
資産の管理と保護

お困りの方の解決策



午前3時。アンディはまだぐっすり 
寝ています。すると電話が...。一大事
が発生しました。月末で生産ノルマ
も達成に近づいてきているところに、 
スマートデバイスが故障したために
生産ラインが停止してしまいました。
デバイスをすぐに取り換えてみた 
ものの、保守技術者は復旧に必要な
最新プログラムや構成を見つける 
ことができません。それで、アンディ
に電話で助けを求めてきました。

すべての始まり 



次のステップ 

FactoryTalk AssetCentre

工場まで眠たそうに運転しながら、過去に同じような問題で呼び出されたことを思い出しました。

寿命サイクルが終わ
りに近づいた重要な
デバイスに管理され

た移行プランが 
なかったために、故障
時のダウンタイムが 

長引いた 

無断で変更を行なった
ために製品の品質が 

低下した

デバイスに間違った 
バージョンのプログラム
がダウンロードされた 
ために廃棄すること 

になった

デバイス構成の復旧 
に時間がかかったため
に生産停止が長引き、

ノルマを達成 
できなかった



生産ラインの復旧後、アンディは何度も同じこと
の繰り返しでうんざりでしたが、「何かいい方法が
あるはずだ」と心の中で思いました。そこで、自分
のデスクに向かい、今後このような出来事を回避
する方法がないか、と模索するようになりました。
調べるうちに、FactoryTalk AssetCentreソフトウェア 
が生産システム全体でオートメーション関連の 
資産情報を保護、管理、バージョン管理、追跡、 
および報告するための一元化ツールであることが
分かりました。
さらに、これらの処理をわずかな管理業務や人の手による作業だけ
で、ほぼ自動的に行なうことができます。

Allen-Bradley®製品、Windowsファイル、ロックウェル・オートメーション以外のデバイス、およびその他のサードパーティ製の資産

さらに詳しく見てみましょう

FactoryTalk AssetCentre

ディザスタリカバリ(災害復旧 )

ライフサイクル管理

変更およびバージョン管理

オペレータのトラック&トレース

システムセキュリティ



FactoryTalk AssetCentre

アプリケーションコードとデバイスの構成を
自動的にバックアップ バックアップ

デバイス障害によるシステムのダウンタイム
を最小化最小化

正しいプログラムがデバイスにロードされて
いるかを確認確認

ディザスタリカバリ

変更管理制御とディザスタ 
リカバリ(災害復旧)を実施 
するために、FactoryTalk 

AssetCentreソフトウェアを
導入しました。これで、 

ダウンタイムを7%削減し、
デバイスの停止による廃棄
製品を10%削減しました。

米国の大手食品会社

便利な使い方
FactoryTalk AssetCentreクライアントでは、モバイルデバイス 
からバックアップスケジュールのステータスとシステム 
ログをご覧いただけます。

マスタ構成とデバイスで実行中のバージョンが違って
いる場合にアラートを受取る受取る



FactoryTalk AssetCentre

ネットワークをスキャンし、プラントで稼働中の 
デバイスとソフトウェアパッケージを検出スキャン

製品互換性およびダウンロードセンターとの統合に
より最新デバイスのライフサイクル情報にアクセスアクセス

製品ライフサイクルデータを活用した積極的
な移行戦略を準備準備

便利な使い方
FactoryTalk AssetCentreにより、 世界的な自動車部品メーカは、
システムバックアップのトラブルシューティングにかかるコスト
を削減し、従来製品比95%の高速化を実現しました。

PCDCの内容:

製品のライフサイクル全般を通した製品 
サポートのための最新化ガイダンス

ファームウェア、リリースノート、関連ソフト 
ウェア、ドライバ、ツール、ユーティリティなど

の製品関連ダウンロードを簡単に検索

ライフサイクル管理

https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx


すべてのシステム資産のバージョン管理を
完全に維持維持

最新バージョンのデバイス構成または
アプリケーションコードを検索検索

オンデマンドレポート機能を活用して同じ管理
された資産の2つのバージョンの違いを表示表示

FactoryTalk AssetCentre

変更とバージョン 
管理

便利な使い方
FactoryTalk AssetCentreでは、マスタデバイスの構成を 
簡単に指定できます。

FactoryTalk AssetCentreを使用して、
制御システム構成、ディザスタ 

リカバリ、および変更管理を統合で
きました。これにより、生産能力が

年間5mmから10mmプルーフ 
ガロンに増加しました。

バーボンメーカ



FactoryTalk AssetCentre

デバイス構成とアプリケーションコードが変更
されるとリアルタイムで変更内容を監査

デバイス構成とアプリケーションコード
の変更者と変更日時を表示

システムに加えた変更の詳細な監査証跡
によって規制要件を遵守

監査

表示

遵守

便利な使い方
FactoryTalk AssetCentreは、正しい検証済みの構成または
プログラムがデバイス内に存在するかどうかを確認で
きます。

オペレータの 
トラック&トレース

FactoryTalk AssetCentreを使用して制御システムの変更
を監視しているときに、ある上司が監査ログが変更され
ていることに気づきました。生産プロセスに悪影響を 
与える可能性があると判断し、 アーカイブからマスタ 
バージョンの制御プログラムをすぐに取り出し、復元し
たことで、ダウンタイムを回避することができました。

鉱業分野の 
お客様

「当社はFactoryTalk AssetCentre
を使用して、1つの障害で発生 

する可能性がある2時間のダウン
タイムを防ぎ、300,000ドル以上

の損失を未然に防ぐことが 
できました。」  

鉱業分野のお客様

“



FactoryTalk AssetCentre

便利な使い方
サードパーティベンダーからデバイスのサポート
を追加することで延長保証が可能です。

制御システムへのセキュアなアクセスセキュア

生産に影響を与えかねない不正な、または 
不要な変更を防止防止

重要なプロセス変数または制御 
プログラムを妨害する要素を検出検出

不正な変更または不要な変更 
について関係者に通知通知

FactoryTalk AssetCentreによって 
データ資産へのアクセスを規制する
ことで、セキュリティを強化しました。
これにより、システムバックアップと
従来製品比95%の高速化も実現し、
トラブルシューティングにかかる 

コストを以前の何分の1かに 
削減しました。

システムセキュリティ

世界的な自動車部品メーカ



FactoryTalk AssetCentre

資産または新機能 
を追加することで、 
システムを簡単に 
拡張できます。

1-2-3で、とても簡単に始められます!

ご注文方法は2通りあります!
1. 当社のEコマースポータルを利用する

2. 現地の販売代理店に問い合わせる

当社のWebサイトからシステム要件 
および対応資産の詳細を入手する1

2
3

管理対象資産を特定するために、 
資産インベントリを実施する

現地の販売代理店に 問い合わせるか、 
eコマースポータルで資産管理を始める

https://commerce.rockwellautomation.com
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6
https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-assetcentre.page?#overview
https://www.rockwellautomation.com/global/sales-partners/overview.page?pagetitle=Authorized-Distributors&docid=cb1d8e627809201ede0587adf2015fa6


FactoryTalk 
AssetCentre 
のおかげで 
問題を解決
FactoryTalk AssetCentreを使用して
制御システム内の資産管理を始め
てから、アンディはダウンタイムに
関する緊急呼び出しを受けること
もなく、少ない廃棄物と品質向上
によって製品ノルマを満たしてい
ます。心配事が解決して、これで 
猫と一緒にぐっすり眠りにつくこと
ができるようになりました。

詳細は、ここをクリックしてください。

Z
Z
Z

https://www.rockwellautomation.com/rockwellsoftware/products/factorytalk-assetcentre.page
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Facebook、Twitter、Google PlusでROKAutomationをフォローしてください。    Youtubeで当社をチャンネル登録してください。 
Linkedinで当社とつながってください。
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