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EXECUTIVE MESSAGE 

デジタルスレッドで次の段階
の競争上の優位性を実現

デジタルトランスフォーメーションの可能性は莫大です。ダウンタ
イムの低減やメンテナンスコストの削減、最初から高い品質のさら
なる向上まで、デジタルトランスフォーメーションは効率性と収益

性をできるだけ高めるために役立ちます。

バリューチェーン全体にわたるリアルタイムなコラボレーション、新し
いラインとプロセスのバーチャル検証、データサイエンスの簡略化、製
造の柔軟性向上を想像してください。デジタルスレッドはこれらを現実
のものにできます。全社でシームレスなデータフローが実現され、オペ
レーション全体の改善と便益につながります。

現代の製造メーカは多くの課題に直面し続けています。新規の競合他社
が記録的スピードでイノベーションを進める一方で、個人に合わせた
製品への期待がますます高まっています。新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)などの想定外の災禍がさらに状況を悪化させ、課題と複雑さが
さらに進む今、デジタルスレッドの重要性はかつてないほど高まってい
ます。

デジタルスレッド手法を早い段階で導入した企業は、生産性とイノベー
ションですでに最先端を走り、孤立したシステムと事業部門からデジタ
ルスレッドに接続された企業に移行しています。

本号の「Automation Today」では、目指すものを再考するためにデジタル
スレッドがどう役立つかを詳しく掘り下げます。最大の経営課題に対応
して次の段階の競争上の優位性を実現するためにデジタルトランスフォ
ーメーションのイニシアチブへの投資がどう役立つかについて焦点を当
てています。

本号の特集記事は、オペレーションを接続してパフォーマンスと生産性
の改善に役立てることができるトレンドのデジタルトピックで、「デジ
タルスレッドで企業をつなげる」、「エクステンデッドリアリティ(XR)の
力でデジタルの可能性を解き放つ」、「倉庫のスマート化を図る方法」
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。

読者の皆さまが本号を楽しくお読みになり、デジタルの可能性を解き放
って次の段階の競争上の優位性を実現する方法を見出す際に本号がお役
に立てましたら幸いです。

どうぞ安全にお過ごしください。そしてつながりを維持しましょう。

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

ロックウェル･オートメーション
は、「2021年世界で最も倫理的な
企業」として13度目となる選出

ロックウェル･オートメーションは、倫理的なビジ
ネス慣行の基準を定義し推進する国際組織であるエ
シスフィア･インスティテュートにより2021年世界

で最も倫理的な企業の一社として認められました。

この表彰は、率先して価値観に基づいた意思決定を行な
い、誠実さへの取り組みの重要性を理解している企業を表
彰するものです。ロックウェル･オートメーションは今回
が13度目の選出であり、多様化した機械産業のカテゴリで
2つしかない受賞者の1つです。2021年には、22カ国と47
の産業において135社がこの賞を受賞しています。

ロックウェル･オートメーションの会長兼最高経営責任者
(CEO)であるブレイク･モレットは次のように述べていま
す。「私たちの誠実さへの取り組みは、私たちの文化の基
本的な要素であり、私たちが行なうすべてのことに根付い
ています。そして、その文化は、最高の仕事をすることが
でき、やりたいと思っている優秀な従業員によって形作ら
れています。」

エシスフィアの最高経営責任者(CEO)であるティモシー･ア
ーブリック氏は次のように述べています。「2020年の困難

な課題に取り組んでいる間、企業は他のすべての機関より
もレジリエンスと倫理と誠実さへの取り組みを通じて利害
関係者の信頼を獲得することをリードしています。

世界で最も倫理的な企業の受賞者は、最高の価値観への揺
るぎないコミットメントを示し続け、彼らが奉仕するコミ
ュニティにプラスの影響を与えています。ロックウェル･
オートメーションの皆さん、世界で最も倫理的な企業の指
定を獲得したことをお祝いいたします。」

エシスフィア独自のEthics Quotient®に基づいた世界で最も
倫理的な企業の評価プロセスには、文化、環境および社会
慣行、倫理およびコンプライアンス活動、ガバナンス、多
様性、および強力なバリューチェーンをサポートするイニ
シアチブに関する200を超える質問が含まれます。

このプロセスは、業界全体および世界中の組織の主要な慣
行を把握して体系化するための運用フレームワークとして
機能します。今年は、プロセスを合理化し、質問セットを
拡張して、申請者が世界的なパンデミック、環境、社会、
ガバナンスの要因、
安全、公平性、イン
クルージョンと社会
正義にどのように適
応し、対応している
かを評価しました。
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ニュース &  イベント

オートメーションフェアのオンデマ
ンドは2021年6月まで利用可能

IT/OTの専門知識の力と価値を紹介する新しい世界
クラスの体験にご参加ください。

オートメーションフェアのオンデマンドは、2021年6月ま
で利用可能であり、産業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おける最新の製品、ソリ
ューション、およびサービスをご紹介します。

バーチャルツアー: ロックウェル･オートメーションをご
体験ください
• Rockwell Automation Experienceでは、ロックウェル･オ
ートメーションのミルウォーキー本社で新しく設計さ
れた3つのスペース、デジタル･エンジニアリング･ホー
ル、デジタル･スレッドエ･クスペリエンス、および製品
とテクノロジのショーケースを仮想的に見学できます。

• Digital Engineering Hallツアーでは、機械の設計、操
作、およびメンテナンスを取り上げ、デジタル･エンジ
ニアリング･プロジェクトのエンド･ツー･エンドのデモ
ンストレーションを行ないます。

• Digital Thread Experienceは、実際の例を使用して、参
加者がサイロ化された運用からデジタル接続された企
業への移行を視覚化できるようにします。

• Products & Technology Showcaseは、制御、情報、ライ
フサイクルサービスにおける最新のロックウェル･オー
トメーションのイノベーションをご紹介します。各ツア
ーの後、参加者はロックウェル･オートメーションの専
門家と製品や技術について話し合うことができます。

ボールドカンバセーション(大胆な会話)
• 産業オートメーションの最新情報に加えて、イベント
の一部は、より広範な業界および社会問題への取り組
みに専念し、ロックウェル･オートメーションの幹部が
これらの主題に取り組む際の個人的な経験とソートリ
ーダシップを共有しました。

• 議論されたトピックには、パンデミック時の包括的な
リーダシップ、初期のSTEM教育における公平性、職場
でのマイクロアグレッションとの闘い、分裂した世界
でのインクルーシブな職場などが含まれます。

イベントの他のハイライトには、次の基調講演の展望、
DXストラテジスト、製品およびテクノロジセッションが
含まれています。オートメーションフェアのオンデマン
ドに参加するには、無料のオンライン登録が必要です。

ロックウェル·オートメーションが
第34回コントロールエンジニアリン
グ2021エンジニア･チョイス･アワ
ードで大賞を受賞

ロックウェル·オートメーションは、コントロール
エンジニアリング2021エンジニア･チョイス･アワ
ードで表彰されたことを発表しました。

コントロールエンジニアリングの第34回年間エンジニア
･チョイス･アワード･プログラムは、オートメーション、
制御、および計装技術市場における新製品に対する最高
の賞です。

毎年恒例の読者選択プログラムは、コントロールエンジ
ニアリングの読者に各分野のトップ新製品に関する情報
を提供するために作成されました。

今年は、すべて別々のカテゴリから次の8つの製品が表彰
を受けました。

Allen-BradleyのControlLogix EtherNet/IP通信モジュール
優秀賞: Network Integration – Ethernet Hardware, Switches
カテゴリ

Compact GuardLogix 5380 SIL 3コントローラ
優秀賞: Motion Controlカテゴリ

Plant PAx 5.0
優秀賞: Process Control Systemsカテゴリ

Allen-BradleyのPowerFlex 6000T高圧ドライブ
選外佳作: Motion Control – Drivesカテゴリ

FactoryTalk AssetCentre
選外佳作: Software – Asset Management, Reportingカテゴ
リ

FactoryTalk Linx Gateway
選外佳作: IIoT Connectivity – Softwareカテゴリ

Kinetix 5300サーボドライブ
選外佳作: Motion Control – Drives, Servoカテゴリ

Studio 5000 V33
選外佳作: Software – Control Designカテゴリ
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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、経営陣に加わった新たな顔ぶれ
を発表

ロックウェル･オートメーション社は、経営陣に
加わった新たな顔ぶれを発表しました。

スコット･ジェネルー(Scott Genereux)
上級副社長兼最高収益責任者

ジェネルーは全世界の
総収益の実績に対して
責任を負い、ソフトウ
ェアの売上と年間経常
収益(ARR)の増加を特に
重視しながら、営業お
よびマーケティングに
関するロックウェル･オ
ートメーションの全世
界の戦略および部門を
監督します。

ジェネルーは、営業および経営部門の幹部としての20年以
上の経験を携えてロックウェル･オートメーションに入社
します。直近では、Worldwide Field Operations社の取締役
副社長およびクラウドデータ管理ソリューションの一流プ
ロバイダであるVeritas Technologies社の最高収益責任者を
務めていました。

それ以前は、オラクル社のクラウドインフラ事業で営業
と戦略の指揮をとっていました。また、QLogic社、Data 
Direct Networks社、および日立データシステム社でも営業
とマーケティング部門の幹部職を務めていました。

ブライアン･シェパード(Brian Shepherd)
ソフトウェアおよびコントロール担当上級副社長

シェパードは、コント
ロールおよび視覚化ソ
フトウェアとハードウ
ェア、情報ソフトウェ
ア、ネットワークおよ
びセキュリティインフ
ラなどの事業分野を率
います。

製造企業向けソフトウ
ェアソリューションの
戦略策定および開発全

体を率いた豊富な経験を持ち、直近では、Hexagon AB社
で生産ソフトウェアとスマートファクトリ部門の代表取締
役を務めていました。

それ以前は、PTC社の企業ソフトウェア部門の取締役副社
長兼ゼネラルマネージャなど、PTC社で経営幹部としてさ
まざまな役職を務め上げました。設計、シミュレーショ
ン、製造計画の作成と実行、およびプロセスと品質データ
分析ツールについて技術的造詣が深い人物です。

ニコラス･ガンゲスタッド(Nicholas Gangestad)
上級副社長兼最高財務責任者

ガンゲスタッドは、直近で
は最高財務責任者としてコ
ンプライアンス、財務計
画、財務、税務など財務部
門のあらゆる面を監督した
3Mでの長いキャリアを経
て、ロックウェル･オート
メーションに入社しまし
た。

2014年にCFOに昇進する以
前は、3Mの最高会計責任
者、財務担当者を務め、カ

ナダ、南米、アジア･環太平洋地域のチームを監督して才
能を開発する世界的な財務管理にも携わりました。

ボビー･グリフィン(Bobby Gri�  n)
人事担当副社長兼最高ダイバーシティ、公平性、
インクルージョン責任者

グリフィンは、Fortune 
500企業でダイバーシ
ティおよびインクルー
ジョンの戦略に携わり
管理職を務めた25年以
上の経験を携えて、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 、 従 業 員
100,000人以上で100カ

国以上に展開する不動産会社のCBRE社でダイバーシティお
よびインクルージョン担当副社長を務めていました。

ダイバーシティおよびインクルージョン意識の向上、組織
文化の改善、およびビジネス結果も改善する形での許容性
の高いリーダシップ能力の育成についてキャリアの長さに
匹敵する強力な実績を築いています。
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デジタルの未来を解き放ち、次の段階の競争上の優位
性を実現しましょう。コンセプトから現実化まで、テ
クノロジは大小の方法で改善を支援し、人々が日々ベ

ストな仕事を行なう刺激となります。

製造業での成功は常に素早くイノベーションを行なう能力と結
びついてきました。全員が設計プロセスで早い段階から頻繁に
連携できるクラウドで、世界中の各関係者と関係者のデータを
集められることを想像してください。デジタルスレッドはこれ
を可能にします。全社でシームレスなデータフローが実現さ
れ、オペレーション全体の改善と便益につながります。

バリューチェーン全体でのリアルタイムなコラボレーション
から、新しいラインとプロセスのバーチャル検証、データサ
イエンスの簡略化、製造の柔軟性向上まで、デジタルスレッ
ドは目指すものを再考するために役立ちます。

資産のライフサイクルは直線的ですが、最高のデジタルスレッ
ドはデジタルのフィードバックループです。この全体的なソリ
ューションは、資産の過去、現在、将来の状態を可視化して意
思決定を強化します。バリューチェーン全体の協力者は、上流
と下流の利害関係者による洞察を簡単に活用できます。

デジタルスレッド手法を早い段階で導入した企業は、生産性
とイノベーションで最先端を走り、孤立したシステムと事業
部門からデジタルスレッドに接続された企業に移行していま
す。ただし、デジタルスレッドの構築を試みたことがあるす
べての企業は、ばらばらのツールとシステムに散らばるデー
タの統合は難しいこともあることを実感しています。

一流の製造メーカは、デジタルツインの作成に固有の課題を
認識し、集まってより良く混乱の少ない代替手段を創造しよ
うと力を結集しています。このアプローチでは、デジタルテ
クノロジとサービスを統合し、CADパッケージ、シミュレー

ションソフトウェア、自動設計ソフトウェアなどのツールを
接続するために実行する必要がある作業を削減します。これ
は、現在使用している好みのツールをエンジニアが使用し続
けられる形でのデジタルスレッド作成を支援します。

可能性を拡大
デジタルスレッドは、デジタルエンジニアリングを使用し
てビジネスの可能性を拡大します。例えば、新しいマシンの
CADモデルを制御システムのコードに接続することができま
す。これにより、シミュレーションソフトウェアを使用し
て、マシンの立上げを迅速化し最終段階での想定外の問題を
避けることができる仮想制御のテストを実行できます。さら
に一歩進んで、新しいマシンがより大規模なシステムの一部
としてどのように動作するかをシミュレートし、障害などの
問題特定に役立てることもできます。

また、デジタルスレッドを使用して製品へのデジタルリンク
を作成し、お客様に届けた後の動作状況とパフォーマンスを
モニタすることも可能です。これにより、製品の修理対応力
を強化できます。また、今後の製品の変更や新製品の開発を
お客様に知らせるためにも役立ちます。

このような機会の実現は、デジタルテクノロジとサービス
のオープンな統合エコシステムで大幅に簡略化できます。ま
た、生産工程と隣接する事業部門間でテクノロジ統合とデー
タ標準化にかける時間を削減できます。さらに、この取組み
に携わる製造メーカは各分野のリーダであるため、お客様は
おそらく現在すでに使用しているエンジニアリングツールの
一部またはすべてを使用し続けることで恩恵を得ることがで
きます。

つまり、新しいテクノロジを購入する必要性や仕事の進め方
をめぐる混乱を抑制できます。また、オペレーション間でデ
ータを接続するための労力も軽減されます。

特集記事

デジタルスレッドで
企業をつなげる
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ある主要な消費財メーカは、デジタルソリューションのエコ
システムを新しい製品ラインの最適化と立上げ期間の短縮に
役立てています。この企業が選択した業界最高水準のツール
は、複数のサプライヤによって提供されているものの、統合
され、エンジニアはデジタル･エンジニアリング･ワークフロ
ーを使用して新しいラインを開発できます。

例えば、設計データをCADパッケージから業界トップクラス
のシミュレーションソフトウェアに移行し、ラインのより複
雑な側面の一部のシミュレーションモデルを作成していま
す。その後、これらのモデルを別のエミュレーションソフト
ウェアに移行して、制御コードでテストし、仮想空間でライ
ンの立上げを行ないます。

異なるツール間の統合により仮想空間でシームレスに行なわ
れるこの作業は、新しいラインのエンジニアリング時間およ
び現場での立上げ時間の短縮に役立つでしょう。

ロックウェル･オートメーションは、デジタルイニシアチブの
実装の簡略化と品質の向上に役立てるために、デジタル･パー
トナ･プログラムを開設しました。ANSYSやEPLANなどと連携
し、複雑なエンジニアリング上の課題を解決し、設計および
開発段階だけではなくオペレーションとメンテナンス作業に
おいても生産性向上に役立つデジタルスレッドを作成するお
客様を支援することができます。

次の段階の競争上の優位性
競争上の優位性の維持にはスピードが極めて重要です。新規
の競合他社が記録的スピードでイノベーションを進める一方
で、個人に合わせた製品への期待がますます高まっていま
す。世界クラスの製造メーカは、デジタルトランスフォーメ
ーションのイニシアチブへの投資を大々的に進めています。
デジタルスレッドの技術を活用した包括的なデジタル戦略
は、製造メーカがバラバラのチームとシステム間の摩擦をな

くし、行動を迅速化するた
めに役立ちます。

デジタルトランスフォーメ
ーションは、以下のような
多数の利点をシステムと事
業部門にもたらします。

連携の強化による価値実現までの期間の短縮 : デジタルトラン
スフォーメーションにより、バリューチェーン全体でリアル
タイムなコラボレーションを実現できます。すべての利害関
係者を最初からリアルタイムにまとめることで、依存関係が
解消されます。また、プロセスと製造に関する変更を仮想空
間でエミュレートできるため、立上げ時間を半減できること
も証明されています。

デジタル拡張による従業員の能力向上:  デジタルトランスフォ
ーメーションの利点の1例として、リモートコラボレーション
によりどこでも専門知識を活用できるようになります。製造
に関する専門知識を拡張現実で全従業員に拡大できます。オ
ペレータの作業効率と安全は、忠実性の高いトレーニングと
仕事中の指示で向上させることができます。実際にデジタル
トランスフォーメーションがトレーニング時間を最大75%短
縮できることも証明されています。

稼働効率と機動性の向上 : IT/OTのコンバージェンスの自動化に
より、デジタルスレッド向けに最適化された情報モデルで拡張
性に富んだ洞察を採取できます。プラントを他の事業部門が作
成したデジタルコンテンツに接続してオペレーションを最適化
すると、データサイエンスから価値を実現する期間を最大70%
短縮できます。また、企業システム間の摩擦をなくし、製造の
柔軟性と機動性を向上させることもできます。人の介入なく世
界中のどのプラントやラインでも指示をダウンロードして実行
できるため、完全自動の製造を実現できます。

デジタルと非デジタルの
産業組織のパフォーマン
スから得られる最大のポ
イントは、時間の経過と
共にパフォーマンスのギ
ャップが大きくなること
です。- IDC 
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稼働中のデジタルスレッド
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
メーションの初期段階を超えて、継続的な改善の状態に到達
しました。これにより、デジタルトランスフォーメーション
は、次に来るものの最前線に立ち続けることができます。

ロックウェル･オートメーションは、グローバルメーカであ
り、主要なテクノロジプロバイダであり、独自のデジタルト
ランスフォーメーションを推進する独自の立場にあります。

製造メーカとして、23,000人の従業員の約3分の1が20の世界
中の製造工場で働いており、40万SKU近くの製品カタログを
管理しています。産業オートメーションとデジタルトランス
フォーメーションを専門とする世界最大の企業として、世界
中の企業がプロセスを改善し、非効率性を減らし、生産性を
向上させることを支援しています。

ロックウェル･オートメーションの製造部門は、流行語にな
る前にデジタルトランスフォーメーションを採用していまし
た。彼らは、複数の異なるシステムを1つのエンタープライズ
･リソース･プランニング(ERP)システムに結合することから始
めました。これにより、世界中の他の多くのシステムを管理
できます。並行して、彼らは一元化された記録システムとし
て製造実行システム(MES)を展開し、次の数年間、工場、プロ
セス、および人員を単一のMESに接続するためにプラントご
とに移動しました。

これにより、高レベルのIT/OTコンバージェンスが実現し、す
べての施設でワークフローとプロセスを標準化するための基
盤が提供されました。これにより、すべての施設でワークフ
ローとプロセスを標準化するための基盤が提供されました。
ロックウェル･オートメーションは、世界中の工場を繋げるた
めの国際的に標準化されたアプローチを確立し、デジタルト
ランスフォーメーションの次の波への準備を整えました。

結果は大きなものでした。ロックウェル･オートメーションは
総所有コストを削減し、在庫日数を120日から82日に短縮し、
年間の資本回避を30%削減しました。サプライチェーンの納
品が最大96%になり、リードタイムが半分に短縮されて、市
場投入までの時間が短縮されました。さらに、生産性が年間4
～5%向上したと推定しています。

ロックウェル･オートメーションは、独自のデジタルトラン
スフォーメーションに精通し、大幅な改善をもたらしました
が、その栄光に満足することはできませんでした。ロックウ
ェル･オートメーションは、工場が接続され、世界中に単一

の接続されたシステムがあるため、難しい質問をしました。
さて、次は何ですか?

ロックウェル･オートメーションは、運用全体の標準化を推進
することにより、接続のメリットを最大限に活用できるよう
にしたいと考えていました。これを行なうために、コネクテ
ッドエンタープライズのスペシャリストのチームは、工場資
産をさらに最適化し、デジタルツールとリソースで従業員に
力を与えるように設計された主要なユースケースに焦点を合
わせました。

人、製品、およびプロセスの最適化
ロックウェル ･オートメーションは F a c t o r y T a l k ® 
InnovationSuite, powered by PTCを採用して、変革の次の段階
を構築し、前進させました。このスイートは、6つのグローバ
ル施設全体で、エッジ･ツー･エンタープライズ分析、機械学
習、モノのインターネット(IoT)、拡張現実(AR)を直接産業運営
に取り入れました。この強力なスイートは、データへのアク
セスを容易にし、より多くの情報に基づいたビジネス上の意
思決定を可能にし、長期的な成長と継続的なイノベーション
を促進します。FactoryTalk InnovationSuiteは、製造メーカが従
業員、製品、およびプロセスを最適化し、産業の変革を加速
するための最も包括的で効果的な方法です。

テクノロジ自体に大きな可能性があっても、複数のシナリオ
や施設に拡張できる特定のユースケースがなければ、価値が
制限され、ロックウェル･オートメーションが求めている2桁
の影響得られることはありません。ロックウェル･オートメー
ションは、グローバル展開を成功させるために、グローバル
な運用と従業員に最大のメリットをもたらすユースケースを
特定しました。各場所でユースケースを試験的に実施するこ
とで、デジタル文化の転換を促進し、従業員が適切なスキル
セットを開発できるように支援することができました。大ま
かに言えば、これらのユースケースは、インテリジェントな
資産の最適化から、従業員の生産性や企業の運用インテリジ
ェンスにまで及びます。

資産管理へのインテリジェントなアプローチを作成するため
に、運用チームはリアルタイムのモニタ、診断、予測および
処方分析を活用して、貴重な可視性を獲得し、マシンの状態
と診断をよりよく理解しました。これらの強力なモニタツー
ルを装備することで、計画外のダウンタイムを防止し、資産
の使用率を最大化することができました。チームは、この分
野で3つのユースケースを実装しました。

スループット
ロックウェル･オートメーショ
ンは、強力なリアルタイムモ
ニタおよび分析ツールを活用
して、生産量を増やし、生産
単位当たりの人件費を削減し
ました。ロックウェル･オート
メーションは、生産プロセスの詳細なデータ分析(特に、ユニ
ット間の時間とステップ当たりの時間)により、需要の高い新
製品のスループットを最適化することができました。ある施
設では、2桁の結果として、労働効率が33%向上し、生産量が
70%増加し、トレーニング時間が50%短縮されました。

ある施設では、2桁の
結果として、労働効率
が33%向上し、生産量
が70%増加し、トレー
ニング時間が50%短縮
されました。
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予知保全
ロックウェル･オートメーションは、複雑さと製造年が異なる
35台の射出成形機を使用しているため、機械の状態を効率的
に判断してダウンタイムを防ぐことは困難でした。IoTテクノ
ロジを活用して、旧式の機械全体で重要なリアルタイム情報
を収集し、工場フロアの統一されたビューを作成し、生産性
を8%向上させました。

これにより、品質管理を強化し、機械の稼働時間を改善し、
機械の使用率に基づいてメンテナンスのニーズを確実に満た
すことができます。

分析
ボール･グリッド･アレイでの長い生産時間を短縮するため
に、チームはボールグリッド接続の良し悪しについて新しい
機械学習テストを試験的に実施しました。彼らはボードに適
用されたペーストの3Dプロファイルを作成しました。これに
より、不良なペーストプロファイルがあったかどうかを素早
く判断できます。その結果、組み立ての早い段階で問題を検
出し、修正にかかる時間を数時間から数分に短縮し、品質保
証を向上させ、ペースト関連の欠陥を51%削減することがで
きました。

これらの各ユースケースを通じて、ロックウェル･オートメ
ーションは資産効率を最適化し、機械のダウンタイムを削減
し、スループットを向上させてお客様の需要を満たすことが
できました。そして、これはほんの始まりに過ぎません。
「これでデータソースが接続され、識別され、プロセスをさ
らに改善するための新しいモデルを作成できます」と、ロッ
クウェル･オートメーションのグローバル･プラント･システム
のITマネージャであるリオン･ムリオノは述べています。

デジタルワークフォース
ロックウェル･オートメーションは、生産性を向上させるだ
けでなく、従業員が日々の成果に価値を感じられる環境を作
り出すために、デジタルツールを使用して従業員に力を与え
ることを目指しました。彼らは、従業員の能力を高めるため
に、4つのターゲットを絞ったユースケースを実装しました。

ワークキューの可視性
ロックウェル･オートメーションは、ITソースとOTソースから
のデータを組み合わせて視覚化することにより、材料不足に
よるラインの飢餓状態のダウンタイムを75%削減し、オペレ
ータが作業を最適化できるようにしました。

標準化されたパフォーマンスレポート
チームは、ダウンタイムが1時間ごとのパフォーマンスに与え
る影響を確認するためのより明確な方法を必要としていたた
め、すべてのプラントで使用する共通のKPIダッシュボードを
開発しました。スケジューリングシステム、SAP、MES、およ
びその他のソースからのさまざまな情報を組み合わせること
で、構成可能でモジュール式のダッシュボードにより、作業
者はパフォーマンストレンドをより適切に視覚化し、データ
に基づいた意思決定を行ない、労働効率を13%向上させるこ
とができました。

ARガイド付き配線トレーニングとクイズ
従業員が効果的に配線できるようにすることは、離職により
ますます困難になっています。さらに、成功を測定する客観
的な手段がなかったため、品質と安全にリスクが生じまし
た。ロックウェル･オートメーションは、ARテクノロジを使用
して魅力的な方法でより良いトレーニング体験を提供するこ
とで、従業員をトレーニングすると同時に、スキルのギャッ
プを特定する能力を測定することができました。

ARガイド付きの標準化された作業指示製品の転送
スイスとポーランドの間で工場を移転するには、チームが国や
言語間で重要で詳細な知識を伝達する必要がありました。スイ
スのチームは、ARテクノロジを使用して作業指示の記録を開
始し、タスクを写真、ビデオ、ナレーションを使用して段階的
な指示に分割し、トレーニング時間を30%短縮しました。

スマートなサプライチェーン
ロックウェル･オートメーションは、電子アセンブリ用の構成
部品の需要が急増し、外部ソースから材料を調達する必要が
あったとき、不適合部品がサプライチェーンに導入されてい
ることにすぐに気付きました。

FactoryTalk MES、統合されたIT
とOTシステム、および標準化
されたプロセスからのインテリ
ジェンスを活用して、問題を特定し、サプライチェーン全体
で追跡して、将来の問題を防ぐことができました。この機能
により、特定の状況でリコールを80%以上削減できます。

学習に基づいて構築
将来を見据えて、ロックウェル･オートメーションはこれらの最
近の学習を積み上げています。お客様と従業員の価値をさらに高
めることを目標に、作業者、設備、プロセスのさらなる改善を推
進する方法に挑戦しています。

私たちは画期的なARテクノロジを活用し、より多くの手動タス
クが自動化されるにつれて、より高いレベルの責任の機会を提供
することにより、より良いトレーニングで従業員を武装させてい
ます。また、大量のデータを改善された予測と処方機能に変換す
ることで資産を保護し、マシンのパフォーマンスとメンテナンス
を新しいレベルの精度で管理しています。

毎日、自分たちのテクノロジの機能についてより多くを学んでい
ます。これは、想像力と、一歩ずつ継続的に改善および変革する
のにかかる時間によってのみ制限されています。  

ロックウェル･オート
メーションは、リコー
ルを80%以上削減
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ケーススタディ

デジタルトランスフォーメーション
はバイオ医薬品製造を加速

デジタルテクノロジとオートメーションをより良く使用することで、バイオ製造会社
は柔軟性、効率、自信を持って規模の経済を実現することができました。

新しい医薬品や医療製品の開発には莫大な時間とお金
が費やされ、各新製品の特許が失効するまでには小さ
な期間があります。製品がより長く市場シェアを獲得

できるようになるため、開始から市場投入までの時間を短縮
することが非常に重要です。現在、ライフサイエンス業界で
は、変化する市場の需要と増大する規制要件に迅速に適応し
ながら、イノベーションと市場投入までの時間を短縮すると
いうプレッシャーが高まっています。

サイティバ社はデジタルマニュファクチャリン
グに命を吹き込む
サイティバ社のお客様は、基本的な生物学的研究から革新的
なワクチン、生物学的薬剤、新しい細胞および遺伝子治療の
開発に至るまで、命を救う活動を行なっています。

サイティバ社の仕事は、より良く、より速く、より安全に機
能するために必要なツールとサービスを提供し、より良く患
者の転帰につなげることです。40の施設で7,000人以上の従業
員が、人間の健康を変える人生を変える治療へのアクセスを
改善するという同社のビジョンをサポートしています。

サイティバ社は、デジタルトランスフォーメーションとイン
ダストリ4.0イニシアチブの一環として、内部運用を改善し、
エンドカスタマの市場投入までの時間を短縮するために、接
続されたデジタルエンタープライズを作成したいと考えてい
ました。

サイティバ社のオートメーションおよびデジタル担当エグゼ
クティブ･ゼネラル･マネージャであるケビン･シーバー氏は、

次のように述べています。「今や業界としてこれまで以上
に、医薬品、ワクチン、治療薬の製造方法をより小さく、よ
り速く、より費用効果の高いものにする必要があります。プ
ロセスを自動化し、データを分析することで、医薬品製造の
すべてのステップを再考し、柔軟性、効率、自信を持って規
模の経済を実現できます。」

システムの配備を合理化し、自動化の島を減らし、データの
収集とクリーニングに費やす時間を減らすことはすべて、バ
イオ製造メーカが市場投入までの時間を短縮するのに役立ち
ます。

「私たちの目標はエンジニアリングと自動化の作業の多くを
事前に行なうことで、企業が7年から3年または4年に移行でき
るよう支援することです」と、シーバー氏は述べています。

オートメーションによる差別化
サイティバ社のFigurateオートメーションプラットフォームに
はデータの洞察を上流と下流の両方のプロセス効率向上のた
めの生産的な結果に変える制御および通信機能が含まれてい
ます。サイティバ社は、Figurateプラットフォームを開発して
導入するために、ロックウェル･オートメーションのPlantPAx®
システムを採用し、独自のUnicornソフトウェアを使用してバ
イオプロセス機器を自動化しました。データはMESアプリケ
ーションを介して利用可能になり、電子バッチレコード、ス
ケジューリングなどを含めるために統合できます。

このプラットフォームは、エンドカスタマ向けのシステムの
配備を劇的に合理化するように設計されています。エンドユ
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ーザの特定のニーズに応じて、ロックウェル･オートメーシ
ョンのシステムなどのオプションがあります。テスト、文書
化、検証された製品コードなどの標準化されたデジタルライ
ブラリも、製造から自動化まで、より効率的なプロセス開発
を実現できます。

例えば、PlantPAxシステムを使用しているお客様は、単一のス
タンドアロンシステムとして操作できるだけでなく、他のシ
ステムと一緒に運用することもできます。統合により、お客
様はバイオ医薬品だけでなくデータも一緒に転送できます。

Figurateは、プロセスデータをクラウドに持ち込み、そこで追
加の運用データと組み合わせることができます。高度な分析を
使用すると、これらの貴重な洞察を使用して運用を改善し、シ
ステムにフィードバックしてプロセスを最適化できます。

市場投入までの時間を短縮する以外の追加の利点には、生産ス
ループット、可用性、生産従業員の効率の10～20%向上、エネ
ルギー使用、スクラップ材料、バッチリリース時間、メンテナ
ンス、ダウンタイムの調査の5～30%削減が含まれます。

デジタル化は患者の転帰を高める
ファイザーグローバルサプライ(PGS)は42のグローバル製造拠
点全体で毎年230億服用回分以上の医薬品を製造しています。

2016年に、当時の社長の組織改革の一環で目標は、シームレ
スでデータ主導のオペレーションへと変革し、世界クラスの
パフォーマンスを実現し、最終的には「患者の生活を変える
ブレークスルーを実現」することです。そのためにデジタル
トランスフォーメーションに着手しました。

しかし、これは簡単な作業ではありません。PGSの製造拠点
の中には、同社が買収した30を超える旧式な工場が存在し、
そこではシステムもデータセットもバラバラで、プロセスも
機器標準もまちまちでした。何から手をつけて良いかもわか
りませんでしたし、また、現場レベルの運用技術(OT)で使用
されるシステムの変更は非常に複雑で長い道のりになると思
われました。

PGSは、デジタルトランスフォーメーション戦略を策定する際
に、自身の会社のビジネス課題と業界全体の技術の展望を把握
するのに時間を費やしました。「プラントをどのように稼働
するかについての新しい組織構造、または新しいプロセスを作
成し、標準的な作業がどのように行なわれるかを体系化すると
いうアイデアは、デジタル機能によって大幅に強化できます」
と、ファイザーのデジタルマニュファクチャリング担当バイス
プレジデントであるマイク･トマスコ氏は語りました。

デジタルトランスフォーメーションの取り組みが続く中、
PGSは、サイクルタイム、製造スループットと歩留まり、お
よび品質管理などの分野でのそれまでの主な改善結果を文書
化していきました。こうしたデジタル･トランスフォーメーシ
ョン･プログラムによって、ある1つの製造工場では2019年に
計画されていた量より300万服用回数分多くの製品製造を可能
にしたとも言われています。

安全第一で常に品質の高い
イーライリリー社でIT/OTコラボレーションが軌道に乗ったの
は2010年代初頭でした。例えば、ITとOTは協力して産業用サ
イバーセキュリティリスクの差し迫ったリスクを理解し、そ
のリスクを軽減するための最善策のプランニングを実現しま
した。IT/OTパートナシップは、会社のグローバル規模でのシ
リアル化プログラムの推進にも必要不可欠です。

同社はまた、データおよびデータ分析のアーキテクチャの最
新化を進めています。これには、クラウド、エッジコンピュ
ーティング、産業用IoTなどの重要な機能の組み込みが含まれ
ます。コーポレートエンジニアリングおよびグローバルヘル
ス、セーフティ、環境(HSE)のバイスプレジデントであるデイ
ブ･スターナスティ氏は次のように述べています。「私たちは
今、製造現場のデータを集め、それをIT情報と結びつけ、よ
り適切な決断への判断材料に変えていくための道筋作りの渦
中にいます。」

イーライリリー社は、その主要な拠点においてデジタルトラ
ンスフォーメーションのビジョンが完全に実現するには、少
なくとも10年かかると予想しています。このビジョンには、
2023年までに完全な予兆診断機能を実装した工場を実現する
という野心的な目標が含まれます。

テクノロジの実装を戦略策定･実行の両方のレベルで支援する
ために、同社はロックウェル･オートメーション、マイクロソ
フトなどのコアパートナと提携しています。また、デジタル
化に対応した人材の雇用と育成にも焦点を当てています。

ITとOTの間の強力なパートナシップを発展させ、構築し続け
ることは、会社のデジタル変革の中心であり続けるでしょ
う。「私たちは何年もの間、この関係を持ち続けてきまし
た」と、イーライリリー社の製造および品質担当バイスプレ
ジデント兼情報責任者であるカレン･ハリス氏は言います。
「実際それは、”本当に成功を後押しするものクロスファン
クショナルな協調関係だ”と私たち自身が信じる「チームリ
リー」のアプローチそのものです。そして、この協調関係に
よって我々は一歩一歩先に進めるのです。」  
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スタンレー･ブラック&デッカーの
デジタルトランスフォーメーション
の実現はイノベーションを加速

デジタルトランスフォーメーションはイノベーションと
生産性の促進剤ですが、多くの重要な考慮事項を伴う多
面的な取り組みでもあります。今日、企業全体のデジタ

ル･トランスフォーメーション･プログラムに着手した産業組織
はわずか16%しかありません。デジタル･トランスフォーメー
ション･プログラムの最終的な目標は、投資を結果に変えるこ
とですが、これは口で言うほど簡単ではありません。

デジタルトランスフォーメーションの実現における最初のス
テップは、優先的なユースケース、ビジネスの正当化、変更
管理、およびテクノロジの実装とサポートの実行ロードマッ
プに対処する戦略計画を作成することです。これらのフィー
ルドを独自の目的とデジタル成熟度レベルに合わせてカスタ
マイズします。

テクノロジへの成果ベースのアプローチは、投資収益率を向上
させる、最も達成可能で潜在的なユースケースを特定するのに
役立ちます。ビジネスファーストの考え方で、最大の課題、根
本的なユースケース、およびそれらを解決するテクノロジ、
プロセス、人などの主要なイネーブラを特定することから始め
ます。グローバルなOTとITの専門知識を持つパートナと協力し
て、再現性があり、スケーラブルで、費用効果の高いソリュー
ションを素早く特定して実装できるようにします。

ロックウェル･オートメーションのデジタルトランスフォーメ
ーション戦略コンサルティングチームは、デジタル･トランス
フォーメーション･プロセスをナビゲートするだけでなく、そ
の価値を加速するのにも役立ちます。優先ユースケース、ビ
ジネスの正当化、変更管理、テクノロジの実装とサポートの

実行ロードマップに対応する戦略計画について、お客様と協
力することができます。すべて独自の目的とデジタル成熟度
レベルに合わせてカスタマイズされています。

スタンレー･ブラック&デッカーは、デジタルトランスフォー
メーションがより協調的で革新的なブランドを作成するため
の鍵であることを知っていたため、ロックウェル･オートメー
ションに実現の加速を支援するよう依頼してきました。

手元のタスク
この世界最大のツールメーカが何か新しいものを作りたいと
き、一体何をするでしょう? 177年の歴史を持つスタンレー･ブ
ラック&デッカーにとって、それは自分たち自身に問いかける
質問でもありました。同社は、オペレーションやモノづくり、
従業員の教育やサプライチェーンなど、関係するすべてのビジ
ネス分野でイノベーションを起こすことを望んでいました。

スタンレー･ブラック&デッカーがデジタルトランスフォーメ
ーションに着手したとき、同社はインダストリ4.0のツール、
テクノロジ、戦略を活用して彼らの顧客、「世界を作る人
々」、をサポートしたいと考えていました。同社はまた、テ
クノロジを通じてどうやって自社のビジネスを実現するか、
どう製品を作るか、サプライチェーンを通じてそれらの製品
をどう販売するか、などを見直したいと考えていました。

スタンレー･ブラック&デッカーのリーダシップは、4年間の取
り組みを終えた時点で、2億ドルから2億5000万ドルの収入増
と、(デジタルトランスフォーメーション導入による) 1億ドル
の対費用効果を目論んでいました。

世界最大の工具メーカにとって、イノベーションは最も強力なツールです。
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コネクテッドエンタープライズの作成
スタンレー･ブラック&デッカーは常に高いレベルでビジネス
を維持していましたが、一部のプロセスでは期待される結果
を実現するために手作業による多大な労力を費やしているこ
とも事実でした。リーダたちは、デジタル･トランスフォーメ
ーション･プログラムが、サプライチェーン全体をよりデータ
思考でより自動化されたプロセスに修正し、最終的にはパフ
ォーマンスの更なる向上に寄与すると信じていました。

スタンレー･ブラック&デッカーのインダストリ4.0担当副社
長であるスージー･バンガロール氏は次のように述べていま
す。「特に伝統的な製造業者にとって最大の課題の1つは、私
が“古くで錆付いた伝統にしがみつきたい症候群”と呼んで
いる問題です。私たちには本当に古い工場がいくつかありま
す。非常に収益性が高いですが、慣行だけでなく設備やプロ
セスの面でも多くの古い遺産があります。」

デジタルトランスフォーメーションを可能にするための最初
のステップは、湧き出してくるデータのバックボーンとして
機能するスマートなコネクテッドエンタープライズを形成す
ることでした。これには、122の工場と15の流通センターを繋
ぐための一連のエンタープライズアプリケーションおよびマ
ネジメントチームの形成が含まれていました。

人への投資
スタンレー･ブラック&
デッカーのデジタルトラ
ンスフォーメーションプ
ログラムの2つ目のモチ
ベーションは、従業員へ
の価値と機会の提供でし
た。61,000人の従業員を
効果的なスキルアップさせることで、それぞれが新しくより
やりがいのあるキャリアパスを形成し、その結果として離職
率を下げるというのが狙いでした。

例えば、組み立てラインの従業員に対して、データ主導のシ
ステムとデジタルツールを使った品質チェックの作業も出来
るように再教育する、といったように。価値の高いデジタル
スキルを持つことで、それぞれの従業員がより戦略的な意思
決定を行なうことができ、新しいアイデアやより良い働き方
を実現できるのです。

リモートワークをサポートするインフラの構築も、デジタル･
フォーメーション･プログラムの一部です。リモートでのアク
セス･監視･制御により、従業員は工場、地域、国を越えてコ
ラボレーションし、現場に居なくても戦略的なデータ主導の
意思決定を行なうことが可能になりますが、この流れはコロ
ナ禍のパンデミックによって一層拍車がかかりました。

さらなる飛躍のための学び
プログラムの開始から18カ月が経とうとしていますが、スタ
ンレー･ブラック&デッカーはプログラムの開始から本格的な
デジタルトランスフォーメーションへの道を順調に進んでお
り、その過程でさらに学習を続けています。

スージー･バンガロール氏は次のように述べています。「1つ
の戦略的な取り組みとして、組織横断的にさまざまな人の力
を借りて「各工場のチャンピオン」を変える活動を実施しま
した。私たちは、各工場のチャンピオンを上手く巻き込むこ
とで、デジタルトランスフォーメーションへの懐疑と戦い、
デジタルトランスフォーメーションへの適応を促進していま
す。チャンピオン達はデジタル技術とそれが従業員に与える
インパクトを上手く繋いでくれますから。」

もう1つ我々が学んだことは、実行の時間軸の大切さです。ス
タンレー･ブラック&デッカーは、数年ではなく数か月の時間
軸で多くの拠点を繋ぎたいと考えています。

「それは本当に重要な要素で、その大切さに気づくために多
くのテストを行なってきました」と、スージー･バンガロール
氏は言いました。「そして、約1～2カ月で、各工場に迅速か
つ大規模にデジタルフォーメーションを展開する準備ができ
たと胸を張って言えるようになりました。」

デジタルトランスフォーメーションを機能させる
スタンレー･ブラック&デッカーの変革の実施からわかるよう
に、運用効率の向上とコストの削減への道は、現在の場所、
現在の状況、およびなりたい場所の観点から組織を厳しく検
討することから始まります。

パイロット段階を無事に通過した企業は、現在および将来の
ビジネス要件、テクノロジ基盤、および組織の準備状況を評
価することから始めました。この全体論的な見方は、デジタ
ルトランスフォーメーションを機能させる方法とどこから始
めればよいかを早い段階で定義するのに役立ちます。

適切な戦略を実施することで、成功した企業は投資収益率と
デジタルトランスフォーメーションの価値を明確にすること
ができました。彼らは、歩留まり、資産と人材の利用、品質
と費用対効果を含むKPIを改善するための明確な戦略を開発し
ました。さらに、彼らは連携を獲得し、組織全体で採用を推
進しました。

デジタルトランスフォーメーションは、成功する企業が次の
競争上の優位性への道を歩み始める際の優先事項であり続け
ます。   

私たちは工場に行かなく
ても、『何でも作れます
よ』と話せます。なぜな
ら、私たちは常に (工場
の)様々なエキスパートと
繋がっているからです。
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エクステンデッドリアリティ(XR)の
力でデジタルの可能性を解き放つ
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ライフサイエンス企業がコロナ後の世界で生き抜くた
めには、デジタルトランスフォーメーションを受け入
れる必要があります。

1958年のHarvard Business Reviewによると、S&P 500に採用さ
れている企業の平均寿命は61年でしたが、1980年代までには
25年にまで下がり、現在は18年未満です。デジタルトランス
フォーメーションにより世界の変化のスピードは劇的に上が
っています。

ライフサイエンス業界の企業は、新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)の世界的流行の影響を不釣り合いなほど受けてい
ます。職場が急にリモート化し、業界は右往左往していま
す。多くの企業は、従業員を保護するために効果的なコラボ
レーションを犠牲とすることを余儀なくされました。業界の
大部分では、従来は直接解決していた課題をこの新しいリモ
ートワーク環境で解決する準備が不十分なため、製品の開発
と製造だけではなく、販売、トレーニング、および製品修理
にも影響が及んでいます。

COVID-19の世界的流行により、最近デジタル化を重点的に進
めた企業が危機対応における適応で大幅に優位であることが
明らかになっています。

デジタルスレッド
繁栄する企業もある中で、デジタル化に失敗する企業がある
のはなぜでしょうか? プロセスとテクノロジが有機的に進化し
たことで、発見と創造から製造と販売までの製品ライフサイ
クル内の経験がまとまりを失っています。これを解決するの
がデジタルスレッドです。

デジタルスレッドの活用により、全社でシームレスなデータ
フローを実現でき、オペレーション全体での改善と便益に
つながります。デジタルスレッドの中心はデジタルツインで
す。デジタルツインとは物理的製品の仮想表現で、設計、テ
スト、モニタ、修理などの機能分野で製品管理機能を強化す
るために使用できます。

バリューチェーン全体にわたるリアルタイムなコラボレーシ
ョン、新しいラインとプロセスのバーチャル検証、データサ
イエンスの簡略化、製造の柔軟性向上を想像してください。
COVID-19のような想定外の災禍により、デジタルスレッドの
重要性はかつてないほど高まっています。

エクステンデッドリアリティとは?
エクステンデッドリアリティ(XR)は、視覚化および実現を行
なうデジタルスレッドの構成要素です。ロックウェル･オート

メーションの関連企業であるカリプソ社は、エクステンデッ
ド･リアリティ･ツールを活用してデジタルファブリックおよ
びインダストリ4.0の基盤である複数のデジタルスレッドを作
成する企業を支援しています。

エクステンデッドリアリティは、デジタルトランスフォーメ
ーションの主な実現要素です。エクステンデッドリアリティ
は、コネクテッドエンタープライズの一部として、ウェラブ
ルで携帯可能な拡張現実(AR)、複合現実(MR)、空間コンピュ
ーティング、および仮想現実(VR)ツールを組み合わせて使用
し、仕事の進め方に追加のデジタル情報を重ね合わせ、学習
の効率化、リモートワーク、および重要なビジネス上の利益
を実現します。

エクステンデッドリアリティは、製品製造、ユーザトレーニ
ング、およびサービス･バリュー･チェーンに関するデジタル
情報を表示し、製品ライフサイクル管理システムなどの複数
の情報源からの3D形状、音声、映像、テキストなどのメディ
アを活用します。設計、テスト、品質保証、さらに製品発売
後も含め製品ライフサイクルのどの時点でも使用できます。

稼働中のエクステンデッドリアリティ
デジタルテクノロジとコンセプトで実現されるスマートファ
クトリは、想像しているほど遠い未来のことではないかもし
れません。拡張現実と複合現実、総合設備効率、製品ライフ
サイクルインテリジェンス、およびロボットによるプロセス
オートメーションに関するイニシアチブから真のビジネス価
値を見出す企業は増加し続けています。

未来の工場はもう実現されています。その日の生産開始の数
分前にオペレーションマネージャが静かに工場現場を歩いて
いるところを想像してください。複合現実のスマート保護メ
ガネの電源を入れて現場をざっと見ると、主要業績評価指標
などの評価基準のリアルタイムな結果が視野に重ねて即座に
映し出され、プロセスの問題を素早く把握できます。

複合現実システムは、データに基づく意思決定の強化、新人
のトレーニングの短縮などの多数の利点と共にリアルタイム
なデータと情報を全員に提供し、問題解決ツールを全員に提
供することにより、莫大な価値を解き放つことができます。

モノのインターネット(IoT)プラットフォームにプラント機器
を統合することにより生産プロセスに洞察がもたらされ、素
早く柔軟に対応して生産納期を厳守することができます。こ
の生産データは、機械学習のアルゴリズムと併せて、マシン
の構成要素が故障する可能性がある時期を予測して、コスト
のかかるダウンタイムを短縮するために使用できます。

技術に関する記事
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この最新のデジタル基盤は、イノベーションを起こして提供
する能力を劇的に強化します。総合設備効率(OEE)の測定は、
プラントの可用性、パフォーマンス、および品質を考慮した1
つの評価基準を提供します。これは、プラントにおけるデジ
タルトランスフォーメーションのイニシアチブの改善を評価
し、さらなる改善に向けた目標を設定するための効果的な方
法です。

仮想空間での製造のエミュレーション
バーチャル立上げは、質の高い生産を実現するまでの期
間を短縮するために役立ちます。最近の使用事例では、
Emulate3Dデジタル･ツイン･ソフトウェアを使用して、ロッ
クウェル･オートメーションのコンタクタ生産ラインの完全機
能のデジタル表現全体がエミュレートされています。

このデジタル表現は、ラインの物理的制約とプロセスを制御
する自動コードを知るために使用されました。Emulate3Dで
のバーチャル立上げにより、装置を1つも起動する必要なく、
PLCコードを検証および最適化できます。

物理的プロセスのエミュレーションにより、生産の最適化が
可能です。ラインの「What if」シナリオをリスクなくテスト
できるからです。Ansysの物理学ベースのモデリングソフト
ウェアを使用すると、装置にかかる力をテストし、この力に
対する速度、温度、または湿度の影響を評価できます。これ
は、ラインの寿命におけるメンテナンスと稼働コストに多大
な影響を与える可能性があります。

受託業者ラインの生産をエミュレートする価値は、基本デ
ータによってもたらされます。装置がプラントに到着する前
に、各状態でのラインの稼働を把握し始めることができるた
めです。この知識は、ラインの最適化の基本的理解を築くた
めに極めて重要です。さらに、プロセス内でこのように早期
にラインから入手可能なデータの文脈を把握することで、産
業用分析が簡単になります。

仮想現実技術は、コンタクタラインの主要メンテナンス手順
を把握するために使用されています。Vuforia Studioで作成す
るこれらの仮想現実体験は、製品およびマシン設計プロセス
中に取り込んだ3Dデジタルコンテンツを活用します。このた
め、新人や異動者は、リスクのない実践的な設定で新しいポ
ジションの仕事を遂行する準備を整えることができます。

ロックウェル･オートメーションは、FactoryTalk Smart Object
を使用して、制御オートメーション層に直接機能を組み込
み、デジタルスレッド全体でデータのOT文脈を取り込み、機
械学習の簡略化に役立てています。これにより、自動化され
たワークフローによる完全自動の製造を実現できます。

例えば、10,000個のコンタクタを注文する場合も、ロックウ
ェル･オートメーションのサプライチェーンを通して発注しま
す。会社のERPがその注文を受注して、必要な原材料を確認
し、適切なプラントに割当てて、依頼されている出荷日以内
に製造します。その後、プラントのMESが自動的に注文をス
ケジュールに組み入れ、店舗に原材料を予約して製造ライン
に割付け、生産を調整します。

製造ラインはラインのセットアップパラメータをMESから受
取り、消費データをERPに戻しながら注文を実行します。この
イベントシーケンスは、人の手を介す必要なくどのように注
文がお客様から生産ラインまで移動するかを実際に示してい
ます。

生産性の改革
エクステンデッドリアリティ(XR)のテクノロジとソリューシ
ョンに関するカリプソ社の専門知識は、長年、以下のような
多くの分野で多数のお客様が生産性と効率を改善するために
役立ってきました。

コラボレーション : XRツールにより、複数のユーザが製品のデ
ジタルツインを現実または仮想環境で可視化し、これとやり
取りすることができます。これは、設計レビューのスピード
と精度を向上させ、開発リードタイムを短縮するために役立
ちます。実際の結果により、80～90%という設計レビュー時
間の大幅な短縮と、品質検査時間の75～90%の短縮が示され
ています。

トレーニング:  仮想および拡張現実ツールを使用して、各種シ
ナリオで必要な機械の操作手順とメンテナンスを研修生に理
解させることにより、初回オペレーション成功率を90%以上
改善できたという結果が出ています。

作業指示 : XRツールは、プラントフロアの小部屋で働く従業
員が適切な順序で正しく部品を組み立てるのに役立ちます。
実際、カリプソ社は、エクステンデッドリアリティのテクノ
ロジにより生産性を約10～35%増加できることを示していま
す。

リモートサービス : XRにより、製品を現場で特定し、情報を収
集および提供し、その製品に関する作業を実行できます。こ
れは、従業員の安全に加えてサービスの効果と可視性の共有
に役立ちます。

没入型の製品エクスペリエンス : XRとVRは仮想製品デモを提供
するため、営業担当者はお客様の現場を訪問する必要がなく
なります。物理的に存在しなくても、製品の空間構成とユー
ザエクスペリエンスをシミュレートすることができます。  
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適切な倉庫管理システムはシステム内の障害を明ら
かにするために役立ち、倉庫業務を合理化して効率
と収益性を改善できます。

革新的な新製品に対する需要が高まっています。より個人
に合わせた製品やサービスが求められているため、多様性
が鍵となります。食品飲料のチョイスから季節ごとに進化
する衣料品や生活雑貨のトレンドまで、製造メーカは価格
競争力を維持しながら自社の施設を経て高品質な新製品を
届けることを求められます。

個人に合わせた製品に対する需要の高まりは、短期間で製
品を発売したいという要望とあいまって、「単品ロット」
とも呼ばれる少量ロット生産トレンドの原動力となってい
ます。消費者が購入する製品は変わり続けることに加え、
コロナウイルスの世界的流行がショッピング方法の重要な
変化の一因となっています。

ニールセンの最近の調査によると、コロナウイルスが世界
的に流行する中、Eコマースは増加傾向にあります。自主
隔離を行なう人や在宅勤務者が増える今、オンラインショ
ッピングは53%増加しました。さらに、迅速な配送が要求
され、効率的なサプライ･チェーン･プロセスを持つことが
製造メーカに求められています。

製造メーカは、原材料から製造、倉庫保管、流通、そして
最終的に最終顧客につながるサプライチェーン全体を通し
て機動的である必要があります。

コネクテッド･サプライ･チェーンは、パフォーマンスと生
産性の改善に役立ちます。モノのインターネット(IoT)を介
してプロセスをつなげることにより、サプライチェーンの
端から端までを連携させることが可能です。機動的なコネ
クテッド･サプライ･チェーンの実現に向けた第一歩は、製
造および物流オペレーションの合理化です。

製造と物流の連携
製品が劇的に多様化する中、無駄のない製造や在庫縮小な
どのコンセプトはますます重要性を増しています。ジャス
ト･イン･タイム納品により、仕掛品の材料を大幅に削減で
き、工場現場にあるのは生産に現在使用中か間もなく使用
される材料だけとなります。この実現には、マテリアルハ
ンドリングをできるだけ効率化して、必要量の必要な在庫
を必要なときに各生産ポイントに届ける必要があります。

製造会社が製造および物流オペレーションを合理化するに
は、物流と生産間でデータと材料の両方の流れを最適化す
ることが極めて重要です。これにはFactoryTalk Warehouse

が役立ちます。この製品は、製
造実行システム(MES)とシーム
レスに統合され、ロックウェル
･オートメーションのMESソリ
ューションとのプレミア統合を
提供します。

FactoryTalk Warehouseでは、入庫処理、保管および作業、
出庫処理をはじめとする生産オペレーションのサポートに
必要なすべての倉庫業務を制御できます。具体的には以下
の業務がサポートされます。

1. 入庫処理業務 : 物品の受領処理、品質検査、仕分けラベ
ル付け、材料と保管条件による場所決めを伴う収納な
ど

2. 保管および作業業務 : 在庫記録、在庫調整(在庫数によ
る調整など)、物流単位とサブロットの再整理、バッチ
とサブロットのステータス管理、材料と保管条件によ
る輸送指示、低温サプライチェーンの追跡など

3. 出庫処理業務 : 物品出荷処理、場所決めを伴うピッキン
グ、混載、梱包、ウェーブ管理、出荷指示など

MESは生産を管理し、WMSは倉庫の在庫と材料の動きをコ
ントロールするので、ほとんどの製造システムにはMESと
倉庫管理システム(WMS)の間に2つのタッチポイントがあ
ります。1つ目は部品などの仕掛かり材料を生産ラインに
供給し、2つ目は完成品を出荷に向けて倉庫に移動するラ
インの最後に位置します。

個人に合わせた製品への需要が高まり、製造メーカのロッ
トサイズが小型化しています。このため、仕掛かり在庫レ
ベルの削減や在庫の可視性強化といった問題を解決するた
めにMESとWMSの緊密な連携が重要です。1台のシステム
がバッチモードでデータまたは要求一式を別のシステムに
渡すより、2台を同期させたほうが効率的です。

倉庫のスマート化を図る方法

アプリケーション記事

FactoryTalk 
Warehouseは生産
在庫の効果的な管理
に役立ちます。
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機動性が鍵
変化するお客様の需要に対応して素早く軽やかに行動する
ことが、今日のビジネス環境で競争上の優位性を育む鍵と
なります。多くの場合、既存のワークフローを変更する
か、新製品や新しいオペレーションに対応する新しいワー
クフローを作成する必要があります。ソリューションがモ
ジュール式でない場合、これは時間のかかる複雑なプロセ
スになる可能性があります。

FactoryTalk Warehouseは、倉庫ワークフローを簡単に変更
または構築するために必要なツールを提供することによ
り、プロセスを合理化します。ワークフローを変更または
構築するときには、標準機能(ウィジェット)のライブラリ
を使用してワークフローシーケンスを定義することができ
ます。また、この製品はワークフローを効果的かつ効率的
に実行するための指示を出してオペレータを支援し、携帯
端末に対応するHTML5 Webクライアントも含んでいます。

規格への準拠の簡略化
製造規格への準拠は、業界にとって非常に重要です。お客
様の信頼と信用を強化しながら、稼働効率と安全を確保す
るために役立つからです。規制されている業界かどうかに
かかわらず、GMP準拠のシステムの実装はオペレーション
実行の制御と記録に役立ちます。

FactoryTalk Warehouseは、電子署名によって重要な各倉庫
オペレーションを実行できる担当者を管理し、トランザク
ションログでオペレーションの実行を記録します。これ
は、規格へ準拠し、必要に応じてこれを実証するために役
立ちます。または、単にオペレーション管理の効果を高め
るためにも役立ちます。

倉庫管理の最適化
製造メーカは、製品の生産およびお客様への出荷の迅速
化、費用対効果の改善、および品質向上を絶えず迫られて
います。倉庫プロセスの課題と障害を明らかにすること
で、倉庫管理、機能性、および生産性を最適化できます。

最終目標は、物品の受領、特定、仕分け、整理、出荷のた
めの移動が自動化されたコネクテッドテクノロジを採用し
たスマートな倉庫を確立することです。

FactoryTalk Warehouseは、可視性と在庫ワークフローの改
善により材料、仕掛品、モバイル機器を含む生産在庫管理
のあらゆる面の改善を支援し、これを可能にします。

倉庫オペレーションのデジタル化に価値を見出す企業が増
える中、次の段階の競争上の優位性の実現に役立つスマー
トな倉庫管理システムの重要性は焦点であり続けるでしょ
う。 

APPLICATION  PROFILE



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

ロックウェル･オートメーションの新しい存在検知
セーフティ･ライト･カーテンを使用して、人と機器
の保護を高めることができます。Allen-Bradleyの

450L GuardShieldセーフティ･ライト･カーテンは、生産性
を向上させ、効率を高めながら、人の安全を確保するよう
に設計されています。このライトカーテンは、EtherNet/IP
を介してCIPSafetyを提供するこのタイプでは初めての製品
です。

CIP Safety over EtherNet/IPは、コネクテッドエンタープラ
イズ内のスマート安全を実現し、プラントフロアから豊富
なデータを提供します。450L GuardShieldライトカーテン
は、リニア、スター、およびDLRネットワークをサポート
し、機械に対して安全で簡単かつ頻繁なアクセスを必要と
するアプリケーションに最適です。

450Lセーフティ･ライト･カーテンは、センダとレシーバの
ユニットが別になっている従来のセーフティ･ライト･カー
テンとは異なります。特許技術により、革新的なプラグイ
ン式モジュールを介して各トランシーバをセンダまたはレ

シーバとして使用できます。450L-Eオプションは、統合さ
れたレーザアライメント、カスケード、ブランキング、統
合されたミューティングなどの高度な機能を提供します。

450Lセーフティライトカーテンは、TÜV認定のPLe、タイ
プ4 IEC 61496-1/-2、EN ISO 13849-1およびIEC 62061に準拠
したSIL CL3です。

世界初のCIP Safety Over EtherNet/IPセーフティ･ライト･カーテンの
ご紹介

ロックウェル･オートメーションのQuickStick HTイ
ンテリジェント･コンベア･システムは、独立型カー
トテクノロジのインテリジェンスで大きな荷物を輸

送するように設計されています。このテクノロジの最も一
般的なアプリケーションは、自動車産業です。ただし、グ
ローブボックスアプリケーションを含む、重負荷のマテリ
アルハンドリング、乗り物の運搬、危険物の取扱にも適し
ています。

業界をリードするシステムに、パフォーマンスを向上させ
る新しいQuickStick HT5700インバータが搭載されました。
これで、5+ m/sの速度を達成できます。さらに、この更新
では、より小型のKinetix 5700電源を使用できるようにな
り、制御盤のサイズが縮小され、プラントフロアのスペー
スを節約できます。更新されたシステムには、統合された
機能安全も含まれています。安全トルクオフと安全停止1
回がハード配線され、SIL3/PLeです。

新しいインバータがQuickStickHT
インテリジェント･コンベア･システ
ムのパフォーマンスを向上 拡張されたAllen-BradleyのBulletin 100-E省エネIEC

コンタクタラインは、省エネルギーとエンジニアリ
ング時間の短縮を支援します。

9～96Aの新しいサイズのこれらのコンタクタは、標準の非
電子コイルと比較して、突入皮相電力(VA)を最大68%削減
し、密閉型VAを75%以上削減することでエネルギーを節約
します。電子コイルは、4つのコイルオプションのみでAC/
DC20～500Vコイル電圧をカバーすることにより、エンジ
ニアリング時間を短縮し、選択を大幅に簡素化します。

コンタクタを使用すると、コイル入力端子をコンタクタの
ラインから負荷側に分解せずに移動できます。これによ
り、スタータアセンブリを構築する際の配線とアクセスが
容易になります。コンタクタは、100Aを超えるコンタクタ
用の直接PLCインターフェイスオプション、およびアクセ
サリ、安全バージョン、可逆コンタクタのフルラインも提
供します。

すべてのAllen-Bradleyのコンタクタは、関連するモータ過
負荷リレーおよびサーキットブレーカと組み合わせてテス
トされ、2コンポーネントまたは3コンポーネント型のモー
タスタータを提供します。オンラインのグローバルな短絡
電流定格(SCCR)ツールを使用して、ユーザは特定の製品の
組み合わせがIECおよびUL規格に準拠していることを証明
する文書を入手できます。

新しいコンタクタオプションは
省エネルギーを提供
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新しい安全装置が安全と生産性を
向上

製造メーカは、ロックウェル･オートメーションの2
つの新しいスマート安全装置を使用して、データの
力を利用して安全コンプライアンスとパフォーマン

スを大幅に向上させることができます。

新しいAllen-BradleyのCIP Safety over EtherNet/IPを
備えたSafeZone 3レーザスキャナおよびAllen-Bradley
のEtherNet/IPプラグインを介したCIP Safety を備えた
GuardShield 450Lライトカーテンにより、ユーザは、機械
または生産ラインのステータスの全体像を把握するために
必要な重要なデータにアクセスできます。最終的に、これ
らのデバイスは、ユーザが総所有コストを削減しながら、
マシンの状態をモニタし、稼働時間を増やし、柔軟性を向
上させ、安全を高めることができるように、意味のある情
報を提供するスマートマシンを作成します。

これらのスマートデバイスは、安全関連の障害が発生して
いる場所や、作業者が標準の操作手順に従っている場合な
ど、貴重な洞察を提供できる診断情報を提供します。ユー
ザはこれらの洞察を活用して、生産設備の生産性とサステ
ナビリティ(持続可能性)を向上させることができます。

ロックウェル･オートメーションの検知、安全および産業
用コンポーネント事業担当副社長兼ゼネラルマネージャで
あるリー･レーンは次のように述べています。「多くの製
造メーカにとって、安全を理解するこの新しい方法は、人
とプロセスを安全に保つのに役立つだけでなく、生産性を
大幅に向上させます。従来の安全装置は、データをほとん
どまたはまったく提供しません。スマート安全装置は、操
作や稼働の可視性を高め、ユーザがプロセスの状態、環境
条件、および安全性と生産性に影響を与えるその他の要因
を理解するのに役立ちます。」

新しいCIP Safetyを備えたSafeZone 3レーザスキャナは、作
業セル内の領域検出を提供します。CIP Safetyの追加によ
り、ユーザは、ある安全ゾーンから別の安全ゾーンに切
換えるかわりに、複数の安全ゾーンを同時に操作できま
す。また、スキャナのフィールド範囲を拡張し、単一の
EtherNet/IP接続を介して重要な診断データを提供します。

これにより、作業者が危険に近づいた場合にアラームを通
知して、機械の速度低下や停止を防ぐなど、生産性を向上
させることができます。さらに、CIP Safety機能は、利用可
能な診断データを拡張して、スキャナのレンズのほこりの
存在など、一般的な障害についてユーザに警告します。

EtherNet/ IPプラグインを介したCIP  Sa fet yを備えた
GuardShield 450Lライトカーテンは、危険な機械の動きに
関連する怪我から人員を保護します。CIP Safetyプラグイン
を使用すると、ユーザは診断データにアクセスしやすくな
り、生産性と柔軟性が向上します。

例えば、ユーザは、ライトカーテンでどのビームがトリッ
プしたかを正確に確認して、ダウンタイムイベントの原因
をよりよく理解できます。または、100ミリ秒ごとにライ
トスクリーンのサンプルを取得して、ライトスクリーンを
通過する製品のプロファイルを追跡し、潜在的な品質の問
題を特定することもできます。

CIP Safetyは、EtherNet/IPのアプリケーション層プロトコ
ルであるCIP (Common Industrial Protocol: 共通産業プロト
コル)の拡張機能です。GuardLinkなどのテクノロジでCIP 
Safetyを使用するスマート製品は、安全と生産性を向上さ
せ、配線を簡素化するのに役立ちます。また、Studio 5000 
Logix Designerアプリケーションを使用して、Allen-Bradley
のCompact GuardLogix SIL3制御システムとの最高の統合を
提供します。

これら、および843ES安全エンコーダやCompactBlock 
Guard Safety I/O汎用エンコーダモジュールなどのスマート
製品は、よりスマートで高性能な生産のためのよりシンプ
ルな接続と強力なデータを組み合わせたロックウェル･オ
ートメーションの安全ポートフォリオの一部です。

www.anybus.com

どんなデバイスでも。
あらゆるネットワークを。

Anybusはどんな産業用デ
バイスでも産業用ネットワ
ークでの通信を可能にしま
す。産業用イーサネット、
フィールドバス、IoTクラウド
に有線/無線で接続でき
ます。

HMS Networks
www.hms-networks.com
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