
December 2018 Issue 58

デジタルトランスフォー
メーションにとって必須
の最新式のDCS

プレミア統合がエンジ
ニアリング時間とコスト
を削減

拡張現実(AR)はどのよう
にしてライフサイエンス
の製造を支援できるか

採石場でインテリジェント
モータ制御を活用内容

ASIA PACIFIC
JAPAN
ASIA PACIFIC
JAPANJAPAN TODAY

Issue 66

最新のプロセス
とパワーの統合



2         ASIA PACIFIC

目次

Copyright© 2020 Rockwell Automation Inc. All rights reserved. 
ロックウェル･オートメーションの許可なく本書の一部または全部を複製す
ることを禁じます。

04

06

14

16

18

EXECUTIVE MESSAGE 

デジタルトランスフォーメー
ションの先駆者となる

競争力を維持するための複雑性と課題を切り抜けていくことは、製
造メーカと生産者が新たなテクノロジに目を向けるきっかけとなり
ました。世界的なパンデミックにより、人々はかってないほどテク

ノロジに頼るようになりました。パンデミックは私たちすべてに一歩後
ろに下がらせ、パンデミック後の世界で増大するデジタルテクノロジの
重要性の再考を促しました。

デジタルトランスフォーメーションは、組織が現在の環境で生産的であ
るためのライフラインを提供しました。オペレーション上のリスクを削
減しながら最大限に効率化し、かつ利益を上げることがどんなに重要で
あるかがまさに明らかになりました。デジタルテクノロジを統合するこ
とにより、製造メーカは効率化と利益の増大を達成できます。

デジタルトランスフォーメーションにとって、最新式の分散制御システ
ム(DCS)は必須です。最新式のDCSプラットフォームは、技術の発展と歩調
を合わせてきました。今では、DCSは単純化された開発環境、データ、分
析ツール、および洞察のような機能を搭載し、リアルタイムの意思決定
能力を実現できます。最新式のDCSは、デジタルトランスフォーメーショ
ンへの旅の一環としてコネクテッドエンタープライズを構築できます。

本号の｢Automation Today｣ではデジタルトランスフォーメーションのパワ
ー、およびどのようにして最新式のDCSが課題を簡単にし、より生産的に
するかを詳しく掘り下げます。新しいテクノロジの導入がどのようにビ
ジネスの仕組みを根本的に変更するかに焦点をあてて、最新のDCSプラッ
トフォームがデジタルトランスフォーメーションの実現を支援できるか
についても取り上げています。

本号の特集記事は、デジタルトランスフォーメーションを実現するため
の実用的な洞察を提供するトピックで、「デジタルトランスフォーメー
ションにとって必須の最新式のDCS」、「プレミア統合がエンジニアリン
グ時間とコストを削減」、および「拡張現実(AR)はどのようにしてライフ
サイエンス製造業を支援できるか」です。

本号は最新の製品やテクノロジ、当社がどのようにしてお客様がアプリ
ケーションの課題に対応するのを支援できるのかを紹介するお客様のケ
ーススタディ、および最新の企業ニュースとイベントを掲載していま
す。

厳しい年であった2020年の終わりにあたって、お客様がデジタルトラン
スフォーメーションを進める際に、オペレーションの生産性向上と利益
の増大する領域を特定するために本号がお役に立てましたら幸いです。

年末年始休暇を楽しくお過しください。2021年が実り多く幸多い年であ
ることを期待しましょう!
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産業環境の資産は、検出、
管理が困難で、保護はさ
らに困難になっています。

クラロティの包括的なプラットフォームを使用すると、
産業資産を保護、管理、および制御できます。 
その結果、総所有コスト(TCO)が大幅に削減され、 
復元力と事業の継続性が向上します。

詳細はClaroty.comをご覧ください
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パンデミックにより、このイベントは、お客様、パートナ、
および従業員の健康と安全を保護するための主に仮想体験と
して動的に再考され、イベントのすべてのコンテンツは2021
年6月までオンデマンドでご利用できます。

登録の上、オートメーションフェア(Automation Fair At Home)に
お越しください。rok.auto/3pwovFU

ロックウェル･オートメーションはクラ
ウドソフトウェア会社のFiix社を買収

AIを活用した設備保全管理システム(CMMS)が、運用計
画、設備管理、および機器の故障予測を改革します。

ロックウェル･オートメーションは、非公開会社であるFiix Inc.
を買収する契約を締結したことを発表しました。Fiix社はAIを
活用した設備保全管理システム(CMMS)の会社で、設立は2008
年、本社はカナダのオンタリオ州トロントです。ネットワー
ク接続された製造機器が増えるにつれ、設備保全データ活用
の重要性が高まります。データから得られる洞察が、競争上
の優位性の確保やこれまでにない生産性を可能にします。

Fiix社のクラウドネイティブCMMSは、設備の保全計画、整
理、追跡のためのワークフローを作成します。ビジネスシス
テムにシームレスに接続し、データに基づいた意思決定を推
進します。同社の収益は2019年に70％増加し、85%以上の経常
収益がありました。Fiix社は200万を超える設備を管理してお
り、年間600万を超える作業指示を作成しています。

ロックウェル･オートメーションのソフトウェアおよび制御部
門担当副社長であるテッサ･マイヤーズは、次のように述べて
います。「製造設備は、将来的にパフォーマンスベースで管
理されることになると信じています。Fiix社のプラットフォー
ムで自動化、生産性、そして設備保全のデータを統合するこ
とで、製造に関わるデータ全体を見渡せるようになり、設備
のパフォーマンスを改善し、保全の方法を最適化するのに役
立ちます。」

Fiix社のCEOであるジェームズ･ノバックは、次のように述べて
います。「Fiixは当初から、メンテナンスとオペレーション担
当者が、革新的な設備管理を行なえるよう、必要なツール、
リソース、そしてテクノロジを提供するという使命を担って
きました。ロックウェル･オートメーションの傘下に入ることで、

Automation Fair At Home
ロックウェル･オートメーションが第29回Automation 
Fair At Homeを開催。スマートで安全かつ持続可能な
製造の加速を通じて、カーボンニュートラルへの取り

組みを再確認。

初のライブとバーチャルのハイブリッド開催となった
Automation Fair At Homeには、46カ国から4万人を超える参加
者が登録し、シスコ社、サイティーバ社、エクソンモービル
社、ガートナー社、マイクロソフト社、サーモ･フィッシャー
･サイエンティフィック社などのPartnerNetworkの代表者が講演
を行ないました。このイベントは、2020年11月16日から20日ま
で開催されました。

新型コロナウイルス感染症パンデミックの影響で、同イベン
トはお客様、パートナ、従業員の健康と安全を守るため、
バーチャル体験をメインに構成され、全コンテンツを2021
年6月までオンデマンドで公開しています。Automation Fair 
At Homeでは、産業用オートメーションとデジタルトランス
フォーメーションの最新の製品、ソリューション、サービス
を紹介しています。今年のイベントはハイブリッドなので、
さまざまな地域の参加者が、ライブストリームやオンデマン
ド録画を通じて175を超える魅力的な教育機会や90を超える展
示にアクセスできました。魅力的なハンズオンラボ、最新の
ハードウエアやソフトウエア技術に焦点を当てたトレーニン
グセッション、産業に焦点を当てたフォーラムなどが企画さ
れました。

ロックウェル･オートメーションのブレイク･モレット会長兼
CEO (最高経営責任者)は同イベントについて次のように語って
います。「ASEMとカリプソの買収、さらにマイクロソフト、
PTCなどとのパートナシップにより、当社のエコシステムは業
界最高になりました。このパートナエコシステムと、当社の
技術と専門知識が相まって、情報技術(IT )と製造技術(OT)を融
合させた付加価値を顧客に提供します。また、当社はコネク
テッドエンタープライズの実装を通じて、世界中の顧客と多
種多様な産業に活気を提供します。こうした時代には、お客
様の回復力、敏捷性、サステナビリティ(持続可能性)を向上さ
せる方法を検討することがとりわけ重要です。サステナビリ
ティは、ロックウェル･オートメーションとお客様の最大の関
心事です。私たちはカーボンニュートラルな未来に取り組ん
でおり、エネルギー効率の向上、循環経済で役割を果たすた
めのリサイクル、再生可能エネルギーなど、お客様が独自の
持続可能性の目標を達成できるよう支援しています。」

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。「急
速な都市化や中間層と人材の増加により、アジア太平洋地域
は世界の製造拠点となっており、この分野は今後も同地域の
成長の主要な牽引役の1つです。そして、アジア太平洋地域の
ビジネスは、当社のグローバルビジネスにとって戦略的な関
心事です。弊社は、アジア太平洋地域の既存および新規の顧
客や産業がデジタルな飛躍を実現することを支援し、同地域
の新型コロナウイルス感染症パンデミックからの経済回復を
促していきたいと考えています。」
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https://www.rockwellautomation.com/ja-jp/company/events/in-person-events/automation-fair.html
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業界をリードする自動化システムと生産システムにアクセスできるよ
うになり、さらに多くの企業が保全管理を改革し、設備のパフォーマ
ンスを向上させることができます。」

Fiix社の買収は、ロックウェル･オートメーションのソフトウェ
ア戦略の一環です。また、ロックウェル･オートメーション
のライフサイクルサービス機能を強化し、生産設備、システ
ム、工場、およびプロセスの価値を最大化するのに役立つあ
らゆる産業オートメーションサービスを提供します。さら
に、ロックウェル･オートメーションがお客様の持続可能性(サ
ステナビリティ)を高めることに重点を置いていることを示し
ています。CMMSを通じて、より効率的な運営、エネルギー使
用と廃棄物の削減、コスト節減を可能にします。

Fiix社は、ロックウェル･オートメーションのソフトウェアおよ
び制御部門の一部となります。この取引は、規制当局の承認
および通常の取引完了条件に従い、2020年暦年の終わりまで
に完了する見込みです。

PTCとロックウェル･オートメーショ
ンは戦略的提携を延長

PTCとロックウェル･オートメーションは、世界中の約
250の新規顧客がデジタルトランスフォーメーションの
目標を達成するのをすでに支援しており、戦略的提携

の拡大と早期拡大を発表しました。

この拡張により、両社の販売と製品開発の取り組みの継続性
が確保され、PTCの製品ライフサイクル管理とサービスとして
のソフトウェア(SaaS)製品を含むように契約が拡大されます。
この拡大により、包括的なデジタル･スレッド･ソリューショ
ンを拡張するための両社の商業的取り組みが合理化され、先
行設計から運用、保守、最適化のライフサイクル段階に至る
まで続きます。また、PTCはロックウェル･オートメーション
の仮想機械シミュレーションおよびテストソフトウェアを自
社の顧客およびパートナネットワークに提供します。この合
意に基づき、両組織は引き続き互いのリソース、テクノロ
ジ、業界の専門知識、市場での存在感を活用して、2023年以
降もお客様にシームレスにサービスを提供します。

両社の主要な共同提供製品であるFactoryTalk InnovationSuite, 
powered by PTCは、完全に統合された産業用モノのインター
ネット(IIoT )、エッジツークラウド分析、製造実行システム
(MES)、および拡張現実(AR)を提供する業界初の包括的なデジ
タル･トランスフォーメーション･ソフトウェア･スイートで
あり、コネクテッドエンタープライズに必要です。FactoryTalk 
InnovationSuiteを使用すると、革新的なソリューションを迅速
に開発、運用可能にし、グローバルに拡張できるようになり
ます。

木質パネルの国際的生産者であるノーボード社の制御、自動
化および技術担当ディレクタであるテジャ･シューベルト氏は
次のように述べています。「FactoryTalk InnovationSuite, powered 
by PTCの選択は、当社にとってこれ以上ない時期に行なわれま
した。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の最初の波に襲わ
れたとき、コストを削減し、従業員の経験を向上させ、メン

テナンスとトレーニングの取り組みをより有効に活用するの
に役立つプラットフォームを持つことがさらに重要になりま
した。この重要な提携により、当社はCOVID-19のパンデミッ
クにこれまで以上に対応できるようになり、将来のソリュー
ションを活用できることを楽しみにしています。」

ロックウェル･オートメーションと
マイクロソフト社がパートナシップ
を拡大し、産業の変革を簡素化

このパートナシップは、クラウドからエッジまで、デ
ジタルトランスフォーメーションのイニシアチブを提
供するための俊敏性、インテリジェンス、およびス

ケールを製造メーカに提供することを目的としています。

ロックウェル･オートメーションとマイクロソフト社は、5年
間のパートナシップの拡大を発表し、クラウドテクノロジを
通じて産業顧客がデジタルの俊敏性を向上させるのに役立つ
統合された市場対応ソリューションを開発しました。

マイクロソフトのワールドワイド･コマーシャル･ビジネス担
当エグゼクティブ･バイス･プレジデントであるジャドソン･ア
ルトフ氏は、次のように述べています。「今日、私たちが確
かに知っていることの1つは100%回復力のあるビジネスはない
ということです。私たちは、ロックウェル･オートメーション
とのすでに強力な10年にわたる関係を深め、企業が産業の変
革を簡素化し、ビジネスの成果を加速し、敏捷性で革新する
のを支援できることをうれしく思います。」

これまで、両社は食品および飲料、家庭用、パーソナルケア
およびライフサイエンス業界全体で20を超えるユースケース
を共同開発してきました。このパートナシップから開発され
たソリューションは、現在の製品を強化および拡張します。

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。「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マイクロソフトのお
客様にIIoTの開発と運用のための包括的でシンプルなソリュー
ションを提供し、産業用デジタルトランスフォーメーション
のイニシアチブを妨げるデータサイロを取り除きます。」

ニュージーランド最大の企業であり、世界の乳製品輸出の
30%を担っている、フォンテラ社のGM Automation & Operational 
Technologyであるトリスタン･ハンター氏は次のように述べて
います。「私たちのチームはこの新しいソリューションのプ
レビューリリースを見ており、戦略的パートナであるロック
ウェル･オートメーションとマイクロソフトのコラボレーショ
ンに興奮しています。オンプレミスの資産からコンテキスト
を使用してデータを安全に移動し、より良い結果を分析して
推進するための新しいワークフローを提供することは、世界
中の多くの工場でフォンテラの高水準を維持するために重要
です。」

組織は、Microsoft Azure Marketplaceを介してロックウェル･
オートメーションのソリューションにアクセスでき、現在開
発中のソリューションがさらに増えています。
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最新式のDCSへのアップグレードを含むデジタルトラン
スフォーメーション戦略により、生産性の向上とリス
クの削減が可能

医薬品、消費財、食品飲料から鉱業および化学薬品に及ぶ産
業分野で活動する生産者および製造メーカは、競争力を維持
するために複雑性と課題を切り抜けるのに長けています。ス
ループットを拡大してダウンタイムを短縮し、一貫性を向上
させ、品質を維持し、従業員の安全を守ることにより、収益
を守りつつ生産を最適化することが重要です。さらに、エン
ジニアリング、在庫、システムメンテナンス、およびサポー
トに関連したライフサイクルコストも考慮する必要がありま
す。

これは、現在の世界的なパンデミックの観点に特に関連して
います。一方では運用上のリスクを削減しながら、できる限
り生産的かつ高収益であることがどんなに重要であるかがま
さに明らかになりました。

産業および技術的トレンドに追随していくことは厄介です
が、成功と成長を実現するためにはオペレーションを高度化
の次のレベルへと前進させる必要があります。産業用モノの
インターネット(IIoT)技術がこれを支援できます。手始めは、
デジタルトランスフォーメーション戦略の開発です。

デジタルトランスフォーメーションは支援でき
るのか?
「デジタルトランスフォーメーション」という用語は人によ
り異なった意味を持ちますが、産業用オートメーション関連
では、デジタルトランスフォーメーションはデジタルテクノ
ロジをビジネスのすべての領域に一体化することによる最新
化、アップグレード、またはオペレーションの改善として説
明できます。

デジタルトランスフォーメーションは根本的に文化的な変革
であり、組織がどのように機能するか、プラントフロアがど
のように運用されるか、価値がどのようにお客様に提供され
るかに影響を与えます。それは成果についてであり、常に変
化しているお客様のニーズに応えることについてです。ま
た、どのメーカにとっても体系的な変化であり、そのため最
新式のDCSはこの変革のための土台となることができます。

デジタルトランスフォーメーションのための戦略を開発する
ことは目的とビジネス目標を決めることを意味し、システム
のニーズを評価してその目的を達成し、戦略の実行を計画す
ることを意味します。

デジタルトランスフォーメー
ションの単純化と促進により、
ダウンタイムを短縮しながら生
産性を向上し、性能の一貫性を
高めることができるようになり
ます。競合企業がテクノロジに
投資してオペレーションを変革
している場合、自社の調査と意
思決定へのプレッシャーがかか
ります。まず初めの良い質問
は、「アップグレードは必要で
しょうか?」です。

今こそDCSのアップグレードを考慮すべき時期
従来のDCSはクローズドシステム設計を特長としていたため、
移行や最新化が困難で、多くの場合は総所有コストが高く
なっていました。

最新式のDCSは、高性能、施設全体での可用性、拡張性に富ん
だシステム機能、オープン･テクノロジ･スタック、および容
易な統合など多くの理由から望ましい選択肢となります。

特集記事

デジタルトランス
フォーメーション
にとって必須の
最新式のDCS

デジタルトランスフ
ォーメーションは根
本的に文化的な変革
であり、組織がどの
ように機能するか、
プラントフロアがど
のように運用される
か、価値がどのよう
にお客様に提供され
るかに影響を与えま
す。
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工場全体の制御システムは共通のオートメーションテクノロ
ジを使用し、プロセス制御、ディスクリート制御、パワー制
御、および安全制御はプラントフロアとビジネスシステムに
シームレスに統合できます。

使用しているDCSの寿命が尽きかけているとお考えなら、そう
考えているのは貴社だけではありません。設置ベースで寿命
が尽きかけているグローバルなDCSは、合計で約650億米ドル
になります。これらのシステムの大半は25年以上使用されて
いるものであり、緊急に更新する必要があります。

DCSを置き換える理由は、故障率の増加、製品品質の問題の頻
発、増大するメンテナンス費用、旧式なDCSの専門知識の欠
乏、容量の限界、最新のシステムとインターフェイスできな
いことなどです。

最新式のDCSの利点
最新式のDCSの特長は、技術的開発に対応しているプラット
フォームです。最新式のDCSにより、コネクテッドエンタープ
ライズをデジタルトランスフォーメーション戦略の一環とし
て構築できます。

これらのプラットフォームは少ないサーバとより強力なコン
トローラを使用して構造上のフットプリント(設置面積)を削
減でき、コントローラのネイティブのプロセスオブジェクト
で一貫性をサポートし、システム属性の改良した設計実績で
ワークフローを合理化し、リアルタイムの意思決定の強力な
分析ツールを提供し、国際的なサイバーセキュリティ規格に
準拠しています。

これは、最新式のDCSがメーカの工場全体の制御と最適化、お
よびオペレーションの最大化、高可用性の達成、コストの削
減、生産の増大を支援できることを意味します。つまるとこ
ろ、すべてが容易になります。

最新式のDCSは、生産者と製造メーカがほぼ例外なく直面して
いる3つの主要な課題に対応するように設計されています。

1. 生産性の向上
企業全体にわたって異なるシステムがボトルネックと非効率
性を生み出しているときに、どのようにして最適な技術革新
を進めることができるのでしょうか? サプライチェーン、プラ
ント資産、およびビジネスシステムからのとてつもない量の
情報が、リアルタイムで機能して新しい発想を生み出そうと
するチームを圧倒する可能性があります。テクノロジの急速
な進歩により、メーカは意思決定のために以前よりもはるか
に多くの情報にアクセスできます。

2. 少ない資源でより多く生産し、収益の向上を支援
生産チームは、プラントのライフサイクルを通して予算の期
待値に合うように、少ない資源でより多くの生産をしなけれ
ばなりません。オペレーションは、予期しないダウンタイム
を削減し、品質問題の発生を防止して、生産からの廃棄物を
削減するために必要な可視性とコントロールを取得する方法
を見つける必要があります。メーカは容易に更新でき、サ
ポートできる工場全体のオートメーションシステムを探して
いて、テクノロジはプラントが連続運転を実施できるように
しなければなりません。

3. 運用上のリスクの軽減
リスクはどこにでもあり、使用中のネットワークインフラ、
システムのバックボーンに応じてさまざまな形式をとりま
す。不足の事態を考慮していても、想定外のイベントが安全
な信頼できるプラントの運用に衝撃を与えることがありま
す。さまざまなリスクの一因となる要素を特定すると、動的
な状態をナビゲートし、情報で武装して適切に応答できるシ
ステムが必要です。脅威が運用上のリスクから外部要因に変
わると、制御システムは強力かつ対応できるものである必要
があります。システムに堅牢なインフラを実装していますか?

  ASIA PACIFIC        7



DCSの最新化をシンプルに
旧式の制御プラットフォームを最新式のDCSに変換するのは恐
らく複雑で、「どんな場合でもうまくいく」試みでもありま
せん。リスクを削減し、長期にわたってコストを分散するた
めに、多くの企業は移行のために段階的なアプローチを選択
します。一方では、「まるごと交換する」変換戦略が他の企
業にとっては適しています。

つまり、最新化プロジェクトはそれぞれが固有のもので、適
切な計画を必要とします。多くの場合、できるだけ短いダウ
ンタイムで、最小のリスクで変換を実施することが必須で、
こうした要件がアップグレード戦略の大筋を決定します。変
換を実施する前に、3つの主要な戦略的選択肢を決定しましょ
う。

1. アップグレードは垂直的ですか、水平的ですか?
垂直アップグレードでは、一度に1つのプロセスエリアをアッ
プグレードします。水平アップグレードでは、複数の同様な
プロセスユニット、通常はプロセスエリア全体が同時にアッ
プグレードされます。

2. アップグレードでは、すべてのオートメーションシステム
のコンポーネントを同時に交換しますか、または段階的な
移行アプローチで実施しますか?

段階的アプローチの場合、オートメーションシステムの交換
に長い時間がかかりますが、ダウンタイムが少なく、その結
果、リスクが少なくなります。計画されたダウンタイムを複
数の短期間のフェーズに分割することは生産の維持に大きな
利点があり、しかも移行費用を長い期間にわたって分散でき
ます。

3. アップグレードは「ホットカットオーバー」ですか、
「コールドカットオーバー」ですか?

ホットカットオーバーの場合、古いDCSと新しいオートメー
ションシステムは同時に稼働し、一度に1つの制御ループずつ
旧式のDCSから新しいオートメーションシステムへI/Oレベル
で移行します。コールドカットオーバーの場合、旧式のDCSは
新しいオートメーションシステムと交換され、プロセス全体
が一度に再起動されます。

システムパフォーマンスの改善のチャンスを求めて、各アッ
プグレード領域を検証できます。こうした改善による投資
利益率(ROI)の向上は旧式のシステムに比較してしばしば迅速
で、 改善されたオペレーション、優れた品質、スループット
の増大、安全関連事故の減少、強化されたサイバーセキュリ
ティ、および予期しないダウンタイムの減少などをもたらす
ことができます。

デジタル化の成功の鍵
課題はあまりにもありふれています。高頻度のプロセス変
更、より大型のデータセット、厳しい予算への対応、より
大きなトレーサビリティとコンプライアンス要件の順守の
必要性があります。油精製所から食品飲料プラントにいた
るまで、プロセスエンジニアはますます複雑なシステムの
管理を要求され、しかもより少ない資源でより多くのこと
に対処することを要求されています。

よい知らせは、最新のDCSプラットフォームは新しい技術的
な発展のおかげではるかに進歩していることです。これによ
り、DCSユーザは最適な性能とデジタル化の成功を目指してシ
ステムをアップグレードし、最新化することができます。

プロセスエンジニアの中でよくある質問は、「どのようにし
てDCS最新化はシステムの複雑さを管理し、生産性の向上を
支援できるのでしょうか?」です。最新式のDCSの最新リリー
スは、システムのライフサイクルを通して主要な課題に対応
し、4つの重要な方法で問題を簡単にします。

1. 専用の、強力なコントローラが複雑性を最小化
もともと、処理プラントは多面的で絶えず変化しています。
アプリケーションが拡張してさらに高度になると、多くの旧
式のコントローラとI/Oプラットフォームはとても対応するこ
とができません。多くのプラントでは、新たな要求を満たす
ために既存のオートメーション基盤にコントローラを追加す
ることが唯一の実質的な対応でした。

しかしご存知の通り、ますます、時には異なるシステムを導
入することが、本質的に複雑なDCSをさらにいっそう複雑に
し、一体化と管理にコストがかかるものにします。

ここで、新しいタイプのプロセスコントローラが良い選択肢
を提供します。処理パワーと処理能力の大幅な増大は、さら
に多くの方策をより少ないコントローラで管理でき、構造的
な複雑性が減少し、関連するライフサイクルコストを削減し
ます。

最新のリリースのPlantPAxも、アラームやイベントポーリン
グにより引き起こされたアーキテクチャのストレスを大幅に
減少させる「例外発生時のレポート」を有効化できます。し
かも、多くのシステムでは、ポーリングが少なければデータ
サーバも少なくてすむことを意味します。

2. 組込みプロセスオブジェクトがアプリケーションとユーザ
エクスペリエンスの一貫性を維持

誰もが、システムがどのように機能するかについて独自の考
えを持っています。しかも、誰もが優れた開発者の技量を称
賛する一方、ある開発者の文書化されていない「微調整」が
システムの維持や更新の際に他の技術者の大きな負担になり
ます。
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その上、ベンダーが提供したオブジェクトを一度変更する
と、メンテナンス、移行、文書化の際にもはやベンダーに頼
ることができません。それは自社のスタッフやシステムイン
テグレータの作業となり、システムのライフサイクル全体の
コストとリスクの増加になります。

DCSの最新化の一環として、新しいタイプのコントローラの特
長はプロセスオブジェクトがファームウェアに組み込まれて
いることであり、設計の一貫性がさらに向上します。組込み
プロセスオブジェクトは、「ロックダウン」コアコントロー
ラ機能によってシステム開発への最新アプローチに対応して
います。これにより、開発者は上位レベルのアプリケーショ
ンの構成に集中できるようになります。

コア機能が業界標準に準拠し、しかも編集できないため、組
み込みオブジェクトはシステムの整合性を維持することがで
き、プラントからプラントへ素早く複製できます。組み込み
オブジェクトも新しいファームウェアのリビジョンが利用で
きるようになると自動的に移行するため、今後のアップグ
レードがより簡単になります。

3. 自動診断が時間をセーブ
既存のDCSタグデータベースは、使用しているコントローラ、
I/O、およびフィールドデバイスに関する診断情報を含んでい
ます。その情報にオペレータがアクセスできるようにするに
は、バックエンドで多大な開発作業を必要とすることがあり
ます。

実際、制御システムの診断タグを特定し、HMIプラットフォー
ムでそれらのタグへのリンクを設定することは、システムの
設計とメンテナンスに必要なコーディングの最大30%も占め
ます。

DCSの最新化はこのプロセスを効率化します。新しいプロセス
コントローラの拡張機能を使用すると、構成済みのアラーム
はシングルクリックで自動的にHMIにすぐに配置されます。こ
の機能により、初期の開発時間と、プロセス要件の進化に伴
いシステムの寿命全体での作業時間を大幅に短縮します。

4. 最新規格への準拠がサイバーセキュリティリスクを最小化
最新のIIoTテクノロジを活用するためには、DCSを企業レベル
のシステムと一体化する必要があります。しかし、企業全体
にさらに情報を結びつけることは、プロセスオペレーション
を不注意にリスクにさらすことがあります。

最新式のDCSは高度な分析ツールとその他のデジタルテクノ
ロジの利点の両方を活用する必要性を認識し、しかも重要な
データを保護することができます。最新のリリースにより、
移行を進め、国際規格IEC 62443に準拠した多層防御に基づく
グローバルなサイバーセキュリティのベストプラクティスを
採用したシステムおよびプロセスコントローラを実装するこ
とができます。

用語が意味する通り、多層防御(DiD)戦略はどんな一元的な防
御も破られる可能性があることを認識しています。この戦略
に基づいたサイバーセキュリティシステムは、物理的、電子
的、および手続き上の安全防御の組み合わせにより複数の保
護レイヤを確立します。

稼働中の最新式のDCS
ある医薬品企業は最新式のDCSを使用してバイオプロセス機器
を自動化し、製造実行システム(MES)アプリケーションと電子
バッチレコードを統合してデータにアクセスしました。その結
果、生産スループット、可用性、生産作業効率が10～20%も増
加し、エネルギーの使用、廃材、バッチリリース時間、メンテ
ナンス、およびダウンタイムの調査時間が5～30%も減少しま
した。

他の例では、飲食料品産業のある企業ではオペレーションの拡
張を必要として、オートメーションシステムをアップグレード
しました。最新式のDCSの実装後たった1年で、その企業は20%
もの生産能力の増大を体験しました。コンスタントにアクセス
できるリアルタイムのデータが利用可能で、スタッフはその場
でただちに確かな情報に基づいた決断をすることができます。

デジタルトランスフォーメーションはなくなりません。どこ
かの時点ですべての製造メーカや生産者がデジタルトランス
フォーメーションの実現を始めなければならないでしょう。そ
れは多くの製造メーカにとって新たな日常とみなされます。

最高レベルではデジタルトランスフォーメーションは基盤であ
り、産業生産者にとっては潜在的に抜本的な進化です。新しい
テクノロジを導入することは、根本的にビジネスの仕組みを変
化させます。最新のDCSプラットフォームがお客様のデジタル
トランスフォーメーションを実現できるか確認するために、使
用中の旧式のシステムを再評価してみましょう。 
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ケーススタディ

デュポン社、DCSのアップグレード
で品質、スループットを改善

溶剤プラントのバッチ制御システムの最新化は、品質管理を改善し、収益を増加
させただけでなく、アラーム通知によるオペレータのフラストレーションも緩和

スマートフォンやその他のデバイスに搭載されている小
さいが強力な半導体は、製造に数週間もかかり、何百と
いうステップを必要とすることがあります。生産時に、

洗浄溶剤はこれらの小さく繊細なマイクロエレクトロニクスの
高レベルの純度を維持するのに重要な役割を果たします。

カリフォルニア州ヘイワードにあるデュポン社の小ロットの生
産施設は、多数の品種の洗浄溶剤を製造しています。残念なこ
とに、プラントで使用しているバッチ制御システムは、近年、
老朽化の兆しを見せ始めました。

システムはすでにサポートされていませんでした。オペレータ
をいらつかせるアラートや対応が難しいアラームのような生産
上の問題も引き起こしていました。さらに重要なことに、顧客
監査は生産工程での品質管理を改善できるレシピベースのオー
トメーションが欠けていることを発見しました。

プラントは次のような選択に直面しました。旧式のバッチ制御
システムを交換するか、現状のままで毎月何千ドルもビジネス
で失うか。プラントのアップグレードに取り組むことにしまし
た。アップグレードすることにより、品質管理を改善するだけ
でなく、プラントのスループットを向上し、新たな月間売上を
達成できるようにすることにしました。

アップグレードの必要性
ヘイワードの旧式の制御システムの大半は手動式のシステムで
した。貯蔵タンクから混合タンクへの材料のバルクでの添加だ
けが自動化されていました。オペレータは、ドラムポンプス

テーションと固体搬送ステーションを使用して他のすべての材
料を手動で追加していました。また、オペレータは材料をブレ
ンドし、フィルタを循環させ、製品サンプルを採取するタイミ
ングも設定していました。目的の製品が完成したら、オペレー
タは手動で梱包エリアの充填システムに送りました。ここで、
作業員は1ガロンおよび5ガロンのコンテナから200ガロンのトー
トまでのパッケージに製品を分配しました。

これらの手動プロセスは、潜在的にエラーの可能性を招きまし
た。例えば、オペレータは材料を15分間混合するつもりでした
が、他の業務を実行するために時間を取られて、18分間も混合
してしまう場合があります。このような例は、わずかなばらつ
きがある製品を生産する可能性があります。

しかも、旧式のシステムは、ときおり生産を中断させました。
デュポン社のオートメーションとプロセス制御エンジニアコン
サルタントであるナンシー･ギブンズ氏は次のように述べてい
ます。「HMI (ヒューマン･マシン･インターフェイス)はバルブを
開閉するたびにポップアラートを生成するように構成されてい
ました。オペレータが3つのバルグを開きたいとすると、3つの
ポップアップが表示されます。これはオペレータをいらいらさ
せました。しかも、これはエラーを誘発します。整理されてい
ないインターフェイスにより、オペレータが間違ったバルブを
開閉する可能性がありました。」

アラームはもう1つの問題でした。旧式のシステムはハードコー
ドされたアラームセットポイントと、ユーザが編集可能なア
ラームセットポイントを組み合わせて使用しており、ハード
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コードされたアラームは対応するのが難しく、オペレータはし
ばしば問題のコードを特定するのに悪戦苦闘していました。ま
た、アラームも優先順位を割当てる機能のようなアラームのベ
ストプラクティスを使用していませんでした。

より優れた品質管理へのお客様の要求と相まって、問題解消に
は制御システムのアップグレードが必要になりました。

フェーズ1: コントロールのアップグレード
ギブンズ氏はシステムインテグレータTechKnowsion社とデュポ
ン社のグローバル･アライアンス･サプライヤであるロックウェ
ル･オートメーションと連携し、コントロールのアップグレー
ドを計画し、実行しました。チームは2段階アプローチを使用
してアップグレードを実行しました。

最初のフェーズでは、バッチシステムのプログラマブル･ロ
ジック･コントローラ(PLC)およびHMIをPlantPAx分散制御システ
ム(DCS)と交換しました。これには、新しい制御コードの要件を
決定するために、旧式のPLCコードをリバースエンジニアリン
グすることが含まれました。ギブンズ氏は次のように述べてい
ます。「単にコードを複製したり、変換するつもりはありませ
んでした。システムの機能要件にまで遡り、大幅にコードをク
リーンアップし、改良しました。次にこのコードをPlantPAxベー
スのプロセス･オブジェクト･ライブラリに組み込みました。ラ
イブラリは、長年にわたってデュポン社内で特定のニーズに合
わせてカスタマイズされていました。」

制御システムの新しいHMIは最新の視覚化手法を使用して、オ
ペレータに優れた視聴体験を提供します。ギブンズ氏はまた、
次のように述べています。「旧式のHIMIインターフェイスは複
数の色を使用し、画面が雑然とすることがありました。新しい
グレースケールのHMIは重要な項目をハイライトし、重大な問
題をオペレータに警告します。新しいHMIを実装してから現場
の抜き打ち検査を実施しましたが、当社のオペレータは常にど
こに注意を払えばいいのかわかっていました。決して何も見逃
すことがありません。」

フェーズ2: バッチオートメーション
フェーズ2では、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･チームがデュポン社と直接連携し、FactoryTalk 
Batchソフトウェアを構成してインストールし、完全なレシピ制
御とシーケンシャルオートメーションを実現しました。

ギブンズ氏と彼女のチームは、バッチシステムの実装に際し
て、そのフレームワークを展開するISA S88規格に準じたもの
にすることを望んでいました。このためには、ロックウェル･
オートメーションは最初に生産機器の物理モデルを構築し、そ
の後に自動化生産フェーズの手順モデルを作成する必要があり
ました。これらのフェーズは、別のレシピで必要な場合はいつ
でも使用できる構成要素として機能します。

ギブンズ氏は次のように述べています。「バッチソフトウェア
のフェーズ管理機能によって、S88規格に確実に準拠することが
できるようになり、大幅に時間が節約できました。チームは、
ミキシングや添加のようなフェーズを一度設定すれば、その
後、何度でも再利用できるようになりました。これはレシピご
とに新しいコードを作成するよりもはるかに効率的です。」

また、チームはサンプリングやレシピレビューのような手動プ
ロセスにもバッチソフトウェアを活用しています。ソフトウェ
アは自動フェーズに一体化する手動フェーズを提供し、ユーザ
が手動フェーズと自動フェーズの間をシームレスに操作できる
ようにします。ギブンズ氏は次のように述べています。「私た
ちはこの機能をデュポン社全体で広範囲に使用しています。こ
の方が、コントローラに手動のプロセスコードを書込むよりも
簡単でスムーズなことがわかりました。」

最後に、チームはロックウェル･オートメーションと連携し
て、プラントの貯蔵タンクの材料を追跡するソフトウェアをイ
ンストールしました。このソフトウェアは、手作業による在庫
の追跡を必要とした紙ベースの記録システムを置き換えまし
た。

品質管理とスループット
新しいオートメーションシステムは、予定されたダウンタイ
ムの間の1週間ですべて実装されました。アップグレードに
より、陳腐化したプラントは完全にサポートされたプラット
フォームになりました。さらに、最新のHMIは従業員を苛立だ
せていたポップアップとアラーム管理の問題を解決しました。

ロックウェル･オートメーションのライブラリのプロセスオブ
ジェクトにより、設計、構成、配備の時間が短縮されました。
ギブンズ氏はライブラリがプログラミング構成時間を40%も短
縮したと推定しています。今日にいたるまで新システムは順調
に稼働し、ライブラリは効率的に節約する方法を提供し続けて
います。

ギブンズ氏は次のように述べています。「ライブラリはメンテ
ナンスとトラブルシューティングに有効です。ディスクリプ
ションを開いて変更したい場合、エンジニアリングワークス
テーションまたはプログラミングソフトウェアを使用する必要
はありません。フェイスプレートを使用してHMIで適切に処理
できます。または、バルブが開かない場合、オペレータはフェ
イスプレートを開いて、インターロックアイコンを開き、問題
を確認できます。過去には、従業員はバルブのインターロック
を確認するために画面を設定しなければならないか、問題をト
ラブルシューティングするために紙の書類を精査しなければな
りませんでした。今では、ほんの数回クリックするだけで答え
が得られます。」

その一方で、バッチソフトウェアにより、プラントは非常に限
定されたオートメーションから自動洗浄工程を含む完全なバッ
チオートメーションになりました。これにより、デュポン社の
プラントはお客様が望んでいた品質管理のレベルを達成できる
ようになりました。異なる生産ユニットの間の整合性を改善す
るためにソフトウェアを調整した後で、プラントのスループッ
トは大幅に増加しました。 
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採石場でインテリジェント
モータ制御を活用

ボーラル社は、セメントや骨材、コンクリート、アス
ファルト、レンガ、屋根ふき材、石材製品および材木
を含む、オーストラリアの建設資材と建築製品の大手

プロバイダです。

オーストラリア全土にコンクリート、アスファルト、製造拠
点の広範なネットワークを持つボーラル社の主導的地位は、
主要市場の近くに戦略的に配置された約10億トンの採石場埋
蔵量に支えられています。

ボーラル社のチャールトン採石場は、メルボルンとミルデュ
ラのほぼ中間に位置するビクトリア州にあります。これは、
この地域で数少ない硬岩の採石場の1つであり、注目すべき量
を産出しています。採石場は、さまざまな採石場製品を生産
し、地域のインフラプロジェクトに製品を供給しています。

高品質の建築および建設ソリューションを提供するというコ
ミットメントにより、ボーラル社の採石場はその運用に関し
てISO 9001:2015の品質管理システム認証を取得しています。

ボーラル社は、熱心に仕事に従事する信頼性の高い労働力の
確保と環境への影響を最小限に抑えることに取り組んでいま
す。この目的に沿って、ボーラル社では最近、オーストラリ
ア、ビクトリア州にあるチャールトン採石場のために、稼働
時間の改善と最新のモータ制御技術によって提供される長寿
命の実現とコンプライアンスの遵守のために業界トップの
モータ制御ソリューションに投資しました。

スマートモータ制御
ボーラル社は、ビクトリア州バララトに本社を置く新進気鋭
の電気工事請負業者であるSS Electrics社と契約し、採石場の電
気装置を最新化するソリューションを導入しました。

SS Electrics社の取締役であるクリス･ナン氏は次のように述べ
ています。「以前にもボーラル社の他の採石場プロジェクト
で連携したことがあったため、私たちは立上げ時の現場のダ
ウンタイムを最小限に抑えることの重要性を十分に理解して
いました。ロックウェル･オートメーションのMCCは、完全に
設計および統合されたシステムであり、基本的に到着時には
立上げの75%が済んでいるため、この用途には最適な選択でし
た。これは本当にエンジニアリング時間の短縮に役立ち、こ
のプロジェクトのタイトな立上げスケジュールを守ることが
できました。」

Allen BradleyのCENTERLINE 2500モータ･コントロール･センタ
(MCC)は、最大の安全、パフォーマンスおよび信頼性を提供
し、ボーラル社の生産要件を満たすことができます。この
最新のモータ制御ソリューションでは、既存のシステムと
統合し、高度な診断機能を提供できることが重要でした。
CENTERLINE 2500は、プレミア統合とエンジニアリング時間の
短縮によってこれらの要件に適合します。

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
るマット･トリービーは次のように説明します。「採石場に
は、最高の規格を満たし費用効率が高く、統合の利点の一部
を採用するMCCソリューションが必要とでした。」

ボーラル社は最新のモータ制御技術で旧式の装置をアップグレード
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SS Electrics社は、ロックウェル･オートメーションと販売代理
店であるNHPエレクトリカル･エンジニアリング･プロダクツ
社と連携し、12カラムMCCの中心となるスマートコンポーネ
ントを選択しました。これには、E300電子過負荷リレー、SMC 
Flexソフトスタータ、POINT I/Oモジュール、Guardmasterセーフ
ティリレー、Stratixスイッチ、ControlLogix制御システム、およ
び粉砕機、コンベアおよびプロセス設備向けのPowerFlex 525
可変周波数ドライブが含まれます。

トリービーは次のように説明します。「MCCは、ボーラル社
のチャールトン採石場でのモータ制御に信頼できるソリュー
ションを提供します。MCCは、高品質で、完全にテスト済
みで法令に遵守しているため、「両方の世界で最高」のソ
リューションです。また、それだけではなく、設計とプ
ロジェクト管理はローカルで行なわれるためにお客様がソ
リューションをカスタマイズして独自の要件を満たすことも
できます。」

診断および安全
従業員の安全への強いコミットメントにより、ボーラル社は
MCCにArcShieldテクノロジを搭載することを選択しました。
ArcShieldはアークフラッシュの危険性を減らし、内部の電気
アーク故障に対する保護を強化します。

スケーラブルな安全ソリューションを提供することで、MCC
のGuardmasterセーフティリレー(GSR)は、採石場のコンプライ
アンス規格と機能安全要件の両方に対応しています。

ボーラル社のMCCは、IntelliCENTER®テクノロジも搭載していま
す。これは、組み込みのネットワーク機能を使用して、予知
保全、プロセスモニタ、高度な診断に使用できる情報をキャ
プチャすることにより、MCCのインテリジェンスを強化しま
す。モータ制御装置をイーサネット経由で接続することによ
り、オペレータとメンテナンス要員は、いつでもどこからで
もオペレーションをモニタおよび分析することにより、コネ
クテッドエンタープライズの利点を実現できます。

生産性とコンプライアンスの向上
ボーラル社のチャールトン採石場は、現在、オペレーション
およびパフォーマンストレンドへのリアル･タイム･アクセス
によりパフォーマンスを最適化する主要な診断情報を提供す
る新しいスマートモータ制御ソリューションから恩恵を受け
ています。この採石場がコネクテッドエンタープライズに向
けて前進するにつれて、このシステムの可視性向上およびリ
アルタイム診断データをすぐに活用できる洞察に富んだ情報
へと変換することができます。

ボーラル社のアセットマネージャであるジェイク･マクレラン
氏は次のように説明します。「チャールトンプロジェクトの
主な焦点は採石場で求められるダウンタイムの最小化を行な
いながら、寿命が近づいた電気機器を交換してコンプライア
ンスと安全を改善することでした。これは、新しいソリュー
ションと、SS Electrics社とロックウェル･オートメーションの
支援によって達成されました。これは非常にスムーズなプロ
ジェクトであり、システムの可視性の向上により、障害検出
時間が数時間から数分に短縮され、以前は多くが手作業で制
御されていたプロセスを完全に自動化できました。」

マクレラン氏は次のように述べています。「さらに、プラン
トマネージャは生産動向とエネルギー消費をリアルタイムで
モニタできるようになり、プラントの最適化を支援します。
新しいMCCによって、採石場は将来にわたってお客様の需要
に自信を持って対応できるようになりました。このプロジェ
クトが成功した結果、当社の他の採石場にも同様のシステム
を導入する計画があります。」  

Allen-BradleyのCENTERLINE 2500モータ･コントロール･センタ(MCC)
は、最大の安全、パフォーマンスおよび信頼性を提供し、生産要件
を満たすことができます。

動作とパフォーマンスの傾向にリアルタイムでアクセスしてパフォ
ーマンスを最適化する重要な診断情報を提供する新しいスマートモ
ータ制御ソリューション

MCCは、現場に出荷される前に、SS Electric社の施設のポータブルル
ームに事前に構築されていました。
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プレミア統合がエンジニアリング
時間とコストを削減 
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進化した統合を活用することにより、オペレータと技
術者は、機械がより生産的にかつ一段と利益が上がる
ように稼働し続けるための情報を確実に得ることがで

きます。

オートメーション生産システムが複雑化の一途をたどる中、
機械設計および構成段階を含む製造業務のすべての側面で、
生産性の向上がますます重要性を増しています。コントロー
ラやスマートデバイスを構成し、接続するのに必要な仕事の
すべてが、プラントマネージャにとって絶え間ない課題と
なっています。効果的なレベルの統合は、いくつかのソフト
ウェアツールと大がかりなプログラミングを必要とします。

そのため、デバイスを手動で統合して構成する従来のアプ
ローチは時間がかかり、コストが高く、今日の製造メーカの
ニーズとは直感的に相容れません。有り難いことに、もっと
良い方法があります。

プレミア統合により、プログラミングはより簡単に、短時間
で、低コストでできるものになります。これは、スマート
モータ制御装置および論理プラント制御システムの2つの組み
合わせで達成できます。この2つは大きな価値をそれぞれ単独
で提供します。この2つを組み合わせることにより、データは
企業全体からアクセスでき、複数レベルのユーザの活動を効
率化できるようになります。

ロックウェル･オートメーションから提供されるプレミア統合
の体験は、コントローラのプログラミング、デバイス構成、
および機械操作/メンテナンスのすべてをユーザフレンドリ
なソフトウェア環境に統合します。オペレータにとっての最
終結果として、企業全体にわたるメンテナンス、機械稼働時
間、生産性の細部の向上のために重要な機械診断に素早く簡
単にアクセスできるようになります。

プレミア統合の体験
プレミア統合は、Allen-BradleyのスマートデバイスをLogix制
御システムに統合する体験です。プレミア統合は、自動制御
システムの機能性をフィールドデバイスの通信インフラのリ
ソースと結び付けます。これはロックウェル･オートメーショ
ンの特定の制御システムエレメントに独自のもので、コント
ローラ、ドライブ、ネットワーク、スイッチ、モータ･コント
ロール･センタ、過負荷保護リレー、およびソフトスタータ
などです。プレミア統合では、エンジニアはFactoryTalk Studio 
5000設計環境というたった1つの開発環境だけが必要です。

それが、異なるAllen-BradleyデバイスをLogix制御システムに設

計、統合、構成するときに必要な唯一のソフトウェアです。
プレミア統合は、これまでの統合アプローチにかわるビジネ
スの強化手段を提供します。開発期間を短縮することにより
統合が容易にできます。さらに、製造業務にとって重要な可
視性や生産性分析ツールの改善を実現できます。

シームレスな通信
多くの場合、設計、立上げ、メンテナンス時間の削減は産業
用オートメーションプロジェクトの目標でした。産業用オー
トメーションデバイスがますますデジタル通信に依存するに
つれて、プロジェクトの成功はデジタルネットワーク全体で
データを交換するために、どれだけ容易にデバイスが構成で
きるかに大きくかかっています。

同時に、コントローラ、ドラ
イブ、およびスマートデバ
イスの間のデータ統合の改善
は、結果的により生産的なシ
ステムとさらに多くの情報と
診断データを提供できるシス
テムをもたらします。複数ベ
ンダーからのデバイスを使用
する企業は、大抵の場合、複
数のソフトウェアツールを使
用する場合に通信の確立と互
換性の維持に苦労します。

結果的に、これはエンジニア
リング時間の増加とコスト
の増大をもたらすことがあります。また、制御システムのた
くさんのデバイスは、将来的にメンテナンス問題を引き起こ
す可能性があります。よりシンプルで、もっと包括的な統合
アプローチを使用して、生産技術者はアプリケーションを構
成し、はるかに高速に稼働させ、複雑さを軽減することがで
きます。開発は一段と効率化され、より優れた統合が達成さ
れ、すべてが管理可能なメンテナンスとトラブルシューティ
ングを実現します。

オペレーションを簡易化
統合の複雑さを軽減する以外に、プレミア統合の以下のよう
な機能を利用して、産業用製造メーカはエンジニアリング時
間を短縮しコストを削減できます。

デバイスマッピングと構成
冗長化プログラミングを複数のソフトウェアツールで使用す
るときに、Studio 5000ソフトウェア環境を使用して高くつく開

技術に関する記事

プレミア統合で時間を
節約したお客様は以
下のこともできるよう
になりました。「プラ
ントプロセスの文書化
の改善 /更新にもっと
時間を費やすことがで
き、データ収集により
プラントの処理を改善
するためにもっと時間
を割くことができるよ
うになりました。」
中 規 模 食 品 会 社 の
最高技術責任者



  ASIA PACIFIC        15

発エラーを軽減することができます。同様に、ある場所から
コントローラを構成し、ネットワークコネクションを制御す
る機能は、I/Oの不適合エラーを軽減することができます。

デバイスをマッピングするとき、Logixベースのコントローラ
は特定のAllen-Bradleyのコンポーネントを認識でき、自動的
にそのデバイスプロファイルをインポートします。例えば、
Allen-BradleyのPowerFlex 755 ACドライブを統合する場合、エン
ジニアは特定のモジュールを選択でき、Studio 5000設計環境
が自動的にすべてのドライブパラメータを読込みます。つま
り、もはや手動でパラメータ番号を説明に関連付ける必要が
なく、電力や電圧のようなドライブデータを入力する必要も
ありません。

また、プレミア統合は自動的に説明的なタグ名やタグタイプ
を挿入します。これは、手動でそれぞれのタグにこの情報を
入力するという非効率なプロセスを不要にします。これによ
り、システムの複雑さに応じて、何時間という、いや何日と
いう構成時間を削減できるようになります。

コピー&貼り付け
一度、デバイスが構成されると、Studio 5000設計環境の簡単
なコピー&貼り付け機能によって、同様のデバイスを追加で統
合する場合に必要な時間を短縮できます。例えば、複製され
た装置が同じプロジェクトで必要な場合、エンジニアはオリ
ジナルをコピーするだけで、追加の装置ノードを作成できま
す。FactoryTalk Studio 5000設計環境は、オリジナルのドライブ
で使用された説明的なタグ名と構成設定をコピー&貼り付けで
新しいドライブに転送します。

タグエイリアス
早期の開発は、製品設計の市場投入時間を大幅にスピード
アップします。Logixベースのアーキテクチャ内で、エンジ
ニアは物理的なハードウェアの準備ができる前に意味のある
タグ名を使ってプログラム全体を書くことができ、その後、
物理的モジュールとターミナル情報を割付けることができま
す。この機能、またはタグエイリアスは配線図が利用できる
前にプログラムを開発するために広く使用されており、最終
的な構成を改善し、スタートアップ時間を短縮します。

ライブラリ管理
ライブラリ管理はプレミア統合の要となる要素です。エンジ

ニアは、プログラムから効率的にアプリケーションコードを
保管、管理、再利用できます。これは、同様なプロジェクト
に携わるときに開発時間を短縮できます。

Application Code Managerを使用して、Studio 5000設計環境を拡
張し、効率的なプロジェクト開発作業に集中できます。この
ツールで論理モデルがオブジェクトで作成され、あらゆる物
理機器に適用できます。これらのライブラリは、コードセク
ションをドラッグ&ドロップすることにより、企業標準、同様
のアプリケーションのためのコードの再利用、論理モデルの
構築時の支援を確立できます。その結果、プレミア統合体験
において、Studio 5000にインポートされるときに、ソフトウェ
アはすべてのロジックとタグをコードと一緒に移動します。

プレミア統合の利点
プレミア統合はネットワーク化されたオートメーションシス
テムの基盤を作り出し、お客様のために設計、運用、メンテ
ナンスのライフサイクルを簡略化します。プレミア統合の利
点は、開発から生産オペレーションにとどまりません。情報
の取得や配信機能をシステム固有のものにできます。その結
果、オペレータや技術者は容易にデバイス診断、故障、ア
ラームおよびその他の重大なイベント情報にアクセスできま
す。この情報を使用して、マシンレベルから企業レベルにい
たるまで優れた決定を行なうことができます。

詳しくは以下のウエブページをご覧ください。https://www.
rockwellautomation.com/ja-jp/capabilities/industrial-automation-
control/intelligent-motor-control.html  



拡張現実(AR)は、ライフサイエンス企業のデジタルト
ランスフォーメーションのために必須のコンポーネン
トです。重要なのは、ARからお客様の組織のどの分野

が最も恩恵を受けることができ、明らかに利益を高めること
ができるのかを把握することです。

2020年は、他の年とはまったく違う年であることは疑う余
地がありません。COVID-19は多くの企業のデジタルトランス
フォーメーションを促進し、ソーシャルディスタンス、リ
モートワーク、および需要の急激な変動が新たな日常となり
ました。企業が生き延びて、繁栄するためには、新しいテク
ノロジやこれまでと異なるアプローチに投資する必要があり
ます。

拡張現実(AR)は、企業が今後の業務活動を順調に進めてデジ
タルテクノロジを現場に導入するのを支援する独自のテクノ
ロジとして登場し、事業の継続性を維持しつつレジリエンシ
(弾力性)を高めるのに役立ちます。これは、市場の需要の急
激な変動や生産の制約により優先事項の再評価を必要とする
ライフサイエンス製造業で特に重要です。

今の時代においては、労働者の安全はライフサイエンス企業
にとって継続的な最優先事項です。プラントフロアの従業員
のためのソーシャルディスタンスや、生活維持に不可欠な業
種以外で働いている従業員のためのリモート作業化のための
新しい対策は、プレッシャーの増加をもたらしましたが適切
に行なう必要がありました。この不確定性に直面して、ARは
前面に立ち、生産性を改善し安全性を強化するために設計さ
れている一連の活動をサポートします。

現在の情勢では、ARの価値はさらに明らかであり、テクノロ
ジの導入ロードマップ上の「あるといいもの」から、変化す
る状況に企業が適応できるようにする「なくてはならない」
テクノロジになります。その結果、意思決定者は以前の懸念
を克服し、急速にARを産業用プロセスに持ち込んでいます。

拡張現実(AR)の利点
ライフサイエンス分野のリーダたちは、ARテクノロジが成熟
するのを注意深く観察し、機器の設計審査、品質保証、予知
保全のようなサポート業務でその有用性を評価しました。
MicrosoftのHoloLensやGoogle Glassのようなハードウェアはエ
ンタープライズ対応ソリューションとして開発され、モバイ
ルデバイスの使用はこれまで以上に普及しており、ARの実装
は徐々に実質的に厄介のものではなくなっています。

ARは強力なテクノロジであり、新人研修を容易にし、学習
およびトレーニング方法を変革して、リモートサポートやコ
ラボレーションを可能にすることで生産性の改善を促進しま
す。ますます仮想化する新たな日常では、ARは現実世界とデ
ジタルワールドを結合し、工場や現場の第一線の労働者の能

力を向上させ、以下のような多くの利点を提供します。

1. 拡張現実(AR)は事業の継続性をサポート
最近数か月の出来事は、さまざまな課題に対してオペレー
ションを稼働し続けようとする製造メーカに重圧をかけてい
ます。熟練専門家が実際の場所(特に国境を越える必要があ
る場合、強制的な隔離がある場合)に出張できないこと、お
よび工場現場の労働者間の距離を保つ必要があることは、必
要なところに重要な知識を移転することを難しくしました。

ARはさまざまな方法で事業の継続性を支えます。まず、製
造メーカはテクノロジを使用してリモートサポートを提供で
き、要求に応じて専門家のスキルにアクセスできます。さら
に、ARを使用して、複雑な手順の実施、誤りのあるシナリオ
の解決、機器の修理のような状況で情報を得ることができま
す。テクノロジによりそのような情報は、幅広く、ただちに
利用できます。

2.  拡張現実(AR)は既存のプラントの機械設備と連携
イノベーションを採用するさいに製造メーカが直面する大き
な課題の1つは、新しいテクノロジと何十年にもわたって稼
働してきた既存の設置済みインフラや設備とのバランスを取
る必要があることです。デジタルトランスフォーメーション
は製造メーカにとって最優先事項であり、これからも最優先
事項であり続けます。いくつかの要素は技術的な構造変化お
よび組織変更を必要とし、一方、他の部分では運用技術から
離れたままでハードウェアを活用できます。

分離したレイヤのままで存在できるARがこのケースで役に立
ちます。つまり、製造メーカは核となるインフラを廃棄して
交換しなくても、新しい技術を導入できます。かわりに、AR
対応デバイスがスタンドアロンツールとして動作し、プラン
トフロアのテクノロジを補完します。

3. 拡張現実(AR)は可能性を拡大
年初に自動車メーカに人口呼吸器の生産をするよう要求し、
ジンやウィスキーメーカに重要な手指除菌剤を生産するよう
に要求したら、眉をひそめられたでしょう。しかし、いっ
たんCOVID-19の重大性が知られると、まさにこれが実際に起
こったことでした。従来の生産を別の重要な機器を製造する
のに切換えるのは、これまでメーカとその従業員が製造して
きたものと非常に異なるもので、とてつもなく複雑なタスク
です。

しかし、このような状況で機器の構築方法や製品の組み立て
の管理方法を労働者に教育するのに、ARは非常に有効です。
最初に手動による組み立てを仮想世界に取り入れることによ
り、技術者はデジタルによる組み立て指示に従うことができ
ます。このようにして、移行プロセスをスピードアップし、
より短期間で患者に製品を届けることができます。

拡張現実(AR)はどのようにしてライ
フサイエンスの製造を支援できるか

アプリケーション記事
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4. 拡張現実(AR)はトレーニングの経済的負担を軽減
ライフサイエンスのような高度なスキルを必要とする製造業
では、最も貴重な資産は専用の生産機器ではなく、生産機器
を運用し、操作する人々です。スタッフのトレーニングはこ
れまで産業にとって多額の(しかも避けることができない)出
費であり、人事異動や新しいスキルの出現のために継続的な
資金の投入を必要とするものでした。一般的に、医薬品メー
カでは平均で1,000以上の標準運用手順(SOP)があり、従業員1
人当たりのトレーニング費用は他の製造業よりもはるかに大
きいものです。

ARは、ライフサイエンス製造メーカを支援し、トレーニング
方法と社内スタッフを完全に再構築し、かなりの費用の節約
を生み出し、オペレーションのトレーニングに一貫性をもた
らします。これは急速に変化する動作環境に対して、知識の
移転を必要とする最近の数か月では特に重要です。

5. 拡張現実 (A R )はさらに大掛かりなデジタルトランス
フォーメーションの取組みを強化
ライフサイエンスのような強固に規制された環境では、変更
には長いプロセスを必要とする可能性があります。製造メー
カは、該当分野が進化するにつれて競争力を保つためには、
生産工程とデータの使用に関してより効率的である必要があ
ることを知っています。これは、実際にはプラントの運用を
デジタル化し、IoT、予測分析、機械学習、およびAIのような
テクノロジのパワーを活用することによってのみ達成できま
す。

製造メーカがマシンのパフォーマンスデータのような重要な
情報を可視化し、テクノロジが備えるアクセス性と拡張性に
よりリモートオペレーションを改善することを支援するため
に、ARは不可欠な部分になりました。

デジタルトランスフォーメーション
デジタルトランスフォーメーションの道のりでさらに進んで
いる企業は、手動プロセスに頼っている企業と比較して、
COVID-19によりもたらされた突然の課題にしっかりと取り組
むことができる強みがあります。

ロックウェル･オートメーションと
PTC社は協力して経営幹部が拡張現
実(AR)をオペレーションの一部とす
るビジネスケースを構築するのを
サポートしています。ARに関する
当社の専門知識とライフサイエンス企業のお客様との長い経
験を組み合わせて、当社は必要なARソリューションの設計と
実装を支援でき、現在の状況での従業員の安全と生産性の向
上をサポートし、より大きな変革への期待に応えます。

APPLICATION  PROFILE

拡張現実(AR)への
投資はライフサイ
エンス機関にとっ
て必須です。



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

コントローラにネイティブな新しいプロセス機能、
サイバーセキュリティで保護されたアーキテク
チャ、および改善されたシステムの可用性とワーク

フローにより、ハイブリッドおよび連続プロセス産業のプ
ラントのライフサイクルのすべての段階で価値が解き放た
れ、全体的なコストが削減されます。

PlantPAx 5.0分散制御システム(DCS)の最新バージョンは、産
業生産者がプラント全体のスケーラブルなシステムでプラ
ント運用のライフサイクルにプラスの影響を与え、デジタ
ルトランスフォーメーションと優れた運用を推進すること
を支援します。

新しいシステム機能は、コントローラにネイティブなプロ
セス機能を導入し、規制対象の業界でコンプライアンスを
推進するシステム資産の可用性を向上させると同時に、
企業のすべてのレベルで分析を採用できるようにすること
で、オペレーションをデジタル変換することを支援しま
す。直感的なワークフローと業界をリードするサイバーセ
キュリティ規格の使用は、チームがDCSの基盤を設計、配
備、およびサポートするのに役立ち、市場投入までの時間
を短縮し、プラントがより速い速度で利益を実現するのに
役立ちます。

ロックウェル･オートメーションのグローバル･プロセス･
ディレクタであるジム･ウィンターは次のように述べてい
ます。「PlantPAx DCS 5.0をお客様に提供できることをうれ
しく思います。新しいシステム機能は、お客様が設計と立
上げに要する全コストを削減できるようにするための段階
的な変更です。この機能により、プロセス制御層を企業に
統合するための全体的な作業が改善されます。システムの
ライフサイクルコストを削減し、運用上のリスクを低減す
ることで、エンドユーザにより多くの価値をもたらす革新
的な方法を探し続けています。」

プロセスのエンドユーザは、従来のDCSに伴う負担をかけ
ずに、最新のエクスペリエンスのメリットを提供するシス
テムを望んでいます。新しい5.0リリースは、次の分野で最
新のDCSを革新します。

設置面積の削減
• このリリースでは、新しいプロセスコントローラが導入
され、最先端の処理能力と容量でLogixファミリーが強
化され、PlantPAxアーキテクチャの複雑さが軽減されま
す。この活動により、ライフサイクル全体でシステムの
総所有コストが削減されます。

プロジェクトの一貫性
• コントローラのファームウェアに組み込まれたネイティ
ブプロセス命令により、プロジェクトチームは、個々の
プロジェクトまたはマルチサイトに対する配備で一貫性
を持たせることを推進する戦略を制御するアプローチを
採用できます。チームがオートメーションの基盤を最新
化する際、一貫性により、展開されたシステムのライフ

サイクル管理が簡素化されます。一貫性により、総所有
コスト(TCO)が削減されます。

ワークフローの合理化
• PlantPAx 5.0は、改善された設計と運用ユーザエクスペリ
エンスを提供します。開発チームは、計装、アラーム、
および診断システム要素の構成の節約を実現します。オ
ペレータは、基礎となる制御ロジックを安全かつセキュ
アに表示する拡張機能を利用できます。メンテナンスで
は、トラブルシューティングのためにビューアクセスが
制御されます。

サイバーセキュリティのTÜV認定
• 最高のパフォーマンスで動作し、サイバーセキュリティ
の脅威を最小限に抑えるために、PlantPAx 5.0システム
アーキテクチャは、電子的に保護されたシステムの実装
に関するガイダンスを提供する国際規格ISA-99/IEC62443-
3-3のTÜV認定を受けています。

分析が有効
• プロセスのエンドユーザは、分析の価値を、プロセス運
用で利益を実現するための重要な戦略として認識してい
ます。PlantPAx 5.0リリースには、DCSからのライブデー
タと履歴データをレポートおよび分析ツールに簡単に接
続する専用のフレームワークがあります。

• プラントのオペレーションを制御するプロセス戦略に
沿ったワークフローを使用して、拡張現実(AR)などの拡
張されたエクスペリエンスを実現します。

• ソフトセンサ、異常検出、モデル予測制御などのプロセ
スアプリケーションの予測モデルと規範的モデルを活用
する拡張可能なスケーラブルな分析パッケージが可能で
す。

生産者がデジタルトランスフォーメーションの旅を続ける
につれ、このシステムリリースからの進歩は、プラントの
ライフサイクルのすべての段階で価値を解き放ち、全体的
なコストを削減するのに役立ちます。PlantPAx DCS 5.0につ
いては、rok.auto/plantpaxをご覧ください。

PlantPAxの最新リリースにより、生産性を向上させ、収益性を高め、
プラント運用全体のリスクを軽減
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FactoryTalk InnovationSuite, 
Powered by PTCの新しい機能は 
デジタルトランスフォーメーション
を加速

産業用IoTソリューションの最新リリースには、IT/OT
統合を自動化し、エッジ･ツー･クラウド分析と機械
学習を簡素化し、スケーラブルなデジタルスレッド

を作成し、コンサルティングと配信サービスを含みます。

ロックウェル･オートメーションとPTCは、両社による共同
開発ソリューションであるFactoryTalk InnovationSuiteの一
連の新機能を発表しました。先日、両社の戦略的提携の拡
大と延長を発表しましたが、今回の新機能の公開はその発
表に続くものです。InnovationSuiteは2018年に発売されて以
来、21カ国で自動車、一般消費財、ヘルスケア、石油･ガ
ス、製薬の世界的な企業向けに幅広い高価値ソリューショ
ンを提供してきました。

ロックウェル･オートメーションの製品管理責任者である
Arvind Raoは、次のように述べています。「デジタルトラ
ンスフォーメーションの必要性は日に日に高まっており、
当社の顧客はイノベーションを加速し、労働生産性を最大
化し、業務を最適化しています。業界をリードする当社の
パートナエコシステムと組み合わせた今回の新機能は、ソ
リューションの簡略化、拡張性の向上、専門知識に対する
当社顧客のニーズに応えます。」

FactoryTalk InnovationSuiteは、完全に統合された産業用モノ
のインターネット(IIoT)、エッジ･ツー･クラウド分析、製造
実行システム(MES)、および拡張現実(AR)を提供する業界初
の包括的なデジタルトランスフォーメーションのソフト
ウェアパッケージで、コネクテッドエンタープライズの実
装に不可欠です。FactoryTalk InnovationSuiteを使用すると、
グローバルに展開できる革新的なソリューションを迅速に
開発し、運用できるようになります。

PTCのDon Busiek戦略的提携担当上級副社長は次のように述
べています。「次世代のInnovationSuite製品でロックウェ
ル･オートメーションと協力できることを、嬉しく思い
ます。我々は、企業がデジタルトランスフォーメーショ
ンの目標を再編成し、現在のマクロ経済の環境に対処す
ることを支援して行きたいと考えています。その中でも
InnovationSuiteが最も総合的、かつ効果的なソリューショ
ンを提供し、人材･製品･製造過程の最適化を図ることに
よって、製造業者がニューノーマルを取り入れる一助にな
ると確信しています。」

新たなInnovationSuiteの強化は、広範なデジタルトランス
フォーメーションの優先事項で顧客を支援することを目指
しています。

IT/OT統合の加速
最近発表されたFactoryTalk Edge Gatewayは、ロックウェル
･オートメーション独自のFactoryTalk® Smart Object機能を使
用し、高度にコンテキスト化されたOT (製造)データの精度
を高め、それをIT (情報)アプリケーションにマップできる
データモデルに組み込むことで、企業価値の向上に寄与し
ます。

ロックウェル･オートメーションは先頃、マイクロソフト
との協力関係の強化を発表し、この信頼できる統合デー
タモデルをPTCの産業IoTソリューションプラットフォーム
ThingWorxおよびマイクロソフトのAzure IoT Hubと統合する
ことによって、エッジからクラウドまでのデジタル化を加
速させます。また、ASEMの買収によって、より幅広い産
業用エッジハードウェアおよびソフトウェアのポートフォ
リオをご利用いただけます。

エッジ･ツー･クラウド分析の簡略化
FactoryTalk Analyticsは、プロセスエンジニアやデータサイ
エンティストなど多数の人々に向けて判りやすくシンプル
なデータサイエンス機能を提供し、データ解析のための準
備作業を大幅に削減することが可能です。最新バージョン
では、さまざまな解析モデルとのデータオーケストレー
ション、オープンなデータ接続、解析テンプレートを提供
しています。

エンタープライズクラスのデジタルスレッドを実現
ロックウェル･オートメーションのデジタルスレッドは、
製品設計者、生産エンジニア、機械･装置メーカの間の協
調的なワークフローを実現し、設計プロセスを一気通貫で
最適化します。

これにより、新しい製品開発時間を年単位から最短で月単
位に短縮することも可能になります。さらに、実装の前に
仮想環境(AR)でパフォーマンスを検証、最適化することに
よって、試運転時間を大幅に短縮することも可能ですし、
設計段階で生まれたデータモデルは高度な解析アプリケー
ションでそのまま使用され、新しいパフォーマンス水準を
達成することが可能になります。

世界クラスのコンサルティングおよび専門的サービスに
よって価値を提供
カリプソ社を買収したことで、ロックウェル･オートメー
ションは各種コンサルティングやビジネスプロセス管理、
実装サポートに至るまでのサービスを提供し、製品からプ
ラント、顧客に至るまで、バリューチェーンのトランス
フォーメーションを実現します。

InnovationSuiteの約250社の顧客の実績と、多くの産業界で
の使用事例により、ロックウェル･オートメーションのコ
ンサルティングおよびデリバリサービスは大いに差別化さ
れたものになります。
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ロックウェル･オートメーションは、新しく高性能で拡張性の高い
Kinetix統合モーションドライブで市場拡大を目指す

ロックウェル･オートメーションのモーション事業はお
客様の柔軟なモノづくりを支援し続けてきましたが、こ
のたび、インテリジェントで拡張性の高いソリューショ

ンを備えたKinetixサーボ･ドライブ･シリーズを発表しました。

新しいKinetix 5300サーボドライブは完全に統合化されたCIP
モーション対応のドライブで、市場競争力のある世界中の機
械メーカが、そのマシン性能の向上や単一の設計環境を活用
した制御とモーションを目指すのに最適です。新しいTLPモー
タと組み合わせることで、お客様は、コネクテッドエンター
プライズのパワーをシンプルな機械に拡張し、コーディネー
トされたプラットフォームの競争力を手に入れることができ
ますし、そうすることでロックウェル･オートメーションはア
ジア全体の新興市場や欧州の成熟市場で成長を加速させてき
ました。この新たな製品シリーズと他のKinetixファミリーと
組み合わせることで、小型のスタンドアロン型機械から大規
模で複雑なシステムまであらゆるものにサーボドライブのソ
リューションを提供いたします。

Kinetix 5300サーボドライブは、電子機器の組み立て、梱包や加
工･印刷･ウェブ(CPW)などの幅広い機械アプリケーション向け
に設計されております。この新たなドライブは、マシンの設
計を簡素化し、マシンのライフサイクル全体で性能を最適化
するのに役立ちます。他のKinetix統合モーションドライブと同
様、Kinetix 5300はStudio 5000を単一の設計環境として利用して
おり、同じシリーズのサーボドライブを使用することで、機
械メーカはこの単一の設計環境ですべてのドライブをプログ

ラムし、ドライブ間でコードを再利用して設計や委託のプロ
セスを簡素化できます。Kinetix 5300とLogix制御の統合により、
イナーシャと共振の変化を自動的に調整するスマートチュー
ニング機能が実現、機械の性能を最適化し、長期的に機械の
保守を簡素化できます。

ロックウェル･オートメーションの製品管理･モーションコン
トロールのディレクタであるビル･ケグリーは、次のように
語っています。「ポートフォリオ拡大で、スタンドアロン型
機械から安全ネットワークのある大規模で複雑なシステムま
で、幅広いアプリケーション向けの拡張性の高いサーボ･ドラ
イブ･シリーズのすべてを機械メーカに提供できます。Kinetix 
5300がサーボ･ドライブ･シリーズに加わったことで、当社のお
客様がより幅広いアプリケーションで生産性と持続可能性(サ
ステナビリティ)を実現できるようにする真に拡張性の高いイ
ンテリジェントなモーションソリューションを提供できるよ
うになりました。」

更新されたThinManagerソフトウェアに
より、産業用アプリケーションの配信と
デバイス管理を改善
産業用アプリケーションとデバイスの管理を簡素化するため

に、ThinManagerソフトウェアを更新しました。シンク
ライアント管理ソフトウェアの最新リリースには、新し
いコンテンツ配信方法が含まれています。

ソフトウェアの改善には、リモート･デスクトップ･サービス
に依存しない新しいWebブラウザのディスプレイクライアント
が含まれます。この新しいアプリケーション配信方法は、コ
ンテンツ配信の柔軟性を高め、将来のリリースでより多くの
ディスプレイ･クライアント･オプションへの道を開きます。

また、更新されたThinManagerソフトウェアは、Allen-Bradley
のVersaView 6300シンクライアントと産業用PCをサポートしま
す。シンクライアントは、箱から出してすぐにThinManager対
応しています。産業用PCはThinManagerと互換性があります。
これらは、PC、シンクライアント、またはその両方として同
時に使用して、視覚化アプリケーションの信頼性を向上させ
ることができます。FactoryTalk View Site Edition (SE)ソフトウェア
の拡張された互換性と戦略的ライセンスオプションも、新し
いリリースで利用できます。

世界中のより幅広いユーザをサポートするために、
ThinManagerソフトウェアでは、すべての文字列とターミナル
上のコマンドおよびプロンプトをユーザのお住まいの地域の
言語で表示できるようになりました。

ThinManagerソフトウェアは、ユーザ向けの視覚化オプション
も引き続き拡張しています。ソフトウェアの最新バージョン
は以下を提供します。
• 複数のモニタ用に更新された構成ウィザード
• 制限付きの事前構成済みレイアウトのかわりに、フリーフ
ォームスタイルのレイアウトツール

• あらゆるモニタ構成でのポートレートモードのサポート
• 単一のターミナルでの横向きおよび縦向きの画面の使用
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拡張されたプロフェッショナルなサービスのラインナップ
は、知識とテクノロジを組み合わせて長期的なパートナシッ
プを構築し、産業バリューチェーン全体のニーズに対応

ロックウェル･オートメーションは、企業がより速く、より持続可
能にイノベーションを起こすのを支援するために、特にこのよう
な困難な時期に、サービスとソリューションの機能を進化させ、
新しいブランドであるLifecycleIQサービスを立上げます。新しいブ
ランドは、お客様がロックウェル･オートメーションのテクノロジ
と高度な訓練を受けた専門家と関わり、パフォーマンスを向上さ
せ、産業バリューチェーン全体で何が可能かを再考する方法を拡
大しています。

LifecycleIQサービスは、お客様が今日必要とし、期待している変
革的なパートナシップを提供します。このサービスは、デジタル
テクノロジと広範な人間のノウハウを組み合わせることで、企業
がビジネスサイクルのあらゆる時点で、より速く、よりスマート
に、より機敏に作業できるように支援します。

ロックウェル･オートメーションのライフサイクルサービス担当シ
ニアバイスプレジデントであるフランク･クラゼビッチは次のよ
うに述べています。「LifecycleIQサービスは、より親密な顧客エン
ゲージメントモデルを作り上げます。これは、企業が問題を解決
するだけでなく、生産における新しい可能性を認識し、それらを
実現するのに役立ちます。私たちは、企業が製品、プロセス、ま
たはプラントのライフサイクルのどこにいても生産性と安全性を
高め、よりセキュアにするのに役立つ幅広い包括的なサービスの
提供に投資しています。」

産業企業はLifecycleIQサービスを使用して、次のような成果を達成
できます。

デジタルトランスフォーメーションのイニシアチブからより多く
の価値を獲得
企業はどのような手順を踏むべきか、どこから始めればよいのか
わからないため、デジタルイニシアチブは軌道に乗るのに苦労す
る可能性があります。LifecycleIQサービス内の知識と経験を使用し
て、企業はデジタルイニシアチブを戦略的に計画、実装、および
拡張できます。

サポートとしては、戦略的目標の定義、ユースケースの特定、お
よびビジネス価値の定量化から始めることができます。ロック
ウェル･オートメーションは、実装、継続的なメンテナンス、継続
的な革新を通じて、お客様を引き続きサポートできます。

包括的なサイバーセキュリティサポートによるリスクの軽減
今日、サイバーセキュリティは最優先事項ですが、情報技術と運
用技術(IT/OT)の両方のセキュリティ知識を持つスペシャリストを
擁する企業はほとんどありません。ロックウェル･オートメーショ
ンは、IT/OT環境における複雑なセキュリティの課題に対処するた
めの独自の機能を備えています。同社は、OT環境と、それがITと
どのように連携するかを理解しており、業界のセキュリティ標準
に準拠しています。

LifecycleIQサービスは、企業がプロアクティブなサイバーセキュリ
ティアプローチを採用し、発生前、発生の最中、発生後の攻撃の

連続性全体に対処するのに役立ちます。また、より多くの企業が
自社のプラントを相手先ブランド供給(OEM)などのリモートワーカ
やパートナに接続するにつれて、ロックウェル･オートメーション
はセキュアなリモートアクセスとセキュリティ姿勢評価サービス
でこれらの接続を保護するのに役立ちます。

人材サポートの改善
企業は、訓練を受けた労働者の退職や新技術の流入によって引き
起こされる世界的な健康問題やスキル不足に対処するため、従業
員をサポートするための新しい方法を必要としています。また、
IIoTテクノロジを最大限に活用しようとするため、従業員のサポー
トも必要です。

LifecycleIQサービスは、ニーズを評価し、優先順位を特定し、労働
力開発プログラムを作成することにより、企業が独自の人材の課
題とギャップに対処するのに役立ちます。ロックウェル･オート
メーションはまた、リモートサポート機能と拡張現実技術を使用
して、企業がサポートエンジニアと仮想的に対話し、仮想トレー
ニングでスキルを強化し、人を工場に送ることなく安全とセキュ
リティサービスを提供できるようにします。

LifecycleIQサービスは、カスタマエクスペリエンスを向上させるた
めに、1つの契約で複数のサービスを受取る新しい方法も導入して
います。統合サービス契約により、企業はサービスのパッケージ
を選択してサポートニーズを簡素化し、専門家にアクセスして優
先サービスを受けるために1つの番号を呼出すことができます。 
企業は、年中無休24時間体制のテクニカルサポート、修理サービ
ス、レポートと分析、フィールドサービスなどを、すべて1つの統
合された契約で受けることができます。

LifecycleIQサービスで産業企業に新しい可能性を解き放つ

Rittal and Eplan:

サステナブルなパネル構築と
スイッチギア製造のための
強力なパートナ

サイトをご覧ください
www.rittal.com/valuechain

複雑なものをシンプルに ‒ 
Eplan and Rittalを完璧なパートナに
する指針。 当社のソリューションは、
プロセスをスピードアップし、生産性
を向上させます。エンジニアリング、
調達、製造から運用、ITに至るまで、
プロセスのすべての段階でバリュー
チェーンを最適化および合理化します。
私たちは、新しいインダストリ4.0規格
に向けた産業変革に勝ち残ることを
可能にします。
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ロックウェル･オートメーションは視覚化サービスを拡張し、 
お客様により高い信頼性とセキュリティを提供

新しいVersaView 6300産業用PCとシンクライアントに
より、ユーザは単一のセキュアで信頼性の高い視覚
化システムを作成できます。

ロックウェル･オートメーションは、視覚化アプリケー
ションの信頼性とセキュリティを大幅に向上させる新しい
産業用PCとソフトウェアのリリースを発表しました。視覚
化システムは、多くの場合、維持するのに最も高価なプラ
ントフロアシステムの1つであり、制御システムの資産や
知的財産にアクセスしようとしている無許可のユーザの一
般的なターゲットです。

Allen-Bradleyの新しい産業用のVersaView 6300 PCとシンクラ
イアントは、FactoryTalk Viewヒューマン･マシン･インター
フェイス(HMI)ソフトウェアとThinManagerシンクライアン
ト管理ソフトウェアと組み合わせて、完全な視覚化システ
ムを作成します。シンクライアントは、ローカルのハード
ドライブを使用するのではなく、アプリケーションを格納
するサーバにリモートで接続されたコンピュータです。
ミッションクリティカルなアプリケーションの場合、ユー
ザはローカルおよびリモートアプリケーションを実行す
るThinManager冗長性またはVersaView 6300 PCを配備して、
サーバ通信が失われた場合の信頼性を確保できます。

さらに、ほとんどの産業用PCとは異なり、VersaView 6300
ファミリーの各モデルは、ファンやコネクタなどの頻繁な

障害点を最小限に抑えるかなくすように個別に設計されて
いるため、コストを削減し、PCの寿命を延ばすことができ
ます。

ロックウェル･オートメーションのハードウェア･ビジネス
･ディレクタであるダン･デヤングは、次のように述べてい
ます。「これらの新しい産業用PCと、より信頼性が高く費
用効果の高い視覚化システムを作成する機能は、イタリア
を拠点とするオートメーションテクノロジのプロバイダで
あるASEMS社の買収の結果です。また、産業用コンピュー
タのカスタマイズと幅を広げたり、リモート接続オプショ
ンを拡張したりするなど、他の価値ある方法で買収を実現
するために取り組んでいます。」

お客様は、ThinManagerソフトウェアを搭載した新しい産
業用PCを使用することでサイバーセキュリティを強化で
きます。ローカルに保存されたアプリケーションを備えた
複数のPCが工場のフロア全体に分散していると、攻撃対
象領域とセキュリティリスクが高まる可能性があります。
ThinManagerソフトウェアを使用すると、アプリケーション
を中央の安全な場所から実行および保守できます。

さらに、ユーザが視覚化ハードウェアとソフトウェアの両
方を1つのソースから取得すると、サポートが簡素化され
ます。これにより、サポートの問題について複数のベン
ダーと協力することから通常発生する問題、コスト、およ

Modaは、高性能のモジュール式食品包装機器を製造する世界的な
リーダです。Modaは、肉や乳製品の真空包装のための最新の技術と
衛生的な設計を統合しています。
Moda機器は、拡張環境の課題に耐え、生産性を向上させ、エネルギーを供給し、
パッケージ全体のコスト削減を実現するように設計されています。厳格にテストされた
Modaシステムのラインは、人間工学、製品の流れ、食品の安全性も向上させます。

Modaパッケージングシステム

詳細はこちらをご覧ください。www.modanz.com
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び平均修復時間を削減できます。ユーザは、ロックウェル
･オートメーション･ベースのシステムから利用できる柔軟
なコンテンツ配信方法と簡素化されたライセンスを利用す
ることで、コストを節約することもできます。

新しいAllen-BradleyのVersaView 6300BボックスPCとシンクラ
イアントは、信頼できるパフォーマンスを提供し、ユーザ
アプリケーションのニーズに合わせて複数のオプションで
利用できます。その他の利点は以下の通りです。
• アトムクラスのブック･マウント･ユニットは軽量で、

HMI、産業用モノのインターネット(IIoT)ゲートウェイお
よびデータ･ロギング･アプリケーションに最適です。

• iクラスのブック･マウント･ユニットは、コンパクトで
ありながら強力な設計であるため、制御キャビネットの
スペースを節約できます。

• iクラスの壁掛け式のマウントユニットは、低価格で高
性能を提供します。

• ブックマウントと壁掛け式のマウントユニットは、どち
らもファンレス構造で利用できるため、メンテナンスの
手間が少ないアプリケーションに最適です。

• ファン冷却ユニットは、追加の冷却が必要になる可能性
のあるアプリケーション向けに提供されます。

新しいAllen-BradleyのVersaView 6300PパネルPCは、さまざま
なパフォーマンス要件を満たすことができるようにスケー
ラブルになっています。その他の利点は以下の通りです。
• 12.1～24インチのディスプレイサイズで利用でき、Intel 

Kaby LakeHプラットフォームの第7世代Corei3、i5、およ
びi7に基づく処理能力を提供します。

• これらのユニットは、マルチタッチソフトウェアを利用
するアプリケーション向けに、アナログ抵抗膜方式タッ
チスクリーンおよび投影型静電容量方式タッチスクリー
ンで利用できます。

• ファンレス設計の構造により、メンテナンスの必要性が
減少します。

• 真のフラットタッチスクリーンは、バクテリアが潜む隅
や隙間を減らし、食品や飲料の用途で衛生的な作業面を
提供するのに役立ちます。

VersaView 6300産業用PCには、最新のMicrosoft Windows 10IoT
エンタープライズバージョンであるWindows10 IoT Enterprise 
2019LTSCが搭載されています。また、イーサネットポート
は大量のネットワークトラフィックを処理するためのギガ
ビットポートです。

詳細はこちらをご覧ください。www.xylem.com

物事をスムーズに
保ちましょう。
品質を保証。
一貫性を提供。

食品および飲料向け
スペクトロン産業用
紫外線消毒装置
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オンデマンド
2021年6月まで

ただ今開催中のオンラインイベント『オートメーションフェア(Automation Fair At Home)』は、
2021年6月までオープンしています。職場や自宅からご都合のよい時間に、100以上のセミナー

や、アメリカ本社のショールームをバーチャルでご覧いただけます。

Copyright ©2020 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved.

オートメーションフェアの詳細と
参加登録はこちらから:

 rok.auto/3pwovFU

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

