。新ラインの複雑性と多様性
を考慮すると、最終的にHMIソフトウェアは最も重要な 
プロジェクト進展のひとつとなりました。

1回に2つのコーティングを塗布することは、それだけで非常に複雑な作業ですが、当社は4種類のコーティングを1回のプロセスで適用するよう 
要望しました」と、ウォーソー・コーテッド・プロダクツ社のクリス・ストグバウアー技術担当副社長は語ります。 
「現在、マシンオペレータはHMIグラフィックダイアグラムを参照し、ボタンを押すだけでプログラムされたアプリケーションを呼び出すことができます。 
画面には設備の図と、Webパスまたは生産情報を実行または監視するのに必要な必要なすべての情報が表示されます。」

 「
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いつでも、どこでも情報を入手可能
ITとOTソリューションのコンバージェンスにより、製造メーカや産業界の事業者が前例のない情報への 
アクセスが可能になるため、その情報をどこでどのように表示して、それに基づいて行動できるかについて、
より柔軟に対応する必要があります。最新のHMIソフトウェアは、モバイル機器のサポートによって柔軟性
を提供できます。

 「 以前は、トラブルシューティングに必要な情報の特定には長い時間がかかっていましたが、現在は数分で済みます」とLORAM社の 
アプリケーション技術者であるネイサン・モイヤー氏が説明します。「このレベルのリモートアクセスによって、LORAMと当社のお客様は 
競争上の優位性を得ています。」

HMIをタブレットまたはスマートフォンに拡張することで、 
オペレータおよびプラントマネージャは工場フロアまたは 
工場外からでも情報にすぐにアクセスできます。HMIソフト 
ウェアは、HTML5などの最新のテクノロジ、およびApple®、
Android ™ およびWindows®を含む普及しているモバイル
プラットフォームと互換性があり、ユーザの好みに応じてオー
ダーメイドできる応答性の高い設定可能なビューを提供し
ます。

また、オペレータはより自由にテクノロジを導入する方法 
および場所を決定できます。仮想化が主要な例です。仮想
化は、ハードウェアとそのオペレーティングシステムの従来
のリンクを破壊し、オペレーティングシステムまたはアプリ
ケーションを入れ替えることなくハードウェアを交換でき 
ます。仮想化をサポートするために設計されたHMIソフト
ウェアを使って、HMIライフサイクルを延長すると同時に、
ダウンタイムとメンテナンスのリスクを抑えます。

ダウンタイムコストを節約するためにLORAM社がモバイルテクノロジを採用 
トラック保守機械およびサービスの大手サプライヤであるLORAM社は、電車がより効率的に走行するようレールを
研磨してクラックを除去するレール研磨機のパフォーマンス監視を改善する必要がありました。データへのリモート
アクセスがない状態では、故障したコンポーネントのトラブルシューティングは困難で、場合によってはチームが現地
に赴く必要がありました。

同社は、Microsoft® Surface ™タブレットを採用してFactoryTalkモバイルアプリを実行し、マシンのHMIディス
プレイにアクセスしました。技術者はリモートで 45,000個のタグをタブレットに表示できます。

AssetCentre

AssetCentre
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情報対応HMI
HMIの価値は、オペレータインターフェイスのみに限定されません。むしろ、より簡単かつ堅牢な情報共有と 
意思決定のために御社の情報アーキテクチャに拡張すべきです。

3 導入事例 ： 製造メーカがグローバル化する際、卓越した可視性が一貫性と品質向上を促進 、ロックウェル・オートメーション

HMIを直接プラントフロアのシステムに統合した場合、 
コントローラからのリアルタイム情報、およびプラ
ントフロアに保存された情報にアクセスできます。
HMIソフトウェア経由ですぐに使用 
できる情報としてこのデータを提供でき、プラントの
担当者の生産状況の分析、装置のパフォーマンスの
最適化、フォルト検出の改善、製品品質の追跡など
をサポートします。

この統合には、カスタム通信ポイントは必要ありませ
ん。EtherNet/IP ™ などオープン規格のイーサネット
技術によって提供されるデータは、追加の設定または
ルーティングが必要です。

情報対応HMIは、ヒストリアンを使って各マシン 
および生産ラインにデータを保存できます。 
これによって、プラントマネージャおよびオペレータ
は長期間におよぶ複雑なプロセスデータを簡単に分
析できるようになります。実際に、標準的で一貫した
ヒストリアンの基盤によって、数年間にわたるデータ
の保存、検索および分析が可能になります。

当社の生産施設– および当社のサプライチェーン –は、事実上全世界をカバー
しています。FactoryTalkが提供するツールは、改善が必要な分野の特定と 
問題解決の協力のために必要だった可視性を提供してくれました。これは、 
私達の反応を大幅に早め、生産に影響を与える前に潜在的な問題に先手を 
打つことができるようになりました。」3

 「



まとめ
自動制御運用で眠っている豊富な情報へのアクセスを手に入れ、 
それを有意義な方法で利用することで、製造過程と産業組織が 
飛躍的に進歩します。最新のHMIソフトウェアは、この次世代の 
能力をオペレーションで活用するという御社のアプローチの 
強固な地盤となるでしょう。

10

Publication FTALK-AR001A-JA-P – February 2016                                                                     Copyright © 2016 Rockwell Automation, Inc.All Rights Reserved.Printed in USA. 

Allen-Bradley、FactoryTalk.LISTEN. THINK. SOLVE.、およびRockwell Automationは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。AndroidはGoogle Inc.の商標です。AppleはApple Inc.の商標です。EtherNet/IPはODVA Inc.の商標です。
MicrosoftおよびWindowsは、Microsoft Corporationの商標です。Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Paci�c: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846
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