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安全とセキュリティを
見直す時期の到来

スマートマニュファクチャリング時代の今、革新の追求と生産性の向
上に集中しすぎるあまり、安全とセキュリティが見逃されることが非
常に多くなっています。プラント内では、当社は当社の従業員と設備

を保護します。プラント外では、環境、および人々が必要とする重要なイン
フラと物資に責任を負う必要があります。

デジタル化の普及に伴い、ロックウェル･オートメーションは、生産の安
全とセキュリティ戦略の構築に成功する最初のステップが、企業の文化を完
全に理解することであると考えています。したがって、当社は、機械装置メ
ーカ(OEM)がさまざまな分野での実績を評価し、成功した分野および最適化の
余地がある分野を特定するための尺度を提供するSafety Maturity Index™ (安全成
熟度指数)ツールを開発しました。その結果を基に、機械装置メーカは自社の
安全とセキュリティプログラムの範囲を決定し、最適なツールを使って防御
の仕組みを確立するための最高の基準を設定することができます

安全性および生産性の向上には、新たな基準および技術の進歩が必要とな
ります。これは、熟練労働者の不足と技能格差の拡大が、労働者の安全によ
り深刻な課題を投げかけている今日、特に重要です。OHS (労働安全衛生)上
の危険事象(ハザード)を軽減し、関連するすべてのセキュリティリスクを緩
和するためには、標準制御と安全制御を1台のコントローラに統合した優れ
た設計を持ち、また時代に対応した安全システムが必要です。

知識とテクノロジは、ソリューションの一部でしかないことに注意してく
ださい。安全とセキュリティに関する注意事項を統合する全社の包括的なア
プローチが、効果的な戦略の核心であり、重要な部分です。これは、それぞ
れのプラント、それぞれの機械、それぞれの従業員に影響を与える過程で、
お客様を一歩一歩導いてくれるからです。

当社は、接続された、情報を活用した生産工程への移行が、最終的に製造
業を変革していくことを理解しています。リモート接続を十分にいかす方法
を模索する機械装置メーカは、コネクテッドエンタープライズを構築してお
り、これはより優れた共同作業、より迅速な問題解決、および技術革新の進
化および生産性の向上をもたらします。さらに重要なのは、これが安全とセ
キュリティへのよりスマートなアプローチを可能にすることです。

ロックウェル･オートメーションは、機械装置メーカとエンドユーザが、
接続された生産工程における安全関連とセキュリティ関連のリスクの緩和、
コンプライアンス要件の遵守、および生産性向上をサポートする準備を常に
整えています。

今回の「Automation Today Asia Pacifi c」では、ロックウェル･オートメーショ
ンのテクノロジ、プロセスおよび従業員に対する安全およびセキュリティ能
力について説明し、コネクテッドエンタープライズでお客様の大切な資産を
より良く保護するため、お客様の安全とセキュリティ両面の改善を当社がど
のように支援できるかご紹介します。Allen-Bradley, ArmorBlock, ArmorStart, Automation Today Asia Pacifi c, Compact I/O, 

CompactLogix, ControlLogix, CPGSuite, Encompass, FactoryTalk, Guard I/O, GuardLogix, 
GuardMaster, GuardShield, Integrated Architecture, iTrak, Kinetix, LifeLine, LISTEN. 
THINK. SOLVE., Micro850, PanelView, PartnerNetwork, PharmaSuite, PlantPax, PowerFlex, 
On-Machine, Relevance, Rockwell Automation, Rockwell Software, Safety Maturity 
Index, SequenceManager, SMC, SoftLogix, Stratix, ThinManager, およびVantagePoint
は、Rockwell Automation, Inc.の商標または登録商標です。

DeviceNet and EtherNet/IPは、ODVA, Inc. 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。



以下のサイトをご覧ください。

製造の生産性を開放しませんか?
機械安全を強化してください。
機械、プロセス、およびアーク閃光の安全、さらにコンプライアンスは、非常に重要なビジネスです。
ロックウェル･オートメーションは包括的なアプローチを提供し、御社の生産資産に統合可能な当社の革新的な
ストラテジと機能的なソリューションは、より安全でより生産的な作業環境を作り上げることを支援します。
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安全を企業文化、規格への準拠手順および機械安全テ
クノロジの内在価値とするクラス最高の製造メーカを
讃えるため、ロックウェル･オートメーションは第5回

年間生産安全優秀賞(Manufacturing Safety Excellence Awards)の
ノミネートの受付けを開始します。2016年度の受賞者の1社
であるMESNAC社は、この賞は、同社の世界中の出資者に対
して、誰にとっても安全が重要であり、それによる生産性に
マイナスの影響がないことを証明したと述べています。
今年度は、ノミネートの受付けは当社のホームページで2017

年8月18日まで行ない、今秋に受賞者を発表する予定です。

ブレイク･モレット社長兼
最高経営責任者(CEO)は、ダイバーシティとインクル
ージョンによって職場での男女平等への変革を促すこ

とをサポートすることを誓ったCEOおよびトップ企業を表彰
するカタリストCEOチャンピオンズ･フォー･チェンジの熱心
なメンバーです。
モレットは次のように語っています。「変革は、トップ

から始めなければならず、リーダ達は大きな結果を出すこと
を誓い、私達のチームに責任を課さなければなりません。
このプログラムを通して、ロックウェル･オートメーション
およびその他の創設企業は、従業員全員が毎日最高の仕事が
できる、またしたいと願うようになることを目指し、職場
での男女平等を推進する文化への変革に取り組みます。」
2017年3月8日に、ニューヨーク市で開催されたカタリストア
ワード会議およびディナーの席上で、ロックウェル･オート
メーションの女性の採用、人材育成および昇進に関する革新
的で組織的なアプローチと、その実績と大きな成果が賞賛さ
れました。

アジア太平洋地域での業界のリーダたちの支持を得る
ため、6000名以上のお客様とPartnerNetworkのメンバ
ーが参加した複数のイベントが同地域で開催されまし

た。2月22日～23日には、中国の北京でロックウェル･オート
メーション･オン･ザ･ムーブ(RAOTM)が開催され、1,300名以
上の参加がありました。3月30日～31日には、韓国のソウル
でオートメーションワールド(スマート･ファクトリ･エキス
ポ2017)が開催され、来場者にコネクテッドエンタープライ
ズにはスマートマシンとスマートマニュファクチャリングが
包含されることを知ってもらうことを目的に、情報、モビリ
ティ、セキュリティおよび安全ソリューションを含む新たな
機能を展示し、大きな成功を収めました。また台湾の台中で
4月25日～26日に開催されたRAOTMの初日のオープニングで
はスマートマシンに関するパネルディスカッションに続き、
技術セッション、ライブデモ、およびバーチャル･プラント･

イベント 開催地 日程

PowerTechED
オーストラリアQLD州
ゴールドコースト 6月14日-15日

ケイパビリティフォーラム - プロセスソリューション インド、コンカン 6月16日

アジア太平洋地域インテリジェント･パワー･サミット2017 中国、ハルビン 6月7日-8日

ロックウェル･オートメーションTechEDチャイナ2017 中国、上海 7月12日-13日

ロックウェル･オートメーションは、最高の未来のマ
シン賞(Best Future Machine Award)がイタリアのカーマ
グループに決定したことを発表しました。この賞は、

梱包産業の高いレベルの技術革新を認め、表彰するもので、
使いやすさ、モジュール式の機械、スマートマシン、サステ
ナビリティ、およびトレーサビリティと製品安全の5つのカ
テゴリに分かれています。カーマ社は、複数のカテゴリで高
評価を獲得し、使いやすさでは最高位を獲得しました。
カーマ社の機械は、統合型のモジュール設計コンセプトが、
驚く程フレキシブルで複数のアプリケーションに対応するこ
とを証明しました。授賞式は、ドイツのデュッセルドルフで
5月4日～10日に開催された最大のスマート梱包見本市のひと
つであるインターパック展2017の初日、ロックウェル･オー
トメーションのブースにて行なわれました。

ロックウェル･オートメーションは、4月24～28日にド
イツのハノーバーで開催されたハノーバー･メッセ
2017に、製造メーカがデジタルエンタープライズへの

転換の成功をサポートするため、またIIoTのメリットを確実
に利用するために役立つ高度な技術およびソリューションを
出展しました。
このイベントでは、ロックウェル･オートメーションは、

マイクロソフト社、シスコ社、エンドレス･ハウザー社、お
よびODVAをはじめとするPartnerNetwork®プログラムのグロー
バルなStrategic Alliance (戦略的提携)パートナと協力し、複数
のブースでどのようにD2D通信や拡張現実などのテクノロジ
が企業に価値をもたらし、デジタル変換および真のコネクテ
ッドエンタープライズの実現に役立つかを示しました。

年間生産安全優秀賞の
ノミネートを開始

革新的な組織へのアプローチが
認められた受賞

スマートマニュファクチャリング&
スマートマシンの最先端テクノロジを
デモンストレーションする主なイベント

アジア太平洋地域で開催されるイベントのカレンダー – 2017年5月～7月開催分

未来のスマートマシンに対する
最初の賞

デジタル変換と産業用モノのイン
ターネット(IIoT)の機会への取組み 

* 各イベントは変更になる場合があります。

詳細は以下をご覧ください: www.rockwellautomation.com/global/events/events.page

RAOTM 2017北京(中国)、蘇州(中国)、台中(台湾)、オートメーションワールド2017(韓国) 

ツアーが行なわれ、来場者の注目を集めました。最近では、
蘇州のRAOTMに中国全土から1,000名以上のお客様と業界の
専門家が集結し、コネクテッドエンタープライズの構築方法
とスマートマニュファクチャリングの実現方法について意見
を交わし、学びました。
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比較検討プロセスを経て、ロックウェル･オートメー
ションは、産業用セキュリティソフトウェア企業であ
るクラロティ社を協力企業として選び、同社のセキュ

リティ製品を将来のセキュリティパッケージ製品に組み込む
ことを目指します。クラロティ社の主な競争力のひとつは、
異常検出ソフトウェアです。これは、エンドユーザの産業用
ネットワーク資産の在庫明細を作成し、これらの間のトラフ
ィックを監視し、最も深いレベルでの通信を分析します。最
も小さな異常でも特定しプラントおよびセキュリティ担当者
に報告することができ、さらに、報告時に効果的な調査、対
応および復旧のための実施可能な対策を提案します。
従来のITセキュリティソフトウェアは、多くの場合、アク

ティブクエリを使用し、ネットワーク上のフットプリントを
必要とし、最悪のケースでは生産工程が停止する原因となっ

ていました。しかし、クラロティ社のプラットフォームはパ
ッシブモニタリングの手法を採用しているためし、運用停止
のリスクなしで安全にトラフィックを検査できます。これ
は、複雑で繊細な産業用ネットワークを保護しながら、ヒュ
ーマンエラーおよびその他のプロセス整合性の問題をあらゆ
るステージで検出することができます。このシステムは、シ
ステムを外部の脅威に晒すネットワーク構成の問題も特定し
ます。

クラロティ社はロックウェル･オートメーションの
PartnerNetwork® Encompass™プログラムに参加しました。これ
は、お客様がアプリケーションの課題を解決するための製品
を簡単に見付けることができるようにする製品推奨プログラ
ムです。クラロティ社が加わったことで、ロックウェル･オ
ートメーションは、生産工程および産業用セキュリティの保
護に役立つより堅牢なソリューションを提供することができ
るようになりました。

最近、米国の3つの業界誌がロックウェル･オートメー
ションとその製品を認め、当社とその製品を対象に賞
を授与しました。2017年1月、『Control Magazine』誌

は、ロックウェル･オートメーションに「プロセスオートメ
ーション管理による最高のコントロール」賞を授与するとと
もに、ロックウェル･オートメーションがこの賞の6つすべて
のカテゴリで1位または2位にランキングされた唯一のサプラ
イヤであったことを称賛しました。2月には、コントロール･

エンジニアリング･エンジニアズ･チョイス･アワードを当社
の8つの製品が授与し、また2つの製品が佳作に選ばれまし
た。グランドアワードを受賞したAllen-Bradley®のPanelView 

5500グラフィックターミナルは、2017年度のプログラム全体
を通して、最多の票を集めました。また、4月初旬には、
『Plant Engineering』誌の読者は、ロックウェル･オートメー
ション製品を権威ある2016年の「年間最優秀製品」賞に選び
ました。
さらに、4月13日、Allen BradlyのKinetix® 5700サーボドライ

ブは、2017年の中国オートメーション産業年次会議において
最高革新製品賞を受賞しました。
受賞した製品の多くは、コネクテッドエンタープライズの

実現に不可欠なものです。これは、革新的なコントロール、
情報および通信テクノロジを活用することで、お客様が急速
な変化に追従することを可能とするスマートマニュファクチ
ャリングのビジョンです。

ロックウェル･オートメーショ
ンは、『 2 0 1 6  C o r p o r a t e 

Responsibility Report (2016年度企
業としての責任報告書)』をオンライ
ンで公開および印刷版で配布しまし
た。この報告書には、ビジネス倫理
規範への当社の取組みの詳細な紹介
に加えて、当社の環境業績、従業員
の安全および文化、地域社会参加の
イニシアティブを特集し、その最新
情報を記載しています。
世界をより生産的でサステナブル(持続可能)なものとする

ことで、生活の質を改善するというロックウェル･オートメ
ーションのミッションは、当社と共に始まり、当社が行なう
毎日の活動から始まります。ロックウェル･オートメーショ
ンは引き続き、従業員に最善の作業環境を提供し、世界中の

お客様の生産性、品質や安全およびサステナビリティの向上
に貢献してゆきます。
ビジネス･ラウンドテーブルの『2017 Sustainability Report』

で、ロックウェル･オートメーションと当社の環境、地域社
会および人々に対するコミットメントについて言及されてい
ます。この報告書には、世界中のビジネスリーダ達が自分達
の企業がサステナビリティへの取組みを通して、世界中の生
活の質をいかに向上させているかが取り上げられています。
主要な指標および組織は、社会的責任を負い、業務、行動

にサステイナブルな商慣行が組み込まれた当社を引き続きサ
ステイナブルリーダとして認めています。

産業用セキュリティ企業である
クラロティ社との提携

読者と専門家による選出

グローバルでのサステナビリティ
への取組みの継続

この10年での成果:
•  ダウジョーンズ･サステイナビリティ･
ノース･アメリカ･インデックスのメン
バーに6回選出

•  FTSE4Good指標に10年間以上含まれる
•  エシスフィア･インスティテュート
のWorld’s Most Ethical Companies® 
(「世界で最も倫理的な企業)に9回選出

•  エネルギー強度を当社の2008年のベー
スラインから23%削減
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人々、環境および重要インフラの保護は
誰もが目指すところです。



生産性、効率および安全の向上をサポートするために、接続された、
情報を利用できるアーキテクチャを実装する際、組織にとって産業用
セキュリティが最優先事項です。しかし、生産工程の接続が進むにつ

れ、内在するセキュリティリスクが見逃されがちです。
接続性は、企業レベルのITとプラントレベルの運用技術システムを共通の

ネットワークインフラに統合し、組織全体での瞬時情報共有およびシームレ
スな共同作業など、より多くの機会が拓かれます。一方、接続ポイントが増
加するに従って、物理的またはデジタル的、内部的または外部的、さらに悪
意があるか無意識かに関わらず、セキュリティ脅威の侵入ポイントが増える
可能性があります。

職場の安全は、多くの製造メーカおよび産業オペレータにとって、多面的
な課題です。これには、機械安全とプロセス安全の両方が含まれ、これらは
従業員の保護、生産中断の回避、およびオペレーショナルエクセレンスの実
現に不可欠です。しかし、これには多数の課題が付随することもまた事実で
す。

LNS調査では、製造業や産業の53%は、EHSパフォーマンスデータをリアル
タイムで表示できません。では、プロフェッショナル達は、どのようにそれ
を修正し、安全パフォーマンスを改善できるのでしょうか?

安全とセキュリティをプロフェッショナルな方法で統合
従来、安全とセキュリティは個別のものであると考えられていましたが、

プロフェッショナルおよび有能な企業とその専門家達は、リスクの分析およ
び緩和に使用するアプローチによって、これらの共通点の視覚化に成功して
います。

セキュリティベースの安全上の事故の発生を減少させたいと願う製造メー
カおよび産業オペレータは、安全とセキュリティを相互に関連付けた検討を
開始する必要があります。

トップレベルの製造メーカの一部では、より深い理解のための一連の慣行
である、安全とセキュリティの3つのCを共有しています。

その3つのCとは、Culture (文化)、Compliance (規格準拠)、
Capital (資産)です。
文化(行動): 従業員および企業の両者の間で、リスクおよび安全に関する基本
的な価値観、優先順位、態度、インセンティブおよび信念を含むそれぞれの
行動が一致していることが必要です。これは、企業が安全をどれほど重視し
ているか見極めるのに役立ちます。

規格への準拠(手順): 最新の方針と一貫した手順が、企業による適切な安全基
準への準拠の達成をサポートします。

資産(技術): 最新の安全テクノロジおよびテクニックは、安全および生産性の
両面を最適化するのに役立ちます。

セキュリティおよび安全リスクを
より深く理解し、リスクを特定して
から、それらの緩和を試みます。

安全リスクにつながるセキュリティ
侵害および脆弱性は、理論上だけの
ものではありません。
それらは、現実です。

•  ドイツの製鋼所へのサイバーアタッ
クにより、プラントの一部が停止
し、溶鉱炉が通常の手法では停止で
きなくなりました。このプラントは
「甚大な損害」を被りました。

• FDAは、医療機器メーカおよびヘ
ルスケア施設に、特定の医療機器
はセキュリティ侵害に対して脆弱
であることを警告しました。その
際に挙げられた脆弱性は、マルウ
ェアによる装置の感染および場合
によっては無効化される可能性が
あるというものです。

•  世界的な電気通信複合企業は、上水
道の供給および使用計測を行なう施
設におけるサイバーセキュリティ侵
害の可能性を報告しました。PLCの
操作などの、説明できないバルブお
よびダクトの動作が記録されたので
す。

• トルコの石油パイプラインの爆発
は、ハッカーによるもので、アラ
ームをシャットダウンし、通信を遮
断、パイプラインの原油に過度の圧
力をかけました。この爆発の結果、
30,000バレルの石油が流出しまし
た。

過去に発生した
危険な
セキュリティ侵害
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現在では、組織はこれらの核となる安全のそ
れぞれの項目に、セキュリティを深く染みこま
せる方法を考慮することができます。以下に、
いくつかの例を挙げます。

文化: 知的財産、プロセスおよび物理的資産の保
護に加え、セキュリティ担当者は、自分がする
ことのすべてにおいて、安全システムの保護を
核心価値とする必要があります。
これにより、EHS (環境･安全･衛生)、運用およ

びITチームのさらなる協調がより重視されるよう
になります。例えば、3つのチームが協力して、
安全とセキュリティの共通管理目的を作成し、
プラントフロアのシステムから重要な安全デー
タ要件を特定します。そして、さらに重要なの
は、強固な安全文化の確立には全従業員が関わ
るため、全社的にセキュリティと安全の関係が
理解されていることが必須であることです。

規格への準拠 :  規格への準拠の取組みは、 IEC 

61508および61511などの安全規格のセキュリティ
要件を満たす必要があります。逆に、セキュリ
ティへの取組みでは、多層防御アプローチを取
るべきです。また、安全関連のセキュリティリ
スクには、組織の全レベルで対応する必要があ
ります。

資産: 組み込まれたセキュリティ機能による安全
テクノロジを採用するべきです。同様に、安全
システム侵入に対する防御、および侵入が発生
した場合の迅速な回復の両方を実現するセキュ
リティテクノロジを採用すべきです。

これら2つの緊密な関係を理解したら、企業は
安全とセキュリティの両方のリスクアセスメン
トを実施し、その上で全社的なリスク管理戦略
を実施し、脅威や脆弱性に対応します。

その次の質問は、プロフェッショナル達は、
どのようにして接続された生産工程の安全とセ
キュリティのパフォーマンスの改善を推進する
か、ということです。

よりスマートな安全とセキュリティ
ロックウェル･オートメーションは、安全と

セキュリティに関する適切な専門知識を有し、
組織固有のセキュリティベースの安全の問題へ
の対応をサポートできます。アセスメントなど
の安全関連サービスを含む、安全ソリューショ
ンの業界最大級の製品ラインを有するロック
ウェル･オートメーションは、シスコ社、パン
ドウィット社およびマイクロソフト社などの
PartnerNetwork®の戦略的提携パートナとも協力
し、ネットワーク製品、無料ツールおよびリソ
ースなどの包括的な産業用セキュリティサービ
スを用意し、プロフェッショナルな産業用セキ
ュリティのニーズに応える1ストップショップを
提供しています。

シームレスな接続性の確立を目指すロックウ
ェル･オートメーションのコネクテッドエンター
プライズは、機械および安全制御を1つのプラッ
トフォームに統合する最新の安全テクノロジを
採用しています。こうしたシステムは、ハード
配線された安全システムよりも面倒なシャット
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ダウンの影響を受けにくいため、生産性と収益性を最大
限向上させます。プロフェッショナル達は、コネクテッ
ドエンタープライズを使って、生産を加速させ、効果的
なコミュニケーションを実現することができ、また、安
全および運用上のデータのパワーを活用して、安全規格
への準拠および運用を大幅に改善することができます。

コネクテッドエンタープライズへの考察
コネクテッドエンタープライズにより、装置および動

作のステータス、モーションモニタ、エラーおよび停止
コード、およびその他のセキュアな安全システムデータ
にアクセスできるようになります。膨大な量の運用上の
データを正確かつ完全にキャプチャし解析する能力によ
り、リアルタイムで作業員の行動、機械のコンプライア
ンスおよびシステムの詳細を把握できる安全担当者は、
問題の原因を説明するだけの状態から、最初から事故を
予測し、回避できる状態に移行することができます。

プロフェッショナル達がコネクテッドエンタープラ
イズを完全に活用するとき、彼らはリスクをより深く理
解し、安全とセキュリティを念頭に全社的な生産工程を 

変革することができます。その結果、あらゆる側面で安
全とセキュリティを強化できます。
それでも、コネクテッドエンタープライズは、継続的

な過程であることを覚えておくことが大切です。そのテ
クノロジと機会は、常に進化を続けます。企業はこれに
十分に注意し、未来の状態を改善する機会を常に模索し
ていかなければなりません。

包括的なアプローチ
作業員に情報を提供することは重要ですが、その情

報に基づいて作業員を行動させることも大切です。これ
が、安全システムを日々の生産工程に組み込むことが重
要である理由です。

例えば、毎日の生産会議に分析結果を盛り込み、デー
タ収集、分析および解釈の標準手順を確立すべきです。
このような要素を確立したら、安全のプロフェッショナ
ル達は継続的改善プログラムの一環として、コネクテッ
ドエンタープライズの安全のすべての面をモニタし、改
善していくことができます。これには、収集データ量の
増大や、可視性の改善、事故発生率の低減、およびダウ
ンタイムの短縮などの分野で、より高い目標を設定する
ことが含まれます。

優秀で責任感のある安全のプロフェッショナルは、測
定結果の改善や企業の安全目標の達成のみを追求するの
ではなく、データと稼働時間、インフラおよび物資、人
々および環境の保護をサポートするため、安全とセキュ
リティの両方を確認します。
より大きな接続性に向けた継続的な進化に伴い、今日

のセキュリティと安全上の問題は厄介なものです。最高
の産業慣行に準拠し、最善のツールを利用することで、
製造メーカおよび産業オペレータは、企業レベルの安全
とセキュリティの知識および管理戦略をプラントレベル
から、さらにはエンドデバイスに至るまで拡張すること
ができます。      
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安全は進化し、リーダは台頭する
安全規格の進化に対応しつつ、安全分野のリーダは効率と生産性を向上させる

ための統合安全システムの設計に成功しました。

数十年にわたり、機械メーカは安
全を「アドオン」として扱ってき
ました。彼らは、まず機械を設計
し、次にガードおよびその他の安

全コンポーネントを追加しました。この
手法は今日も広く普及しており、機械装
置メーカ(OEM)による安全規格への準拠
を助けますが、多くの場合、生産性が犠
牲になります。コストの面では、機能安
全規格、IEC 62061およびISO 13849の間に
は重大な類似性と差異があるため(IEC/ISO 

17305への統合プロジェクトが開始され
ましたが、現在は保留中)、機械装置メ
ーカ(OEM)が機械を製造する際に必ず考
慮する必要がある大きな問題となってい
ます。

2つの規格が出会うとき
世界的な大手機械装置メーカ (OEM)

は、さまざまな課題を克服するため包括
的なアプローチを採用できます。ひとつ
の成功を収めたケースは、ウイスコンシ
ン州に拠点を置く紙加工、梱包、フレキ
ソ印刷および不織テクノロジのグローバ
ルリーダであるペーパー･コンバーティ
ング･マシン･カンパニー(PCMC)社で、同
社は両方の規格のメリットを活かし、現
代の安全規格、最新の制御およびソフト
ウェア機能の組み合わせを使って、機械
に安全を組み込みました。
複数の規格というその複雑さに足踏み

することなく、PCMC社は効率および安
全性の両方を向上させる機械のアップグ
レードを行なう方法を模索しました。そ
れに留まらず、同社は製品ライン全体の
設計プロセスおよび旧型の機器のアップ
グレードに機能安全を統合するという大
きな前進をしました。

PCMC社は、これらの規格を使って現
在の安全テクノロジを実装することがで
きるようになっています。例えば、同社
はゾーン制御を使って、複雑な加工ライ
ンを特定のリスクまたは危険事象に対応
する安全領域に分割します。システム
は、1つのゾーンの電源を切断するよう
構成できるため、保守技術者は他のライ

ンの稼働状態を維持しながら、そのゾー
ンの整備を行なうことができます。

PCMC社のシニア･エレクトリカル･プ
ロジェクト･エンジニアであるジェイソ
ン･ストバー氏は、次のように説明しま
す。「当社のプロセスは、リスクアセス
メントから開始します。これは、どの
危険事象(ハザード)が存在するかを定義
し、私達がそれに対して何ができるかを
特定する上で役立ちます。何よりもま
ず、私達は可能な限り危険事象を機械の
設計から排除しますが、設計から取り除
けない場合はリスクを軽減できる保護方
策を検討します。」
さらに、安全機能を実現するため、

P C M C社の機器は、 A l l e n - B r a d l yの
GuardLogix®プラットフォームをベースと
したロックウェル･オートメーションの
統合安全ソリューションの上に構築さ
れています。同社の設計プロセスには、
初期のリスクアセスメントおよび機能安
全要件の定義、その後、完了時の安全シ
ステムの確認および検証が含まれます。
アプリケーションによっては、機械に協
調ドライブ制御用にAllen-BradlyのKinetix® 

6500サーボドライブ、可変速度制御用に
Allen-BradlyのPowerFlex® 525、755および70 

ACドライブも搭載します。このKinetixお
よびPowerFlexドライブには、安全トルク
オフ機能による安全機能が装備されてい
ます。安全トルクオフ機能は、機械全体
の電源を切断することなく、モータの回

転力を切り離します。その結果、機器を
より安全に停止し、より短時間で再稼働
することができます。堅牢な安全ソリュ
ーションには、必要に応じてPOINT Guard 

I/O™およびその他の安全定格コンポーネ
ントを組み込むことができます。
ロックウェル･オートメーションの機

能安全の専門家がPCMC社内で専門知識
をサポートしているため、同社は規制要
件とテクノロジの進化に合せて設計思想
を進化させ続けることができます。

安全を内在価値に
PCMC社は、エンジニア全員に機械安

全の完全なトレーニングを実施している
ことに加え、安全制御アーキテクチャが
堅牢になるに従って、徹底的な妥当性確
認と文書化の必要性が増したと考えてい
ます。そのため、同社は機器の据付け中
にお客様に安全関連文書を提供し、機器
の製品寿命を通してサポートするために
これらの文書を電子的に保管します。ま
た、アフター･マーケット･サービスの一
環として、機械安全トレーニングも提供
しています。
「当社は、当社のお客様に安全プロセ

スを指導し、安全がもたらすチャンスに
ついての教育を行なうことで、競合他社
と一線を画しています」と、ストバー氏
は語ります。「安全が機器の基本部分で
あることを認識しない人達もいますが、
私達がすべてを完了した頃、彼らはその
価値を認めるようになります。」
安全規格の継続的な進化がグローバ

ルな製造メーカにとって大きな課題とな
っている事実にもかかわらず、安全を事
業運用の核心価値に据えることを選択す
る組織もあります。ロックウェル･オー
トメーションの生産安全優秀賞は、今後
もこのようなトップクラスの製造メーカ
を評価してゆきます。本年度のノミネー
トの応募が開始されています。生産性を
高めながら安全性を向上することを目指
す企業様のご応募をお待ちしています。     
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今日のサイバーセキュリティのリスクに対応するには
戦略的ソリューションと対策が必要

サイバーセキュリティの要

生産の情報化時代を迎えた現
在、生産工程でどのデータにア
クセスできるかだけでなく、ど

のようにアクセスできるかが問題で
す。企業にとってオートメーションテ
クノロジは、生産工程が全く新しい方
法で一新するかのような想像力を掻き
立てます。生産から管理まで、非常に
大きなマンパワーと時間の節約が可能
である反面、チャンスにはリスクがつ
きものです。

利益あるソリューション
カリフォルニアの1500万世帯に電気

を供給している大手石油会社を例とし
て挙げます。同社は、従来、1系統の
油田プロセス制御ネットワーク(PCN)を
使って、別々の場所にある6つの油田
に分散された2,800台以上の制御装置の
データを手動で監視していました。し
かし、2013年に企業の監視制御および
データの取得(SCADA)監査により、事
業部での資産データ保管の制御が信頼
性を欠き、それに関連して重大なサイ
バーセキュリティリスクがあることが
特定されました。
この問題は、ロックウェル･オート

メーションがAllen-BradlyのSoftLogix™ 

5800コントローラが暗号化された専用
コードによって実行する新型の診断信
頼性(DR)システムによって解決しまし
た。これは、PCNの個々の装置を継続
的にスキャンし、タグ付けすること
で、制御ハードウェアを自動的に特
定、問い合わせおよび監視します。

統合されたFactoryTalk®ソフトウェアに
より、すべての詳細なPCNの総合パフ
ォーマンスが同石油企業に明確に報告
され、理解を得ました。

その結果、同石油企業は手動データ
ベースから自動リアルタイムデータ収
集に移行し、同社の事業部は、産業用
制御システムに適用されるISA99規格に
基づく一連の新たなサイバーセキュリ
ティのポリシーに完全に遵守できるよ
うになりました。
しかし、データ転送やSCADAなどの

ミッションクリティカルなアプリケー
ションでワイヤレステクノロジが採用
されることが多くなり、サイバーセキ
ュリティ脅威が過去10年で飛躍的に高
まっているため、プラントおよび生産
拠点を保護するために、さらに考慮す
る必要がある事項があります。

現在の階層化された防御戦略
今日の製造環境では、制御システム

は上位の企業の基幹システムとして従
来のように物理的に分離することはで
きなくなっているため、インターネッ
トは外部からの侵入や攻撃に対して脆
弱です。特に、より多くの製造メーカ
がコネクテッドエンタープライズを構
築し、産業および企業システムをイー
サネットベースのネットワークアーキ
テクチャに集中するにつれて、途切れ
ない制御とデータアクセスを実現する
ため、データ送信に遅延時間とジッタ
が少なく、信頼性の高い非常にセキュ

アなワイヤレス通信が必要になりまし
た。

製薬会社であるファイザーは、サ
イバー犯罪に対抗するためにプラント
拠点と協働して統合レイヤによる防御
システムを確立するための作業を行な
っています。ファイザーは多層防御
(DiD)を確立した制御システムおよび一
連のファイアウォールに、それぞれの
事業資産を他から保護し、ゾーンをセ
キュアにするためにもう1つのレイヤ
を追加しました。セキュアな領域は、
Allen-BradlyのStratix® 5950セキュリティ
アプライアンスなどの専用ファイアウ
ォールゲートウェイで分割されます。

共有と意識、より優れた接続
問題点の技術的な解決および強化以

上に、製造メーカと利害関係者は、プ
ローブ、侵入、脅威および攻撃に対す
る統一のとれた対応を決定し実施する
ため、サイバーセキュリティの知識を
共有する必要があります。セキュリテ
ィ上、明確な役割と責任を確立する一
方、異なるプレイヤが効果的に意思疎
通をすることが常にアドバンテージに
なります。
小規模のワイヤレスネットワークで

も、工場全体のものでも、単独の事業
でもコネクテッドエンタープライズの
場合でも、セキュリティの要として、
ロックウェル･オートメーションは常
にあらゆるサイバー脅威から生産工程
と知的財産権を守るお手伝いをしま
す。    
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技術に関する記事

コネクテッドエンタープライズで
は、紙の種類によるプロセスはデ
ジタルのプロセスにとってかわら

れ、これにより、人的生産性が改善し、
生産イベントの視覚化が強化されてきま
した。しかし、データおよびアプリケー
ションへのアクセスが容易になるに従
い、製造メーカは、どのようにオペレー
ションシステムとデータの安全とセキュ
リティの確保をサポートできるのでしょ
うか?

すべての情報の安全防御を補助しなが
ら、ロックウェル･オートメーションの
ThinManager®ソフトウェアソリューショ
ンおよびRelevance®モバイルプラットフォ
ームは、製造業および産業界の先進的な
企業に、接続が進んだ製造環境で情報を
管理し、ワークフローを整えるためのビ
ジュアルディスプレイとソフトウェアソ
リューションを提供します。

ThinManagerは、シンクライアントお
よびモバイルデバイスの管理と制御を提
供し、装置とそれらの装置のユーザへ
のアプリケーションのセキュアな配信
の実現をサポートします。Relevanceは、
ThinManagerのコア技術コンポーネント
で、位置把握を可能とすることで、配信
をさらに詳細に管理することができま
す。「ロケーションレゾルバ」アプリケ
ーションと連携してRelevanceを使用する

ことで、ユーザが指定の場所にいるとき
に、ユーザに情報をセキュアに配信する
ことができます。
これにより、生産性が向上し、信頼性

およびセキュリティが強化されることに
加え、エネルギーおよびメンテナンス費
用の削減に寄与します。サイバーセキュ

リティおよびサステナビリティの目標を
達成するためのテクノロジアップグレー
ドを実施する世界的大手の製造メーカ各
社は、仮想化、シンクライアントおよび
モビリティ関連技術が生産工程の成功へ
の鍵であることで意見が一致します。

最適な追加技術
多くの企業にとって、メンテナンス費

用と予期しないダウンタイムを削減する
ことが、主な取組みとなっています。複
数の現場での操業と保守を行なう場合、
すべての現場でのスキルレベルが一定し
ていない場合が多いため、技術スタッフ
を効率的に活用しながら、すべての現場
を円滑に稼働させることが課題となりま
す。しかし、すべての問題には必ずソリ
ューションがあります。

ThinManagerは、制御室からプラント内
のユーザまで、現代の製造工程のあらゆ
る面のコンテンツ管理および視覚化を一
元管理します。例えば、ThinManagerテク
ノロジを中央からそれぞれの作業現場に
適用すると、メンテナンスやその他のテ
クニカルチームはそれぞれの現場の生産
工程を見ることができ、そこにインスト
ールされたエンジニアリングツールにア
クセスできます。
さらに、経験豊かな中央スタッフが、

現場の技術者の端末を「シャドーイン
グ」することで、彼らをアシストできま
す。これにより現場の人材はOTJで学習で
きるためスキルを向上させることができ
ます。ThinManagerを採用いただいたお客
様は、信頼性の強化と人的生産性の向上
を体験しています。

工場フロアから制御室まで生産のすべての面に
注意を払うことはもはや不可能です。

「多くの製造
メーカにとっ
て、モバイル
ソリューション
はもはや選択肢
ではなく、
必須です。」

セキュアなコンテンツ配信
に関するすべて
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サステナブルなメリット
ThinManagerは、すべてのベンダーのす

べてのアプリケーションと連携するオー
トメーション指向の製品として最初から
設計されています。これは、オートメー
ションアーキテクチャの複数の領域で、
相当の節約を実現します。

• • 信頼性: PCの場合の3～5年の耐用年数
に比べて、シンクライアントの期待
される耐用年数は7～10年以上です。
ThinManagerで管理されるシンクライア
ントの入替えは、数分で完了します。
PCの場合、これには何時間ものダウ
ンタイムが発生します。データ損失が
廃棄バッチにつながり、規制産業の場
合、再検証の費用も発生します。

• •       可用性: ThinManagerには、フェイルオー
バ管理を構成する機能があり、主要コ
ンポーネントが故障した場合、自動的
にバックアップ･アプリケーション･サ
ーバやネットワークのルートを使用し
ます。

• • エネルギー: シンクライアントが消費す
る電力は、PCの約20%にすぎません。
冷却およびUPS要件が軽減されるため、
さらなる節約が実現します。

• • 生産工程管理および制御: 集中制御お
よび管理によって、メンテナンスがよ
り迅速かつ簡単に実施できます。アプ
リケーションを停止することなく、中
央管理コンソールからシンクライアン
トを再構成できるため、生産アプリケ
ーションの移行による生産工程への影
響を最小限に抑えることができます。

また、サーバのサービスアップデート
を通常運転中にそれぞれのPCではな
く、複数のサーバで実行することがで
きます。

動作概要
ThinManagerに組み込まれたモビリテ

ィソリューションであるRelevanceによっ
て、モバイルに移行することが可能で
す。これは、唯一のロケーションベース
のモバイル管理プラットフォームで、施
設内のみの特定の場所に安全にアプリケ
ーションとコンテンツを配信できます。

ThinManagerは、リモート･デスクト
ップ･サーバ、仮想化、シンクライアン
ト、ネットワークおよびセキュリティテ
クノロジをパワフルなプラットフォーム
に統合し、生産アプリケーションの管理
および配信を柔軟に行なえます。これら
が協調して、デバイス、ユーザ、場所の
あらゆる組み合わせに対して、コンテン
ツを安全かつセキュアに配信します。

モビリティのためのRelevance
工場フロアでのモビリティを強化する

ときが来ました。Relevanceは、適切なコ
ンテンツを適切な人物に、適切なタイミ
ングで、さらにロケーションベースのコ
ンテンツ配信によって適切な場所に配信
することができます。Relevanceと組み合
わせてレゾルバを使用することで、職場
をロケーションベースのモバイル施設と
して完全に定義することができます。現
在、ThinManagerはQRコード、Bluetoothビ
ーコン、Wi-FiおよびGPSを使って場所を

解決し、モバイルユーザおよび装置が承
認された領域のみでコンテンツを受信す
ることを確認します。

最優先事項: セキュリティ
サイバー脅威に対抗するため、セキュ

リティの設計は非常に重要ですが、その
設計はOTシステムのスタッフのニーズの
優先順位にも適合する必要があります。
今日利用できる標準的なソリューション
に加え、主要な組織が現場で協力し、お
客様に対しOT体験とITの結合をサポート
するためのネットワークおよびセキュリ
ティに関連したコンサルティングサービ
スを提供しています。
仮想化、ターミナルサービスおよびシ

ンクライアントなどの現代のITテクノロ
ジと、ThinManagerを併用することで、作
業現場がリモートアクセスに対応してい
る場合でも、セキュリティは保護され、
改善されます。それと同時に、メンテナ
ンス費用およびシステムのダウンタイム
は低減されます。

ThinManagerは、Microsoft Active Directory

と連携し、シンクライアントでの生体認
証およびRFIDアクセスカードを含む複数
の認証方法をサポートしています。さら
に、シンクライアントとThinManagerサー
バ間の通信は暗号化されます。シンクラ
イアント端末は、ThinManagerで管理しま
す。モバイルデバイス通信を含むクライ
アントとサーバ間のすべての通信は暗号
化され、認証されたユーザのみがオート
メーションネットワークを使えるように
しています。ThinManager対応のシンクラ
イアント、PXE起動シンクライアントや
Relevanceを使用したモバイルデバイスに
は、データは保存されません。

USBメモリスティックなど、外部のス
トレージ装置の使用は、デフォルトでは
ブロックされます。さらに、既存のアプ
リケーションへのIPおよびUSBカメラオ
ーバーレイをサポートしているため、
ThinManagerであらゆる作業画面を視覚的
に確認できます。

完全なソリューション
ThinManagerは、使いやすい、一元管理

の拡張性に富んだ管理プラットフォーム
で、製造メーカの世界での競争力の強化
に対応します。これは、生産性向上、視
覚化、モビリティおよびセキュリティに
よって可能となります。また、スマート
で、安全かつサステナブルな生産のビジ
ョンであるコネクテッドエンタープライ
ズを実現します。    

ThinManager - デバイス、ユーザおよび場所のあらゆる組み合わせに対して、コンテンツを安全かつセキュアに配信
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アプリケーション記事

毎年、約4800万人のアメリカ人が
汚染された食品が原因で発病して
います。食品のリスクの問題に対

処するため、米国食品安全強化法(FSMA)

などの世界的な食品飲料規制が食品媒介
疾患の危険事象に対する新たな予防策を
講じています。よって、食品製造業者
は、製品リコールや汚染につながる問題
を前もって特定し、解決する必要があり
ます。
したがって、多様な消費者の要求と競

合の存在によって、食品飲料製造メーカ
の生産プロセスおよびサプライチェーン
が複雑化した現在、さまざまな課題に直
面しながら、特に食品安全に集中した責
任ある生産工程を構築する方法はあるの
でしょうか?

食品安全プログラム
すべてを1つのソリューションで解決

することはできませんが、情報処理可
能な技術およびオートメーションを含む
企業レベルのアプローチによって、製造
メーカはあらゆる工程で食品安全性を高
めながら、生産性を高めることが可能で
す。以下に、それに関連した主要な5つ
のステップを示します。

1. コネクトテッドエンタープライズの構
築: 運用技術(OT)と情報技術(IT )システム
を単独の一元化されたネットワークアー
キテクチャに集約するためのコネクテッ
ドエンタープライズへの移行によって、
製造メーカは 安全および品質関連プロセ
スの可視性を向上することができ、企業
全体で情報の閲覧および情報共有が容易
になります。
2. セキュアなネットワーク: ネットワー
クのセキュリティは食品の安全性や品質
に直接的な影響を与えます。「隠ぺいに
よるセキュリティ」はもはや意味を成し
ません。内部および外部のセキュリティ
脅威に対応するために、多層防御(DiD)セ
キュリティアプローチなどの必要な対策
を講じ、それが製造工程の自然な延長と
して機能する必要があります。

3. リスクベースの予防的制御プログラム
の実施: 速度が遅く、時代遅れの情報収
集メソッドを置き換え、また、適切なテ
クノロジを使って製造工程のより深い洞
察を得ることで、製造メーカは製造方法
をより深く理解し、食品安全プログラム
へのより予防的なアプローチを適用でき
ます。それ以外にも、予防的なアプロー
チによって、規制への適合が容易になり
ます。例えば、HAACP (ハサップ)プラン
のクリティカルな制御ポイントをリアル
タイムでモニタした場合、データのトレ
ンディングおよび統計的プロセスのコン
トロールは、先見的な対策の一部となり
ます。是正措置ログを使用し、管理と検
証を記録して、活用する取得した情報を
活用してFSMAなどの規制の高速レスポ
ンス要件を満たします。
4. 製品トレーサビリティの実施: 世界的
にトレーサビリティ要件が厳格化されて
いるため、サプライチェーンのトラック
&トレースシステムを実施すれば、製造
メーカは新たな規制に適合すると同時
に、製品を偽造や流用から守ることがで
きます。また、より効率的な製品リコー
ルやお客様をターゲットとしたマーケテ
ィングプログラムも可能になります。
5. 運用効率の改善: 食品安全プログラム
の実施は規格への準拠のみならず、製品
の品質、資産活用、収益、エネルギー使
用量の改善にもつながります。過酷な生
産目標を達成するために資産活用を改善

する最新のテクノロジを活用し、製造メ
ーカは、高度な製品品質を維持しつつ機
器の交換をサポートすることが可能にな
ります。以下がそのようなテクノロジの
一例です。

製造インテリジェンスツールは測定
アプリケーション、およびデータ量が
豊富なダッシュボードによって総合設備
効率の改善を支援するとともに、原材料
やプロセスが変化してもより安定した
バッチ実行を可能にします。FactoryTalk® 

VantagePoint®およびHistorianを使用して、
生産情報を収集、保管、累計、相関さ
せ、オペレーションに示し、よって分散
をより容易に特定しリアルタイムで修正
できるため、クリティカルな制御ポイン
トのパフォーマンスの可視性を得ること
ができます。
そして、安全とセキュリティは常に最

重要事項であるため、FactoryTalkセキュ
リティを使って、機械と重要な設定を保
護でき、さらに、オペレータの不正な操
作が原因の損失を削減するために、特定
の機能をスーパーバイザがオーバーライ
ドできる必要があります。
拡張性に富んだ最新のバッチソリュー

ションは、最適化された設備と材料利用
を必要とするプロセスのポテンシャルを
最大限に引き出します。今日では、食品
飲料製造メーカは、その設備をいつ、ど
のように最適に使用できるかの意志決定

生産を犠牲にすることなく安全目標の達成をサポートするため、
どのように食料飲料の製造工程をアップグレードできるでしょうか

高機能かつ最新のバッチアプリケーシ
ョンによる食品安全プログラムの改善

最新のバッチシステム

知的財産権を
不正な使用から

保護

セキュリティ属性
ID

知知的財産産権を権権権を権権を権権

セキュリティセキュリテセキュリティセキュリティキュリティキュリテキュリティュリテュリテュリティセキュリセキセキ ィキュセ 属性属性属性属性属性属性属属性属性性性性
IDIDDIDIDIDIDDI

許可のワーク
フローとトレーサ
ビリティを管理

許許許許可許可許可許可許可 ククククク

レシピリリース
許可

レシピの
バージョンの保護
およびロック

レシピバージョン
管理

レシシピのピのシピの
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スケーラブルなバッチ生産ッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチチッチ生産生産生産生産生産生

イクイップメ
ントエディタ
設備を構成

サーバ
バッチ生産工程
を管理
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バッチプロセスの
表示と制御

工程管理レシピ管理

レシピ
エディタ 
製品のレシピを

定義
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をインテリジェントに下すことができる
最新のバッチシステムを必要としていま
す。例えば、原材料が必要な場合、先入
れ先出し(FIFO)、プロセス特性に基づく
か、または単に現場の都合で優先順位付
けすることで、供給容器を選択できるシ
ステムがあれば、作業が大幅に容易にな
ります。装置の要件をより詳細に理解す
ることで、最新のシステムは動的表現を
活用してバッチ管理システムにインテリ
ジェンスを加えることができます。

適切なレシピのための最先端
のバッチソフトウェア
それぞれの食品製造メーカは多様なバ

ッチプロセスのニーズを有し、それぞれ
のニーズは柔軟で信頼性の高い手法を必
要とします。生産安全および運用上のセ
キュリティを確認し、維持することが必
須であるため、ロックウェル･オートメ
ーションは最近、バッチアプリケーショ
ンへの最新のアプローチを採用した新バ
ージョンのFactoryTalk Batchソフトウェア
をリリースしました。これは、モビリテ
ィが装備されたことによって、改善され
信頼性の高いユーザエクスペリエンスを
提供しながら、バッチシステムのレスポ
ンス、拡張性および生産性をさらに改善
し自動化できるオールラウンドなソリュ
ーションです。

F a c t o r y T a l k  B a t c h  v 1 3には
SequenceManager™ソリューションが統合
されたため、バッチシーケンスはコント
ローラまたはサーバレベルで行なわれる
ようになりました。これにより、機械メ
ーカは完全なテスト済みのスキッドを開
発し納入できるため、エンドユーザはバ
ッチプロセスに最小限の妥当性確認と立
上げの労力で統合できます。さらに、小
規模のコントローラベースのバッチシス
テムを使用している製造メーカが、より
大規模のサーバベースのシステムに拡張
したいと希望した場合、この最新バージ
ョンを使えば、必要な変更を最小限に抑
えることができます。
アップグレードされた統合システム

は、クリティカルな制御ポイントをモニ
タし、効率と製品の品質を向上するため
に、それぞれの生産領域を掘り下げる能
力で工場全体の洞察を提供します。プラ
ント要員に自分が担当する生産工程に対
するより優れた洞察を提供し、新たな
FSMA要件への準拠をサポートすること
で、このシステムは食品飲料製造メーカ
の廃棄処分の削減をサポートし、厳格化
するFSMA要件への準拠を容易にしまし
た。

FactoryTalk Batch v13には、モビリティ
のためのFactoryTalk Batch Viewとの統合が
含まれます。これにより、あらゆるモバ
イルデバイス(iPhoneおよびAndroidの両
方)でFactoryTalk Batchソフトウェアにアク
セスできます。HMIエクスペリエンスは
アップグレードされ、既存のFactoryTalk 

Batchワークステーションで活用でき、直
感的なワークフローの作成、手順のステ
ップの削減、および共同作業の増加をサ
ポートします。これで、作業者が固定さ
れたステーションに束縛されることはな
くなりました。そのかわり、認証を受け
た上で、彼らはプラントのあらゆる場所
からリアルタイム情報にアクセスし、プ
ロセスとやりとりし、承認を確保するこ
とができます。
さらに、強化された管理ツールとし

て、FactoryTalk Batch v13は、データの整
合性を安全に保護しながら、データを連
続的な改善分析で利用できるようにしま
す。この結果、これを規制および品質管
理報告に活用できます。

バッチプロセスの管制塔
予測可能なバッチ処理機能を搭載

したプロセス･オートメーション･シス
テムは、プロセスの変動を低減すると
ともに、製品品質の安定化を実現しま
す。市場の変化する需要のため、ロッ
クウェル･オートメーションは、当社
のPlantPAx®プロセス･オートメーショ
ン･システム向けに、拡張性に富んだ
バッチおよびシーケンス管理ソリュー
ションであるPlantPAx Logix Batchおよび
SequenceManagerを提供します。これ
は、アプリケーションサーバおよびソフ
トウェアから独立した柔軟なコントロー
ラベースのバッチおよびシーケンスソリ
ューションを提供し、システムインテグ
レータとプロセス機器メーカのエンジニ
アリング時間を大幅に削減し、エンドユ
ーザには鍵となるコントローラベースの
バッチ管理能力を提供します。レシピ構
成および整理をシンプルかつセキュアな

ものにするレシピ構築のための標準ユー
ザインターフェイスを使って、食品製造
メーカは、より詳細な情報が必要な場
合、またはサマリコントロールを既存の
プロセス制御グラフィックに組み込む場
合に詳細なビューを活用できます。

規格への準拠を強化するための
可視性の向上
製造実行システム (MES)のアプリケ

ーションパッケージが、食品飲料製造
メーカの紙ベースのシステムから、組
織全体でデータの収集、累積および送
信を簡単に行なえる統合オートメーシ
ョンインフラへの移行をサポートする
ことを考慮すると、食品製造メーカは
最新のソリューションを活用して、品
質、安全、コンプライアンスおよび市
場到達速度を改善すべき時期に来てい
ます。
コネクテッドエンタープライズの必須

コンポーネントのひとつであるCPGSuite®

ソリューションは、ライブラリベースの
コンテンツと組み合わせて、従業員が短
期間でかつ簡単に操作に慣れ、価値の実
現を最適化できる個人化したソリューシ
ョンをカスタムメイドすることができま
す。CPGSuiteを使用することで、世界中
のお客様が、ブランドリスクが軽減され
ただけでなく、生産コストが約18%削減
され、初回通過品質が12%改善したと評
価しています。

最高のツール、安全な食品、
よりスマートなマニュファク
チャリング
製品の安全を維持し、バッチ生産性を

向上させるためには、食品飲料製造メー
カには、パフォーマンスを強化し、競争
力を維持し、事業を推進するための実行
可能なソリューションが必要です。最新
の包括的アプローチを採用することで、
お客様および規制機関の厳しい目を満足
させながら、製品の安全および品質を確
認し、食品飲料の規制への準拠を緩和
し、ブランド品質を維持することができ
ます。

今こそ、生産工程のあらゆる面で、
人々、プロセスおよび設備が生産パフ
ォーマンスと安全を十分にサポート
しているか再検討するべきです。適切
な、目に見えない効率と脅威に対する
投資が姿を現わします。適切で高度な
技術は、より少ない資源でより多くを
達成し、事業を推進し、需要を満たす
上で役立ちます。   

FactoryTalk Batchソフトウェアによって、
食品製造メーカはリアルタイム報告のために
詳細な電子バッチデータを収集できます。
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ロックウェル･オートメーションは、企業からプラ
ントレベルに展開し、人々、プロセスおよびテクノ
ロジのリスクを緩和するのに役立つ産業用セキュリ

ティプログラムを構築するために、3ステップのアプロー
チを開発しました。この3ステップは、ネットワークセキ
ュリティ、物理的セキュリティおよび産業分野での安全を
考慮します。これらには、以下が含まれます。
• セキュリティ評価: リスク領域および潜在的な脅威を理解
するために施設全体の評価を実施

• 多層防御セキュリティ: 複数段階の防御を確立する多層セ
キュリティアプローチを採用

• 信頼できるベンダー: お客様のオートメーションベンダー
が、製品を設計する際にコアセキュリティ原則に従うか
確認
産業組織の場合、セキュリティ脅威は継続して進化しま

す。これに遅れをとらないために、ロックウェル･オート
メーションは包括的なセキュリティプログラムも進化し、
脅威の情勢の変化の先を行くべきであると提案します。
キーアプローチに従うことで、組織は設計資産、知的財産
権、施設、資産、従業員および将来の競争上の優位性を保
護するためのプログラムを確立できます。

Allen-BradleyのArmorStart®分散型モータコントロー
ラはコスト効率に優れた、シンプルなOn-Machine

アーキテクチャのソリューションです。これらは、
クイックディスコネクト機能で人件費を最大30%、配線を
最大20%削減します。
• EtherNet/IP™またはDeviceNet™通信に対応
• 専用アプリケーションのために、工場出荷時取付け済み
オプションを選択可能

• 大きな短絡定格電流でグループ取付けに適応
• 自動車、マテリアルハンドリングおよび梱包アプリケー
ションに適応

包括的な産業用セキュリティの
ベストプラクティス

高機能な安全ロープ型スイッチ
を販売

軽工業および重工業のアプリ
ケーションニーズに対応できる
最初のソリューション

注目の製品 &  ソリューション

世界中の産業組織が、リスク管理に苦労していま
す。製品リコール、データ漏洩、作業員の負傷など
の事故は、すぐに影響を及ぼし、お客様、従業員、

知的財産権および収益に影響を与える可能性があります。
リスク管理は、問題の発生源に集中すべきです。多くの場
合、それはオートメーションのインフラ内部に存在しま
す。リスクをその発生源で管理するため、ロックウェル･
オートメーションは、以下を含む4つの主要領域に着目し
ています。
• 設備の陳腐化: 生産システムの最新化は、ダウンタイムの
最小化、品質、安全およびセキュリティの改善において
重要な役割を果たします。

• 品質: 既存の運用データの力を利用することで、品質管理
が改善し、規制要件への準拠を促す上で役立ちます。

• 安全: 文化、規格への準拠および資産の重要領域で安全に
取り組むことで、安全関連の事故件数の削減と運用のパ
フォーマンス向上に役立ちます。

• セキュリティ: 施設および企業全体に端から端までセキュ
リティを導入することで、人々、知的財産権および物理
的資産を保護するのに役立ちます。
ロックウェル･オートメーションは、企業リスク管理を

評価、テクノロジ、およびインフラを含む改善の継続的な
サイクルと考え、またこれらの重要領域のリスクに対応す
ることで、企業はブランドに不可欠な安全、品質、セキュ
リティおよび陳腐化の課題にそれらの発生源で対処できる
と信じています。

産業リスク管理の主要領域

新たなAllen-BradleyのGuardmaster® Lifeline™ 5ロープ
型スイッチは、マイクロプロセッサベースのソリュ
ーションで、生産性を向上しながら安全性を強化す

る高度な機能と診断を提供します。現在市販されているこ
の高度なスイッチは、セットアップが簡単で、より効率的
なメンテナンスとトラブルシューティングを実現します。
• 汎用のマテリアルハンドリングから過酷な食品飲料環境
まで、多様なアプリケーション向けに設計されている。

• 堅牢なステンレススチール(IP69K)またはアルミダイキャ
スト(IP66)製のハウジングで提供。オプションで非常停止
ボタンも装備可能

• 最高の安全定格(PLE、カテゴリ4、SIL 3のTÜV認証済み)で
使用可、直列に接続した場合でも使用可能
その卓越した特長によって、最高の信頼性と、予期しな

いダウンタイムが発生する前に、ユーザが潜在的な問題に
対応するための診断の組合せにより、生産性を最適化でき
ます。
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Allen-BradleyのStratix® 2500簡易管理柄スイッチは、
セキュリティ、レジリエンシ、セグメンテーション
および管理型スイッチのバンド幅に最適化のメリッ

トを提供し、大掛かりな構成の必要はありません。これ
は、トラフィックの流れをモニタし最適化することで従来
の非管理型スイッチの能力を上回り、診断情報を提供する
ためダウンタイムを最小化するのに役立ちます。
• ネットワークリンク
の冗長化とSTPによ
る高速なリンク復旧
が可能

• SSHおよびHT TPSで
セキュアな接続性を
提供

• Port Securityを使用し
てポートを無効にす
るか、MACを使って
エンドデバイス接続
性を制御して、ネッ
トワークを保護

•  論理セグメンテー
ションで最大6 4の
VLANをサポート

これは、重大な産業用ネットワークトラフィックの優先
順位を付け、アプリケーション特定のニーズ向けに構成で
きます。製造メーカは、その柔軟性を使って、今日スイッ
チを箱から出して、必要が生じたら簡易管理型スイッチに
スケールアップして、生産工程の陳腐化を防ぎます。

構成可能なスイッチにより生産性
とネットワークの信頼性を実現 

注目の製品 &  ソリューション

ロックウェル･オートメーションが開発したSafety 
Maturity Index™ (SMI: 安全成熟度指数)評価ツールを
使って、機械装置メーカ(OEM)は企業の属性を安全成

熟に重要な3つのC (Culture (文化)、Compliance (コンプライ
アンス)およびCapital (資産))でベンチマーク化し、これは、
より安全でより生産性の高い機械を設計、開発および納入
する機械メーカの能力に貢献することが証明されていま
す。これにより、機械装置メーカは、コストの最小化、法
令遵守、オペレータの安全および顧客の価値の4つのカテ
ゴリでの安全遂行レベルをチェックし、評価できます。

レスポンスは、他の機械装置メーカのレスポンスと比較
され、ユーザは評価ツールデータベースをソートして、自
社に最も類似した機械装置メーカとベンチマーク比較する
ことができます。
詳細なSMI評価スコアは、機械装置メーカの安全成熟度

における強みと弱みの洞察を企業に提供し、お客様にとっ
ての機械の価値を高め、不利益を軽減するための改善を促

オンラインSMIが機械メーカに
パフォーマンスの洞察を提供

します。また、時間とともに製品開発プラクティスの変化
に応じて、ユーザはツールに戻って、最新バージョンにア
ップデートし、新規状態と現行の状態の比較を作成できま
す。機械装置メーカ向けの安全成熟度指数評価ツールは、
オンラインで入手可能です。

Allen-Bradley®のGuardShield™ 450L-Bセーフティ･ラ
イト･カーテンシステムには、特許取得済みテクノ
ロジが採用され、革新的なプラグイン式モジュール

によってそれぞれのトランシーバを送信機または受信機と
して使用することができます。
• 革新的なプラグイン式モジュールによってそれぞれのトラ
ンシーバを送信機または受信機のいずれかとして使用可能

• トランシーバの全長を感知するアクティブ保護領域を採用
• 150～1950mm (150mm刻み)の幅広い保護領域の高さに対応
• 手または指検出に最適

このような高度なテクノロジは、大幅に在庫を削減し、
柔軟でコスト効率の高い安全ソリューションを提供しま
す。

次世代セーフティ･ライト･
カーテンは柔軟性を実現
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新バージョンのFactoryTalk® Batchを使って、生産能力
の増大と製品の品質の向上、エネルギーと原材料の節
約、およびプロセスのばらつきと人間の介入の抑制を

実現するために、製造メーカはプロセス全体にわたる1つのよ
り高速で信頼性の高い制御と情報システムを構築できます。
これを使って、柔軟な生産能力と標準化された企業手順のサ
ポートにより、最新のバッチ制御戦略を開発することがで
き、また製品およびプロセス開発を加速できます。

FactoryTalk Batch v13は、完全なバッチオートメーション
環境で、企業による最も幅広いバッチアプリケーションへの
対応を可能とします。これは、設備の割当てとアービトレー
ションに加え、スマート機器とデバイスとの統合をサポート
し、生産履歴とともにバッチ割当て、材料追跡およびレポー
ト機能をより効果的に管理します。製造メーカは、柔軟かつ
セキュアにシステムにアクセスでき、自動的にレシピを作成/

管理し、検証および立上げに必要な時間を短縮しながら、こ
れらを実行することができます。バッチプロセス全体のシミ
ュレーション後、電子バッチデータを収集して、規格への準
拠またはプロセスおよび安全の改善に関する詳細なレポート
を作成することができます。
さらに、FactoryTalk Batchは、サーバとコントローラベース

のバッチアーキテクチャの迅速なやりとりを促進します。こ
れによりプロセスに対応した信頼性の高い迅速なステップ変
更が可能で、密接な制御パラメータを確実に実現できます。
資産活用を最大化し、生産を増大させるため、設備を前も

って割付けるだけでなく、FactoryTalk Batchで、製造メーカは
設備と材料の複雑性に応じて、コントローラのバッチ能力を
活用するか、それらを工場全体のバッチ管理システムに統合
することができます。

より包括的な生産工程のための
効率的なバッチ制御

注目の製品 &  ソリューション

保護等級IP67パッケージで提供されるEtherNet/IP対応
の1732 ArmorBlock® Guard I/O™モジュールは、安全
システムに従来の分散I/Oのすべてのメリットを提供

し、機械に直接取付けできます。

•  バイポーラおよびソース安全出力構成を
用意

•  リニアおよびデバイス･レベル･リング
(DLR)トポロジ用にデュアル･イーサネッ
ト･ポートを搭載

•  柔軟性のためにマルチキャストおよびユ
ニキャストをサポート

•   フィールドデバイス接続用にM12型コネ
クタを装備

ArmorBlock Guard I/Oモジュールは、自
動車、マテリアルハンドリングおよび梱
包アプリケーション、または診断および
ローカル制御の必要がない機械アプリケ
ーションに最適です。これらは、構成と
Logix制御システムの引用を助けるグラフ
ィカルツールであるIntegrated Architecture® 

Builderとも連携します。

ロックウェル･オートメーションは、EtherNet/IPネット
ワークを介して制御システムに安全を組み込む、ネッ
トワーク接続式安全トルク･オフ･オプション･モジュー

ルを発売しました。ハード配線された安全システムに関連し
た配線と設備冗長を削減する一方、これはお客様のアプリケ
ーション生産性の向上を助けるリアルタイムのデータへのア
クセスも提供します。
このAllen-BradleyのPowerFlex® 755とPowerFlex 755T ACドライ

ブ用の安全オプションは、ドライブからの電力を遮断しなく
てもモータの回転力を除去できるため、人員と機器の保護に
貢献します。この機能によって、安全システムへの作動要求
後に迅速な再稼働が可能になります。

Allen-BradleyのGuardLogix®とCompact GuardLogixコントローラ
の両方と互換性があり、このオプションモジュールによって
お客様は1つのIPアドレスを安全機能と制御機能に活用するこ
とができるため、必要なポート数を抑えることができます。
安全が必要なさまざまなアプリケーションに最適なこの新

型の安全トルク･オフ･オプション･モジュールは、ほとんどの
産業に使用できます。

取付けが簡単なモジュールが
時間と費用を節約

新型のオプションモジュールで
機械設計が簡略化

Compact I/Oモジュールにより
全体的な生産性を向上

5069 Compact I/O™モジュールは、コンパクトな設計
で高性能なコントロールを提供し、Logixプラットフ
ォームのパフォーマンス能力を拡張します。

• EtherNet/IP™ネットワークのCompactLogix™ 5380および
ControlLogix® 5580コントローラに最適

• さまざまなニ
ーズに応える
ため、31台まで
のローカル I / O

モジュールを
サポート

• 高性能および速
度要件が厳しい
アプリケーショ
ンに対応するた
めに簡単にカスタマイズ
が可能

• 高速バックプレーンが高速な転送レートを
提供するため、高度なプロセス要件のアプリケーション
に最適

I/Oモジュールへの電力供給停止を減らすために電源を
内蔵し、アクセスドアによってSDカードとリセットボタン
への簡単かつセキュアなアクセスが可能です
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Allen-BradleyのKinetix® VPCサーボモータの新たなラ
インナップを使って、製造メーカは機械をより高速
かつ大トルクで稼働できるため、マシンパフォーマ

ンスが大幅にアップします。
• 高回転域で大きな連続トルクを長時間発生
• デジタルフィードバック装置を介して、リアルタイム･モ
ータ･パフォーマンス情報を制御システムに提供

• より大型で堅牢なベアリングを採用したため、L10ベアリ
ングの寿命が60%延長

• 効率的なシステム設定
のため、ドライブ定格
に適合するよう最適化

この新型モータのラ
インナップは、IE4効率
定格を満たすか、上回
り、IE3以下の定格のモ
ータと比較してエネル
ギー費用の節約が可能
です。Kinetix 5700サーボ
ドライブと組み合わせた場
合、サーボモータは、より大型で
エネルギー集約型のモータとドライブの
ソリューションと比較して、電流消費が少なくなります。

ロックウェル･オートメーションの最新の製造実行
システム(MES)ソフトウェアであるPharmaSuite®マニ
ュファクチャリング･エグゼキューション･システム

に基づく、更新されたシリアライゼーションソリューショ
ンは、拡張性に富んでおり、幅広い梱包ラインテクノロジ
および生産管理システムに対応します。制御レベルから企
業レベルまで簡単に統合できるため、このソリューション
はシリアライゼーションデータ管理の一元管理プラットフ
ォームを提供し、サプライチェーン全体での製品トレーサ
ビリティを支援します。

新型のLogixベースのユニットコントローラとロックウェ
ル･オートメーションのFactoryTalk® View HMIの組み合わせで
拡張性が確保され、完全なすぐに使えるソリューションか
らレトロフィットおよび機械装置メーカ(OEM)ソリューシ
ョンまで、企業はこのソリューションをさまざまな提供モ
デルに適用でき、事実上あらゆるお客様のニーズに応えま
す。ユニットコントローラは、それぞれの生産ラインおよ
びさまざまなシステム装置間の接続ポイントとして機能し
ます。シリアライゼーションの提供以外にも、生産から配
送に至るまでのプロセスが完全に直接可視化されるため、
このソリューションを使って製造メーカはトラブルシュー
ティングおよび先行保全を改善できます。

ロックウェル･オートメーションのFactoryTalk View
ソフトウェアの最新バージョンは、貴重なデータ駆
動型の情報でオペレータ体験を向上させる一方、制

御システムへのより密接な統合により、設計/時間の生産
性の向上を実現します。
ロックウェル･オートメーションのIntegrated Architecture® 

(統合アーキテクチャ)プラットフォームの一部として、ま
たその製品ラインを活用することで、FactoryTalk View v9.0
ソフトウェアは、Allen-BradlyのControlLogixタグに直接接続
する能力に基づいています。新たなタグ拡張プロパティ
は、冗長なエンジニアの作業の必要性を緩和します。開発
者は、タグの説明、工学単位および最小/最大設定に直接
アクセスすることができるようになりました。これによ
り、複製エラーの余地が減少し、設計プロセスが簡素化さ
れます。さらに、これにより、言語切換が単純化されまし
た。開発者が、HMIに言語の文字列をプログラミングする
のではなく、コントローラから翻訳済みの内容に直接アク
セスできるようになったため、設計時間がさらに節約され
ます。

Webブラウザを使って、セキュアなインターフェイスを
提供し、FactoryTalk View v9.0は、リアルタイムのデータ
の視覚化を強化し、リアルタイムの意志決定を改善するた
め、アプリケーションによるユーザのモバイルデバイスへ
のアクセスが拡張されました。

サーボモータが機械の
スループットを向上

製薬会社向けのシリアライゼー
ションソリューションの更新

HMIソフトウェアが
よりスマートな製造を実現

注目の製品 &  ソリューション

密閉型スマート･モータ･コントローラSMC™-3、
SMC™ Flex、SMC™-50ソフトスタータが、全電圧始動
が原因の機械的摩耗を最小化、長時間の始動を可能

にしました。
• 非組合せ、組合せ型のヒューズ保護切断、または組合せ
型サーキットブレーカを用意

• かみ合わせ式の配線テクノロジの採用で、取付けが迅速
かつ容易

• システム寿命が延長、断線が減少、ダウンタイムが短
縮、効率が向上

幅広い工場取付け
オプションにより完全
にカスタマイズが可能
で、工場でのリードタ
イムを短縮するために
事前設計業界トップク
ラスのカスタマイズ、
用意されたオプショ
ン、および機能によ
り、密閉型のSMC-3、
SMC Flex、SMC-50ソフ
トスタータは多様で特
殊なアプリケーション
に対する迷うことのない選択肢です。

スマート･モータ･コントローラ
がシステムの寿命を延長



ビジネスを促進する方法については以下のサイトをご覧ください。

市場投入に要する時間を短縮

当社の制御および情報テクノロジと、経験は、
正確な配送で御社の生産速度を支援します。
その結果として、競争を勝ち抜くことができます。
そしてそこにとどまることができます。
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