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Allen-Bradley, ArmorBlock, Automation Fair, Automation Today Asia Pacifi c, 
CENTERLINE, Compact 5000, CompactLogix,  ControlLogix, FactoryTalk, 
FLEX, Fiix, GuardLogix,  Guardmaster, Guardshield, Integrated Architecture, 
Installed Base Evaluation, Kinetix, LifecycleIQ, LISTEN. THINK. SOLVE., 
Micro800, PanelView, PartnerNetwork, PharmaSuite, PlantPAx, Plex, POINT 
I/O, PowerFlex,  Rockwell Automation, Rockwell Automation Assurance, 
Rockwell Software,  Stratix, Studio 5000, ThinManager, VantagePoint, 
VersaViewは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。

EtherNet/IPは、ODVA, Inc.の商標です。

Microsoft Azureは、Microsoftの商標です。

Rockwell Automationに属していない商標は、すべてそれぞれの企業に所有
されています。

パンデミック以来、クラウドという言葉が頻繁に聞かれるようになりました
が、クラウドがもたらす多くのメリットを考えるとそれも不思議ではありません。クラウ
ドは、マルチユーザコラボレーションの向上、システムの独立化、SaaS (Software 
as a Service: サービスとしてのソフトウェア)の提供など、制御技術(OT)にさまざまな
可能性をもたらしています。

システムの設計の際、試運転前にノートパソコンでモデリングしたり、最新のソフト
ウェア機能に即座にアクセスできることを想像してみてください。ITサポートによる構
成、インストール、メンテナンスの必要がなく、ブラウザから直接、作業方法を合理
化し、新しい知見を得ることができます。

本号では、製造業におけるクラウドのSaaSの利点を分析し、それがオートメー
ションシステム設計にもたらす価値について考察します。FactoryTalk® Design 
Studio™やFactoryTalk® Vault™などのクラウドネイティブなソリューションが、サイロ
化したチームをどのようにまとめることができるかをご紹介します。

お客様のケーススタディのセクションでは、Products For Industry (PFi)社の事例
で、エンジニアリング会社がデジタル･ツイン･ソフトウェアに投資して、顧客が購入
前に製品の動作を確認できるようにした経験を、アグリビジネスのアイダホ･ジャー
ジー･ガールズ･デイリー社の事例で、最新の分散制御システム(DCS)で異種の機
器を統一した経験をご紹介します。

さらに、当社の代表的な年次イベントであるAutomation Fair®が、今年は11月
16日から17日まで米国シカゴで開催されることをお知らせします。このイベントで
は、あらゆるオペレーションがより大きな成果を得られるよう、産業用オートメーショ
ンに関する最新のソリューションやアプリケーション、戦略、知見が紹介されます。
また、当社の新しいクラウドネイティブのソリューションの一部についても、詳細をご
説明いたします。

イベントの詳細は、「ニュース&イベント」のセクションでご覧いただけます。シカゴで
皆様とお会いできることを楽しみにしております。

Automation Today Asia Pacifi c
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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
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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、シカゴで第31
回Automation Fair®を開催

製造業とテクノロジの専門家が集まる年次イベントで、オート
メーションの新しいイノベーションや学習機会などをご紹介
します。

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グロー
バルリーダであるロックウェル･オートメーションは、ロックウェル･オー
トメーションとそのグローバルなPartnerNetwork™プログラムのメ
ンバーが主催するAutomation Fair 2022の開催をお知らせしま
す。毎年恒例のこのイベントは、11月16日から17日までイリノイ
州シカゴのマコーミックプレイス-ウェストで開催され、世界中から1
万人を超える製造業とテクノロジのリーダが集まり、最新ソリュー
ションの体験、革新的なケーススタディ、技術トレーニングへの参
加、ネットワーキングイベントでの交流の機会を提供します。

Automation Fairでは、工業生産のための最新のソリューションを
紹介する展示を通じて、企業をエンド･ツー･エンドで接続してデ
ータを活用した洞察を提供することのパワーと価値を紹介する予
定です。また、インタラクティブなテクニカルディスカッションやハンズ
オンラボから、今日の課題に取り組む業界フォーラムまで、何百
もの学習･トレーニングの機会を提供します。

ロックウェル･オートメーションのグローバルマーケティング担当
副社長であるロビン･セイズは、次のように述べています。
「Automation Fairの30年以上の歴史を祝うためにシカゴに集ま
ることができ、大変うれしく思っています。Automation Fairがもた
らすコミュニティだけでなく、パートナやお客様とともに達成する成
果もご紹介します。私たちは、あらゆる産業にまたがる素晴らし
いコンテンツと20万平方フィートの展示フロアを用意し、あらゆる
オペレーションがさらに大きな成果を達成できることを紹介してい
ます。最高のAutomation Fairになることを楽しみにしています。」

プロセス･ソリューション･ユーザ･グループ/PSUG｜11月
14日-15日 (有償)
11月14日と15日に開催される PSUGでは、プロセスオートメーシ
ョンのお客様がベストプラクティス、革新的なアプローチ、および新
技術について話し合い、学ぶことができます。このイベントでは、
エグゼクティブ基調講演、洞察に満ちた技術および顧客主導の
セッション、そして制御戦略、最適化、プロセス安全など、今日の
最も関連性の高いトピックに対応するハンズオンラボが予定され
ています。PSUGは有料イベントで、10月15日までの早期割引
価格は399米国ドル、それ以降は599米国ドルです。

展望 | 11月15日 (招待者限定)
11月15日に開催されるAutomation Fairの展望には、世界のメ
ディア、業界アナリスト、お客様が招待される予定です。ロックウ
ェル･オートメーションの役員および業界のリーダが、お客様のため
に達成した成果をどのように評価しているかを紹介し、サイバーセ
キュリティや労働力不足などの分野における機会や課題に対処
するための戦略について議論します。また、業界に影響を与える
重要な問題や、ソートリーダシップ、エグゼクティブの基調講演も
発表されます。

Automation Fair | 11月16日-17日
Automation Fairは11月16日-17日に開催され、100社以上の
大手企業が20万平方フィート以上のインタラクティブな展示を行
ない、150以上の教育機会が提供されます。フォーラム、大手企
業によるベストプラクティスや同業者との交流では、サステナビリ
ティ(持続可能性)や機械メーカ向けのソリューション、業界特有
の課題や成果など、さまざまなトピックを取り上げます。注目の業
界は以下の通りです。

 z ディスクリート  -  自動車、倉庫、および物流
 z ハイブリッド - 消費財、食品&飲料、ライフサイエンス、および 
タイヤ

 z プロセス - 鉱業、金属、化学、石油&ガス、パルプ&製紙、お
よび水/廃水処理

ハンズオンラボでは、ハードウェアとソフトウェアのインタラクティブな
トレーニングを行ない、製品と技術セッションでは、最先端のユー
スケースとデモンストレーションに焦点を当てたインタラクティブなデ
ィスカッションを行ないます。セッションは20の重点分野と職種別
に構成されており、お客様の学習課題作りを支援します。

ロックウェル･オートメーションがGlobeeの 
第14回2022年ゴールデン･ブリッジ･ビジネ
ス&イノベーション賞を受賞

ロックウェル･オートメーションはゴールデン･ブリッジ賞の 
3つのカテゴリを独占

ロックウェル･オートメーションは、世界有数のビジネス･アワード･プ
ログラムとビジネスランキングを主催するThe Globee® Awardsの、
第14回2022年Golden Bridge Business and Innovation 
Awards (ゴールデン･ブリッジ･ビジネス&イノベーション賞)を受賞
したことを発表しました。

毎年開催されるゴールデンブリッジ賞は、世界の主要産業から、
組織業績、製品･サービス、イノベーション、経営幹部･経営チー
ム、ビジネス･職業における女性、ケーススタディ･成功事例、広
報･マーケティングキャンペーン、製品管理、ウェブサイト、ブログ、
白書、ビデオ、広告、創造性、パートナプログラム、顧客満足度
における世界最高を評価し表彰するプログラムです。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/events/in-person-events/automation-fair.html
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世界各国から幅広い業界の専門家を代表する100名以上の
審査員が審査に参加しました。Golden Bridge Awards®は、世
界中のあらゆる業界の功績を称える、世界最高峰のビジネス･
アワード･プログラムです。

ロックウェル･オートメーションは、以下のカテゴリで表彰されまし
た。FactoryTalk® Edge Gateway™が「Best New Product and 
Service in Technology Software (テクノロジソフトウェア部門の
最優秀新製品･サービス)」で、Plex生産モニタが「New Product 
or Service Innovation in Artificial Intelligence (人工知能部
門の新製品･サービスイノベーション)」で、ロックウェル･オートメー
ションが「Tech Innovator of the Year」として表彰されました。

ロックウェル･オートメーションは、次世代のスマートマニュファクチャ
リングに取り組む産業用オートメーションのグローバルリーダです。
技術革新、専門知識、誠実さ、企業責任に重点を置き、世界
の生産性とサステナビリティ(持続可能性)を高めることで、生活の
質を向上させることに取り組んでいます。ロックウェル･オートメーシ
ョンのアプローチは、生産性を向上させる最良の機会を深く理解
することから始まり、差別化されたテクノロジと分野の専門知識を
組み合わせて、最も重要なビジネス成果を実現します。ロックウ
ェル･オートメーションは、最初のソリューション開発からサービスや
レポートまで、すべてのステップで顧客体験を簡素化することでこ
れを実現します。

FactoryTalk Edge Gatewayにより、ユーザはリアルタイムの産業
用データと対話し、データのサイロを解消し、プラントオペレーショ
ンを改善するために必要な洞察を得ることができます。このソリュ
ーションは、機械、デバイス、オートメーション資産にまたがる産業
機器データの収集、コンテキスト化、整理をソースで簡素化およ
び自動化し、最初から高いデータ完全性を実現します。

Plex生産モニタは、工場の機械やシステムに接続し、即座にレポ
ートと可視化を行ない、生産性とその他の生産KPIをリアルタイム

で測定するためのクローズドループを構築します。真に接続され
たクローズド･ループ･システムは製造における正確な可視性を提
供し、さらにPlex生産モニタは、大規模な製造実行システムやエ
ンタープライズ･リソース･プランニング･システム(MES/ERP)に接続
し、完全に接続されたデジタル製造環境を形成することが可能
です。チームは、このソリューションを使用して、品質、パフォーマン
ス、および可用性を測定し、適応させ、改善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フトウェア&コントロール担当上級
副社長のブライアン･シェパードは次のように述べています。「私
たちは、FactoryTalk Edge GatewayとPlex生産モニタでこれらの
Globeeの賞を受賞したことを光栄に思っています。この賞は、真
に次のレベルのイノベーションを生み出した、勤勉なロックウェル･
オートメーションの姿勢を評価するものです。私たちの成功は、
顧客志向で革新に取り組む絶え間ない努力によってのみ可能
なのです。今回のGlobee Awardsの受賞は、当社のお客様に
対するコミットメントをさらに証明するものと考えています。」

2022年の受賞者一覧はこちらからご覧ください。

ロックウェル･オートメーションの調査により、 
トレーサビリティとシリアライゼーションがアジ
ア太平洋地域の企業のサプライチェーン戦
略において重要な取り組みであることが明ら
かに

 z アジア太平洋地域の企業は、偽造製品の被害を世界で最
も受けており、70%の企業が毎年11-60%の売上高の損失を
報告しています。

 z サプライチェーン従事者の83%は、製品の適切なトレーサビリ
ティとシリアライゼーションが、自社の競争力維持のために非
常に重要または極めて重要であると考えています。

 z シリアライゼーションに投資した企業の45%で、シリアライゼー
ションによって売上が31%以上増加しています。

ロックウェル･オートメーションは、フォレスターコンサルティング社の
実施した新しい調査によると、企業の新しいサプライチェーン戦
略の策定を推進する最優先事項として、デジタルトランスフォー
メーション、サステナビリティへの取り組み、顧客体験(CX)の向上
が挙げられていることを明らかにしました。

ロックウェル･オートメーションからの委託で、ESG (環境･社会･ガ
バナンス)への取り組み、規制への対応、ブランドイメージが、サプ
ライチェーンのトレーサビリティに対する民間企業の関心をどの程
度高めているかを把握するために、今回の調査「トレーサビリティ
改善によるブランドロイヤルティ向上とROIの創出」が実施されま
した。

同調査によると、アジア太平洋地域の企業(62%)は自社のサプ
ライチェーンのデジタルトランスフォーメーションに最も注力してお
り、59%はサステナビリティへの取り組みを実施または改善したい
と回答しています。

サプライチェーン管理への新規投資においては、コンプライアンス
が依然主な関心分野となっていますが、サステナビリティと顧客
体験に関連する需要がこうした戦略的変化を後押ししていま
す。実際、サプライチェーンの意思決定者のうち57%は、サプライ
チェーン内の無駄を削減する方策をすでに実施または拡大して
います。

https://globeeawards.com/golden-bridge-awards/winners/
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/digital-partners/traceability-automation-forrester-research.html.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/digital-partners/traceability-automation-forrester-research.html.html
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今回の主な調査結果は次の通りです。
 z サステナビリティと可視性は、より良い顧客体験を推し進め
ます。

デジタルトランスフォーメーションの取り組みに苦労している企業も
ありますが、こうした取り組みは現在の世界の状況に合わせて進
化を続けています。企業は、新しいサステナビリティと可視性に関
連するCXへの取り組みを可能にするための土台として、トレーサ
ビリティに目を向けています。調査回答者の83%が、自社製品の
適切なトレーサビリティとシリアライゼーションは、市場での競争力
を維持するために非常重要にまたは極めて重要であると述べて
います。

 z トレーサビリティへの取り組みは、偽造と不正使用を是正し
ます。

偽造に関しては、アジア太平洋地域の企業が最も影響を受
けており、この地域の調査回答者の70%が、毎年自社売上の
11%から60%を失うと報告しています。これは、ヨーロッパ･中東･
アフリカ地域の企業の回答者の54%と北米地域の回答者の
44%が同様の損失を報告したのと比較して大きな割合になって
います。さらに、全世界の回答者の89%が、グレーマーケットにお
ける不正使用は問題があるとしています。その対策としてシリアラ
イゼーションに投資した企業は、ビジネス成長に繋げることができ
ています。回答者のほぼ半数(45%)が、シリアライゼーションに直
接起因して売上高が31%以上増加したと回答しています。

 z 企業の成功は、サプライチェーン全体の可視性、迅速な製
品リコール、ブランドロイヤルティの向上にかかっています。

調査回答者の79%が、サプライチェーンのどこに製品があるかを
完全に把握することは、会社の成功にとって不可欠または重要
であると回答し、さらに78%は製品を正確かつ迅速にリコールす
る自社能力についても同様だと答えました。また、77%がより良
い製品管理によるブランドロイヤルティの向上が重要としました。

「この調査結果は、トレーサビリティがブランドロイヤルティを育て、
サプライチェーンを最適化し、主要市場における偽造品の影響
を抑えるということを、各企業が他に様々な懸案事項がある中で
も特に実感している証拠です」と、ロックウェル･オートメーションの

システム&ソリューション担当バイスプレジデント兼ゼネラルマネー
ジャーのマット･フォーデンウォルトは述べています。

ロックウェル･オートメーションがフォレスターコンサルティング社に委
託した調査は、2022年1月に実施されました。世界中のサプライ
チェーンの意思決定者307人を対象として、サプライチェーンを最
適化するためのトレーサビリティおよびシリアライゼーションの利用
状況と関心について調査しています。レポート全文は、こちらから
ダウンロードしてください。

「シリアライゼーションの導入だけでもある程度の効果が得られま
すが、さらに包括的なトレーサビリティソリューションに投資した企
業は、その多くがデータ管理の向上、偽造やグレーマーケットの
不正使用抑制によるコスト削減、顧客満足度の向上効果を実
感しています」とケズラー社のCEOであるクリスティン･アクセルセン
氏は述べています。

ロックウェル･オートメーションのサプライチェーン機能とケズラー社
のクラウドベースのトレーサビリティ技術を組み合わせることで、お
客様はサプライヤ、製造、物流、消費者をリアルタイムなトレーサ
ビリティを提供するプラットフォームに紐づけることができます。ロッ
クウェル･オートメーションとケズラー社は、世界最大の乳製品会
社の1つであるフリースランド･カンピーナ社のような顧客向けのト
レーサビリティソリューションをすでに構築しています。

https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/partnernetwork/digital-partners/traceability-automation-forrester-research.html.html
https://kezzler.com/case/from-grass-to-glass/
https://kezzler.com/case/from-grass-to-glass/
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SaaSがお客様のビジネスを 
変革する3つの方法

イノベーションの加速や業務の合理化など、クラウド型
のSaaSは製造業に素晴らしい影響を与えます。

ガートナーによると、この5年間で、ITは急速にクラウドに移行しま
した。実際、2024年までにIT支出の45%がクラウドに移行すると
予想されています。そして次はOTです。

これはどのようなものでしょうか? 新製品や新プロセスの設計をシ
ミュレーションしてから、設計、立上げ、生産の最適化に必要な
リソースを投入することを想像してみてください。また、どこにいても
お客様の機器をすぐにサポートすることができ、コストのかかる出
張が不要になるという可能性も考えてみてください。そして、これ
はほんの始まりに過ぎません。

イノベーションの加速やスケーラビリティの向上から、アジリティの
向上、オペレーションの合理化、コストの削減まで、クラウド型の

SaaS (Software as a Service: サービスとしてのソフトウェア)はビジ
ネスを大きく変える可能性を秘めています。

1. 仕事の進め方をシンプルに
仕事が複雑であったとしても、その管理方法が複雑である必要
はありません。クラウド型のSaaSは、ビジネスのやり方をシンプルに
するのに役立ちます。

クラウドはオンデマンドのスケーリングを可能にし、ユーザや計算能
力の追加や削除をこれまで以上に簡単に行なうことができます。
それだけでなく、SaaSでは、インストールやメンテナンスのためにIT
部門に依存することなく、従業員は常に最新バージョンのソフト
ウェアにアクセスすることができます。さらに、ソフトウェアやアプリケ
ーションをクラウドで拡張することで、ハードウェアやソフトウェアの
資本コストを削減することができます。

SaaSと他のソフトウェアとの比較

埋め込みソフトウェア
 z 特定のオートメーションハ
ードウェア上で動作する

 z 単一目的
 z 一般的に、上位のソフ
トウェアパッケージによっ
て構成またはプログラム
される

 z OTが責任を負う

オンプレミス
 z 建物内のサーバで動作
 z 導入･維持に費用が
かかる

 z 複数のサイトやベンダー
での共有が難しい

 z ITが責任を負う

ローカルコンピュータ
 z ラップトップやワークステ
ーションで動作可能

 z チームの規模に応じた
初期費用

 z ソフトウェアユーザには
メンテナンスの負担が
かかる

 z すべてのユーザ/チームに
責任があり、通常はIT
部門と共有される

クラウド型のSaaS
 z 地域のデータセンター
で稼働

 z 安価にスタートでき、サ
ブスクリプション料金でメ
ンテナンスをカバーできる

 z 世界中のベンダーとの
共同作業が容易

 z SaaSプロバイダが責任
を負う

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/cloud-shift-impacts-all-it-markets/
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製造業におけるクラウドは、オンプレミスのソフトウェア、ハードウェ
ア、物理的なアクセスを完全に置き換えるものではありませんが、
既存のシステムを拡張して効率性の向上やコラボレーションの改
善などを実現する新しい機能を提供します。

2. イノベーションのレベルアップ
イノベーションは、進化するお客様のニーズに応え、競争に打ち
勝つための手段です。クラウド型のSaaSを使えば、現実世界で
これらの活動を行なうリスクやコストを伴わずに、テストを実行し、
生産上の課題を解決するための自分のデジタルラボをすぐに手
に入れることができます。

能性はさらに低くなります。さらに、クラウドを利用した遠隔地との
接続は、将来的にはより積極的なサポートモデルなど、より大き
な意味を持つことになります。

工場の現場から得られたデータは、生産性向上のための意思決
定を自動的に行なうことができます。設計からのコンテキストを利
用して、運用情報を予測し、予期せぬダウンタイムの防止や、稼
働中のオペレーションの効率化に役立てることができます。

これにより、ダウンタイムの短縮、生産性の向上、廃棄物の最小
化や歩留まりの向上などの業務効率化を実現します。これは特
に、最も離れた場所にあるオペレーションにとって有益です。

自信を持って設計と変革を支援するSaaS製品
クラウド型のSaaSのこれらの利点は、オートメーションソフトウェア
の未来を再形成しています。これは、Azureプラットフォーム上で
Microsoftと提携してFactoryTalk® Hub™を開発した当社にとっ
て重要な検討事項です。その過程で学んだことは、最適なソリュ
ーションを見つけるために車輪の再発明をする必要はないという
ことです。そのかわり、当社は他の産業で実証済みの技術を適
用し、それらを修正･適応させ、独自の学習を加えて、生産環
境にユニークで即時の価値を創造してきました。

当社はFactoryTalk Hubスイートへの新しいクラウドネイティブなア
プリケーションであるFactoryTalk® Design Studio™の提供の最終
段階に入っています。コントローラプログラミングに始まり、マルチ･
コントローラ･プロジェクトをサポートする最新の設計環境、および
システムでの共同作業の方法を簡素化するオンデマンドソリュー
ションを提供します。当社は、使い慣れたオートメーションソフトウ
ェアの機能に最新のソフトウェア開発手法を取り入れ、これまで
にないレベルの柔軟性を提供します。

 z設計の柔軟性
制御システムのプログラマの中には、ラダーやファンクションブロック
のプログラミングに、保守担当者が直感的に使えるグラフィカルな
エディタを使いたがる人がいます。しかし、テキストベースの言語を
使って開発する方が効率的だと考えるプログラマもいます。歴史
的には、多くのプログラマにとって使いやすいものは、保守担当者
にとって使いやすいものではなく、これらは2つの異なる言語であっ
たため、プログラマは妥協せざるを得なかったのです。しかし、今は
違います。

FactoryTalk Design Studioを使用すると、同じロジックとコードを
作成し、テキストまたはグラフィカルのどちらででも表示できます。
これはユーザが選択できます。プログラマは、どのエディタを使用し
ても、コードが両方のビューで使用でき、同じように実行されるこ
とに確信を持つことができます。プログラマは、自分が提供するも
のが下流にいる同僚や他の共同作業者のニーズを満たすことを
知ることができ、どのように仕事をしたいかを自分で選択する力を
与えられます。

 zユーザ主体のコラボレーション
システムがより大きく、より複雑になり、チームがより分散するよう
になると、より良いコラボレーションが必要になります。人々は互
いの足を踏み外さないようサイロ化した役割を強いられることがあ
り、矛盾や競合を引き起こす可能性のある重複した編集を行な
うことがあります。このような制限により、プログラマが並行して作
業することができなくなり、作業スピードが低下してしまうことがあ
るのです。

既存の生産への影響を軽減しながら、 簡
単にコラボレーションを行ない、 新しいことを
より早く、より低コストで試すことができれば、
どんなことが実現できるかを考えてみてくださ
い。 クラウド型の SaaSはこのようなことを
可能にするだけでなく、 手の届くところにまで
持ってきてくれます。

また、データの質が向上し、より大きなデータセットを相関させる
ための計算能力が向上し、産業界のライフサイクル全体にわたっ
て単一のデジタルスレッドを使用することで、オペレーションを最適
化し、将来の設計を次のレベルに引き上げる大きな可能性があ
ります。

3. システムサポートのあり方を見直す
クラウドは、いつでもどこでもシステムや機器の管理を可能にし
ます。このようなアクセス性があれば、導入した機器の管理、設
定、接続を瞬時に行なうことができます。

生産現場のニーズに迅速に対応することで、解決策をより早く
見出すことができます。また、リモートで作業を行なうことで、移動
にかかる時間と費用を削減することができます。クラウドを利用し
た定期的なリモートメンテナンスにより、緊急事態が発生する可

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite.html
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供するソリューション、それがFactoryTalk Design Hubです。詳し
くはこちらをご覧ください。

デジタル･アセット･マネジメント
のためのOT/IT統合のためのOT/IT統合

当社のsmartLink HW-DP使用すれば、OPC UA、MQTT、HART IP、 
FDT/DTMを介してPROFIBUS DPネットワークからプロセスデータに、
コントローラに依存せずにアクセスできるようになります。
これにより、新規および既存のPROFIBUS DPネットワーク
に対して、アセットマネジメントおよびアセット監視を
実施できます。

h� ps://industrial.so� ing.com

ソフトウェア開発業界は、あらゆる規模のプロジェクトを確実か
つ効率的に処理するために設計された分散型バージョン管理
システムによってこの問題を解決しました。現在、FactoryTalk 
Design Studioは、この実績あるテクノロジを活用して、産業オー
トメーションにおけるマルチユーザのコラボレーションを実現していま
す。直感的なコラボレーションツール、自動変更追跡、および競
合管理機能により、ユーザはチームの生産性を劇的に向上させ
ることができます。

zセキュアなストレージで安心をお届け
プロジェクトの数が増えるにつれて、これらのファイルを整理して記
録し、1か所にまとめて表示するのは面倒になります。ハードディス
クが故障したり、置き忘れたりすると、ファイルを紛失することもあ
ります。

さらに、新ラインの開発やその他の理由で、プロジェクトファイルの
アップグレードに余分な時間がかかると、コンピュータに負担がか
かり、エンジニアリングの効率が低下する可能性があります。

これらの課題により、FactoryTalk® Vault™を開発することになりま
した。クラウドネイティブのセキュアな産業用ファイルストレージで、
参加者や組織で役割ベースの共有を可能にしてコラボレーショ
ンを加速し、システム全体のあらゆる変更のファイル履歴を維持
し、プロジェクトファイルをグループ化することができます。また、バ
ージョン管理システムにより、ファイルの変更履歴を記録し、安全
性を確保するとともに、必要に応じてファイルを復元することがで
きます。さらに、このソリューションでは、コントローラのプロジェクト
ファイルの詳細な分析を通じて、設計に関するより深い洞察を得
ることができます。

クラウドネイティブな製品とSaaSの組み合わせにより、どこからでも
アクセスでき、異なる役割を持つチームメンバー間のコラボレーシ
ョンを容易にし、ハードウェアの構築、テスト、試運転を仮想的に
行ない、初回で正しい品質を達成することができます。チームワ
ークを促進し、生産性を向上させ、新しいレベルの柔軟性を提

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designhub/vault-design-tools.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/cloud-manufacturing.html
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新しいプラント自動化ソリューションには多額の初期費
用がかかることがよくありますが、オーストラリアのクイーンズランドに
拠点を置く問題解決型のエンジニアリング会社であるProducts 
For Industry (PFi)社は、お客様に確実性とリスクの低減を提供
する方法を発見しました。

PFi社は、ロックウェル･オートメーションのEmulate3Dを使用して、
デジタルツインを作成し、物理的に実装する前に、新規またはア
ップグレードされた工場を完全に見える化します。

ケーススタディ

工場の見える化は、 
PFi社の顧客のリスクを軽減

シミュレーションを求めるお客様が増えている中、Products for Industry (PFi)社は、 
デジタルツインの可視化によってもたらされるさまざまなメリットを発見しました。

課題
 z PFi社のお客様は、新しいプラント自動化ソリューションの
導入を希望されることがよくありますが、その際、これらのソ
リューションが機能するという確信がますます必要になって
きています。また、取締役会や最高財務責任者(CFO)に
費用を正当化するために、多額の投資に対するリスクを
最小限に抑える必要があります。

ソリューション
 z Emulate3D™デジタル･ツイン･ソフトウェアのポートフォリオ - 
ロックウェル･オートメーションのFactoryTalk® DesignSuite
に含まれる。

結果
完全な工場の見える化

 z Emulate3Dにより、PFi社はグリーンフィールドプロジェクトと
ブラウンフィールドプロジェクトの両方で、物理的に設置さ
れる前に新しいオートメーションの完全なビューを提示する
ことができます。

よりスマートなソリューション
 z Emulate3Dを使用することで、PFi社は、お客様のスペー
ス、時間、ダウンタイム、エネルギー使用量、コストを節約
するスマートなソリューションを開発することができるようにな
りました。

リスクの低減 
 z 新しいプラントの自動化は、大きな投資です。問題を事
前に特定し、ソリューションを最適化することで、PFi社のお
客様は投資に対するリスクを減らすことができます。

3次元CADモデリングと統合された自動化ソフトウェアを使用す
るEmulate3Dでは、生産工程全体を仮想的にテストすることが
でき、お客様のスペース、時間、ダウンタイム、エネルギー使用、
コストを節約するためにソリューションを最適化するのに役立ちま
す。

PFi社のマネージングディレクターであるギャビン･ダンウッディ氏は
次のように述べています。「私たちのソリューションがどの程度うまく
機能するか、どの程度のROIを達成できそうか、そして私たちが業
界のベストプラクティスを満たしていることを正確に示すことができ
れば、本当の意味で競争上の優位に立つことができます。私た
ちは、入札の際にEmulate3Dソフトウェアを使用して、売り込み
の一環として、当社の機械を使用したお客様のオペレーションを
可視化しています。」

「Emulate3Dをプロセスに組み込んで以来、お客様が購入前に
製品の動作を確認できるため、勝率が向上しました。確かに初
期費用はかかりますが、その製品が必要とされる結果をもたらす
こと、そして多くの場合、その結果の向上が得られるために、割
増料金を支払うことをいとわないのです」と、ダンウッディ氏は付け
加えました。

PFi社は、産業界にサービスを提供する地元密着型の企業で
す。同社は、マシンオートメーション製品、システム、ソリューション
で製造メーカをサポートするために、社内の能力をフルに発揮し
ています。

新しい工場やオートメーションの改修には、PFi社はロックウェル･
オートメーションのEmulate3Dを使用して、新しい工場がどのよう
に稼働するかを細部に至るまで正確に示しています。

「ソフトウェアに盛り込むことができるディテールがすごいんです。例
えば、冷凍食品を扱っている場合、溶けることで結露が発生し、
段ボール容器の形状が歪み、コンベアでの移動に影響を与える
ことをシミュレートすることができます。Emulate3Dを使えば、この
ようなことをリアルにシミュレーションすることができます。そして、製
品の完全性と効率的な配送を確保するために、お客様に別の
種類のパッケージを選択するよう奨めることができます。また、当
社のエンジニアが、機械やその他の操作変数を微調整して生産
量や稼働率を向上させることができると確信した場合も同様で
す」と、ダンウッディ氏は語ります。

https://www.pfi.com.au/
https://www.pfi.com.au/
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/emulate.html
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ソフトウェアがビジネスの成長を促進
お客様への付加価値として、または入札を獲得するためのツール
としてEmulate3Dを使用するだけでなく、PFi社は自身のビジネス
の成長を助けるためにもEmulate3Dを使用しています。わずか7
年前には、PFi社の従業員は26人でしたが、現在では250人以
上になっています。

ダンウッディ氏は、同社の力強い成長の鍵は、評判管理とスタッ
フの定着にあると話しています。「Emulate3Dによって、ソリューシ
ョンを提供する前にテストを行なうことが可能になりました。つま
り、私たちは常に、動作が証明された高品質のソリューションだけ
を提供しており、これは、業界で優れた評判を維持していること
を意味します。」

BECAは、産業界で広く利用されているエンジニアリングとプロフェ
ッショナルサービスのコンサルタント会社であり、彼らは自動化ソリ
ューションを必要とする個々のプロジェクトについてPFi社と契約を
結んでいます。タイソン氏は、PFi社のような企業は、リスクと、ソリ
ューションがいかに「現実に忠実か」に基づいて選択されるべきで
あると考えています。「Emulate3Dはお客様のリスクを低減し、シ
ステム能力を証明することで、PFi社が仕事を獲得するのに大きく
貢献します」と、彼は付け加えました。

可視化の利点
Emulate3Dのユーザは、デジタルでのマシンの試作によって、ソリ
ューションの市場投入までの時間を短縮し、業務の生産性を最
適化することができます。

PFi社のマネージングディレクターであるギャビン･ダンウッディ氏(右)とシニア･オート
メーション･エンジニアであるジョン･ワトソン氏(左)、 
クイーンズランド州ダーラにある11,000平方メートルの施設にて

Emulate3Dにより、PFi社ではお客様のプラントとオートメーション機器を正確に可
視化し、実環境に近い物理的な操作でシミュレーションを行なうことができます。

PFi社はEmulate3Dを使用して機械やその他の操作変数を調整し、生産量や
稼働率を向上させています。そして、彼らの顧客はいつも、彼らが成果を上げると
喜んでいます。

「さらに、私は常々、スタッフはあらゆるビジネスの中心であり、ス
タッフの定着はビジネスの成長に不可欠であると考えています。
特にエンジニアリングとオートメーションのスタッフは、最新のツール
を使って仕事をしたいと思っています。ですから、Emulate3Dに投
資することは、スタッフを維持するための投資なのです」と、彼は
述べています。

BECAのパッケージングとマテリアルハンドリング担当シニアアソシエ
イトであるグレイ･タイソン氏は、入札プロセスにEmulate3Dを使
うことの付加価値を発見しました。「入札プロセスでEmulate3D
を使用することで、提供されるソリューションが明確に可視化さ
れ、エンドユーザに最適化されたソリューションを提示する前に、
ボトルネックを検証して排除することができました」と、タイソン氏
は語ります。

ロックウェル･オートメーションのアカウントマネージャであるキーガ
ン･フーリハンは次のように述べています。「さらに、バーチャルな試
運転も可能で、パンデミック時のアクセス制限を回避するのに役
立ちましたし、試運転のためにチーム全員が現地に出向くのにか
かる交通費も節約できました。」

Emulate3Dを使用するメリットにはさらに以下のものがあります。
 z 省スペース – このソフトウェアにより、エンジニアは最適なプラン
トレイアウトを見つけ、複数のオプションをテストしてから、最適
なソリューションに決定することができます。

 z ダウンタイムと初期トラブルの削減 – 最適なプラントレイアウ
トを作成し、すべてのシナリオをテストすることで、新しいテクノ
ロジを初めて導入する際によくある運用上の問題や初期トラ
ブルを経験する機会を減らすことができます。

 z 省エネルギー – すべての機器のデータを測定することで、プラ
ント全体の最も効率的な運用方法を決定し、結果として電
力を節約することができます。

 z 安全と規格への準拠 – このソフトウェアは、エンジニアが最初
からすべての関連する安全と業界規格に準拠したソリューショ
ンを設計するのに役立ちます。

 z リスクの低減 – 設置前にプラント全体のオペレーションを正確
にテストできることは、試運転後にエラーや問題が発生するリ
スクを大幅に低減することを意味します。

 z スループットと効率の最大化 – 自動化ソリューションは、ほぼ
無限の構成で設置できるため、可視化ソフトウェアを使用す
ることで、エンジニアは、どの構成が最もスループットが高く、最
も効率の良いオペレーション全体を実現し、最高のROIをもた
らすかを判断することができます。

「オーストラリアの製造業は成長を続けており、この上昇気流を
維持するために、製造メーカは品質、信頼性、再現性、トレー
サビリティを提供できるようにする必要があります。Emulate3D
は、これらの品質を達成するために役立っており、私たちの顧客
サービスに付加価値を与えています」と、ダンウッディ氏は結論付
けています。
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ビルとスージー･ミレンカンプ夫妻にとって、農業ビジネ
スの成功は、最適な動物ケア、清潔さ、厳格なプロトコル、スタ
ッフトレーニング、そしてテクノロジへの情熱の上に築かれたもので
す。1990年代半ばに子牛の牧場としてスタートした同社は、牧
場、農場、肥育場、子牛の飼育、そしてアイダホ･ジャージー･ガー
ルズ･デイリー社を含む垂直統合型のビジネスへと成長しました。

「アイダホ州ジェロームでは常時約36,000頭の子牛が、アイダホ･
ジャージー･ガールズ･デイリー社では約30,000頭の牛を搾乳して
います」と、ミレンカンプキャトル社のオペレーションマネージャであ
るマーク･ハリソン氏は語ります。

祖父の代から続く搾乳場ではない
2015年にミルクバーン#1が完成し、搾乳作業が急増したため、ミ
レンカンプ家は地元のシステムインテグレータであるAutomation 
We r x社にネットワーク、通信、技術サポートを依頼しまし
た。Automation Werx社は、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PartnerNetwork™の一員です。

ミルクバーン#1には、約15,000頭の牛からミルクを採取するために
設計された106ストールのロータリパーラーが2基あります。各パー
ラーには3台のロボットがあり、搾乳前の消毒、乳房の刺激、搾
乳後の乳頭の消毒を行ないます。また、搾乳作業には、換気、
ポンプ、冷却、CIP (定置洗浄)システム、タンクローリーへの牛乳
の積み下ろしのためのソリューションも含まれています。

ケーススタディ

酪農場は効率性と持続可能性を 
再定義

アイダホ･ジャージー･ガールズ･デイリー社はシステムインテグレータであるAutomation Werx社と
PlantPAx DCSのおかげで、搾乳作業の統合というビジョンを現実のものにしました。

課題
 z 3万頭の酪農家における複雑な搾乳作業の運用と保守
を最適化する。

ソリューション
 z PlantPAx分散制御システム(DCS)
 z Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ
 z PowerFlex® ACドライブ
 z Stratix®イーサネット管理型スイッチ
 z FactoryTalk® View Supervisory Edition (SE)

結果
 z 集中監視および制御を実現
 z 一貫したインターフェイスにより、運用･保守を簡易化
 z トラブルシューティングとダウンタイムを削減
 z CIPシステムのサイクルタイムが30分短縮

https://millenkamp.com/idaho-jersey-girls-dairy/
https://millenkamp.com/idaho-jersey-girls-dairy/
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork.html
http://www.automationwerx.com/
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ハリソン氏は次のように述べています。 「自
動化に向けて動き出したとき、 すべの機器を
管理するために 10種類の制御システムを学
ばなければならないと思っていました。 しか
し、 新しいシステムでは、 中央からすべてを
監視することができ、どこでダウンタイムが発
生したかを正確に把握することができます。」

ケーススタディ

Automation Werx社の共同経営者であるトレバー･ステフラー
氏は次のように述べています。「第1牛舎には、スタンドアロンでサ
ードパーティ製の機器がたくさんありました。私たちの目標は、酪
農家チームが集中的に機器を監視できるような統合システムを
提供することでした。」

目標を達成するため、Automation Werx社は、ロックウェル･オー
トメーションのFactoryTalk® View Supervisory Edition (SE) HMI
ソフトウェアを採用したネットワーク対応の監視制御およびデータ
収集(SCADA)ソリューションを提供しました。

5年後、この酪農家が搾乳量を2倍以上に増やす計画を立てた
とき、彼らは再びAutomation Werx社にそのソリューションを求め
ました。

バラバラの設備に統一されたソリューション
アイダホ･ジャージー･ガールズ･デイリー社は、ミルクバーン#2に
106ストールのロータリパーラー4台と、関連するロボットや補助シ
ステムを導入しました。Automation Werx社は、複数のベンダー
と協力し、サードパーティの制御をロックウェル･オートメーションの
統一プラットフォームで置き換える最新鋭のシステムを提供する
よう依頼されました。ダウンタイムを最小限に抑えることが、このプ
ロジェクトの重要な目標でした。

ハリソン氏は次のように述べています。「1日22時間搾乳し、機
器の消毒のために1時間休んでいます。さらに、牛は習慣の生き
物なので、一貫した搾乳スケジュールが必要です。ダウンタイムは
許されないのです。」

Automation Werx社は、PlantPAx®分散制御システム(DCS)上
に構築された統合ソリューションを設計しました。このソリューショ
ンは、Allen-Bradley®のプログラマブルコントローラ、PowerFlex® 
ACドライブ、S t r a t i x ®イーサネット管理型スイッチ、および
FactoryTalk View SEを備えています。

Automation Werx社の共同経営者であるノック･ライシェルト氏
は次のように述べています。「システムのさまざまなポイントで、複
数レベルの冗長性を追加しました。例えば、各カルーセルに必要
なドライブは5台だけですが、7台のドライブを使用しているので、
ドライブのメンテナンスのために中断することはありません。」

最も重要なことは、PlantPAx DCSがデータ、分析、洞察を分かり
やすいダッシュボードで提供し、作業者がアラームログや予期せぬ
ダウンタイムイベントなどの異常事態に迅速に対応することを可
能にすることです。

持続可能性の維持
Automation Werx社は、制御システムの機能を酪農場のサステ
ナビリティ(持続可能性)の目標に合わせました。

ハリソン氏は次のように述べています。「私たちは、14,000エーカ
ー以上の土地を飼料用に耕作し、すべての糞尿を堆肥化して
います。そして、おそらく見たこともないようなきれいな酪農場で
す。私たちはそのことに大きな誇りを持っています。」

アイダホ･ジャージー･ガールズ･デイリー社は、機器の洗浄や消
毒に使用する化学薬品の削減にも力を入れています。化学薬
品は環境に影響を与え、また、酪農場にとって最大のコストとな
ります。Automation Werx社のソリューションは、乳房衛生や牛
のフットバスからCIPシステムまで、すべての化学薬品のバッチを管
理します。

ライシェルト氏は次のように説明します。「CIPシステムには、洗浄
液中の化学物質のレベルを測定するための導電率センサが搭
載されています。化学薬品を節約するために、システムは最初の
バッチの最終リンスを回収し、次のバッチの最初の洗浄に再利用
しています。」

冷却装置で使用された水も回収され、床洗浄やその他の清掃
作業に再利用されています。

成功の積み重ね
この酪農場では、CIP洗浄液の回収により、従来の牛舎と比較
して化学薬品の使用量が50%以上削減されたと推定していま
す。また、バッチ溶液は水と薬品の温度を一定に保つため、CIP
サイクルの時間が約30分短縮されました。

「トラブルシューティングの時間がどれだけ短縮されたか? 数字では
表せないほどです」と、ハリソン氏は語ります。

Automation Werx社は、アイダホ･ジャージー･ガールズ･デイリー
社との仕事を続け、この事業のビジョンに沿った将来の強化に期
待しています。

ステフラー氏は次のように述べています。「私たちの目標は、第
一牛舎をPlantPAxシステムに移行することです。最終的には、
両方の牛舎を統合したシステムを構築し、すべてを一元的に制
御･監視する予定です。」

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/operationsuite/view/factorytalk-view-site-edition.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/process-solutions/process-systems/plantpax-distributed-control-system.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/network-security-and-infrastructure/ethernet-networks/stratix-5400-industrial.html


ASIA PACIFIC         13

デジタル環境において、人々がよりスマートに、より速
く、より良く働くにはどうしたらよいでしょうか。

デジタルエンジニアリングは、オール･オア･ナッシングの戦略ではあ
りません。現在、従業員が使用しているツールを置き換える必要
はありません。設計者、生産マネージャ、技術者などの働き方を
改善するために、これらのツールをデジタルに拡張するのです。

ビジネスを見直し、デジタルのアプローチでより賢く、より速く、より
良いものができる場所を特定すればいいのです。ここでは、デジタ
ル技術を活用することでビジネスを改善できる5つの主要な分野
を紹介します。
1.  設計とプロトタイプ制作
2. 立上げ
3. オペレータのトレーニング
4. 生産
5. メンテナンス

設計およびプロトタイプ制作
機械設計をデジタルで構築し、テストし、証明することができれ
ば、鉛筆がまだ紙の上にある間に、ビジネスで可能なことを変え
ることができるのです。

仮想環境での設計とプロトタイプ制作が役に立ちます。
z 機械の市場投入を早める。
z 設計リスクの低減
z より高性能で、よりカスタマイズされたマシンを作る。

シミュレーションソフトウェアを使えば、製造メーカは3D CADモデル
に物理現象を適用して、生命を吹き込むことができます。シミュ
レーションソフトを使えば、3次元CADモデルに物理現象を適用
して、実際に動かすことができ、人や他の機械とどのように相互
作用するかを見ることができます。

さらに、モデルを仮想現実(VR)環境に取り込み、工場のフロアか
ら観察することも可能です。もし、構築する前に、HMIの前に立
つことができたらどうでしょうか? 設計が確定する前にシステムを操
作できれば、どれだけの時間を節約できるか、想像してみてくださ
い。

部品を購入し、何日もかけて新しいプロトタイプを作るのでは
なく、数回のクリックでデジタル設計に変更を加えることができま
す。FactoryTalk® Logix Echoなどのソリューションを使用して、プ
ログラマブル･ロジック･コントローラをエミュレートすることも可能で
す。新しいワークフローを備えたエミュレーションソフトウェアにより、
製造メーカは設計からテストまで瞬時に移行し、エンジニアリング
の労力を大幅に削減することができます。

また、機械の市場投入を早めるのに役立つのは、デジタルツイン
だけではありません。再利用可能なコードにより、製造メーカはゼ
ロから設計をやり直すことなく、既存の機械の成功事例を基にし
た開発を行うことができます。

技術に関する記事

デジタル空間における仕事の再定義
制御のプログラミングを超える発想。シミュレーションソフトウェアの
台頭により、ほとんどすべてのものをデジタルでモデル化できるよう
になりました。例えば、タービンやポンプステーションの動作モデル
を作成する場合、Studio 5000® Simulation Interfaceは、そのモ
デルを実行中のLogixコードに直接接続することができます。シミ
ュレーション主導のタグ値でプログラムを実行することで、プログラ
ムが実世界で直面する状況を再現することができます。

立上げ
機械を現場に持ち込んで制御テストを行なうのを待つのは、災
難と隣り合わせです。機械と制御システムが整合しているかどう
かは、立ち上げの期限が迫っているお客様のそばで確認するまで
は分かりません。その結果、機械の動作が期待以下であったり、
仕様に合っていないことが判明するかもしれません。そして、この
ような問題を土壇場で修正することは、コストがかかり、立上げ
の期限を超えてしまうことにつながり、場合によっては人間関係も
ぎくしゃくしてしまうかもしれません。

仮想試運転は、このような問題に終止符を打つのに役立ちま
す。機械設計と制御システムの実際のオペレーションロジックのダ
イナミックなデジタルツインを作成することで、設計段階の早い段
階で、つまり、お客様の工場に機械を据え付けるずっと前に、問
題を発見することができます。また、機械と制御装置の動作を、
リソースが投入される前に徹底的に検証し、実証することができ
ます。

オペレータのトレーニング
トレーニングは、機械とオペレータが一緒に現場に来てからでない
とできないわけではありません。

バーチャルトレーニングでは、機械が到着する前に、デジタルツイ
ンを使って作業者をトレーニングすることができます。VRヘッドセッ
トを装着するか、スクリーンに向かって作業することで、作業者は
安全で没入感のある仮想環境の中でスキルと能力を身につける
ことができます。バーチャルトレーニングの最大のメリットは、自由
度の高さでしょう。

研修会場に社員を送り込んだり、機器が利用可能になるのを
待つ必要はありません。必要な人に、必要な時に、必要な場所
で、トレーニングを提供することができます。

バーチャルトレーニングには、現実のトレーニングのような制約が
ありません。理想的なオペレーションで生産を維持するための方
法を学ぶことができます。また、物理的に再現できないような障
害や極限状態をシミュレートして、テストすることができます。これ
により、生産現場での同様の事故への対応に備えることができ、
最終的にダウンタイムを低減することができます。

バーチャルトレーニングでは、作業者は生産に支障をきたすことを
心配することなく、自由にミスをすることができます。もし、オペレー
タが何か間違いをした場合、その行動を記録し、修正することが
できます。また、本番の生産に入る前に、トレーニングで自分の
能力を証明するよう求めることもできます。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/logix-echo.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000/simulation-interface.html
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オペレーション
生産が開始されると、デジタルツインはプロセス、機械、制御を
模倣し、工場の担当者がオペレーションについて学び、変更を試
すのに役立ちます。そして、増え続けるデジタル情報の糸は、生
産をどのように改善できるかという洞察を明らかにすることができま
す。

あらゆる種類のオペレーションが、新たな高みに到達することがで
きるのです。

 z 生産における継続的な改善と、デジタルスレッドからの知見を
利用した臨機応変な調整

 z 製品ミックスと数量を最適化するために、ラインの立上げ、生
産スケジューリング、シーケンシングを試行する。

 z 品質、信頼性、スループットを向上させるための機械構成の
実験

 z プロセスの異常を検出し、品質への影響やスクラップ、ダウンタ
イムが発生する前に運用上の問題を発見する。

 z 新製品や新しい機械のテスト運転により、スループットを最適
化し、下流のボトルネックなどの問題を回避する。

 z 鉱山などの大規模なオペレーションを仮想的に再現し、物理
的にオペレーションを横断するのではなく、機器の問題を見た
り聞いたりすることができる。

 z 仮想センサを作成し、高価な測定器や手動での測定が必
要な値を推定することができる。

メンテナンス
メンテナンスチームは、デジタルシミュレーションとリアルタイム(また
は予測的な)洞察を使用して、これまでにないダウンタイムに対処
することができます。

デジタルスレッドを流れるデータは、問題が発生したときに技術者
がそれを検知し、ダウンタイムを防止または最小化するのに役立
ちます。これには、メンテナンスが必要なときに技術者に知らせる
ことができる制御システム機器からの健全性データおよび診断デ
ータが含まれます。しかし、これにはネットワークデータも含まれま
す。例えば、スイッチレベルのアラームは、今日、稼働率にとって
同様に重要です。

理想的な世界では、メンテナンスチームはダウンタイムの発生を
予測できるため、対応する必要がありません。これは、予測分析
の利用により、ますます可能になってきています。これらの分析で
は、機械学習と人工知能(AI)を使用してオペレーションを学習
し、機械の問題を早期に特定し、技術者にその問題を警告しま
す。そして、技術者は計画的なダウンタイム中にメンテナンスのス
ケジュールを立てることができます。

デジタルツインは，いくつかの重要な方法でMTTRを向上させる
ことができます。まず、バーチャルトレーニングにより、技術者はダ
ウンタイムの問題が発生したときにトラブルシューティングを行なう
のではなく、事前に準備しておくことができます。また、問題が発
生した場合、技術者は拡張現実(AR)技術を使用して、デジタ
ル診断や作業指示を物理的な機械に重ね、問題を迅速に診
断･解決することができます。



  ASIA PACIFIC         15

アプリケーション記事

ライフサイエンス企業におけるデジタル･トラン
スフォーメーション･アーキテクチャの設計方法
統合システムはデジタルトランスフォーメーションの基礎

です。

ライフサイエンスメーカが、世界中の施設で何千もの機器から生
成されるデータから意味のある知見を得るには、新しい情報戦
略を採用する必要があります。設備がデジタルサイロで運用さ
れ、不十分な統合システムを利用している場合、企業全体の
可視性を確立することはほぼ不可能です。デジタルトランスフォー
メーションの価値を実現するために必要な接続性と制御を提供
するのは、産業界向けに構築されたインテリジェントなアーキテク
チャだけです。

インテリジェントなアーキテクチャは、システムによって実行され、対
処されるプロセスにインテリジェンスを組み込むことで、制御を確
立し、変動性を低減します。知識主導のオペレーションは、生産
を制御する資産とプロセス間のシームレスな相互接続に依存し
ています。制御システムがプロセスの逸脱を予測した場合、最適
な状態を維持するための行動を取るよう、オペレーションを積極
的に誘導することができます。

インテリジェントなアーキテクチャを設計する場合、重要なのは双
方向のシームレスなデータフローです。生産を管理するシステム
は、生産管理の監視と影響の両方を行なうことができなければ
なりません。しかし、生産環境は複雑であり、生産計画は情報
や制御と同様に成功に不可欠です。真のデジタルトランスフォー
メーションには、ショップフロアからトップフロアまでのすべてのシステ
ムが、相互接続されたアーキテクチャによって統合されていること
が必要です。

汎用の接続性
すべてのデジタルトランスフォーメーションの実現は、接続から始ま
ります。汎用の接続は、機械、設備、人など、オペレーションによ
って生成された情報を上位のシステムで利用できるようにするも
のです。データの集約と統合のためのシングルポイントは、その後
のすべてのデジタルトランスフォーメーションのイニシアチブの基礎
を築くものです。

OT (制御技術)機器やシステムへのコネクションを確立することで、 
再検証を必要とすることはありません。読取り専用接続により、
ライフサイエンスメーカは、制御システムを変更することなく、豊富
なOTデータへの可視性を得ることができます。これにより、パフォ
ーマンスに関する有意義な洞察が得られ、将来のプロセス改善
のための実用的な洞察を促進します。

製造オペレーション管理(MOM)
生産管理システムと情報管理システムは、デジタルトランスフォ
ーメーションにおける心臓部です。これらのシステムは、現在の稼
働状況を監視し、強制力のあるワークフローを管理して、最適な
スループットを維持し、品質基準を上回る性能を発揮します。オ
ペレーション管理システムからの情報をこのレイヤに統合すること
で、製造業者は制御や情報だけでは実現できない、より高いレ
ベルの一貫性を手に入れることができます。

また、これらのシステムは、継続的な改善とエラー防止に向けた
取り組みも促進します。統合された情報活用戦略は、データに
重要な生産背景を追加し、機械や製品レベルの背景を把握す
ることで、将来の分析プロジェクトをより充実したものにします。

❶
汎用のコネクティビティでリアル
タイムの可視性を確立する 

❷
MESとスケーラブルな分析で
制御管理(OT)を最適化する

❸
統合システムのシステムで
企業の最適化を推進する
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企業統合
より広範な企業への統合により、設備は市場のニーズに適応
することができます。ERP (エンタープライズ･リソース･プランニング)
のような企業システムは、製造オペレーション管理(MOM)のよう
な生産管理システムに貴重な生産計画コンテキストを提供しま
す。これにより、お客様からの注文に基づいた自律的な生産計
画と実行が可能になります。

メンテナンス
複雑化する機器やメンテナンス手順に対応することは、どのエ
ンジニアにとっても、特に新人のエンジニアにとっては難しいことで
す。しかし、エンジニアが予測的な洞察とデジタル作業指示の視
覚化にアクセスできるようになると、初回修正率が向上し、解決
までの時間が短縮されます。さらに、強制力のあるワークフローと
自動化された記録管理により、機械のキャリブレーションとクリー
ニングの手順が予定通りに完了することを確認できます。

品質保証
デジタル記録は、コンプライアンスを合理化し、レビュープロセスを
簡素化することでバッチリリースを加速させます。電子バッチ記録
は、人の介在を必要とせず、生産を通じて重要な品質およびコ
ンプライアンス情報を自動的に取得します。これにより、正確なデ
ータに即座にアクセスでき、例外のみを対象としたリアルタイムで
のレビューが可能になります。品質保証チームは、バッチが完了
するまで品質レビューを待つ必要はもうありません。

生産計画
グローバルなサプライチェーンを管理し、混乱に対応することは、
生産計画の新常識です。エンド･ツー･エンドのサプライチェーン
統合により、原材料の在庫、賞味期限、仕掛かり品、お客様の
需要などを企業全体で完全に可視化することができます。これら
の洞察により、生産計画担当者は、運用コストを最小限に抑え
ながら、市場のニーズを満たすために動的に生産スケジュールを
組むことができます。

IT/OT管理
生産システムとITシステムの統合が進み、責任が分担されるよう
になると、IT/OTコンバージェンスの合理化が重要になります。ITと
OTの相互運用が可能なシステムは、新しいアプリケーションをア
ーキテクチャに統合するためのプロセスを簡素化し、大幅に短縮
することができます。また、ポイントソリューションや主要なプラットフ
ォームでは、安定性やサポートにばらつきがありますが、IT管理者
は、デジタルトランスフォーメーションのアーキテクチャが長寿と認め
られた安定性を提供するプラットフォーム上に構築されていること
を知っていれば、安心できます。

インテリジェントなアーキテクチャの上に構築された全社的な変革
戦略に投資する企業は、市場の変化に適応し、明日のチャンス
をいかすための最適な環境を整えることができるのです。統合さ
れたテクノロジは、どのような状況でもリアルタイムで意思決定を
行ない、オペレーションを最適化するために必要な情報へのアク
セスを提供します。

ライフサイエンス企業は、 インテリジェントな
サイロ化された設備を超えて、 インテリジェ
ントな設備ネットワークの構築を開始する必
要があります。 これにより、 企業レベルの生
産を可視化し、 ネットワーク全体でダイナミ
ックなスケジューリングを可能にし、 市場投
入までの時間を短縮し在庫コストを削減す
ることができます。
オペレーショナルインテリジェンス
オペレーショナルインテリジェンスは、デジタルトランスフォーメーシ
ョンのバックボーンです。産業分析は、運用データを実用的な知
見に変換し、変革的な能力を実現します。相互接続されたアー
キテクチャにより、分析モデルはエッジからクラウドまでどこにでも導
入でき、意味のある知見を発見し、適切なアクションを処方しま
す。これらの処方的な洞察は、現状に対する変化の影響を常に
モデル化し、最適なアクションを特定することで、プロセスの最適
化を推進します。

知識主導型のオペレーション
分析は、知見が適切な人やシステムに適切なタイミングに渡され
て初めて価値を発揮します。優れた設計のインテリジェントなアー
キテクチャに内在する双方向のデータフローは、資産や設備レベ
ルでの情報主導の生産管理を可能にします。自律的なシステ
ムは、生産プロセスからヒューマンエラーを排除し、より一貫性の
ある結果を提供します。しかし、知識駆動のオペレーションから恩
恵を受けるのはシステムだけではありません。統合されたARソリュ
ーションで武装したオペレータは、リアルタイムのアラートと、より多
くの情報に基づいた意思決定と効率的な生産につながる処方
的な知見を受取ることができます。

施設全体における従業員体験の向上
エンジニアリング設計
既存ラインへの変更を検証しても、結果として生産に寄与する
価値に自信が持てなければ、投資に見合わない可能性がありま
す。運用とデジタルツインのシミュレーションからの豊富なデータへ
のアクセスにより、エンジニアは、組織が物理的な世界に変更を
加える前に、プロセス改善の影響を調査し、検証する機能を備
えています。この機能により、エンジニアは品質とスループットの改
善を確認することができ、再検証プロセスのリスクを軽減すること
ができます。

オペレーション
リアルタイムの生産データと分析的な洞察に1枚のガラスパネル
でアクセスできるようになるので、従業員はオペレーションを推測
で済ませることがなくなります。役割ベースのダッシュボードビュー
と手引きとなるガイダンスにより、コネクテッドワーカーは生産上の
問題を特定し、損失が発生する前に防止することができます。ま
た、ARで可視化されたデジタル作業指示は、現場でのオンデマ
ンド、ハンズフリーガイダンスを実現し、プロセスエラーを減らし、問
題解決を加速させることができます。
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ロックウェル･オートメーションは新しい
GuardShieldセーフティ･ライト･カーテンで
人と生産性を保護

ロックウェル･オートメーションの新しいAllen-Bradleyの
450Lペリメータ･アクセス･コントロール(PAC) GuardShieldセーフ
ティ･ライト･カーテンを使用すると、生産担当者が安全かつ効率
的に作業できます。リスクアセスメントの対象となるライトカーテン
は、ハードガードやゲートを不要とし、危険な領域への頻繁で容
易かつ安全なアクセスを可能にします。

全身を検出するように設計されたPACライトカーテンは、通常、オ
ペレータが怪我をするリスクが中程度から高いエリアの周辺や機
械の出入り口の前に設置されます。ライトカーテンは、保護エリア
内の人や物の存在を検出することで、人員や機器の保護に役
立ちます。

従来の送受信ユニットに基づいたセーフティ･ライト･カーテンとは
異なり、450L GuardShieldセーフティ･ライト･カーテンは、各トラ
ンシーバをプラグイン式モジュール経由で送信機または受信機と
して使用できる特許取得済みの技術を備えています。このシング
ルスティック構造は、予備在庫の必要性を大幅に削減し、将来
的に運用要件が変更された場合でも、簡単かつ経済的なアップ
グレードパスを提供します。その他にも、ライトカーテンはさまざま
なアプリケーションに対応する多用途な保護ソリューションです。

 z 内蔵のレーザ･アライメント･システム、プラグインDIPスイッチ、
統合ミューティングオプションにより、設置や構成が容易になり
ます。

 z カスケードプラグインにより、セーフティ･ライト･カーテンを連続
的に接続することができます。

 z シングルビームから4ビームまでのオプションと、150mmから
1050mmまでの保護長さにより、幅広い保護高さに対応しま
す。

 z 多様な取付けオプションにより、取付けが簡単になり、コンパク
トな設計により、マシンの設置面積への影響を最小限に抑え
ることができます。

450Lセーフティ･ライト･カーテンは、TÜV認定のPLe、タイプ4 IEC 
61496-1/-2、ISO 13849-1とIEC 62061規格によるSIL CL3の認
定を受けています。

グローバルな用途に対応したコスト効率の
高い光電センサの新製品を発表

新しいAllen-Bradleyの42EA RightSight S18と42JA 
VisiSight M20A光電センサは、経済的で適用が容易な検知ソ
リューションで、幅広い検知モード、取付けオプション、独自の機
能を備えており、グローバルなオペレーションに最適なソリューショ
ンとなっています。すべてのモデルには、位置合わせを容易にする
可視赤色光源があり、複数の接続オプションと明暗操作用の調
整ノブにより、設置、設定、メンテナンスが容易です。

両製品は、マテリアルハンドリング、包装、組立などの用途に最
適です。また、これらの製品ラインは、ライフサイエンス、製薬、食
品飲料、家庭用品、およびパーソナルケアなどの業界の小型化
ニーズにも対応しています。

42EA RightSight S18センサのラインは、大型ソリューション
の性能をより小型で適応性の高いパッケージで提供し、サ
イズと形状が重要な場所で優れた検出能力を発揮しま
す。42JA VisiSight M20Aは、密封されたコンパクトな空洞
のないハウジングで、フルレンジの検出モードを提供し、埃
やゴミを最小限に抑え、センサのクリーニングを容易にしま
す。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/safety-products/safety-presence-sensors/light-curtains/pac-safety-light-curtains/450l-pac-guardshield.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/sensors-and-switches/presence-sensors/photoelectric-sensors/general-purpose-photoelectric-sensors/42ef-rightsight.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/sensors-and-switches/presence-sensors/photoelectric-sensors/miniature-photoelectric-sensors/visisight.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/sensors-and-switches/presence-sensors/photoelectric-sensors/miniature-photoelectric-sensors/visisight.html
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工場フロアでの信号伝達を改善する新しい
産業用信号灯を発表

ロックウェル･オートメーションの新しいBulletin 855R産
業用信号灯は、産業用オペレータが工場フロアの作業員に警
告やステータス表示を行なう方法を改善します。

110mmの産業用丸型信号灯のファミリーは、他の信号灯ライ
ンと比べて性能が向上しており、より幅広い信号伝達のニーズを
満たすことができます。

1つのBulletin 855R信号灯は音声と視覚の両方で表示できる
ため、重要な機械や装置の状態が警告されたときに工場フロア
の混乱を防ぐのに役立ちます。また、複数のライトパターンオプシ
ョンと複数の取付けオプションにより、この信号灯をさまざまな信
号伝達アプリケーションに使用できます。

Bulletin 855R製品ラインでは、メンテナンス不要のLEDテクノロジ
を使用しているため、オペレータはメンテナンスコストを削減できま
す。また、1つの信号灯ファミリーを使用して最大3種類のマシンま
たは装置の状態を通知することで、在庫コストを削減できます。

855R信号灯ファミリーのその他の新機能は、オペレータの投資効
果を高めるために役立ちます。
z 最大15個のユニークなDIPスイッチ選択可能なライトパターン
を7つのグループに分けて提供する機能

z マルチカラー機能: 1つのデバイスで最大7色のカラーを生成す
ることが可能

z 2つのプロファイルオプション: 従来の信号用の「ハイレンズ」と、
スペースが限られた場所への設置に適した「コンパクトレンズ」

z 高照度環境や屋外用途でコントラストを最大化する高輝度
機能

z すべてのLED信号灯モジュールと互換性があり、32トーンのテ
ーブルから最大3種類の音声出力を生成できる可聴マウント
ベース

すべての855Rデバイスは、DC24V、AC120V、またはAC240Vの
グローバル定格で提供されます。855R製品ファミリーは、グローバ
ルアプリケーション向けにcULus、CE、KCC、RCM、UKCA、モロッ
コの要件を満たしていることが認定されています。IP66/67および
ULタイプ4/4X/13の高い耐環境性能により、この製品ファミリーは
屋内または屋外の産業用信号伝達アプリケーションに適してい
ます。

855R信号灯の製品ラインアップは、現在、個別の部品として、ま
たは柔軟性を最大化するために組立済みの信号灯として入手
可能です。

ロックウェル･オートメーションはドラゴス社と
の提携により制御技術(OT)のインシデントレ
スポンス対応力を強化

広範な設計オプションにより、機械メーカはASEM™ 
6300モニタをカスタマイズして多様なアプリケーションのニーズを満
たすことができます。

インシデント･レスポンス･リテーナー･プログラムは、産業界の組織
が制御技術(OT)環境におけるサイバーインシデントに備え、対応
し、回復することを支援します。

クラス最高のインシデント･レスポンス･リテーナー･プログラムには、
以下のものが含まれています。
z ドラゴス社の専属の統合制御システム(ICS)インシデントレスポ
ンダ

z ロックウェル･オートメーションの信頼できるローカル･フィールド･
サービス･エンジニアとグローバル･ネットワーク･サービス･リソー
ス

z ロックウェル･オートメーションのプロジェクト管理による調整、直
接的なコラボレーションとリソースの割当て

インシデント･レスポンス･リテーナーで事前に計画を立てないこと
は、産業組織がOTサイバーインシデント対応で犯す最もコストの
かかるミスの1つです。この独自の3ステップのフレームワークは、通
知、評価、封じ込め、および修復、インシデント事後処理、改
善計画を通じて、組織がサイバー脅威に先手を打つことを支援
します。

また、お客様は、ロックウェル･オートメーションとドラゴス社の他の
サービスで未使用の時間を使用することができ、セキュリティ態勢
の改善と将来のインシデントリスクの最小化に役立てることができ
ます。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/push-buttons-and-signaling-devices/visual-signaling-devices/855b-round-beacons.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/push-buttons-and-signaling-devices/visual-signaling-devices/855b-round-beacons.html
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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省エネ型ドラ
イブをグローバルなモータ･コントロール･セン
タに統合

ロックウェル･オートメーションは、CENTERLINE® 2500低
圧モータ･コントロール･センタ(MCC)にPowerFlex®可変周波数ド
ライブ(VFD)をさらに2台搭載し、世界のIEC市場の産業事業者
による生産、安全、エネルギーパフォーマンスの向上を支援しま
す。

CENTERLINE MCCの製造拠点は3つの大陸にあり、工場ですぐ
に使える低圧モータ制御と電力管理システムの技術は、世界中
のIEC市場で利用できます。

ロックウェル･オートメーションは、新しい
PowerFlex®ドライブをCENTERLINE®モー
タ･コントロール･センタに統合し、リアルタイ
ムの予測分析のメリットを提供

計画外のダウンタイムによって、製造メーカは毎年何
十億ものコストが生じています。ロックウェル･オートメーションの新
しい産業用オートメーションハードウェアは、この結果を改善する
ことを目的としています。

リアルタイムの予測分析、オペレーショナルインテリジェンス、およ
び高性能モータ制御の提供は、稼働率を向上させるための重
要な要素です。CENTERLINE 2100モータ･コントロール･センタ
(MCC)は、新しいPowerFlex 755TS可変周波数ドライブで構成
されており、これらのソリューションを提供します。

CENTERLINE 2100モータ･コントロール･センタは、電源とプロセス
制御を1つの集中型パッケージで提供します。モータ制御と電源
をMCCに統合することで、製造メーカは安全、生産性、および信
頼性を向上させることができます。さらに、リモートモニタおよび制
御機能により、CENTERLINE MCCは、人員および機器を保護す
るための強化された安全機能を提供します。

要求の厳しい産業用モータ制御アプリケーション向けに設計さ
れた新しいPowerFlex 755TSドライブには、特許取得済みの
TotalFORCE®制御が搭載されています。この技術により、リアルタ
イムの予測分析が可能になります。立上げの自動化、適応制
御と高性能モータ制御により、最高のパフォーマンスで稼働し続
けることができます。

TotalFORCE®テクノロジを搭載したPowerFlex 755TLと755TRド
ライブは、CENTERLINE MCCに統合することができます。このVFD
は、リアルタイムでオペレーティングシステムのパフォーマンスデータ
を提供し、オペレータが工場の出力、稼働時間、およびエネルギ
ー節約を向上できるようにします。

z PowerFlex 755TLドライブは、アクティブ･フロント･エンド技
術により、高調波緩和と力率補正を内蔵しています。高調
波歪みの悪影響を低減することで、VFDはモータ効率を向上
させ、エネルギーコストを削減し、工場フロアでの電力分配の
問題を最小限に抑えます。

z PowerFlex 755TRドライブは、内蔵された回生機能を使っ
てエネルギーを入力電源に戻すことで、エネルギー消費量を
削減することができます。これは、抵抗ブレーキや機械ブレー
キを使用するよりもエネルギー効率が高いです。さらに、ブレー
キレジスタや冷却装置が不要になるため、配線、人件費、設
置、メンテナンスのコストを削減することができます。

PowerFlex 755TLまたは755TRドライブをCENTERLINE 2500 
MCCと統合することで、オペレータはリアルタイムの予知診断とメ
ンテナンスアラートを受信し、計画外のダウンタイムを削減するこ
とができます。さらに、IEC TR 61641:2014に準拠したアークフォル
ト抑制機能を提供するArcShield™テクノロジにより、プラント運
用の安全が保証されます。

石油&ガスから食品&飲料メーカまでをサポートする産業用オー
トメーションソリューションです。
z 稼働時間の向上
z 既存のオペレーションからの生産性の向上
z エネルギーコストとメンテナンスコストの削減
z 安全性の向上

ダウンタイムが1時間当たり数千ドルにもなる産業では、このスマ
ートテクノロジによるリアルタイムデータが安心をもたらし、わずか6
カ月でエネルギー節約によるROIを実現することができるのです。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motor-control/motor-control-centers--low-voltage/centerline-2500-iec.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motor-control/motor-control-centers--low-voltage/centerline-2500-iec.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/drives-sp013_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives/low-voltage-ac-drives/architecture-drives/20g-powerflex-755t.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-safety-solutions/electrical-safety.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motor-control/motor-control-centers--low-voltage/centerline-2100-nema.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/new/powerflex-755ts.html
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/drives-sp013_-ja-p.pdf
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2022年11月16日-17日  ·  イリノイ州シカゴ
#ROKevents

Automation Fair 2022に参加し、オペレーションの最適化と成果の達成を中心とした
イベントを体験してください。インタラクティブな展示から数百もの学習と交流の機会まで、
お客様のオペレーションを新しいレベルに引き上げることができる最新のソリューションをご体
験いただけます。また、データを活用した洞察を得るために、企業をエンド･ツー･エンドでつ
なぐことのパワーと価値を発見してください。

詳細はこちらからご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/events/in-person-events/automation-fair.html

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/events/in-person-events/automation-fair.html



