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EXECUTIVE MESSAGE 

課題を機会に変える

世界中でワクチンの接種率が上昇し、COVID-19のパンデミック対
策に貢献している今、私たちは未来に目を向け、課題を機会に変え
る努力をすることができます。世界各地で厳しい旅行制限やロック

ダウンが行なわれており、企業はサプライチェーンの再考を求められて
います。その結果、多くの企業が事業継続と持続可能な収益のためにデ
ジタル技術に注目しています。

今まで以上に、デジタルイニシアティブを取り入れている企業と、まだ
業務にデジタル化を活用していない企業との間で、生産性の差が広がっ
ています。パンデミックは、新たなイノベーションを促し、従来のやり
方を破壊しました。企業は、お客様へのサービスや競合他社との差別化
のために、デジタルサービスへの依存度をますます高めています。

製造業においては、デジタルトランスフォーメーションが、今日の成功
を目指す上での「必要不可欠なもの」から「必須のもの」へと移行して
いるため、これらの能力がさらに厳しく問われることになるでしょう。
業界をリードする企業は、生産性と収益性を将来にわたって維持するた
めに、新しいデジタル技術を取り入れています。

最新の拡張現実(AR)技術や人工知能から、リモートモニタやコンプライア
ンスまで、最新のIIoT技術は、次の競争力を獲得するのに役立ちます。

本号の「Automation Today」では、ライフサイエンスや消費財業界を世界
的にリードするイノベータたちが、この厳しい時代に生産性を維持する
ために、どのようにデジタル化の取り組みを活用しているかを取り上げ
ます。

本号では、最新の知識と洞察を網羅する以下の産業トピックを特集して
います。危機に瀕したときのイノベーションの力、デジタル拡張された
マルチスキルワーカーの導入、およびもうダウンタイムに費やす時間は
ない

本号は最新の製品やテクノロジ、当社がどのようにしてお客様がアプリ
ケーションの課題に対応するのを支援できるのかを紹介するお客様の
ケーススタディ、および最新の企業ニュースとイベントを掲載していま
す。

本号の「Automation Today」が、お客様の最大の課題を刺激的な機会に変
えるために、革新的な技術を採用されることに役立つことを願っており
ます。

どうぞ安全にお過ごしください。そしてつながりを維持しましょう。
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私たちは一流のバイオテクノロジ、医薬品、および
医療機器メーカと協力して、未来のライフサイエ
ンスを実現します。 私たちは共に産業のトランス
フォーメーションを推進し、最良の結果をもたらす
新しいテクノロジ、革新的なソリューションをより
短いタイムラインで提供します。



ニュース &  イベント

ロックウェル･オートメーション
はPlex Systemsの買収を完了

ロックウェル･オートメーションのクラウドネイティブな
スマートマニュファクチャリング製品が拡大

ロックウェル･オートメーションは、大規模に運用されてい
るクラウドネイティブのスマート･マニュファクチャリング･プラッ
トフォームで有名なPlex Systemsの買収を完了したことを発表しまし
た。

Plex Systemsは、シングルインスタンス、マルチテナントのSoftware 
as a Service (SaaS)製造プラットフォームを販売しています。この中に
は最新の製造実行システムや品質･サプライチェーンの管理機能も含
まれています。同社は700以上の顧客企業を擁し、1日に80億件以上の
データ処理を管理しています。

ロックウェル･オートメーションの会長兼CEOであるブレイク･モレッ
トは次のように述べています。「Plex Systemsは、より多くの顧客が
産業用アプリケーションをクラウドに移行し始めている中、絶好の
タイミングでロックウェル･オートメーションに加わりました。Plex 
Systemsのソフトウェア機能は、ロックウェル･オートメーションの持
つ世界市場へのアクセスやそれに付随する産業専門知識、そしてリア
ルタイムのデータからインサイトをもたらし、必要なアクションをと
ることができるようにする能力を活用することで今後さらに差別化さ
れます。これにより、実装、使用、保守が容易なクラウドネイティブ
なソリューションでお客様により良いサービスを提供できるようにな
ります。この買収を完了し、Plex Systemsとその従業員をロックウェ
ル･オートメーションに迎えられることをうれしく思います。」

Plex SystemsのCEOであるビル･ベルッティは次のように述べていま
す。「ロックウェル･オートメーションは、産業およびデジタルトラ
ンスフォーメーションにおけるリーダシップを持ち、地理的･産業的
規模も大きいことから、Plex Systemsの顧客、パートナ、従業員のコ
ミュニティ全体にとって理想的な拠点となっています。Plexのスマー
ト･マニュファクチャリング･プラットフォームとロックウェル･オー
トメーションのFactoryTalkスイートを統合して、お客様のオペレー
ションを最適化し、スマートマニュファクチャリングを実現するとい
う我々のコミットメントを実現したいと思います。」

現在、Plex Systemsは、自動車部品、金属加工、電子機器、食品･飲
料、航空宇宙など、大量生産で反復性の高いディスクリートおよびプ
ロセス製造業のお客様に大きな価値を提供しています。また、ロッ
クウェル･オートメーションが先に買収したFiixが提供するクラウド型
の高度な資産維持管理機能と合わせて、ライフサイエンスや消費者向
けパッケージ商品など、製品の品質、安全性、持続可能性などの規制
要件を遵守し、消費者の期待に応えることを重視する業界のお客様に
とって、理想的なソリューションとなります。

世界的な自動車メーカであるHI-LEX社は、Plex Systemsとロックウェル
･オートメーションの両方の顧客です。

HI-LEX社のCOO (最高執行責任者)であるブラッド･センプ博士は次のよ
うに述べています。「HI-LEXのビジョンは、高品質で費用対効果の高
い製品を世界規模でお客様にオンタイムで提供することにより、世界
的なメーカになることです。業界をリードするこの2社のサプライヤ
が、当社のデジタルトランスフォーメーションを加速し、そのビジョ
ンを実現するために協力してくれることをうれしく思います。」

IDCのエネルギー&マニュファクチャリング･インサイト･グループのバ
イスプレジデントであるケビン･プルーティ氏は次のように述べてい
ます。「産業界ではクラウドソリューションの導入が加速しています
が、多くの企業がメリットを最大化し、リスクを最小化するために、
これらのソリューションを業務に統合する方法に悩んでいます。」

ロックウェル･オートメーション
が、「2021年マイクロソフト･パー
トナ･オブ･ザ･イヤー」賞のファイ
ナリストに選定

100を超える国々の4,400以上のノミネーションの中から
選ばれました。

ロックウェル･オートメーションは「2021年マイクロソフト･
パートナ･オブ･ザ･イヤー」賞でファイナリストに選定されました。
当社はマイクロソフトの技術をベースとした卓越したソリューション
を開発し、顧客にイノベーションと実装を提供しているとして、マイ
クロソフトのトップパートナ企業の1社と認められました。

ロックウェル･オートメーションの会長兼CEO(最高経営責任者)である
ブレイク･モレットは次のように語っています。「マイクロソフトに
このような評価をしていただけて光栄です。結果を出すことが当社の
すべてであり、マイクロソフトと組むことでその約束を果たせていま
す。当社のインテリジェントなシステムにより、お客様はインフラの
コストを節減し、短い期間で価値を得て、生産性を向上することがで
きます。」

「マイクロソフト･パートナ･オブ･ザ･イヤー」賞は、過去1年間にマ
イクロソフトの技術をベースとした優れたソリューションを開発およ
び提供したマイクロソフトのパートナ企業を表彰しています。表彰は
いくつかのカテゴリに分かれており、100を超える国々の4,400以上の
ノミネーションの中から受賞者が選ばれました。ロックウェル･オー
トメーションは、IoT (モノのインターネット)部門で優れたソリュー
ションとサービスを提供していることが評価されました。

パートナ･オブ･ザ･イヤーのIoT部門では、Azure、IoT、エッジデバイ
スといった、インテリジェントクラウドやエッジイノベーション上に
構築されたIoTソリューションを設計、開発、展開したマイクロソフト
のパートナ企業を表彰します。こうしたソリューションは、ある時間
にデジタル資産がどこにあるのか、あるいはダウンタイムをゼロにす
るために必要なメンテナンスを予測するなど、デジタル資産の可視性
を高めることで、ビジネスを迅速に改善するのに役立ちます。その結
果、業績を向上させ、顧客価値を高めることができます。

マイクロソフトのチャネルセールスおよびチャネルチーフ部門のグ
ローバル･パートナ･ソリューション担当コーポレートバイスプレジデ
ントであるロドニー･クラーク氏は次のように述べています。「マイ
クロソフト･パートナ･オブ･ザ･イヤーの受賞者とファイナリストを発
表できることをうれしく思います。これらの素晴らしいパートナは、
クラウドからエッジまで、顧客のためにワールドクラスのソリュー
ション構築に深くコミットしてくれており、当社のエコシステムが提
供するベストなソリューションを示しています。」
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ニュース &  イベント

エンド･ツー･エンドのクラウド
ベースの産業用トレーサビリティ
ソリューションを提供

先進的なトラック&トレースプラットフォームにより、法
規制への対応を容易にし、製品の品質、安全性、および持
続可能性の向上を実現

ロックウェル･オートメーションは、クラウドベースの製品デジタル化
およびトレーサビリティプラットフォームを提供するケズラー社との提
携を発表しました。この提携により、製品のトレーサビリティに特化
したクラウドベースのサプライチェーンソリューションを用いて、製造
メーカが製品の原材料から販売先までの流れを把握することを目指して
います。

ロックウェル･オートメーションのサプライチェーン機能とケズラー社
のトレーサビリティ技術を組み合わせることで、お客様はサプライヤ、
製造、物流、消費者を1つのリアルタイム･トレーサビリティ･プラット
フォームに結びつけることができます。ケズラー社のクラウドベースの
ソリューションは、統合の柔軟性と、不変の台帳(blockchain)から従来の
データベースまで幅広い技術を取り入れた既存の記録システムへのアク
セスを容易にします。また、両社は、製品の作成から消費までをデジタ
ルで識別･追跡するために使用できる固有のIDを作成できます。

例えば、ロックウェル･オートメーションとケズラー社は、製造メーカ
が製造した製品ごとの環境フットプリントを集計するために必要なデー
タを提供することができます。このデータは、証拠や改善のために使用
したり、製品を通じて消費者と直接共有することができ、企業はサステ
ナビリティの実践を競争上の優位性として利用することができます。

ロックウェル･オートメーションは、先日発表したPlex Systems社の買
収が完了した後、Plex社のクラウドネイティブなファクトリフロアのト
ラック&トレース機能とケズラー社のエンド･ツー･エンド機能を統合す
ることで、広い範囲と深い機能を持つサプライチェーンの可視化と管理
機能を提供することを期待しています。

ロックウェル･オートメーションの副社長兼システム&ソリューション
事業担当ゼネラルマネージャのマット･フォーデンウォルトは次のよう
に述べています。「ケズラー社とのパートナシップにより、導入が容易
で使いやすいクラウドベースの技術を用いて、サプライチェーンの透明
性を高め、安全や品質管理の対策を強化し、規制遵守を徹底し、ESGの
目標を達成することができます。当社の技術と専門知識をケズラー社の
技術と組み合わせることで、高度なクラウドネイティブソフトウェアを
用いて、特定のビジネス要件に合わせてカスタマイズされたシリアライ
ゼーションソリューションを迅速に設計･提供することができます。」

ケズラー社のCEOであるクリスティーン･C.アクシェルセン氏は次のよ
うに述べています。「私たちは、共に、製造メーカが製品の製造から販
売、消費、さらにはリサイクルに至るまでのすべての過程をつなぐお手
伝いをします。上流と下流のデータを結びつけることで、真のエンド･
ツー･エンドのトレーサビリティが実現し、製品ごとに1つのデータレポ
ジトリが用意されます。」

ケズラー社は、ロックウェル･オートメーションのデジタル･パートナ･
プログラムに参加します。このプログラムは、クラス最高のデジタル
ソリューションを提供する集中リソースであり、製造業のデジタルト

ランスフォーメー
ションを導き、簡
素化することで
お客様を支援しま
す。

ロックウェル･オートメーションが
新しい最高技術責任者(CTO)にシリ
ル･ペルドカットを指名

ロックウェル･オート
メーションはこのほど、
シリル･ペルドカットが
入社し、7月1日付でシニ

ア･バイス･プレジデント兼最高
技術責任者(CTO)に就任したこ
とを発表しました。同氏はロッ
クウェル･オートメーションの
会長兼CEOであるブレイク･モ
レットの直属となります。

ペルドカットは、シュナイダー
エレクトリック社で25年のキャ
リアを積んだ後ロックウェル･
オートメーションに加わりまし
た。彼は、シュナイダーエレク
トリック社ではモノのインター
ネット(IoT)とデジタル製品担当
のエグゼクティブ･バイス･プレジデントを務めており、特にシス
テム、ソフトウェア、ネットワーク、ソリューション事業の技術
戦略家として、幅広いキャリアを持っています。

ブレイク･モレットは次のように述べています。「シリルは、革
新とチーム作りに対する情熱と、効果的なチェンジマネジメン
トに基づく成功の実現に向けた意欲をロックウェル･オートメー
ションにもたらします。彼のキャリアは、製造技術を向上させる
ための革新的なソリューションの開発に焦点を当てており、彼の
リーダシップによって、ロックウェル･オートメーションがお客
様やパートナのために新たなレベルの価値を達成できると確信し
ています。」

ペルドカットは次のように述べています。「ロックウェル･オー
トメーションは何十年もの間、業界のリーダであり、革新者であ
り続けてきました。「ロックウェル･オートメーションの革新的
な技術者チームは、すでに提供している幅広い技術をさらに発展
させ、産業用オートメーションの分野で何が可能かを広げること
に注力しています。」

ペルドカットは、先日退職を発表したスジート･チャンドの後任
となります。チャンドは、2005年からロックウェル･オートメー
ションの最高技術責任者を務め、35年以上にわたるロックウェル
･オートメーションでの経験の中で、さまざまなリーダシップを
発揮してきました。直近では、ロックウェル･オートメーション
の技術革新、共通アーキテクチャの開発、全社的な技術者管理、
戦略的提携やパートナシップのエコシステムを活用したグローバ
ルなビジネス展開を担当していました。年末に退任するまで、ペ
ルドカットと緊密に連携していきます。

ブレイク･モレットは次のように述べています。「スジートの当
社での卓越したキャリアは、ロックウェル･オートメーションを
産業オートメーションとデジタルトランスフォーメーションの
リーダとして位置づけています。当社の製品や技術の進化、知的
財産のポートフォリオ、戦略的パートナシップに対するスジート
の貢献は計り知れません。取締役会と私は、彼と彼の家族が引退
後も幸せに過ごすことを願っています。」
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ニュース &  イベント

2021 Automation Fair Event
ロックウェル･オートメーションは、お客様の健康と安
全を第一に考え、11月10日～11日にテキサス州ヒュー
ストンで開催する2021年のAutomation Fairを、会場とオ

ンラインの両方で開催する予定です。

Automation Fairでは、魅力的な基調講演、インタラクティ
ブなハンズオンラボや技術セッション、業界中心のパネ
ルディスカッション、ロックウェル･オートメーションや
PartnerNetworkのメンバーによる最新のイノベーションやソ
リューションを紹介するエキサイティングな展示、そして同
業他社との意見交換や交流を深める活動に参加する機会をご
用意しています。

最新のイノベーションを発見
Automation Fairでは、最新の製品、ソリューション、サービス
を展示会場で紹介します。そこではロックウェル･オートメー
ションとPartnerNetwork企業のメンバーによる最新のイノベー
ションを体験できます。展示ホールでは、新しい没入型の
キュレーション体験、インタラクティブなデモやアクティビ
ティ、ロックウェル･オートメーションとPartnerNetworkのメ
ンバーによる100以上の展示が行なわれます。

インタラクティブなトレーニングとインスピレーション
Automation Fairでは、業界の課題を克服するための実践的な
トレーニングセッションや示唆に富むプレゼンテーションを

提供しています。これらの
セッションは、ロックウェ
ル･オートメーション、
PartnerNetworkメンバー、
および先進的な専門家に
よって行なわれます。これらがお客様の専門知識やスキルセッ
トをどのように向上させることができるかをご紹介します。

ハンズオンラボ
最新のテクノロジと製品の機能強化を実際に体験してくださ
い。これらのインタラクティブなトレーニングラボは、Allen 
Bradley、FactoryTalk、およびPartnerNetworkメンバーが提供す
る製品のポートフォリオをカバーしています。

製品およびテクニカルセッション
ロックウェル･オートメーションとPartnerNetworkから、どの
ようにして成果を出し、達成することができるかをご紹介し
ます。これらのセッションでは、最新の製品、技術、ソリュー
ション、サービスが、今日、明日、そして未来の製造環境に対
応するために、お客様のオペレーションをどのように変えるこ
とができるかを説明します。

業界フォーラム
業界フォーラムでは、業界のリーダたちが、自社のオペレー
ションをどのように定義し、どのように変革し、どのように革
新しているかをテーマにパネルディスカッションを行ないま
す。今年の11月に開催されるこのイベントに参加して、私た

受賞歴のあるBladeStopバンドソーで
リスクを軽減

独自のデュアルセンシング技術

市場で最も速い停止時間

オプションのBladeStop Connectで
リアルタイムのデータとレポートを提供

コーティングによって1500個のトリガを提供

世界25カ国で1150台以上を販売

Learn more at BladeStop.com

6          ASIA PACIFIC



ニュース &  イベント

ちのIT/OTの専門知識の価値とパワーを体験してください。イ
ベントの詳細と登録は以下のウェブページをご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/events/
in-person-events/automation-fair.html

ロックウェル･オートメーション、
PTCパートナ･オブ･ザ･イヤーに選
出される

ロックウェル･オートメーションは、PTCパートナ･ネッ
トワーク･プログラムから「PTCパートナ･オブ･ザ･イ
ヤー」に選ばれたことを発表しました。PTCパートナの
中から選ばれたロックウェル･オートメーションは、

PTCのお客様のデジタル･トランスフォーメーション･アジェン
ダを進める上で、卓越性と専門性の両方を実証しました。

PTCパートナ･オブ･ザ･イヤーの受賞に加え、ロックウェル･
オートメーションは、「新規顧客数」および「新規年間契約
額の最大値」賞を受賞しました。また、「Transformation in 
Community Project」賞のファイナリストにも選ばれました。

オペレーション&情報アプリケーション担当ディレクタである
アービンド･ラオは次のように述べています。「お客様のため
にイノベーションとオペレーションの改善を推進するという
共通のコミットメントを持って、わずか3年前にこの関係を結
び、大きな成果を上げてきました。昨年のパンデミックの際
には、お客様の事業継続を支援するために我々ができること

にスポットライトを当てました。私たちが提供する製品の強
力なインパクトを目の当たりにし、私たちのコラボレーショ
ンに対する市場のニーズを証明することができました。今回
の受賞は、ロックウェル･オートメーションの優れたチームの
努力によって成し遂げられたものです。」

PTCとのパートナシップについて
昨年10月、ロックウェル･オートメーションとPTCは、戦略的
提携の延長を発表しました。その時点で、私たちのアライア
ンスは、世界中で250社近くの新しいお客様のデジタルトラン
スフォーメーションの目標達成を支援していました。

私たちの主な共同提供製品は、FactoryTalk® InnovationSuite, 
powered by PTCです。今回の延長では、PTCの製品ライフサイ
クル管理(PLM)やSoftware-as-a-Service (SaaS)製品、ロックウェ
ル･オートメーションの仮想機械シミュレーションおよびテス
トソフトウェアが提携対象に加わりました。ロックウェル･
オートメーションとPTCは、アライアンスパートナとして、包
括的なデジタル･スレッド･ソリューションの提供に引き続き
注力していきます。この合意に基づき、両社は引き続き互い
のリソース、テク
ノロジ、業界の専
門知識、市場での
存在感を強化し、
2023年以降もお
客様にシームレス
なサービスを提供
します。
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Learn more at FoodMachinerys.com

• 先進的な食品加工機械ソリューション
のノウハウ

• 信頼性の高い機械と世界水準のサービ
スを提供するサプライヤ

• 国際的な業界のノウハウと顧客志向の
提案

各種食品加工工場向けの食品加工機械の
設計･製造 

• 先進的な食品加工機械ソリューション

• 信頼性の高い機械と世界水準のサービ

• 国際的な業界のノウハウと顧客志向の

各種食品加工工場向けの食品加工機械の



COVID-19のパンデミックは、近年にない危機的状況
ですが、製造メーカがこのような状況に苦しんでい
ても、私たちは皆一緒にいるということを知ってい

れば心強いです。技術革新は、今日の厳しい環境を生き抜
くだけでなく、成功させるための鍵となります。

歴史を振り返ると、パンデミックは私たちの政治的、社会
的、技術的な生活様式を一変させました。私たちの政治
的、社会的、技術的な生活様式を大きく変えてきました。
パンデミックは、産業やコミュニティ全体を破壊し、技術
革新を引き起こしてきました。

現在のCOVID-19のパンデミックは、既存の課題を複合的に
解決し、企業に対応を迫ることで、多くの業界に破壊をも
たらしました。テクノロジの進化に伴い、ライフサイエン
スや消費財業界のグローバルイノベータたちは、これらの
課題に立ち向かってきました。その結果、事業の継続性を
実現し、持続的な収益を生み出しています。

ワクチンはパンデミック対策の重要な武器です。しかし、
医学の進歩は目覚ましいものがありますが、人間の体には
まだ解明されていないことがたくさんあります。感染症へ
の対応は、世界の健康と寿命を向上させる上で非常に重要
な分野です。

ワクチン開発の革新
感染症は危機感を持って取り組むことで、ワクチンの開発
を加速させることができます。一刻も早く効果的な治療法
を医療従事者に提供するために、研究者、臨床医、規制機
関、製造メーカなど、さまざまな団体が一丸となって、早
急な対応を求めています。

生産されたワクチンが効果的で安全であることを確認し、
副作用を正しく理解するためには、いくつかのステップが
必要です。そして、病気の脅威が十分に小さくなるまで、
ワクチンを継続的に大量生産する必要があります。

歴史的に見ても、これらの各段階における複雑さ、規制、
コストが、新たな健康問題への対応を遅らせてきました。
しかし現在、AI関連技術の進歩により、治療法を現場に展
開するプロセスを急速に加速する機会が訪れています。

AIによるプロセスの支援
ワクチン開発のような複雑な案件では、一朝一夕に成功を
収めることはできませんが、開発の妨げとなる制約やボト
ルネックを取り除くことは可能です。

データ分析の自動化や、探索段階の各ステップで起きてい
ることの可視化が進めば、これらの非効率性に対処するこ
とができ、ワクチン開発のプロセスを加速し、生産規模を
拡大するためのオペレーションを合理化することができま
す。

ワクチン開発の初期の探索段階では、研究者は人工知能
(AI)を使って膨大なデジタルライブラリのデータ(何千もの
医薬品化合物の特性を分析するなど)を手動処理よりも大
幅に高い精度で処理し、潜在的な治療候補物質にたどり着
くことができます。また、これらの段階では、複雑な人間
のデータに基づいたDNA配列の決定にもAIを使用すること
ができ、臨床医は遺伝子のマッチングや免疫反応の検査を
行なうことができます。

特集記事

危機に瀕したとき
のイノベーション

の力 
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適切な化合物を特定できたら、プロセスは実地試験に移行
します。患者さんは、年齢や既往歴などの要因により、治
療に対する反応が異なります。そのため、テストは、患者
が治療に対して悪い反応を示す可能性のある限界的なケー
スをカバーできるような包括的なものでなければなりませ
ん。

深層学習アルゴリズムを学習させることで、研究者は、ワ
クチン候補を物理的にテスト患者に投与する前であって
も、これまで想像できなかった規模のテストを実施できま
す。これらのアルゴリズムは、感染症に対抗するための抗
体を特定してサンプリングするために使用され、スピード
とコストが飛躍的に向上します。さらに、ワクチン候補に
対する人間の反応を高度に分析してデータを可視化するこ
とで、迅速な検査を支援し、より複雑な分析と低いエラー
率を実現することができます。

ワクチン製品が薬事承認されると、病院や診療所の広大な
ネットワークで薬を開発し、配布する競争が始まります。
AIとセンサベースの技術を組み合わせることで、製造メー
カは精度の高いデータを活用し、サプライチェーンの効率
化を図ることができます。これにより、生産プロセスにお
ける需要と供給のズレを回避し、流通過程で製品が腐敗す
るリスクを最小限に抑えることができます。

パンデミック時の生産性
デジタルトランスフォーメーションを導入した企業は、他
の重要な商品の生産を維持しながら、差し迫った需要に対
応するための体制を整えています。特に、これらの企業が
変化をもたらすために、テクノロジが重要な役割を果たし
ている3つの分野があります。

1.   安全と事業継続性
企業は常に従業員の安全を第一に考えていますが、「安
全」の定義は変わってきており、従業員が病気になるのを
防ぐために、適切な社会的距離(ソーシャルディスタンス)
を保つことが必要になってきています。オフィスで働く従
業員にとって、自宅で仕事をすることは一般的に簡単なこ
とですが、製造業の場合は、現場のオペレータやエンジニ
アが必要不可欠です。

また、製造メーカにとっては、継続性も重要なポイントで
す。危機的状況にあっても人間のニーズは存在します。製
薬会社の場合は特にその傾向が強く、人々は生命を維持す
るための重要な医薬品を必要としています。このような危
機的状況の中で、生産ラインを稼働させ、医薬品を市場に
送り出すことは非常に困難です。

重要なオペレーションをリモートで管理できる能力があれ
ば、プラントの安全を確保しつつ、継続性を確保するため
の適切な対策を講じることができるようになります。例え
ば、拡張現実(AR)は、スマートフォンやスマートグラスな
どのウェアラブルデバイスを使って、機械のオペレータに
ステップ･バイ･ステップで指示を出すことができます。

これにより、遠隔地にいるエンジニアが、現場にいなくて
も現場のオペレーションスタッフに指示を出すことがで
き、ソーシャルディスタンスを保ちながら、オペレーショ
ンの維持や生産ラインの変更を行なうことができます。ま
た、機器メーカの技術者が遠隔地でトラブルシューティン
グを行ない、生産活動をサポートすることもできます。
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2.   増え続ける需要に大規模に対応
新型コロナウイルスの発生前、NHSには8,175台の人工呼吸
器がありましたが、今では何千台もの人工呼吸器が緊急に
必要とされています。中国は世界のフェイスマスクの60%
を製造していました。急な需要に対応するためにオペレー
ションとサプライチェーンを強化することは、すべての製
造メーカが抱えている課題です。

デジタル化されたオペレーションの高度な分析などの技術
により、企業は市場の需要に合わせて生産規模を正確に予
測することができ、データに基づいた意思決定を下すこと
を可能にします。

また、生産ラインがどのように機能しているのか、どこで
生産性が低下しているのか、どの工程でボトルネックが発
生しているのか、どこで予防的メンテナンスが必要なの
か、どのようなプロセス改善が可能なのかをリアルタイム
に把握することができます。このようなレベルの洞察を得
るためには、製造メーカはオペレーションを接続する必要
があり、接続された資産から生成される大量のデータを文
脈に応じて解析することができます。これにより、アナリ
ティクスなどのツールが真価を発揮します。

3.   柔軟性と知識の移転
例えば、自動車メーカは人工呼吸器の生産に慣れておら
ず、生産ラインやサプライチェーンを大幅に変更しなけ
ればなりません。そのためには、生産ラインやサプライ
チェーンを大幅に変更する必要があり、エンジニアはまっ
たく新しい製品の生産方法を学ぶという課題を克服しよう
としています。

独立型カートテクノロジ(ICT)などの技術を採用している企
業は、生産ラインに高度な柔軟性がすでに組み込まれてい
ます。これらの技術により、ビジネスは変化する要求に迅
速に対応し、スループットの向上と機械の切換え時間の短
縮を実現し、新製品を大規模に生産することができます。
高度に自動化されているため、従来の生産ラインに比べて
現場での作業が少なくて済み、工場を効率的に稼働させる
ことができます。

時間との闘い
一刻を争う研究所、製薬会社、バイオメーカにとって、生
産能力を加速し、市場投入までの時間を短縮することは、
一人でも多くの命を救うための鍵となります。ロックウェ
ル･オートメーションは、グローバルなサプライチェーン
の混乱がもたらす複雑な問題に対処するために、メーカが
革新的な自動化ソリューションを大規模かつ迅速に導入す
るのを支援することで、生産所要時間を数週間からわずか
数日に短縮することに成功しました。また、医療機器に対
する厳しい規制やコンプライアンス要件の遵守も支援しま
した。

ロックダウンの間も、顧客サービスや学習･開発は後回し
にされませんでした。従業員はノートパソコンや携帯電話
を使って、遠隔地のお客様への対応、導入時の問題解決、
進行中のプロジェクトのモニタなどを行なうための技術を
身につけており、オフィスに戻る必要性が減りました。

パンデミックのピーク時には、多くの政府が完全なロック
ダウンを実施していましたが、私たちは、ドライブ、サー
ボ、プログラマブル･ロジック･コントローラ(PLC)などの企
業向け技術ツールのトラブルシューティングやメンテナン
スの方法について、バーチャルで実施する技術トレーニン
グコースを用意しました。同時に、当社のテクニカル･サ
ポート･チームは、製造メーカが直面している質問や問題
にすぐに対応しました。

また、お客様の従業員に最新の情報を提供し、提供された
ツールをうまく活用するために必要なスキルを身につけ
てもらうために、無料のe-ラーニングコースを実施しまし
た。

歴史に刻む
私たちは皆、前例のない状況に置かれており、史上最大の
挑戦の1つとして歴史に残るであろうパンデミックの中に
生きています。COVID-19の蔓延を一刻も早く食い止めよう
と、業界が一丸となって取り組んでいるのを見ると元気が
出てきます。ここで言う「スピード」とは、人の分離のス
ピード、生産のスピード、ウイルスに対抗するために必要
な必須アイテムの重要なサプライチェーンの能力を高める
スピードのことです。

すでにデジタル技術に投資している製造メーカ、つまり企
業とオペレーションの接続に成功している製造メーカは、
生産を維持し、急速に変化する市場力学に迅速に対応する
ことができます。リモートワーク、データに基づく意思決
定、柔軟な生産をサポートするテクノロジを導入すること
で、目の前の課題に迅速に対応し、オペレーションとサプ
ライチェーンを適応させることができるのです。

オペレーションとプロセスのデジタルトランスフォーメー
ションが成功すれば、人間の知識と人工知能の強力な能力
をシームレスに融合することができます。デジタル化は、
COVID-19に対抗し、パンデミック後の未来に向けた基盤と
なります。

成功事例から学ぶ
ライフサイエンス業界では、効果的なデジタル化の取り組
みの結果、革新的な企業が成功を収めているアプリケー
ションが数多くあります。これらの成功例は、コンプライ
アンス、品質、サイバーセキュリティ、シリアル化、オペ
レーションの効率化など、ライフサイエンス業界が経験す
る共通の課題を解決するものです。
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デジタル戦略でスループットを向上
ファイザー･グローバル･サプライ(PGS)社は、世界42カ所の製造拠
点のネットワークで、毎年230億回以上の薬を製造しています。同
社は、オペレーションをシームレスでデータ駆動型のインサイト
エンジンに変換し、世界レベルのパフォーマンスを実現すること
で、「患者さんの生活を大きく変えるブレークスルーを生みだす
(Breakthroughs that change patients' lives)」というファイザーの目
的をサポートすることを目標に掲げました。

これは簡単な作業ではありません。PGSの製造施設には、30社以
上の製薬会社の遺産があり、それぞれが多様なシステムとデータ
セットを持っていました。

まず最初に行なったのは、製造拠点全体のセキュリティインフラ
のアップグレードと改善でした。これによりPGS社は、工場内の
ネットワークの安全性を高めるだけでなく、現場のデータを外部
から引き出すための標準的な方法を確立しました。

COVID-19の登場により、同社はチームが社会的に離れた場所に
いながら対面式の会議を続けられるようなデジタルソリューショ
ンを展開しました。ロックウェル･オートメーションの戦略的提
携パートナであるPTC社のVuforia Chalkのようなリモート･コラボ
レーション･ツールは、2週間という短期間でグローバル企業全体
に導入されました。

デジタルトランスフォーメーションの旅は続きますが、PGS社は
これまでに、サイクルタイム、製造スループットと歩留まり、お
よび初期段階からの製品品質などの分野で大きな改善を記録して
います。ある製造拠点では、デジタルトランスフォーメーション
プログラムにより、2019年に予定されていた1つの製品の製造量を
300万回分増やすことができたと評価されています。

結果を出すためにIT/OTを変革する
インディアナポリスに本社を置くイーライリリー社は、120カ国
で製品を販売しているグローバルなヘルスケア企業で、長年にわ
たってデジタル技術の継続的な改善と適応に意欲的に取り組んで
きました。そのデジタルトランスフォーメーションの中心となる
のが、情報技術(IT)と運用技術(OT)の強力なパートナシップです。

戦略レベルと実行レベルの両方でテクノロジの導入を支援するた
めに、ロックウェル･オートメーションや戦略的提携パートナで
あるマイクロソフトなどの中核的な協力者を活用しています。ま
た、デジタル技術を身につけた従業員の雇用と育成にも力を入れ
ています。

そしてもちろん、ITとOTの間の強力なパートナシップを継続して
発展させていくことは、当社のデジタルトランスフォーメーショ
ンの中心であり続け、シリアル化、サイバーセキュリティ、分
析、その他のデジタル化の取り組みを推進しています。

イーライリリー社の製造および品質担当バイスプレジデント兼情
報責任者であるカレン･ハリス氏は、次のように述べています。
「私たちは何年もの間、この
関係を築いてきました。そし
て実際には、それは私たちの
より広範なチーム･リリー･ア
プローチと一致しており、実
際に成功を推進するのは部門
横断的なチームと部門横断的
な関係であると私たちは信じ
ています。そして、私たちが
課題を進めるのに役立つのは
そのチームワークです。」

データインテグリティとコンプライアンス
サーモ･フィッシャー･サイエンティフィック社の取り組みは、数
年前にデータインテグリティから始まりました。「サーモ･フィッ
シャー･サイエンティフィック社の革新的･没入型テクノロジ部門
のディレクタであるクリス･ビニオン氏は、次のように述べていま
す。「私たちは、データを活用することでリスクを軽減し、リア
クティブからプロアクティブになる方法をすべて検討し始めまし
た。私たちが求めていたのは、単に書類を減らすことではなく、
事務処理を置き換えることでした。データにアクセスして、過去
の傾向を見ることができるというスーパーパワーを従業員に提供
しているのです。」

サイティバ社のお客様にとって、品質とコンプライアンスは最優
先事項です。サイティバ社のMESおよびセンサ部門のシニア･プロ
ダクト･マネージャであるカーステン･マンチェスター氏は次のよ
うに強調します。「製薬業界では、わずか数バッチのために発生
する書類で本棚全体を埋めることもあります。私たちは、お客様
を支援すると同時に、私たちの旅を続けています。私たちは、デ
ジタルプラント成熟度モデルのレベル3に近づいています。」

サイティバ社は、大規模なデータセットをどのように管理し、そ
の上でツールを使ってどのように分析を行なうかということに取
り組んでいます。紙の削減とい
う効率的なメリットもあり、こ
れまで紙のバインダーに入って
いた情報を利用しようとしてい
ます。

効率的な生産のためのMES
製造メーカには、並外れた柔軟性を並外れたスピードで実現する
ことが日々求められており、変化の激しい今日の環境ではアジリ
ティが重要となっています。

ロシュ･ダイアグノスティックス社は、COVID-19検査キットを製
造するために、主要な3つの施設の資産を移行する必要があった
とき、ロックウェル･オートメーションのFactoryTalk PharmaSuite 
MES (製造実行システム)ソフトウェアを導入しました。これによ
り、テストキットが大幅に不足していた時期に、より多くのテス
トキットを製造するために必要な柔軟性と俊敏性がもたらされま
した。

ヘルスケアソリューションを提供する世界有数の企業であるロン
ザ社は、最近、業務をデジタル化し、敏捷性と業務効率の新しい
時代を迎えました。

PharmaSuite MESソフトウェアとFactoryTalk InnovationSuiteソフ
トウェアを使用することで、製品をカプセルの箱1つ1つまで追跡
し、パフォーマンスや生産に関する洞察を得ることができるよう
になる。

また、SAPとPharmaSuite MESを分離することで、ワークフローを
実施し、必要な情報を収集することで、グローバルなエンタープ
ライズ･リソース･プランニング(ERP)の停止や必要なメンテナンス
による混乱を回避することができます。
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ケーススタディ

科学と自動化の融合で人命を救う

COVID-19ワクチン接種活動を支援するためのソフトウェアの寄贈や、研究室から生産
への橋渡しなど、科学と自動化を組み合わせることで人命を救うことができます。

COVID-19パンデミックの影響で、ライフサイエンス
業界は混乱の真っただ中にあります。世界的なサプ
ライチェーン、ワクチン接種の展開、医療インフラ

の課題は、リスクの状況を一変させ、ライフサイエンス企
業は技術革新へのアプローチを再考することになりまし
た。

ライフサイエンス業界が新たな局面を迎えている今、ビジ
ネスパートナシップが重要視されています。協力すれば
するほど、より多くのことを達成することができます。
ロックウェル･オートメーションとAdvanced Regenerative 
Manufacturing Institute (ARMI)とのパートナシップは、こ
の相互利益をもたらすアプローチの典型的な例です。現在
開発中のARMIセンター･オブ･エクセレンス(CoE)を含め、
すべてのプロジェクトに双方から重要な情報や技術がもた
らされます。このコラボレーションにより、毎年何千人も
の命を救うことができる革新的な医療の時代に近づくこと
ができたのです。

人工組織の製造
現在、世界では40万人の人々が臓器を求めて待機してお
り、毎日20人が移植を待ちながら亡くなっています。何年
もの間、人々は科学研究と商業生産の間のギャップを埋め
るために取り組んできました。ARMIのBioFabUSAプログラ
ムは、臓器移植リストを過去のものにすることを目指して

います。このプログラムには、人工組織の大規模製造を目
指す170以上のメンバー組織のコンソーシアムが参加して
います。

参加した企業の多くは、研究者や大学関係者であり、組織
生成の背景にある科学を知っています。しかし、そのプロ
セスをどのようにスケールアップし、自動化するかについ
ては支援が必要でした。AMRIのエグゼクティブディレクタ
であるディーン･ケーメン氏は、ロックウェル･オートメー
ションに協力を求めました。その後、ロックウェル･オー
トメーションの知識と技術を共有することで、このパート
ナシップは発展していきました。

この2つの貢献は、2020年初頭に稼働したARMI BioFabUSA
初の自動組織ラインに不可欠でした。これにより、個人が
ラインの一方の端に細胞のバイアルを挿入し、45日後に
戻ってもう一方の端で待っている骨靭帯の完成品を検査す
ることができるようになりました。

このプロセスの完全自動化は、複雑な臓器を製造するため
の重要なステップでした。センター･オブ･エクセレンスも
その一助となるでしょうが、それは2つの組織が機会を認
識し、重要な瞬間に「イエス」と言える理由を見つけたか
らに他なりません。その1つが、最も基本的な要件である
「物理的な存在」に関するものでした。
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ケーススタディ

百聞は一見にしかず
170社のメンバー企業の大半は、デジタルプラントの成熟
度モデルの初期段階にあり、後期段階で何が可能かを具体
的に示すことが有益だと考えています。

ロックウェル･オートメーションはボストン地域にセンター
･オブ･エクセレンスの設立を何年も前から検討していまし
た。一方、ARMI BioFabUSAとのパートナシップは、ボストン
から北に50マイル離れたノースカロライナ州マンチェスター
にあるARMI BioFabUSAの施設で大きく前進していました。

ARMI BioFabUSAは繊維工場を改造した広いスペースを有効
に活用したいと考えていました。そこでARMI BioFabUSA
は、ロックウェル･オートメーション社が地域のセンター･
オブ･エクセレンスに関心を持っていることを知り、無償
でスペースを提供することを申し出ました。これは予想外
の出来事でしたが、このコンソーシアムを前進させるのに
役立つものでした。

最先端の実用的なアプリケーションのすぐ隣にデモスペー
スがあることは、組織にとって大きな機会となりました。
両社は、ARMIセンター･オブ･エクセレンスを、コンソーシ
アムのメンバーにスマートマニュファクチャリングを教え
るための学習ツールと考えています。このセンターが完成
すれば、手動でのセットアップから、企業資源計画システ
ムと連携した完全自動化設備への移行までのデジタルトラ
ンスフォーメーションの道筋が見えてきます。

進捗状況
ARMI BioFabUSAがマンチェスターに空きスペースを提供し
てから、その環境を整えるための最初の一歩は驚くほど早く
始まりました。2021年3月には、ロックウェル･オートメー
ションの上級副社長兼最高技術責任者であるスジート･チャ
ンドから、プロジェクトの主催者が重要な承認を得ました。
その2カ月後には、センターにはデジタルプラント成熟度モ
デルの最初の2段階を実証するための設備が整いました。

ARMI BioFabUSAのミッション達成に向けた取り組みが拡大
しています。ロックウェル･オートメーションの支援を受
けて、今後8～9カ月の間にさらに8つの生産ラインを導入
する予定です。これらのラインが稼働するたびに、科学と
人工組織の完全自動生産との間のギャップが縮まり、繁栄
するパートナシップが強化されます。

新たなパートナシップの誕生
ARMIとロックウェル･オートメーションのパートナシップ
は、科学とオートメーションを結びつけることの価値を強調
しています。ロックウェル･オートメーションは、非営利団
体、政府機関、公衆衛生パートナにArenaシミュレーションを
寄贈し、地域でのCOVID-19ワ
クチン接種クリニックの計画
に役立ててもらっています。
このソフトウェアは、患者の
流れ、スタッフの配置、シフ
トの変更、列に並んでいる患
者がソーシャルディスタンス
を守っているかを監視するた
めに使用できます。

ロックウェル･オートメーションの広報担当バイスプレジデ
ントであるパトリシア･コントレラスは、次のように述べて
います。「このソフトウェアは、当社のヘルスケアパートナ
が供給と人員配置のニーズにより適切に対応し、最終的には
ワクチン接種プロセスを促進するのに役立つ、状況を改善す
る可能性を持つツールであると認識しています。より多くの
病院、保健部門、その他のコミュニティ組織と協力して、で
きるだけ多くの人々が安全、効率的、迅速にワクチン接種を
受けるのを支援できることを願っています。」

パンデミックが始まったときに、ニューヨーク州のノース
ウェルヘルス(非営利の統合医療ネットワーク)とデラウェア
州のクリスチアーナケア(ヘルスケアサービスを提供してい
る民間の非営利病院のネットワーク)は両方ともArenaを使用
してCOVID-19の入院治療を管理しました。このソフトウェ
アは、意思決定者がシステムの流れと、毎日異なるシナリオ
をもたらす可能性のある環境でのリソースの制約を理解する
のに役立つため、ワクチンクリニックの計画に最適です。

米国疾病予防管理センターによると、3月12日金曜日の時
点で、1億回以上のCOVID-19ワクチンが投与されており、
米国の成人人口の13.5%が完全にワクチン接種を受けてい
ます。ワクチンの供給が変化し、より多くの人々がワクチ
ン接種のスケジュールにアクセスできるようになるにつれ
て、ワクチンの配布をサポートするためのより優れた、よ
り効率的なツールが必要になります。

Arenaシミュレーションは30年以上にわたって医療で使用
されており、病院や医療システムが患者の流れの改善を
計画し、費用対効果を実現するのに役立ちます。Arenaシ
ミュレーションソフトウェアの詳細は、Arenaシミュレー
ションソフトウェアのWebサイトをご覧ください。

ヘルスケアのデジタル化
COVID-19のパンデミックは、ヘルスケアおよびライフサイ
エンス企業の運営方法を大きく変えました。ライフサイエン
ス企業はサプライチェーンを再評価し、消費者はデジタル･
ヘルスケア･ソリューションへの依存度を高めています。

このような新しいビジネスモデルへの移行に伴い、科学と
技術の区別はより明確になってきています。この2つの業
界は、知識ベースやスキルセットが異なりますが、両者が
より密接に連携することで、消費者はより質の高い医療を
受けることができ、患者の予後も改善されます。

このソフトウェアは、
患者の流れ、スタッフ
の配置、シフトの変
更、列に並んでいる患
者がソーシャルディス
タンスを守っているか
を監視するために使用
できます。
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ケーススタディ

テクノロジが地域社会の衛生面の
成果を高める

パンデミックの発生により、世界中の産業界や政府は、サプライチェーンや業務効率
を再考する必要に迫られています。製造メーカや機械装置メーカ(OEM)は、これらの
課題に取り組み、COVID-19から地域社会を守るために協力しています。

パンデミックの発生により、世界中の産業界や政府は、
サプライチェーンや業務効率を再考する必要に迫られて
います。製造メーカや機械装置メーカ(OEM)は、これら

の課題に取り組み、COVID-19から地域社会を守るために協力し
ています。

パンデミックの最中、世界保健機関(WHO)は、需要の高まり、
パニック買い、買い占め、誤用などにより、個人防護具(PPE)の
世界的な供給に深刻な混乱が生じており、人命が危険にさらさ
れていると警告しました。

この問題に対処するため、WHOは産業界と政府に対し、この世
界的な需要の高まりに対応するため、製造量を40%増加させる
よう呼びかけました。

この目標を達成するために、世界中の製造メーカや機械装置
メーカ(OEM)が立ち上がりました。オーストラリアでは、連邦
政府が当時唯一の地元マスクメーカであったMed-Con社に、こ
の需要に応えるための増産を要請しました。しかし、40年前に
作られた3台の機械のうち2台しか稼働しておらず、これを実現
するためにはマスク製造機の増設が急務であると考えました。

地球の反対側のニュージャージー州モントヴィルにあるキャッ
トブリッジ･マシナリー社は、COVID-19に対して、材料不足と
いう緊急のニーズに応えるターンキーソリューションを提供し
ました。現在、同社は北米に拠点を置くターンキーのメルトブ
ローン生産ラインの唯一のサプライヤです。

マスクの素材づくり
メルトブローン不織布は、N95マスクやろ過材に欠かせない素
材です。ポリプロピレンを原料とするこの高機能素材は、厳し
いろ過仕様を満たすように設計されています。

キャットブリッジ･マシナリー社の社長であるマイケル･パパス
氏は次のように述べています。「当社の専門分野の1つはメル
トブローン生産ラインを含む不織布加工です。当社は、材料不
足に対応できるソリューションをパッケージ化する作業にすぐ
に取り掛かりました。」

一般的な濾過材の規格を満たすために、同社は織物の幅1.6メー
トル(5.2フィート)のソリューションをパッケージ化しました。
ターンキー生産ラインは、メザニンレベルとプラントレベルの
両方の機器を備えており、押出成形、メルトブローン成形シス
テム、織物処理装置、すべての機械的接続、制御パッケージ、
電気パネルが含まれています。

メルトブローン生産ラインは、GuardLogixセーフティコント
ローラおよびKinetixサーボドライブとモータを搭載したロック
ウェル･オートメーションの制御プラットフォームで稼働してい
ます。システムはEtherNet/IP™ネットワークで統合されます。

パパス氏は次のように述べています。「通常、当社では機械の
HMIにグラフィックターミナルを使用します。しかし今回は、
VersaView産業用PCおよびモニタを選択しました。」

堅牢なVersaView製品は、アプリケーションのソースでより多くの
コンピューティングパワーを提供し、画面から何にアクセスして
管理できるかという柔軟性を提供します。このケースでは、シス
テムにFactoryTalk View Site Edition (SE) HMIソフトウェアが搭載さ
れており、複数の関係者の要求を満たすことができます。

オペレータは、表示画面、アラーム、システム全体の診断に簡
単にアクセスできます。また、メンテナンスやエンジニアリン
グについては、アプリケーションを迅速に開発し、システムの
メンテナンスを容易に行なうことができます。
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パパス氏は次のように述べています。「COVID-19のパンデミック
は、多くの人にとってジェットコースターのようなものでした。
N95マスクはいまだに不足していますが、これから何が主流にな
るのでしょうか? 私たちには分かりません。このような不確実な
時代には、機械の柔軟性は性能と同じくらい重要です。」

救命用マスク製造機の製作
オーストラリア政府の支援を受け、オーストラリアのビクトリア
州に拠点を置く高度な受注生産企業であるFoodmach社が選ばれ
ました。オーストラリア政府の支援を受けて、Foodmach社は、
2020年11月までに6000万枚のフェイスマスクを生産し、年間1億
6000万枚のマスクを生産することを目標に、緊急の供給需要を満
たすために7台の救命機械の最初の設計と製造に60日の期限を与
えられました。

「古いマシンを複製する一方で、信じられないほど短い時間枠で
現在の制御および安全基準に合わせて最新化する必要もありま
す。スケジュールが非常にタイトであるため、通常6か月かかる
ことを実行するのに8週間しかありません」と、Foodmach社の
CEOであるアール･ロバーツ氏は説明します。

Foodmach社は元の機械機構を採用し、ロックウェル･オートメー
ションの最新の制御および自動化技術を搭載するようにそれらを
最新化することができました。Compact GuardLogixコントローラ
はマシンの中心であり、マスクの製造プロセスを制御します。

Kinetix 5500サーボドライブはLogixプラットフォームにシームレ
スに統合され、簡単な構成、システム統合、および安全を実現し
ます。PLCとサーボドライブはともに、機械内の動きを制御し、
機械の始動と停止機能の精度を維持するための鍵となります。

これらのマシンは、優れた保護のために4つの層が一緒にラミ
ネートされた最高品質のサージカルマスクを構築するように設計
されています。安全トルクオフを備えたPowerFlex 525ドライブ
は、ラミネーション(積層加工)プロセスを制御している間、オペ
レータはマシンのPanelView™グラフィックターミナルを使用して
生産をモニタできます。

アール･ロバーツ氏は次のように述べています。「最初のマシン
を8週間で製造することを目指していましたが、7週間で予定よ
り早く納品することができました。その重要な部分は、オースト
ラリアで利用可能な部品の在庫を保持し、必要に応じて海外から
のコンポーネントの取り込みを促進できるロックウェル･オート
メーションなどのサプライヤを持つことでした。」

オーストラリアのマスク製造能力は、エンジニア、設計者、技
術者の卓越したチー
ムの革新的な仕事の
おかげで確保されて
います。これらの
スマートマシンは、
マスクの生産を大幅
に増やす能力を提供
し、COVID-19の撲滅
に向けて最前線で働
く医療従事者や作業
者とその患者を守る
ことができます。

デジタル化による視認性の向上
機械や材料の不足によるサプライチェーンの問題に対処すること
に加え、産業界にとってもう1つの重要な焦点はオペレーション
の効率化です。デジタルトランスフォーメーションは接続性と可
視性を向上させ、最終的にパフォーマンスと効率を改善します。

エコラボ社は、水、衛生、感染予防のためのソリューションと
サービスを提供するグローバルリーダです。世界各地に130の工
場を持つエコラボ社は、世界中の約300万のお客様の施設で、食
品衛生の向上、清潔で安全な環境の維持、水とエネルギーの使用
量の最適化を支援しています。しかし最近まで、これらの工場は
互いに連携が取れておらず、一貫性に欠けていました。その結
果、各工場は基本的に独立した存在として機能していました。

現在、エコラボ社のグローバルな工場ネットワークは、より優れ
たパフォーマンスと安定性を実現し、最終的に顧客により良い
サービスを提供できるよう、5年間のロードマップに沿ってより
優れた接続性を実現しています。エコラボ社の制御および自動化
プログラムのリーダであるマット･ブジューク氏は同社のデジタ
ルトランスフォーメーションを主導するために採用されました。

ブジューク氏は次のように述べています。「私の仕事は制御ス
キームを改善するだけでなく、知識の導管となり、プラント間で
知識を共有することです。私たちの会社は良い規模の会社で、お
互いに話し合っていなければ利用できてはいないでしょう。」

チームはエコラボ社の工場をデジタル化するための4つのステッ
プの戦略を策定しました。まず、最初はデータ収集のステップで
す。これには、適切な機器を設置し、適切なデータを収集するこ
とが含まれます。この段階では、後の段階でデータを特定して分
析できるようにするために、文書化が重要です。

次のステップは可視性で、プラントでオペレーションのモニタを
開始し、ダッシュボードにより、オペレータがラインのパフォー
マンスをリアルタイムで把握できるようになります。3番目のス
テップはビジネスの最適化です。これには、プラントフロアを企
業の基幹システムと統合して、プラントとサプライチェーン全体
の可視性とコミュニケーションを提供することが含まれます。

4つ目と最後のステップは、分析、デジタルツイン、人工知能な
どを活用したデジタルトランスフォーメーションです。これによ
り、ある工場のパフォーマンスが他の工場よりも優れている理由
など、重要な疑問に答えることができるようになります。

すでに今日、いくつかのプラントは最適化段階にあります。ま
た、標準化の取り組みとグローバルな可視性の向上により、同社
はプロセス設計を25～30%節約できました。在庫と手持ちの日数
をより適切に処理することも、改善の大きな機会です。

エコラボ社はベンダーと協力して、一部の工場ではオンサイトの
トレーニングラボを含むトレーニングプログラムを確立し、従業
員が新しいテクノロジに触れて学べるようにしました。

ブジューク氏は次のように述べています。「結局、コミュニケー
ションと全員の賛同が重要なのです。みんなが参加して、自分に
も発言権があると思えば、プロジェクトにも積極的に参加し、一
緒になって取り組むことができます。なぜなら、それによって自
分の生活が楽になることを知っているからです。」     

Foodmach社CEOのアール･ロバーツ
氏、工場の現場で
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デジタルで強化された
マルチスキルワーカーの導入
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帽子からブーツに至るまで、人材はさらに繋がってきてい
ます。これにより、スキルギャップが縮小され、情報の取
得と提供を最適化することで、生産性を向上させることが

できます。

拡張現実(AR)は製造業に革命をもたらします。必要な情報へのア
クセスを容易にすることで、従業員のパフォーマンスを向上さ
せ、安全やコンプライアンス上のリスクを回避することができま
す。これは、COVID-19パンデミックに関連する課題を考えると、
特に重要なことです。ロックダウンやソーシャルディスタンス(社
会的な距離)をとることが要求されているため、職場では対面式の
オペレーションを維持することが難しくなっていますが、それで
も生産は続けなければなりません。

ありがたいことに、ARがこれを可能にしてくれます。これらの
ツールは、工場の作業者が新しい規範に適応し、専門家がリアル
タイムに対応するのに役立ちます。FactoryTalk InnovationSuite 
Vuforia ARは、組立やフィールドサービスが行なわれている場所
で、作業指示をハンズフリーでリアルタイムに配信します。経験
豊富な作業者の知識を簡単に取り込み、新しい作業者やサービス
技術者と共有することができます。離れた場所に存在する専門知
識を、場所を問わずに提供することができ、ARトレーニングがよ
り効果的かつ効率的であることが証明されているため、トレーニ
ングマニュアルは過去のものとなります。

基幹産業の稼働を維持

今回のパンデミックでは、多くの製造業が基幹産業に分類されま
した。製薬会社や医療機器メーカなどの業界では、急増する需要
に対応する一方で、社会的な距離を置く措置やグループの最大収
容人数の制限を遵守することが課題となっています。

ロックウェル･オートメーションでは、ARプログラムへの無料ア
クセスを提供しています。これは、手作業をリアルタイムでキャ
プチャし、専門知識のギャップを埋めるために迅速な知識の伝達
を可能にする高度なシミュレーションツールです。

ARは、計画外のダウンタイムや停電からの回復に必要な重要な作
業やメンテナンスを、遠隔地の専門家が現場の担当者にかわって
行なうことを可能にします。例えば、機器メーカの情報をエンジ
ニアのデバイスに直接ストリーミングし、他の工場のメンテナン
ススタッフが診断を手伝うことも可能です。

また、複合現実デバイスは、複雑な製品を安全に組み立てるため
に、現場の従業員に必要に応じてリアルタイムの生産データや指
示を与え、作業を行なうことができるようにします。シミュレー
ションツールは、エンジニアが世界のどこにいても、機器のレイ
アウトをマッピングしたり、レイアウト変更が生産性やスルー
プット機器に与える影響を調べたりすることを可能にします。

ロックダウンの間も、カスタマサービスや学習･開発を後回しに
する必要はありません。従業員は、ラップトップ型コンピュータ
や携帯電話を使って、リモートでお客様にサービスを提供した
り、導入時の問題を解決したり、進行中のプロジェクトを継続的
に監視したりするための技術を備えており、オフィスに戻る必要
性を減らしています。

ARによる効率化
産業用ARは、リアルタイムでステップ･バ
イ･ステップの作業指示により、作業員の
生産性、効率性、顧客満足度を向上させ
ます。Vuforia ARソリューションは、新規
または既存のメディアコンテンツ/キャプ
チャ、2D＆3Dコンテンツ、シーケンス、
IoTデータ、リアルタイムアノテーションを用いて、共有環境で簡
単に消費可能な指示書を作成･配信することができます。Vuforia
でオーサリングされたARエクスペリエンスは、クラウドまたは
オンプレミスにデプロイすることができ、ユーザは単一の汎用の
ビューワアプリケーションを介して、スマートフォン、タブレッ
ト、ウェアラブルデバイスからアクセスすることができます。

VuforiaのARソリューションには、特定の機能やユースケースに最
適化された以下の3つのツールがあります。

Vuforia Expert Capture – 専門家が手順を実行する際に、一人称の
ステップ･バイ･ステップのビデオを撮影することができます。エ
キスパートは、音声コマンドやジェスチャーでキャプチャプロセ
ス全体をコントロールでき、位置情報ベースのステップを含める
こともできます。手順を撮影した後は、修正や改良を加え、公開
することができます。他の従業員は、Vuforia Viewアプリを使って
完成した作業指示書にアクセスできます。

Vuforia Studio – 特定のオーディエンスに合わせて、画期的なAR
体験を作成し、デスクトップ、モバイル、ウェアラブルデバイス
で展開できます。ドラッグ&ドロップ式のインターフェイスで、

技術に関する記事

拡張現実(AR)
は人間の労働
力を30～50%
効率化しま
す。
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すぐに使い始めることができます。コーディングの知識は不要
で、既存の3Dデータ、アニメーションシーケンス、IoTデータを
活用できます。

Vuforia Chalk – 物理的に現場にいなくても、リアルタイムに指示
や指導を共有する必要がある従業員を、ARを使って支援し、仕事
の効果や効率を高めるコラボレーション型のリモート支援ツール
です。専門家は、現場の状況を見て議論し、技術者にプロセスを
指導することができます。技術者も専門家も、画面上で指を使っ
てデジタルアノテーションを描き、それを物理的なオブジェクト
に正確にアンカーすることができます。

ARの活用
2020年3月、ロックウェル･オートメーションは、他の多くの企業
と同様に、リモートワークが世界的な現象になったことで、来る
べき月に向けて調整していることに気づきました。ロックウェル
･オートメーションのある一流顧客の場合、新しい代替機の設置
と起動という、前年から予約されていた重要な計画的ダウンタイ
ムイベントが、わずか数週間後の4月1日に予定されていました。

厳しい渡航禁止令が出される中、ロックウェル･オートメーショ
ンは、お客様の高圧ソフトスタータを設置するためにフィールド
エンジニアと製品エキスパートのフルチームを派遣できないこと
が次第に明らかになってきました。この複雑な紙パルプ機械は、
非常に専門的な経験と安全トレーニングを必要とし、この機械が
ラインアップにないと、生産ライン全体が停止して、収益の損失
や重要な製品の流通に悪影響を及ぼす危険性がありました。

致命的な生産遅延を防ぐため、ロックウェル･オートメーション
はVuforia Chalkを採用しました。Vuforia Chalkは、予定されてい
たサービスをリモート支援で完了させるために、最も時間的に効
率的で効果的な方法であることがわかっていました。Chalkは、
遠隔地の専門家が画面上に指示を描き、それを現場の作業者がリ
アルタイムで見て従うことができ、デジタル注釈が受信者のロー
カル環境に固定されるため、何が起こっているのかがわかりやす
くなります。

リアルタイムのオーディオとビデオにAR技術を組み合わせるこ
とで、Chalkは遠隔地の専門家がエンドカスタマの機器を見て、
スクリーン上で直接注釈をつけることを可能にしました。ロック
ウェル･オートメーションのフィールド･サービス･エンジニアで
あるアレクセイ･N･ウィルソン-エオルガン氏は、Chalkの「肩越

し」の使いやすさにより、エキスパートのデジタル注釈に沿って
プロセスを進めることができました。

マシンに診断･分析ソフトウェアが追加されたため、彼はChalkを
使ってリアルタイムでデータを共有することで、2日以内に交代
作業を終えることができました。

現場でのトレーニングと準備の時間が非常に短かったにもかか
わらず、ウィルソン-エオルガン氏はChalkのシンプルさを活用し
て、すべてを接続し、より効果的なコラボレーションを行なうこ
とができました。これは大きな成果でした。この機器は非常に新
しく、トレーニングを受けた人はほとんどいませんでしたし、業
界で何十年もの経験を持つウィルソン-エオルガン氏でさえ、まっ
たく新しいフィールドサービスを体験しました。「Chalkは、診
断ツールと専門知識の連鎖の中で最も重要な唯一のリンクでし
た」と、彼は語っています。

将来を見据えたオペレーションを今すぐ実現
新種のCOVID-19がパンデミックへの対応に課題を残している
ことから、近い将来、旅行制限やロックダウンが新たな常態
化する可能性があります。そのため、大手企業では、生産性
と収益性を将来にわたって維持するために、新しいIIoT技術を
採用しています。

ARは、あなたの武器として必要なツールのひとつです。作業員の
生産性が向上し、より高品質な製品をより安全に生み出すことが
できます。また、従業員をより早く、より効果的にトレーニング
することができるので、先を見越した判断ができるようになり、
より良いパフォーマンスを発揮できるようになるでしょう。訓練
された生産性の高い作業員がいれば、コスト削減と市場投入まで
の時間短縮というメリットが得られます。   



積極的なアプローチと最新の仮想技術により、ダウンタイ
ムを過去のものにすることができます。最新のアプリケー
ションサポートとリモート･モニタ･ソリューションは、積

極的なサポートを提供し、コストのかかるダウンタイムを回避し
て、生産性の向上に貢献します。

重要な製造ラインが停止し、ダウンタイムが1分発生するごとに
数千ドルの生産性が失われるというのは、あまりにもよくある現
象です。すべての製造工場がダウンタイムの問題を経験していま
すが、共通の問題であるにもかかわらず、組織がどのように対応
するかによって生産性が左右されます。

リモートモニタがアプリケーション･サポート･サービスの一部で
あれば、稼働時間の向上が可能です。以下の例では、企業がダウ
ンタイム時に従来のコールセンターのサポートに頼っていた場合
と、ロックウェル･オートメーションと契約してリモートモニタ
付きのアプリケーションサポートを受けていた場合との比較を示
します。

シナリオ1: 従来のテクニカル･サポート･ソリューション
マイクは、あるグローバルメーカのオペレーションマネージャで
す。同社は予定外のダウンタイムに悩まされていました。ここ数
ヶ月の間に、いくつかの重要な資産が停止しましたが、残念なが
らマイクと彼のチームは根本的な原因を知ることができませんで
した。

今日、重要な生産ラインが再びダウンしたため、アラームが鳴り
ました。この生産ラインが停止すると、会社は1分ごとに数千ド
ルの損失を被ることになるため、オペレーションチームはすぐに
マイクに連絡しました。マイクはすぐに現場のメンテナンスチー
ムに連絡し、問題のトラブルシューティングを開始した。数時間
経っても原因がわからないため、メンテナンスエンジニアは施設
外にあるテクニカル･サポート･センターに連絡します。

数人のサポートエンジニアが問題の評価にあたりましたが、トラ
ブルシューティングに何時間もかけた後、テクニカル･サポート･
エンジニアは問題を切り分けるために施設に訪問することが必要
だと判断しました。テクニカル･サポート･センターから専門家が
派遣され、数時間かけてラインに慣れ親しみ、問題の特定に努め
ました。彼はマイクのオペレーションチームと協力して、サーバ
のモータプログラムを修正しました。10時間と5万ドルを要した
ダウンタイムを経て、ようやくラインを稼働させることができま
した。

このような従来のテクニカルサポートでは、オンサイトとオフサ
イトの両方のチームが関わってトラブルシューティングに何時間
も費やしていました。さらに、リモートモニタの機能もないた
め、ダウンタイムによる損失は数十万ドルにも上ります。

シナリオ2: リモートモニタによるアプリケーションサ
ポート
レイチェルは、大手飲料メーカの生産部長で、予定外のダウンタ
イムを減らすことにも取り組んでいます。前四半期、彼女はロッ
クウェル･オートメーションが提供するリモートモニタ付きアプ
リケーション･サポート･サービス契約を導入しました。これは、
ダウンタイムの発生件数を大幅に削減するための積極的なアプロ
ーチであり、彼女はより安心しています。ロックウェル･オート
メーションでは、特定のお客様のアカウントに専任のテクニカル
･サポート･チームを割当てており、彼らはシステムを熟知してい
ます。

レイチェルのタイミングは完璧でした。彼女が休暇から戻った
日、ロックウェル･オートメーションのアプリケーション･サポー
ト･エンジニアであるソフィアは、システムをリモートでモニタ
しており、アラームが鳴る直前に生産ラインの監督官に電話をか
けました。ソフィアは、No.2のパレタイザにポジショニングエラ
ーの障害が発生していることに気づき、これはサーボモータの1
つが故障していることを示していた。ラインオペレータは、製品
が破損する前に、梱包を3番のパレタイザに移しました。ソフィ
アはサーボモータの交換が必要であることを確認し、現場チーム
は問題を迅速に解決することができました。

翌日、レイチェルのロックウェル･オートメーションのサポート
チームの一員でもあるローガンは、シフトの制御エンジニアに電
話をかけました。彼は、MAC IDの重複エラーに気づきました。ロ
ーガンの助けにより、制御エンジニアはドライブの通信パラメー
タにアクセスすることができ、問題を迅速に解決することができ
ました。レイチェルには、このイベントが迅速に解決されたこと
が通知されます。

最初のシナリオとは対照的に、このアプリケーションサポートと
リモートモニタでは、製造メーカは年中無休24時間体制の積極的
なサポートを受けることができます。リモート･モニタ･チームに
よる高度なトラブルシューティングにより、コストのかかる何時
間ものダウンタイムを回避することができます。

バーチャルサポートが手元に
COVID-19のパンデミックでは、製造メーカは効果的、効率的、か
つ遠隔地から組織をサポートするという課題に直面しました。ロ
ックダウンや国境での閉鎖により、
直接会って話をすることが難しくな
っています。ありがたいことに、バ
ーチャル技術が助けになります。
FactoryTalk InnovationSuite Vuforia 
Chalkは、組織の専門家が複雑な課
題や不慣れな課題に直面している技
術者にリアルタイムで支援を提供す
るための強力なコラボレーション
およびコミュニケーションツール
です。拡張現実(AR)を利用すること

もうダウンタイムに
費やす時間はない

アプリケーション記事

問題解決のためのガ
イダンス、サポー
ト、専門知識を、拡
張現実(AR)を使用す
ることで工場のオペ
レーションチームや
サービスチームに迅
速に提供することが
できます。
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で、問題解決のためのガイダンス、サポート、専門知識を工場の
オペレーションやサービスチームに迅速に提供できます。

多くの企業や従業員が「ニューノーマル」を過ごしている中で、
工場におけるデジタルトランスフォーメーションや最新化は最重
要課題となっています。LifecycleIQのサービスは、アクセス可能
なテクノロジと専門知識を活用した最新化の実施を通じてあなた
の組織をサポートします。

リモートモニタとサポートで稼働時間を向上
より良く、より多く、より速く。これは、市場で勝つことを目的
とした商品メーカのスローガンです。このスローガンは、米国中
西部のある製紙工場でもよく使われています。この工場では、古
紙を原料とした段ボールを生産しており、確かにコモディティ商
品ではありますが、そのオペレーションはありふれたものではあ
りません。

数年前、老朽化した抄紙機の1台が摩耗や非効率の兆候を見せ始
め、工場の高水準の生産性と稼働率を脅かしていました。この巨
大な機械を交換するには、時間と資本に大きな投資が必要でした
が、交換はやむを得ませんでした。

資産のパフォーマンスと稼働率を最適化するために、同工場はロ
ックウェル･オートメーションの制御ソリューションを採用しま
した。ロックウェル･オートメーションが設計したこの機械は、
PowerFlex 755 ACドライブシステムを使用して、ウェットエン
ド、乾燥機、リール&スプール、および巻き取りセクションの調
整可能な速度のモータ制御を実現しています。この制御アーキテ
クチャには、5～400HPのドライブとモータが合計30台組み込ま
れています。また、ControlLogixプログラマブル･オートメーシ
ョン･コントローラが搭載されており、ドライブシステムを統合
し、すべての制御およびモーション機能を実行します。

この工場の経営陣は、設置と試運転の課題を解決した後、継続的
なメンテナンスの必要性が、少人数のスタッフの能力を超えてい
ることに気付きました。そこで、リモートモニタによって機械の
メンテナンスをサポートすることにしたのです。

この工場のチームは、他社の製鉄所を見学し、その工場のリード
エンジニアにロックウェル･オートメーションを導入して良かっ
たという話を聞きました。これらの議論を経て、当時のチーム

は、ロックウェル･オートメーションの保証総合サポート契約が
良い方法であると確信しました。

ロックウェル･オートメーションは、工場のエンジニアや経営陣
と緊密に協力して、サポート契約の財務的な正当性を詳細に説明
しました。ロックウェル･オートメーションは、機械の履歴デー
タを使用して、稼働率と効率の向上に対するダウンタイムと人件
費の潜在的なコスト回避効果を計算しました。分析は徹底的に行
なわれ、ライフサイクルでの節約は説得力のあるものでした。

現在、ロックウェル･オートメーションは、指定されたチームか
らリアルタイムでアプリケーションレベルの産業サポートを工場
に提供しています。このサポートには、2,000以上の機械データポ
イントの年中無休24時間体制のリモートモニタ、機械の変更や追
加に関する補足的なコンサルティング、四半期ごとのパフォーマ
ンスレビューなどが含まれます。

その結果は素晴らしいものでした。この工場では、システム稼働
率91%、人件費や部品費の削減、資産パフォーマンスの向上、製
紙機械の投資収益率の向上、さらにはライフサイクルの節約を実
現しました。

監督者は次のように述べています「ロックウェル･オートメーシ
ョンが提供するリモートモニタとサポートは、当社の稼働率向上
に大きく貢献しています。私たちが問題を抱えたとき、それは彼
らの問題にもなります。彼らは、私たちが問題を解決するのを助
け、問題に対処するための追加の知識を提供してくれます。この
ような支援は非常に貴重です。」    

APPLICATION  PROFILE



私たちの専門知識は
お客様のものです

デジタルトランスフォーメーション。最新化。リモートオペレーション。サイバーセキュリティ。私たちは、お客
様の複雑なライフサイクルの道程をナビゲートし、お客様のアイデアを現実に変えるお手伝いをします。

デジタルインテリジェンス    •    専門知識    •    正しいパートナシップの力

コンサルティング
サービス

プロフェッショナル
サービス

コネクテッド
サービス

フィールド
サービス

ワークフォース
サービス
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PRODUCT &  SOLUTION FOCUS注目の製品 & ソリューション

新しいPowerFlex 6000Tドライブ
はコンパクトな設計で大きな性能
を実現

グローバルなIEC市場向けの高圧ドライブが、設置面
積を増やすことなく高電圧の一次に対応

ロックウェル･オートメーションの新しいPowerFlex 6000T
高圧ドライブは業界最高レベルの性能を約半分のスペース
で実現しています。

このドライブは、最大13.8kVの一次電圧に対応し、幅2,310
～3,010mm (7.58～9.87フィート)というクラス最高の設置
面積を実現しています。

このコンパクトな設計により、IEC市場における新規およ
びレトロフィットの産業用アプリケーション、特にスペー
スが重視されるアプリケーションに最適なドライブとなっ
ています。

PowerFlex 6000Tドライブは、ステップ･ダウン･トランス
や変電設備を追加することなく、主配電線からの高電圧
フィードを直接接続できるため、コスト削減につながりま
す。また、新しいAフレームPowerFlex 6000Tドライブは以
下を提供します。
• 適応制御による立上げの迅速化
• エコノマイザモードによるエネルギー削減
• 予知保全によるダウンタイムの低減

ロックウェル･オートメーションのPowerFlex 6000Tプロダ
クトマネージャであるブラッド･ブジャルディーニは次の
ように述べています。「PowerFlex 6000Tドライブに移行
することで、お客様はすぐに生産性を向上させることが

できます。0～680AまでのPowerFlex 6000Tに共通する制
御プラットフォームにより、すべてのドライブの立上げ
やトラブルシューティングが容易になります。さらに、
TotalFORCEテクノロジは、高性能モータ制御、高度なセル
フモニタ機能、デジタルプラットフォームを組み合わせ
て、より高速で、より精密で、より応答性の高いドライブ
を実現します。」

新しいPowerFlex 6000Tドライブは、石油&ガスの精製、鉱
業、鉱物、金属加工、発電、水/廃水処理などの産業での
重いアプリケーションのためのモータ制御を管理するため
に設計されています。

新しいCENTERLINE 1500モータ･
コントロール･センタの接地装置が
安全の向上に貢献

ロックウェル･オートメーションが提供するUL認定
の統合保護保守接地装置により、一時的な接地アセ
ンブリが不要に

ロックウェル･オートメーションが提供するUL認定の新製
品は、石油&ガス精製事業から食品&飲料加工工場まで、さ
まざまな業界で職場の安全向上に貢献しています。

Allen-BradleyのCENTERLINE 1500高圧モータ･コント
ロール･センタは、新しいIPMG (Integrated Protective 
Maintenance Grounding)デバイスで新しい安全基準を設定
しました。この統合デバイスは、ハンドルを回すだけで、
すべての負荷側接続部と負荷ケーブルを接地します。これ
により、危険な一時的な接地ケーブルを手作業で取付ける
必要がなくなりました。

IPMGデバイスには以下のような特長があります。
• 負荷ケーブルを含むすべての負荷側接続部を接地する方
法を提供する。

• ユーティリティスタイルの接地ボールや一時的な接地
ケーブルアセンブリの煩雑で危険な使用を排除する。

• パワーセルのドアを開けることなく、出力(負荷側の接
続部)を接地することができる。

• モータ･コントロール･センタのパワーセルにシームレス
に組み込むことができる。

ロックウェル･オートメーションのプロダクトマネージャ
であるジェフ･ファウラーは次のように述べています。
「産業界のオペレーションは、刻々と変化する安全環境や
要件を管理しなければなりません。新しいIPMGデバイス
は、要求の厳しい製造、加工、生産環境において、別のレ
ベルの安全を提供します。この一体型接地スイッチは、一
時的な接地点ケーブルを追加する必要がありません。」

IPMGデバイスは、ArcShield耐アーク性コントローラ設計
のCENTERLINEモータ･コントロール･センタでも使用できま
す。
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PRODUCT &  SOLUTION FOCUS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
は、新プロキシデバイスで
CIP Securityの広範な導入を実現

ロックウェル･オートメーションとシスコ社は、ITと
OTのチームを連携させ、今日の急速に進化する産業
用サイバーセキュリティの脅威に立ち向かう

Allen-BradleyのCIP Securityプロキシを使用することで、
産業用システムにCIP Securityを広範囲に導入することがで
きます。従来、産業用ネットワークには、ほとんど、また
はまったくセキュリティが組み込まれていませんでした。
CIP Securityプロキシは、産業用ネットワークにCIP Security
を実装することができます。CIP Securityプロキシは、ネッ
トワーク上のほとんどのデバイスにCIP Securityを実装する
ことができ、古いシステムであってもプラントのオペレー
ションを保護することができます。

CIP Securityプロキシは、EtherNet/IPに対応した機器と連携
することで、ネットワーク全体のセキュリティを確保しま
す。CIP Securityは、多層防御戦略の一環であり、脅威とな
る人物が離れた場所からネットワークにアクセスして悪意
を持って行動する攻撃から身を守ることができます。1台
のデバイスにCIP Securityを提供することで、システムを保
護するためのセキュリティ層を追加することができます。

プロキシデバイスの設定は、FactoryTalk Policy Managerソ
フトウェアおよびFactoryTalkシステムサービスを通じて行
なうことができます。さらに、このデバイスはKinetixドラ
イブのモーションをサポートし、診断を見るためのウェブ
サーバを提供します。また、安全なイベント生成のための
syslogをサポートし、192.168.1.xyzのIPアドレス指定用の
ロータリスイッチを備えています。また、プロキシデバイ
スは1ギガビットのEtherNet/IPポートを3つ搭載しており、
-25～+70℃までの温度範囲で動作するなど、使い勝手の良
さも追求しています。

このプロキシデバイスにより、CIP Security非対応の製品を
持つユーザは、CIP Securityアーキテクチャへの独自の移行
ロードマップを定義し、実行することができます。また、
CIP Securityに対応していない製品に対しても、移行の道筋
を示すことができます。このスタンドアロンで使いやすい
ハードウェアソリューションを使用することで、セキュア
なネットワークを手に入れるための新たな一歩を踏み出す
ことができます。

ロックウェル･オートメーション
は、強化されたセーフティ･レーザ
･スキャナで重要なデータへのアク
セスを提供

Allen-BradleyのGuardmaster SafeZone 3レーザス
キャナは、EtherNet/IPを介してCommon Industrial 
Protocol (CIP) Safetyに対応しています。

これにより、機械や生産ラインの状態を総合的に把握す
るために必要な重要データにアクセスできるようになり
ます。最終的には、SafeZone 3のようなスマート･セーフ
ティ･デバイスが意味のある情報を提供することで、ユー
ザは機械の健全性をモニタし、稼働時間を増やし、柔軟性
を高め、安全を向上させ、総所有コストを削減することが
できます。

SafeZone 3レーザスキャナは、Studio 5000 Logix Designer
を使用して、SIL 2/PLdアプリケーション用のAllen-Bradley
のGuardLogix安全制御システムに統合できます。また、
DLR (デバイス･レベル･リング)ネットワークトポロジをサ
ポートし、ネットワークの耐障害性を向上させます。

SafeZone 3レーザスキャナは、ワークセル内やその周辺の
エリアやアクセスを検知するために設計されたレーザス
キャナで、最大4つの安全ゾーンを同時にモニタすること
ができ、1つの安全ゾーンから他に切換える必要はありま
せん。また、スキャナの安全領域の範囲を拡大し、1つの
EtherNet/IP接続で重要な診断データを提供します。

これにより、作業者が危険に近づいた場合にはアラームで
通知し、機械の減速や停止を防ぐことができるなど、生産
性の向上につながります。また、CIP Safety機能では、診断
データを拡張して、スキャナのレンズに埃が付着している
などの一般的な故障をユーザに警告することができます。

SafeZone 3は、危険エリアや危険源の周辺での使用を想定
し、高精細な距離測定スキャン技術を強化しています。こ
れにより、スキャンデータの精度が向上し、埃や煙、溶接
痕などの光学的干渉に対する耐性も向上しています。

また、構成メモリは
SafeZone 3のシステム
プラグに格納されてい
るため、デバイスの迅
速な交換が必要な場合
のダウンタイムを防ぐ
ことができます。その
ほか、明るくマルチカ
ラーのディスプレイに
は、機器の設定や状態
を表示するための使い
やすい押しボタンが付
いています。



PRODUCT &  SOLUTION FOCUS

   ASIA PACIFIC       23

PRODUCT &  SOLUTION FOCUS注目の製品 & ソリューション

強化されたFactoryTalk Linxソフ
トウェアで生産性とセキュリティ
を向上

ロックウェル･オートメーションのFactoryTalk Linx
ソフトウェアの最新リリースにより、工場現場のエ
ンジニアの生産性が向上しました。最新のリリース

では、システムのリカバリを容易にし、アップロードおよ
びダウンロードの速度を向上させ、新しいデバイスをより
効率的にオンラインにすることができます。これらの機能
強化により、工場のエンジニアは時間を節約し、他の優先
事項に集中することができるようになります。

組織を保護するために、最新のFactoryTalk Linxソフトウェ
アには、通信の完全性/機密性、クレデンシャル認証、監
査追跡、構成のバックアップと復元などの新しいセキュリ
ティ対策が追加されています。このようにセキュリティを
強化することで、セキュリティ上の懸念や問題に起因する
予定外のダウンタイムを減らすことができます。

また、今回のリリースでは、ユーザが構成を保存できる
バックアップ/リストア機能が追加されています。これに
より、リカバリ時にシステム全体を手動で再設定する必要
がなくなり、管理者の作業効率が向上します。

ソフトウェアのインターフェイスが再構築されたことで、
Studio 5000およびControlFLASH Plusソフトウェアのオン
ラインパフォーマンスが向上し、アップロードおよびダウ
ンロード時間が短縮されました。これにより、FactoryTalk 
Linxを使用する設計ツールや通信サービスのパフォーマン
スが向上し、効率が高まります。

さらに、新しい機器をオンラインにする際に、IPアドレス
を範囲指定して割付けたり、前もって設定された構成を
読込んだりすることができるようになりました。これによ
り、新しいマシンやデバイスをより早くオンラインにする
ことができ、生産性の向上につながります。

FactoryTalk Linx OPC UAコネクタが強化され、より多くの種
類のデータにアクセスできるようになりました。また、冗
長化されたサーバが停止した場合に、セカンダリサーバか
らデータをピックアップできるようになり、システムの稼
働率が向上し、データへのアクセスが可能になりました。

FactoryTalk Linx Gatewayには、ユーザが指定したタググ
ループと、FactoryTalk Securityの認証を受けたLogixの構造
および配列定義へのアクセスが含まれています。これに
より、制御システムを介してアクセスできるデータの断
片を、個々の要素に至るまで管理･制限することができま
す。さらに、ユーザは構成をインポートおよびエクスポー
トして、環境外で管理することができます。

新しいFactoryTalk Logix Echo 
エミュレーションソフトウェアが 
機械設計を変える

機械設計者は、新しいFactoryTalk Logix Echoコント
ローラ･エミュレーション･ソフトウェアを使用する
ことで、時間とコストの削減、機械性能の最適化、

市場投入の迅速化を図ることができます。

このソフトウェアは、ロックウェル･オートメーションの
ControlLogix 5580ファミリーコントローラで使用できます。

エミュレーションソフトウェアを使用することで、エンジ
ニアは仮想環境で制御コードを完全にテストすることがで
きます。最大17台のエミュレートされたコントローラをサ
ポートしているので、機械、生産ライン、さらには工場全
体をエミュレートすることができます。

また、エミュレートされたコントローラは、他のソフト
ウェアと組み合わせることで、さまざまな用途に使用する
ことができます。例えば、エミュレートされたコントロー
ラをEmulate3Dデジタル･ツイン･ソフトウェアを介して機
械システムモデルに接続することで、大型の物理的装置を
使わずにテストや実験を行なうことができます。また、

エミュレートされたコントローラをトレーニング･シミュ
レータ･ソフトウェアに接続することで、機械が現場に到
着する前にオペレータが新しい機械のトレーニングを受
け、そのリアルタイムな反応を学ぶことができます。

FactoryTalk Logix Echoソフトウェアは、最新のユーザイン
ターフェイスで設計されており、既存のエミュレーション
ソフトウェアよりも全体的にシンプルな操作性を実現して
います。例えば、デザインとエミュレーションの切換えは
簡単で、プログラムの変更も必要ありません。

Factor yTalk Logix Echoソフトウェアは、Factor yTalk 
DesignSuiteポートフォリオの最新版です。このポートフォ
リオはエンジニアリングと設計の要素を標準的なフレーム
ワークにまとめたもので、同じツール、言語、リソースを
使用してシステムの構築や修正を行なうことができます。



より良い世界のために、私たち
は人の可能性を広げます。




