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スマートマニュファクチャリングとデジタルトランスフォーメーションが、私たち
の生産プロセスやビジネスのやり方を変えているのには理由があります。それはスマ
ートマシンとスマートシステムがより優れたビジネス成果をもたらすためです。

これには効率化、スループットの向上、起動の高速化、製品のカスタマイズ性の
向上などが含まれています。そして、すべての産業用機械メーカがこのような目標
を持っています。

本号の「Automation Today」では、単にデータを提供するだけでなく、データをよ
り良い意思決定のための洞察に変換し、複雑化する要件への柔軟な対応を可
能にするスマートマシンの構築に光を当てます。さらに、包装業界に特化した事例
や、活用すべき技術についてご紹介します。

さらに、オーストラリアの移動式穀物加工企業が、Powe r Fl e xドライブや
CompactLogixセーフティプロセッサなどのロックウェル･オートメーションのテクノロジ
を組み合わせて、穀物処理装置をアップグレードし、1時間当たり36トンの処理能
力と優れた機械制御を実現した事例もご紹介します。

先日、米国シカゴで毎年恒例の最大イベントであるAutomation Fairを開催し、
多くのお客様やパートナ様に直接お会いすることができ、大変うれしく思っていま
す。ショーケースに参加された方には感謝を申し上げます。企業全体をより良くつ
なぐための貴重な知見や新鮮なアイデアを得ることができたのではないでしょうか。
本号では、イベントからの最新ニュースや発表、クラウドベースのソフトウェアソリュー
ションであるFactoryTalk Design Hubスイートを含む新製品の発売に関する情報
を掲載しています。

製造業の進化と未来へのビジョンについてもっと知りたいという方は、バーチャル･オ
ンデマンド･セッションもご用意しています。こちらもぜひご覧ください。

最後になりましたが、2023年が皆様にとって幸せで豊かな1年となりますようお祈り
申し上げます。

Automation Today Asia Paci� 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
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PARTNERNETWORKについて

ロックウェル･オートメーションの
PartnerNetwork™とは

製造業の将来にとって、デジタルトランスフォーメーションやIT/OTテクノロジの継続
的な最適化は極めて重要です。産業界では、国際競争、サプライチェーン、セキュリティ、お
よび労働力不足など複雑な問題が増え重荷になっています。お客様は、成功し続けるため
の信頼できるパートナを探しています。さらに、現在と今後の課題への取り組みに役立つ試
験済みのソリューションと、専門知識を持つ強力なパートナのエコシステムを必要としていま
す。

ロックウェル･オートメーションのPartnerNetworkTMはこうした課題に対応するために、市場でト
ップレベルのパートナエコシステムをお客様に提供し、以下のような方法でサポートとサービスに
よりシームレスかつサステナブルなデジタルトランスフォーメーションを実現します。

 z すべてをカバーする包括的なアプローチ: ロックウェル･オートメーションのPartnerNetwork
は包括的かつ革新的なオーダーメイドのソリューションを提供し、当社のお客様は最高の
人材、製品、サービスを活用できます。高度なスキルを持った、その業種で最高水準のパ
ートナによる当社の多面的なエコシステムは、デジタルトランスフォーメーションの過程のど
の段階でも、ビジネス全体のライフサイクルに沿って市場で最高レベルのテクノロジと並外
れた成果をお客様に提供します。

 z お客様の目標達成を支援: 当社は、PartnerNetworkへの大規模な投資、市場で最高
水準のパートナの選択、他社の追随を許さないお客様への行き届いたサービスを誇って
います。ソリューションの事前統合、試験、合理化という手間のかかる業務を当社が担っ
てお客様の負担を軽減することにより、お客様は目標にいち早く到達し、セキュリティを構
築して、持続可能な成功を収めることができ、しかもリスクを減らすことができます。

 z 当業界での最強かつ最大のパートナエコシステム: およそ100年以上にわたって、ロックウ
ェル･オートメーションは北米の産業テクノロジ業界で真に優位を保ってきました。当社は
成功に満足せず、これからも立ち止まりません。お客様が必要とする場所とタイミングで支
援するため、新しい地域、文化、潜在顧客に事業を拡大し続けます。価値をお客様に
提供し続けるための当社の目標は、スマートマニュファクチャリングのリソースを絶えず成長
させることであり、これがお客様にとってのメリットとなります。

ロックウェル･オートメーションのPartnerNetworkの構成
当社は、たった1つの企業ですべての企業の需要を満たすことができないことを知っています。
そのため、ロックウェル･オートメーションは、当社のソリューションとともに機能するよう設計され
た製品やサービスを提供する経験をもつ一流企業と連携します。専門分野に特化した豊富
な知識、その業種で最高水準のソリューションを持つ当社のパートナは、優れた価値とビジネ
スの成果を実現します。パートナやお客様と信頼関係を築き、世界各国で広範なサービスを
提供する当社は、エキスパートサポートおよびサービスと、すべてをカバーする最高の産業技
術へのアクセスとを組み合わせることにより差別化を図っています。

認定代理店
ロックウェル･オートメーションは、お客様に非常に優れた産業知識やアプリケーションの専門知
識を提供する200社以上の認定代理店とパートナシップを締結しています。販売代理店によ
り製品やサービスを容易に活用することができます。さらに、エキスパートとしてお客様に現地
でのサポートとサービスを提供します。お客様は、製品の供給在庫の包括的管理と従業員
のための多彩なトレーニングを利用でき、かつ定量的なコストダウンを期待できます。

ヨハネス･ツー･エルツ

バイスプレジデント
グローバル･マーケット･アクセス
ロックウェル･オートメーション
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PARTNERNETWORKについて

機械装置メーカ(OEM)
最適な機械装置メーカを見つけることは、貴社の製造事業の成
功にとって極めて重要です。機械装置メーカは、自社の電気的
および機械的専門知識を豊富なアプリケーションに関する知識
と組み合わせて、最先端の製造設備を提供しています。ロックウ
ェル･オートメーションのOEMパートナは、自動マテリアルハンドリン
グから重工業機器にいたるまで、すべての主要産業や重要な機
械装置メーカの分野にサービスを提供しています。単体の機械か
らマルチパートラインや施設全体までにわたるソリューションを提供
し、今日の製造需要に対応して、持続可能なデジタル化の未
来を実現します。

マシンパフォーマンスの改善とお客様の利益の向上のため、3,600
社以上のグローバルなOEMパートナがロックウェル･オートメーショ
ンと協働しています。ロックウェル･オートメーションのテクノロジの多
方面にわたる知識を利用して、OEMパートナと協力してお客様
の特別なニーズに合う機器を設計できます。

システムインテグレータ
3,700社以上のシステムインテグレータのパートナからなる当社の
コミュニティには、設計、実装、プロジェクト管理、完全な自動化
ソリューションのメンテナンスに関する豊富な経験があります。初
期設計とコンサルティングからシステム開発、立上げ、サポートま
で、当社のパートナは制御、パワー、情報アプリケーションに革新
的なソリューションを提供して、貴社のプロセスをオンライン化し生
産を維持します。ロックウェル･オートメーションのシステムインテグ
レータは、当社と連携してテクノロジやアプリケーションの専門知
識、販売の成功、投資に関するコンピテンシを実証します。

テクノロジパートナ
その業界で最高の存在であるためには、その業界で最高の企
業と提携する必要があります。ほぼ150社におよぶ戦略およびデ
ジタルテクノロジのパートナには、ロックウェル･オートメーションの
PartnerNetwork内で協働している1,000以上の製品があり、必
要な場所とタイミングで設計と実装プロジェクトの品質を高める、
検証済みでさらに統合されたソリューションを提供します。

テクノロジパートナは、ロックウェル･オートメーションの製品ラインを
補完し完全にする豊富な製品の開発により、PartnerNetwork
に技術革新をもたらす重要な鍵です。このパートナシップは、ロッ
クウェル･オートメーションと最適な技術パートナの技術的および
商業的資源を結合し、共通のお客様にさらなる機能性とより完
全なソリューションをもたらします。

協力による、より一層の改善
トランスフォーメーションの包括的なアプローチを提供し、可用性
を全体的に高めるため、当社は日々PartnerNetworkで奮闘し
ています。当社のグローバルなパートナは、ビジネスの課題がいか
なるものであろうと、製造メーカが成功できるように設計された完
全なソリューションセットを提供します。当社のパートナ、そのソリ
ューション、およびサービス内容については、こちらをご覧ください。

当社はPartnerNetworkに信頼を寄せています。このパートナシッ
プは当社を強化し、充実させるものであり、優れた成果を達成す
る支えとなっています。PartnerNetworkにおける協力により、さ
らに成果を上げることができます。

PartnerNetworkへのご参加
ロックウェル･オートメーションのPartnerNetworkの
メンバーとして、市場で自社を差別化するために
当社のエコシステムのグローバル展開を活用できま
す。当社は貴社の可視性を高めることができ、問
題をともに解決できます。

ロックウェル･オートメーションのPartnerNetworkや
パートナコミュニティの一員となる方法については、
こちらをご覧ください。 

+

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3K_BigUXJ1Nam-gSomUHhvsDCVHx6lrf
C:\Users\mkitade\Documents\_Translation\_FY23Q2\ATAP-BR074A-JA-P-2212-word\rok.auto\PartnerNetwork
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ニュース&イベント

ロックウェル･オートメーションはCUBIC社
の買収を完了
この買収により、インテリジェントなモータ･コントロール･センタ

製品を強化し、世界的展開を拡大

ロックウェル･オートメーションは、電気パネル構築用モジュール式システ
ムを専門に手がけるCUBIC社を買収する契約を締結したと発表しまし
た。

1973年に設立されたCUBIC社は、再生可能エネルギー、データセンタ
ー、インフラなどの急成長産業にサービスを提供しており、デンマークの
ブレナスレウに本社を構えています。CUBIC社は、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事業部門のパワー制御事業部に所
属する予定です。

ロックウェル･オートメーションのパワー制御事業担当バイスプレジデン
ト兼ゼネラルマネージャであるボブ･バターモアは次のように述べていま
す。「この買収により、当社の主要なインテリジェントモータ制御技術の
ポートフォリオを強化できます。構造設計、パワーシステム、世界標準
に関する専門知識を持つ有能なチームを迎えることができ、とてもうれ
しく思っています。CUBICの効率的で柔軟なモジュール式システムとロッ
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や業界の専門知識
を組み合わせることで、市場投入までの時間を短縮し、インテリジェン
トモータ制御を工場全体に幅広く適用し、スマートデータを生成して
サステナビリティ(持続可能性)と生産性を向上させることでお客様に利
益をもたらすでしょう。」

CUBIC社はパートナモデルを確立しており、ロックウェル･オートメーショ
ンは、アジア、欧州、中南米における、インテリジェントモータ制御のパ
ートナネットワーク拡張できます。また、ハイブリッド産業やプロセス産業
における新たなお客様やパートナを獲得することができます。さらに、再
生可能エネルギーとデータセンターのソリューションにおける販売パート
ナも拡張できます。

CUBIC社の最高経営責任者(CEO)であるジェイコブ･モーラー･クヌーセ
ン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産業
用オートメーションにおける世界的なリーダシップは、CUBICに完璧に適
合しています。統合されたポートフォリオは、ハイブリッド産業やプロセス
産業の新しいお客様やパートナにとって魅力的なものになるでしょう。」

フォード･モーター･カンパニーは、電気自
動車プログラムの推進にロックウェル･ 
オートメーションを採用
コラボレーションにより、顧客の需要増に対応したオンタイム

の立上げが可能に

フォード･モーター･カンパニーが次の3つの電気自動車組立拠点にお
ける車両運用の主制御およびソリューションプロバイダとしてロックウェ
ル･オートメーションを選択しました。ロックウェル･オートメーションは、市
場投入速度を向上させる組立ツールの設計とアーキテクチャを共同で
開発することで、機械メーカが生産顧客の要求を満たし、オンタイムで
成功裏に立ち上げることを支援します。

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･モレットは次
のように述べています。「私たちは、将来に向けて世界クラスの電気自
動車を構築するというコミットメントを強化し、75年以上にわたって続

いてきたロックウェル･オートメーションとフォードの関係を強固なものにし
ていきます。今後数年間、フォードとそのエコシステムと密接に協力し、
ビジネス成果を加速させ、電気自動車市場におけるグローバルリーダ
としての地位を高めていくことを楽しみにしています。」

ロックウェル･オートメーションのグローバル･インダストリ･アカウント担当
バイスプレジデントであるジェーン･バールは次のように述べています。「
私たちは、お客様へのEVの展開を加速させるフォードの活動の一端を
担うことができることを光栄に思っています。当社のオープン･システム･
アプローチは、EVの生産が最新の業界標準、規制、お客様の期待に
沿うものであることを保証します。」

ロックウェル･オートメーションの製品とサービスは、カナダのオークヴィル、
テネシー州のブルーオーバルシティ、オハイオ州のエイボンレイクにあるフ
ォードの自動車生産施設全体で利用される予定です。

ロックウェル･オートメーションの電気自動車プログラムについては、こち
らをご覧ください。

ロックウェル･オートメーション、製造業向
けの統合型エッジ･ツー･クラウド産業用デ
ータハブ製品の開発を目指し、Cognite
社と戦略的パートナシップを構築
この業界初となる製品により、ロックウェル･オートメーションは

Cognite Data Fusion®を活用してデータのさらなる価値を引き出し、
製造におけるデジタルイノベーションを推進

ロックウェル･オートメーションと、産業用データソフトウェアのグローバルリ
ーダであるCognite社は本日、製造データのさらなる価値を引き出し、
製造業の技術変革を加速する戦略的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、プラント資産への次世代のエッジ接続、
運用管理アプリケーション、および産業用分析機能を備えたソフトウェ
ア製品であるロックウェル･オートメーションのFactoryTalk®と、Cognite
社の優れた産業用DataOpsプラットフォームであるCognite Data 
Fusion®を組み合わせて、エンタープライズ全体でスケーリングできる産
業用データハブがもたらされます。

産業用オートメーションで最大級の実績を持つロックウェル･オートメー
ション製品は、データの生成と処理に世界各地で使用されています。
ロックウェル･オートメーションとCognite社のパートナシップにより、運用
データ、エンジニアリングデータ、エンタープライズデータ、および視覚デー
タを、さまざまな業種の製造用に分かりやすく比較できるようにする、統
合された独自のエッジ･ツー･クラウド産業用データハブが市場に投入
されます。この製品は、リアルタイムで意思決定するため、およびワーク
フローを改善して安全で生産的かつ持続可能な運用を確保するため
に、生データをインパクトのあるアプリケーションに変換します。Cognite
社はエネルギー産業で成功実績があるため、このパートナシップでは、
ロックウェル･オートメーションとシュルンベルジェの合弁企業であるセンシ
アからのエッジ･ツー･エンタープライズ機能がさらに拡張されます。

ロックウェル･オートメーションのソフトウェア&コントロール部門シニア･バ
イス･プレジデントであるブライアン･シェパードは、次のように述べていま
す。「製造メーカはその規模にかかわらず、データにアクセスし、データか

https://www.cubic.eu/
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/automotive-tire/electric-vehicle-production.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/industries/automotive-tire/electric-vehicle-production.html
https://www.cognite.com/en/
https://www.sensiaglobal.com/
https://www.sensiaglobal.com/
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ら価値を得ようと必死に取り組んでいます。統合された情報ハブなら、
すべての製造データに信頼できる唯一の情報源を提供できるため、
独自開発の高価なプラットフォームに大きな投資をする必要がありま
せん。企業の規模が大きくなるほど、さまざまな情報源からのデータを
すべてまとめ、有意義な分析的洞察を手頃な価格で入手することは
難しくなります。Cognite社とのパートナシップは、これらの課題に直接
対処します。」

Cognite社のCEOであるGirish Rishi氏は、次のように述べています。
「FactoryTalk製品を拡張し、それらのアプリケーションの中心となるデ
ータをさらに豊かにする、ロックウェル･オートメーションとの提携をうれしく
思います。Cognite社の使命は、産業用ハイブリッドAIソリューションの
開発、運用化、およびスケーリングを促進することであり、それがこのパ
ートナシップに反映されます。ロックウェル･オートメーションと協力して、
業界による応用分析およびデジタルアプリケーションの採用を加速させ
たいと考えています。」

ロックウェル･オートメーションはロビン･サ
イッツをチーフ･マーケティング･オフィサー
に任命
ロックウェル･オートメーションは、ロビン･サイッツをグローバルマ

ーケティング担当バイスプレジデン
ト兼最高マーケティング責任者に
昇格させたことを発表しました。
シニア･バイス･プレジデント兼最
高収益責任者であるスコット･ジ
ェネリューの直属となります。

新しい役割として、サイッツはロッ
クウェル･オートメーションの全ポー
トフォリオのマーケティングをリード
するグローバルな責任を負ってい

ます。需要の喚起とグローバルなブランド構築に重点を置き、業界戦
略、マーケティングコミュニケーション、アナリストリレーションズ、需要創
出、コマーシャルマーケティングを統括します。

サイッツは、2021年9月に完了したPlex Systemsの買収に伴い、ロック
ウェル･オートメーションに入社しました。直近では、サイッツがPlexとFiix
の最高マーケティング責任者として、ロックウェル･オートメーションのソ
フトウェア&コントロール事業部門におけるサービスとしてのソフトウェア
(SaaS)のマーケティングを主導していました。Fiixは2021年1月にロック
ウェル･オートメーションによって買収されました。SaaSとロックウェル･オー
トメーションのマーケティングチームは、サイッツのリーダシップのもとで一
本化することになります。

ジェネリューは次のように述べています。「ロビンは、エンジニアからマーケ
ターに転身し、複数の業界にわたるマーケティングに深い専門知識を
有しています。彼女のアウトサイドインの思考と顧客重視の姿勢によ
り、彼女は私たちが持つ強力な基盤の上に、市場参入アプローチをさ
らに高め、ロックウェル･オートメーションが産業オートメーションと情報ソ
リューションにおける第一の選択肢となることを目指します。

サイッツ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、デ
ジタルトランスフォーメーション、サイバーセキュリティ、サステナビリティ(持
続可能性)を含む多くの重要な産業イニシアティブの中心にいます。
私たちのソリューションは、お客様に成功するビジネス成果を提供する
ために不可欠なものです。そのため、このような高い評価を得ている企
業のマーケティングをリードできることを光栄に思い、興奮しています。」

Plex入社以前は、サイバーセキュリティ･ソリューション･プロバイダの
Avecto社(BeyondTrust社が買収)とセールス･イネーブルメント･ソフト
ウェアのBrainshark社でCMOを務めていました。サイッツは、グローバル
マーケティング&オペレーションズ担当シニア･バイス･プレジデントを含
め、20年以上PTC社に在籍していました。彼女はキャリアをパッケージ
ングデザインのエンジニアとしてキャリアをスタートしました。

サイッツは、コネチカット州ハートフォードのトリニティ･カレッジで工学の
学士号を、ボストンのノースイースタン大学でエンジニアリングマネジメ
ントの修士号を取得しています。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/press-releases/rockwell-automation-completes-acquisition-of-plex-systems.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/press-releases/rockwell-automation-completes-the-acquisition-of-fiix-inc.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/press-releases/rockwell-automation-completes-the-acquisition-of-fiix-inc.html
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機械の柔軟性の 
再検討

スループットを犠牲にすることなく、よりスマートで柔軟性の
高いマシンを提供します。

何年にもわたって、機械メーカは、装置の交換時間と柔軟性を改善
することに注力してきました。その結果、生産するSKUの数はかつて
ないほど増加しましたが、柔軟性とスループットは標準的なプラントフ
ロアで均等に対応できるものではありません。

つまり、ケースパッカーは分当たり300パウチを充填しますが、パウチフ
ィルタはその速度に対応できません。全体の包装ラインは数分で切
換えることができますが、送り込みをする高速の加工機器はそこまで
機動的ではありません。

通常であれば、製造メーカは一部の機器のスループットを犠牲にし、
柔軟な生産と適切な供給を維持することができます。しかし、パンデ
ミックが発生したとき、需要の急増により、工場のスループットを最大
化することが優先され、結果として柔軟性が損なわれました。

最近の出来事から、この業界に携わるすべての人にとっての次の大
きな課題が浮き彫りになりました。それは、スループットに妥協するこ
となく、よりスマートで柔軟性の高いマシンをいかにして作るか、という
ことです。

境界を取り払う技術
最優先事項は機械の性能を最適化することですが、多くの機械メ
ーカは、従来の技術に基づく装置の段階的な改良だけでは、お客
様が求める柔軟性を達成できないことに気付いています。

静的な機械部品、摩擦を利用したコンベア、そして多くの付属装置
で作られた機械は、一定の変数で均一な製品を運転する高いスル
ープットを達成できるかもしれません。しかし、「多品種少量生産」の
世界では、設計をいくら調整しても、生産性の目標を達成できない
ことがよくあります。

メカトロニクスの進歩により、より柔軟な装置への道は、より良いスル
ープットへの道であることが多いのです。特に、組立や包装などのアプ
リケーションでは、以下の技術が道を切り開いています。

 z ロボット工学
本質的に柔軟なロボットは、機械的な経路変更ではなく、視覚誘
導ライントラッキングを使用して、非常に多様な製品形状とサイズに
対応します。ロボットは臨機応変にレシピを変更し、しかも生産速度
の要求に応えます。

 z 独立型カートテクノロジ(ICT)
従来の搬送システムは、固定速度で事前に設定されたパス上で製
品を移動します。ICTは、他のカートがシステムのどこにあるかに基づ
いて、インテリジェントにカートを移動することで、柔軟性とスループット
を増大させます。

 z 自動切換
切換機構にスマート･サーボ･モータとドライブを搭載することで、ボタ
ン1つで新しい製品構成へのセットアップを実現します。

メカトロニクスは複雑な機械設計を置き換えるため、より少ない部品
で、より少ないスペースで、より多くの機能を実現することができます。
また、エミュレーションとデジタルツイン技術により、機械メーカは仮想
世界で設計のテストと確認を行なうことができ、より少ないリスクで技
術革新を促進することができます。

より多くの機械装置メーカ(OEM)が、統一された機械制御戦略を
用いて、これらの技術を装置やプラントアーキテクチャに統合していま
す。

データを次のレベルへ

お客様の成功の機会を増やす方法の 1つ
は、 情報の可用性を高めるために機械を設
計することです。 これは、 統合を簡素化し、
分析プラットフォームやビジネスシステムにシ
ームレスかつ安全に接続する制御プラットフ
ォームとネットワークインフラを標準化するこ
とを意味します。
お使いの機械や装置には、メンテナンスと稼働率を向上させるため
に、説明的なアラームが備わっていることが多いでしょう。モータの過
負荷を示すアラームは、トラブルシューティングに役立ちます。しかし、
作業者は、その場でどのように対応するか、複数の判断を下す必要
があります。

堅牢な過去のマシンデータベースへのネットワーク接続があれば、分
析ツールは過去のパフォーマンスを基に将来の動作を予測するモデ
ルを作成し、機械学習を使ってオペレーションを最適化することがで
きます。これは、異常を予測して、オペレータに予防措置を講じる時
間を与えるような単純なものです。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/independent-cart-technology.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motion-control.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/emulate.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/news/blogs/one-smart-path-to-extraordinary-machine-flexibility.html
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また、スレッショルド(閾値)を維持し、機器の稼働を維持するために、
モータの回転数を落とすなど、機械が自律的に適切な行動を取るよ
うにすることも可能です。

活動開始
また、機械メーカはeコマース空間で柔軟性が何を意味するかを再
考しなければなりません。過去10年にわたって、仮想市場は指数関
数的に成長を遂げました。しかも、COVIDによるパンデミックが、オン
ライン小売の便利さを必要不可欠なものにして需要を増大させまし
た。

さらに、卸売や小売の流通から完全に撤退し、オンラインで消費者
に直接販売することで利幅を拡大する製造メーカも増えています。

次に来るのは何でしょうか。サプライチェーン、eコマースポータル、MES
システム間の統合を強化し、需要に合わせたより迅速で柔軟な製
造対応を可能にすることです。

また、機械装置メーカにとっては、製造工程の早い段階で、機械の
デジタル基盤をお客様と共有することを意味します。また、生産現場
に簡単に導入できるだけでなく、企業内外のアプリケーションに直接
接続できるような機器を設計することも必要です。

拡張性のある製品で期待に応える
スケーラブルなオートメーションプラットフォームは、提供する製品の柔
軟性を向上させ、お客様とお客様の顧客の双方に「勝利」をもたら
します。

よりスマートな働き方
どんなに機敏な機械でも、最適なパフォーマンスが発揮されなけれ
ば、スループットを最大化することはできません。そしてこの2年間で、
私たちは機器の課題を解決するために、より柔軟なアプローチをとる
ことを学びました。

移動の制限に直面している機械装置メーカにとって、設置された資
産へのリモート接続は機械を修理する唯一の方法であり、お客様は
この技術にますます好意的になってきています。

また、パンデミックにより、機械の性能を最適化し、より柔軟なワー
クパラダイムをサポートする他のデジタル技術の採用も加速してい
ます。特に、拡張現実(AR)プラットフォームは大きな影響を与えまし
た。例えば、このコラボレーション遠隔支援ツールは、拡張現実を利
用して、現場にいなくても作業員がリアルタイムで指示やガイダンスを
共有できるようにしたものです。

成功のための戦略
メカトロニクスとデジタルテクノロジの最近により、機械の柔軟性また
はOn-Machineのスループットを50%以上も向上させることができま
す。そこで、機械メーカとしてどんなステップをとることができますか?

一言アドバイス: これは改造プロジェクトではありません。

新しいテクノロジがもたらす劇的な利益を達成するためには、機械設
計を「白紙」に戻すアプローチが必要でしょう。そして、デジタル化の
実現が最終的にどこへ向かうのか、お客様のニーズに沿ったビジョン
を持ってください。私の経験では、機械装置メーカとお客様の間の自
然な「押し合いへし合い」を利用した共同プロジェクトが、最も革新
的でコスト効率の高い機械を生み出すことになります。

スループットを損なうことなく柔軟性を向上させる、よりスマートな機
械や装置を構築する方法について詳しく説明します。

真にスケーラブルな製品では、 コントローラ
や I/Oからヒューマン ･マシン ･インターフェ
イス (HMI)、バッチプロセス制御、 分析に至
るまで、プラットフォームのあらゆる側面でオ
プションが提供されます。
オープンな通信プロトコルにより、お客様はオートメーションインフラに
大きな先行投資をすることなく、よりスマートな機器の価値を獲得
し、その成長に合わせて拡張することができます。

機械メーカは、再利用可能なプラグ&プレイ対応ツールを活用するこ
とで、製品の拡大に伴う設計プロセスを合理化することができます。
さらに、あるシステムで開発されたアプリケーションや分析を別のシス
テムで簡単に活用することができます。

https://www.forbes.com/sites/johnkoetsier/2020/06/12/covid-19-accelerated-e-commerce-growth-4-to-6-years/?sh=3edf03ee600f
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/support/documentation/overview/perform-remote-troubleshooting-and-virtual-support-with-vuforia-.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/machine-equipment-builders.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/machine-equipment-builders.html
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計量システムを自動化
するための8つの重要な
検討事項
重量ベースの制御は、他の方法と比較して生産性が高く、結果が一貫しているため、多くの機械メーカやシステムインテグレータ

にとって優れた選択肢です。さらに、重量センサや重量計が測定対象物に物理的に接触しないため、洗浄やクロスコンタミネーション(二次汚
染)のリスクを回避できるというメリットもあります。

この方法は、分単位や時間単位で測定されるプロセスに使用できますが、秒単位で測定される高スループットシステムにも大きな利点をもた
らすことができます。

自動計測チェーンに沿った機能を持つ機械を作る場合、考慮すべき8つの重要なポイントがあります。これらの考慮事項は以下の通りです。

OTの計量データは、PLCとの通信を効率化するために、テスト
済みで最適化された特定のプロトコルに従わなければなりませ
ん。このため、メトラー･トレド社では標準オートメーションインター
フェイス(SAI)を開発しました。SAIは、ターミナル、トランスミッタ、
自動精密計量センサなどのメトラー･トレド社の産業用オートメ
ーションコンポーネントに、お客様が簡単に素早く接続できるよ
うに設計されています。このプロトコルはEtherNet/IPのような高
速IE通信のために開発されました。SAIは、あらゆるストレインゲ
ージスケールや、高精度ベンチスケール、フロアスケール、メトラ
ー･トレド社のPOWERCELL®計量モジュール、11グラムから1000
トンまでの計量をオートメーションコントローラのプログラムを変更
せずに容易にするスケールなどのスマートデバイスと連動していま
す。

また、SAIは状態モニタと、センサやスケールが正確な重量を送
信できなくなったときに自動でオートメーションシステムに通知す
るRedAlert™アラームをサポートしています。

産業用イーサネット(IE)は、その伝送速度と決定論的な性質
から、長年にわたってファクトリオートメーションに多大な適応性
を見せてきました。IEは、自動計量プロセスにおいて優れた製
品品質とスループットを確保するための重要な要件です。さら
に、IEデバイスは、PLC制御システムへの容易でシームレスかつ
正確な統合を促進します。

TCP/IPイーサネットとは異なり、IEにはオートメーション企業や
スポンサーによって定義された多くの仕様が存在します。ロック
ウェル･オートメーションのプロセス制御における一般的なIEは
EtherNet/IPです。理想的なスマート計量オートメーションシステ
ムは、複数のIEプロトコルをサポートし、異なるIEネットワークに柔
軟に接続でき、かつ同じ標準化された方法で通信する必要が
あります。

重量の変化に対して、どれだけ速く反応できるかを考えてみまし
ょう。より高い生産性と品質を求める設計者にとって、PLCの更
新速度(スピード)は最も重要な要素です。更新速度の速いデ
バイスは、最高の精度(真度、再現性)を最短時間で提供でき
るため、制御システムは適切な瞬間に正確な判断を下せるよう
になります。

高更新レートのデバイスを使用すると、制御変数とアルゴリズム
を改良できるほど正確に材料の流れをプロファイリングすることが
できます。メトラー･トレド社のIND360の960Hz超高サイクル更
新レートにより、お使いのPLCはミリ秒単位の制御決定を行なう
ことができます。

また、追加のフィーダやバルブなど、より少ないハードウェアで機
械を自動化することができ、より簡単なメンテナンスでお客様が
最高レベルの処理品質を達成できるよう支援します。

認定オートメーションインターフェイスを利用することで、貴重なエ
ンジニアリング時間を節約することができます。そのため、利用可
能なアドオンプロファイル(AOP)、アドオン命令(AOI)、EDSデバイ
ス記述ファイル、PLCプログラミング･サンプル･コード、エキスパー
トレベルのサポートを活用し、統合を簡素化、迅速、容易にす
ることができます。

AOP: ロックウェル･オートメーションの制御システムに新しい計量
システムを統合する際、AOPを搭載した計量機器により、モジ
ュールの立上げと稼働に必要な設定時間を短縮することができ
ます。AOPは、ロックウェル･オートメーションとメトラー･トレド社な
どのパートナーとのコラボレーションによって生み出された製品で
す。

AOI: AOIはすぐに使える命令セットで、既存のお客様からのフィ
ードバックに基づき、PLCプログラミングの労力を少なくとも50%削
減することができます。

さらに、ウェブサーバを内蔵しているため、遠隔地であろうと現場
であろうと、セットアップとメンテナンスは手間がかかりません。ボタ
ンを押す回数やエラーが減り、バックアップ、リストア、クローン作
成も可能です。この機能により、メンテナンスチームは、工場内
のすべての機器を管理するための専用ソフトウェアツールの数を
減らすことができます。

これらの統合ツールはすべて、計量機器が正確な重量と機器
の状態データをPLC/DCSに送信し、信頼性の高い操作、最大
の稼働時間、究極の可視性を実現することを保証します。

スマートで将来を見据えた自動計量システムは、制御技術
(OT)と情報技術(IT)の両方のネットワークまたはクラウドサービ
スと通信できる必要があります。タイムクリティカルで確定的なプ
ロセス制御データパケットはOTネットワークを経由し、プロセスま
たは機械の状態モニタデータはITネットワークを経由して送信さ
れ、さまざまなビジネスインテリジェンス機能によって消費されま
す。

1. 産業用ネットワークの接続性

2. 超高速処理と連続精度

3. プラグ･アンド･ウェイ通信プロトコル

4. 制御システムへの統合を簡素化
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計量機器は、国際規格と地域の規格の両方を満たす必要が
あります。これにより、機器の輸出に関連する通常の問題なし
に、合理的な調達、迅速な導入、より効率的な国境を越えた
立ち上げが可能になります。

主なグローバル認証には、重量と測定に関するものにはOIMLま
たはNTEPが、危険な領域のアプリケーションにはATEX、IECExま
たはFMが、産業用インターフェイスにはOpen Device Vendors 
Association (ODVA)があります。

施設に設置されたセンサやシステムの状態に関する情報は、施
設内のオペレータの負担となり、問題発生時の迅速な対応が
困難となる場合があります。その結果、大きなトラブルが発生
し、ダウンタイムが長くなる危険性が高まります。

メトラー･トレド社のIND360 Smart5™アラームシステムは、世界
的な業界標準であるNAMUR NE107に準拠しています。プロセ
スの状態や在庫レベルを瞬時に把握できるため、機械の性能
に自信を持ち、規格外の製品を避け、余分な無駄を省き、生
産性の向上と材料の節約につなげることができます。

内蔵の状態モニタ機能とSmart5™アラームにより、高いパフォー
マンスを継続的に発揮します。IND360は、オペレータに特定の
指示とガイダンスを提供し、予期せぬ問題の根本原因を迅速
に解消することで、お客様に安心感を与えます。

制御システムインテグレータは、完全に機能的で効果的な計量
プロセス制御を実現するために、通常、PLCプログラミングに膨
大な時間と労力を費やしています。さらに、このようなPLCプログ
ラミングは、一律に対応できるものではありません。このタスクを
PLCコントローラからメトラー･トレド社のIND360などのオートメー
ションターミナルに移すことで、エンジニアは計量プロセスの最適
化に集中できるようになります。オートメーションターミナルで完全
に制御できる計量アプリケーションの例としては、タンクスケール
のモニタ、動的計量、速度制御、充填/投与システムなどがあり
ます。

例えば、充填/投与アプリケーションでは、コア機能を計量ターミ
ナルに任せて、PLCとオートメーションターミナルの両方の強みを
最大限に活用することができます。PLCは充填作業を開始する
一方で、次の容器を所定の位置に移動させるなど、あまり時間
のかからないタスクを管理します。この共有制御により、システム
ははるかに高速で動作し、単一速度制御を使用して充填ハー
ドウェアを削減し、さらに動作を高速化することができます。

分散型充填制御システム。写真提供: : METTLER TOLEDO

これらのあらかじめプログラムされたアプリケーションは、単一のオ
ートメーションターミナルを通じてメンテナンスを標準化しながら、
プロセス効率の向上につながります。

過酷な環境や危険な環境など、さまざまな動作環境に対応で
きる柔軟性と汎用性を備えたオートメーションターミナルは、あら
ゆるアプリケーションに適合することを保証する利点があります。

DINレール、パネル、過酷な環境用エンクロージャ。写真提供: 
METTLER TOLEDO

メトラー･トレド社のIND360コンパクト･オートメーション･ターミナ
ルは、上記の8つの重要な検討項目をすべて満たしています。

z 装置の稼働時間を最大化し、操作性を向上させ、トレーニ
ングに費やす時間を短縮する機会を提供します。

z 幅広い容量に対応するあらゆる計量技術を接続し、機械
性能を向上させ、設置のたびに試運転時間を短縮すること
ができます。

z 世界的に承認された1つのコアテクノロジに標準化すること
で、複雑さを最小化します。

5. 幅広い用途に対応する分散型制御

6. グローバルコンプライアンス

7. イベントとアラームのレポート

8. 設置の柔軟性

メトラー･トレド社のIND360コンパクト･オートメーション･ターミナ
ルSmart5。写真提供: METTLER TOLEDO

もっと柔軟性が必要ですか?
製品ページをご覧になって、異な
るIN360の製品や、完全な柔軟
性から得られるメリットについてご
確認ください。

http://www.mt.com/IND360
http://www.mt.com/IND360
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1972年の設立以来、LeMatic社は最先端のベーカリーソリ
ューションを提供するだけでなく、機器のライフサイクルを通じて卓越
した顧客サービスを提供することを誇りとしています。

LeMatic社社長のリチャード･カークランド氏は次のように述べていま
す。「私たちの専門分野はスライスと一次包装です。現在、私たちの
顧客の多くは大規模な卸売りのベーカリーですが、中規模なベーカリ
ーでも仕事ができるような機器を開発しています。」

ミシガン州ジャクソンに本社を置く家族経営の同社は、世界40カ国
以上に広がる設置ベースをサポートしています。LeMatic社は、ロック
ウェル･オートメーションのPartnerNetwork™プログラムに参加していま
す。

ケーススタディ

LeMatic社はIIoT技術で価値を拡大

概念実証からアフターサービスとSaaS (サービスとしてのソフトウェア)まで、 
このベーカリー機器メーカは新しいデジタルツールを使って成功を再定義しています。

課題
 z 概念実証と機械開発サイクルを合理化し、顧客データの
活用、トレーニング、トラブルシューティングを向上する。

ソリューション
 z Emulate3D™ダイナミック･デジタル･ツイン･ソフトウェア
 z ThingWorx IIoTプラットフォーム
 z Vuforia拡張現実(AR)ソリューション 

結果
 z エミュレーションによる概念実証のマシンテストを最適化
し、180万ドルの受注につなげる。

 z 拡張された分析機能と直感的なダッシュボードにより、重要
な情報へのアクセスを改善

 z 強力なARツールにより、作業者のトレーニングを合理化 

 z 機械のライフサイクルを通じて最適な運用をサポートする新
しいSaaS (サービスとしてのソフトウェア)バンドルである「Auto 
iNet」の開発を可能にする。

早期の技術導入が差別化につながる
LeMatic社の成功は、進化する業界の課題を素早く認識する能力
によるものです。そして、お客様のニーズに応えるために、新しいテクノ
ロジの力を活用することです。

カークランド氏は次のように述べています。「LeMaticは歴史的に、ロッ
クウェル･オートメーションのソリューションをいち早く採用してきました。
私たちは新しい技術を受け入れ、それを製品に取り入れるために製
品開発の多くを費やしています。」

その一例として、同社は現在、お客様により良いサービスを提供する
ために、すべての主要な装置でリモート接続を提供しています。

LeMatic社のコントロールエンジニアであるクリス･ウォジュトン氏は次
のように述べています。「飛行機で15時間かけて移動するかわりに、
イーサネットを経由して東欧にある機器の修理を10分で完了させま
した。また、パンデミックのために出張できなかった南米のバガーライン
の試運転には、リモート接続とオンマシンカメラを使用しました。」

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/emulate.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/innovationsuite/thingWorx-iiot-platform.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/innovationsuite/augmented-reality.html
https://lematic.com/
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork.html
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ケーススタディ

Emulate3Dソフトウェアでインパクトのある概念実証
を実現
LeMatic社は、新しいデジタルツールを機械開発プロセスにも取り入
れています。

例えば、同社は最近、Emulate3D®デジタル･ツイン･ソフトウェアを使
用して、新しい機械であるP7パターンフォーマーの製品設計と顧客エ
ンゲージメントを導きました。

P7は、ロックウェル･オートメーションの制御プラッ トフォーム上に構築さ
れた複雑な機械で、1個のパッケージ製品をより大きなパッケージ構
成に整列させる ために設計されています。製品はコンベアで一列に
なって機械に入り、頭上のロボット･ガントリ･システムでその場で受け
止められます。このシステムは製品を整列させ、格納式コンベアにグ
ループ化を解除し、トレイに製品を落下させます。

LeMatic社の電気技師であるグレン･ウィートン氏は次のように説明
します。「Emulate3Dを使用して、CADモデルからシミュレーションを作
成し、概念実証中にお客様に機械操作のデモンストレーションを行
ないました。また、機械プログラムをPCにロードし、PLCを購入する前
に、製品がオンラインでどのように動作するかを正確にエミュレートしま
した。」

また、LeMatic社は、すべての操作･保守マニュアルをデジタル化
し、Vuforia® ARソリューションに基づいて、SaaSバンドルに拡張現実
(AR)を取り入れることを目指しています。

カークランド氏は次のように述べています。「オペレータの勤務期間は
6ヶ月以内であることがよくあります。当初、当社のソリューションのAR
部分は、主に反復的なトレーニングに使用されるでしょう。」

しかし、同社はARの機能をトレーニングにとどまらず、運用や保守の
活動にも迅速に拡大することを想定しています。

IIoT対応だけではなく、IIoTを実装済み
LeMatic社にとって、ポートフォリオ全体へのIIoT技術の採用は、クラ
ス最高のビジョンを支えるもう1つの方法にすぎません。

カークランド氏は次のように述べています。「私たちは、IIoT技術に真
剣に取り組んでいます。私たちの機械はIIoTに対応しているだけでな
く、IIoTを実装しているとパン屋さんに言える日がすぐそこまで来ていま
す。

OEMパートナによるソリューションについては、こちらをご覧ください。

機械機能の事前デモンストレーションは、 最
終的に 180万ドル相当の 5台の受注につ
ながりました。

新しい洞察。より良いトラブルシューティング。 
より迅速なトレーニング。
LeMatic社の高度化する機械は、豊富なデータを生み出します。そ
して近年、同社はそのデータを取得･分析し、オペレーションを改善
するための支援に熱心に取り組んでいます。

カークランド氏は次のように述べています。「私たちの目標は、お客
様が傾向を把握し、情報を使って機器の問題に積極的に対処でき

るようにすることです。また、機械データを企業レベルで共有すること
で、設備や工場の比較も可能になり、ある工場ではうまくいっている
のに、別の工場ではうまくいかないという原因を突き止めることができ
ます。」

有用な情報へのアクセスを改善するために、同社はThingWorx産
業用モノのインターネット(IIoT)プラットフォームをベースにカスタマイズし
たSaaSソリューションであるAuto iNetを開発しています。このプラットフ
ォームは、異なるデータソースを接続し、直感的なダッシュボードと分
析を通じて、運用データの収集、集計、アクセスを行なうための単一
ソースを提供します。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/emulate.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/innovationsuite/thingWorx-iiot-platform.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/innovationsuite/augmented-reality.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/partnernetwork/oem-original-equipment-manufacturer-partners.html
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ロックウェル･オートメーションの技術を採用したVK Logic
社のソリューションは、移動式種子選別の専門企業であるKlean A 
Seedの稼働時間の向上と生産能力の増大に役立っています。

ケーススタディ

ユニークな穀物処理ソリューションを実現

ヤラウォンガのKlean A Seedは、自動化のメリットを活用し、1時間当たり36トンを快適に供給
するために種子選別機をアップグレードしました

課題
 z Klean A Seedは穀物処理能力の向上を求めていましたが、
トラックの重量とサイズの厳しい制限の中で設計する必要が
あった。

 z お客様との間で完全な洗浄と汚染除去のプロセスが要求さ
れ、ダウンタイムを最小限に抑えるために効率的に行なう必
要がある。

ソリューション
 z CompactLogix™セーフティプロセッサ
 z イーサネット上のPowerFlex® 525ドライブ
 z PanelView™

 z PowerFlex 750ドライブ

結果
 z 容量の増加 – 新しい穀物処理ソリューションは、当初から
求められていた32トン/時を大幅に上回る36トン/時を快適
に達成する。

 z より速い洗浄 – トラックのすべての部品を洗浄するためのア
クセスが容易なため、洗浄時間を毎回30分から5～6分に
短縮できる。

 z より優れた機械制御 – ロックウェル･オートメーションの技術
により、穀物処理機械とそのコンポーネントに対するより大き
な制御が可能になった。

この新しいソリューションの主な利点は、36トンへの生産能力の増
加、品質保証、汚染管理の改善、洗浄の効率化などです。

穀物の取り扱いは、品質、衛生、稼働率への献身を必要とする複
雑なプロセスであることを、このテクノロジは認識しています。業者や
再播種に適した清潔で遠別された最終製品を作るため、穀物は通
常、加工施設に持ち込まれます。

そこでパット･カミンズ氏は、オルベリー/ウドンガから西に約100km、ビ
クトリア州とニューサウスウェールズ州の州境にあるヤラウォンガで、移
動式の穀物加工事業「Klean A Seed」を立ち上げたのです。Klean 
A Seedは、種子の選別、穀物加工、汚染管理、高品質な種子処
理を提供しています。

「私は農家と協力して、小麦や大麦などの冬期穀物を処理し、播
種に備えます。Klean A Seedは害虫や病気の防除に役立ち、私た
ちの専門的な種子等級付けは植え付け機械の妨げを避けるのに
役立ちます」と、2009年からKlean A Seedを経営するカミンズ氏は言
います。

長年にわたり移動式種子選別サービスを提供してきたカミンズ社
は、適切な技術を用いれば、より効率的に、より高い品質の結果を
出し、収益性を向上させることができるいくつかの分野に気づきまし
た。

移動式種子選別を次のレベルへ
徹底的な調査の後、カミンズ社はノース･オルベリーに拠点を置く設
計･建設･自動化の専門企業であるVK Logic社に、最新技術を利
用した新しいトラックの製造を依頼しました。

VK Logic社のマネージングディレクターであるジャスティン･ヴァン･クラ
ヴェレン氏は次のように述べています。「Klean A Seedソリューションの
開発には、いくつもの課題がありました。しかし、トラックのサイズと寸

https://www.vklogic.com.au/
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ケーススタディ

法には制限があり、しかもオンロードでもオフロードでも走行可能で
安全なトラックでなければなりませんでした。」

VK Logic社は、機械、電気、オートメーションの専門知識を組み合
わせ、社内エンジニアリングと製作を含む総合的なエンド･ツー･エン
ドのエンジニアリングソリューションを提供しています。設計、製造、メ
ンテナンスの能力をひとつ屋根の下に置くことで、2～3社の別会社に
依頼するよりも効率的にプロジェクトを完了させることができます。

トラックの寸法と重量配分を一定に保ちながら、このような高度な技
術とプロセスを追加することは、このプロジェクト最大の課題の1つでし
た。ロックウェル･オートメーションのテクノロジは、このような複雑な要
件を達成するための最大の柔軟性を備えていることがわかりました」
と、ヴァン･クラヴェレン氏は付け加えました。

VK Logic社は、新しいトラック製造において改善すべき主要な分野
を特定しました。その中には、よりユーザフレンドリにすること、オペレー
タが機械やプロセスをよりコントロールできるようにすること、容量を増
やすこと、メンテナンスのダウンタイムを減らすことなどが含まれます。

ヴァン･クラヴェレン氏は次のように述べています。「複雑な要件を満
たすには、ロックウェル･オートメーションのテクノロジを使用すれば、最
高のプロセス制御ソリューションを実現できることが分かっていました。
パット氏はすでにロックウェル･オートメーションの製品に精通していた
だけでなく、ロックウェル･オートメーションは現場でのサポートにアクセ
スしやすく、農家を支援する田舎町で時間を過ごす企業にとって重
要な利点があります。」

新しいテクノロジで性能向上を実現
VK Logic社は、ロックウェル･オートメーションのCompactLogix™
セーフティプロセッサ、イーサネット上のPowerFlex 525ドライブ、 
PanelView™、PowerFlex 750ドライブを使用した新しい移動式種子
選別機を設計しました。

ヴァン･クラヴェレン氏は次のように述べています。「ロックウェル･オート
メーションは、私たちが製造する新型トラックを補完する最高の製品
とソリューションを持っており、そのサービスは貴重な付加価値です。」

新しい移動式種子選別機のユニークな設計には、以下のような、こ
れまでの設計を革新するさまざまな進歩が見られました。

 z 3.6mの伸縮機能を持つコンベアベルトにより、Klean A Seedは
処理済みの種子をお客様のサイロに直接搬送することができま
す。さらに、コンベアを調整することで、トラックの位置を調整する
ことなく、手の届く範囲にある別のサイロに種子を入れることがで
きます。

 z ジェネレータをスライド式にすることで、アクセスやメンテナンスが容
易になりました。

 z ロックウェル･オートメーションのPLCで制御される鉱石電気モータ
により、機械の制御がより容易になりました。

 z 穀物処理用のフラットベッド型スクリーンとロータリスクリーン

ロックウェル･オートメーションのNSWアカウント･マネージャであるマシュ
ー･テイラーは次のように述べています。「VK Logic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のシルバーパートナとして、お
客様のニーズに耳を傾け、最も効率的でユーザフレンドリなソリューシ
ョンを開発し、毎年価値を提供し続けるという素晴らしい仕事をして
くれました。」

この新しい移動式種子選別機は、独自の伸縮アームを備えており、1つの位置
から複数のサイロに充填することができます。

ロックウェル･オートメーションの技術により、Klean A Seedは機械の制御を強化
し、効率と性能の向上につなげました。

「30 分かかる清掃作業が、 1 回当たり 5、
6分に短縮されたと推定しています。 パット
氏がどれだけのお客様にサービスを提供して
いるかを考えると、 この時間短縮は本当に
大きな意味を持ちます」 と、 ヴァン ･クラヴ
ェレン氏は語ります。

容量と稼働率の向上
新型トラックの稼働により、カミンズ社は、生産能力、使いやすさ、メ
ンテナンスの面で幅広いメリットを実感しています。

「このプロジェクトの大きな目的の1つは、生産能力を上げることでし
た。当初から毎時32トンを指名していましたが、トラックが完全に完
成した今、毎時36トンを楽に達成できるようになりました」と、ヴァン･
クラヴェレン氏は付け加えました。

新型トラックの設計では、メンテナンスも大きな考慮の対象となりま
した。汚染を避け、お客様に品質保証を提供するために、Klean A 
Seedは対象となるお客様が変わるたび機械全体を洗浄する必要が
あります。

VK Logic社は、機械が傾くようにトラックを設計したため、洗浄のため
のアクセスが非常に容易になり、ダウンタイムが短縮されました。

「このソリューションと、それがKlean A Seedにもたらす継続的な利益
を誇りに 思っています。ロックウェル･オートメーションは、私たちのお客
様に堅牢なソリューションを推奨するための技術的特長、柔軟性、
サービスを提供してくれました」と、彼は結論付けました。



  ASIA PACIFIC         15

機器サプライヤとシステムインテグレータ、およびそのお客
様は、リスクを軽減し、イノベーションを促進し、複雑で動的なフルフ
ィルメント業務を最適化できるようになりました。

オンラインショッピングの急増は、小規模な小売業者から大規模な
流通･物流企業、そしてその間に位置するあらゆる企業に恩恵をも
たらしています。

簡単に言えば、eコマースに興味がなければ、このゲームに参加でき
ないということです。

しかし、デジタル市場で成功するには、オンライン注文を生み出すだ
けでは不十分です。販売者は、2日以内の迅速で効率的な配達と
いう消費者の期待に応えなければなりません。そして、今日の競争
の激しい労働市場では、フルフィルメント効率を改善するための作業
員を見つけることはますます困難になっています。

では、どこにチャンスがあるのでしょうか。もしあなたが倉庫設備のサプ
ライヤやシステムインテグレータだったなら、より多くの顧客が運用改
善のための自動化ソリューションを求めてあなたを頼ることでしょう。

また、シミュレーションやエミュレーションツールを使用すると、リスクを抑
えながら真に革新的なテクノロジを提供できるようになります。

リスク軽減の重要な役割
新しい消費者直結(D2C: Direct to Consumer)のパラダイムを支える
ため、大企業も中小企業も倉庫業務を見直し、拡大しています。
倉庫保管を検討したことがなく、配送の自動化が進んでいない小規
模な小売業者でさえ、よりシームレスな購入体験を提供するための
投資を検討しています。

技術に関する記事

より良い倉庫システムはエミュレーションから

どんな大きな取引でもそうですが、倉庫プロジェクトのために設備投
資資金を放出する前に、お客様は慎重にリスクを評価する必要が
あります。検討する可能性のあるいくつかの重要な質問を次に示し
ます。
z 本当に説明通りの動的な変化に対応できるのだろうか?

z 機器メーカが提供した表計算ソフトの計算が正確でなかったらど
うしよう?

z もし、このソリューションが現在使っているものよりも全然良くな
い、またはもっと悪いものだとしたらどうしよう?

z 私たちはお金をかけすぎていないだろうか?

これらのリスクを軽減することは、サプライヤとしての価値提案の鍵
になります。そして、シミュレーションソフトウェアは、お客様の懸念
を払拭するために利用できる最も効果的なツールの1つです。実
際、提案プロセスの一環としてシミュレーションモデルを要求する倉
庫業者も増えています。

正確な予測。より効率的なエンジニアリング。
現場での立上げが計画通りに進まず、不快な思いをした経験は誰
にでもあるのではないでしょうか。システム設計と制御システムを初め
て組み合わせる場合、何かが期待通りに動作しないというリスクが常
にあります。

土壇場での設計変更も「やればできる」精神があればなんとかなるこ
とも多いのですが、効率的な仕事の進め方とは言えません。また、最
初からうまくいかないと、お客様の信頼が損なわれ、スタートアップの
時期が危うくなることもあります。
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Emulate3D™のようなシミュレーションおよびエミュレーションのソフトウ
ェアを使用すると、システムの正確な仮想モデル(デジタルツイン)を構
築することができます。次に、このモデルを使用して、基本的にあらゆ
るシナリオでの動作をシミュレートします。リアルタイムよりもはるかに速
い速度で実験できます。回数の制限なく、変数を組み合わせて実
行し、予測をお客様と共有します。これらはすべて、シミュレーション
で可能になります。

また、このソフトウェアはさらに一歩進んでいます。このソフトウェアで
は、実際のPLCやSCADAシステムをモデルに接続し、リアルタイムで
動作をエミュレート(正確に模倣)することが可能です。その結果、現
場に到着するずっと前にPLCコードを検証することができます。

全体像を把握した上で革新的な技術を試す
消費者への直接販売では注文量の増加だけでなく、小口注文の
量も増加し、小包のサイズも驚くほど多様になっています。多くの既
存施設は、このような製品構成に対応できるようには設計されてい
ませんでした。

オペレーションを最適化するために、多くの企業が無人搬送車(AGV)
や自動倉庫(ASRS)を導入しています。また、機動性を高めるため
に、自律走行搬送ロボット(AMR)、独立型カートテクノロジ(ICT)、そ
の他のスマートなソリューションを検討する企業も増えています。テク
ノロジサプライヤは、ロボットアームの動きなど、動作のシミュレーション
を行なうツールを長い間提供してきました。しかし、そのようなツール
では、倉庫の「全体像」を把握することはできません。

そこで、総合的なEmulate3Dシミュレーションおよびエミュレーションの
ソリューションが、非常に大きな価値を提供します。このソリューション
では、豊富なコンテンツライブラリを使用して、ICT、ロボット工学、お
よびその他のテクノロジをモデルに簡単に組み込むことができます。次
に、倉庫環境全体を仮想化し、共通のツールを使用して、動的な
製品構成に対する新しいテクノロジの影響をテストします。

言い換えると、包括的なシミュレーションソリューションにより、次のよう
な難しい質問に答えることができる全体的な倉庫テストが可能にな
ります。

 z パッケージの平均サイズが大幅に変わるとどうなるのか?

 z この新しい技術はどのように成果を上げることができるのか?

 z 立上げ時間を短縮することができるのか?

 z どの技術が最も費用対効果の高い選択なのか?

HMH Automationは、主要分野と物流分野に 
革新的で設計されたソリューションを設計して 
提供します。
>  包装
>  パレット輸送と搬送
>  マテリアルハンドリング
>  冷却と冷凍
>  逆包装

オートメーションは
未来です

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/emulate.html
https://www.demo3d.com/mhs/
https://www.demo3d.com/mhs/
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/independent-cart-technology.html
http://mhmautomation.com/
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アプリケーション記事

よりスマートな包装機で
柔軟性と簡便性を向上

お客様の包装における喫緊の課題に対して、新しい技術
がどのように貢献できるのか

今日の包装機は、製造メーカにとって主に2つの分野に対応する必
要があります。

第1に、スマートマニュファクチャリングを活用し、製造メーカが競争力
を発揮できるような機械設計が必要です。つまり、情報化、リアルタ
イム診断、最新の安全技術、そして容易な統合が可能な機械で
す。

スマートマニュファクチャリングは、まだスマートデバイスに対応したもの
とはなっていません。そのため、スマートマシンは、接続や拡張を追加
して簡単にスケールアップできる、未来に対応したものでなければなり
ません。

第2に、機械は高性能でなければならず、製造メーカの最も緊急な
ビジネスニーズを満たすのに役立つものでなければなりません。
z 競争力を維持するための生産性と効率性の最大化
z 包装の柔軟性を高め、製品品種の拡大やパッケージサイズの多
様化に対応する。

z 従業員の高齢化と進化への対応

そこで、プラントと企業レベルのシステムが融合するコネクテッドエンタ
ープライズで活躍するための方程式の一部として、スマートマシンが
登場するのです。

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手に入れることができます。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、業務
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。

スマートマシンの採用
コネクテッドエンタープライズ向けのスマートな包装機を設計する際に
考慮すべき重要な点は、望ましいレベルの接続性とパフォーマンスを
どのように実現するかを特定することです。

ネットワークレベル: スマートな包装機は、IPベースの標準的で変更
されていないイーサネットネットワークインフラでリアルタイムに通信でき
ることが必要です。EtherNet/IP™は、実績のある完全な産業用イー
サネットソリューションです。EtherNet/IPは、シンプルなネットワークア
ーキテクチャを実現し、ディスクリート、連続プロセス、バッチ、安全、ド
ライブ、およびモーションのアプリケーションに対応できます。

システムレベル: 包装機は、次世代ロックウェル･オートメーションの
Integrated Architecture® (統合アーキテクチャ)の製品ラインを活用
する必要があります。これにより、複雑さを軽減し、ユーザが簡単に
情報にアクセスできるようになり、変化する市場の要求に対する応
答性が向上します。統合アーキテクチャの製品ラインの主要要素に
は、複数の機能を1つの開発環境に統合したStudio 5000®ソフトウ
ェアが含まれます。

これにより、コネクテッドエンタープライズ向けの放送システムの開発を
加速させることができます。Allen-Bradley®のCompactLogix™ 5380
コントローラは、アプリケーションの容量を最大20%向上させ、軸モー
ションおよびI/O点数が少ない小型から中規模のアプリケーションに最
適な製品です。

大規模なアプリケーションには、Allen-BradleyのControlLogix® 5580
コントローラを使用すると、アプリケーションの容量が最大で45%増加
します。どちらのコントローラにも1ギガビット･イーサネット･ポートが内
蔵されており、スマートマニュファクチャリングの高まる需要に対応して
います。

生産性と効率性の向上
エンドユーザは、包装機の性能を最大限に引き出すことを望んでい
ます。機械、センサ、デバイスを接続し、インテリジェントなソフトウェ
アを使用して制御を改善することにより、これを実現することができま
す。標準化された機械機能を標準化された情報レポートと組み合
わせることで、複数の拠点で継続的にOEE (設備総合効率)を向上
させることができます。

工場フロアでのセキュアなリモートアクセス接続を管理するAllen-
BradleyのStratix® 5700管理型産業用イーサネットスイッチなど、有
効なリモートアクセス技術およびサービスを使用できます。また、リモー
トモニタとアナリティクスサービスは、遠隔地から機器を監視するため
のシンプルで安全なアプローチを提供します。さらに、ロックウェル･オ
ートメーションのPartnerNetwork™プログラムのいくつかのメンバーは、
クラウドベースおよびリモート･モニタ･ソリューションを提供しています。

モバイルテクノロジは、従来のHMIシステムへのアクセスを拡張し、オ
ペレータの生産性を向上させます。製造業のオペレータ、マネージ
ャ、監督者がどこにいても、タイムリーな意思決定ができるようになり
ます。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/integrated-architecture.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/designsuite/studio-5000.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/small-controllers/compactlogix-family/compactlogix-5380-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/small-controllers/compactlogix-family/compactlogix-5380-controllers.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/large-controllers/controllogix/1756controllogix5580.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/programmable-controllers/large-controllers/controllogix/1756controllogix5580.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/network-security-and-infrastructure/ethernet-networks/stratix-5700-industrial.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/network-security-and-infrastructure/ethernet-networks/stratix-5700-industrial.html
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より柔軟な包装オプション
SKU数の増加やパッケージサイズの多様化により、生産期間が短く
なっています。その結果、製造メーカはスループットを最大化するため
に、より高い機械柔軟性と迅速な交換を必要とするようになりまし
た。回転駆動のチェーン、ベルト、ギアを使用する従来のモータソリュ
ーションは、設計が複雑で柔軟性に乏しく、硬直したものになる可能
性があります。

ロボット技術や独立型カートテクノロジ(ICT)などの新しい機械ソリュ
ーションは、今日の生産ニーズにより適しています。当社のiTRAK®シ
ステムは、従来のメカニックをシンプルで効果的なソフトウェアプロファ
イルに置き換えます。これにより、多様な包装アプリケーションにおい
て、スピードと柔軟性を向上させることができます。MagneMotion®
高性能搬送システムは、サーボ制御の独立型カートテクノロジによ
り、より安全、迅速かつ容易に機械間や工場内の製品や重量物を
搬送することができます。

ロボット技術を包装システムに組み込むことで、制御、安全、プロセ
ス情報の迅速な伝達や、機械の動きをより正確に制御することが可
能になります。

進化するグローバルな人材に対応するマシンの設計
世界の製造業の労働力は、大きな転換期を迎えています。世界各
地では、熟練労働者の不足が成長と生産性を脅かす要因として浮
上しています。このような状況に対応するため、包装機は、新人から
ベテランまでが使いやすく、かつ作業者の安全性と生産性を最適化
する設計が求められています。

システム全体の診断機能と分かりやすい表示画面を備えたHMIフェ
イスプレートは、作業者が問題を発見しやすく、トラブルシューティン
グを容易にするのに役立ちます。また、ヘルプ機能やユーザーズマニュ
アルを組み込むことで、経験の浅いオペレータが機械に慣れるのに役
立ちます。

Allen-BradleyのKinetix® 5700サーボドライブは、大型機械の立上
げと保守を容易にします。ロードオブザーバのリアルタイムチューニング
を使用することで、個々の軸を調整する必要性を軽減し、立上げ
時間を数日、数週間、場合によっては数ヶ月短縮することができま
す。トラッキング･ノッチ･フィルタ技術は、共振周波数を検出して除
去し、時間の経過とともに自動的にチューニングを調整することで、
機械の故障を防ぐことができます。

安全の最新化
機械制御システムと統合された最新の安全システムは、安全リスク
を低減し、生産性を向上させることができます。これらのシステムは、
ハード配線されたシステムにくらべて迷惑なシャットダウンが起こりにくく
なります。また、人間工学的に優れているため、作業者がシステムを
オーバーライドして危険にさらされる可能性が低くなります。

設計の複雑さを軽減
機械設計にかかる時間は、お客様のニーズを満たし、収益を向上さ
せるために非常に重要です。プレミア統合は、コントローラのプログラミ
ング、デバイスの設定、機械の操作とメンテナンスの作業を1つのソフ
トウェア環境に統合します。これにより、いくつかの重要な方法で、シ
ステムの複雑さを軽減し、設計時間を短縮することができます。

 z Studio 5000開発環境は、複数のツールの必要性を、システム
を設計および構成するための1つのプラットフォームで置き換えま
す。

 z Logixベースのコントローラは、特定のロックウェル･オートメーション
のコンポーネントを認識し、そのデバイスプロファイルを自動的にイ
ンポートできます。

 z ライブラリ管理により、プログラムのコードを保存、管理、再利用
することができ、開発時間を短縮し、成功したプロジェクトの結果
を基に構できます。

デバイスの選択も、システムの複雑さを軽減する鍵になります。例え
ば、Allen-BradleyのPowerFlex® 527ドライブは、プレミア統合の利
点を備えていますが、Kinetixサーボドライブと共有される組み込み命
令を使用して、ドライブの構成、プログラミング、制御を合理化してい
ます。

お客様の製造ニーズを満たす拡張性と再現性のあるソリューションに
より、低コストで柔軟性を高め、市場投入までの時間を短縮するた
めに、現在および将来の製造ニーズに基づいた包装ソリューションに
関するより詳細な情報をまとめました。これらは、縦型または横型の
フォーム、充填、シール機からカートナーや充填機まで多岐にわたり
ます。詳しくはこちらをご覧ください。

使い捨ての衛生用品の完全生産ラインのプロフェッショナルな 
リーディング企業

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/independent-cart-technology/itrak-intelligent-track-systems.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motion-control/servo-drives/multi-axis-control/2198-kinetix-5700-ethernet-ip.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/drives/low-voltage-ac-drives/compact-drives/25c-powerflex-527.html
https://www.rockwellautomation.com/en-in/capabilities/smart-manufacturing/smart-machines/smart-solutions-oems.html
http://aqhch.com.cn/en/
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ロックウェル･オートメーションはシカゴで
開催されたAutomation Fair®で、 
スマートマニュファクチャリングを支援する
製品を発表
製造業と技術に関するイベントで、新製品とイノベーショ

ンに注目が集まる

産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションに専心
する世界最大の企業であるロックウェル･オートメーションは、先日開
催された年次イベントAutomation Fair 2022で、市場に投入される
新製品やソリューションを多数展示･紹介しました。

今年紹介された新しいソリューションの1つは、オンマシン製品のポー
トフォリオにより、機械メーカが設計を簡素化し、コストを削減し、次
世代の高性能マシンを生み出すことを支援するものです。

On-Machine™ソリューションは、分散型の機器設計アプローチで、
機械装置メーカ(OEM)やエンドユーザにとってキャビネットベースのソリ
ューションの課題の軽減に役立ちます。機械設計をよりシンプルなモ
ジュール式にすることで、総コストを削減し、床面積を節約し、導入
にかかる時間を最小限に抑えることができます。この技術により、設
計の導入やメンテナンスのスピードアップ、生産性や柔軟性の向上が
可能になり、今日の製造環境における重要な課題となっています。

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担当バイ
スプレジデントであるテッサ･マイヤーは次のように述べています。
「Automation Fairの期間中、パートナやお客様に新製品やソリュー
ションを発表することは、常にパワフルなことです。私たちは、お客様
のニーズを深く掘り下げ、現在、そして将来にわたって新製品を提供
することで、お客様のコネクテッドエンタープライズ全体を実現するため
にどのような支援ができるのか、1週間を通して即座にフィードバックを
得ることができます。」

ロックウェル･オートメーションは、厳しいアプリケーションのニーズを満た
すために設計された、拡張可能なソリューションであるドライブと分散
型I/Oを提供しています。

Armor Kinetix®のモータ隣接設置可能およびドライ
ブ･モータ一体型サーボソリューション
新しいArmorKinetix分散型サーボドライブは、設計を簡略化し、よ
りスマートなマシンを構築するための分散型モーション･コントロール･
ソリューションを提供します。これらの新しいサーボドライブは、コンパク
トなOn-Machine™フォームファクタでKinetix® 5700プラットフォームの
高性能を提供し、モータ隣接設置ドライブまたはドライブ・モータ統
合ソリューションのオプションにより、これまで以上に効率的で柔軟性
がありコスト効率のよいシステムの作成を支援します。ArmorKinetix
は、2023年初めの発売予定です。

ArmorBlock 5000™ I/O - IO-Linkテクノロジを搭載した
分散型I/Oブロック
ArmorBlock 5000 I/Oは、IO-Link機能によって分散型モニタおよび
制御を容易に実現し、運用の可視性と俊敏性を向上させることが
できます。この産業的に堅牢なブロックは、On-Machineでの使用に
最適化されており、過酷な環境におけるIP66、67、69Kの厳しいアプ
リケーション要件に対応できます。

ArmorBlock 5000 I/Oは、2023年の第2四半期の発売予定です。

Armor™ PowerFlex® - 最も要求の厳しいアプリケーシ
ョンに対応するドライブ
Armor PowerFlexドライブは、新世代のOn-Machine VFDモータ
制御ソリューションであり、設置時間とコストの削減が最も重要で
ある場合に、統合されたモータ隣接設置ソリューションを提供しま
す。Armor PowerFlexドライブは、設置コスト、設置時間、および予
期せぬダウンタイムを削減する革新的な設計を兼ね備えています。
また、ギガビットデュアルポートEtherNet/IP™、さまざまなモータ制御オ
プション、柔軟な取付けオプション、ハードウェアおよびネットワークの
安全機能が統合されています。

ロックウェル･オートメーションは、新しい 
産業用オートメーション設計の製品化 
までの時間を短縮するFactoryTalk 
Design Hubを発表

5つのコアソリューションを活用し、設計チームのコラボレーシ
ョンと生産性を向上させる新サービスを提供

ロックウェル･オートメーションは、FactoryTalk® Design Hub™の発売
を発表しました。産業界では、クラウドを活用したより簡素で生産性
の高い作業方法により、オートメーション設計能力を変革することが
できます。あらゆる規模、スキルセット、場所にいるチームが、コラボレ
ーションの強化、ライフサイクル管理の改善、クラウドベースのソフトウ
ェアへのオンデマンドアクセスを通じて、よりスマートに作業できるように
なります。その結果、設計の生産性が向上し、市場投入までの時間
が短縮され、システムの構築と維持にかかるコストが削減されます。

ロックウェル･オートメーションのソフトウェア&コントロール部門シニアバ
イスプレジデントであるブライアン･シェパードは、次のように述べていま
す。「『どこからでも働ける』新しい時代において、集中型のオンデマン
ド設計ツールを持つことは、企業が生産を拡大し、進化する顧客ニ
ーズに容易に適応するために不可欠です。FactoryTalk Design Hub
は、製造エンジニアがロックウェル･オートメーションの幅広いツールと
機能を一元的に利用できるようにし、チームや企業全体の設計とコ
ラボレーションを成功に導きます。」

FactoryTalk Design Hubは、最新のセキュリティ標準と情報技術(IT)
のベストプラクティスに準拠しながら、産業組織における自動化プロ
ジェクトの開発および展開を改善します。常に最新の状態に保たれ
たソフトウェアで、どのウェブブラウザからでもオンデマンドで設計にアク
セスでき、プロジェクトのワークロードの要求に応じてユーザと演算能
力を柔軟に拡張することが可能です。

ARCアドバイザリーグループのバイスプレジデントであるクレイグ･レズニ
ック氏は次のように述べています。「オートメーション設計能力のデジ
タルトランスフォーメーションには、制御システム開発者の生産性を最
大化するクラウドの両方が必要であり、また、コラボレーション、拡張
性、生産性を最大化するために、すべてのソフトウェアツールがデジタ
ルスレッドで互いに接続されていることが必要です。ロックウェル･オー
トメーションのFactoryTalk Design Hubは、設計、可視化、デジタル
ツイン、ストレージ、リモートアクセスのソフトウェアツール間のシームレ
スなデジタルスレッド接続を可能にし、制御システム開発者が場所
に関係なく必要に応じてすべてのオートメーション設計に即時にオン
デマンドでアクセスできるようにするため、これらの企業がデジタルトラ
ンスフォーメーションからIT/OTコンバージェンスに至るまでの取り組みを
加速させることを支援します。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/events/in-person-events/automation-fair.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motion-control/servo-drives/multi-axis-control/distributed-servo-drives.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/new/armor-powerflex.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designhub.html
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企業は、最も差し迫った問題を解決するためのより良い方法を求め
ています。従来のソフトウェア設計アプローチでは、コラボレーション、
スケーラビリティ、および生産性が制限されます。FactoryTalk Design 
Hubは、すべてのオートメーションワークフロー設計のニーズに対して、
これらの3つの主要な懸念に対応します。

サミュエル･エンジニアリング社のシニア･オートメーション･エンジニアで
あるダグ･ホッファー氏は次のように述べています。「ロックウェル･オー
トメーションが、世界中の制御システム開発者を代表して、この種の
開発にリソースを投入していることに、本当に興奮しています。これ
は、クラウド機能と分析を制御システム開発プロセスに結びつける重
要な方法となる可能性があります。」

FactoryTalk Design Hubには、5つのコアソリューショ
ンが含まれています。
FactoryTalk Design Studio

質のソフトウェア製品を採用し、ウェブブラウザを使用してどこからでも
アクセスできます。FactoryTalk Twin Studioにより、ユーザはロックウェ
ル･オートメーションの設計ソリューション間をシームレスに移動し、チ
ームメイトとリアルタイムでコラボレーションすることで、次のプロジェクト
をより良く、より速く開発することができます。

FactoryTalk Vault
FactoryTalk® Vault™は、製造設計チームのためのセキュアでクラウド
ネイティブな集中型ストレージを提供します。最新のバージョンとアク
セス制御を備えたFactoryTalk Vaultと高度な設計ツールにより、コン
トローラプロジェクトの詳細な分析を通じて、設計をより深く理解する
ことができます。チームはプロジェクトにより多くの時間を費やし、ファイ
ルを探したり、古いバージョンで作業したりする時間を減らすことがで
きるようになりました。

FactoryTalk Remote Accessソリューション
FactoryTalk® Remote Access™は、機器へのセキュアな接続を可能
にし、チームがより速くニーズに対応し、どこからでも生産上の問題を
迅速に解決できるようにします。FactoryTalk Remote Accessは、分
野の専門家を、どちらかの物理的な場所に関係なく、重要な問題
に素早く接続し、サポート応答時間を増やし、出張と資産のダウンタ
イムに関連するコストを削減します。

FactoryTalk Design Hubとそのコアコンポーネントは、2023年初頭ま
でにすべて一般提供される予定です。ロックウェル･オートメーションの
FactoryTalk Design Hub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インテリジ
ェントなエッジ･マネジメント･ソリューショ
ンを発表

FactoryTalk® Edge™は、エッジにおける産業用デジタルトラ
ンスフォーメーションを活用し、より価値の高いエッジ活用事例を企
業レベルで実現できるよう、サポートします。

ロックウェル･オートメーションは、ゼロ･トラスト･セキュリティとオープンな
業界標準に基づく、エッジ･アプリケーション･エコシステムを備えたイン
テリジェントなエッジ管理･連携プラットフォームの提供を通して、産業
界のお客様のデジタルトランスフォーメーションを加速させると発表し
ました。

デジタルトランスフォーメーションを追求する製造業者は、AI、アナリ
ティクス、MESシステムなどの分野における革新を通してデジタルト
ランスフォーメーションの取り組みを拡張し、産業データのソースによ
り近いリアルタイムのインテリジェンスを活用しようとしています。こう
した動きは顧客側にアプリケーションの遅延、機器管理、セキュリテ
ィ上の問題といった悩みの種を生じさせており、エッジからクラウドへ
のバランス良い展開が必須であることはより明白になっています。IX 
(Industrial Transformation: 産業変革)のリーダ達は、セキュリティポ
スチャを強化しつつ全般に渡って最高レベルの展開を実現し、いか
なる場所からも機器を制御し、機器上でのアプリケーション展開を管
理することができる堅固なエッジコンピューティング戦略を実行するた
めの、エンド･ツー･エンドのインテリジェントなエッジ管理システムを必
要としています。

ロックウェル･オートメーションが提供するエッジ関連の製品を更に充
実させるFactoryTalk® Edge Gateway™とASEM™産業用コンピュー
タ  – FactoryTalk® Edge™は、インテリジェントかつ集中型のエッジ管

FactoryTalk® Design Studio™は、システム設計の効率を高める
ためにゼロから作られた新しいクラウドネイティブのソフトウェア製品
です。ウェブブラウザだけでいつでもどこでも利用でき、ダウンロード
やインストールは不要で、ソフトウェアのメンテナンスも必要ありませ
ん。FactoryTalk Design Studioは、コントローラ設計から始まり、
最新のソフトウェア開発手法と統合されたバージョン管理システム
を活用することで開発時間を短縮します。変更点の共有とマージ
を行なう自動化されたツールにより、チームでの共同作業がこれま
で以上に容易になり、1つのプロジェクトで複数のコントローラをサポ
ートすることで、プロジェクトの規模を動的に拡張することができま
す。FactoryTalk Design Studioは、産業用オートメーションシステム
の作成方法を変える準備ができています。

FactoryTalk Optixソフトウェア
FactoryTalk® Optix™は、ロックウェル･オートメーションの視覚化製品
のポートフォリオに新たに追加された製品です。FactoryTalk Optix
は、「ビジョナリーのための視覚化」として知られ、FactoryTalk Design 
Hub内で発売される最初のクラウド対応HMI製品です。FactoryTalk 
Optix Studioを使用すると、ユーザはウェブブラウザから直接アプリケ
ーションを設計、テスト、展開することができます。オプションのクラウド
ベース接続により、いつでもどこからでも修正が可能な新しいコラボレ
ーションワークフローが実現します。FactoryTalk Optixは、拡張性の
ある最新のプラットフォームを使用して、プロセス、効率、および成果
物を改善するように設計されています。

FactoryTalk Twin Studio
FactoryTalk® Twin Studio™は、ユーザが1つのクラウド環境で設計、
プログラム、シミュレーション、エミュレート、仮想試運転ができるエン
ド･ツー･エンドのオートメーション設計ソリューションです。クラウドホス
ティングされたエコシステムは、ロックウェル･オートメーションの最高品

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/design-studio.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/optix.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/twin-studio.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/remote-access.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designhub.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/vault-design-tools.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/operationsuite/factorytalk-edge-gateway-software.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/industrial-computers-monitors/asem-industrial-pcs--thin-clients--and-monitors.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/industrial-computers-monitors/asem-industrial-pcs--thin-clients--and-monitors.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/software/factorytalk/factorytalk-edge.html
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理･連携を実現するSaaSソリューションです。いかなる場所からもアク
セスできるFactoryTalk Edgeはエッジ機器やアプリケーションの展開
を統合された画面上から管理し、より優れた生産性と効率を実現
するために必要不可欠なインフラ層です。ゼロ･トラスト･モデルに基
づく優れたセキュリティポスチャを備えたFactoryTalk Edgeは、将来的
に予想される複雑な活用事例や、いかなるハードウェアやクラウドの
プロバイダにも対応し得る柔軟性を提供します。FactoryTalk Edge 
Gatewayエッジアプリは、産業データを迅速に柔軟な情報モデルへコ
ンテキスト化、パッケージ化できるようにします。FactoryTalk Edgeは
事前認証済みのASEM VersaView® 6300Bエッジ･コンピュート･ノー
ドへの展開が可能です。

ロックウェル･オートメーションのソフトウェア･アンド･コントロール部門の
シニア･バイス･プレジデントであるブライアン･シェファードは次のように
コメントしています。「コネクテッドエンタープライズ生産システム目指す
中、当社の顧客はデータのサイロ化を解決し、分散するコンピュータ
を管理し、迅速にソフトウェアを展開するのが困難だと感じています。
エッジのオーケストレーションを実現する当社のハードウェアを組み合
わせてエッジへのアプリケーション展開を容易にすることで、お客様が
デジタルトランスフォーメーションの取り組みを迅速に拡張し、エッジア
プリケーションからより大きな価値を引き出せるようになると期待して
います。」

ARCアドバイザリーグループのアドバイザリーサービス部門のバイスプレ
ジデントであるシャンタル･ポルゾネッティ(Chantal Polsonetti)氏は次
のようにコメントしています。「製造業の各社がさまざまな技術を応用
してエッジの活用を拡張しようとする中、課題となるが、増加しつつあ
る機器を管理できるセキュアで費用対効果の高いエッジインフラの必
要性です。産業界における使用事例の範囲が拡大するに伴い、機
械装置メーカ、ソリューションプロバイダ、およびエンドユーザは、さまざ
まな工場でのエッジの実装と管理を可能にする、この種の基盤となる
インフラソリューションの必要性を実感しています。FactoryTalk Edge
はデジタルトランスフォーメーションへの取り組みを管理し拡大するた
めの解決策を提供し、顧客が他の課題解決に時間を割けるように
します。」

ロックウェル･オートメーションは、新しい
FactoryTalk Motion Analyzerでモーシ
ョンコントロールのコンポーネントのサイズ
決定と選択を簡素化
機械設計者は、新しいFactoryTalk® Motion Analyzerソ

フトウェアによって、時間を節約し、モーション設計を最適化するため

に必要なデータにアクセスすることができます。このソフトウェアは、新
しい直感的なワークフローと比較ツールを使用して、ユーザがシステ
ムコンポーネントを選択、分析、および検証することを可能にします。
現在、ロックウェル･オートメーションのウェブサイトからダウンロードでき
ます。

FactoryTalk Motion Analyzerは、ユーザ定義のさまざまなアプリケ
ーションを分析できる包括的なコンポーネントライブラリで構成され
ています。設計者は、Kinetix®モータ、Kinetixドライブ、選択した
PowerFlex®ドライブ、およびロックウェル･オートメーションのテクノロジ
パートナのギアボックスなどのサードパーティ製コンポーネントを組み合
わせてシステムを選択することができます。設計者は、あらかじめ構
築されたアプリケーションテンプレートから選択するか、空白のテンプレ
ートから始めてコンポーネントとモーションプロファイルを追加して理想
的な機械を定義することによって、作業効率を最大化することができ
ます。

豊富な機能を持つ解析ツールにより、機械の稼働状況の把握やソ
リューションの最適化が容易になり、最高レベルの性能とエネルギー
効率で動作する堅牢なシステム設計を実現します。

ロックウェル･オートメーションは、スマート
マシンの開発を簡素化し、Micro800コン
トローラと設計ソフトウェアを改善
機械メーカは、ロックウェル･オートメーションの最新の

Connected Components Workbenchソフトウェアを使用して、強化
されたAllen-BradleyのMicro850およびMicro870 2080-Lx0Eコントロ
ーラを使用することにより、エンジニアリング時間とコストを削減するこ
とができます。

改良された2080-Lx0Eコントローラは、最大8台のEtherNet/IPデバイ
スをサポートする新しいクラス1暗黙的メッセージ機能により、接続性
と設計効率を向上させました。2080-Lx0Eコントローラは、事前定義
されたタグと事前開発されたユーザ定義ファンクションブロック(UDFB)
命令でEtherNet/IP上のPowerFlex 520シリーズとKinetix 5100ドライ
ブをサポートし、コントローラとドライブの統合を合理化します。さらに
重要なのは、使い慣れた直感的な設計環境による簡単なプログラミ
ングと、よりシンプルなワークフローです。

Connected Components Workbenchソフトウェアバージョン21
は、Micro850およびMicro870 2080-Lx0Eコントローラでクラス1暗黙
的メッセージ機能をサポートするために必要な最小値です。コントロ
ーラとソフトウェアの機能強化により、コストを削減しながら産業オペ
レーションの生産性を向上させることができます。ユーザは、自動化
設計において、より接続性が高く、簡素化された制御システムの恩
恵を受けることができます。

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/software/factorytalk/designsuite/motion-analyzer.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/design-and-configuration-software.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
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ユーザは、プログラム作業とトラブルシューティングの時間を最小限に
抑えることができるため、ロックウェル･オートメーションのマイクロ制御
システムで構築されたスタンドアロンマシンの開発を簡素化することが
できます。拡張されたスマート機能により、ユーザはオートメーションプ
ロジェクトをより迅速に開発･展開できるようになり、市場投入までの
時間を短縮してビジネスの成長を促進することができます。

ロックウェル･オートメーションは 
My Equipmentサブスクリプションにより
資産管理と可視性の向上を実現

My Equipment Digitalの発表により、ネットワークベースの
デバイスを使用した産業用オートメーション資産データのデジタル収
集と更新による新機能が実現しました。デジタル収集の方法には、
ファームウェア情報と1回限りの脆弱性評価が含まれます。

お客様は、My Equipmentのサブスクリプションを通じて、設置ベース
のオートメーション資産を自己管理および追跡することができ、運用
コストの削減、資産利用の改善、企業リスクの低減の能力を強化
することができます。自己管理機能は、Installed Base Evaluation™ 
(IBE®サービス)に追加することができ、My Equipment Digitalおよび
My Equipment Managedサービスに含まれています。

My Equipmentを使用することで、お客様は以下のことが可能になり
ます。

 z 旧式の製品や非管理型スイッチが見つかった場合のネットワーク
リスクの軽減

 z 最新化の可能性を検討し、どの旧製品が新規購入よりも修理
コストが低いかを特定することで、リスクと生産性向上の機会を
決定する。

 z 最も普及している技術分野がカバーされていることを確認し、適
切なリモートサポートを提供する。

 z 倉庫のデータを設置ベースと比較することにより、資産および予
備品戦略の最適化によるコスト削減、および保証の節約を確
認する。

m y R o c k w e l l A u t o m a t i o n . c o mポータルの一部であるM y 
Equipment Digitalにより、お客様は資産管理においてより積極的
な役割を果たすことができるようになります。詳細は、設置ベースの
評価をご覧いただくか、Allen-Bradley®の正規販売代理店にお問い
合わせください。

ロックウェル･オートメーションは高速モー
タアプリケーション向けにVFDの出力周
波数を増加
電力事業、石油、ガス、鉱業などの要求の厳しい製造

環境では、大型の産業用モータを駆動するために高圧電源が使用
され、多くの場合1日24時間稼動しています。ロックウェル･オートメー
ションは、このようなニーズに応えるため、高圧PowerFlex® 6000T可
変周波数ドライブ(VFD)を新たに強化することを発表しました。

TotalFORCE®テクノロジを搭載したPowerFlex 6000Tドライブは、単な
る高性能なモータ制御を超えた機能を提供します。このVFDは、生
産性の向上とエネルギー節約に役立つリアルタイムのオペレーティング
システムのデータを提供します。

 z より広い出力周波数範囲を求めるお客様の要望に応えて、ロッ
クウェル･オートメーションはPowerFlex 6000T可変周波数ドライ
ブ範囲を最大120Hzまで拡張しました。

 3 この新しい出力周波数範囲は、タービン、コンプレッサ、ポン
プなどの高速産業用アプリケーションのニーズに対応します。 

 z PowerFlex 6000Tモータコントローラは、新しいRealSine™ソリュー
ションも提供します。このオプションは、入力ハーモニクスを業界標
準よりも低いレベルまで低減するのに役立ちます。2.4～4.16kV
から215Aまでの範囲で、個々の二次巻線は特別に位相シフト
され、通常の18パルスまたは24パルス設計と比較して、それぞれ
54パルスまたは72パルスを達成します。

 3 新しい設計では、ドライブ一次側での全高調波電流歪みが
最大30%改善されています。高調波電流歪みを低減するこ
とで、VFDはシステム効率を向上させ、エネルギーコストを削
減し、工場現場での配電の問題を最小限に抑えます。

PowerFlex VFDは4大陸で製造されており、この省エネ効果の高い
工場対応型モータ制御技術を世界中の市場で利用することができ
ます。

ロックウェル･オートメーションはマネージ
ドサービスによる脅威検知の提供を拡大
ロックウェル･オートメーションは、2022年初めに新しい脅威

検知マネージドサービスを開始しました。これは、アプリケーションレベ
ルのリアルタイムモニタと対応サービスをお客様に提供し、サイバーイ
ンシデントの検知、特定、抑制、撲滅、回復を支援するものです。

脅威検知のポートフォリオは、ロックウェル･オートメーションがお客様
のニーズをよりよく満たすことができるよう、新しいサービスを提供する
ために進化しています。

 z 年中無休24時間体制のセキュリティアラート監視
 z 年中無休24時間体制のハードウェア状態監視
 z システムチューニング
 z ソフトウェア更新管理
 z バックアップ管理
 z バリューレポート 

 z トレーニング

これらの新サービスは、Cisco®社とクラロティ社の両方の脅威検知ソ
フトウェアについて訓練を受け認定されたIT/OT (情報技術および制
御技術)の専門家によって支えられたクラウドベースのサービスとして、
お客様に提供されます。

https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/micro-control.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-control/micro-control.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-maintenance-support/modernization/installed-base-evaluation.html
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-maintenance-support/modernization/installed-base-evaluation.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/medium-voltage-ac-drives/powerflex-6000-ac-drive.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity/managed-services/threat-intelligence-detection.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity/managed-services/threat-intelligence-detection.html
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メトラー・トレド社の
IND360で自動製造
をスピードアップ
メトラー･トレド社はロック

ウェル・オートメーションのテクノロジ
パートナとして、カスタム･アドオン･プ
ロファイルを搭載した新しいIND360 
ODVA準拠のオートメーション計量タ
ーミナルを販売開始

製造業では、高速産業用イーサネ
ットネットワーク上でよりリアルタイム
に制御できる、より高速なマシンが
求められています。スマートオートメ
ーション技術はこの要求を満たし、コ
スト削減、セキュアなプロセス、高い
スループットを実現します。

メトラー･トレド社のIND360は、精
密で正確な重量を毎秒960サイク
ルでオートメーションネットワークに配
信し、重量ベースの制御アルゴリズ
ムを大幅に改善することで、機械
の生産性を向上させることができま
す。高度な状態モニタ、ハートビー
ト、Smart5 NAMUR NE107の優先
順位付きアラームにより、未検出の
エラーによって品質が損なわれること
は決してありません。

より高速な計量性能で生産
性を向上
IND360による高速な重量処理は、
ユーザが選択可能な7つの浮動小
数点変数とスケールの状態(状態モ
ニタ)をEtherNet/IPを介してすべてリ
アルタイムで循環的に選択･消費で
きるため、PLC/DC操作をより効率
的にします。より高速なPLC制御に
より、機械速度とスループットを大幅
に向上させ、品質を向上させること
ができます。数百の制御変数が、あ
らゆるアプリケーションの範囲に利用
できます。

計量を統合する最もスマートな方法
IND360は、高精度ベンチスケール、フロアスケール、POWERCELL計量モジュール、11グラムか
ら1000トンまでの計量を容易にするスケールなど、あらゆるストレイン･ゲージ･スケールやスマー
トデバイスに対応します。ローカルまたはリモートのウェブインターフェイスを介した簡単な設定に
より、スケールの自動調整が可能です。セットアップクローニング機能により、リングトポロジで使
用される複数のデバイスの統合が容易になります。

1つのソリューションで多数の現場に対応
IND360は、ローカルディスクリートI/Oとアナログ出力を備えた制御機能を内蔵したトランスミッタ
またはアプリケーションターミナルとして利用でき、ほとんどの計量工程に対応できる最も汎用性
の高い製品の一つとなっています。また、すべての機能をPLCやDCSで制御することができ、柔
軟性に富んでいます。

グローバルコンプライアンス
OIML、NTEP、CPA (計測)、FCC、CE (EMC)、IEC/EN61010、UL (安全)など、国境を越え
た整合性を可能にするグローバルな認証取得。グローバルに事業を展開する企業にとっ
て、IND360は世界中で販売され、40カ国以上で有能なスタッフによって現地でサービスが提
供されています。

もっと柔軟性が必要ですか?
製品ページをご覧になって、異
なるIN360の製品や、完全な柔
軟性から得られるメリットについ
てご確認ください。

入力&アクチュエータ

重量&状態

重量測定装置

ウェブインターフェイス 
構成

重量&状態

重量&状態

クラウド

制御

制御構成

制御

接続図
IND360オートメーションインジケータ

コンプライアンスを維持
IND360オプションでグローバルに
認可されたディスプレイ

グラフィカルなプロセス概要
IND360は、一般的な自動化さ
れた軽量プロセス向けに統合さ
れたアプリケーションを提供。

アプリケーションステータス
ヒューマン･マシン･インターフェイ
スは、オペレータにプロセスステ
ータス情報を提供。一部の情
報はオートメーションシステムで
使用可能。 ブライト･カラー･ディスプレイ

ブライトカラーと高速の表示更新
速度により、読みやすさを重視し
たサイズに変更する計量情報を
瞬時に提供。

Smart5™優先順位付きのアラーム
ディスプレイは、NAMUR NE107に従って
イベントアラームのステータスを表示(問
題が起こったときに根本原因を解消する
ためのオペレータへの指示を含む)。

ネットワークステータスLED
3色のLEDはオートメーションネット 
ワークのステータスを示す。

ブライトOLEDディスプレイ
DINレールユニットには、重量、構
成、およびステータス用のブライト
OLEDディスプレイがある。

キーボードインターフェイスと制御システム
からのデータ入力
タクタイルキーボードまたはオートメーション
インターフェイスのいずれかからのプロセス変
数のデータ入力

構成、モニタおよびバックアップ
ウェブインターフェイスは、パラメータ
構成、ステータス読取り、診断、
データ複製、バックアップ、およびリ
ストアに使用可能

http://www.mt.com/IND360
http://www.mt.com/IND360
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