
製品とアプリケーションのライフサイクル・サポート・サービス

生産性を最大化し、お客様にご安心いただける 
柔軟な産業サポートを提供します



 

現在、ほとんどの企業が日々の業務をサポートする外部からの支援を 
多かれ少なかれ必要としています。
お客様は以下の問題にどのように対処しますか ?

• 数十年前の機器の信頼性

• 新技術の流入と高まり続ける複雑性

• 産業メンテナンスコストの上昇

• 交換部品の入手

• 熟練した労働者の不足

これらの問題によって、お客様の業務は停止してしまいかねません。また、利益を浪費し、重要な資産の 
パフォーマンスを妨げる可能性もあります。

これを避けるため、産業企業は外部に支援を求めるのです。当社の製品とアプリケーションの 
ライフサイクル・サポート・サービスは、お客様のオートメーションシステムのライフサイクル全体を 
カバーします。ロックウェル・オートメーションと連携することで、当社の熟練した 
エンジニアや、産業用機器の修理技術、ワークフォースの補完、そして 
リモートモニタおよび分析をご活用いただけます。

どこでも、そしていつでもお客様の必要に応じて 
サポート

製造業において 6割の職務が、 
人材不足によって空席のままと
なっています。1

1 The Skills Gap in U.S. Manufacturing 2015 and 
Beyond (The Manufacturing Institute and Deloitte) 
(2015年 )

のプラントが、陳腐化した 
オートメーションシステムを 
使用し続けています。2

2  2010 Process Automation Study 
ARCアドバイザリグループ

88 % ロックウェル・オートメー
ションは以下の体制で 
お客様をサポートします。
• 2,600人以上のサービスの専門家
• 100人以上のコンサルタント
• 700人以上のフィールド・サービス・ 
エンジニア

• 12ヶ所のリモート・サポート・センター
• 80を超える国で事業を展開



利点

• ダウンタイムからのより迅速な復旧

• コスト効率に優れたオフシフトサポート

• メンテナンスコストを削減

• 資産の陳腐化をより明確化

• 交換部品をより簡単に入手

生産性を維持 
日常の業務に影響を及ぼす

• サービス契約
• ライフサイクル延長契約
• 最新化契約

付
加
価
値

オンデマンドサポート

統合サポート

マネージドサポート

最重要課題を解決 
スキルギャップを埋める

• 電話サポート
• 修理
• トレーニング
• フィールドサービス

付
加
価
値

サポートをカスタマイズ 
性能の向上

• アプリケーションサポート
契約

• リモートモニタ
• 予防 /予測診断
• ネットワークインフラ管理

付
加
価
値

問題の解決

成
果

お客様の要件に合わせたサービス



オンデマンドサポート
お客様が必要なサポートを、お客様が必要なときに

当社のオンデマンドサービスは、お客様の最重要課題の
解決を支援し、運用時における重大なギャップを埋める 
サポートを必要に応じて提供します。

ロックウェル・オートメーションのTechConnectSM 

リモートサポートでは、当社の熟練したエンジニアやその
他のリソースからサポートを得られます。

• リアルタイム電話サポートは、システムの設置や構成、
技術的な問題の解決を支援します。

• ファームウェアおよびソフトウェアサポートは、お客様
のシステムを最新状態に更新し、重大な危機を回避し
ます。

• オンラインリソースにはライブチャット、蓄積された
回答の利用、およびフォーラムでの質疑応答が含まれ、
数クリックするだけで産業に関する追加のサポートが
受けられます。

フィールドサービスは、オートメーションに関する専門知
識をお客様のお手元にお届けします。工場で鍛え上げら
れた当社のエンジニアは、以下のようなサポートを提供し
ます。
• スタートアップ、特殊プロジェクト、ピーク作業負荷
• 産業用メンテナンスサポート
• オンサイトトレーニング
• ドライブのキャリブレーション
• 接地チェック
• 装置プログラムのバックアップ 

これらのサービスを時間単位で事前購入し、サービスが
必要なときに、必要な時間を使用する柔軟な方法です。

「 毎週月曜日の朝に、ソフトウェア更新を知ら
せるナレッジベースへのリンクが付いた電子
メールがロックウェル・オートメーションから 
送られてきます。このナレッジベースは、 
これから起こるかもしれない特定の問題の 
解決法を検索できる貴重なツールです。」

システムアナリスト、 
廃水処理プラント

「 助けが必要な場合は、私のチケットを持つ 
専任のひとつの窓口で最初から最後まで 
取り組んでもらえます。」

プロセスエンジニア



産業向け修理サービスを活用すると7,000以上の製造
メーカの 20万を超えるアイテムの品質サービスにより、
修理を短期間でかつ容易に完了できます。当社の優れた
ワークフローと経験豊富な専門家は、お客様の機器を可
能な限り迅速にバックアップおよび稼働します。また、修
理されたコンポーネントだけでなく、ユニット全体を 1年
間保証します。

再製造および交換サービスは、動作しなくなったお客様
のオートメーション資産を可能な限り短期間で運用状態
に戻します。

• 再製造サービスは、お客様のAllen-Bradley®資産を
新品同様、またはさらに良い状態に復元します。これ
により、資産の寿命が延びるだけでなく、パフォーマン
スも向上します。

• 当社の ISO認証を受けた再製造施設では、オリジナル
の製造施設と同等の高品質な部品を用い、同じ規格お
よび仕様に従っています。

• 再製造された製品では、ファームウェアも更新されて
います。

• 再製造された機器には、修理 /交換されたコンポーネ
ントだけでなく、ユニット全体に対する総合的な保証が
適用されます。

• 交換サービスは、お客様の下に 24時間以内に交換
部品をお届けします。当社の 8つの交換ハブから、
50,000以上の再製造されたAllen-Bradleyカタログ
アイテムをお届けします。

延長保証は、元の工場出荷時保証にさらに 4年を追加し
てお客様の運用を保護するため、安心です。追加の保証
により、修理のコストと想定外のダウンタイムを削減でき
ます。延長保証は、元の保証期間中であればいつでもご
注文いただけます。

自由参加トレーニングでは、特定の職務や関連する作業
を想定した 200以上のコースに参加できます。これによ
り、従業員の特定のニーズに適合したトレーニングを受
講させることができます。コースは便利なバーチャルで
受講することも、世界中の300を超えるロックウェル・オー
トメーションおよびパートナの施設で受講することも可能
です。

当社の再製造施設は、 
毎日約 500の製品を 
処理しています。



統合サポート
ダウンタイムの低減。リスクに事前に対応。生産性を維持。

当社の統合サポートサービスは、お客様のワークフォー
スと連携し、日常の業務にシームレスに織り込まれます。

部品管理契約は、お客様のスペア部品の管理業務を当社
に移管します。当社がお客様の在庫を所有および管理す
るため、お客様は在庫管理に頭を悩ませることなく、必要
な部品を入手できます。

ロックウェル・オートメーションのAssurance ™ (保証 )
総合サポートにより、お客様は安心して業務に専念でき
ます。当社はお客様が必要なサービスを 保証された期
限内にお届けします。すべてのサービスを固定価格でご
提供します。

サービス契約はお客様固有のニーズに合わせてカスタマ
イズできます。以下のサービスを含めることが可能です。

• オンサイト・フィールド・サービス
• オンサイト部品管理、または部品対応
• リモートでのシステムまたはアプリケーションサポート
• エンベデッド (常駐 )エンジニアまたは 
アセットマネージャ

• 予防保守サポート
• ネットワーク評価および検証 /再検証

リモートモニタおよび分析によって重要な資産の 
パフォーマンスを視覚化でき、改善に役立ちます。

• シンプルかつセキュアなリモートアクセスでリスクを 
低減し、生産性を最大化 

• 十分な情報に基づいた意思決定を行なうために 
情報収集

• ビジネスの方法を革新する新しいツールおよび 
管理情報を提供

「 ロックウェル・オートメーションに当社の部品管理を一任し、 
24時間体制のサービスを利用することで、 
当社は利益に直接かかわる生産性や稼働時間に 
集中することができます。」

保守担当マネージャ、 
大手食品および飲料メーカ



「 プロジェクト期間中にプラントに多くのスタッフが常駐した 
ロックウェル・オートメーションの専属チームによって、 
アップグレードが成功裏に行なわれました。」

プロセス・オートメーション・システム管理者、金属プラント

最新化サービスは、最新化プロジェクトがスムーズに成功
するようにお客様のリスク管理をサポートします。当社は
お客様の最新化プロジェクトの評価、計画、および実行を
支援します。

• 評価 – Installed Base Evaluation (設置ベース評価 )
は既存の資産に潜むリスクや、生産速度、品質、およ
び柔軟性向上の可能性を明らかにします。

• 計画 – フロントエンドのエンジニアリングおよび設計
(FEED)調査により、プロジェクトの範囲、予算、総所有
コスト、実装タイムラインを明らかにし、リスクアセス
メントを行ないます。

• 実行 – 当社は、お客様が希望されるアプローチでプロ
ジェクトの実行をサポートします。また、当社は施設で
のサポートによって、問題発生時のトラブルシューティ
ングや問題解決を行ないます。

• レガシーサポートとライフサイクルの延長サービスは、
陳腐化リスクを管理し、旧式の機器に対する重要な 
サポートを最新化完了まで提供します。

• レガシーサポートは、現在の陳腐化リスクを緩和する、 
または継続的にリスク管理します。このサポートには、
スペア部品管理、修理、および予防保守を含められ
ます。

• ライフサイクル延長契約は、旧式の機器や生産が終了
している機器を使用することで発生するリスクや財務
への影響を最小化します。この契約には保証修理 
サポート、リモートサポート、最終購入オプションなど
を含められます。

「 ロックウェル・オートメーションのおかげで
業務がスケジュール通りに進みました。 
私が知る中で最も短時間で、スムーズな
設置作業でした。私たちの業界が直面す
る問題についてのロックウェル・オートメー
ションの知識は非常に素晴らしく、当社は
数えきれないほど助けてもらっています。」

プラント管理者、ユーティリティ施設



お客様のオンサイトチームを補完するマネージド・サポー
ト・サービスは、明確なビジネス結果に基づいて構築され
ています。当社はお客様の生産性向上、システムパフォー
マンスの最適化、および稼働時間の改善を支援します。

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
トでは、専属のサポートチームがお客様の生産に関わる
重大な問題を解決し、機器の潜在能力までも利用できる
ようにします。当社のアプリケーション・サポート・サービ
スは、お客様がご使用のアプリケーションに応じてカスタ
マイズ可能です。
• お客様のもっとも緊急のニーズをお客様のニーズに
合わせてカスタマイズされた産業サポートと、お客様
のシステムを熟知したチームで解決します。

• 監視、アラーム、およびデータアーカイブを使用して、
問題を素早く認識して対処します。

• 災害や予想外のコストから、アプリケーションレベルの
管理によって保護します。

• カスタマイズされた検索可能なナレッジベースを活用
することで、スタッフがかわっても重要な知識を維持で
きます。

当社のチームが管理するリモートモニタおよび分析は、
お客様の生産の最適化、およびダウンタイムリスクの削
減に役立ちます。当社のエンジニアが主導してお客様
のシステムをモニタし、価値ある分析結果を収集します。
動作が事前に定義されたパラメータの範囲外になった場
合は、お客様のスタッフに通知されるため、運用を最適化
するための措置をとることができます。

マネージドサポート
お客様のビジネス目標達成を支援する総合的なサポート

鉱業会社が 
ダウンタイムを短縮して 
年間 110万ドルを節約

飛行機の部品倉庫が 
在庫へのアクセスを 

99%改善

コーティング会社が 
メンテナンスによる 

ダウンタイムを 50%削減

TechConnectSMアプリケーションサポートの成果

99 % 50 %110万ドル



オンサイトトレーニングでは、世界クラスのトレーニングを
受けることができます。 
これにより、従業員に社外でトレーニングを受けさせるため
のコストや、それに伴う業務の中断を抑えることができます。
トレーニングは、お客様の要件に合わせてすべてカスタマ
イズ可能です。以下を行なうことができます。

• 都合の良いスケジュールを決定する
• お客様の従業員に最適なシフトやクラスの規模を選択
• 従業員のニーズに基づいて標準、カスタマイズ、または
カスタムコンテンツを使用

• お客様の施設やプラントフロアなど、トレーニングの場所
を選択

• 習得状況を判断するため、トレーニング前後にテストを
実施

「 以前、当社の油田の 1つがオフラインに
なった際に、5分もたたないうちに何が
壊れているか、どこを確認すれば良いか、
どのようにテストするかを伝える電話が
かかってきました。」

施設エンジニア、石油&ガス会社

お客様の成功事例

高圧ドライブの健全性をモニタし、 
石油&ガス会社の費用のかかる 
ダウンタイムを防止

課題
• アラスカ湾内の遠隔石油採掘現場に15台の

PowerFlex® 7000高圧ドライブを設置

• ダウンタイムのコストは 1日当たり30万ドル

• 重要な資産のダウンタイムで生産が停止

• 遠隔地であるため修理やサポートが困難

ロックウェル・オートメーションが提供した
ソリューション
• 15台のPowerFlex 7000ドライブをモニタする
リモートサポート

• 速度、電流、電源、および電圧をモニタ

• いかなるアラームにも 10分で対応

• 熟練したテクニカル・サポート・エンジニアが 
ドライブにオンライン接続して障害のトラブル
シューティングや傾向分析を行ない、ダウン 
タイム防止のための推奨事項を提案

成果
• 最初の 2週間で 4つの障害を検出 /通知

• ダウンタイムを防いだことで、複数年分の 
サポート契約料金とほぼ同額の出費を回避



 

「 ロックウェル・オートメーションは問題に対する 
専門家のサポートと助言を提供でき、 
素早く問題を見つけて解決する知識を 
所有しています。」

スコット・ワッセル氏、アルセロール・ミッタル社の機械エンジニア

「 スタッフから受けるサポートは驚くべきものです。 
誰かが常に肩越しに立ち、絶えず潜在的な問題を 
指摘して、その修正方法を知らせてくれているかの 
ようです。」

プラントエンジニア、建材製造メーカ



お客様が抱えるビジネス課題をロックウェル・オートメーションがどのように解決するのかを 

詳しくお知りになりたい場合は、地域のロックウェル・オートメーションの正規販売代理店または 

当社の営業所に問い合わせるか、または rok.auto/indmaintenanceJA を 

ご覧ください。

http://rok.auto/indmaintenanceJA
http://rok.auto/services
http://rok.auto/services
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ロックウェル・オートメーションのサービス
リスクの最小化。生産性の最大化。

オンデマンドサポート 統合サポート マネージドサポート

製品とアプリケーションのライフサイクルサポート

インフラの開発と管理

アセットパフォーマンス

情報インフラおよび 
セキュリティ

資産の最新化

アセットパフォーマンス

資産とプラントの最適化

在庫管理サービス

ワークフォースサポート 
およびトレーニング 人と資産の安全

能力開発

補完

最適化

修正

電気安全

危険なエネルギーの制御

機械安全

Allen-Bradley、Assurance、LISTEN.THINK.SOLVE.、PowerFlex、Rockwell Automation、Rockwell Software、およびTechConnectは、Rockwell Automation Inc.の商標です。 
Rockwell Automationに属さない商標は、それぞれの企業に所有されています。

サービス内容は地域により変わることがあります。

http://rok.auto/indmaintenanceJA
http://rok.auto/services
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
https://plus.google.com/+RockwellautomationInc/posts
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation/home

