
データの質の向上と 
コネクテッドプロセスによる 

ビジネスの改革



新しい生産アーキテクチャを開発し、移動式砕岩機を含む全長 18マイルのコンベア 
システムを配備することにより、その会社は 100台の鉱山用トラックとその関連コストの
ほとんどを削減しました。

ソリューション: プロセス制御とドライブのプレミア統合 FactoryTalk® Analytics ™  
および InnovationSuite Converged Plantwide Ethernet (CPwE)アーキテクチャ 
PowerFlex®高圧および低圧ドライブ TotalFORCE ™ テクノロジ

77%世界最大の鉄鉱石採掘場で 
燃料消費を77%も削減しました。

統合システムによる 
生産性の向上
製造メーカに最も重要な課題が何か尋ねてみてください。

そのほとんどが現状の稼働の生産性を向上させ、エネルギー消費を減らし、安全を向上させる 
ことと答えるでしょう。さらに、ビジネスの意思決定を改善するためのデータの取得や、 
運用システムの簡略化、稼働時間の増加も重要です。

当社はお客様のどのような課題にもお応えできます。

ロックウェル・オートメーションは、統合ファクトリオートメーションのためのハードウェア、 
ソフトウェア、およびライフサイクルソリューションを提供する北米の大手サプライヤです。当社は、
100年以上にもわたりスマート・マニュファクチャリング・システムを構築してきました。また、 
当社はデータやプロセスの接続技術に関する専門知識を有しています。

組織全体のデータとプロセスを統合することが、スマートマニュファクチャリングへの道を開き、
お客様のビジネスに変革を起こします。
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コネクテッド情報主導型の
プラントとチーム
スマート運用システムが、ビジネスのよりよい意思決定のためのデータを提供します。

企業組織全体のシステムを接続することによって、製造プロセスを戦略上の優位性に変えることができます。

運用システムの簡略化

生産高、稼働時間の増加、安全、セキュリティ、および品質の向上

エネルギー消費の低減、リードタイムの短縮

ロックウェル・オートメーションが提供する幅広いスマートソリューションは他の追随を許しません。

当社との提携で、お客様はプラント全体、または企業全体にわたる運用システムを改善することができます。

こちらのリンクをクリックして、トヨタ、キャタピラー、およびGeorgia-Pacific社の適用事例をお読みください。

スマートな運用システムが 
生産性を向上させます。 
もちろん、それ以外にも 
多くのメリットがあります。
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企業向けのアジャイルな
ソリューション
多くの製造工場では、配電システムとオートメーション制御システムは 
独立した別のシステムとして設計されています。しかし、2系統による手法は 
複雑さとコストを増大させます。

ロックウェル・オートメーションの単一ネットワーク手法はサプライチェーンを簡素化し、 
電力および制御システムを統合して、非常に大きなメリットを生み出します。

デジタル技術によりコストを削減し、プロセス制御から電気システムまでパフォーマンスを 
改善します。

削減 : エンジニアリング、配線、機器、取付けおよびテストのコストを削減 

迅速 : 立上げおよびスタートアップをより速く 

向上 : リモートモニタにより生産性と安全を向上 

低減 : 稼働状況、フォルト、アラームおよびイベントへのリアルタイムアクセスにより 
予期しないダウンタイムを低減

こちらでコストの削減量を算出してみましょう。

統合システムによるコスト削減

最大 15%: システムパッケージによる 
装置コスト削減

25%以上 : デジタル技術による 
設置コスト削減 

70%～ 90%: システム統合による 
統合コスト削減
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コネクテッドエンタープライズは生産性や運用効率、安全を向上します。
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6

産業用データセンターは、リモート･サポート･サービスと共に仮想データ管理の
ために使用され、重要な電力インフラの効率的な稼動を維持します。

エンジニアリングワークステーション 
は電力およびプロセス制御システム
の両方を設定、メンテナンスおよび
診断できるように設計されています。

並列冗長プロトコルは、ゼロ時間
復旧を可能にしながら設置の 
柔軟性を維持します。

Stratix® 5400管理型イーサネット
スイッチは、IEC 61850プロトコル
および IEEE 1588電力プロファイル
をサポートし、電力アプリケーション
向けに信頼性の高い一貫性のある
ネットワーク時間配分を提供します。

プロセスコントローラはモータ・コントロール・センタを 
含む、プロセス機器の制御とデータ収集の役割を担当し
ます。

オペレータワークステーションは 
システムの動作をモニタし、資産や
パラメータ調整の制御を行ないます。

インテリジェント電気装置 (IED)は、電気保護機能や測定機能を提供し
ます。これらのデバイスは、IEC 61850規格を経由して通信します。 
電気保護装置のPlantPAx®ライブラリには、IEDの状態を視覚的に 
表示する各種のフェイスプレートが含まれます。

ControlLogix® システム用の
IEC 61850モジュールは、完全な 
アドオンプロファイルによって
Studio 5000 Logix Designer® 
環境にシームレスに統合されます。
IEC 61850データは、バックプレーン
経由でCIPにマッピングされます。

IntelliCENTER®テクノロジが搭載されたCENTERLINE®モータ・コントロール・センタは、EtherNet/IP 
ネットワーク機能を内蔵し、インテリジェントなデバイスを高度なモニタソフトウェアに接続してプロセスデータを 
プラント全体で統合します。IntelliCENTERテクノロジは構成とテストが完了した状態で提供され、統合や立上げ
にかかる時間を短縮し、診断情報の視認性を向上し、保守およびトラブルシューティング用のデータを提供します。

電気保護装置やインテリジェントモータ制御装置、プロセス機器がPlantPAx®システムに 
容易に統合され、プロセス制御機器を通じて電力インフラからプラント稼働の全体像を提供し
ます。

インテリジェントeハウスは、配電
およびプロセスオートメーション 
機器を単一のファクトリエンジニア
リングおよびアセンブリ構造に統合
するターンキーソリューションです。
すべての機器はお客様の独自の
ニーズに合わせて設置、テストが 
完了し、すぐに使える状態でお届け
します。

単一のインフラにより視認性が高まり、制御が改善されます。
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統合された 
プラントインフラによる 
生産性の向上
コネクテッドソリューションは、企業が電気監視制御およびデータ収集 (eSCADA)や 
プロセス制御システムを分析する手順を変えます。

当社のパッケージ型ソリューションは、独立したeSCADAおよびプロセス制御システムを、標準のイーサネット 
ベースの統合デジタルシステムに置き換えます。

EtherNet/IP ™ プロトコルを使用して、モータ制御装置はプロセス制御システムの一部として通信および動作します。 
同時に、重要なサブステーション装置は IEC-61850規格に準拠した標準イーサネットを介して、インテリジェント 
電気デバイス (IED)と通信します。

オープン・オートメーション・アーキテクチャによって、当社のソリューションはサブステーションのデータを制御環境に 
直接マッピングし、IEDと制御プラットフォームのシームレスな通信を可能にします。

このデジタル対応の統合システムは、プラントの他の部分を稼動するのと同じシステムを通して、統合サブステー
ションの可視性を提供します。以下のようなメリットがあります。

負荷管理およびエネルギー管理の改善

電気およびプロセスシステムをどこからでもリアルタイムにモニタ 

ネットワーク、視覚化、アーカイブおよび報告書作成の 1つのプラットフォーム

同期がとられタイムスタンプが施されたデータへの単一のソースからのアクセス 

システムの変更および拡張が迅速かつ容易

その他のメリットについてお知りになりたい場合は、ウェビナーにご参加ください。
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運用システムの 
完全な視認性
運用データとプロセス制御のステータスが簡単に確認でき、利益と損失の分岐点が 
明確になります。

ロックウェル・オートメーションが独占的に提供する IntelliCENTER®ソフトウェアは、モータ・コントロール・ 
センタ(MCC)への窓口をリアルタイム診断機能と共に提供します。

この技術は予知保全やプロセスモニタ、高度な診断に役立つ情報を取得し、モータおよび制御装置の状態やリモート
デバイスを含むアプリケーションのパフォーマンスを確認することができます。さらに、IntelliCENTERテクノロジは
セキュアなEtherNet/IPネットワークプロトコルを使用しています。

そのため立上げ時間を短縮することができます。

ハード配線による設置時間を最大 90%も削減できます。

MCCは構成と妥当性検証が完了しています。PowerFlex®ドライブ、E300 ™ 電子過負荷リレー、および 
高度なポート設定のためのサービス接続、IPアドレス、サブネットマスク、およびカスタムパラメータ設定は 
プリセットされています。

稼働時間も増加します。

MCCはLogixベースのPlantPAx®分散制御システムにすぐに統合できます。

リモートモニタや保守データへのアクセスは、装置の故障の特定、分析、リセット、およびリソースの 
安全な配備を支援します。
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“多くの情報をすぐに入手できるように 
なりました。数百台のモータ、制御ポイント、 
温度など、起こっていることすべてと 
起こるべきではないことすべてを 
デスクトップから確認できます。

– 技術部長

毎年、生産性が向上しています。 
品質向上により欠陥の発生が半分に 
減少しました。期限内の納品が 96%に 
向上しました。さらに廃棄物の減少により、
大幅なコスト削減を実現しました。

– オペレーション担当VP

シングル・ソース・ 
プロバイダ
ロックウェル・オートメーションと提携することにより、お客様は業界をリードするシングルソースの 
オートメーションサプライヤから比類のないサポートを受けることができます。

長年にわたる経験を持つ当社のチームは、いつでもお客様を支援する態勢を整えています。また当社は、OEMパートナ 
やシステムインテグレータとシームレスに連携しています。

当社の制御システム統合は非常に短期間で実装でき、プロセスの管理が容易で費用効率に優れています。結果を 
すぐに目で見ることができ、数値による確認が可能です。

デジタル情報の力を存分に発揮します。

ロックウェル・オートメーションの技術は世界中の多くの大規模な製造およびプロセスプラントに導入されています。 
当社の24,000人を超える従業員が 100か国以上のお客様にサービスを提供しています。また当社は、航空宇宙産業
から自動車、上下水道事業まで多くの産業分野において経験を積み重ねています。

次のステップへ前進しましょう。

詳細は最寄の当社事業所または当社代理店までお問い合わせいただくか、当社のWebサイトをご覧ください。 
お客様のニーズをお聞かせください。
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お客様の固有のビジネス課題を当社のソリューションでどのように解決するかについては、当社または当社代理店に 
お問い合わせいただくか、以下のウェブページをご覧ください。 rok.auto/lifecycle

デジタルトランスフォーメーション&
コネクテッドエンタープライズ

データサイエンス&アナリティクス

エンタープライズテクノロジ

オートメーションFEED/FEL

安全とリスク管理

メイン・オートメーション・ 
コントラクタ(MAC)

最新化と移行エンジニアリング

プログラムとプロジェクトの 
管理&実装

グローバルロールアウト

OTネットワークと 
サイバーセキュリティ

マネージドサービス

OT関連のサービスとしての 
インフラストラクチャ (IaaS)

リモートサポート

予知的 /処方的な分析

eラーニング

インストラクタによるトレーニング&
バーチャルトレーニング

人材の評価

仮想現実 (VR)/拡張現実 (AR)

資産の修繕、再製造、および管理

安全評価と修正措置

オンサイトの技術サポート

コンサルティング 
サービス

専門サービス コネクテッド 
サービス

人材サービスフィールド 
サービス

適切な専門知識を適切なタイミングで提供します。
お客様のライフサイクルおよびデジタルトランスフォーメーションの取り組みを、当社の幅広い分野の専門知識でサポートします。
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