
コネクテッドエンタープライズに
おける資産およびプラントの 
最適化
効果的なモニタ、管理、および 
最適化サービスで生産資産に対する 
投資利益率を最大化
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コネクテッドエンタープライズの実現

企業は最新の資産管理を導入・運用することで、現在の課題に
対応し、コネクテッドエンタープライズを実現することが可能に
なります。

運用がスマートマニュファクチャリングに移行すると、オペレータや技術者から企業経営者に至るまで、全員が 
「スマートな」技術を使用して新しいレベルの効率性を手に入れ、製品の品質が向上し、運用がより機敏になります。
産業事業者は、従業員、プロセス、およびプラントの面から最新化を進め、競争が激化するグローバルな環境で 
より生産性を高めるために ITおよびOT機能を統合しています。ロックウェル・オートメーションは、これを 
コネクテッドエンタープライズによって実現します。

結果として、運用はより高速でより革新的になり、統合された機械や機器への信頼性がさらに高まります。これにより、
スループットと生産の柔軟性が向上します。

ダウンタイムコストが上昇する中で、コネクテッドエンタープライズを実現するには、製造メーカは老朽化したインフラを
最大限に活用する方法を確立する必要があります。製造メーカは継続するメンテナンスニーズ、さらに複雑になる 
スペア部品管理、重要な専門知識喪失のリスク増大に対処する手立てを模索しています。

ロックウェル・オートメーションのような外部コンサルタントと連携することで、メンテナンスの問題に事前に 
対処し、最新化の過程でダウンタイムのリスクを最小限にとどめることが可能になります。
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在庫の評価
資産およびプラント最適化の第一歩は、信頼できるスペア部品を保管庫に
常備しておくことです。これは、機械を稼働状態で維持し、在庫維持費全
体の削減にとって重要です。

MRO在庫管理サービスのエンドユーザは、サービスプロバイダと連携し
て必要なスペア部品を入手できます。在庫を適切に管理することで、 
以下が可能になります。

• 平均修理時間 (MTTR)を向上

• 在庫資産管理の改善

• 在庫管理に伴う維持費を削減

• 重要なスペア部品の使用可能度の改善

• 在庫の整合性を向上

損失を生むダウンタイムを最小限にとどめるには、修理可能なスペア部品
が仕様通りに運用され、必要時に適切に動作しなければなりません。ベン
ダーによるテストおよび再認証サービスにより、スペア部品を適切に検証
および更新できます。テストに合格しない部品は、新しい機器として機能
するように機械装置メーカ (OEM)によって再製造できますが、重要な更新
が適用されます。

オートメーション機器の修理サービスを提供する製造メーカは、次のこと
が可能です。

• 機械装置メーカ指定のコンポーネント (存在する場合 )を使用することで、
平均故障間隔 (MTBF)を延長

• ベンダーを統一することで、購買管理の負担を軽減

• 廃版となった、または見つけるのが困難な交換製品を修理することで、
機器の寿命を延長

保管庫の適切な管理は、プラントの生産を最適化する上で重要です。 
在庫過多または欠品は非効率を招き、コストを増大させます。

統合された保管庫ソリューションを導入することで、適切な保管作業員、
管理、標準的な運用手順、およびテクノロジを使用してMRO在庫レベル
の管理および最適化が可能になります。
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在庫管理に関する成功事例

ルーフィング、絶縁体、および技術製品の大手プロバイダであるジョンズ・マンビル
(JM)社は、45の異なる拠点向けの数千の部品を効率的に管理することに苦労して
いました。メンテナンスや突発的な修理のために機械がシャットダウンしても、オー
プンビン式の保管庫から適切な部品を探すことが困難でした。メンテナンスチーム
が必要な部品を何時間もかけて探すこともあり、これによってダウンタイムが長引い
ていました。

ロックウェル・オートメーションは JMのパートナとなり、リードタイム分析、利用状況
分析、ABC分析、および理論的適正在庫分析を行ないました。これによって、JMの
メンテナンスチームは最適な手持在庫量、注文頻度、および注文量を決定すること
ができるようになりました。JMはこれらの情報を基にして新しい保管庫の要件を 
評価し、より良いレイアウト設計が可能になりました。

プロジェクト完了時には、約 8,000の部品が 2つの隣接する 
保管庫に移動されました。保管庫の整理方法の改善、 
キャビネットの活用、および不要部品の排除により、
部品保管庫の面積を 40%縮小し、メンテナンス
作業が工場全体で大幅に簡略化されました。 
最終的に、新たな保管庫の導入により過剰・陳腐
化したSKUが 3,000以上排除され、在庫品の
無駄な廃棄を防ぐことで 130万ドル相当の経費
削減につながりました。

3,000もの過剰・陳腐化したSKU
新たなレイアウトの保管庫の導入により 

130万ドルの在庫が一掃されることとなりました。
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資産の最新化

段階的なアプローチにより、陳腐化リスクを 
効果的かつ効率的に解決できます。

1. 特定する。陳腐化解決プランの目標と範囲を定め、
すべての旧式の機器からの情報を安全に入手する
方法を検討します。一般的には、有資格者を計画作
成に参加させることで、最善の結果が得られます。

2. 調査する。製造メーカのウェブサイトや通知、出版
物、および販売代理店や再販業者の情報をレビュー
し、製品ライフサイクルのステータス情報を収集し
ます。MROスペアと設置ベースの比較、および修
理と交換作業の比較によって、在庫のギャップや用
途不明の部品を特定します。

3. 数値化し、優先順位を付ける。データを集積し、 
陳腐化が最も懸念される領域を洗い出します。この
情報を使用して、陳腐化リスクを許容する、緩和する、 
または排除する計画を練ります。次に、設置されて
いるすべての製品に対する継続的なライフサイクル
ステータスの変化を収集するプロセスを策定します。

1 https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation 

老朽化した機器の管理は、メンテナンスプログラムから 
見落とされがちです。

運用がコネクテッドエンタープライズに移行し、クラウドコンピューティング、モビリティ、
ビッグデータなどを活用しつつ、オートメーションへの投資を最大化しようとする中、この
問題が大きくなりつつあります。

陳腐化してしまった、旧式の機器の運用は常に一定のリスクをはらんでいます。しかし、 
生産施設はこのリスクを特定して数値化することで、メンテナンスやサポートで事足りるの
か、またはシステムの最新化によってこのリスクを排除するのかを決定できます。

多くの施設がオートメーションのライフサイクルの管理を改善すること
が重要になっていると認める一方で、効果的なプログラムの作成に
人員を割当てている施設はわずかです。その理由の 1つは、ほと
んどの施設でそれができる人材がいないことです。多くの場合、
データベースの作成、モニタ、および更新に特化した職務がな
いため、これらの業務が見落とされることになります。

しかし、ただ人員がいないからと言って、陳腐化した機器の 
管理がメンテナンス計画から除外されても良い訳ではありま
せん。資産最新化サービスのプロバイダの支援と専門知識を
得ることで、人材を独自にトレーニングする場合に必要となる 
時間とコストを節約できるだけでなく、これらの人材を不必要な 
ダウンタイムで浪費させることを防げるため、リスクの軽減による 
利点を倍増できます。

約 650億ドル 相当の旧式の資産が寿命を迎えようとして 
います。1

https://www.arcweb.com/blog/justification-modernizing-automation
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旧式の機器への対応
すべてを一度に最新化できない場合は、旧式の機器の在庫と陳腐化リスクの度合いを
考えてみてください。ハードウェアやソフトウェアを総合的に評価することで、製品の
成熟度を査定でき、最新化計画の策定に役立ちます。これを社内で行おうとすると、 
多大な時間と労力を必要とする恐れがあります。ロックウェル・オートメーションの
Installed Base Evaluation ™ (IBE)のような外部コンサルタントによるサービスを
利用すると、このプロセスが簡単になります。評価の結果には、以下が含まれます。

投資判断を容易にするための最重要資産の特定

陳腐化リスクの削減

効率的な企業保管庫およびスペア部品戦略のロードマップの策定

全資産の部品表が最新であるかの確認

これらの評価作業は、戦略的なメンテナンス計画策定に必要なデータを収集するだけ
でなく、アップグレードや最新化計画のロードマップともなります。

アップグレードでは旧式の機器を新型の機器に 1対 1でアップグレードするため、陳腐
化リスクが緩和されるのに対し、最新化では運用を一段と改善させる技術を利用する
ことで付加価値を付けられます。

評価が行なわれると、ロックウェル・オートメー
ションは追加人員、ライフサイクル管理、最新
化戦略を提供し、オートメーションシステムへの 
投資を最大化します。

• 技術スタッフサポート – 常駐サポートスタッフが、 
必要に応じて機器やソフトウェア障害のトラブル
シューティングをお手伝いします。

• レガシー・リモート・サポート – 専門家が協力し、 
旧式または廃版製品のサポートを行ないます。

• レガシースペア部品サポート – 廃版となった旧式
の製品の修理や設置を専門家がお手伝いします。

• 移行サービス – ハードウェア、ソフトウェア移行エン
ジニアリング、およびスタートアップサービスを含む
カスタマイズされたアップグレードソリューションを
専門家が作成します。
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予防保守の計画および管理
現在実施されている予防保守業務の 60%は不要であると考えられています。2　適切な資産に、その 
ライフサイクルの適切な段階で、適切な処置を施すことで機器パフォーマンスを最大化することを目的
とした信頼性中心のアプローチは、この予防保守偏重の傾向を逆転する可能性を秘めています。

機器の重大度を定義し、あらゆる陳腐化リスクを含む施設の設置ベースを理解することが、施設の資産
を掌握し、機器の信頼性を向上させるための最善の第一歩です。

• 重大度を定義する。重大度とは、経済的にどの程度影響を及ぼすかということです。重大度を定義す
ることで、データや製品の損失に関わるコストや、視覚化の喪失といった、生産のダウンタイムがもたら
す財務上の影響を推測します。また、機器の交換や修理の影響、およびダウンタイムに付随する潜在的な
危険も考慮します。

• リスクを評価する。信頼性中心のアプローチは、資産階層と関連する障害
リスクの両方を定義します。最初のステップとして、FMEA(故障モードと 
影響解析 )を実施し、潜在的な故障モードを特定します。これは、信頼性重
視の保守プロセスを忠実に導入するために必要な作業工程です。リスクの
軽減は、予防保守にとって重要な部分です。リスクの軽減は企業全体で行
なう必要があり、生産性を低下させる可能性があれば重要度の低い機器に
対しても、行なう必要があります。リスクが特定されると、故障のリスクが 
より高い資産に対して、リスクの低い資産よりも厳しいメンテナンス計画が
実施されます。

60%
現在のプラントで実施されている 
予防保守業務の 

は不要です

2  Reducing the Cost of Preventive Maintenance, Plant Maintenance Resource Center 
(www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf )

http://www.plant-maintenance.com/articles/PMCostReduction.pdf
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資産モニタおよび予測分析

コネクテッドエンタープライズの一部としてより多くの 
機器をネットワークに追加すると、製造メーカは重要な 
資産にセキュアに接続する柔軟で拡張性にとんだモニタ
ソリューションが必要になります。すべての生産資産の 
リアルタイムデータを収集、整理、および評価します。 
強力な視覚化、分析、およびダッシュボードツールによっ
て、それらのデータからさまざまな機器に関する深い洞
察が得られます。

1. 繋がれた状態を維持 : コネクテッドエンタープラ
イズにより、重要な資産をメンテナンス、トラブル
シューティング、コラボレーション、リモートモニタ
するためのリモート接続が可能になります。

2. 常に情報を受取る : 機器が接続されると、アセット・
パフォーマンス・データ、および機械や機器の健全
性データにアクセスできるようになります。

3. 予見する : 機械やその他の資産に関する詳しい情報
にアクセスすると、運用のパフォーマンスに影響を
与えかねない状況をより早く予見できます。

アセットパフォーマンス
特定の機器か、アプリケーション全体か、または機器一式かに関わらず、資産がアップグレード 
または最新化され、適切な在庫管理プログラムが実施されたら、運用が最適な生産性を維持し
ているかどうかを確認する必要があります。これを確認する主な方法は、アセットパフォーマン
スと信頼性の評価です。

資産モニタシステムは、資産から情報を収集し、企業全体でグローバルに活用できるようにしま
す。信頼性コンサルタントは、資産の信頼性評価をお手伝いすることで、リスク削減と生産性の
最大化をもたらす先行保全の実施を可能にします。設計時、実施されているメンテナンス戦略、
部品やリソースのコスト、サポート部品、サービスの応答状況、既知または未知の状態と比較し
て、運用状態を検討する価値もあります。これによって、運用にとってどの機器が最も重要か
を特定し、優先度に基づいたメンテナンス計画を策定できます。また、既存のComputerized 
Maintenance Management System (コンピュータ制御の保守管理システム )を最適化して、
これらの業務を促進することも可能です。

スマートなMROによりスループットを向上
メンテナンス修理や運用に対して、接続された、データ駆動型のアプローチを 
使用することで、メンテナンスや保管庫の業務の合理化、信頼性リスクの削減、
および先行保全戦略の策定が可能になります。このアプローチによって、 
生産性やOEE (総合設備効率 )の向上や 
ダウンタイムの低減が期待できます。
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リソース
ロックウェル・オートメーションは、お客様の資産および運用の最適化をお手伝いする 
さまざまなソリューション、サービス、および専門知識を兼ね備えています。

ロックウェル・オートメーションのサービス製品ラインの詳細は、当社のWebサイトを 
ご覧ください。rok.auto/indmaintenanceJA

お客様の企業では、プラントおよび資産の最適化がどの程度進んでいますか ? 機器や 
リスクアセスメントに対するサポートが必要な場合でも、メンテナンス修理や運用の改善
に必要な主要なメトリックを既にお持ちの場合でも、ロックウェル・オートメーションの 
ような外部コンサルタントと協力することで、アセットパフォーマンスの向上に必要な 
専門知識が得られ、分析や視覚化が可能になります。

Allen-Bradley、Installed Base Evaluation、LISTEN. THINK. SOLVE.、Rockwell Automation、およびRockwell Software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。

ロックウェル・オートメーション (NYSE:ROK)は、産業用オートメーションに専心する世界最大の企業で、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。 
当社のAllen-Bradley®およびRockwell Software®の製品ブランドは、世界中でその革新性と優秀性を高く評価されています。

Power, Control and Information Solutions Headquarters
Americas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444
Europe/Middle East/Africa: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640
Asia Paci�c: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

http://rok.auto/indmaintenanceJA
http://rockwellautomation.com
https://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/news/blog/overview.page
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https://www.facebook.com/ROKAutomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.youtube.com/user/ROKAutomation/home
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