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最新のDCS

コネクテッドエンタープライズが 
市場の主要課題に対応

技術が発展し続ける中で競争力を維持するためには、生産性を高め、
プロセスから非効率を排除する必要があります。 今日直面している
多くの課題に効果的に対処できるようになるには、人員、プロセス、
テクノロジをコネクテッドエンタープライズ(Connected Enterprise)に
シームレスに統合できなければなりません。

コネクテッドエンタープライズにより、製造工程に関するリアルタイムデータの表示、複
数のプラントにわたるパフォーマンスの比較、生産規模の素早い拡大縮小、エネルギー
消費量の管理が可能になるほか、プロセスとプラントのトラブルシューティングと修正を
リモートから行なえるようにもなります。

最新のDCSであるPlantPAx®システムは、このコネクテッドエンタープライズを構成する重要
な要素です。 PlantPAxシステムには、市場の主要課題を解決しうる以下の能力が備わって
います。

• プラント全体の制御と最適化

• 拡張可能でモジュール式のアーキテクチャ

• オープンで安全な情報対応型アーキテクチャ

• システムの提供とサポートにおける柔軟性

PlantPAxシステムにより、お客様は、より的確な決定をより迅速に行なえるよ
うになるほか、 お客様の要求やめまぐるしく変化する仕様に素早く対
応できるようになります。 今こそ最新の分散制御システムのメリット
を再確認すべきときです。
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プラント全体の制御と最適化 

プラント全体に単一の制御システムを導入することによって、業務のあらゆる層で 
効率と生産性を向上できます。

PlantPAxシステムは、共通の自動化プラットフォームを使用して、重要なプロセス領域
間のシームレスな統合とプラントの均衡を実現します。 このシステムは、プロセス、
ディスクリート、パワー、情報、安全の各制御を、プラント全体を対象とした単一の基
盤(インフラ)に接続します。 これにより、異種制御システムが排除され、最適化が大
幅に改善されると共に、総所有コスト(TCO)が削減されます。

拡張可能でモジュール式のアーキテクチャ
PlantPAxの最新のDCSでは、幅広いアーキテクチャオプションが用意されているた
め、柔軟性が向上します。 同じプラットフォームを単体ステーションにも、大規模分
散アーキテクチャにも使用できます。 また、サーバやワークステーションを必要とし
ない、HMI、バッチ管理、データ収集などの拡張性の高いシステム機能も用意されて
おり、スキッド機器の処理や迅速な統合に最適です。

オープンで、情報が利用可能で、セキュア
PlantPAxの最新のDCSは、オープンな通信規格をベースにしており、バックボーンと 
してEtherNet/IPを活用します。 その結果、リアルタイムの情報を企業全体で簡単に
利用でき、ビジネスの意思決定が改善されます。

最新のDCSは、エンタープライズ・レベル・システムの生産データを分析および可視化
して効率を高めることにより、生産性の向上に貢献します。

また、市販の製品を使用でき、最新のIT技術を採用しているため、生産性の向上も実
現します。 最新のDCSは、プラントフロアの個々のデバイスからエンタープライズレ
ベルまでの産業用セキュリティに対応しています。

ネットワークの柔軟な提供とサポート
PlantPAxの最新のDCSでは、お客様のニーズに基づいて最適な実装/サポートチーム
を選択できます。 システムやその他の世界トップクラスのソリューションをロック 
ウェル・オートメーションから利用するか、すでに取引関係のある現地のプロセス・ 
システム・インテグレータから利用するかは、 お客様が選択できます。
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最新のDCS技術を活用した
パフォーマンスの向上

メンテナンス
• 計画外のダウンタイムを最小限に抑制： 関連性のあるデータをわかりやすい 

形式で表示
• 計画的のシステム停止を最大限に活用： デバイスの統合と交換を簡単に行なえ

るというメリット
• 全般的な運用コストの削減： ロックウェル・オートメーションとの提携によって 

実現する継続的なサポートおよびトレーニング

管理
• セキュリティリスクの低減： 「多層防御」の各レイヤを利用して製造資産の 

セキュリティを確保 
• コストと費用の抑制： プラント全体に共通の単一プラットフォームによって知識

移転を向上させ、トレーニングを最小限に抑制し、スペアパーツの在庫数を削減
• 柔軟性の向上： 変化する顧客要求を満たしたり、リアルタイム情報に基づいて

生産スケジュールを変更したりするための機敏性を獲得

運用
• 効果的： 簡単なナビゲーションと信頼性の高い安全システムで異常な状況を管理
• 生産性の向上： 直感的なグラフィックスと多言語サポートの利用
• 生産とスループットの最適化： 適応性に優れた制御戦略と高度なプロセス制御

モジュールによって装置を最大限に活用

設計
• 効率化： 時間の節約と人的ミスの抑制に役立つ生産性向上ツールを活用
• プロジェクトリスクの低減： 特徴的なトポロジと「ベストプラクティス」ユーティリ 

ティの活用
• イノベーションと加速化： モビリティ、仮想化、CISCOネットワークツールなどの実

現技術を簡単に採用
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システムアーキテクチャ 
コネクテッドエンタープライズを実現する実証済みのDCS構成

特徴的なパフォーマンス

• PlantPAxシステムサイズ指定ツールが可能に
する、明確なシステムアーキテクチャによっ
て、ニーズに合ったDCSを設計すると同時に、
リスクを最小化し、定評あるシステムパフォー
マンスを実現できます。

拡張可能で柔軟

• スタンドアロンのステーションにも、大規模分
散アーキテクチャにも同じプラットフォームで
対応可能

高い可用性 

• 冗長性があらゆるレベルに組み込まれてお
り、I/Oからコントローラ、ネットワーク、サーバ
に至るまでのテクノロジをサポート

仮想化テクノロジ

• システムサーバおよびワークステーション向
けの業界初となる仮想イメージテンプレート

広範な制御およびI/Oポートフォリオ

• シャーシベースから小規模分散型までの 
幅広いI/O

• 設置面積が小さいため、配線コストと保守作
業が少なくて済みます。

• 冗長オプションによって、不要なコンポーネン
トにコストをかけなくてもフォルトトレランス
を実現可能

• ネットワーク接続ドライブおよび現場の装置
の統合によって情報を簡単に取得
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共通の開発プラットフォーム 

• プラントフロアの全アプリケーションに同じ
構成ツールを使用して、開発時間と人的ミス
を最小限に抑制できます。

• 初期設定と仮想テンプレートが定義されてい
るため、エンジニアはアプリケーション独自の
コードに集中できます。

モジュール式ライブラリ

• 事前定義済みのロジックおよびHMIオブジェク
トが開発時間を短縮し、豊かなオペレータ体
験を実現します。

• プラント内の共通の資産構成に対する組み
込みの制御戦略によって一貫性が確保され
ます。

自信を持って構成

• 包括的な配備ガイダンスによってワーク 
フローを合理化し、効率的なプロジェクトを
促進

• 災害復旧やフィールドデバイス統合などのネ
ットワーク構成または機能に関して、共通する
リファレンスを活用

• ベンダーによってサポートされるツールが 
コードの一括管理、タグの履歴化、システム
属性の構成を簡略化します。

• システムサイズ指定および検証ツールを使
用して、PlantPAxシステムの設計が生み出す
最適なパフォーマンスと機能を確認

設計および構成環境
迅速で一貫性のある開発と配備
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オペレータの効率
標準ベースのアプローチがプラント運用を効果的に管理

直観的な視覚化

• 直感的なディスプレイ、オブジェクト、フェイス
プレートおよび組み込まれた診断機能が、ナ
ビゲーションを合理化します。

• 効果的なディスプレイ設計のための包括的な
HMIツールキットが、一貫性のあるオペレータ
体験を実現します。

手順の制御

• PlantPAx Sequencerによって、連続したプロセス
の手順が自動化され、カスタムコードによる構
成の必要性が最小限に抑えられます。

• 直観的で使いやすいインターフェイスによっ
て、オペレータは手順の構築と構成を柔軟に
行なえます。

標準ベースのアラーム機能

• 重要なアラームの効果的な管理に役立つ 
システム、ツール、パートナシップ

ANSI/ISA-101.01-2015
ANSI/ISA-18.2-2009
ISA-TR106.00.01-2013

自動化の規格に準拠
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プレミア統合 

ライブラリオブジェクトと統合型構成ツールを
使用して、計器類、制御要素、ドライブ、モータ・
コントロール・センタのプログラミングと立上
げに要する時間を短縮できます。 EtherNet/IP、 
FOUNDATION Fieldbus、HART、Profibus-PA、 
Modbusなどのネットワークプロトコルのメリッ
トを享受できます。

信頼性の高い運用

業界標準に基づいて計器類と制御要素を包括
的に管理することで、重要資産の可用性と最
適なパフォーマンスを維持できます。

稼働時間の改善

インテリジェントデバイスからの診断情報に基
づいて、適切な決定を下すことができます。 資
産の構成と監視をどこからでも行ない、ツール
を活用することで、障害の発生したデバイスを
素早く交換することができます。

成果の達成

重要資産のエネルギー消費やトルクなどの変
数を監視して、エネルギーと予知保全の取り
組みを可能にします。 関連する情報をその情
報を必要としている相手に提供することで最
適化が実現します。

電力およびフィールドデバイスの統合
重要な情報に簡単にアクセスできるため資産の運用と 
メンテナンスが改善
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セキュリティフレームワーク

• 製品とテクノロジを組み合わせて適用され
るインフラのセキュリティ

• 多層防御の階層型セキュリティモデルによっ
て内部および外部のセキュリティ脅威のリス
クを低減

• 適切な権限者による効率的かつ意図された
方法でのシステムの使用が可能に

• アプリケーションアクセス制御や物理的な 
ポートセキュリティを使用した、改ざん検知
およびコンテンツ検出の幅広いアプローチ

セキュリティサービス

• 産業オートメーションおよびIT分野の専門家
が、プラント全体のネットワークインフラの評
価、実装、サポートを担当します。

• セキュリティチームはさまざまな業界の標準
化団体に加盟しています。

産業オートメーションのセキュリティ
適切に配備されたセキュリティ技術、ポリシー、手順が 
リスクの管理に貢献

アプリケーションコンピュータ

ポリシー、手順、認識

ネットワーク

物理

デバイス

ロックウェル・オートメーションの 
多層防御セキュリティアプローチ 
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バッチの管理と制御
拡張性に優れた分散型バッチシステムがお客様の生産ニーズに対応

ロックウェル・オートメーションのバッチソリューションには、S88ベースの 
シーケンス制御のコア機能が用意されていると同時に、 
以下の特長があります。
• 拡張性に優れたシステム
• 高速で信頼性の高い制御
• 直感的な配備と操作性
•  エンタープライズシステムに対応した 

セキュアな情報
• 装置の柔軟な利用

規制準拠と 
トレーサビリティ

バッチソリューションで以下のような運用面の
一般的な課題に対処： 生産 

パフォーマンス

迅速で効率的な
製品切換え

品質と安全に 
関する懸念

生産性の向上

10



拡張性に優れた分散型バッチ

ロックウェル・オートメーションの拡張性の高い
ソリューションでは、従来のDCSシステムのバッ
チシステムよりも設計および保守コストを低く
抑えられるため、運用の生産性の向上と総所有
コストの削減につながります。

分散型S88モデルを使用して、バッチ管理シス
テムとローカルのスキッドおよびコントローラ
を統合することにより、オペレータの効率化と
スループットの向上に重点を置いた、即応性と
信頼性に優れたシステムが手に入ります。

直感的な操作

最新のインターフェイス、ワークフロー、ユー
ザ補助機能により、オペレータはシステムナビ
ゲーションの管理や手動介入ではなく生産 
ニーズに専念できます。

システムに柔軟かつ安全にアクセスできるた
め、手動による追加、資材の追跡とトレース、レ
シピのバージョン管理を必要とするアプリケー
ションにバッチシステムを採用することが可能
になります。

規制産業向けコンプライアンス

バッチ内のセキュリティ機能は、大手製薬業者
のユーザからの意見を取り入れて設計された
ものであり、システム全体の標準的なセキュリ
ティ機能と緊密に統合します。 これには、署名
とその関連データ(サイン･オフ・レベル、コメン
ト、セキュリティ要件、タイムスタンプなど)を
表す、構成可能な電子署名テンプレートが含ま
れます。 ランタイム・バッチ・イベントの検証に
最大3つの署名を要求できます。 署名はすべ
て、21 CFR Part 11コンプライアンスをサポート
するイベントジャーナルに格納されます。
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高度なプロセス制御
拡張性に優れたモデル予測制御によって最適な運用を実現

モデルの正確性の向上

• 実証的データ、第一原理方程式、オペレータ
の知識、それらの組み合わせに基づくハイブ 
リッドモデリング

• Soft Sensor®モデルがMPCと統合してインプロ
セス測定を適時行ない、ラボ結果のクローズ
ドループ品質制御を可能にします

• 特許取得済みのExtrapolated Gain Constrained 
Neural Networks (EGCNN)が通常の稼働範囲を
上回るモデル正確度を実現

• 入手可能なすべての情報に基づいて正確な
モデルを作成することによって配備を高速化

• プロセス範囲の拡大に伴うモデル調整の必要
性を最小限に抑制

• ターゲットの変更や大規模なプロセス外乱に
迅速に対応して製品の品質を向上

幅広い稼働範囲にわたる厳格な制御

• 幅広いプロセス稼働範囲にわたってプロセス
のダイナミクス(デッドタイム、時定数、ゲイン)
の変化を考慮

• パラメータを使用したモデル表現によって、正
確性を損なうことなく、計算効率に優れた小型
コントローラモデルを実現

• 新グレード開発または新製品開発を可能にす
る、製品品質および柔軟性の向上

• 規格外製品を削減して移行効率を向上

• 幅広い稼働範囲にわたって制御を厳格化

コントローラのパフォーマンスを高水準に維持

• コントローラの再現機能が、制御動作とコント
ローラ軌道の文脈履歴を保持します。

• 組み込まれたコントローラの性能測定基準が
使用状況、制約時間、エラーに関するデータを
ターゲットから取得して測定します。

• モデルの不一致やチューニングパラメータの
エラーを素早く特定して解決できるため、コン
トローラのパフォーマンスが向上

• 過去のコントローラパフォーマンスを評価

• コントローラの継続的な監視によって予測可
能かつ持続可能なパフォーマンスを達成
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Pavilion8®のブラウザベースのユー
ザインターフェイスにより、アクセス
が簡単になり、MPCソリューションの

あらゆる側面を監視できます。

生産、品質、エネルギー消費などに関する
さらなる指標を簡単に構成し、アプリケー
ションによってもたらされるメリットを継
続的に測定できます。

内蔵されたコントローラKPIが、制
御機能の使用状況、制約時間、モ
デルエラーをはじめとした主要メ
トリックをわかりやすく表示するた
め、制御の有効性を判断できます。
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プロセス安全ソリューション
安全と生産性の向上、ダウンタイムの短縮、やっかいなトリップの回避、
ライフサイクルコストの削減を同時に実現

ハザード(危険源)とリスクは、どのような産業用アプリケーションにおいても
不可避であり、プロセス安全は、プロセス産業の現場で働く作業員全員にとっ
て大きな関心事です。 従業員、プロセス、周辺環境の保護は、あらゆるオート
メーション戦略の重要な要素です。

拡張性を備えたプロセス安全

• SIL2やSIL3を必要とする過酷な環境(海中での
使用など)向けに設計され、パッケージ化され
たオプション

• ISO13628-6に準拠することが確認済みの製品

専用のプロセス安全リソース

• 認定された安全技師を活用した、プロセス安
全システムを設計、実装、配備するための専門
知識

• エンジニアリング実践はIEC61511規格に準拠
します。

拡張性に優れたプロセス安全ソリュー
ションが、フェイルセーフ、フォルトト
レランス、SIL1～SIL3の三重モジュー
ル冗長の各要件をサポート

認可

• IEC 61508： 安全関連の電気/電子プログラマブ
ルシステムの機能安全

• IEC 61511： 機能安全 - 装置産業セクタ向け安
全計装システム

• NFPA 72： 火災報知に関する全米規格

• NFPA 85： ボイラーおよび燃焼システムの危険
性に関する規格

• NFPA 86： 工業炉に関する規格

• EN54： 火災報知制御パネル

• EN298： ガスバーナーおよびガス燃焼機器(フ
ァンあり/なし)向け自動ガスバーナー制御シス
テム

• EN50156： 工業炉向け電気機器および補助装
置 - アプリケーション設計および設置のため
の要件

• UL 508： 産業用制御装置
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ロックウェル・オートメーションの
テクノロジは、以下の重要な制御
用途に役立てられています。

非常時シャットダウン

火災/有毒ガス検知

流出防止

HIPPS

バーナー管理

コンプレッサ制御

タービン制御

15



食品/飲料

ライフサイエ

ンス

消費財

消費者産業
最新のDCSで品質、安全、コンプライアンス、市場投入までの期間を改善

プラント全体の制御 
運用価値を創出して総所有コストを削減

• プラントフロアからエンタープライズレベルまで
EtherNet/IPを利用した、複数のプロセス、ユーティ 
リティ、パッケージング領域にまたがる共通の自
動化アプローチ

• プラント全体の要員の変化に対応しうる直感的
なオペレータワークフロー 

• バッチ管理が柔軟な生産機能をサポートし、コン
プライアンス要求を簡素化します。

• モータや機器類の制御と最適化を統合して、 
エネルギー消費量を削減

モジュール式のシステム
モジュール式のプラント設計アプローチを活用 
して、市場投入までに要する期間を短縮

• マルチベンダーの設計、開発、配備を共通のツー
ルがサポート

• 統合コストを削減し、ベンダーから提供されるス
キッドおよびフィールドデバイスの可視性を向上

• ライフサイクル主導型アプローチにより、生産 
ニーズの変化に応じて小規模システムを簡単に
拡張できます。

オープンでセキュアな情報アクセス 
重要なビジネスシステムとの統合が簡単

• リアルタイムデータを活用した生産性の向上

• 生産プラットフォームおよびMESプラットフォーム
との接続を維持して、分析レポートを生成し、サ
プライチェーンを管理

• 生産データとバッチデータおよびレポート生成
ツールに簡単にアクセスして、継続的改善/生産
性向上プログラムを推進

配備とサポートが柔軟
ローカルリソースを使用したグローバルサポート
が稼働時間の目標を達成 

• 推奨サポートチームを関与させて、プラントの稼
働時間を確保

• インテグレータまたはベンダーによって管理さ
れるチームを利用して、プロジェクトの納期に関
するリスクを低減

• 共通のプラットフォームによるトレーニングの合
理化と、スペアパーツの在庫数を削減することに
よってコストを削減
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食品/飲料

ライフサイエ

ンス

消費財
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エネルギー産業
最新のDCSで生産、安全、稼働時間を最適化

生産性の向上 
実用的なリアルタイム情報

• プロセス、安全、モータ制御の資産を統合して制
御することによって、適切な相手に適切なタイミ
ングで情報を提供することが可能になります。

• プロセスデータを堅牢なモデルに組み込んで
制御を厳格化し、製品の可変性を軽減

• 重要資産の使用率を向上させると同時に、生産
性を最大限に高めて最大生産量を達成

• 簡素化されたワークフローと迅速な切換え機能 
によって、柔軟な生産スケジュールと生産資源
を管理

セキュアな環境
テクノロジを活用したエンタープライズリスクの
低減と知的財産の保護

• 標準的なシステム機能を活用して専有情報を 
保護

• 階層型の多層防御アプローチで不正アクセスを 
防止

• 業界をリードするテクノロジがセキュリティの脅
威を効果的に軽減

可用性、信頼性、安全に優れたシステム
代償の大きいダウンタイムを回避すると同時に、
最重要資産を保護

• DCSアーキテクチャ全体で高可用性と冗長制御
を確保することで、365日24時間稼働する要求の
厳しいアプリケーションにも対応

• 内蔵されたフォルトトレランスおよび災害復旧
機能を使用して、障害から素早く回復

• 組み込まれた状態監視機能によって回転機器の
障害を予測・防止し、代償の大きいダウンタイム
を回避

• 拡張可能な安全ソリューション(TMRを含むSIL1
からSIL3まで)

• 仮想化によってサーバとワークステーションの
管理を簡単にし、ライフサイクルを延長

優れた運用性
資産を効果的に管理してコストを削減

• 回転機器との接続機能を使用して機器を測定
および制御することで、エネルギー消費量の削
減が実現します。

• デバイスの診断情報をオペレータに素早く提供
して、MTTRを最小限に抑制

• ライフサイクルに基づいて設置ベースで管理す
ることにより、テクノロジ陳腐化の影響を抑制

• 共通のプラットフォームによるトレーニングの合
理化と、スペアパーツの在庫数の削減によって
コストを削減
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サービスとソリューション
充実したエクスペリエンス

DCSの移行
ロックウェル・オートメーションは、最新のDCSに移行
する必要のあるお客様向けに専門的なソリューショ
ンをご提供することで、ダウンタイムを最小限に抑
え、運用面の成功を最大限に高めつつ、最新のテク
ノロジに移行できるようサポートいたします。

これらの移行ソリューションは、I/Oスキャナ、ケーブ
ル、データベース変換ツールなど、移行を簡単にす
るツールを含む、多くの旧式のDCSシステム向けに
提供されています。

高く評価されたパートナ
さまざまな産業とプロセスにおいて、企業は、弊社の
グローバルな経験とPartnerNetwork内のリソースを
活用し、そのニーズに合うようにソリューションおよ
びサービス機能をカスタマイズできます。

ロックウェル･オートメーションは、収益性が高く安全
で持続可能な運用が、企業の主な目標であると理解
しています。 私たちは、産業およびテクノロジ特有
の専門知識を提供し、お客様独自の生産課題に対応
します。

弊社がお約束するのは、プロジェクトのリスクの低減
を支援し、お客様に特化したソリューションを提供す
ることです。グローバルに活動し、ローカルなサポー
トを提供します。

お客様の投資の保護
サポートセンタおよび各分野の専門家からなる弊社
のグローバルなインフラ基盤を活用して、お客様の
オートメーションへの投資を保護します。 工場の操
業を支援して安心をお届けするだけでなく、運用全
体を評価して適切なサービス構成をお奨めし、生産
性の最大化、資産の最適化、および財務パフォーマ
ンス全般の改善を支援します。

弊社の最新のDCSソリューションの詳細は、
以下のサイトをご覧ください。 
www.rockwellautomation.com/go/process


