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EXECUTIVE MESSAGE 

2021年が終わり、個人も企業も、先の1年に起こったことを振り返
り、評価し、この年に何を改善、削減、または創造できるかを考え
ていることでしょう。イノベーションは、ビジネスにポジティブな

変化をもたらすための基本的なコンセプトであるため、イノベーション
に関する議論は、このレビューの重要な部分を占めることになるでしょ
う。

イノベーションとは、現在および将来の問題を解決するために、意味の
ある新しいソリューションを構築し、価値を創造することです。どのよ
うな企業でも、より良いサービスを提供するための新しいプロセス、
サービス、製品を導入するために、何らかの形でビジネスイノベーショ
ンに着手しているか、または現在進行形で取り組んでいることでしょ
う。

本号の「Automation Today」では、大規模な技術投資に伴うデジタルトラ
ンスフォーメーションの推進から、クラウド型製造実行システム(MES)な
どの新規または新興のイノベーションによる工場現場での業務効率の向
上まで、企業にとってのイノベーションの価値をさまざまな角度から探
ります。

本号では、製造メーカが新しい技術や試行錯誤されたソリューションを
使って革新的になるための実践的なヒントや情報を紹介しています。
デジタルトランスフォーメーションの実現を成功に導く重要な3つの
フェーズ、製造実行システム(MES)をクラウドに移行、および予防保全が
選ばれる理由についてご紹介しています。

本号では、当社の代表的なイベントである「Automation Fair 2021」の最
新情報やお知らせ、新製品や技術発表の情報、お客様のアプリケーショ
ンの課題解決を支援する当社の取り組みを紹介するお客様のケーススタ
ディなどを掲載しています。

「Automation Today」が皆様の生産性と収益性の向上に役立つことを願っ
ています。

ロックウェル・オートメーションを代表して、皆様の2022年のさらなる
実りある繁栄を心よりお祈り申し上げます。

ニュース & イベント
ロックウェル･オートメーション  アジア
太平洋地域の最新ニュースおよびイベント
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ニュース &  イベント

を活用すべき重要な分野として、以下の4つをあげていま
す。

• クラウド、エッジ、ソフトウェアの進化
• ユニバーサル制御と統合開発環境(IDEs)
• AIネイティブな運用管理(サービスとしてのソフト
ウェア(SaaS)、デジタルサービスを含む

• 自律化した生産と労働効率の強化

企業レベルでの管理を可能にするには、ソフトウェア定義
構成を備えたシステムと、その基盤となるハードウェア設
備が必要です。「これは、全システムを変更する必要があ
るとか、既存のハードウェアが時代遅れになっているとい
うことを意味するものではありません。デバイスからエッ
ジ、クラウドまで、プロセス全体のスマート化が求められ
ています。融合した環境では、制御、安全、物理的動作が
すべて一緒になって、調和して動作する必要があります」
と、スコット･ウールドリッジはコメントしています。

スコット･ウールドリッジは、AIを利用したアーキテク
チャを構築することで、運用管理がより効率的になると
説明しています。AIを使えばプロセスモデリングの視点か
ら、システムの状況をデータ分析にまとめることで、シン
プルな次世代のシステム設計を行なっていくことができま
す。

最後に、自動化システムを自律システムに変えていくこと
で、労働効率の強化に向けてより良い意思決定が可能にな
ります。「自律システムの登場は、自律制御システムの本
質的な原則を再考する機会です。新しい技術を使うこと
で、既存のシステムを強化することができます」と、ス
コット･ウールドリッジは述べています。

テクノロジは革新の原動力です。「事業に成功するに
は、テクノロジを理解して、それを使いこなす必要があ
ります。ロックウェル･オートメーションは、デジタルネ
イティブの世界では、利益を生み出す革新的な製品とソ
リューションを提供するために、ユーザエクスペリエンス
が重要であると理解しています」と、スコット･ウールド
リッジは結論づけました。

Automation Fairのセッションは2022年2月まで
視聴可能
2021年のAutomation Fairでは、100以上の展示、業界
フォーラムの他、アンハイザー･ブッシュ･インベブ、ブリ
ヂストン、コルテバ、クラフト･ハインツ･カンパニーなど
世界的企業の第一人者たちとのパネルディスカッションを
開催しました。セッションでは、サイバーセキュリティや
スマートデバイスなどの話題から、労働効率の強化や高度
なロボット工学に至るまで、テクノロジの混乱とそれがも
たらす機会について掘り下げました。

2022年2月までオンラインでAutomation Fairにご参加いた
だけます。こちらから参加登録の上、セッションを視聴し
たり、バーチャルな展示フロアツアーにご参加ください。

ロックウェル･オートメーションが、
第30回Automation Fair®でインダス
トリ5.0を牽引する技術動向を紹介

今後の製造業における重要な技術として、人工知能
(AI)、エッジとクラウドコンピューティングの統
合、労働効率の強化を提言

ロックウェル･オートメーションは、PartnerNetwork™とと
もに、11月10日から11日にかけてAutomation Fairをテキ
サス州ヒューストンで開催し、同イベントの30周年を締め
くくりました。

ロックウェル･オートメーションのアジア太平洋地域社長
のスコット･ウールドリッジは、このイベントを振り返っ
て、製造業は急速に変化しており、インダストリ4.0を超え
て、次のインダストリ5.0に向けたロードマップを作成し始
めるべきだと指摘しました。

「現在はCOVID-19パンデミックによって加速された大きな
変化の時です。エッジとクラウドが融合した開発環境や、
人工知能(AI)による自律化した生産はもはや目新しい技術
ではなく、重要かつ有用なソリューションになろうとして
います」と、スコット･ウールドリッジは述べました。

リモート接続、デジタルツインによる高度なエンジニアリ
ング、物理的資産とデジタル資産の混在、人間と機械の相
互作用の変化がインダストリ5.0の到来を促進しました。フ
ロスト&サリバン社のレポートは、インダストリ4.0と5.0の
違いを定義した上で、達成可能で実効性のある変化として
以下の点を強調しています。

1. 顧客サービスの提供
2. ハイパーカスタマイズ
3. 応答性が高く、分散型のサプライチェーン
4. エクスペリエンスアクティベート型(対話型)製品
5. 工場への人材復帰

「テクノロジ人
材の獲得競争が
世界的に拡大す
る 中 、 ロ ッ ク
ウェル ･オート
メーションは、
人間と機械の相
互作用をより効
率化するシステ
ムの提供を目指

しています。我が社の目標は既存の機能を強化することで
す。生産を最大化し、作業者が物理的に存在することへの
依存を最小限に抑え、効率と安全を高めます」と、スコッ
ト･ウールドリッジは述べています。

インダストリ5.0を可能にするテクノロジ
インダストリ5.0を目指すには、各種技術を活用していか
なければなりません。このイベントでは、特にテクノロジ
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ロックウェル･オートメーション、
AVATA社の買収によりサプライ
チェーンサービスを拡大

バリューチェーン全体のデジタルスレッド機能を 
強化

ロックウェル･オートメーションは、サプライチェーン管
理、エンタープライズ･リソース･プランニング(ERP)、企業
パフォーマンス管理(EPM)ソリューションの大手サービス
プロバイダであるAVATA社を買収しました。AVATA社は、
企業アプリケーションに関する重要な専門知識を有してお
り、Oracle Cloudソフトウェアアプリケーションの主要な
コンサルタントおよびシステムインテグレータでもありま
す。

AVATA社は、エンド･ツー･エンドのサプライチェーンの可
視性と管理を大幅に改善することで、ロックウェル･オー
トメーションの産業用デジタルトランスフォーメーション
のサービス事業であるカリプソ社とともに、ロックウェル･
オートメーションがお客様に提供できるIT/OT (情報技術/運
用技術)の融合の価値をさらに引き出すことに貢献します。
AVATA社は、ロックウェル･オートメーションのライフサ
イクルサービス事業の一部であるカリプソ社に統合されま
す。

ロックウェル･オートメーションのライフサイクルサービ
ス担当のシニアバイスレジデントであるフランク･クラセ
ビッチは次のように述べています。「AVATAを当社のポー
トフォリオに迎え入れることは、当社の技術力とコンサル
ティング能力を強化し、実装、使用、保守が容易なクラウ
ドネイティブなソリューションでお客様により良いサービ
スを提供するという戦略の一例です。製造業では、サプラ
イチェーンやオペレーションのレジリエンス(回復力)、ア
ジリティ(俊敏性)、サステナビリティ(持続可能性)がますま
す求められており、その取り組みを加速するためにクラウ
ドソリューションを採用しています。AVATAの加入によっ
て、デジタルトランスフォーメーションを実現するクラウ
ドソリューションの主要なポートフォリオをお客様に提供
する我々の能力が強化されます。」

カリプソ社とAVATA社は3月に正式なパートナシップを発表
し、力を合わせてオラクルのクラウドアプリケーション群
を用いてお客様のデジタルトランスフォーメーションの取
り組みを加速させることを支援しています。ロックウェル
･オートメーションは、今回の買収により、これらのシナ
ジー効果をさらに高め、サプライチェーン･コンサルティン
グ･サービスを拡大し、企業全体から工場現場、さらには
サプライチェーン全体に至るまで、エンド･ツー･エンドの
デジタル･トランスフォーメーション･ソリューションをサ
ポートしていきます。

カリプソ社のグローバル･マネージング･ディレクタである
ジョージ･ヤング氏は次のように述べています。「AVATAが
加わることで、バリューチェーン全体でのデジタルスレッド
機能が強化されます。既存のパートナシップを通じ、私たち

はさまざまな業界の製造メーカと協力して、製品の発見、創
造、製造、販売の方法を根本的に変えようとしています。今
回の買収は、私たちがすでにお客様に提供している素晴らし
い結果をさらに拡大することとなるでしょう。」

AVATA社のCEOであるアニル･トーマス氏は次のように述べ
ています。「カリプソとロックウェル･オートメーション
が力を合わせることで、より多くの企業がデジタルトラン
スフォーメーションのイニシアチブを活用して、サプライ
チェーン全体で価値と競争力を高めることができるように
なります。私たちは、お客様と私たちのチームにどんな未
来が待っているのか期待しています。」

AVATA社は、ロックウェル･オートメーションが近年行なっ
ているクラウドネイティブな投資をサポートしており、そ
のオープンアーキテクチャを基にデジタルスレッドを拡張
し、PlexやOracle Cloudを含む他の主要テクノロジとの強力
な統合を可能にします。

8月、ロックウェル･オートメーションは、クラウドネ
イティブなスマート･マニュファクチャリング･プラット
フォームのリーディングカンパニーであるPlex Systems社
の買収を完了しました。2020年12月、ロックウェル･オー
トメーションは、最先端のメンテナンスソリューションを
提供するクラウドソフトウェア企業であるFiix Inc.社の買
収を完了しました。

ロックウェル･オートメーション、
OEMパートナプログラムの刷新を 
成功し、グローバルパートナを拡大

ロックウェル･オートメーションは、2020年末に、
従来のマシン･ビルダー･プログラムにかわる新しい
OEMパートナプログラムを発表しました。機械装置

メーカ(OEM)のお客様にさらなるメリットをもたらし、ビ
ジネスの成長とお客様への優れた価値の提供を支援しま
す。全世界での導入から丸1年が経過した現在、このプロ
グラムは大きな導入効果を示し、新たなOEMパートナを迎
えています。

以前はマシン･ビルダー･プログラムと呼ばれていました
が、今回のOEMパートナプログラムでは、機械装置メー
カ(OEM)のお客様に大きなメリットがあります。以前のプ
ログラムは約10年前から存在していましたが、今回の更新
では、機械装置メーカ(OEM)のお客様とのパートナシップ
を強化し、商業的および戦略的な関係を促進しています。
ロックウェル･オートメーションでは、このプログラムの
初期段階では国内で成功を収めていましたが、今回のグ
ローバル展開では、機械装置メーカ(OEM)のお客様にさら
なるメリットを提供することで、新たな地域や産業分野で
のパートナシップの拡大に成功しました。

ロックウェル･オートメーションのグローバル･マーケット
･アクセス担当バイスプレジデントであるヨハネス･ツー･
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エルツは次のように述べています。「このプログラムをグ
ローバルに展開した結果、非常に優れた結果が得られまし
た。このプログラムをグローバルに展開した結果、パート
ナの収益にプラスの影響を与えるメリットが定量的に増加
し、その結果、OEMパートナはロックウェル･オートメー
ションとの戦略的提携に向けた取り組みを強化することが
できました。このプログラムは、他に類を見ない共同マー
ケティングの機会を提供し、当社の営業部隊と連携した市
場計画を立て、共同管理された目標に基づいて顧客エン
ゲージメントを向上させるという、これまでにない機会と
なっています。このプログラムへの要望は圧倒的なもので
した。これまでに3,200社以上のOEMパートナにご参加い
ただき、今年度だけで2社がプラチナ、86社がゴールドに
昇格しました。私たちは、PartnerNetwork™エコシステム
の継続的な成長を期待しています。」

OEMパートナの皆様には、より充実したプログラムをご提
供いたします。プログラムには、情報、業界のケーススタ
ディ、製品の成功例などを活用してコミュニティに貢献し
ていただけるような充実した共同マーケティングのプラッ
トフォームをご用意しています。また、OEMパートナとそ
のお客様との共同マーケティングの価値を高めるために、
トレーニングや主要な業界活動が追加され、ビジネス上の
連携がより明確になりました。

さらに、サポートレベルの向上、技術リソースの増加、サ
プライチェーンの連携、新技術の導入障壁の低減により、
OEMパートナは差別化を図り、ビジネス上の課題を克服
することができます。ロックウェル･オートメーションの
OEMパートナプログラムについては、こちらをクリックし
て、最寄りの事業所までお問い合わせください。

ロックウェル･オートメーションと
バッテリのパイオニアであるカデン
ツァ･イノベーション社が、エネル
ギー貯蔵の推進とサステナビリティ
の向上を目指して提携

クラウド型の分散型エネルギー貯蔵モニタシステ
ム、製造実行システム(MES)、未来のスマート･コネ
クテッド･ファクトリのための制御自動化を共同で

構築

ロックウェル･オートメーションは、安全、低コスト、エ
ネルギー密度の高いリチウム･イオン･バッテリを提供し、
数々の賞を受賞しているカデンツァ･イノベーション社
と、業界最高性能のバッテリセル生産ラインを構築すると
いう共通の目標を含む戦略的関係を定義するために、協業
を開始しました。

2022年には、分散型エネルギー資源の導入を管理するため
の顧客向けクラウドポータル、バッテリの製造実行システ

ム(MES)、米国および海外でのカデンツァ･イノベーション
社のバッテリ製造の拡大をサポートする設備の自動化など
を共同で開発する予定です。

ロックウェル･オートメーションとカデンツァ･イノベー
ション社は、業務システムから工場の現場に情報を送り、
さらに現場に設置された蓄電システムにも情報を送り、現
場のデータをカデンツァ･イノベーション社のコネクテッ
ドオペレーションにフィードバックすることで、「クロー
ズドループ」の完全なデジタルスレッドを構築したいと考
えています。これにより、お客様のシステムの性能を最大
限に引き出すことができるようになります。

ロックウェル･オートメーションのサステナビリティ担当
バイスプレジデントであるトム･オライリーは次のように
述べています。「私たちは、カデンツァ･イノベーション
社と協力して、高性能のバッテリセル生産を構築できるこ
とをうれしく思います。ロックウェル･オートメーション
の製造とサステナビリティに関するグローバルな業界専門
知識と、カデンツァ･イノベーション社のバッテリ市場に
おける現場で実証されたオペレーションと量産の専門知識
により、私たちはサステナビリティとイノベーションへの
取り組みで足並みを揃えることができました。」

ロックウェル･オートメーションと協力することで、カデ
ンツァ･イノベーション社は自社のバッテリ技術をより迅
速にお客様に提供することができるようになります。この
ことは、新興のサステナブル(持続可能)なバッテリ分野、
新エネルギー技術とお客様、新経済生産の実現に向けた
ロックウェル･オートメーションのコミットメントをさら
に明確に示すものです。

カデンツァ･イノベーション社が特許を取得し、ULにも登
録されているスーパーセルバッテリは、優れたエネルギー
密度と低コスト、そして業界トップクラスの安全性を兼ね
備えており、熱暴走時の伝搬を阻止します。このスーパー
セルバッテリは、米国国防総省の厳しい安全試験にも合
格しています。カデンツァ･イノベーション社のプラット
フォームベースのエコシステムは、ユーティリティ市場、
商業･産業市場、輸送市場、プロシューマ(生産消費者)市場
のニーズに対応しており、スペース効率の高い構成で迅速
な製品展開を可能にします。

カデンツァ･イノベーション社のCEOであるクリスティー
ナ･ランペ-オネルード氏は次のように述べています。「地
球温暖化防止のために、よりクリーンなエネルギーへの
移行が進んでいます。電気自動車や電力会社の蓄電設備
など、さまざまな用途で世界的に導入が進んでおり、リ
チャージャブルバッテリ(充電式電池)に対する需要はかつ
てないほど高まっています。リチウムイオン電池は、この
ニーズを満たす唯一の実用的なソリューションですが、よ
り安全で性能が高く、低コストのものが求められていま
す。ロックウェル･オートメーションのような世界的な企
業とチームを組むことで、両社はサステナビリティを重視
しながら、この世界的な需要に対応することができます。
一緒に仕事ができることをうれしく思います。」
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https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork/oem-original-equipment-manufacturer-partners.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/automotive-tire/electric-vehicle-production.html
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ニュース &  イベント

ロックウェル･オートメーションと
The Pyure Company社が、よりク
リーンな空気の提供とCOVID-19対
策のための戦略的契約を締結

ロックウェル･オートメーションとT h e  P y u r e 
Company社は、室内の空気環境を改善し、COVID-19
の蔓延を防ぐためのソリューションを提供するため

に、5年間の戦略的契約を結んだことを発表しました。
Pyure社は、紫外線を利用した業務用空気清浄機の設計･製
造を行なう、世界をリードする革新的な空気清浄技術を持
つ企業です。Pyure社のソリューションは、COVID-19ウイ
ルスを含む最も一般的な室内病原体を99%以上死滅させる
とのことです。

パンデミックの影響で、企業がより回復力のある、アジャ
イル(機動的)でサステナブル(持続可能)な企業になる必要性
が高まっている中、Pyure社は、ロックウェル･オートメー
ションのFactoryTalk® InnovationSuiteから産業用モノのイ
ンターネット(IIoT)と知識獲得ソリューションを統合し、産
業用オペレーションデータの収集、集約、安全なアクセス
を可能にする単一のソリューションを提供します。その結
果、Pyure社のお客様は、データと制御をビル管理戦略に
統合しながら、Pyure社がどのように環境を保護している
かを示すリアルタイムデータにアクセスできるようになり
ます。

この共同技術資産により、お客様は屋内と屋外の条件を比
較して、建物や産業プロセスに最適な戦略を選択すること
ができます。また、お客様は、Pyure社のシステムを1カ所
で管理し、お客様のデバイスを共通のゲートウェイ、ダッ
シュボード、モバイルアプリのプラットフォームに統合す
ることで、リモートでトラブルシューティングやシステム
サービスを受けることができるようになります。Pyure社
では、今回の提携により実現したトレンドデータや最適化
データが、報告のために空気質データを記録しなければな
らない環境でも活用されることを期待しています。

ロックウェル･オートメーションのアメリカ州情報ソフト
ウェア&ソリューション担当バイスプレジデントである
ジェイソン･アダムスは次のように述べています。「ロッ
クウェル･オートメーションは、産業オートメーションの
グローバルリーダとして、Pyure社のような企業に、業務
効率を最大化し、予知保全のメリットをもたらすソリュー
ションを提供できることを誇りに思っています。COVID-19
ウイルスが世界中で最も重要な健康問題となっている中、
ロックウェル･オートメーションはPyure社とその顧客がよ
り早く、より簡単にデータにアクセスできるような製品と
ソフトウェアを提供することを楽しみにしています。」

ロックウェル･オートメーション
は、ヴィーナ･ラクンディを企業戦
略･開発部門長に任命

ロックウェル･オートメー
ションは、11月1日付で、
ヴィーナ･ラクンディを企業

戦略･開発担当シニアバイスプレジ
デントとして迎え入れたと発表し
ました。彼女はロックウェル･オー
トメーションの会長兼CEOである
ブレイク･モレットの直属の部下と
なります。

ラクンディは、3M社で責任ある職務を歴任し、ロック
ウェル･オートメーションに入社しました。ラクンディ
は、3M社ではシニアバイスプレジデント兼最高戦略責任
者、テクノロジ、トランスフォーメーション、サービス部
門の暫定リーダを務めていました。

モレットは次のように述べています。「ヴィーナは、世界
トップクラスのグローバルチームとビジネスを構築し、顧
客･社員･株主･取引先に素晴らしい結果をもたらした実績
があります。戦略、研究開発、販売、マーケティングにお
ける彼女の経験は、お客様への価値を高める方法を見つけ
る上で、当社のリーダシップチームに加えるのに最適な人
材です。ヴィーナをロックウェル･オートメーションに迎
えることができ、うれしく思います。」

ラクンディは次のように述べています。「ロックウェル･
オートメーションのチームに参加し、全社的な戦略立案と
インオーガニック開発活動を統括できることをうれしく思
います。ロックウェル･オートメーションは、産業用オー
トメーションとデジタルトランスフォーメーションのリー
ダとしてすでに多くのことを成し遂げており、私は会社の
前進を支援する機会に感謝しています。」

ラクンディは、今年初めに引退を発表した企業開発担当シ
ニアバイスプレジデントのエリック･フックスの後を継ぎ
ます。

モレットは次のように述べています。「エリックは、彼の
長いキャリアの中で、ロックウェル･オートメーションに
素晴らしい影響を与えました。最近では、エリックは高機
能な企業開発チームを作り、当社の戦略遂行に大きく貢献
しています。また、ヴィーナの移行をサポートするために
彼が行なっているすべてのことに感謝しています。」
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産業界のオペレーションでデジタルトランスフォー
メーションのメリットを十分に享受するための戦略
やステップをご紹介します。

変革をもたらすテクノロジの力を最大限に活用すること
で、製造企業は、規模の拡大に伴い、より高いレジリエン
ス(回復力)、適応力、積極的なイノベーションを実現し、
コネクテッドエンタープライズの領域に踏み込むことがで
きます。

しかし、それを始めるのは容易ではありません。

この記事は、企業がデジタルトランスフォーメーションの
実現のための重要な3つのフェーズを通して、テクノロジ
への投資を最大限に活用し、迅速な価値の実現を支援する
ことを目的としています。

フェーズ1: 戦略立案 - デジタルトランスフォー
メーションの必須事項にフォーカスする
変革をもたらすテクノロジには刺激的な可能性があり、早
くレベルアップしたいと思うのは当然のことです。しか
し、テクノロジの一部や断片に注目してしまい、成功に不
可欠な広範な要素を見逃してしまうことがあります。

以下のデジタル必須要素に取り組むことで、テクノロジへ
の投資から迅速な価値を継続的に引き出す、包括的で反復
的な戦略の基礎を築くことができます。

組織の価値と事業戦略の定義
定義していないことは、達成も測定もできません。明確な
ビジネス目標、目的、課題を策定することで、効果的なデ
ジタルトランスフォーメーションの青写真、明確なアーキ
テクチャ、将来のフェーズに向けた実行可能なロードマッ
プの舞台が整います。何かを始める前に以下を行なってく
ださい。

• 重要な目的や「北極星」を特定し、ビジネスゴール
を定義する。

• 課題や障害の概要を説明する。

• 目標を達成するための適切なユースケースを特定
し、優先順位をつける。

• ペルソナ(利益を得たり、影響を受けたりする役割/
人)と関連するKPIを特定する。

これらの4つの領域は、設計と導入のあらゆる要素を、
データ、ペルソナ、ユーザストーリーに結びつけることが
でき、簡単にスケールアップできる継続的な反復への道を
開きます。ここが明確になることで、デジタルトランス
フォーメーションの実現工程におけるすべての段階が効率
化されます。

価値実現までの時間を短縮するユースケースを優先する
デジタルトランスフォーメーションの価値を迅速に証明す
ることで、製造メーカは主要な利害関係者の信頼を得て、
プロセス全体を通して彼らの関与を維持することが可能に
なります。さらに重要なことは、このようなユースケース
によって、企業全体における特定の機能やプロセスの実行
可能性と拡張性を示すことができるということです。アナ
リティクスを早期に導入することで、ユースケースは確か
なデータと実証結果をもたらします。

• ユースケースの優先順位は、それがどれだけ早く価
値に結びつくかで決める: 実現性や拡張性を示しやす
い狭い範囲を選ぶ。

• KPIを大幅に改善することを目指す: これにより、さ
らなる投資を確保し、リスクを軽減し、長期的な成
功に向けて構築することができる。

• 各ユースケースの「今」、「次」、「後」をマッピ
ングする: 個々のユースケースを現在の状態と将来の
状態で評価し、ソリューションやデータを使用して
利益を得る人々に常に関連付ける。

実績のあるデジタルトランスフォーメーションの導入パー
トナの専門知識を活用する
信頼できるデジタルトランスフォーメーションのパートナ
は、その分野における導入の専門知識、実績を示す能力、

特集記事

デジタルトランス
フォーメーションの 
実現を成功に導く 
重要な3つのフェーズ

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/connected-enterprise.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/digital-transformation.html
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そしてバリューチェーン全体の導入率と生産性の変化を効
果的に測定するための手段を持っている必要があります。 
製造業におけるデジタルトランスフォーメーションの必要
性を包括的に理解していることを証明するケーススタディ
や具体例を持ち、プロジェクトを成功させたポートフォリ
オを持つ信頼できるパートナを探してください。

さらに、豊富なアプリケーションライブラリを含む、テク
ノロジ、モデル、および担保の強固なエコシステムを有し
ていることが必要です。

最後に、企業はデジタルトランスフォーメーションの継続
的な循環性をサポートするために設計された包括的な方法
論を持っている必要があります。この方法論は、アナリ
ティクスとテクノロジを組み合わせた基盤の上に構築さ
れ、人間中心のデザインに焦点を当て、新しいシステムや
プロセスに俊敏に適応するための複雑な変更管理を考慮に
入れたものでなければなりません。

フェーズ2: 実行 - ソリューションを実装して提供
する
デジタルトランスフォーメーションを実施するためのス
テップは、各組織の具体的なビジネス目標によって異なり
ます。目的は、導入目標に沿った柔軟で反復可能な方法論
の中で作業することです。

効果的なデジタルトランスフォーメーションは、オペレー
ション、プロセス、人材など、ビジネスのあらゆる側面に
明白かつ微妙なレベルで影響を与えることを覚えておいて
ください。ビジネスとオペレーションの微妙な違いに対処
することで、ビジネスの目的と従業員に最適な方法で、適
切なトランスフォーメーション技術を導入できます。

人間中心設計で人々に力を与える
効果的なデジタルトランスフォーメーションでは、従業員
が新しいテクノロジを利用して、より簡単に、より効率的
に仕事ができるようにすることで、ビジネスの価値をさ

らに高めることができます。前述したように、戦略立案
フェーズでは、デジタルトランスフォーメーションの実現
に欠かせないペルソナを特定することが重要です。次のス
テップは、人間中心設計(ユーザの利便性やニーズに合わ
せた設計)に焦点を当てることです。

実行-実装フェーズでは、ペルソナの役割と責任をより深
く掘り下げる必要があります。正確なペルソナ情報は、新
しいソリューションの有効性を検証し、採用と適応を容易
にするのに役立ちます。デジタルトランスフォーメーショ
ンを成功させるためには、イノベーションサイクルの基盤
となるペルソナに常に立ち返り、ビジネスの規模が大きく
なるにつれて、人間中心設計と人間とテクノロジのコラボ
レーションを進めていく必要があります。

ペルソナインタビューを実施し、従業員一人ひとりの役
割、責任、活動を理解する。従業員の課題や痛み、仕事で
の成功に対する願望などを記録します。製造メーカは、こ
の情報をもとに、新しいスキルセットに対する組織のニー
ズを評価することができます。ペルソナの例としては、プ
ロダクトオーナ、ソリューションユーザ、ユーザエクスペ
リエンス(UX)の設計者、QAテスター、テクニカルリードな
どがあります。

次のステップでは、ペルソナを中心としたクリック可能な
プロトタイプ、分析データの依存関係マップ、および表現
例を構築します。これらは実際の開発を行なう前の学習と
検証に役立ち、後から変更するにはコストがかかります。
このプロセスでは、ターゲットが適切であれば、使いやす
さや、企業全体での拡張性など、現実的な実行可能性を示
します。

この段階に続いて、ユーザと一緒にソリューションを検証
し、ビジネスケースをテストします。対話型、反復型の
セッションをリードして設計を微調整し、ペルソナに特化
した具体的で視覚的な体験を重視したモックアップを作成
します。モックアップ環境でユースケースアプリケーショ
ンのペルソナ体験を構築することで、貴重なデータが得ら
れ、重要な依存関係を指摘することができます。また、新
しいソリューションを最終的に採用するために、関係者や
従業員のコンセンサスを得ることもできます。

ケーススタディ

世界的な消費財メーカは、人工知能(AI)機能を活用して
最適なプロセス制御戦略を特定し、新ラインの大量生産
への移行を迅速に行なうことができました。

このメーカは、混合、絞り加工、加工、包装の各工程か
らなる複雑なラインにおいて、プロセス･エンジニアリ
ング･チームにAI機能を導入し、品質に関するさまざま
な測定値を最大化するための最適なラインパラメータを
探し出しました。このAI機能は、プロセスのセットポイ
ントと、良品と不良品を区別する指標との間の、非常に
ダイナミックで非線形な多変数の関係を分析するのに役
立ちました。

これらの手法により、ラインの設計と立上げのサイクル
タイムを短縮し、収益化までの時間を短縮することがで
きました。

特集記事
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特集記事

データとアナリティクスを活用して変革の基盤を整える
ガートナー社によると、「データとアナリティクスは、組織
のデジタル化と変革の取り組みを加速させる重要な要素で
す。しかし、今日、企業戦略を文書化した際に、企業価値を
提供するための基本的な要素としてデータとアナリティクス
に言及しているのは50%にも満たない」そうです。

適切なデータ基盤は、目標とする構想のアーキテクチャをサ
ポートし、企業レベルの重要な知見を引き出し、企業のス
ケールアップのビジョンを後押しします。

しかし、データの価値を最大限に引き出すにはどうすればよ
いのでしょうか。プロトタイプ、分析データの依存性マッ
プ、その他の表現例は、非常に貴重なデータを提供します。
また、ERP (エンタープライズ･リソース･プランニング: 企業
資源計画)、CRM (カスタマ･リレーションシップ･マネジメン
ト: 顧客関係管理)、センサデータなども重要な情報源となり
ます。必要に応じて、オペレーショナルヒストリアンの作成
や、ダウンタイムデータなどの必要なデータの生成を検討し
てください。

適切なデータとアナリティクスを最初から活用することの重
要性は、いくら強調してもし過ぎることはありません。

1つは、データを活用することで、明確な目標となるデジタ
ルトランスフォーメーションの青写真を作成し、検証するこ
とができます。主要なデータソースを特定し、接続し、統合
することで、企業はビジネスとオペレーションに関する包括
的な洞察と監視の両方を得ることができ、懸念事項やチャン
スの分野に関する貴重な指標を得ることができます。

第2に、企業のソースやシステム全体におけるデータの準
備、品質、正確性、読みやすさがロードマップを強化しま
す。関連するOTデータのコンテキストを構築することで、
より価値の高い実用的な知見を生み出すことができます。
エッジにOTコンテキストを組み込み、IT/OTシステム間で共
通の情報モデルを構築することで、データサイエンティスト
やITアナリストのデータ準備作業を大幅に軽減できます。適
切なデータ基盤を備えたダッシュボードは、産業界のデータ
サイロの点と点をさらに結びつけるのに役立ちます。

ソリューションを提供し、スケールアップを図る
成功は、全体的な目的に沿った最初の強力な配信にかかって
います。製造メーカは、目的と主要な結果を常に一致させる
ことで、進捗状況と新しいソリューションのスケーラビリ
ティを測定しなければなりません。

ビジネスケースと期待される結果を前もって特定すること
で、組織はプロジェクトの重要な要素に集中することができ
ます。これにより、商業化されたデジタルトランスフォー
メーションのユースケースを、企業内の部門、工場、地域全
体に拡大することを検討することができます。

迅速なアプローチを採用することで、価値の実現を支援し、
合意された要件に沿った実装アイテムとアクションオーナの
可視性を高めることができます。

その先には、変革のメリットを最大限に発揮できるよう、
ユーザトレーニングを行なうことが重要です。最終的な受入
とシステム受入後のソリューションサポート、そして「完成
時」のソリューションのドキュメントを用意することが不可
欠です。

フェーズ3: 進化 - 迅速に価値とインパクトを理解
する
導入が成功したら、次は何をすればいいのでしょうか。
製品化されたデジタルトランスフォーメーションのユース
ケースの採用を、企業内の部門、工場、または地域に拡大
し、組織全体でのメリットを拡大します。

さらに、初期のデジタルトランスフォーメーションのユース
ケースの成功を受けて、すぐに価値を提供できるようなイン
ダストリ4.0のユースケースをさらに評価します。製造メー
カは、デジタルスレッド、複合現実(MR)、自律的なオペレー
ションなどのコンセプトを検討することができます。

成長と革新を主要なペルソナや支持者、達成された具体的な
改善KPIに合わせることで、変化の監視と管理を続けます。
そうすることで、製造メーカは何をさらに改善できるかを探
り、インパクトをさらに最大化するための別の方法を試すこ
とができます。

これまでのステップを繰り返すことで、デジタルトランス
フォーメーションの本質を理解し、不確実な時代においても
企業の革新と進化を続けることができます。デジタルトラン
スフォーメーションを成功させることで、企業は微妙な変化
や大きな変化にも対応し、競争力を維持するだけでなく、他
の企業が追随する道を切り開くことができるのです。

始める準備はできていますか? ロックウェル･オートメー
ションがお手伝いします。当社のデジタル･トランスフォー
メーション･コンサルティング･チームは、優先的なユース
ケース、ビジネス上の正当性、変更管理、およびテクノロジ
の実装とサポートのための実行ロードマップに対応する戦略
的プランをお客様と一緒に作成することができます。これら
はすべて、お客様独自の目的とデジタル成熟度に合わせてカ
スタマイズされます。    

ケーススタディ

配向性ストランドボード(OSB)を製造する世界的な企業
が、機器の健全性をサポートする産業用情報機器の実現
性を検証するためにパイロットミルを立ち上げました。
この企業は、OEE (Overall Equipment Effectiveness: 総合
設備効率)の向上、品質関連の問題の削減、個々の製品の
修理コスト構造のより深い洞察を目標としていました。

パイロット版では、従業員が気づかないようなデバイス
の健康状態の微妙な変化を検出することができました。
このお客様は、このアプライアンスを企業全体のシステ
ムに統合しました。現在では、機器の健全性に関する情
報は、プロセス情報、通知の拡張、作業指示の作成など
に自動的に活用されており、状態に応じたより予測的な
メンテナンスが可能になっています。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/consulting-integration-services/digital-transformation-strategy-consulting.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/consulting-integration-services/digital-transformation-strategy-consulting.html
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/why-data-and-analytics-are-key-to-digital-transformation
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1899年に製造を開始したオハイオ州バーバートンに
あるPPGの産業用の生産工場は変化に対応してきま
した。その製品は、ガラス製造用の原料から、現在

製造されているさまざまな特殊化学品へと進化してきまし
た。また、そのオペレーションは、手動プロセスから今日
のより自動化された分散制御のオペレーションへと完全に
変化しました。

最近の工場の変化のひとつに、作業者による安全リスクの
評価と軽減があります。最近、防護層解析(LOPA)と呼ばれ
るリスクアセスメント手段を採用したことにより、作業
者は工場の安全防護の効果をより良く理解できるようにな
り、それらの保護手段をさらに強化できる分野を特定する
のに役立つことさえ証明されました。工場内の安全対策の
有効性をより深く理解できるようになり、さらに安全対策
を強化できる箇所を特定するのにも役立っています。

安全リスクが明らかに
クロロギ酸エステルユニットはバーバートン工場の最小の
プロセスユニットの1つですが、工場の安全リスクが最も
高いユニットの1つです。

工場の作業者は、O S H Aのプロセス安全管理基準
(29CFR1910.119)に従って、数十年にわたってユニットのプ
ロセス危険分析(PHA)を実施してきました。LOPAの導入に
伴い、作業者はPHAで特定された安全防護を評価し、その
有効性を定量化して検証する必要がありました。

PPGインダストリーズ社のシニアプロセス制御エンジニ
アであるマット･キンシンガ－氏は次のように述べていま
す。「私たちは現在のインターロックを評価し、それらが
保護する可能性のあるシナリオを調べることから始めまし
た。次に、PHAで既に高リスクとしてランク付けされてい
るものをすべて再評価し、適切に保護されるようにしまし
た。これにより、既存の制御システム、機器、制御デバイ
スを改善して、許容可能なリスクレベルを満たす機会を特
定することができました。」

ここから、キンシンガー氏と彼のチームは ISA-84/IEC-
61511規格に従って新しい安全計装システム(SIS)のための
要件を開発しました。新しい安全計装システムは、プロセ
スユニットのリスクを削減するだけではなく、他の主要な
プラント要件に対応するためにも必要でした。

これらの要件は以下の通りです。
• 使いやすさ: チームは、既存の分散制御システム(DCS)イ
ンターフェイスと簡単に統合できる使いやすいオペレー
タインターフェイスを望んでいました。

• スケーラビリティ: SISシステムは、新規または改造され
たプラントの機器をサポートできることが必要でした。

• 拡張性: チームは、将来の分析または将来のPHAに基づ
いて、SISに簡単に追加したり、またはより高いレベル
の保護の要件を追加できることを望んでいました。

PPGは新しい安全計装システム(SIS)
で化学プラントのリスクを軽減

化学メーカのPPGは、LOPAを採用した後、リスク軽減やその他の重要な工場ニー
ズに対応するため、拡張性のある新しい安全計装システム(SIS)の必要性を感じて
いました。



12          ASIA PACIFIC

ケーススタディ

スケーラブルなSISソリューション
チームは、その技術が既に工場で使用されている2つのベ
ンダーのSISの製品を再検証しました。

決着はロックウェル･オートメーションのAADvance®シス
テムになりました。柔軟でスケーラブルなシステムは、少
量のI/Oから大規模システムまでの運用で使用でき、アプ
リケーションでの複数のSILレベルを満たすことができま
す。また、工場の既存のAllen Bradley®のControlLogix®コン
トローラへの簡単で標準的
な通信も提供しました。

注文が出されると、チー
ムは4カ月という短いスケ
ジュールで新しいシステム
を開発し、計画停止中にそ
れを実装しました。

まず、ロックウェル･オー
トメーションはプロジェク
トマネージャとプロジェク
トエンジニアをアサインして、アップグレードをサポート
しました。プロジェクトマネージャはチームのミーティン
グ、コミュニケーション、および文書作成を調整して、プ
ロジェクトを継続して、中間目標(マイルストーン)が達成
されているかを確認します。プロジェクトエンジニアは、
キンシンガー氏と彼のチームに直接協力して、彼らのニー
ズのすべてを満たすシステムを開発しました。

工場受入テスト(FAT)のために、キンシンガー氏はSIS通信
を搭載するように変更されたスペアのコントローラをもっ

てロックウェル･オートメーションのヒューストンの施設
にやってきました。ロックウェル･オートメーションの
チームは、すべての安全計装機能(SIF)、I/Oポイント、およ
びバイパスとリセット条件のシミュレーションを含む詳細
なFATを実施しました。

その後、SISはバーバートン工場に出荷され、そこでPPGの
担当者が外部のサポートなしでの施設受入テスト(SAT)とし
てFATを複製しました。これにより、ISA-84/IEC-61511規格
で必要なシステムの妥当性確認が行なわれます。

ギャップを埋める
キンシンガ－氏と彼のチームは、AADvanceシステムの設
置と、スケジュールされたタイムラインに従って稼働する
という目標を達成しました。

新しい安全計装システムは、クロロギ酸エステル･プロセ
ス･ユニット用の工場の許容可能なリスクレベルを満たす
ために必要な保護を提供し、工場とともに成長または進化
する柔軟性も提供します。これはプロセスがすでに容量に
達しているために拡張が必要になる可能性が高いため、重
要です。また、工場内のプロセスの危険源の継続的な再評
価は、安全計装システムの変更の可能性が非常に高いこと
を意味します。

キンシンガ－氏は次のように述べています。「私たちは現
在のシステムの包括的な再検証であると思われるものを実
施しました。しかし、安全計装システムに追加アイテムを
追加したり、将来のPHAに基づくより高いレベルの保護の
要件を追加する余地も必要でした。」  

「AADvanceシステムは
SISのすべてのケースで
有効でした。価格もよ
かったし、最初の要件
を満たしていました。
さらに、必要に応じて
簡単に拡張したり拡大
することができます」
と、キンシンガ－氏は
述べています。

受賞歴のあるBladeStopバンドソーで
大怪我のリスクを軽減

独自のデュアルセンシング技術

市場最速の停止時間

オプションのBladeStop Connectで
リアルタイムデータ&レポート

コーティングされたジョーズは1500回のトリガが可能

世界25カ国で、1150台以上が販売中

詳細はこちらをご覧ください: BladeStop.com

https://scottautomation.com/en/bladestop/
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ナショナル･エンジニアリング･インダストリーズ･リミテッド(NEI)は、最新のデ
ジタル技術を用いて、ブラウンフィールド工場のひとつをスマートでコネクテッ
ドな工場に変えるというミッションに着手しました。

1946年に設立されたナショナル･エンジニアリング･イ
ンダストリーズ･リミテッド(NEI)社は、インドを代表す
るベアリングの製造･輸出企業です。NBCベアリングの
ブランドで、19種類のサイズで3万個のベアリングを製

造していました。現在では、年間2億個以上のベアリングを製
造し、2,300種類以上のバリエーションを揃え、5大陸30カ国
以上のお客様にサービスを提供するまでに成長しました。

NEIは、パートナへのサービス向上を目指し、デジタルトラン
スフォーメーションに着手し、優れた成果を上げています。
NEIは、今後1年間で、すべての製造拠点でスマートファクト
リ化を実現することを目標に掲げました。これまでに、ジャ
イプールにある工場の1つが、複数のロールアウトに着手し、
大規模に望ましい状態を達成しています。

デジタルトランスフォーメーションの推進要因
NEIがエンド･ツー･エンドのデジタルトランスフォーメーショ
ンに着手したのは、純粋な数字だけではなく、次世代のため
に働きがいのある職場であり続けたいという熱意と、選ばれ
る雇用主になりたいという熱意があったからです。

デジタル化以前は、製造プロセスやパフォーマンスのデータ
は、紙に手書きで記録され、データ入力オペレータがアプリ
ケーションに記録し、24時間遅れで分析していました。つ
まり、ラインの管理者や監督者は、昨日のデータに基づいて
その日の判断を下さなければならないという課題がありまし
た。

NEIは、インダストリ4.0の技術がこの問題を解決すると確信し
ていました。リアルタイムのデータがあれば、ラインの監督
者や管理者は、品質、メンテナンス、原材料などの問題点に

即座に対処し、潜在的な生産性の低下を防ぐことができるた
め、必要性を感じていました。

コネクテッド･スマート･ファクトリでは、総合設備効率(OEE)
を2～3%向上させることを目標としました。これは、オペ
レーションのベースラインがすでに業界標準よりも高かった
ことを考えると、かなりの無理がありました。

さらに、NEIのデジタルトランスフォーメーション戦略は、
データに基づいた意思決定を行なうことで、競合他社に先ん
じて行動することを可能にし、現場での行動のほとんどがリ
アクティブ(受け身)なものからプロアクティブな(先回りした)
ものへと考え方を変えることを目的としていました。

デジタルパフォーマンス管理の取り組み
NEIのビジョンは、ジャイプールのブラウンフィールド工場で
コネクテッド･スマート･ファクトリを確立し、その後、すべ
ての製造拠点で、現在および将来の製造およびビジネスの要
件を満たすことでした。

NEIの社長兼CEOであるロヒット･サブー氏は、需要から発送ま
でを1つのコネクテッドエンタープライズとし、NEIのランド
スケープに存在するさまざまなシステム間で情報をシームレ
スに流すことを構想しています。

情報技術/運用技術(IT/OT)の境界を越えて制御と情報を統合す
ることで、製造工程をリアルタイムに把握し、より意味のあ
るビジネス上の意思決定を行なうことができます。今回のデ
ジタルパフォーマンス管理では、工場のスケジューリング、
エネルギー管理システム、リソースの割当て、材料の可視化
など、サプライチェーンからの情報を統合したコネクテッド

インドの大手ベアリングメーカ、
デジタルトランスフォーメーショ

ンで次のレベルへ
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･スマート･プラントの構築を目指しました。これをデジタル
ワークプレイス、製品、サービスが緻密にサポートすること
で、従業員やビジネスパートナの体験をあらゆる段階で豊か
なものにします。 

NEIのチーフ･デジタル･オフィサーであるアシシュ･ランジャ
ン氏は、次のように述べています。「全社的なデジタルプロ
グラムを通じて、デジタル戦略のロードマップを作成し、デ
ジタル施策を組織の戦略的優先事項に結びつけました。本格
的な導入は、ジャイプールにあるボールベアリングの工場を
対象に、8ヵ月かけて計画されました。前年に多くのスタート
アップ企業やエコシステムのソリューションプロバイダと実
験を重ねた結果、ここにたどり着くことができました。」

この取り組みでは、300台以上のCNC (数値演算制御装置)お
よびPLC (プログラマブル･ロジックコントローラ)をIIoT (産業
用モノのインターネット)ネットワークに接続し、さまざまな
メーカ、モデル、世代のコントローラを使用して、OPC UA 
(Open Platform Communications United Architecture)データレ
イヤを作成し、IoTプラットフォームを展開して、工場から企
業まで、組織内のさまざまな人物が使用するレポートやダッ
シュボードでリアルタイムにデータを表示しました。

NEIは、デジタル化プロジェクトの信頼できる技術パート
ナとして、FactoryTalk® InnovationSuiteとThingworx Asset 
Performance Management (APM)プラットフォームの柔軟性
から、ロックウェル･オートメーションを選びました。

ThingWorx APMは、アプリケーション開発･展開プラット
フォームとして選ばれ、企業内の異なるデバイス、アプリ
ケーション、データソースを接続します。このプラット
フォームは、産業オペレーションデータを収集、集約し、安
全にアクセスできる単一のソースを提供します。

FactoryTalk® Analytics™ DataViewは、NEIのビジネスレポー
ト要件に選ばれました。これにより、ライン、作業場、工
場、および企業のパフォーマ ン
スに対する可視性が向
上しました。

ロックウェル･
オートメーションのインフォメーション･ソリューション･
セールス･スペシャリストであるサムラート･ダッタは次のよ
うに述べています。「FactoryTalk InnovationSuiteは、NEIの
デジタルトランスフォーメーションのビジョンをサポートす
るために、IoT、アナリティクス、拡張現実(AR)、エッジ機能
を含む総合的な技術ポートフォリオを提供します。これらの
技術は、デジタルパフォーマンス管理のイニシアチブの直接
的な技術的機能のニーズに対応するために必要なモジュール

性、柔軟性、使いやすさを提供すると同時に、同じプラット
フォーム上で高度なアナリティクスのユースケースにまでソ
リューションを拡張できるように支援しました。」

ベアリングのスマート･コネクテッド･マニュ
ファクチャリング

アシシュ･ランジャン氏
は、次のように述べてい
ます。「NEIとロックウェ
ル･オートメーションは非
常に密接な関係にあり、
工場レベルでも企業レベ
ルでもチームは密接に統
合されています。定期的
なコラボレーションによ
り、NEIはロックウェル
･オートメーションを、
ジャイプールでのデジタ
ルマニュファクチャリン
グの変革や、将来的には
他の拠点への導入におい
ても信頼できるパートナ
と考えています。」

ジャイプール工場がコネクテッドプラントとなった今、その
メリットが実感できるようになりました。ユーザフレンド
リーなダッシュボードでデータをリアルタイムに利用できる
ようになったことで、現場のオペレータの意識が変わってき
ました。監督者やオペレータは、オペレーションのパフォー
マンスを確認し、材料やリソースの割当てに関する意思決定
を下すことができます。機械からの健常性を知らせる信号
は、事前に行動を起こすことで、予定外の故障を回避するの
に役立ちます。

ロックウェル･オートメーション インディアのエンドユーザ
セールス部門責任者であるアルビンド･カクルーは次のよう
に述べています。「NEIは、デジタルトランスフォーメーショ
ンの導入に乗り出しました。現代的で柔軟性がありスケーラ
ブルな技術を使って優れた結果を達成したことを祝福しま
す。」

ソリューションの性質上、ユーザはリアルタイ
ムデータの威力を体験した後、さらなる要
望を寄せており、ロックウェル･オートメー
ションのチームは体験の向上に努めていま
す。これは、データの可視性からさらに多く
の洞察が得られるように、しばらくの間続く
でしょう。

NEIの製造部門の責任者であるサンジェイ･ビナイキャー氏は
次のように述べています。「近いうちに、地理的に異なる場
所にあるすべての工場を同じプラットフォームに統合し、企
業全体のシステムをシームレスに統合したワン･エンタープラ
イズ･ネットワークを構築する予定です。これにより、工場全
体の可視化が可能になり、NEIの強みをいかした、工場と遠隔
監視センターが連携した新しいオペレーションモデルへと移
行することができます。」

ト要件に選ばれました。これにより、ライン、作業場、工

ブルな技術を使って優れた結果を達成したことを祝福しま

ソリューションの性質上、ユーザはリアルタイ

このプロジェクトは、ベ
アリング業界では最大
級のデジタルトランス
フォーメーションの導入
でした。ブラウンフィー
ルド工場で使用されてい
た300台以上の機械がIIoT
プラットフォームに導入
され、インダストリ4.0の
基準に基づいてリアルタ
イムに接続されました。
工場内でのデータ交換の
互換性は、事前評価では
わずか16%だったのが、
導入時には100%となり
ました。



  ASIA PACIFIC         15

製造実行システム(MES)を
クラウドに移行

クラウド型MESを導入すれば、製造メーカは完全な
可視性と接続性を備えたショップフロアを制御する
ことができます。

COVID-19の流行により、スマートマニュファクチャリング
の導入、特にクラウドへの移行が加速しており、製造メー
カはそのメリットをますます実感しています。人とシステ
ムのつながりが希薄であること、在庫やプロセスの可視化
ができていないこと、報告書の作成が遅い、または不正確
であることなどは、製造業が以前から抱えていた課題の一
部であり、現在ではさらに深刻化しています。

IDCの調査によると、「デジタルおよび物理的な注文の処
理から従業員の遠隔作業まで、企業はビジネスを効率的に
運営するためにクラウドおよびSaaS (サービスとしてのソ
フトウェア)ソフトウェアを必要としています。効率性の
向上、リアルタイムでの情報更新、遠隔地での業務遂行な
どのニーズにより、製造実行システム(MES)をはじめとす
るクラウド型テクノロジの価値が高まっています。

MESの価値
最良のMESシステムは、リアルタイムの生産エコシステム
を提供し、工場フロアの活動をガイドし、開始し、発生
した時点で報告することで、最適化された迅速な工場オペ
レーションとプロセスを実現します。多くのMESベンダー
は異なるコンポーネントを統合していますが、統一された
生産環境として設計されたソリューションは、単一バー
ジョンのプラントデータとインテリジェンスをもたらし、
より高い精度、アクセス性、および制御を可能にします。

仕掛かり中の在庫の動きや位置、作業者や機器の活動、生
産数や品質測定などのリアルタイムな可視性は、オペレー
タや管理者が実用的な情報に素早くアクセスし、よりタイ
ムリーな意思決定を行なうために必要なインフラを提供し
ます。データを信頼した上でのより良い判断は、品質の向
上、効率的なオペレーション、信頼性の高いスケジュール
の遵守につながります。

生産におけるすべてのアクションや取引について、データ
はMESに取り込まれます。在庫の各ユニットは、MESドメ
インに入った時から親の流通システムに転送されるまで、
正確な系譜とトレーサビリティのために追跡されます。

在庫報告と生産報告は統合されたMESエコシステムの一部
であるため、トレーサビリティは在庫のバッチ、ロット、
シリアル番号を機器、日時、測定値などにしっかりと結び
つけ、効果的な追跡を可能にし、リコールのリスクと暴露
を減らします。このデータにより、製造メーカは関係性、

コンテンツ、ソース情報を迅速かつ明確に特定し、潜在的
な品質問題や改善機会の影響を追跡することができます。

詳細な資産パフォーマンスデータは、予知保全計画や予防
保全計画に利用でき、機器の調整や修理の必要性を早期に
発見することができます。同様に、MESのデータは工具管
理アプリケーションに供給され、工具や備品のディスパッ
チやメンテナンスに利用できます。すべての活動がデジタ
ル化されているため、詳細なデータから正確な原価計算結
果を導き出し、ERP (エンタープライズ･リソース･プランニ
ング: 企業資源計画)システムに伝達することができます。

効果的なMESインフラは、企業のERPシステムとの双方向
のオープンなコミュニケーションとデータ交換をサポート
します。

拡張性と信頼性を備えたクラウド型ME
MESが企業の基幹システムの一部であっても、クラス最高
の機能を追加するものであっても、クラウドの導入にはい
くつかの理由があります。工場の稼働率は非常に重要であ
り、計画的または非計画的なメンテナンスのために企業シ
ステムが停止した場合、工場は機能しません。

Plex Systems社は、スマート･マニュファクチャリング･プ
ラットフォームを提供しており、このソリューションを利
用することができます。SaaSのクラウド型スマート･マニュ
ファクチャリング･プラットフォームは、製造業やインダス
トリ4.0に求められる4つの重要な機能である「接続」、「自
動化」、「追跡」、「分析」を柔軟に実現します。MES、
ERP、サプライチェーンの計画と管理、品質、産業用IoT 
(IIoT)、分析のオプションが含まれています。

クラウドの場合、特にSaaSの場合は、システムを稼働させ
ることをコアコンピタンスとする組織が、すべてのメン
テナンスとサポートを担当します。さらに、クラウドソ
リューションの中には、継続的に機能拡張や修正を行なう
ものもあり、アップグレードのためにシステムを停止する
必要はありません。また、万が一サービスが停止した場合
でも、ライブバックアップ(ホットサイト)機能が利用でき
ます。

さらに、経済や市場の増減に合わせて、工場の拡大･縮小
をサポートするためのITリソースは、多額のIT投資や関与
なしに瞬時に拡張することができます。

関連するデータストリーム間の効果的な統合により、工場
は親のERPシステムに影響を与えることなく、ニーズに合
わせてMESシステムを構成・再構成することができます。

技術に関する記事

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/smart-manufacturing.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US45972120
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/plex-smart-manufacturing.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/plex-smart-manufacturing.html
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設定とテストは「オフライン」で行なわれ、システムを導
入する際には、スイッチを押すだけで準備が整います。さ
らに、MESの標準化という目標を達成するために、後続の
工場でも同じ構成を使って短時間で稼働させることがで
き、企業全体で標準的な構成を作ることで、より効率的な
管理が可能になります。

産業用オートメーションネットワークは物理的なハード
ウェアに接続されており、大量のデータを高速で処理し
なければならないため、従来はオンプレミスのサーバが
サポートしていました。データは必要に応じてMESに通信
され、クラウドMESではエッジサーバを使って同期されま
す。

MESは、稼働時間、生産量、スクラップの記録など、生産
の様々な側面を厳密に管理します。クラウド環境では、遠
隔地にいる監督者がモバイル機器やインターネットを介し
て、生産、在庫、品質に関するすべてのデータに簡単にア
クセスできます。これにより、管理者は、工場の反対側に
いても、地球の反対側にいても、緊急の問題に迅速に取り
組むことができます。

品質管理者は、潜在的な品質リスクを監視し、反応し、即
座に判断して、チャージバックや最悪の場合はリコールに
至る前に、リスクを隔離して封じ込めることができます。
品質問題が発生した場合には、潜在的な故障箇所を追跡す
ることで、たとえ上流のサプライヤが原因であっても、そ
の原因を迅速に特定し、迅速な解決と報告を行なうこと
ができます。最も重要なことは、これらの情報がインター
ネットに接続するだけで、どこからでもリアルタイムに入
手できることです。

クラウドへの移行
クラウド型MESソリューションは、柔軟性が高く、工場現
場の活動への対応力に優れているため、ビジネスの管理に
活用する製造メーカが増えています。

クラウド展開とSaaSは、ERPの有効な戦略であることが証
明されています。企業システムのプラットフォームとし
て、クラウドを選択する企業が急増しています。このよう
なメリットは、クラウド型MESにも同様にあります。

クラウド/SaaSを利用することで、製造メーカはITの負担
を軽減し、サポートやセキュリティ、システムの最新性や
生産性の維持などの心配をすることなく、製品の設計、製
造、販売といった価値の高い活動に集中することができま
す。

企業が成長し、拡大していく中で、従来のようにITの設置
面積、予算、人員を拡大することなく、より容易に拡大す
ることができ、コアコンピテンシである生産にリソースを
集中させることができます。さらに、今日の厳しい労働市
場では見つけるのが難しい貴重な技術者を、データやプロ
セスの分析により多くの時間を費やすなど、より戦略的な
追求に振り向けることができます。

クラウド型MESは、他のテクノロジとは異なり、分散した
組織を結びつけることができます。世界各地の工場や事業
所がクラウド上で一つにまとまり、活動をより緊密に連携
させ、企業全体を1つの記録システムの下に置くことがで
きますが、各拠点に固有のプロセスや機能、システムニー
ズの分離は維持されます。これは、IIoTの成長を完璧に補
完するものであり、生産活動からのほぼすべてのデータを
収集、接続、分析して、業務効率を向上させるのに役立ち
ます。    
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機器のダウンタイムの低減、資産の長寿命化、機器
全体の効率化、これらは予防保全が製造メーカにも
たらすメリットのほんの一部にすぎません。クラウ

ドソフトウェアを追加することで、チームと機器が最高の
状態で稼働できるような強固なメンテナンス戦略を実現で
きます。

予防保全について考えるには、車を想像するのが一番わか
りやすいでしょう。

車は壊れるまで走らせ、修理に出せばいいのです。これが
事後保全(リアクティブメンテナンス)です。

また、3ヵ月ごと、1万マイルごと、または車のマニュア
ルで推奨されている定期的な間隔で、オイル交換、バッテ
リー診断、タイヤ交換のために車をショップに持ち込むこ
ともできます。これが予防保全です。

予防保全は、時間、使用方法、または条件に基づいてスケ
ジュールを組むことができます。それぞれについて例を挙
げて考えてみましょう。

時間基準保全(定期保全)
時間を基準としたアプローチでは、10日ごとなど、設定さ
れた時間間隔を使用して予防保守タスクをスケジュールし
ます。他の例としては、毎月1日に予防保守を実施する、
3ヶ月に1回予防保守を実施するなどがあります。

使用状況を基準とした予防保全
使用状況を基準とした予防保全は、資産の使用状況が特定
のベンチマークに達したときに保全活動を実施します。こ
れには、一定の走行距離、時間、または生産サイクルの後
が含まれます。このトリガの例としては、自動車が1万マ
イル走行するごとに定期メンテナンスが予定されているこ
とが挙げられます。

状態を基準とした予防保全
状態を基準とした保守は、予知保全の一種で、資産の実際
の状態を監視し、どのようなメンテナンス作業を行なうべ
きかを判断するものです。

状態基準保全では、特定の指標が性能の低下や故障の兆候
を示した場合にのみ保守を実施するよう定めています。例
えば、ある部品の振動がある閾値に達すると、その部品の
交換や注油が必要であることを示す予防保全のスケジュー
ルが組まれます。

予防保全は毎回答えが出るものではありませんが、事後保
全に比べて多くの利点があります。1つには、事後保全は
予防保全に比べて3倍から9倍のコストがかかります。これ
は、生産の損失、急ぎの出荷、緊急事態や故障の診断に要
する時間の浪費などの要因によるものです。

さらに、事後対応型の修理は時間がかかり、リソースを消
耗し、問題の診断に多くの時間を費やすため予防的作業の
妨げになります。また、問題が正しく修復されないと、問
題が再発し、ダウンタイムがより長くなる可能性がありま
す。

最後に、IDCONによると、作業が後手に回ると、技術者
が事故を起こす可能性が28%高くなります。これは、技術
者が早く修理しなければならないというプレッシャーにさ
らされることが多いためです。そのため、安全要件を確認
し、安全に作業を完了させる時間があれば取らなかったよ
うなリスクを負うことになりかねません。

予防保全の確立のために
予防保全プログラムを作成するには、業務の考え方や行動
の仕方を変える必要があります。この変化を起こす必要が
あるのは、人材、プロセス、テクノロジの3つの主要分野
です。

人材: 前向きな考え方の構築
すべての方針、計画、作業には、誰かがそれを実行しなけ
ればなりません。だからこそ、予防保全プログラムの成功
は、すべて人から始まるのです。誰もが、予防保全の仕組
み、重要性、そしてそれを成功させるための自分の役割を
理解する必要があります。

プロセス: 明確さと一貫性を作り出す
プロセスとは、「何を」「いつ」「どのように」行なうか
というガイドラインです。例えば、資産の検査に失敗した
らどうするか、新しい部品を購入するためにどのような注
文を出すか、といった内容が含まれます。

プロセスでは、予防保守作業の標準を設定し、正しく、安
全に、毎回同じ方法で作業を行ないます。

テクノロジ: 効率を作り出す
メンテナンステクノロジは、予防保守を成功させるために
必要な情報とチームをつなぐためのツールです。紙の書類
を整理したり、ランダムに作業依頼を受けたり、常に計画
を書いたり書き直したりといった、予防保全計画を脅かす
多くの時間浪費を避けることができます。

予防保全が選ばれる理由

アプリケーション記事

https://www.idcon.com/resource-library/leadership-in-maintenance/safety-reactive-maintenance/
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クラウド型CMMS™の価値
予防保全ソフトウェアには、Computerized Maintenance 
Management System™ (コンピュータ保全管理システム: 
CMMS)など、さまざまなニーズに対応した種類がありま
す。CMMSは資産と作業の記録を一元管理し、施設は作業
指示、在庫、その他メンテナンスに関連するすべてのこと
を計画、追跡、最適化できるようにします。

サプライチェーンの混乱や労働力不足などのグローバルな
課題を克服するため、より効果的な方法としてデジタル変
革の必要性が高まる中、クラウドソフトウェアに注目する
企業が増えています。実際、フォーチュン500にランクさ
れている企業の89%がクラウドソフトウェアを使用してい
ると回答しています。

遠隔地、ハイブリッド、分散型の世界において、クラウド
型アプリケーションは、保守チームが生産性と稼働率を向
上させるために必要な情報やワークフローにアクセスする
ことを可能にします。

Fiixのようなクラウド型CMMSソフトウェアは、さまざま
な理由から企業のメンテナンス戦略にとって有益です。ク
ラウドでは、インターネットに接続されている限り、すべ
てのメンテナンス情報に簡単にアクセスできます。

オープンなクラウドプラットフォーム上に構築されたFiix
は、あらゆるアプリケーションに接続でき、データとワー
クフローを無限の方法で同期させることができ、すべてを
1カ所で行なうことができます。作業者は、情報を二重に
入力したり、矛盾するデータに対処したり、機械の性能が
低下していることなどが通知されないために重要なメンテ
ナンスを見落としたりする可能性がなくなります。

さらに、リアルタイムのダッシュボードとレポートツール
は、作業指示、在庫、主要なKPIに関する高度な洞察を提

供し、より効果的な保守プログラムを長期的に実現するた
めにプロセスの微調整と改善を行なうことができます。

予防保全プログラムを成功させることは、機器の問題が完
全な故障につながる前に発見し、解決することを意味しま
す。クラウド型CMMSは、ダウンタイムの削減、メンテナ
ンスコストの削減、生産性の向上を実現するシンプルなソ
リューションとなります。    

主に6つの
機能を提供

01
02
03
04
05
06

作業指示の管理

アセットマネジメント

在庫管理

メンテナンスレポート

システム統合

モバイルワーク

詳細はこちら: FoodMachinerys.com

• 先進の食品加工機ソリューションの
ノウハウ

• 信頼性の高い機械と世界レベルの
サービスを提供するサプライヤ

• 国際的な業界ノウハウと顧客志向の
提案

各種食品加工工場向け
食品加工機械の設計･製造 

先進の食品加工機ソリューションの

• 国際的な業界ノウハウと顧客志向の

https://etr.plus/articles/cloud-continues-to-accelerate
https://etr.plus/articles/cloud-continues-to-accelerate
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/maintenancesuite/fiix.html
http://foodmachinerys.com/
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ロックウェル･オートメーションの
オペレータターミナルがよりリッチ
で堅牢なコンテンツに対応

PanelView 5510ターミナルが、Studio 5000 View 
Designerソフトウェアのアップデートにより、最大
500の画面をサポートし、ビデオやその他のコンテ

ンツを表示可能に

機 械 メ ー カ は 、
ロックウェル･オー
ト メ ー シ ョ ン の
PanelView 5510オ
ペレータターミナ
ルで、よりリッチ
で高度なヒューマ
ン･マシン･インター
フェイス(HMI)アプリ

ケーションを作成できるようになりました。

Studio 5000 View Designer®ソフトウェアとPanelView
ファームウェアの新バージョンにより、PanelView 5510
ターミナルで提供可能な情報の量と種類が拡大しました。
主な強化点は以下の通りです。

新しいウェブブラウザ機能により、PanelView 5510オペ
レータターミナルは、より幅広いコンテンツをサポートで
きるようになりました。例えば、ビデオを表示して、オペ
レータが特定の生産作業を行なう方法を示すことができる
ようになりました。また、IPカメラの映像を表示すること
で、施設内の遠隔地や危険な場所を可視化することができ
ます。また、ハイパーリンク付きのヘルプファイルやオン
ライン･スケジューリング･システムなどのコンテンツを表
示することができます。

PanelView 5510オペレータターミナルでは、最大500の画
面をサポートしています。これにより、機械メーカは、よ
り複雑なアプリケーションのセットアップや操作のため
に、さまざまな画面を作成することができます。また、画
面の切換えが最大で2倍速くなるなど、設計時および実行
時のパフォーマンスが向上しています。

PanelView 5000ターミナルをロックウェル･オートメーショ
ンのLogixコントローラ(バージョン33以降)に接続するだけ
で、自動診断が可能になりました。診断情報は、プログラ
ミングを必要とせず、自動的に提供されます。これによ
り、機械メーカは、制御システムの問題が発生したときに
ユーザに警告を発することができる自己監視型の機械を提
供することができます。

ロックウェル･オートメーションが新しい
リモート･アクセス･ソリューションを発表

新しいソリューションにより、機械装置メーカはど
こからでも機器のトラブルシューティングが可能に
なり、お客様のダウンタイムを削減

世界的なパンデミックの間、機械装置メーカはお客様との
間でリモート接続を行ない、新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)拡大を防ぎ、出張やサービス対応時間、そして
お客様のダウンタイムを減らしてきました。機械装置メー
カはロックウェル･オートメーションが提供する新しいリ
モート･アクセス･ソリューションを使うことで、リモート
アクセスのメリットをこれまでより簡単に実現できるよう
になります。

このソリューションは、機械装置メーカ各社が離れた場所
から機器にアクセスしてサポートする上で必要なものすべ
てをパッケージ化しています。

• クラウド型のFactoryTalk® Remote Access™ソフトウェ
アを使うことで、お客様の機器への安全な接続を管理、
設定、開始できます。

• Stratix® 4300リモート･アクセス･ルータをお客様の施
設に設置し、機器へのリモートアクセスを提供します。

このリモート･アクセス･ソリューションは、多要素認証や
暗号化されたプロトコルなど、強固なセキュリティ機能を

備えています。また、デジタル入力は、ローカルで有効な
場合にのみリモート接続を行なうよう、現場のスタッフが
コントロールすることができます。

このソリューションはイーサネットのポートが利用できれ
ば、既存アーキテクチャに変更を加える必要はないので、
実装が容易です。

ロックウェル･オートメーションのプロダクトマネージャ
であるジュリー･グエンは次のように述べています。「パ

ンデミック中、現場訪問
を減らすためにリモート
アクセスを採用した機械
装置メーカ各社は、それ
がコスト削減やお客様の
ニーズへの迅速な対応に
も役立つことに気づきま
した。現在、リモートア
クセスのニーズは高まっ
ており、当社は、強固な
セキュリティとシンプル
な実装をサポートしま
す。」

リモート･アクセス･ソ
リューションにより、現
在および将来のリモート
サポートのニーズを満た
すことができます。ルー

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/human-machine-interface/graphic-terminals/2715-panelview-5500.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/human-machine-interface/graphic-terminals/2715-panelview-5500.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/studio-5000-view-designer.html
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タは現在のデータ要件をサポートしています。またAllギガ
ビットポートがあるため、必要に応じてより多くの帯域幅
を必要とするリモートサポート機能にも対応できます。

このソリューションは、石油&ガスや鉱業･金属･セメント
産業のように、遠隔地で訪問が困難な場所での作業のサ
ポートに最適です。また、同ソリューションは長距離を移
動して機器をサポートする必要がある一般消費財産業のサ
ポートを容易にすることができます。

さらに、このソリューションを利用して、バーチャル試運
転やリモートファームウェア管理など、お客様サポートの

方法を再構築することができます。

機械装置メーカ向けに設計されたこの新しいソリューショ
ンは、ロックウェル･オートメーションが提供する最新の
リモートアクセス製品です。その他にも、当社は年中無休
24時間体制のアプリケーションのリモートモニタや、メ
ンテナンスの課題への対処を支援するサポートサービス
など、幅広いリモート･アクセス･サービスを提供していま
す。また、リモート脅威検知サービスは、製造ネットワー
クトラフィックの最も深いレベルでサイバーセキュリティ
の脅威を監視、検知、対処することに役立ちます。

ロックウェル･オートメーションは
お客様へのサイバーセキュリティの
提供を強化するための新たな取り組
みを発表

ドラゴス社およびクラウドストライク社とのパート
ナシップ、そして新しいサイバーセキュリティ･オ
ペレーション･センターの設立により、ロックウェ

ル･オートメーションのお客様は、攻撃の連続性(イベント
の前、中、後)全体をカバーする、より積極的なサイバー
セキュリティアプローチを採用することができます。

ロックウェル･オートメーションは、情報技術(IT)および運
用技術(OT)のサイバーセキュリティ製品を強化するための
新たな投資を発表し、今日の危険な環境下で必要な保護を
お客様に提供します。これらの取り組みには、ドラゴス
社およびクラウドストライク社との戦略的パートナシッ
プや、イスラエルでの新しいサイバーセキュリティ･オペ
レーション･センターの設立などが含まれます。

ロックウェル･オートメーションのグローバルサービス担
当副社長兼ゼネラルマネージャのレイチェル･コンラッド
は次のように述べています。「強力なサイバーセキュリ
ティを導入することは、もはやベストプラクティスではな
く、必須事項です。製造業にとっての保護は、OTに関する
専門知識という強固な基盤から始まります。これが、当社
がサイバーセキュリティへの投資を倍増させ、市場で最も
堅牢で専門性の高いIT/OTサイバーセキュリティ製品を構
築している理由です。」

インシデントレスポンス、スレットインテリジェンス
ロックウェル･オートメーションと、産業用制御システム
(ICS)/OT環境向けサイバーセキュリティのグローバルリー
ダであるドラゴス社は、ロックウェル･オートメーション
のグローバルな産業、アプリケーション、ICS分野の専門
知識と、ドラゴス社のワールドクラスの技術、プロフェッ
ショナルサービス、およびスレット･インテリジェンス･
サービスを組み合わせたパートナシップを発表しました。
このパートナシップにより、すべての産業界のお客様は、
サイバーセキュリティインシデントからの保護、対応、回
復をより適切に行なうことができます。

このパートナシップは、インシデント･レスポンス･サービ
スとスレットインテリジェンスに焦点を当てます。両社の
能力を組み合わせることで、強化されたインシデント･レス
ポンス･サービスを提供し、お客様がサイバーセキュリティ
の脅威を評価し、修復するスピードを向上させます。さら
に、ロックウェル･オートメーショとドラゴス社の専門家
は、相互に開発した脅威情報のフィードを提供します。

コンラッドは次のように述べています。「ドラゴス社への
投資とパートナシップは、安全でセキュアなOTインフラを
提供することで、当社の産業用オートメーションのお客様
がコネクテッドエンタープライズを実現するのに役立ちま
す。サイバーセキュリティの脅威の頻度と深刻さが我々の
業界で増加し続ける中、オートメーションのリーダがサイ
バーセキュリティのリーダと提携して専門知識を共有し、
お客様を保護する方法を共同で革新することは非常に重要
です。」

クラウドで提供するエンドポイント保護
ロックウェル･オートメーションと、クラウド型エンドポ
イントおよびワークロード保護のリーダであるクラウド
ストライク社は、エンド･ツー･エンドのサイバーセキュリ
ティおよびネットワークサービスソリューションをお客様
に提供するためのパートナシップを締結しました。この
パートナシップでは、クラウドストライク社のクラウドネ
イティブでAIを搭載したFalconプラットフォームと、ロッ
クウェル･オートメーションのグローバル展開、ネット
ワークアーキテクチャ、サポート、OT、マネージドサービ
ス機能との取り組みを検討し、お客様のサイバーセキュリ
ティ上のペインポイントに対応する差別化されたソリュー
ションを提供します。
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コンラッドは次のように述べています。「ロックウェル･
オートメーションのクラウドストライク社とのパートナ
シップにより、脅威の検知からサイバーインシデントへの
対応と復旧まで、お客様のサイバーセキュリティに関する
全行程において、完全に統合されたエンドツーエンドの産
業用セキュリティサービスとソリューションを提供するこ
とができます。クラウドストライク社の最先端のエンドポ
イント保護プラットフォームとロックウェル･オートメー
ションの幅広い統合セキュリティ製品･サービスを組み合
わせることで、当社のお客様は市場で最も包括的なセキュ
リティアプローチにアクセスできるようになります。」

グローバルに、遠隔地でリスクを管理する新しい方法
ロックウェル･オートメーションは、イスラエルにサイ
バーセキュリティ･オペレーション･センターを設立し、グ
ローバルな能力を強化しています。テルアビブのメトロポ
リタン･エリアに位置するこのセンターは、11月1日に開設
され、ロックウェル･オートメーションのグローバルな顧
客にリモート･サイバーセキュリティ･サービスを提供する

ことに重点を置いています。このセンターは、ロックウェ
ル･オートメーションの既存のグローバル展開の一部とし
て、強化されたサイバーセキュリティ･マネージド･サービ
スを提供し、さらに世界各地に15のリモート･サービス･セ
ンターを設けています。

このセンターは、ロックウェル･オートメーションがグ
ローバルなサイバーセキュリティ分野の専門知識とサービ
スのポートフォリオに継続的に投資していることを示して
います。2020年に、ロックウェル･オートメーションは、
産業用制御ソリューションとインシデントレスポンスの提
供を強化するために、20年以上のサイバーセキュリティ
サービスの経験を持つイスラエルに本拠を置く株式非公開
のサイバーセキュリティプロバイダであるAvnet社と、ス
ペインのバルセロナに本拠を置く株式非公開の産業用サイ
バーセキュリティ･サービス･プロバイダであるOylo社を
買収しました。また、ロックウェル･オートメーションの
パートナエコシステムには、クラロティ社やシスコ社など
のワールドクラスのパートナが含まれています。

PRODUCT &  SOLUTION FOCUSPRODUCT &  SOLUTION FOCUS注目の製品 & ソリューション

ロックウェル･オートメーション、
より多くのアプリケーションにス
マートドライブ機能を提供

新しいPowerFlex® 755TSドライブはモータ制御アプ
リケーションで重要な役割を果たし、予期せぬダウ
ンタイムを減らし、モータをより速く動かすのに役

立ちます。

ロックウェル･オートメーションは、PowerFlex® AC可変周
波数ドライブのポートフォリオを拡張し、より幅広いモー
タ制御アプリケーションに対応できるようにします。これ
により、お客様はTotalFORCE®テクノロジを通じて、次世
代ドライブの柔軟性、性能、インテリジェンスを向上させ
ることができます。

新しいPowerFlex 755TSドライブは、ロックウェル･オー
トメーションのTotalFORCEテクノロジを組み込んだ最初の
6パルスドライブで、お客様が機器を最大限に活用できる
よう支援します。これまではアクティブ･フロントエンド･
テクノロジを搭載したPowerFlex 755Tドライブにのみ搭載
されていたTotalFORCEは、より幅広いアプリケーションで
使用できるようになりました。これには、従来のファン、
ポンプ、コンベアのアプリケーションや、一般的に特殊な
ドライブソリューションに見られる高性能機能を必要とす
る、より高度なモータ制御プロセスなどが含まれます。

これにより、ほぼすべてのモータ制御アプリケーションに
おいて、3つの重要な方法で簡素化された一貫したユーザ
エクスペリエンスを実現します。

• 柔軟で高性能な制御: ドライブの出力範囲、電圧クラス、
性能は、幅広いモータ制御アプリケーションの要件を満
たしています。これにより、ユーザは複数のアプリケー

ションに共通のドライブを活用する
ことができ、サポートを簡素化し、
スタッフの負担を軽減することがで
きます。

• オペレーショナルインテリジェンス: 
内蔵された予測モデルにより、継続
的な運転モニタを行ない、ドライブ
コンポーネントの予想余寿命を計算
します。これにより、固定されたス
ケジュールではなく、必要に応じて
コンポーネントを交換することで、
予定外のダウンタイムやメンテナンスコストを削減でき
ます。

• 試運転と最適化を容易に: 適応制御と呼ばれる一連の機
能により、ドライブは時間の経過とともに変化する機械
の特性を監視し、その変化を自動的に補正します。これ
により、ユーザはドライブを迅速に立上げることがで
き、チューニングの専門家がいなくてもドライブの寿命
を維持することができます。また、機械的な摩耗を減ら
し、稼働率を向上させることができます。

ロックウェル･オートメーションのプロダクトマネージャ
のアダム･デイヴィスは次のように述べています。「従来
の6パルスドライブで利用できるようになったことで、よ
り多くの企業がTotalFORCEテクノロジのメリットを享受で
きるようになりました。PowerFlex 755TSドライブの性能と
インテリジェンス機能を併せ持つドライブは市場に存在せ
ず、業務の生産性を向上させ、作業員の負担を軽減するこ
とができます。」

PowerFlex 755TSドライブには、腐食性ガス環境における稼
働時間の向上とドライブの動作寿命の延長を支援する、腐

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/press-releases/rockwell-automation-to-acquire-avnet-to-expand-cybersecurity-expertise.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/press-releases/rockwell-automation-acquires-cybersecurity-company.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/low-voltage-ac-drives/architecture-drives/20g-powerflex-755t.html


ASIA PACIFIC         23

食性ガス保護強化オプション(XT)が用意されています。こ
のドライブは、最も厳しい腐食環境テストプロトコルの1
つでテストおよび検証されています。これらのテストは、
業界をリードするASTM B845 Method Kによる30日間の混
合流ガスへの暴露と、これまでに知られている業界標準の
要件を上回る独自の追加テストを組み合わせたものです。

産業界のサイバーセキュリティを強化するため、755TSド
ライブはCIP Securityに対応しています。CIP Securityは、
データの信頼性、完全性、機密性を提供することで、制御
システムの強化を支援します。これにより、誰かがネット
ワークにリモートアクセスし、悪意を持って行動するリス
クから保護することができます。

755TSドライブは、他のPowerFlex 750ドライブから容易に
移行できるように設計されています。755TSドライブは、
他のPowerFlex 755ドライブと同じ物理寸法、取付け穴、
配線位置を使用しても、機械的および電気的にドロップ
インで交換することができます。また、同じスロット構
造を使用しているため、既存の750ドライブのI/Oカードや
安全カードを引き続き使用することができます。最後に、
Logix制御プラットフォームへのプレミア統合により、ド
ライブの構成とプログラミングが容易になります。
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ロックウェル･オートメーション、
新しいBulletin 140MTモータ保護製
品を発表

産業界のオペレータは、新しいAllen-Bradley®の
Bulletin 140MTモータ保護サーキットブレーカおよ
びサーキットプロテクタを使用することで、アプリ

ケーションのコスト削減を実現できます。

新しいBulletin 140MT製品は、Bulletin 100-Cおよび100-E
コンタクタと併用することで、強化されたタイプF組合せ
モータコントローラ定格を提供し、追加の分岐回路保護な
しで組み立てられたスタータを適用することができます。
タップ導線保護定格により、これらのデバイスはグループ
モータの設置においてより小さな導線で配線することがで
き、コストを削減できます。

本製品は、3コンポーネントスタータ用のモータ･サーキッ
ト･プロテクタと、2コンポーネントスタータ用のモータ
保護サーキットブレーカがあります。また、140MTの特

別仕様品は、複数の
モータを使用する場
合の可変周波数ドラ
イブ(VFD)の出力保護
や、高突入･高効率の
モータの保護など、
特定の用途に対応し
ています。

A l l e n - B r a d l e y ®のモ
ジュール式制御システム
の一部であるBulletin 140製品は、Bulletin 100-K/C/Eコンタ
クタに直接配線できるようにコネクタ付きで使用できま
す。

モジュール式制御システムのコンポーネントは、さまざま
な組み合わせでテストされているため、世界中の規格に準
拠して認証を受けることができます。また、これらのコン
ポーネントは、グローバルな販売とサポートによって支え
られています。詳細はこちらをご覧ください。

新しい省エネルギー計算機は化学
薬品業界のエネルギー効率向上に
貢献

電気モータは、ほとんどの生産活動の原動力となっ
ています。可変周波数ドライブ(VFD)を使用するこ
とで、モータ制御性能とモータ効率を向上させるこ

とができ、その結果、運用コストの削減と環境パフォーマ
ンスの向上を図ることができます。

ロックウェル･オートメーションの新しい省エネルギー計
算機を使えば、VFDが化学産業界にもたらす潜在的な節約
効果を計算することができます。

この計算機は、電気で駆動する各機器に固有のエネルギー
と二酸化炭素排出量の削減効果を示します。ユーザがアプ
リケーションに関するいくつかの簡単な質問に答えるだけ
で、VFDに切換えることで実現できる節約額が計算されま
す。この計算機は、現在VFDで制御されていない電気モー
タを使用する化学産業などのアプリケーションに最適で
す。

ロックウェル･オートメーションは、低圧および高圧アプ
リケーション用のVFDを幅広く取り揃えています。低圧
ドライブは、幅広い制御モード、機能、オプション、パッ
ケージ、グローバル電圧、定格電力を提供し、高圧ドライ
ブは、幅広いアプリケーションの要件を満たすことができ
ます。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/magazines/the-premier-integration-experience.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/circuit-and-load-protection/circuit-breakers--circuit-protection/circuit-breakers--motor-protection/140mt-mpcb.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/industrial-control-products/modular-control-system.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/chemical.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/chemical.html





