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スマートデバイスは、スマートシステムとスマートマシンの基礎となるもので
す。

スマートデバイスは、即座に行動を起こし、生産性を向上させ、デジタルトランス
フォーメーション実現を始めるために必要な情報への入口となるものです。これと
並んで、スマートセーフティおよびセキュリティソリューションは、あらゆる製造メーカの
運用計画にとって重要なコンポーネントとなります。

本号では、構造化された堅牢な情報技術(IT)および制御技術(OT)基盤を構築
し、スマート戦略に最適なセキュリティプランを構築するために必要な要素を掲載
しています。

また、次世代のスマートなモーションコントロールであるリニア搬送システムのメリット
や、スマートセーフティによる生産性向上についてもご紹介します。また、お客様の
ケーススタディとして、製鉄所と機械装置メーカがどのようにスマートな機械とソリュ
ーションをお客様に提供できるようサポートしたかを紹介しています。

本号をお読みいただき、スマートマニュファクチャリングを始める、または前進させる
際にお助けとなれば幸いです。

どうぞ安全にお過ごしください。そしてつながりを維持しましょう。

Automation Today Asia Pacifi c
Issue 72

このマガジンは、ロックウェル･オートメーション 
アジア太平洋によって年に4回発行されています。

本誌の発行者
ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1-3-17 新川三幸ビル
お問い合わせ先: customercarejapan@ra.rockwell.com

2          ASIA PACIFIC

購読/購読解除のお申し込みは
https://map.rockwellautomation.com/subscribe?lang=ja

スコット･ウールドリッジ
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スマートマニュファクチャリング
を始めてください
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ニュース & イベント

ロックウェル･オートメーションがアジア太
平洋地域のPartnerNetwork™カンファ
レンスで、優れたイノベーションとトランス
フォーメーションのソリューションを表彰

アジア太平洋地域の販売代理店とパートナを対象と
した対面で実施したカンファレンスで第1回アワードショーを開
催、イノベーションを推進し、優れたサービスを提供するエコシ
ステムパートナが結集

また、SAGEオートメーション社が、PartnerNetwork初のプラチ
ナ･システム･インテグレータ･パートナに選定されたことを発表し
ました。SAGEオートメーション社は、オーストラリアを代表するシ
ステム統合企業です。その他、アジア太平洋地域初のプラチ
ナOEMパートナとしてMESNAC社が認定されたことを発表しまし
た。MESNAC社は、中国を拠点とした国際的なハイテク企業グル
ープです。

ロックウェル･オートメーションは、アジア太平洋地域で40年以上
事業を展開しており、この地域のお客様のデジタルトランスフォー
メーション実現を支援しています。アジア太平洋地域の5,800名
以上の従業員と、900社近いパートナが協力し、製造業を改革
し続け、革新的な自動化と接続性で生産性を飛躍的に高めま
す。

ロックウェル･オートメーションのシステム･インテグレータ･プログラム
の詳細は、こちらをご覧ください。

ロックウェル･オートメーションは、アジア
太平洋地域初のプラチナOEMパートナ
としてMESNAC社を発表

ゴム機械業界のスマートマニュファクチャリングを推進
し、新しい未来を切り開くための共同プロジェクト

ロックウェル･オートメーションは、MESNAC社をアジア太平洋地域
におけるOEM (機械装置メーカ)パートナプログラムの最初のプラ
チナパートナに認定したことを発表しました。MESNAC社は、ゴム
機械の分野で世界三大ハイテク企業グループの1つに数えられて
います。

ロックウェル･オートメーションは、世界中のOEMと協力し、ロックウ
ェル･オートメーションのソリューションを使用した革新的な機器を
設計、開発、提供しています。2020年後半、ロックウェル･オート
メーションはOEMパートナプログラムをグローバルに進化させ、ニー
ズと生産量に応じた参加レベルを確立しました。2010年に「機械
および装置メーカプログラム」として初めて設立されたOEMパート
ナプログラムには、現在、全世界で約3,300社の製造メーカが参
加しています。

代理店賞 システムインテグレータ賞
Winners Automation (韓国) Greenwave Solutions (インド)

代理店OTイノベーション賞 オートメーション･システム･イン
テグレータ･イノベーション賞

NHP Electrical Engineering 
Products (オーストラリア) ATSYS (オーストラリア)

代理店IoTイノベーション賞
インフォメーション･ソフトウェ
ア･システム･インテグレータ･ 

イノベーション賞
Ningbo Jetron Technology (中国) Birlasoft (インド)
代理店カスタマエクスペリエン

ス賞
システム･インテグレータ･ 
イノベーション賞

Anshan Huashi (中国) Airetec (シンガポール)
パートナ･エコシステム･イノベーション賞

Kevin Technologies (インド)

ロックウェル･オートメーションは、5月18～19日にシンガポールで
開催された2022年アジア太平洋地域PartnerNetworkカンファレ
ンスで、第1回のパートナ賞を発表しました。

このカンファレンスは招待制で、500社近いパートナ企業が参加
しました。また、基調講演は、オンラインでも配信されました。

「Better Together (共に成長)」をテーマに、パートナとのコラボレー
ションを通じて可能性を再定義し、グローバルコミュニティの価値
を高め、お客様の成功に貢献することを主眼に置いたカンファレ
ンスとなりました。パートナ様には講演の他、ディスカッションセッシ
ョンやネットワーキングイベントにもご参加いただきました、第1回
目のパートナ賞ではパートナ様の存在が際立ちました。

この賞は、革新的で変革的なソリューションの計画と実行を成功
させた組織の功績を称えるものです。これらの組織は、ロックウェ
ル･オートメーションや他のパートナのデジタル技術や革新的な技
術を適用することで、ビジネスの1つまたは複数の分野に影響を
与える方法を見出しています。

ロックウェル･オートメーションのアジア太平洋地域マーケットアクセ
ス担当副社長であるドナルド･シューメーカーは、「パートナ賞の
候補者の質の高さには、本当に驚かされました。この地域のパー
トナは力を合わせ、お客様のデジタルトランスフォーメーションを支
援しているだけでなく、製造とサプライチェーンのプロセスを向上さ
せ、予期せぬ混乱に耐える回復力を構築しています」と語ってい
ます。

ロックウェル･オートメーションは、受賞者の方々、および応募され
たすべての方々にお祝いを申し上げます。

https://www.rockwellautomation.com/en-id/company/events/in-person-events/partnernetwork-conf-ap.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork/system-integrator-partners.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/machine-equipment-builders.html
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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であるス
コット･ウールドリッジ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OEMパートナプログラムにおいて、MESNAC社を
OEMパートナとして迎えることができ、大変うれしく思っています。
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参加するこ
とで、MESNAC社とロックウェル･オートメーションは、ゴム機械産
業向けのスマート管理･制御における先進技術、IT/OT統合、
優位性に基づく統合ソリューションを提供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技術をフルに活用できるよう、市場
参入機会の増加、簡素化、標準化された製品の調整をメーカ
に提供するため、プラチナレベルのパートナだけでなく、ゴールド、
シルバー、ブロンズなど多くのパートナがプログラムに参加し、機械
装置メーカにとって世界レベルの機会となることが期待されていま
す。

MESNAC社の上級副社長であるシャン･クンホン氏は次のように
述べています。「MESNACはロックウェル･オートメーションのOEMパ
ートナプログラムに参加することをうれしく思います。この指定レベ
ルは、OEMプログラムの中でアジア太平洋地域初の指定であり、
ロックウェル･オートメーションの制御およびオートメーション技術を
中心に構築された当社の装置および技術ソリューションをさらに
サポートするものであるため、当社にとって特に重要なものです。」

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の詳細、ま
たは最寄りの営業所への資料請求は、こちらをご覧ください。

ロックウェル･オートメーションは、 
PartnerNetwork™初のプラチナ･システ
ム･インテグレータ･パートナにSAGEオー
トメーション社を指定したことを発表

ロックウェル･オートメーションのトップレベルのプラチナパ
ートナシップは、業界が現在の問題に対処し、将来の問題を
防止するのに役立ちます。

ロックウェル･オートメーションは、PartnerNetworkプログラムの
一環として、SAGEオートメーション社を世界で初めてプラチナ･
システム･インテグレータ･パートナに指定したことを発表しまし
た。SAGEオートメーション社は、オーストラリアとインドを拠点とす
る独立系の産業用オートメーションおよび制御システムインテグレ
ータで、産業用オートメーションの設計、配備、サポートをグロー
バルに展開しています。

このプログラムは、システムインテグレータのスキルを最大化し、パ
フォーマンスを認識し、それに報いるために、強固な商業的およ
び技術的能力をもたらし、お客様のニーズを満たし、相互の成
功を達成するために、プロジェクトに適したシステムインテグレー
タを見つける能力を提供するものです。SAGEオートメーション社
は、プラチナ･システム･インテグレータ･パートナとして、お客様や
業界内での認知度向上、インセンティブ、製品･技術サポートな
どの特典を受けることができます。

ロックウェル･オートメーションの南太平洋地域担当マネージング
ディレクターであるアンソニー･ウォンは次のように述べています。 
「ロックウェル･オートメーションとSAGEオートメーション社のパートナ
シップは、世界クラスのオートメーションをオーストラリアに提供し、
現地の産業が最も生産的なオートメーションの選択をするための

最も幅広い専門知識を得て、無知な判断による高いコストを避
けられるようにすることを目的としています。」

「自動化は、競争力を維持したいと願う多くの企業にとって、もは
や選択肢の1つではなく、必要不可欠なものです。ロックウェル･
オートメーションとSAGE社のコラボレーションは、プログラミングとラ
イフサイクル管理を簡素化し、お客様の価値創造までの時間を
短縮します」と、付け加えました。

機械メーカ、システムインテグレータなどは、デジタル･エンジニアリ
ング･ツールの使用により、開発および展開の効率化を図ること
ができます。ロックウェル･オートメーションとSAGEオートメーション
社の統合ソリューションは、統合の強化以外のメリットも提供しま
す。例えば、エンドユーザは、分析とデジタル･ツイン･ツールを使
用して、機械性能と生産最適化の可能性についてより深い洞
察を得ることができます。また、安全とセキュリティのソリューション
を利用して、ビジネスリスクを低減することも可能です。

SAGEグループ企業のグループ･マネージング･ディレクターであるエ
イドリアン･フェイヒー氏は次のように述べています。「SAGEオートメ
ーションはロックウェル･オートメーションのシステム･インテグレータ･
パートナ･プログラムにおいて、世界初のプラチナパートナに認定
されたことを誇りに思います。SAGEの産業用デジタル化サービス
は、自動化、拡張性のあるサポート、社内能力を組み合わせた
データ駆動型のアプローチにより、世界中で何千ものクライアント
ジャーニーを加速させてきました。ロックウェル･オートメーションとの
パートナシップは、オーストラリアを代表する製造メーカのサポート
から、家庭に電力を供給するエネルギーシステム、危険性の高
い環境で働く人々を守る安全ソリューション、オーストラリア国民
にきれいな飲み水を提供するシステムまで、これらの重要な産業
やプロジェクトに技術経験と最善の考え方をもたらしてくれます。」

ロックウェル オートメーション オーストラリアのオーストラリアとニュー
ジーランドにおける重点産業は、食品&飲料を中心とした製造
業、鉱業、石油&ガスなどの資源、エネルギー、自動車、金属加
工、輸送、水･スマート廃水、およびサステナビリティソリューション
などです。

「ロックウェル･オートメーションとのこのレベルのパートナシップを達
成することで、世界のリーダとしての当社の地位は確固たるものと
なり、変化の時代においてお客様をサポートし、常にお客様が信
頼する確実なものを提供することができます」と、フェイヒー氏は
締めくくりました。

ロックウェル･オートメーションのシステム･インテグレータ･プログラム
の詳細、または最寄りの営業所への資料請求は、こちらをご覧く
ださい。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork/oem-original-equipment-manufacturer-partners.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork/system-integrator-partners.html
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2022 Gartner® Magic Quadrant™の
製造実行システム(MES)部門で、ロック
ウェル･オートメーションが「ビジョナリー」
に、Plex Systemsが「リーダー」に選出

ロックウェル･オートメーションの包括的な商品ラインナ
ップが、世界中のより多くのお客様の製造実行システム(MES)
の変革を加速します。

ロックウェル･オートメーションは、ガートナー社のマジッククアドラン
ト評価の製造実行システム(MES)部門において、FactoryTalk® 
ProductionCentreが「ビジョナリー」に、Plex Systemsのスマート･
マニュファクチャリング･プラットフォームが「リーダー」に選出されたこ
とを発表しました。

2022年のガートナー社のマジッククアドラントにおける位置づけ
は、ロックウェル･オートメーションのMESソリューションが急速に市
場に浸透し、業界で認知されていることを示すものであると考え
ています。ロックウェル･オートメーションのお客様は、幅広い業界
において、進化する「greater than the sum of its parts (全体は
部分の総和に勝る)」の観点から恩恵を受けることができます。

ロックウェル･オートメーションのソフトウェア&コントロール担当上級
副社長であるブライアン･シェパードは、「2022年のガートナー社
のマジック･クアドラント･レポートでロックウェル･オートメーションの
MESソリューションが評価されたことをうれしく思います」と述べ、ガ
ートナー社によるMES機能の解釈が従来の定義を超え、企業レ
ベルのビジネスオペレーション、エンジニアリングシステム、工場の
自動化など、すべてのレベルの機能を含んでいるとコメントしまし
た。

「ロックウェル･オートメーションのFactoryTalkソリューションが、MES
機能を革新するものとして、ビジョナリーに認定されたことを誇りに
思います」と、シェパードは続けます。「また、Plexがリーダーとして
位置づけられたことは、スマート･マニュファクチャリング･プラットフォ
ームが顧客に与える影響と価値の大きさを示していると考えてい
ます。ロックウェル･オートメーションの包括的な商品ラインアップが
ガートナー社によって評価されたことは、これらの製品間の相乗
効果をさらに実証していると考えています。」

ロックウェル･オートメーションのオペレーション管理の商品に
は、MES、QMS、サプライ･チェーン･プランニング、生産モニタ、お
よび設備パフォーマンス管理などの機能を備えたPlex Systemsと
FactoryTalk ProductionCentreソリューションが含まれています。 
FactoryTalk ProductionCentreは、規制の厳しい業界で求められ
るレベルまで踏み込んだ機能を提供します。Plexは大規模で運
用されているソフトウェア(SaaS)製造プラットフォームとしては唯一
のシングルインスタンス、マルチテナント･サービス･ソフトウェアを提
供しており、700以上の顧客にサービスを提供し、1日に80億件
以上の取引を管理しています。ロックウェル･オートメーションのオ
ペレーション管理の商品は、さまざまなお客様が日々のオペレー
ションのデジタル化を達成するための最適なソリューションを提供
します。

2022年マジッククアドラントの製造実行システム(MES)部門におけ
るロックウェル･オートメーションの「ビジョナリー」としての位置づけは
こちらを、Plexの「リーダー」としての位置づけはこちらをご覧くださ
い。

ロックウェル･オートメーションはテッサ･
マイヤーズをインテリジェントデバイス 
担当上級副社長に任命

テッサ･マイヤーズは、6月6日付でインテリジェントデバイス
担当上級副社長に就任しました。マイヤースは、ロックウェル･オー
トメーション会長兼最高経営責任者(CEO)であるブレイク･モレッ
トに直属します。

マイヤーズは、インテリジェントデバイス事
業部門の戦略、製品、人材開発を統
括する責任者です。マイヤースはフラン･
ウロダクジクの後任となります。フラン･ウ
ロダクジクはロックウェル･オートメーション
に35年以上在籍し、2023年初めに退
職します。

モレットは次のように述べています。「テッサの深い産業オートメー
ションの経歴、ビジネスリーダシップの経験、そしてグローバルな顧
客に対する理解は、私たちが将来に向けて進む上で非常に貴
重です。ロックウェル･オートメーションのキャリアを通じて、テッサは
市場参入戦略を変革し、製品イノベーションを実現してきまし
た。彼女は、他の優秀な経営陣と協力し、当社の利益ある成
長を加速させてくれるでしょう。」

直近では、同社のソフトウェア&コントロール事業セグメント内の
生産オペレーション管理ソフトウェア事業部の副社長兼ゼネラ
ルマネージャとして、製品戦略、製品管理、事業運営を統括し
ていました。1999年にロックウェル･オートメーションに入社して以
来、米国、カナダ、シンガポールで、販売、チャネルおよびパート
ナ管理、ビジネスユニットのリーダシップ、ハードウェアとソフトウェア
の製品開発など、幅広いグローバルな業界専門知識を蓄積し
てきました。マイヤーズは、パデュー大学で生産工学の理学士号
を、ミシガン大学でMBAを取得しています。

ロックウェル･オートメーションのインテリジェントデバイス部門は、ド
ライブ、モーション、安全、検知、産業用コンポーネント、注文生
産製品で構成され、優れたオペレーションを実現する自動化、
制御、情報を提供するスマート生産システムの基礎となるもので
す。

ロックウェル･オートメーション、商用電
気自動車の採用を加速するため、スタ
ートアップ企業ZEVxとの戦略的契約を
発表
ロックウェル･オートメーションと、ZEVx, Inc. (旧ゼロ･エレクトリック･
ビークル)社は、先進技術を活用して電気自動車(EV)の普及を
加速させるため、3年間の戦略的提携を行なうことを発表しまし
た。ZEVx社は、小型･中型車両の電動化を専門としており、お
客様がカスタマイズした内燃エンジン(ICE)を1日でEVに変換するこ
とができます。ロックウェル･オートメーションのソリューションと、従来
の自動車サービスパートナのネットワークを活用することで、ZEVx
はお客様の車両に特化したキットを組み立て、変換のペースを
加速させることができるようになります。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp.html
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.plex.com%2F&esheet=52740998&newsitemid=20220606005788&lan=en-US&anchor=Plex+Systems&index=2&md5=630f111250d1b03c3d9823329f41cf82
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/mes/gartner-mes-magic-quadrant.html
https://www.plex.com/resources/analyst-research/gartner-mes-software-vendor-report?top-slide=1
https://zevx.com/
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ZEVxは、従来の自動車サービスパートナが同社のICEからEVへ
の変換キットを最も効率的に利用するために必要な社内専門
知識を最大限に活用するため、FactoryTalk Innovation Suite 
solution powered by PTCソリューションであるVuforia Expert 
Captureの活用を戦略的に決定しました。この技術により、ZEVx
のパートナに知識を迅速に提供し、ICEからEVへの変換率を高
め、市場投入までの時間を短縮することが可能になります。さら
に、Vuforia Expert Captureを活用することで、ZEVxは、パートナ
各社がお客様のために変換を行なう際の一貫性を確保すること
ができるようになります。

さらに、拡張現実(AR)リモート支援アプリケーションであるVuforia 
Chalkは、進化し続けるEV環境におけるZEVxのコラボレーションを
支援します。この革新的なソリューションは、複雑な課題や不慣
れな課題に直面する技術者をリアルタイムで支援する、強力な
コラボレーションおよびコミュニケーションツールです。Vuforia Chalk
は、専門家の出張や技術者が繰り返し訪問することにかかる時
間や費用をかけずに、より迅速な解決を実現します。

ロックウェル･オートメーションの自動車&タイヤ部門のエンタープラ
イズアカウントであり副社長であるジョン･カッサーは次のように述
べています。「電気自動車の革命はここにあります。そして、ロック
ウェル･オートメーションはZEVxのような革新的な新興企業に、安
全と生産効率を最大限に高めながら、EVパワートレインキットの
製造と流通を加速するために必要な先進技術を提供できるこ
とを誇りに思っています。Vuforiaソリューションは、スタートアップか
ら大手自動車メーカまで、情報主導型業務の強化に必要なツ
ールと技術を提供し、それによって生産の迅速化、ダウンタイムの
低減、貴重なリソースの節約を実現します。」

ZEVxの創設者兼最高データ責任者であるチャールズ･モーリー
氏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
ームと共に働くことは、ZEVxの生産チームにとって非常に有益な
ものでした。ロックウェル･オートメーションは、パワートレインキット
の生産と構成性をさらに最適化する先進的な製造技術を採用
するZEVxのビジョンを理解しています。私たちは、パワートレインキ
ットのグローバルな納入を急速に拡大する中で、ロックウェル･オ
ートメーションとの協力と学習を続けていきたいと考えています。」

ロックウェル･オートメーションの電気自動車生産ソリューションの
詳細は、こちらをご覧ください。

ロックウェル･オートメーションが2022年
度CIO 100アワードの受賞者に決定

Foundry社の「CIO 100」アワードは、ITにおける企業の
卓越性と革新性を評価するものです。

Foundry社(旧IDG Communications社)のカスタマエクスペリエン
ス&オペレーションズ担当グループVPであるアン･マクロイ氏は次の
ように述べています。「今年のCIO 100クラスは、気概、革新性、
深いチームワークを実証しています。多くのプロジェクトが、ビジネ
スを推進するためのデータの流れと洞察の合理化、メタバースの
ようなイノベーションの実現、パンデミック時の無数の方法での価
値推進に関連しています。8月にカリフォルニアで開催されるCIO 
100シンポジウム&アワードで、再び直接集まってチームワークを体
験しながら、これらの業績とその背後にいる人々を紹介できること
を光栄に思います。」

上級副社長兼最高デジタル&情報統括役員のクリス･ナーデッ
キアは次のように述べています。「CIO 100アワードは広く評価さ
れているプログラムであり、ロックウェル･オートメーションは、全社
的な変革の取り組みが評価されたのだと思います。1) インテリジ
ェントでコネクテッドな製品/サービスをベースにした成果を提供す
る、2) 従業員とお客様の体験を再定義する、3) ビジネス･オペレ
ーティング･モデル(プロセスとテクノロジ)を再調整してサブスクリプ
ションベースのサービスをサポートする、といった全社的な変革の
取り組みが認められたことは、本当に名誉なことです。

変革は決して簡単なことではなく、組織内のすべての部門が関
与し、変革のリーダシップを発揮する必要があります。変革は決
して簡単なことではなく、組織内のすべての部門が関与し、変革
のリーダシップを発揮することが必要です。日々の業務に加え、
変革がいかに破壊的であるかを知っている私たちにとって、変革
は企業として成功するために必要なことのひとつです。この賞は、
私たちの部門横断的なアプローチと企業戦略との連携が、お客
様の変革の旅を支援するためにロックウェル･オートメーションを前
進させる上で、いかに大きな影響力を持つかを明確に示していま
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情報
に専心する世界最大の企業です。フラッグシップ製品である
Allen-Bradley®とFactoryTalk®のブランドは、世界中でその優秀性
が認められ続けています。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技術の柔軟なサービスオプションやアプリケーシ
ョンに特化した構成で、工場や操業のパフォーマンスを最適化す
るために組織と連携しています。受賞企業の幹部は、CIO 100シ
ンポジウム&アワードで表彰されます。

ニュース &  イベント

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/overview/transform-knowledge-into-hands-on-guidance-with-vuforia-expert-c.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/overview/perform-remote-troubleshooting-and-virtual-support-with-vuforia-.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/automotive-tire/electric-vehicle-production.html


ご登録くだ
さい!

ROKLive Southeast Asia 2022にご参加
ください。ITとOTが融合する場であるコネクテッド
エンタープライズを構築する価値をご覧ください。
産業用オートメーションとデジタルトランスフォー
メーション関するに基調講演から専門家のよる
パネルフォーラムまで、製造の柔軟性を高めて
デジタルの可能性を解き放つ方法をご覧いただ
けるセッションをご用意しています。

ふるってご参加ください!

製造業の
変革

2022年8月3日開催  |  2022年12月31日までオンデマンド配信
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特集記事

スマートセーフティで生産性向上
とオペレーショナルレジリエンスを

実現

現場の作業員を保護し、生産性を向上させるだけでな
く、スマート･セーフティ･ソリューションのメリットを発見しましょ
う。

デジタルトランスフォーメーションは、物理的および組織的な境界
を打ち破り、リアルタイムで人材を活用し、チームを結び付け、コ
ラボレーションを推進する能力を強化しました。企業はまた、市
場の需要の変化に対応する組織の完全性と柔軟性を維持す
るために、サプライチェーンを管理しなければならないという圧力に
さらされています。同様に、リアルタイムの可視性と制御により生
産をモニタするツールを使用して、遠隔地からこれを実現しなけ
ればなりません。

この新たな日常には新しい方法論とテクノロジが必要とされてい
ます。これは、強化された安全とセキュリティアーキテクチャを活用
しながら、故障の防止、製品の完成度と高い生産性の実現、
人員の保護に向けて、これらすべてをモニタして支援する必要性
に対応します。

デジタルトランスフォーメーションの加速により、スマート･セーフテ
ィ･ソリューションの需要が高まっています。スマート･セーフティ･ソ
リューションは、現在では、製造メーカと加工業者のオペレーショ
ナルレジリエンス戦略の不可欠な要素であり、今日の繁栄に必
要な生産性を達成するための重要な要因です。

スマートと安全の融合により生産性が向上
デジタルトランスフォーメーションの実現では、エンドユーザと機械
装置メーカ(OEM)ははるかに多くの生産情報および機械情報を
取得する必要があります。このことは、さらに多くの産業用コンポ
ーネントが生産オペレーションや機械データを収集し、そのデータ
を有意義な情報に変換し、しかも、その情報を生産現場、制御

システム、クラウド、またはこれらのオプションの組み合わせに送信
する能力を持つ必要があることを意味します。

これにより、これらの機能を内蔵したスマートソリューションが開発
され、生産ラインと機械の生産性が増大し、情報対応力の強
化により生産効率が向上し、予定外のダウンタイムが減少しまし
た。

安全は、 製造メーカと加工業者にとってますます重要性
を増し続けています。 特に、 これらの企業が、 安全がコ
ストを増加させるだけのものではなく、 競争上の優位を
提供することができることに気が付いた場合はなおさらで
す。 リスクを最小限に抑えるだけでなく、安全の向上は、
予定外のダウンタイムを削減し、 設備総合効率 (OEE)
と総資産利益率 (ROA)を増大させることにより、 これら
の企業の生産性と収益性を向上させるのに役立ちます。

さらに、機械に詰まったものを取り除いたりワークセルに入るときに
電源を切るなど、怪我や生命を脅かす危険性のある状況から
労働者を保護するのにも役立ちます。それに加えて、例えば、機
械の詰まりを解決するために非常停止ボタンを継続的に使用す
る必要がないため、時間を節約できます。このため、予定外のダ
ウンタイムの頻度と時間を最小限に抑え、生産性を大幅に向上
させ、すみやかな投資の回収を実現します。

統合安全は、データが収集された時点またはその近くでリアルタ
イムにデータを収集および処理するなど、スマートデバイスのすべ
ての機能と利点を活用しながら、すべての安全機能を活用でき
ます。これは、2つのテクノロジの利点の統合を表しています。

多くの企業が制御技術(OT)と情報技術(IT)の機能が収束してい
くのを目撃しているのと、まったく同じように、加工アプリケーション
と製造アプリケーションに使用されるこれらのデバイスについても、
安全とスマートデバイスは設置、プログラミング、運用、およびオ
ートメーション機器と製造資産を保守する従業員の便益のため
に一体化しつつあります。スマートデバイスは、重要なデータを収
集して生産プロセス全体をより安全に、効率的に、生産的にし、
収益性を上げるために、そのデータを分析し活用できように設計
されているため、これにより、これらの資産の運用がより安全にな
るだけでなく、何が起こっているかについて貴重な洞察も得られま
す。
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オペレーショナルレジリエンスにはスマート･セーフティ 
･ソリューションが必須
新たな日常を基準にして推進される企業のデジタルトランスフォ
ーメーションの工程の目的の1つは、ビジネスリスクを克服する能
力を向上させるための回復力のある(レジリエントな)オペレーショ
ンを実現することです。ビジネスリスクには、サイバーセキュリティの
脅威の増大、新たな法規制の順守、プラントと人員の安全に関
するより厳しい要件などがあり、そのすべての要因が、スマート･セ
ーフティ･ソリューションの需要をますます拡大します。

り、年配の労働者が退職ま
たは退職年齢に近づき、若
い労働者が経験不足のた
めに怪我をしやすくなる場合
に特に重要です。労働者の
負傷は、機械の修理や、ジ
ャム、ミスフィード、製品の切
換えなどによるプロセスのダ
ウンタイムによって引き起こさ
れることがよくあります。

また、スマート･セーフティ･ソ
リューションは、検査、コンプ
ライアンスログ、インシデント
レポートの安全データを手
動で入力する手間を最小
限に抑えます。これらのソリ
ューションは工場現場のシス
テムに接続されているため、

エラーをなくすことに貢献しています。

スマート･セーフティ･ソリューションによって法規制の順守が強化
され、文書化とレポート作成に関する業界標準に従うという課
題も克服できます。スマート･セーフティ･ソリューションは導入とメ
ンテナンスも格段に簡単です。

通常、安全ソリューションでは、追加の診断データを取得するた
めに、より複雑な配線を必要とします。しかし、統合されたスマー
ト･セーフティ･ソリューションは、従来の配線で重要な診断データ
にアクセスできるため、時間とコストが節約でき、機械または生産
ラインの状態と健全性の全体像を把握するのに役立ちます。

パンデミックによって引き起こされたこの新たな日常の市場で、生
産性とオペレーショナルレジリエンスの両方を増大させるスマート･
セーフティ･ソリューションに対する市場の需要に対応するために、
ロックウェル･オートメーションはその豊富な安全ソリューションのポ
ートフォリオにスマート機能を追加してきました。

ロックウェル･オートメーションの 
スマート･セーフティ･ソリューション

スマート ･セーフティ ･ソリュ
ーションは、 ダウンタイム情報
の可視性を高め、 機械の故
障などのダウンタイムの原因
の詳細な状況を労働者に提
供し、 これらの問題を解決す
るための対策を提供します。
スマート ･セーフティ ･ソリュ
ーションが運用上の課題に役
立つもう 1つの分野は、デー
タ管理であり、 データの収集
とレポートが最新のデータと
情報に基づいていることを保
証します。

これらのソリューションは、データを分析および診断し、それを意味
のある情報に変換することで、安全の順守と生産パフォーマンス
を同時に向上させるように設計されています。これらの情報を使
用して、安全性とコンプライアンスを維持しながら、生産性を向
上させ、予定外のダウンタイムを削減できます。このすべてが当
社のコネクテッドエンタープライズ戦略として実施されています。

パンデミックが発生する前でさえ、製造メーカと加工業者は、市
場や商品の不確実性、需要の急激な変動など、多くの課題に
直面していました。そのため、そのニーズは、安全で生産的な作
業環境を維持しながら、より機動力のある効率的かつサステナビ
リティ(持続可能性)を達成することでした。しかし、パンデミックは
これらの課題を大きく拡大したため、製造メーカと加工業者は、
デジタルトランスフォーメーションのプロセス中の主要な企業目標
としてオペレーショナルレジリエンスに大きな重点を置くようになりま
した。

オペレーショナルレジリエンスを実現するためには、企業は多くの
場合、物理的および組織的な壁を打ち破って、従業員を完全
に関与させ、チームを結び付け、安全がプロセスに組み込まれて
いる環境でリアルタイムのコラボレーションを強化する必要があり
ます。

オペレーショナルレジリエンスには、サプライチェーンをリアルタイムで
管理して、その一貫性、機動性、柔軟性を維持し、サプライチェ
ーンが市場の需要と材料の入手性の変化に対応できるようにす
る必要もあります。

企業は、予定外のダウンタイムや資産の障害から生産を保護
し、製品の完成度を確保し、人員を保護し、セキュリティアーキ
テクチャを強化するための新しい手法を開発しています。このすべ
てに、スマート･セーフティ･ソリューションの豊富なポートフォリオを
必要とします。

運用上の課題の克服に役立つスマート･セーフティ･
ソリューション
また、スマート･セーフティ･ソリューションは、企業がさまざまな運
用上の課題を解決できるようにするために重要です。例えば、ス
マート･セーフティ･ソリューションは、従業員が標準の操作手順に
従い、決められた手順からの逸脱を考慮し、誰もがこれらのシス
テムを回避して自分自身や他の人を危険にさらすことがないよう
に設計されています。これは、労働力が進化し、よりリモートにな
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特集記事

現場とリモートの両方に対応するスマートセーフティ
安全ソリューションの従来の価値は、現場の人材を保護し、生
産性を向上させることでした。しかし、今日の人材は現場とリモー
トの組み合わせであり、デジタルトランスフォーメーションに必要な
テクノロジを活用するスマートな安全ソリューションが求められてい
ます。

このため、ロックウェル･オートメーションは、スマート･セーフティ･ソ
リューションの製品ラインで多数のリモートモニタおよび制御機能
を設計するようになりました。例えば、リモートでトラブルシューティ
ングを実行するために、スマート･セーフティ･デバイスのパフォーマ
ンスをEtherNet/IPネットワークを使用して通信できます。これによ
り、個々のデバイスの動作についての標準データと安全データの
両方を取得することができ、作業者はどの場所からでも視覚化
できます。スマート･セーフティ･デバイスのセットアップとモニタ、およ
びデバイスプロファイルへのアクセスは、Studio 5000®を利用してど
この場所からでも実行できます。

EtherNet/IPネットワークでは、履歴データから確立された予知保
全ルーチンをヒストリアンからスマート･セーフティ･デバイスに送信
し、デバイスの稼働から収集したデータに時間を付けてヒストリア
ンに送り返すこともできます。遠隔地の作業者が、EtherNet/IPネ
ットワークを使用して、ガードドアの位置やガードロックのステータ
スの表示状態など、スマート･セーフティ･デバイスへの安全なアク
セスを要求することもできます。履歴データアクセス要求は、アプ
リケーションの調整にも使用できます。これが可能なのは、Safety 
over EtherNet/IPの簡素化されたネットワークアーキテクチャのため
で、標準規格準拠のイーサネットで管理される標準および安全
制御用に設計されています。

当社のスマート･セーフティ･デバイスは、個別に識別されたアクセ
スポイントを介して特定の資産または機械へのデータアクセスを
提供します。これにより、個々のデバイス動作についてのデータを
取得できます。1つのデバイスにスマートと安全を持たせることで、
配線とシステムの複雑さを簡素化できます。さらに、スマート･セ
ーフティ･デバイスを資産や機械の既存の安全装置と併用する
ことで、既存の設置ベースを活用し、まるごと入れ替える必要性
を防ぐこともできます。スマート･セーフティ･デバイスは、デバイスの
使用状況や経過年数に基づいた予防保全が可能です。

CIP Safetyがオペレーショナルレジリエンスと生産性
の向上を実現
ロックウェル･オートメーションのスマート･セーフティ･デバイスの差
別化要因の1つは、EtherNet/IPネットワーク上のCIP Safetyの使
用です。CIP Safetyは、EtherNet/IPのアプリケーション層プロトコル
である産業用共通プロトコル(CIP)の拡張機能です。この機能に
より、現場または遠隔地であるかに関係なく、作業者は、機械ま
たは生産ラインのステータスのより包括的な全体像を把握するた
めに必要な重要なデータにアクセスしやすくなります。

EtherNet/IPネットワーク上のCIP Safetyに接続されたスマート･セ
ーフティ･デバイスを組み合わせることで、意味のある情報を提供
できる機械や生産資産を構築できます。そのため、どこにいても、
機械の状態をより適切に監視し、予定外のダウンタイムを減ら
し、柔軟性を高め、安全を高めることができます。その一方で総
所有コスト(TCO)を削減し、会社のオペレーショナルレジリエンスを
高めるのに役立ちます。

EtherNet/IPネットワーク上のCIP Safetyに接続されたこれらのデバ
イスは、安全関連の障害が発生している場所や、作業者が標
準の操作手順に従っているかなど、より価値のある洞察を提供
できる診断情報を提供します。

加工業者と製造メーカは、これらの洞察を活用して、生産設備
の生産性とサステナビリティを向上させることができます。これらの
機能は、機械が減速したり停止したりするのを防ぐために作業
者が危険に近づいた場合にアラームで通知するなどして、あら
かじめ危険を防止できるため生産性の向上に役立ちます。さら
に、CIP Safety機能は、利用可能な診断データを拡張して、スキ
ャナのレンズにほこりが付着しているなどの一般的な障害も作業
者に警告します。

新たな日常に完全に組み込まれたスマートセーフティ
安全にスマートな機能を追加することで、製造メーカと加工業
者は新たな効率性を獲得し、製品品質を向上させ、少数の現
場作業員でも応答性の高い安全なオペレーションを実現できま
す。

スマート･セーフティ･ソリューションは、プロセス、機械、および安
全制御を標準化するのに役立ち、システムは予定外のダウンタ
イムの影響を受けにくくなり、生産性と収益性の向上に役立ちま
す。
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ケーススタディ

リバティ･プライマリ･スチール社は 
構造用鋼生産の信頼性を確保

制御システムとドライブシステムのアップグレードにより、生産停止期間の延長のリスクを軽減し、
建設プロジェクトのための構造用鋼生産の将来性を高めます。

オーストラリアは世界で最もダイナミックな鉄鋼産業の1つ
であり、年間約530万トンの鉄鋼を生産し、そのうち約160

万トンが構造用鋼です。

構造用鋼は、その強さと持続可能性から、商業･工業用建築
に最もよく使われる材料の1つです。

リバティ･プライマリ･スチール社のワイアラ製鉄所は、アデレードの
北西約400kmに位置する南オーストラリア州のワイアラにある高
炉製鉄法による年間約120万トンの鉄鋼生産能力を持つ総合
製鉄所です。

生産された鋼材の約65%はビレットの形で国内外の市場に鉄道
で輸送され、残りの鋼材はワイアラ構造ミルで構造用鋼材やレ
ールの形で最終製品に加工されます。

リバティ･プライマリ･スチール社のワイアラ製鉄所は、建設業界へ
の鉄鋼供給を確保するために、ロックウェル･オートメーション社の
認定システムインテグレータであるアライアンス･オートメーション社
に、工場の主要部分であるE&S矯正機のアップグレードを依頼し
ました。

ダウンタイムに時間をかけない
建築物によく使われる真っ直ぐな鋼鉄の梁は、商業、工業、住
宅の基礎を形成します。そのため、さまざまなサイズのまっすぐな
鉄骨を供給することは、リバティ･プライマリ･スチール社のワイアラ
製鉄所にとって重要な優先事項です。

鋼材の矯正工程の中心となるのは、1988年に設置されたE&S
矯正機で、主に鉄骨を矯正することを目的としています。最近に

課題
 z リバティ･プライマリ･スチール社のワイアラ製鉄所の矯正
機の制御システムとドライブシステムをアップグレードするこ
とで、長時間の生産停止のリスクを軽減する。

ソリューション
制御システムとドライブシステム

 z Allen-Bradley®の安全トルクオフを搭載したPowerFlex® 
755ドライブは、高性能で安全を強化したオプションを提
供

 z Allen-BradleyのGuardLogix® PACはイーサネットネットワー
ク上で制御と安全を提供

グローバルソリューション
 z ロックウェル･オートメーションのグローバル･ソリューション･
チームが、エンジニアリング設計、機器供給、立上げサー
ビスを提供

情報ソリューション
 z FactoryTalk® View Machine Editionはオペレータインターフ
ェイスを提供し、統合の容易さと診断機能の向上を実現

結果
生産能力の向上

 z 生産能力が40%向上

ダウンタイムの低減
 z 矯正機の故障診断が改善され、運用リスクとダウンタイ
ムが減少
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なって、この矯正機に信頼性の問題が発生し、工場のダウンタイ
ムや生産性の低下を招いていました。

アライアンス･オートメーション社は、リバティ･プライマリ･スチール社
のワイアラ製鉄所において、旧式の矯正機の自動化システムの
問題による長期の生産停止のリスクを軽減するために、制御シ
ステムとドライブシステムのアップグレードを設計しました。また、ロ
ックウェル･オートメーション社は、製品の選択とドライブシステムの
エンジニアリングに協力しました。

アライアンス･オートメーション社のシニア･エンジニアリング･プロジェ
クト･マネージャであるバリー･ガードナー氏は次のように説明して
います。「ワイアラ製鉄所では、製品の約70%がこの装置を通っ
て矯正されるため、この矯正機は非常に重要な設備です。」

「矯正機に搭載されていた旧式のDCモータは、毎週のように埃
やスケールを除去するためのメンテナンスが必要で、生産のダウン
タイムにつながっていました。新しいDCモータを購入するには多額
の費用がかかるため、信頼性が高く、メンテナンスコストを削減で
きるACドライブシステムへの移行を決定しました。」と、述べていま
す。

新しい制御システムとドライブシステム
モータやドライブの技術は時代とともに大きく進歩し、今ではかつ
てないほどの柔軟性と高性能を実現しています。ロックウェル･オ
ートメーションとアライアンス･オートメーション社は、リバティ･プライ
マリ･スチール社と緊密に協力して、矯正機を詳細に理解し、ア
ップグレードに最適なソリューションを特定しました。

この矯正機には、個別に駆動される4つのロールがあり、スチー
ルバーがマシンに入ると、最初のローラを通過した後、残りの3
つのローラを順次通過します。この機械の負荷分散と安全の
要件を考慮して、このアプリケーションに最も適した選択肢とし
て、Allen Bradley®のイーサネットを介した安全トルクオフを搭載し
たPowerFlex® 755ドライブが選ばれました。

ロックウェル･オートメーションのビジネス･ディベロップメント･マネー
ジャであるピーター･トマジックは次のように述べています。「プロジ
ェクトの成功にはドライブ制御が不可欠であり、最適なモータと

ドライブのサイズを選択するために、かなりの調査が行なわれまし
た。」

Allen BradleyのGuardLogix®プログラマブル･オートメーション･コン
トローラは、POINT Guard I/O™モジュールとSIL3 (AS 62061)までの
安全度水準を達成するのに適した統合安全トルク･オフ･カード
を搭載したPowerFlex 755、およびすべての可動装置を迅速かつ
安全に停止させるための非常制御停止(AS 60204に準拠)を組
み合わせて使用することで、矯正機のハイレベルな制御を行な
いました。PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルとFactoryTalk® 
View Machine Editionがオペレータインターフェイスを提供し、統
合のしやすさと診断機能の向上を実現しました。

新しいシステムは、立上げを
容易にするために施設外で
テストされました。事前テスト
と綿密な計画により、予定よ
り早くシステムを稼働させるこ
とができました。最初の鉄骨
は、E&S装置を非常にスムーズ
に通過しました。これは、負荷
分散アプリケーション用のロック
ウェル･オートメーションのドライ
ブ･システム･コードの堅牢性と
十分な実績のおかげです。立
上げは非常に迅速に行なわ
れ、無負荷のモータテストに1
日、製品のテストに1日しか費
やしませんでした。ロックウェル･
オートメーションのエンジニアに
よる監視のもと、3日目には生
産を再開できました。

構造用鋼材の供給を確保
リバティ･プライマリ･スチール社、アライアンス･オートメーション社、
およびロックウェル･オートメーションのコラボレーションにより、ワイア
ラ製鉄所の矯正機の信頼性と生産性が大幅に向上しました。

リバティ･プライマリ･スチール社のプロジェクトマネージャであるアン
ドリュー･ハーディング氏は次のように述べています。「ロックウェル･
オートメーションとのコラボレーションは、リバティにすぐに実行可能
なソリューションがあるという大きな自信を与えました。この自信
は、プロジェクトが最小限の問題で統合と立上げを完了し、スム
ーズに運用を開始したことで実現しました。」

「同様に、アライアンス･オートメーション社は、設置と統合の作業
をしっかりと監督することで、重要なレベルの専門知識とプラント
の知識をもたらしてくれました。この2つの企業がリバティチームと
協力することで、終了日を超えることのできないアグレッシブな「シ
ャットダウン」スケジュールの中でプロジェクトを成功させることがで
きました」と、語っています。

この新システムは、信頼性の高い高速化により、生産能力を
40%向上させることができます。さらに、矯正機のライフサイクルが
最適化されたことで、マシンのパフォーマンスが向上し、運用上の
リスクが低減されたほか、故障の発見が改善されたことで、工場
のダウンタイムが減少しました。

ケーススタディ

「ロックウェル ･オートメー
ションのグローバル･ソリュ
ーション ･チームが提供す
るサービスとサポートに加え
て、 ドライブシステムのアプ
リケーションに関する知識
は、プロジェクトの成功に
大きく貢献しました。これは、
アライアンス ･オートメーシ
ョン社とロックウェル ･オー
トメーションの間でスキルセ
ットを共有する、 真に協力
的な作業関係でした」 と、
ガードナー氏は語りました。
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ケーススタディ

よりスマートで効率的で柔軟な 
パウチ包装

HMC Products社の最新のPouchmasterは、メンテナンスを減らし、稼働時間を最適化するた
めに、よりシンプルなサーボ駆動のシールドライバを採用しています。

消費者向けパッケージ商品(CPG)の業界では、棚のスペ
ースを確保するために、コストをかけて熾烈な戦いを繰り広げて
います。スーパーマーケットをはじめとする小売業者は、新商品の
ためのスロット料金や、インチ単位で販売されるプレミアムスペー
スのための高額な費用など、商品の配置に対して複数の支払い
を要求します。

棚のスペースが確保できれば、製造メーカはその投資から最大
限の利益を得ようとします。そのためには、商品を保存し、興味
を引き、スペースを節約できるような、コスト効率の高いパッケー
ジ方法を選択する必要があります。

より良い選択
HMC Products社の製品開発マネージャであるジェフ･バーグ氏
は、次のように述べています。「柔軟なパウチ包装は、さまざまな
製品に好まれています。生鮮食品に使用されるフォイル･フィル
ム･ラミネートは賞味期限を延ばし、スタンドアップパウチのような
オプションはディスプレイ性に優れ、スペースも節約できます。さら
に、パウチ包装は全体的に軽量で、より経済的な選択肢となり
ます。」

課題
 z 油圧式や空圧式に比べて、信頼性が高く、ライフサイク
ルコストが低く、高速性に優れた、全電動式の衝突防止
バリアを設計する。

ソリューション
 z Allen-BradleyのCompactLogix™プログラマブル･オートメ
ーション･コントローラ

 z Allen-BradleyのKinetix® 5500 EtherNet/IP™サーボドライ
ブ

 z Allen-BradleyのPowerFlex® 525 ACドライブ

結果
 z クイック･チェンジ･サーボ･シール･ドライバは、メンテナンス
や調整を容易にし、より優れた密閉を可能にする。

 z さまざまなセンサを統合したスマートな制御プラットフォー
ムにより、異常を素早く検知し、早く解決できるようにな
る。

 z EtherNet/IP接続により、リモートでのサービスやサポートが可
能

https://hmcproducts.org/
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ケーススタディ

HMC Products社は、40年以上にわたり、Pouchmasterシリーズ 
(横型製袋充填機)で市場のニーズに応えてきました。イリノイ州
マシェスニーパークにあるHMCは、フォーチュン500企業、提携先の
製造会社、スタートアップ企業を含む世界中の顧客にサービスを
提供しています。

IM 7-14 Pouchmasterは、クイック･チェンジ･サーボ･シール･ドライ
バを搭載した高効率の間欠動作マシンです。

機械の前段では、フィルムの張力を制御するダンサーバーを介し
て積層フィルムが送られます。次に、フィルムはフォーミングプラウに
入り、シールドライバの上部にあるボトムシールバーとサイドシール
バーを通過します。

フィルムはレジストレーション光電センサを通過し、カットオフナイフ
に送られるフィルムの量を調整します。パウチはチェーンに取付けら
れたクリップに挿入され、充填ステーションを通過します。最後に、
パウチは密閉され、コンベアで降ろされます。

パウチ充填の最適化
安定した密閉を実現するためには、パウチのサイズを数量に合わ
せて選択し、十分なヘッドスペースを確保する必要があります。そ
の結果、パウチの充填量が不足しがちになります。

そこで、熱ではなく、高周波の音響振動と圧力でパウチ上部密
閉する「超音波溶着」を採用することがあります。超音波溶着
は、高周波の音響振動と圧力を加えて袋の上部を密閉するも
ので、浮遊物は密閉の一部として溶かされ、密閉品質に影響を
与えません。そのため、パウチの中身をより多く充填することがで
きます。

よりシンプルなデザインで多彩な機能を実現
柔軟なPouchmasterは、固形物、粉体、液体などあらゆる製品
のフィーダに対応します。

バーグ氏は次のように述べています。「この機械は、1つのパウチサ
イズや製品に特化しているわけではありません。あるお客様はこ
の機械で7つのパウチサイズを運用し、別のお客様は4つの異なる
フィーダを使用しています。」

スマートマシンのパフォーマンス
クイック･チェンジ･ツールを使えば、製品の大幅な変更にも迅速
に対応できます。

スマートマシンは、インターフェイスに表示される高度な診断機能
を使って何が問題なのかを教えてくれます」と、バーグ氏は付け加
えました。

稼働時間を最大化するために、HMCは広範囲のセンサを制御
プラットフォームに統合して異常を迅速に検出し、HMIには視覚
的に分かりやすい指示を組み込んでメンテナンスを誘導しまし
た。また、HMCはEtherNet/IP接続を利用して、お客様の機器を
遠隔で修理しています。

バーグ氏は次のように述べています。「ダウンタイムはお金を消費
します。このような技術は、プラントマネージャからマシンオペレー
タ、メンテナンス担当者まで、すべての人が機器を最適に稼働さ
せるのに役立っています。」

「ロックウェル ･オートメーションのシステムは機械をより
スマートにし、 切換えが非常に簡単になりました。 パウ
チのサイズを変更するには、 オペレータはシーラーバーを
数本動かし、 レシピ駆動の HMIで適切な選択をするだ
けよくなりました」 と、バーグ氏は語りました。

HMC Pouchmasterは、Allen Bradley®のCompactLogix™コントロ
ーラを搭載したロックウェル･オートメーションのプラットフォーム上に
構築されます。Allen-BradleyのKinetix® 5500サーボドライブは、
メインマシンのシャフトとパウチ搬送チェーンを稼働します。Allen 
BradleyのPowerFlex® 525 ACドライブはコンベアを制御します。マ
シンはEtherNet/IP™ネットワーク上で統合され、Allen-Bradleyの
PanelView™ Plus 7グラフィックターミナルでモニタされます。

「さらに、最近では機械のシールドライバの設計を簡素化し、カム
とエアシリンダをKinetixサーボ制御に置き換えました。その結果、
システムはより少ないメンテナンスで済むようになりました」と、バー
グ氏は説明します。

サーボ制御により、ドウェルタイムやシールバーの開閉を簡単に調
整することができます。その結果、全体としてより良い密閉が可
能になりました。

https://hmcproducts.org/
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/all-products.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motion-control/servo-drives/kinetix-integrated-motion-on-eip/2198-kinetix-5500-ethernet-ip.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/low-voltage-ac-drives/compact-drives/25b-powerflex-525.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/human-machine-interface/graphic-terminals/2711p-panelview-plus-7.html
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技術に関する記事

リニア搬送システム: 
次世代のモーションコントロール

リニア搬送システムによるソリューションは、これまでの回
転駆動のチェーン、ベルト、ギアを排除し、モーションコントロー
ルの次のステップとなるものです。

産業用ロボットは自動車工場の至る所で使用されており、過去
50年にわたって大幅な生産性向上を実現してきました。

しかし現実には、ロボット技術の効率は自動車のシャーシを運搬
する搬送システムに左右されます。現在、多くの自動車工場で
は、非効率な搬送システムが性能向上の大きな障害となってい
ます。

従来の搬送システムの問題
実際のところ、スループットも柔軟性も、自動車工場で共通して
使用される搬送システムによって制限されます。

まず、従来のコンベアはチェーン式、ローラ式、そしてスキレット式
であっても、通常は速度が固定されており、ピッチが固定されてい
ることもしばしばです。

これは、自動車組立工場の搬送システム全体が絶えず通電さ
れた状態で、同じスピードで動いていることを意味します。

キャリアは加速も減速も、特定のシャーシをプロセス手順の完了
に合わせて正確な位置に置くこともできません。

従来のシステムにも「ピッチ」(ムーバ間の距離)を変えられるものが
ありますが、多くの場合、複数のモデルタイプに合わせてピッチを
変えることは容易ではありません。

さらに、従来のコンベアは、チェーンやベルト、ローラ、ギア、そして
ものによっては数百にもおよぶ摩耗部品から構成された複雑な
機械設計で構築されています。

1985年

2000年

現在
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独立型カートシステムのメリット

高い 
スループット

機械部品やリンケージが少ない。より高い加速度
(>10g)と速度(>5m/s)を完全に制御されたモーショ
ンプロファイルと組み合わせることで、より高いスルー
プットを実現

無限の 
柔軟性

各移動カートは独立して制御され、柔軟な機械
的ピッチが可能で、同一機械で複数のパッケージ/
フォーマットサイズを同時に処理し、製品の動きを
完全に制御可能

パッケージの
常時トラッキ
ング

一体型トラック&トレース。カートの位置を正確に把
握できるソフトウェア制御のカートにより、外部検知
や複雑なトラッキングソリューションは不要

稼働率の
向上

機械的なリンクや部品を排除し、可動部を最小
限にすることで、ダウンタイム、メンテナンス、エネル
ギー消費量を削減

設置面積が
小さい

1台の機械ですべての製品形態をカバーする技術
により、設置面積を大幅に縮小することが可能

このような大規模かつ複雑なソリューションは、変更が困難であ
るばかりでなく、メンテナンスや計画外のダウンタイムが発生する
傾向があります。

また、従来の摩擦による搬送システムの最大の弱点として、ロー
タリモータ技術への依存が挙げられます。

本質的に、ロータリモータはリニアアプリケーションに慣性を加えま
す。また、複数の機械部品が必要になり、スピードと加速の改善
が妨げられます。

自動車メーカが組立搬送システムの性能を改善す
るには
リニアモータ技術に基づいた独立方カートコンベアの進歩により、
運搬性能が大幅に向上しています。

それはなぜでしょう? リニアモータ技術により、コンベアモジュールを
端から端まで構成することで、従来のシステムよりもはるかに速く
キャリアを推進する電磁力を生み出せるようになったからです。

また、リニアモータには接触部品や摩耗部品がないため、メンテナ
ンスが最小限で済みます。

しかし、リニアモータは変革の一部に過ぎません。インテリジェント
なモーションコントロールこそ、生産性、柔軟性、そしてサステナビ
リティの向上に不可欠です。

自動車産業向けの世界的なオートメーション･システム･サプライ
ヤであるクーカ･システムズ社から発表されている、PULSE carrier 
conveyanceシステムを例にとってみましょう。自動車の車体組立
ライン用に設計されたコンベアには、ロックウェル･オートメーション
が開発するMagneMotion®のリニア同期モータ技術が活用され
ています。

内蔵の位置センサと制御ソフトウェアを使用することで、トラック
上の各キャリアの個別制御を実現しています。加速、減速、速

度、および位置はプログラム可能です。固定された速度で移動
するかわりに、プロセス手順が完了すると車体セクションがロボット
ワークステーション内を素早く進んでいきます。

この結果、従来の摩擦による搬送システムよりもエネルギー効率
に優れ、30%も高速化されたソリューションである、「ピッチレス」シ
ステムが実現しました。さらに、高速化によって産業用ロボットや
その他のプロセス機器の可用性が高まり、システム全体の設置
面積が従来システムよりも大幅に削減されました。

また、システムを詳細に設定できるため、複数のモデルタイプを扱
えるようになり、モジュール設計によってコスト効率よく拡張するこ
とが可能になりました。

リニア搬送システムが工場やその他の自動車産業アプリケーション
をどのように変革しているかをご紹介します。

https://www.kuka.com/en-us/about-kuka/corporate-structure/kuka-systems
https://www.youtube.com/watch?v=9mKh3hQDWkY
http://www.magnemotion.com/
http://www.magnemotion.com/automotive/
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アプリケーション記事

スマートマニュファクチャリング
を支えるセキュリティ

スマートマニュファクチャリングの真価は、セキュアで信頼
性の高いインフラから始まります。

競争力を持つには、接続されていることが不可欠です。世界中
の産業企業がデジタルトランスフォーメーションを進め、スマート
マニュファクチャリングに移行しているのはこのためです。標準イー
サネットおよびインターネットプロトコル(IP)技術に基づく、産業用
モノのインターネット(IIoT)を形作る情報技術(IT)と制御技術(OT)
の両方を活用した統合ネットワークアーキテクチャを構築すること
で、企業は以下が可能になります。
z オペレーションをリアルタイムに可視化
z 生産資産の最適化
z ダウンタイムの予測
z コラボレーションとイノベーションの向上

インフラの構築

4. 最適化およびコラボレーション: 
運用を最適化し、お客様のチーム、サプライヤ、そして顧客間の
コラボレーションを促進します。

お客様のニーズに合わせて提供可能なセキュアな情報インフラ
構築のプロセスは、これらの4つのステージで行なわれます。それ
ぞれの企業の変革には、独自の特有な注意事項が存在しま
す。

道筋を立てる
生産目標、接続性やセキュリティのニーズ、および施設に現在設置
されている生産インフラによって、スマートマニュファクチャリングを実現
する方法は異なります。しかし、どの企業の計画においても、鍵とな
る次の4つの質問は共通しています。
1. 達成したいパフォーマンス目標は何か?

2. 目標達成のために必要なセキュアなインフラをどのように
評価、設計、および実装するか?

3. インフラをどのように保護および維持するか
4. パフォーマンス目標を達成し続けるため、インフラによってデバ
イスやシステムのパフォーマンス改善をどのように行なえるか?

1. お客様のパフォーマンス目標は何ですか?
情報インフラ戦略は、お客様の生産目標によって決まります。
これらの目標は、以下のような特定の運用上の改善を必要とす
る場合があります。
z 主要業績評価指標(KPI)やアセットパフォーマンスを含む、
運用状況のリアルタイムでの把握

z 資産活用および従業員の生産性の最適化
z プラント間、または外部パートナ間のコラボレーションの改善
z 安全や産業スキルギャップに関連するリスクの削減

要件はお客様の目標によって決まります。生産者が情報インフラ
の改善によって期待できるパフォーマンス上のメリットには、複数
の分野のアプリケーションの統合や資産利用の改善などがありま
す。

お客様の目標はどのようなものであっても、堅牢かつセキュアな
Converged Plantwide Ethernet (CPwE)ネットワークアーキテクチ
ャを基盤とし、定められた範囲、タイムライン、予算、および関連
するセキュリティに関する注意事項に基づいて計画化される必要
があります。

2. 適切なインフラをどのように評価、設計、および実装するか?
目標を定めたら、目標を達成してROIを最大化するためにインフ
ラのニーズを定義する必要があります。このプロセスには以下の
3つの主要な段階があります。

スマートマニュファクチャリングの真価は、 セキュアで信
頼性の高い情報インフラが構築されて初めて発揮されま
す。 しかし、 接続性が高まれば高まるほど、 サイバーリ
スクにさらされる機会も増えます。 適切な焦点とサポー
トがあれば、企業は情報インフラを構築･管理する際に、
リスクを管理し、 パフォーマンスとセキュリティのニーズに
同時に対応することができます。
最新式で、セキュアで、信頼できる情報インフラは、資産、人、
情報をつなぎます。情報インフラはあらゆるものの中心であり、運
用パフォーマンスを向上させる無限の可能性を秘めた源なので
す。

接続への道
このレベルの接続性を導入するために、4つのステージが設けられ
ます。

1. 評価および計画: 
総合的評価により、お客様のインフラをどの程度アップグレードで
きるのか、または交換の必要があるのかを確認します。

2. セキュリティの向上とアップグレード: 
ネットワークおよび制御をセキュアにアップグレードし、お客様のビ
ジネスドライバやリスク許容度を考慮したプラントフロアと企業シス
テムの通信を可能にします。

3. 管理および分析: 
データを定義および整理し、より簡単に確認でき、継続的な運
用の改善のために共有可能なすぐに使用できる情報に変換しま
す。
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1. 評価
インフラを評価することで、ネットワークがお客様のニーズを満た
し、産業のベストプラクティスに沿っているかどうかを判断できま
す。リスクおよび脆弱性の評価も、セキュリティギャップの発見や
必要な更新の優先順位付けに役立ち、これによってセキュリティ
対策の改善やリスク削減が可能になります。

2. 設計
情報インフラは、最適なネットワークパフォーマンスを推進し、セキ
ュリティリスクを軽減し、データの可用性と利用性を高め、将来の
テクノロジのための基盤を提供するように設計されるべきです。

事前設計されたソリューションは、設計時間とインフラのいくつか
の側面におけるリスクを大幅に削減します。完全なシステムとして
設置可能なサービスとしてのインフラストラクチャ(IaaS)は、設備投
資の費用を削減します。

3. 実装
お客様の実装は、IT技術とOT環境の両方のニーズを満たす必
要があります。また、インフラの入の簡略化と迅速化も考慮する
必要があります。

 z トレーニングと認証により、ネットワーク接続された産業用制
御システムの実装に必要な適切な専門知識を従業員が確
実に身に付けられます。

 z ベンダーは文書化されたプロセスや現場での指導、さらにはす
ぐに使用可能な最新システムのロールアウトも提供します。

3. インフラをどのように保護および維持するか?
従来のIT企業にお客様の情報インフラのサポートを依頼することは、
リスクを伴う場合があります。一般的にITベンダーは、ダウンタイムを
最小化する迅速な応答時間の要件を満たすだけの、産業環境や

プラントフロアの優先度に関する十分な専門知識を持ち合わせてい
ないためです。

しかし、OT環境のニーズや要求を理解する産業ベンダーにサポート
やカウンセリングを依頼すれば、混成されたIT/OTアプリケーションのサ
ポートを受けられます。

お客様に最適な保護
お客様の特定のニーズに基づいたサポートが受けられます。

 z サイバーセキュリティサービス: 産業セキュリティの脅威が高ま
る中、お客様の環境に対するリスクを詳細に確認する必要が
あります。産業サイバーセキュリティに対する予防的アプローチ
は、一連の攻撃全体が対象です。つまり、重要な資産の特
定や潜在な脅威からの未然の保護から、発生時の検出、そ
して究極的には脅威が認識された際の対応と復旧の計画の
策定が含まれます。

 z 脅威の検出および対応: モニタに加え、セキュリティサービスに
よって異常や潜在的な脅威をリアルタイムに検出し、オペレー
タに通知できます。重大度に応じて、応答計画に基づいてチ
ームが脅威に対応し、異常に関連するリスクを緩和します。

 z リモートサポートおよびモニタ: ベンダーはインフラを年中無休
24時間体制でモニタできます。問題を検出すると、ベンダーは
お客様に通知する、対応を提案する、またはリモートで問題
に直接対処します。対応期限保証をサービスに組み込むこと
で、事前定義されたタイムフレームで確実に対応が行なわれ
ます。

4. インフラが資産やシステムのパフォーマンス改善にどのように
役立つのか?
お客様が目標を達成するには、システムや資産のパフォーマンス
管理に関連した新しい機能を実装する必要があるかもしれませ
ん。

セキュアかつ堅牢な情報インフラにより、利益改善を可能にする
戦略に必要な接続性が実現します。お客様の生産資産には大
量のデータが蓄積されていますが、これらの情報をパフォーマンス
改善を促進する有効な情報に変換する必要があります。進化
するサービスによって、これが可能になります。

 z 資産の信頼性: 産業の専門知識や電気的なオートメーション
制御の知識を継続的な改善プロセス、信頼性向上のための
技術、およびプラント生産性を促進する資産インテリジェンス
システムと組み合わせた現在存在するサービスは、お客様の
機器のライフサイクルを通して資産の信頼性を向上し、メンテ
ナンス作業を合理化します。

 z 予防保守: サービス契約により、重要な資産を継続的にピー
ク効率で運用できます。未解決のシステム障害の特定や、修
理や交換が必要なコンポーネントの提案といったサービスで、
時間ベースの予防保守プログラムで発生しがちな不要な修
理の関連コストの削減が可能になります。 

 z リモートモニタおよび分析: モニタサービスは平均修理時間
(MTTR)を76%改善し、インフラの管理コストを削減します。分
析サービスは機械の故障を予測し、平均故障時間(MTTF)を
改善するとともに、メンテナンス作業を自動化してダウンタイム
を最大で30%低減します。

このようなサービスには、日々のプロセス改善や問題解決以上の価
値もあります。洞察にアクセスすることで、より大規模な運用の最
適化、ビジネスのやり方を変えたり、ダウンタイム復旧作業の低減、 
サプライチェーンの統合を支援したりすることができるのです。
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注目の製品 & ソリューション

ロックウェル･オートメーションは産業用
オートメーションソフトウェアの新しいオ
ンライン機能とダウンロード機能を追加

Studio 5000 Logix Designer®の機能追加、ハードウェ
アサポート、生産性向上を実現

ロックウェル･オートメーション、小型
PowerFlexドライブの入力電圧容量を
ほぼ2倍に拡大
ロックウェル･オートメーションの最新の高圧可変周波数ドライブ
は、約半分のスペースで業界をリードする性能を実現します。

PowerFlex 6000Tドライブの最新の機能強化により、わずか
2310～3010mm (7.58～9.87フィート)のフットプリントで、入力電
圧のほぼ2倍である最大13.8kVの一次電圧に対応することがで
きるようになりました。このドライブは、高電圧入力を内蔵した3
～4.16kVのアプリケーションに適用することができます。さらに、ス
テップ･ダウン･トランスや変電設備を追加することなく、主配電線
からドライブに高圧給電を直接接続することができ、コストを削
減することができます。

新しいStudio 5000 Logix Designerバージョン34のリリースで
は、最新のハードウェアをサポートする一方で、プロジェクトと同時
進行のアクティビティのエクスポートを強化するダウンロードとオンラ
イン機能を提供します。主な機能強化は以下の通りです。

 z FactoryTalk® LinxとCIP Securityとのポートフォリオの整合性
は、最新バージョンでの複合的な開発およびアプリケーション
を示しています。FactoryTalk Linxプラットフォームの開発は、非
生産的な時間を短縮し、システムの効率を向上させる機会
を提供します。CIP Securityは、ControlLogix® 5580コントロー
ラ、GuardLogix® 5580コントローラ、CompactLogix™ 5380コン
トローラ、Compact GuardLogix® 5380コントローラなどの標準
および安全プラットフォームでサポートされるようになりました。

 z ダウンロードパフォーマンスの向上などの生産性向上は、 
Studio 5000 Logix Designer V34の最大の価値となりま
す。Logix Designerアプリケーション開発とFactoryTalk Linxの
間の調整で、ユーザはダウンロード時間の短縮が重要であ
ることに気づくでしょう。これらのオンラインの強化は、Studio 
5000 Logix Designer V34とFactoryTalk Linx 6.30の進歩を組
み合わせることによって実現されています。さらに、コントローラ
をオフラインにすることなく、他の人が作成したコメントやドキュ
メントを含むプロジェクト活動のオンラインインポートおよびエク
スポートが可能になりました。

V34では、Timeタイプとして構成された新しいデータタイプも追
加されました。作成されたTimeデータタイプは、時間を表現する
ための整数やアドオン命令の手動フォーマットを減らし、プロジェク
トにおける時間の迅速かつ反復可能なフォーマットを可能にしま
す。

コンパクトなAフレーム設計は、産業用スペースが重視されるIEC
市場での新規およびレトロフィット産業用アプリケーション、特に
高電圧の一次側設備に最適です。

PowerFlex 6000Tドライブは、TotalFORCE®テクノロジを採用してい
ます。このスマートな産業用制御システムは、リアルタイムのオペ
レーショナルインテリジェンスを備えています。

 z システム性能のモニタ
 z 適応制御による迅速な立上げ
 z エコノマイザモードでエネルギーを節約
 z 予知保全アラートによりダウンタイムと修理コストを削減
 z 共通の制御プラットフォームですべてのドライブの起動とトラブ
ルシューティングが簡単に

PowerFlex 6000T ドライブは、石油&ガス精製、鉱業･鉱物･金
属加工、発電プラント、水&廃水処理施設などの重工業におけ
る要求の厳しいアプリケーションのモータ制御を管理するために設
計されたものです。

詳細は、最寄りのロックウェル･オートメーションの営業担当者に
お問い合わせいただくか、調達仕様書をダウンロードしてくださ
い。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/studio-5000-logix-designer.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/logix-sp002_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/medium-voltage-ac-drives/powerflex-6000-ac-drive.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/totalforce-technology.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/product/product-selection-configuration/procurement-specifications.html
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ロックウェル･オートメーションがカスタマ
イズ性の高い産業用モニタをリリース

ASEM™  6300モニタの豊富なオプションが、多様なアプ
リケーションニーズを満たします。

ロックウェル･オートメーションが、産業用モニタの新製品ラインアッ
プを発表しました。この産業用モニタは機械･装置メーカが自社
のマシンを差別化し、さまざまなアプリケーションニーズに対応する
ことを可能にします。

新しいAllen-BradleyのASEM 6300M産業用モニタは、これまで
VersaView® 6300として展開されていた製品ファミリーに含まれ、
さまざまなオプションを提供します。コスト、パフォーマンス、外観、
操作性などの仕様を自由に組み合わせることができます。主なオ
プションは以下の通りです。

 z ステンレススチール製モデル(IP66K定格およびIP69K定格オプ
ションを含む)は、装置の洗浄が必要なアプリケーションに対応
します。

 z その他にも経済的なアルミニウム製から、ハイエンドモデル用の
滑らかなベゼルレスのガラスディスプレイまで、さまざまなニーズ
に応えるオプションが用意されています。

 z シングルタッチまたはマルチタッチディスプレイは、使用するソ
フトウェアやユーザの操作要件に合わせて選択できます。

 z モニタサイズは8.4～24インチまでが用意され、それぞれスタン
ダードまたはワイド画面を選択できます。

 z 遠距離オプションはまもなくリリースの予定です。このオプション
では生産ラインが長いアプリケーションで、PCから最大100メー
トル離れた場所にモニタを設置できます。

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であるリンジー･
ラスパンティは次のように述べています。「機械および装置メーカ
は、アプリケーションに応じてASEM 6300モニタの仕様を選択で

き、パフォーマンスと外観の両方で自社製品を競合他社から差
別化することができます。高解像度ディスプレイとモダンな外観デ
ザインを合わせることで、高性能スマートマシンの価値をさらに高
めます。」

ASEM 6300Mモニタはすべて高解像度ディスプレイで、重要な生
産情報を細部に至るまで表示します。画面を最大4分割でき、
パフォーマンスデータや作業指示の他、高解像度の動画やリアル
タイムのカメラフィードを同時に確認することができます。

ASEM 6300M産業用モニタは、Allen-BradleyのASEM 6300B産
業用ボックスPCと組み合わせることで、機械メーカが貴重な時間
を節約できるよう支援します。この2つの製品はシームレスに接
続、統合され、エンジニアがPCで動作するようにモニタを設定する
時間を短縮します。

また、モニタのカットアウトが標準化されているため、モニタの変更
が容易です。最初にスタンダードまたはワイド画面のどちらを選ん
でも、マシン設計を変更する必要なくモニタを変更できます。

ASEM 6300M産業用モニタは、2020年にロックウェル･オートメー
ションが買収したデジタル･オートメーション･テクノロジの大手プロ
バイダであるASEMの専門知識とテクノロジを活用しています。

ロックウェル･オートメーションの新しいマ
イクロコントローラとプログラミングソフト
ウェアがスマートマシン設計を最適化
新しいAllen-BradleyのMicro850とMicro870 (2080-Lx0E)コン
トローラ、およびロックウェル･オートメーションがリリースした最新の
Connected Components Workbenchソフトウェアを使用、スタン
ドアロンマシンをより効率的にプログラミングできるようになります。

これらの新しいコントローラは、新しいDNP3プロトコル、SCADAで
使用される一連のオープン規格の通信プロトコル、および正確な
データレポートを可能にするリモート･モニタ･システムを備えている
ため、プロジェクトを簡単に作成できます。コントローラは、DF1サ
ポート、双方向同時および双方向交互通信も拡張し、全二重
および半二重および無線モデムモードによるCIPシリアル通信を強
化しています。

注目の製品 & ソリューション

これらの接続機能は、特に上下水道業界において、より多くの
アプリケーション要件に対応します。さらに、拡張プロトコルサポー
トにより、MicroLogixからMicro800への制御システムの最新化を
行なう際の変換リスクが最小限に抑えられます。また、コントロー
ラの実行とI/O応答のパフォーマンスが改善されたため、生産性を
向上させることができます。設計プロセスが高速化され、プロジェ
クト開発も迅速化されます。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/industrial-computers-monitors/industrial-monitors/6300m.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro850-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/micro-controllers/micro800-family/micro870-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/design-and-configuration-software.html
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Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン20.01
の新機能と改善された機能は、効率の向上に役立ちます。マイ
クロ制御システムで構築したスタンドアロンマシンのプログラムを、
このソフトウェアで簡単に開発できます。アップロードとダウンロード
のパフォーマンスがそれぞれ23%と40%向上したため、データ転送
速度が高速化され、開発時間を短縮できます。

半二重および無線モデムモードを含む、拡張されたDNP3および
DF1サポートを備えた最新のソフトウェアで、さらに多くの上下水
道アプリケーション要件に対応できるようになります。また、プラグ
イン式メモリモジュールでの新しいパスワードの設定/検証とユーザ
プロジェクトの暗号化/復号化により、システムのセキュリティを向
上させることもできます。

Micro850とMicro870 (Cat.No. 2080-Lx0E)コントローラの場合、 
Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン20.01
以上が必要です。ソフトウェアと新しいコントローラ間の暗号化が
強化され、DNP3通信でのセキュアな認証バージョン5 (Sav5)によ
るプロトコル認証の強化など、よりセキュアなプログラミング環境が
もたらされます。

ロックウェル･オートメーション、855H産
業用電子ホーンおよびコンビネーション
ユニットのシリーズ変更により、性能と 
アプリケーションの柔軟性を強化
ロックウェル･オートメーションは、Allen-Bradleyの855H産業用
電子ホーンおよびコンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)の
一部のフレームサイズについて、より高度な性能を提供し、工場
フロアにおけるより幅広い可聴および可視アプリケーションに対応
するため、シリーズ変更を開始しました。

また、このシリーズ変更は、855H録音可能なホーンのコンビネー
ションユニットおよび金属製ホーンのコンビネーションユニットにも適
用されます。

多くの場合、新しいフレームB、C、E855H産業用電子ホーンは、
従来製品からのドロップイン式の置き換えとなりますが、新シリー
ズは、現行シリーズに比べていくつかの利点を備えています。

 z 外部配線により4つのステージを選択できる64トーンテーブル
により、より多くの機械や装置の重要な状態を通知することが
できます。

 z 動作電圧範囲を拡大: DC10～60V、AC24～260V、AC100
～240V仕様

 z ホーンステージ制御のネガポジ切換え機能
 z DIPスイッチで1, 2, 3ステージの音色をあらかじめ選択可能、ま
た2ステージの音色を独立して選択可能

 z 複数のレンズオプションにより、現場で素早く簡単にビーコンカ
ラーを変更可能

 z 視認性を高める縦置きキセノンストロボ(フレームC&E兼用型)
ビーコン

また、新しい855H録音可能なホーンと金属製ホーンのコンビネー
ションユニットは、8種類のモード(定常、点滅、6種類の点滅パタ
ーン)をDIPスイッチで簡単に選択できる多機能LEDビーコンを搭
載しています。

なお、このシリーズ変更はコンビネーションユニットにのみ適用さ
れ、単体の録音可能なホーンと金属製ホーンは現在のシリーズ
番号と性能仕様を維持します。

新シリーズの855Hホーンおよびコンビネーションユニットは、現行シ
リーズと同様、連続使用に耐える信頼性の高いソリッドステート
技術を採用し、音量調整、マルチトーンおよびマルチステージ機
能を備え、AC24V、AC120V、AC230Vで使用できるように幅広い
信号アプリケーションに最適な製品となっています。さらに、更新
された製品は、同じ寸法と保護等級を維持し、屋内および屋外
での使用に適したドロップイン式の交換を可能にします。

以下は、各製品群に適用されるシリーズ変更の概要です。
 z 855HホーンフレームB、C、Eは、シリーズAからシリーズBへと移
行します。

 z 855Hコンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)フレーム
B、C、Eは、シリーズCからシリーズDへと移行します。

 z 855H-RC録音可能なコンビネーションユニット(ビーコン付きホー
ン)フレームCとEは、シリーズAからシリーズBへと移行します。

 z 855HM金属製コンビネーションユニット(ビーコン付きホーン)
は、シリーズAからシリーズBへと移行します。

注目の製品 & ソリューション

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/micro-control.html
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ロックウェル･オートメーションの高圧ド
ライブ用エンクロージャが、頑丈な遠隔
地の屋外設置に利用可能に
タイプ3RまたはIP54のエンクロージャに収納されたPowerFlex 
6000高圧可変周波数ドライブ(VFD)は、屋外または遠隔地に
設置するために特別に設計･構築されており、制御室は必要あ
りません。

PowerFlex 6000ドライブテクノロジは、ファン、ポンプ、コンプレッサ、 
ミル、平地コンベアなど、万能で非回生型のアプリケーションに適
しています。これらの製品は、150～11,000kW (200～14,600HP)
、定格電圧2.3～11kVのモータ制御アプリケーションに対応して
います。このカスタムエンクロージャは、遠隔地の石油、ガス、鉱
業、鉱物処理事業や、設備スペースが限られている場合に最
適です。

特別な機能:
 z 雨、みぞれ、雪、氷、汚れから保護するタイプ3RまたはIP54定
格エンクロージャ

 z エンクロージャは-40～50°C (-40～122°F)の幅広い周囲温度
定格に対応

 z オープンループ、強制空冷、クローズドループの空気-空気熱
交換器のソリューションから用途に合ったものを選択可能

 z PLC制御の自動換気システムにより、冷却システムの動作を
最適化し、ランニングコストの低減を支援

 z 設置が簡単なパッケージのため、特別な基礎や屋根、遮蔽
物が不要

 z 立上げが簡単。入力用の3本のケーブルと出力用の3本のケ
ーブル

詳細は、最寄りのロックウェル･オートメーションの営業担当者に
お問い合わせいただくか、製品の詳細をダウンロードしてください。

ロックウェル･オートメーションの新しい
取付けシステムで配線を減らし、コスト
を削減
CrossBoard®システムでパネルをすっきりと整理し、コンパクトに
まとめましょう。CrossBoardプラットフォームは、モータ制御と保護
デバイスの柔軟性を提供します。このシステムは、1つの完全なベ
ースユニットとして提供され、プラスチック製のIP20タッチセーフハウ
ジングを備えたバス構造で、開梱後に直接組み立て、コンポーネ
ントを取付けることができます。コンポーネントは工具を使わずに
CrossBoardにはめ込むだけで、接続は自動的に行なわれます。

コンポーネントは簡単に取り外すことができ、CrossBoardの別のセ
クションにスナップして戻すことができます。安全上の理由から、ロ
ック機構はドライバーで解除する必要があります。これにより、誤
ってコンポーネントを取り外してしまうことを防ぐことができます。迅
速、簡単、安全にモジュールを交換できるため、システムの拡張

や更新にかかる時間を短縮し、経済的に適応させることができま
す。

幅は225mmと405mmの2種類があり、ベースユニット同士を橋
渡しするサプライモジュールを追加することで組み合わせることが
できます。コンポーネントはCrossBoardに、またアダプタを使用して
従来のバスバーシステムに取付けることができます。CrossBoard
は汎用的なシステムとして、他製造メーカのコンポーネントと組み
合わせて使用することができます。

全方位フィンガーセーフのCrossBoardは、高い安全性を実現しま
す。完全にカバーされ、常に接触から保護されているため、ユニッ
トの取り外し中にバスバーが露出することがなく、作業者の安全
性を完全に確保します。バスバー上の空きスペースはすでにカバ
ーされ保護されているため、コンポーネントの間隔をあけたり、ラッ
ク全体を製品でいっぱいにしない場合でも、さらなる予防措置は
必要ありません。

ロックウェル･オートメーション、新機能
を搭載し低価格を実現したHMIソフトウ
ェアを提供

FactoryTalk View Site Edition (SE) HMI V13ソフトウ
ェアは、簡素化されたライセンスと低価格の価格モデル

とともに新機能を提供します。

V13では、表示するデータの種類やオペレータへの見せ方のオプ
ションが増えました。収集されたデータは、データ･グリッド･オブジェ
クトの表形式で表示され、新しいXYプロットで2つの生産データを
互いに比較することができるようになりました。

また、.NETオブジェクトのサポート、サーバサイドスクリプティング、
分散システムの各クライアント/ユーザセッションに固有の機能を
可能にするクライアント固有のタグにより、システムの拡張性を向
上させました。

アプリケーション保守のための新しいツールは、システム内のデバ
イスやサーバとより良くやり取りできるようになり、その価値を高
めています。新しいシステム･ステータス･ポータルは、すべての
FactoryTalk®アプリケーションサーバとそのステータスのWebベース
の概要を提供します。このリリースでは、自動診断のHMIアニメー
ションを駆動する新機能と、FactoryTalk® ViewPoint Webクライ
アントによる自動診断メッセージへの新しいモバイルアクセスによ
って、Logixコントローラとのより深い相互作用が実現されていま
す。

また、最新バージョンでは、FactoryTalk View SEシステムの選択･
購入がより簡単になりました。すべてのサーバには、ディスプレイ
数無制限、5、10、25クライアントから選択可能、FactoryTalk 
ViewPoint Webクライアント数無制限の統合HMI Webソリューシ
ョンが含まれるようになりました。Stationライセンスには、無制限
のディスプレイ数と無制限のFactoryTalk ViewPoint Webクライア
ントが含まれ、ディスプレイ数の要件が少ないアプリケーションに
は、Station Liteオプションが利用できます。

注目の製品 & ソリューション

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/medium-voltage-ac-drives/powerflex-6000-ac-drive.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pp/6000-pp006_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/operationsuite/view.html
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新しいPanelView Plus 7 
PerformanceシリーズBがお客様の 
投資を守る

PanelView™ Plus 7 Performanceグラフィックターミナルは、シリー
ズBの発売により、大幅に改良されました。従来のシリーズAのグ
ラフィックターミナルはWindows® CE 6.0オペレーティングシステムで
動作していましたが、Microsoftのサポートが完全に終了していま
す。また、シリーズAで使用していた部品は老朽化が進み、サプラ
イチェーンが縮小しています。PanelView Plus 7 Performance
シリーズBは、PanelView PlusハードウェアとFactoryTalk® View 
Machine Editionソフトウェアに投資したお客様を保護するために
開発され、製品寿命を延長することに成功しました。

シリーズBは、最新のOSで動作するようにアップデートされ、長期
的なサプライチェーンのサポートを向上させたハードウェアを搭載し
ています。製品のセキュリティも強化され、プリンタなどの最新の周
辺機器にも対応しています。ユーザストレージを大幅に増やし、
今日のニーズをよりよくサポートできるようになりました。シリーズB
は、ファームウェアの更新にControlFLASH™ソフトウェアを使用して
おり、他のAllen-Bradley®製品との整合性を保っています。また、
ハードウェア･メンテナンス･メニュー･ボタンを追加することで、お客
様が潜在的な破損の問題を解決する能力を向上させました。

PanelView Plus 7 PerformanceシリーズBは、PanelView Plus 7 
Performance製品群の最新のアップデートです。ロックウェル･オー
トメーションは、PanelView Plus 7製品ファミリーの改良を続けるこ
とで、お客様の投資をサポートできるように努めています。

ロックウェル･オートメーション、新しいバ
ス電源ソリューションでコストとスペース
の削減を実現
産業界の企業は、新しい非回生型バス電源により、省スペー
ス化とコスト削減の恩恵を受けることができるようになりました。こ
のバス電源は、Allen-BradleyのPowerFlex® 755TMポートフ
ォリオに含まれています。これは、回生および低ハーモニクスが必
不要な場合のコモンバス向けのコスト効率の高いソリューションで
す。

ユーザが複数台のモータを使用している場合、コモン･バス･ソリュ
ーションによってサイズとコストを削減することができます。また、お
客様は、非回生電源を使用することで、さらにコストを削減する
ことができます。 

非回生型バスサプライは、3相ACライン電圧をDCに変換しま
す。PowerFlex 755TMバス電源および一般的なバスインバータと
互換性があります。

755Tドライブのポートフォリオの一部である非回生電源ソリューシ
ョンは、TotalFORCE®テクノロジ搭載のドライブと組み合わせない
と、TotalFORCEと見なされません。しかし、TotalFORCEではないコ
モン･バス･アプリケーション用の非回生DC電源として機能させる
ことも可能です。

非回生型電源は、XT腐食性ガス保護機能を備えた6パルスお
よび12パルス構成で利用可能です。分散型DCバスは、省スペ
ースでモジュール式のリタールキャビネットに設置されています。

このソリューションは、石油&ガス、タイヤ&ゴム、鉱業、食品飲
料、金属などの産業で最も効果的に機能します。 

注目の製品 & ソリューション

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/human-machine-interface/graphic-terminals/2711p-panelview-plus-7.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/low-voltage-ac-drives/architecture-drives/20g-powerflex-755t.html
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革新のためのインスピレーションを得よう!

  

2022年8月30日-9月1日

ROKLive 2022 Sydneyに参加して、当社のIT/OTの専門知識のパワーと価値をご覧ください。 
この3日間のイベントは、同業者と知り合い、エキサイティングな基調講演、インタラクティブな

ハンズオンラボ、製品およびテクニカルセッションに参加する新しい機会をご提供します。
すべてのセッションは、産業のデジタルトランスフォーメーションと

スマートマニュファクチャリングにフォーカスしています。

                  早期割引を利用して、今すぐご登録ください!

シドニーオリンピックパーク  •  シドニー




