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EXECUTIVE MESSAGE 

変革技術によるスマート
マニュファクチャリング

多くの業界はCOVID-19の前にすでに混乱に悩まされてきましたが、コ
ロナの世界的流行は混乱の度合を加速しました。競争力を維持するた
めに、企業はライフサイクルのすべての局面において、より優れた機

動性で、より早く、よりスマートに取り組むという課題に直面しています。

今日のビジネス環境は、スマートソリューションだけが提供できる厳しいレ
ベルの柔軟性、機動性、およびパフォーマンスを要求されています。スマー
トマニュファクチャリングは、デジタルトランスフォーメーションへの入り
口です。また、安全の向上、品質の改善、およびプラントパフォーマンスの
最適化による測定可能な結果を提供します。IT/OTのコンバージェンスによっ
て、会社全体にわたるすべてのレベルでのより効果的な意思決定とより効率
的な運用のために、バリューチェーン全体から隠されたデータを解き放つこ
とができます。

企業の技術革新のスピードアップと効率性の改善を支援するために、当社は
新しいブランドLifecycleIQサービスを立上げることをうれしく思います。この
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
高度に訓練された専門家と関わることができる方法を拡大することを目指し
ています。LifecycleIQサービスは、機械、設備、テクノロジへの投資を最適化
することによりパフォーマンスを改善することができます。

ますます多くのビジネスが、スマートマニュファクチャリングのさまざまな
要素である人々、プロセス、およびテクノロジをスマートソリューションへ
の包括的なアプローチのために組み合わせる価値を理解してきています。そ
うすることによって、次の競争上の優位性を生み出しつつあります。

本号の「Automation Today」では、どのようにして変革技術がスマートマ
ニュファクチャリングを実現するのかを掘り下げてご紹介します。また、ス
マートマニュファクチャリングがどのようにしてお客様のビジネスおよび業
務上の最大の課題に対応できるのかを取り上げます。

最新の知識と洞察を網羅する以下の産業トピックを特集しています。ここか
ら始まるスマートマニュファクチャリング、企業レベルの洞察によるよりス
マートな意思決定、およびライフサイクルサービスでの可能性の再考。

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。

本号の「Automation Today」が、お客様がデジタルトランスフォーメーショ
ンに邁進するときに何が可能なのかを改めて検討するのに役立つことを願っ
ております。

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

特集記事 – 
ここから始まるスマートマニュファク
チャリング

ケーススタディ

技術に関する記事
企業レベルの洞察によるよりスマート
な意思決定

アプリケーション記事
ライフサイクルサービスでの可能性の
再考

注目の製品 & 
ソリューション
よりスマートな運用のための最新と更
新された技術とソリューションを紹介
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イノベーションを起こそう!

  

8月31日 - 9月2日

ROKLiveに参加して、今日の製造業における爆発的なデジタル技術を探ってみませんか?

この3日間のイベントでは、デジタルトランスフォーメーションに焦点を当てた基調講演、
産業界のリーダーとのディスカッション、実践的なワークショップ、製品や技術に関する

セッションが行なわれます。

シドニー･オリンピック･パーク  •  シドニー

ご予定に加えてください



ニュース &  イベント

DiversityInc社がロックウェル･
オートメーションを表彰

4度目のNoteworthy Company、 
初の従業員リソースグループ15位

DiversityInc社は多様性がビジネス上の利益にもたらすこと
を教育と明確な基準で知らしめることを目標としている
組織です。最近、ロックウェル･オートメーションが2021 
DiversityInc Noteworthy Companyに指名されたことを発表し
ました。

当社が、このリストで指名された厳選42社の米国企業の中に
入ったのは4度目です。このデータには「The DiversityInc Top 
50」になる可能性があることを示す企業が含まれています。
しかも、今年は初めて従業員リソースグループの15位に指名
されました。

今年で20周年目になるDiversityInc社の「ダイバーシティの
トップ50企業」コンテストには昨年、1000以上の企業が参
加しました。この調査は、最も包括的なデータに基づいたい
くつかの米国最大雇用者のダイバーシティおよびインクルー
ジョン分析です。以下の主要な6つの分野で、2020年次に企
業が提出したデータに基づいて数値基準による評価をしま
す。
• リーダシップの説明責任
• 人材の多様性基準
• 人材プログラム
• 従業員の訓練
• サプライヤの多様性
• 慈善活動

当社の従業員は当社にとって最高のリソースであり、これら
2つの指名は、従業員が誠心誠意に仕事に励み、潜在能力の
すべてを捧げることを可能にする多様で公平かつ包摂的な作
業環境を生み出すというロックウェル･オートメーションの
継続的な取り組みの強力な証しです。

人々が最高の仕事をすることができ、したいと思う場所にす
るというその取り組みを運用可能にすることに向かって前
進しました。当社はベストプラクティスを追及して適用し続
け、組織および業界のダイバーシティ、公平性、およびイン
クルージョンの進行を推進します。当社の14の従業員リソー
スグループは、従業員に機能的かつ地理的境界を越えて一体
感を生み出すことができます。詳細は、ERG Centralをご覧く
ださい。

当社は、DiversityInc社の2021年次のNoteworthy Companiesリ
ストで指名された42企業の中に入り、DiversityInc社の2021年
次の従業員リソースグループのトップ企業リストに指名され
た25社の中に入ったことを誇りに思い、光栄に感じています!

ロックウェル･オートメーションと
Comau社が提携し、製造メーカの
ロボット統合を簡素化

このコラボレーションにより、ロボットアプリケーションを設
計、展開、および管理するための、より簡単で、よりスマート
で、より生産的な方法をお客様に提供できるようになります。

ロックウェル･オートメーションと、産業オートメーションおよびロボッ
トメーカのグローバルリーダーであるComau社は、本日、統合されたロ
ボット制御ソリューションを通じて製造効率を最大化するための重要な
ツールを世界中の企業に提供するために力を合わせていることを発表しま
した。

ロックウェル･オートメーションの会長兼CEO (最高経営責任者)であるブ
レイク･モレットは次のように述べています。「産業企業はプロセスの最
適化と俊敏性のために、ロボット工学を業務に統合する効率的な方法を
探しています。ロックウェル･オートメーションとComau社のコラボレー
ションにより、プログラミングとライフサイクル管理が簡素化され、お客
様の価値実現までの時間が短縮されます。」

モレットによると、このロボットアプリケーションの拡大は、産業企業が
統合ロボット制御で時間を節約し、パフォーマンスを向上させ、最終的
にビジネスに長期的な価値を提供するのに役立つ、ロックウェル･オート
メーションのより広範な戦略に根ざしています。このパートナシップは、
両社のお客様に統合ロボット制御製品を提供する共同開発および販売モデ
ルです。

Comau社のCEOであるパオロ･カーマッシ氏は次のように述べています。
「Comauのロボット工学と産業オートメーションの専門知識、および高
性能、信頼性、品質に対する評判と、ロックウェル･オートメーションの
グローバルな機能と自動マテリアルハンドリング、食品および飲料、家庭
およびパーソナルケア、ライフサイエンスにおける経験を組み合わせるこ
とで、お客様に統合ロボットソリューションのさらなる価値をお届けでき
るようになります。Comauは、すべての業界で市場をリードするグロー
バルな立場を持つこのような重要なパートナと協力することを熱望してい
ます。」

エンジニアは、Logixベースのコントローラを介して直接制御される
Comau社のロボットアームを含め、マシン全体を1つの環境でプログラム
できるようになります。Studio 5000®オートメーションシステム設計ソフ
トウェアは、従来は別々の機械制御システムとロボットシステムを調整し
て、2つの異なるソフトウェアツールを使用して連携するために必要だっ
た時間のかかる困難な作業から人々を解放します。

機械メーカ、システムインテグレータなどは、Emulate3Dデジタル･ツイ
ン･ソフトウェアなどのデジタル･エンジニアリング･ツールを使用するこ
とで開発と導入の効率を高めることができます。デジタル･エンジニアリ
ング･ツールは、生産ラインのデジタルモデルを作成し、マシン制御コー
ドを自動生成し、Comau社のロボット用の機能が組み込まれています。

ロックウェル･オートメーションとComau社を組み合わせたソリューショ
ンは、統合の強化を超えたメリットも提供します。例えば、エンドユーザ
は、分析ツールとデジタル･ツイン･ツールを使用して、マシンのパフォー
マンスと潜在的な生産の最適化についてより深い洞察を得ることができま
す。また、安全およびセキュリティソリューションを使用して、ビジネス
リスクを軽減することもできます。

FactoryTalk®ソフトウェアスイートを使用する製造現場のオペレータは、
単一のインターフェイスでラインとロボットの両方の制御システムを見る
ことができるというメリットがあります。プラント内にいる技術者も離れ
た場所にいる技術者も、両方のシステムをモニタするために1つのアーキ
テクチャしか学習および保持する必要がなくなります。また、ロックウェ
ル･オートメーションの拡張現実(AR)ツールを活用して、ライフサイクル
とサービスサイクルのメンテナンスを改善することもできます。

4          ASIA PACIFIC



ニュース &  イベント

LifecycleIQサービスで新たな可能性
を引き出す

知識と技術を組み合わせて、産業界のバリューチェー
ン全体のニーズに応え、ビジネスの持続性を高めるプ
ロフェッショナルサービスのポートフォリオを拡充

ロックウェル･オートメーションは、製造業のイノベーション
を加速し、デジタル時代のビジネスを効率化させていくため
に、既存のサービスとソリューション機能を進化させた新し
いブランドLifecycleIQサービスを立ち上げます。

この新しいサービスによって、ロックウェル･オートメーショ
ンのお客様は多様な方法でサポートを得ることができるよう
になります。研鑽を積んだ専門家がお客様の作業効率向上を
サポートし、製造業のバリューチェーンにおける新たな可能
性を再構築します。

LifecycleIQサービスはこれまでにない革新的パートナシップ
を提供します。デジタル技術と深い人知を組み合わせたこの
サービスにより、製造業のお客様はより迅速にかつスマート
にあらゆる問題に対処することが可能になります。工場が新
設であれ既設であれ、またどの部門(設計、操業、保守など)で
あれ、コネクテッドエンタープライズの力を活用することが
できるのです。

ロックウェル･オートメーションのLifecycleIQサービス部門上
級副社長であるフランク･クルシュヴィッチは、次のように述
べています。「LifecycleIQサービスは、お客様の課題を解決す
るだけでなく、生産過程に新しい可能性を見出し、その実現
のお手伝いをしていきます。弊社はお客様の生産、加工、工
業運営サイクルのあらゆる側面においてより高い生産性と安
全性を提供すべく、包括的サービスに注力しています。」

ロックウェル･オートメーションのアジア太平洋地域のソ
リューションズ&サービス部門の部長であるインバ･ラジナー
ムは、次のように述べています。「アジア太平洋地域で多く
の製造業が直面する課題のひとつは、スマートな生産技術を
素早く取り入れると同時に、既存の機械や装置をスムーズに
統合して利用していくためにはどうすればよいかということ
です。LifecycleIQサービスはいまだ答えのないこのニーズに
解決策を提供します。お客様がインフラと生産過程の両面で
スピードと柔軟性を確立し、未来型の製造業となっていく
ことをサポートします。アジア太平洋地域のあらゆる分野に
おいて、サステナブル(持続可能)なオペレーションへの注目
が高まる中、効率性は今後ますます重要となっていきます。
LifecycleIQサービスは、お客様の工場操業において、設計から
安全性といったあらゆる側面において、より優れたプランニ
ングとサービスを提供します。これにより、エネルギー消費
や無駄を抑え、アウトプットを最大化します。」

産業企業は、LifecycleIQサービスを利用することで以下のよう
なメリットを得ることができます。デジタルトランスフォー
メーションのイニシアチブからより多くの価値を獲得し、包
括的なサイバーセキュリティサポートでリスクを低減し、人
材のサポートを向上させることができます。

お客様にさらなる満足をお届けするために、LifecycleIQサー
ビスはひとつの契約で複数のサービスを提供する新しいアプ
ローチを導入します。統合サービス契約(Integrated Service 
Agreement)と呼ばれるサービスでは、顧客企業は自社のニー
ズに合ったサービスパッケージを選択し、ひとつの電話番号
ですべての専門家に連絡を取り、優先的なサービスを受ける
ことができます。お客様はひとつのサブスクリプション契約
で、年中無休の24時間体制の技術支援、修理、レポートと分

析、フィールド支援など、さまざまなサポートを受けること
ができます。

ロックウェル･オートメーション
は、COVID-19ワクチン接種をサ
ポートするためにArena®シミュ
レーションソフトウェアを寄付

ロックウェル･オートメーションは、コミュニティで
COVID-19ワクチン接種クリニックを計画している非
営利団体、政府機関、および公衆衛生パートナに
Arena®シミュレーションソフトウェアを寄付すると

発表しました。このソフトウェアを使用して、患者の流
れ、人員配置、シフトの変更、および列に並んでいる患者
がソーシャルディスタンスのガイダンスを守っているかを
監視できます。

非営利の医療システムは、寄付されたソフトウェアを使用
して、ウィスコンシン州でいくつか計画されている30以上
の予防接種クリニックの管理を支援し、公衆衛生部門は、
オハイオ州北東部での将来の予防接種の取り組みを計画す
るためにソフトウェアを使用します。他の医療提供者との
協議は現在進行中です。

ロックウェル･オートメーションの広報担当バイスプレジ
デントであるパトリシア･コントレラスは、次のように述
べています。「このソフトウェアは、当社のヘルスケア
パートナが供給と人員配置のニーズにより適切に対応し、
最終的にはワクチン接種プロセスを促進するのに役立つ、
状況を改善する可能性を持つツールであると認識していま
す。より多くの病院、保健部門、その他のコミュニティ組
織と協力して、できるだけ多くの人々が安全、効率的、迅
速にワクチン接種を受けるのを支援できることを願ってい
ます。」

パンデミックが始まったときに、ニューヨーク州のノース
ウェルヘルス(非営利の統合医療ネットワーク)とデラウェ
ア州のクリスチアーナケア(ヘルスケアサービスを提供して
いる民間の非営利病院のネットワーク)は両方ともArena®を
使用してCOVID-19の入院治療を管理しました。このソフト
ウェアは、意思決定者がシステムの流れと、毎日異なるシ
ナリオをもたらす可能性のある環境でのリソースの制約を
理解するのに役立つため、ワクチンクリニックの計画に最
適です。

米国疾病予防管理センターによると、3月12日金曜日の時
点で、1億回以上のCOVID-19ワクチンが投与されており、
米国の成人人口の13.5%が完全にワクチン接種を受けてい
ます。ワクチンの供給が変化し、より多くの人々がワクチ
ン接種のスケジュールにアクセスできるようになるにつれ
て、ワクチンの配布をサポートするためのより優れた、よ
り効率的なツールが必要になります。

ワクチンの供給が変化し、より多くの人々が予防接種を受
けることができるようになると、ワクチンの配布をサポー
トするために、より優れた効率的なツールが必要になりま
す。
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現代の市場は、スマートソリューションだけが提供できる
柔軟性、機動性、およびパフォーマンスの水準を否応なく
要求します。それに後れをとっていませんか?

テクノロジの絶え間ない進化は最新の自動化ソリューションと結
合したオープンな接続性をもたらし、スマートマニュファクチャ
リングは抽象的な概念から技術的な現実へと劇的に変化しまし
た。

消費者需要は急速に変化し続けていますが、スマートマニュファ
クチャリングは新たに出現するテクノロジを活用する機会をいか
して、これらの進化する要件に対応できます。

スマートマニュファクチャリングは、安全の向上、品質の改善、
およびプラントパフォーマンスの最適化による測定可能な結果を
提供します。スマートマニュファクチャリングには、人々、プロ
セス、およびテクノロジなどのさまざまな要素があり、その中で
一番重要なのは、どのようにしてそれらすべてを組み合わせてス
マートソリューションへの包括的なアプローチを支えるかという
ことです。

データの真の価値
機械やオペレーションから直接取得されるリアルタイムのデータ
は、スマートマニュファクチャリングの主要な利点です。しか
し、データが適切に適用されない場合、またはその後に何の措置
も取られない場合、何の利益もありません。

製造エリアに足を踏み入れて、オペレータが問題について頭を悩
ませているのを何度も見かけたことがありませんか? オペレータ
にとって必要なすぐに使用できる情報を与えるためには、使用中
の機械は意思決定を改善するためのコンテキストのある実用的な
洞察を提供する必要があります。これは、総合設備効率(OEE)に
影響を与える課題を把握し、どのような決定が生産性、品質、安
全、およびサステナビリティを向上するための適切なレベルへ上

げることができるかを推測できるビジ
ネスモデルから始まります。

スマートマニュファクチャリングはプ
ロセスであり、プロジェクトではない
ことを認識することは重要です。1台の
機械、1つのセル、1つのラインから始
めて、収集、分析、および提出するこ
とのできるデータを検討します。リア
ルタイムのデータを必要とするときにそれをどのように収集し、
どのように使用するかという意図的なデータ戦略が、行動のため
の基準を提供し、洞察から価値を獲得する方法を提供します。

スマートであることは、動作データの履歴やリアルタイムの動作
データを効率的な方法で活用し、スマートテクノロジを展開して
OEEを最適化することを意味します。多分、すでにこの重要な混
合した動作データの一部を自体で生成して提供できるデバイスが
プラントにあるでしょう。しかし、これらのデバイスからデータ
を取り出すだけでは、データは得られますがそれは情報ではない
ことに注意することが重要です。スマートデバイスはそれ自体で
は製造をスマートにしません。情報を使用するユーザと連携する
ことが、製造をスマートにします。

コンポーネントからPLCまでのスマートシステムの場合、特にOT
とITシステムとの間で動作するように設計された情報ゲートウェ
イソリューションと連携すると、収集したデータは企業全体で共
有できます。分析ツールは、トレンドをモニタし、弱点を特定
し、トレーニングギャップを浮き彫りにし、オペレーションに負
の影響を与える前にダウンタイムを予測する機能を提供します。

スマートソフトウェア
スマートマニュファクチャリングは、状況が理解できる情報を生
成するデバイスを接続したシステムとして定義できます。この情
報により、人々は正しい判断をすることができ、目的の製造の成

特集記事

ここから始まる
スマートマニュファ
クチュアリング

スマートマニュ
ファクチャリング
は行程であり、目
的ではありませ
ん。テクノロジが
進化するにつれ
て、チャンスも広
がります。
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果を上げ、目標とした改善を達成することができます。

いかなるスマート･マニュファクチャリング･システムにも以下を
サポートするソフトウェアシステムを含む必要があります。

視覚化: これには、MESレイヤ統合、機械データの視覚化、および
事業部との連携を含みます。

最適化: 稼働効率、生産性、分析ツールの使用、およびリスク管理
に焦点を置きます。

ユーザエクスペリエンス: 任意のユーザの能力、プラントマネー
ジャからオペレータまでのスケーラビリティ、および運用上のイ
ンテリジェンスを考慮します。

スマートマニュファクチャリングは、デジタルトランスフォー
メーションの入り口です。 接続されたスマートデバイスを使用し
て、プロセスを可視化できる新たな窓を開きます。データと分析
ツールを活用し、優れたより速やかな意思決定を実現します。

デジタルの導入
デジタルテクノロジは、人々の生活、働き方、遊び方を大変革し
ました。テクノロジが引き続き進化するにつれて、テクノロジが
提供する恩恵にさらに依存し続けるようになります。これは、特
に製造業に関連があります。

コスト削減、顧客満足体験の改善、および収益の増加への圧力が
かかります。デジタルを導入する組織は、新しい価値の提案によ
りビジネスモデルが混乱します。

デジタルエンジニアリングは、いちかばちかの戦略ではありませ
ん。従業員が今のところ良く知っていて、気に入っているツール
を交換する必要はありません。かわりに、これらのツールをデ
ジタルで拡張し、設計者、生産マネージャ、技術者、および他の

人々の作業方法を改善します。まず事業を検討し、デジタルアプ
ローチを使用してどこで物事をよりスマートに、迅速に、または
より良くできるかを判断します。

デジタルエンジニアリングがビジネスを改善できる5つの主要な
領域があります。

1. 設計およびプロトタイプ制作
仮想設計と試作は、機械設計をデジタルで構築、試験、評価する
のを支援できます。これは、ビジネスで何が可能なのかを変える
ことができる能力を提供します。これにより、機械を市場に短期
間で投入できます。設計上のリスクを削減できます。しかも、よ
り優れた、もっとカスタマイズされた機械を作成できます。

シミュレーションソフトウェアでは、物理法則を3D CADモデル
に適用でき、モデルに命を吹き込みます。これにより、モデルを
実行し、モデルが人々や他の機械とどのように相互作用するかを
確認できます。モデルをVR環境に持ち込み、プラントフロアに自
分がいるかのように目の前で機械の動作を監視することもできま
す。

変更の必要がある場合、部品を買って、数日かけて新しい試作品
を作成するかわりに、ほんの何回かクリックするだけでデジタル
･ツイン･デザインに変更を加えることができます。機械を市場に
迅速に投入するのを支援できるのは、デジタルツインだけではあ
りません。

例えば、オープンデータ交換を使用するソフトウェアの設計で
は、エンジニアは機械を一度設計するだけで、その後はその設計
データをツールでインポートできます。これにより、プロジェク
トで設計を書き直したり、再度マッピングする何時間という時間
を節約できます。再利用可能なコードにより、最初から再設計す
る必要がなく、成功した既存の機械を基にして構築できます。
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2. 立上げ
機械を現場に持ち込んでから制御試験を実施することは、大
失敗を招く原因となります。恐らく、操業開始日が近づいて
お客様の側に立つまで、機械とその制御システムが調整され
ているかどうか分かっていないでしょう。機械が予想以下の
性能、または仕様に達しないことを発見するかも知れませ
ん。最後の瞬間にこれらの問題を解決することは、高額な費
用がかかり、納期を逸することにもつながります。

仮想コミッショニングは、こうした問題に終止符を打つこと
ができます。機械設計および制御システムの実際のオペレー
ションのロジックの両方が動的なデジタルツインを作成する
ことにより、お客様のプラントのフロアに機械を据え付ける
ずっと前、初期の設計段階で問題を発見できます。仮想コ
ミッショニングでは、リソースを投入する前に、機械やコン
トローラを実際に動作させ、徹底的に検証できます。

ダイフクウェブ社はシミュレー
ションソフトウェアを使用して、
現場に出荷する前に社内でマテリ
アル･ハンドリング･システムのPLC
コードを試験しています。ある空
港プロジェクトでは、これは大き
な費用の削減をもたらしました。
ダイフクウェブ社の上級制御エン
ジニアであるグレッグ･スウィッ
シャー氏は次のように述べまし
た。「通常、当社の社員は現場で
何か月も費やしています。ところ
が、当社のエンジニアが現場に到
着してお客様が検収するまで、わ
ずか3週間まで時間を縮めることができました。」

3. トレーニング
仮想トレーニングは、 機械とオペレータが共に現場にいる必
要をなくします。デジタルツインにより、機械が到着する前
に従業員をトレーニングできます。VRヘッドセットを装着す
るか、画面で作業するかのどちらかで、従業員は安全かつ実
体験のような仮想環境で技術とコンピテンシを身に着けるこ
とができます。仮想トレーニングの最大の利点の1つは、自由
さです。

いつでも、どこでもトレーニングを実行できます。必要とし
ている誰にでも、必要なときにいつでも、必要な場所どこに
でも柔軟にトレーニングを提供できます。さらに、仮想ト
レーニングには現実世界のトレーニングと同じ制限がありま
せん。従業員は最適なオペレーションで生産工程を維持する
方法を学ぶことができ、シミュレーションされた故障や物理
的な複製では実施不可能な過酷な条件での試験を行なうこと
ができます。これにより、生産段階で同様の事故に対応する
準備が整い、究極的にダウンタイムを短縮できます。

従業員は自由に仮想トレーニングでミスをすることができま
す。生産を混乱させることを心配する必要はありません。オ
ペレータが何か間違った操作をした場合、その処置は改善の
ために記録しておくことができます。 さらに、従業員は実際
の生産に従事する前に、トレーニングで必要な自分の業務遂
行能力を証明することもできます。

経験を積んでいる従業員が退職し、新たな世代がとってかわる
と、仮想トレーニングは従業員がもっとなじみのある方法で仕
事を学ぶのに役立ちます。自宅にあるタブレットやVRヘッド
セットのようなデバイスを使用でき、トレーニングは仮想環境
で学習をゲーム化して効果を上げることができます。

4. オペレーション
デジタルエンジニアリングの価値は、機械の立上げが完了
し、オペレータのトレーニングが完了するとなくなるわけで
はありません。生産が始まると、デジタルツインはプロセ
ス、機械、制御を模倣し、プラントの作業者がオペレーショ
ンについて学習し、変更を試すのを支援できます。ますます
増加する情報のデジタルスレッドが、生産をどのように改善
できるかについての洞察を明らかにできます。

あらゆるタイプのオペレーションは生産の改善を継続して進
めると新たなレベルに達することができ、デジタルスレッド
からの洞察を使用してその場で調整できます。トライアルラ
インのスタートアップと生産スケジューリング、および製品
構成と量を最適化するためにシーケンシングを使用します。
品質、信頼性、およびスループットを改善するために機械構
成を試してみます。

さらに、デジタルスレッドを使
用してプロセスの異常を検出
し、品質に影響がでる前に操業
上の問題を明らかにし、ダウン
タイムを無用にします。新製品
や機械を試験運転してスルー
プットを最適化し、下流の工程
のボトルネックのような問題を
避け、貴重な生産時間を確保す
ることができます。

5. メンテナンス
メンテナンスチームは、デジタルシミュレーションとリアル
タイムまたは予知による洞察さえも使用して、今までにない
方法でダウンタイムに取り組むことができます。デジタルス
レッドを流れるデータのおかげで、技術者は発生時点で問題
を検出し、ダウンタイムを防止し、最小化できます。

このデータには、メンテナンスが必要な時期を技術者に通知
できる制御システムデバイスからの健全性データおよび診断
データなどが含まれます。データは、今日、稼働時間の維持

「通常、当社の従業
員は現場で何か月も
費やします。ところ
が、当社のエンジニ
アは現場に到着して
からお客様が検収
するまでわずか3週
間に時間を縮めまし
た。」– グレッグ･
スウィッシャー氏、
ダイフクウェブ社の
上級制御エンジニア

あるグローバルな製造
メーカは、MES (製造
実行システム)と一緒
にデジタルスレッドを
実装し、お客様への
リードタイムの50%の
短縮、欠陥部品の50%
の削減、生産性の4%
の向上を実現しまし
た。
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に不可欠なスイッチレベルのアラームからのネットワーク
データなども含みます。

ダウンタイムの発生予測により、メンテナンスチームがダウ
ンタイムにまったく対応する必要がないのが理想的な姿で
す。これは予測分析の実用化のおかげで、今後ますます可能
になっていきます。これらの分析ツールは機械学習や人工知
能を使用して、オペレーションを学習し、早期に機械の問題
を特定し、それらの問題を技術者に警告します。技術者は、
計画されたダウンタイムの間にメンテナンスをスケジュール
できます。

デジタルツインは、いろいろな方法でMTTRの改善を支援でき
ます。まず、仮想トレーニングを行なうことにより、技術者
はダウンタイム問題が発生したときに初めてトラブルシュー
ティングするのではなく、事前に問題に対して準備できま
す。問題が実際に発生すると、技術者はARテクノロジを使用
して実際の機械に診断または作業指示を重ね合わせて、迅速
に診断し、問題を解決できます。

「産業組織が労働力の移行を管理するので、予測分析ソ
リューションはメンテナンス決定を保証でき、プロセスが
キャプチャされ、新入社の従業員はそれを繰り返すことがで
きます。」– ARCアドバイザリグループ、デジタルツインの
ロードマップ: 事後保全から処方的保全へ

よりスマートなサプライソリューション
デジタルの行程のどこにいようと、スマートコンポーネント
およびスマートオブジェクトをコントローラレベルで搭載し
ている、よりスマートな、より安全な、もっと接続された、
セキュアな機械をサプライヤに要求するのは時間と労力をか
ける価値があります。これは、接続されるとすべてのデータ
が整理され、すぐに使用可能な状態でそこにあり、接続した
瞬間にその価値を獲得できます。

エンドユーザとして、機械装置メーカ(OEM)と取り組み、指定
し、質問する必要があります。ご自分にこう尋ねてみてくだ
さい。「この機械がスマートテクノロジを搭載したらどんな
付加価値を得ることができるだろうか?」 それから、まったく
同じ質問を機械装置メーカに尋ねます。

価格が購入を決定するときの第一の基準であるべきではあり
ません。オペレーション、消費、生成するデータが提供でき
る追加の価値など、資産の全生涯コストを考慮することが重
要です。サプライヤと緊密に協力し、スマートに対する熱望
を説明し、それからスマートマニュファクチャリングの目標

を達成することのできるテクノロジの利用に挑戦します。
• ユーザがもっと積極的に行動でき、オペレーションの洞察
を得ることができる動作データ

• 短期間での投資の回収および稼働時間の拡大
• システム統合、オペレーション、およびメンテナンスを簡
略化する設計のフレームワークおよびオペレーションツー
ル

• 共通のプラットフォームでの統合
• 機械アクセスの改善、ダウンタイムの短縮、および再起動
時間の削減によって安全と生産性を強化する安全機能

• 従業員を危険にさらすのを最小限にする速度診断およびト
ラブルシューティングへのセキュアなリモートアクセス

スマートマニュファクチャリングでは、今ではこれが現実と
なります。プラントレベルと企業ネットワークを統合し、
人々、プロセス、およびテクノロジをセキュアに接続するこ
とにより、何が可能なのかを再定義できます。

可能性の再定義
今では、これまで以上に、ビジネスは少ない労力で多くの生
産を上げようと全力を尽くしています。これに加えて、変化
する人口構成が、オペレーションで従業員を配置する企業の
能力を圧倒し、退職、経済拡張、技術発展によって製造メー
カや事業者に労働力の課題を生み出しています。

現在の大半のビジネス成果は、ほぼ知識駆動型オペレーショ
ンとスマートで柔軟な製造に基づいています。自社の労働力
の強みと能力を最適化する、すぐに活用できる洞察をオペ
レータ、メンテナンス技術者、エンジニア、マネージャ、お
よび経営者に提供することは、スマートマニュファクチャリ
ングの最重要な要素です。

優れたデータアクセスにより明らかになった新しい洞察は、
ボトルネックの削減、需要ベースの意思決定の実装、メンテ
ナンスの改善を支援できます。デジタル化を進めるほど、ダ
ウンタイムを短縮し、収益性を改善できます。

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、製造の柔軟性の向上から恩恵が得られ
ます。

オペレーションをデジタル化して変革することは、可能性を
解き放ち、企業パフォーマンスのほとんどあらゆる側面を改
善します。 
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ケーススタディ

キャタピラー社は埋もれている
データを掘り起こし
その生産プロセスを改善

迅速なIIoTの実装により、データに基づく改善活動とコンポーネント工場での製造
最適化を実現しました。現在はこのIIoTの実装をグローバルに広げています。

「CAT」のロゴが刻まれたキャタピラー社の建設機械
は、ビル建設から険しい遠隔地の鉱山発掘まで、あら
ゆる現場においてその過酷な作業の象徴的存在です。

キャタピラー社製品にユーザが期待する耐久性を実現するの
は同社の先進コンポーネント製造部の責任です。同部は、
キャタピラー社の機械およびアフターマーケット事業向けの
トランスミッション、油圧コンポーネント、およびその他
の部品を製造していますが、最近では、新しい部品ではなく
余り目に見えないものの構築を模索し始めました。それは、
データに基づく生産改善活動です。

データを掘り起こし重要な生産工程を改善
コンポーネント部門の人たちは次第に、生産データにアクセ
スすることで新しい可能性が開かれるのではと考えるように
なりました。

実はその製造プロセスは「ブラックボックス」同然で、作り
上げられたコンポーネントが実際にスペック通りに仕上がっ
ているのかどうかすら判らない状態だったのです。この状況
のために生産は非効率でとても最適化されたものとは言え
ず、時には作業のやり直しや無駄なコストの発生を引き起こ
していたのです。

「私たちのゴールは二重構造になっていました」と、キャタ
ピラー社のグローバルACM ERPCoEリーダであるブレント･
ルース氏は述べています。「まずは、当時の工場インフラ下

でIIoTデバイスを接続して利用する方法を学び、すぐに成果を
上げること。次に、実際の製造プロセスについての理解を深
め、リアルタイムで何が起きているのかを把握し、我々の製
造プロセスを改善し最適化することです。」

険しい道のりの始まり
最初のトライアル実証は、クリスマスの4週間前に猛烈な勢
いで行なわれました。目標は、ボトルネックになっている
機器からPLCデータを取り出し、グラフィカルな形にして製
造エンジニアに提示しました。これらはすべて、FactoryTalk 
InnovationSuite, powered by PTCを使用して行なわれました。

このプロジェクトのためにブレント･ルース氏は、技術とプロ
セスに関する深い専門知識を持つ人材からなるチームを結成
し、一方でロックウェル･オートメーションとPTCにもサポー
トを仰ぎました。チームは、歴史的にコミュニケーション
があまりなかったITとOTから構成されましたが、彼らはプロ
ジェクトのビジョンを理解し、プロジェクトの成功を信じ、
共に任務を遂行しました。

「私たちは共通体験を通じてITとOTの間のコラボレーション
を体現しました」とブレント･ルース氏は語ります。「戦略と
ビジョンの改善からプロジェクトの実行、そしてその間のす
べてのステップに至るまで、実際に袖をまくり上げて1つの
チームとして協力して取り組みました。これにより、強力な
協力関係を築くことができたのです。」
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ケーススタディ

いくつものユースケースを考えそして優先順位を付けるた
めに、チームは工場で数週間を費やし、デジタルトランス
フォーメーションに向けて準備が整っているかどうかを確認
しました。彼らはERPを丹念に調べ上げ、マスターデータを深
く掘り下げ、バックオフィスと製造現場の両方でビジネスが
どのように行なわれているかを調べました。こうした作業の
お陰で、チームはビジネスニーズと目標に沿ったデジタルイ
ニシアチブを企画し優先順位を付けることができました。

グローバル･サプライ･チェーン･マネージャのハイデン･パウ
エル氏は、次のように述べています。｢この初期段階におい
て、我々は現場とファイナンスのチームを巻き込み、この活
動がどの程度のメリットをもたらすのか、そしてそれは業界
標準と比較してどの程度の物なのかを時間をかけて検証し、
その検証結果に対してコンセンサスをとりながら進めていき
ました。｣

転機の瞬間
製造プロセスの理解を深め、生産が実際にスペックを満たし
ていることが確認できた瞬間、それはコンポーネント部門に
とって大きな｢転機の瞬間」でした。

これまでには為し得なかった豊富なデータへのアクセスによ
り、プロセスの無駄な時間をすべて洗い出すことが可能にな
りました。また、製造エンジニアはプロセスを迅速に改善お
よび最適化することができました。実際、改善活動開始の初
日に全体のプロセス時間を5%以上も短縮できたのです。

さらに、プロセスの改善により工場への投資やシフトを追加
する必要がないことが判明し、数十万ドルのコストも節約さ
れました。結局、今あるリソースで事は足りていたのであっ
て、それを証明するためのデータが無かっただけなのです。
この初期の成功はほんの始まりに過ぎませんでした。プロ
ジェクトの範囲は、ボトルネックであった機器だけではなく
全機器へ、そして国内外の他工場にも拡張されて行きまし
た。

「この一連の作業は、私たちの将来の方向性を定義するのに
非常に役立ちました」と、ハイデン･パウエルは言いました。
「私たちが達成した最初のスプリントは数週間で完了しまし
た。そして、これからはその継続がカギになります。なぜな
ら、それこそが長い道のりの一部だからです。」   

360°ハウジングの柔軟性を
未来のプロジェクトに
www.mt.com/ind360RAAP

システムインテグレータやマシンビルダーは、自動化に
関して特定の要求を持っています。IND360はこれら
のニーズに合わせて、以下のような機能を提供します。
• デバイスドライバやサンプルコードとの連携が容易
• Webインターフェイスとクローニング機能により
   設定が簡単
• 最高960Hzの超高速計量
• SMART5™アラームによる独自のセキュリティ機能

自動化を簡略化
そして統合作業の手間を軽減
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企業レベルの洞察による
よりスマートな意思決定
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意思決定と生産性の向上のために、データの課題を克
服しましょう。FactoryTalk Edge Gatewayは、エッジ･
ツー･クラウドのデジタルトランスフォーメーションを

加速し、企業レベルでより価値の高いビジネスインサイトを
引き出すのに役立ちます。

産業用データは大量かつ高速に生成されるため、正確に把握
することは困難です。また、仮に取得できたとしても、文脈
や用途がわからないため、その利用には限界があります。

データが分散したデバイスに固定されていたり、記録システ
ムにサイロ化されていたりすると、データサイエンティスト
がデータの準備に多大な労力を費やしとしても、実用的な産
業パフォーマンスのインサイトを引き出すことは困難です。

より価値の高い実用的な洞察を得るためには、関連するOTデー
タのコンテキストを構築して、これらの産業データのサイロの
点をつなぐことが重要です。さらに、産業用OTデータが、ITと
OTアプリケーションの両方が理解できる論理的なデータモデル
にパッケージ化されない限り、IT/OTの融合は実現しません。

ロックウェル･オートメーションのFactoryTalk Edge Gateway
ソフトウェアは、これらの課題に対処し、実用的な工場や
企業レベルのインサイトを引き出し、IIoTデジタルトランス
フォーメーションを加速します。ロックウェル･オートメー
ションのFactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアは、機械、デ
バイス、オートメーション資産にまたがる産業機器の収集、
コンテキスト化、整理をソース自体で簡素化および自動化
し、最初から高いデータ整合性を実現します。

エッジ･ツー･クラウドのIT/OTコンバージェンスを企業レベル
で推進するための適切な基盤を提供し、ショップフロアから
企業に至るまで、誰もがよりスマートな意思決定を行なえる
ようにします。

必要とされるエッジ
FactoryTalk Edge Gatewayは、事前に構
築されたデータ分析モデル、機械学習、
カスタマイズされたアプリケーション、
およびスケーラブルなコンピューティン
グの要素を含む、より広範なエッジプ
ラットフォーム製品の重要な基盤です。

また、ロックウェル･オートメーション
は、PTC社やマイクロソフト社などと提
携して、産業用機器からクラウドまで、
デジタル俊敏性を加速させる戦略を進め
ています。

Fortune 100の大手製薬会社は、次の
ように述べています。「今日の旧式
のシステムはIIoTに対応しておらず、
データを収集および整理するために
さまざまなソフトウェアプログラム
が必要です。既存のメソッドでは、
収集された操作属性値のタイムスタ
ンプが異なるため、データを一緒に
同期することはできません。それと
比べて、FactoryTalk Edge Gatewayは
自動的にデータをつなぎ合わせ、事
前構成された情報モデル階層を使用
してデータをペイロードに配置しま
す。関連するデータを収集して整理
するための1つのソリューションを提供します。」

FactoryTalk Edge Gatewayの独自のデータ管理機能により、
データサイエンティストまたはアナリストのデータを分析す
るための準備作業が最大70%削減され、高品質のOTデータが
提供されます。

基盤となる共通情報データモデルは、独自のロックウェル･
オートメーションのFactoryTalk® Smart Object機能によって調整
され、オンプレミスまたはクラウドアプリケーションに効率的
にマッピングして、企業全体の予測的洞察を生成できます。

ロックウェル･オートメーションの情報システム製品管理担当
ディレクタであるアルビンド･ラオは次のように述べていま
す。「産業企業は、目標を達成するために実用的な企業レベル
の洞察を必要としています。お客様は引き続きIT/OT統合を推
進し、運用データを活用して洞察を推進しているため、デジタ
ルトランスフォーメーションのイニシアチブを拡大するには、
適切なOTデータの文脈を持つことが重要であることに気づい

技術に関する記事

F a c t o r y T a l k 
Edge Gatewayの
独自のデータ管
理機能により、
デ ー タ サ イ エ
ンティストまた
はアナリストの
データを分析す
るための準備作
業が最大7 0 %削
減され、高品質
のOTデータが提
供されます。



  ASIA PACIFIC         13

ています。FactoryTalk Edge Gatewayを使用すると、この重要
なOTの文脈を構築、維持、および強化するために必要な時間
と労力を大幅に削減できます。これにより、お客様は分析を通
じて2桁の運用改善を実現する機会を得ることができます。」

産業パフォーマンスの洞察を解き放つ
OTコンテキスト化データへのアクセスにより、 ITアプリケー
ションは企業全体にわたる機器の洞察を引き出すことができ
ます。これは、いち早く容易に先回りしてプロセスと生産の
非効率性および製品不良を特定する能力を提供します。

必要とするデータの準備時間が少なくてすみ、機器の問題を
検出して解決するためにデータを使用することに集中でき、
生産高を向上させることができます。食品飲料、自動車、お
よびタイヤ産業のそれぞれに関連した下の事例は、正確な生
産データの価値を強調し、オペレーションチェーンおよびサ
プライチェーン全体を接続しています。

導入事例1: 正確な生産データを提供
飲食料品産業では、品質問題は製品が小売店の棚に並んで、
または消費者の手にわたってから発見されることがよくあり
ます。特定のバッチまたはロットのリコールを開始する一
方、製造メーカは問題の根本原因を突き止める必要がありま
す。効果的な根本原因分析(RCA)では、すべてのバッチにタイ
ムスタンプとシリアルナンバーが付いている正確な生産デー
タが重要です。

FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアでは、データを高速
で収集でき、データソースでバッチと生産データに対応する
シリアルナンバーを含む情報モデルを構築できます。これに
は、電流レベル、トルク、および各ステージでの速度などの
数値が含まれます。この情報モデルは、構内、またはクラウ
ドのどちらかで、データストレージまたはITアプリケーショ
ンに送り込むことができます。正確な生産情報を使用して、
ITアプリケーションではプロセスエンジニアとデータサイエ
ンティストの両方がRCAを実行し、今では、将来に同様な品
質問題が起こるのを防ぐことができます。

導入事例2: バリューチェーンの接続
変動する原材料費用および稼動効率の結果として、自動車お
よびタイヤ産業はしばしばオペレーション上の課題およびサ
プライチェーンの課題、さらに収益性を維持するという継続
的な圧力にしばしば直面します。タイヤ製造プロセスは、 上

流工程でのバッチ生産と下流工程でのディスクリート製造の
独自の構成です。異種の制御システム、プロトコル、出力に
よる構成はまさに普通で、プラントは部門ごとのサイロで稼
動しバリューチェーン全体で共有されるデータは非常にわず
かです。

FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアでは、すべてのバ
リューチェーン全体にわたって資産の異種のセットを接続で
き、コンテキストOTデータを共通の情報モデルに取り込み、
データの孤立した島をなくします。

また、上流のITアプリケーションはこのモデルを使用して、
企業全体にわたるオペレーション、機械、品質パフォーマン
スを測定する真の単一ソースを確立できます。情報モデルに
加えて適切な分析ツール一式を使用して、基盤となるOTデー
タによって機械やプロセスの故障を予測でき、品質問題の根
本原因分析をスピードアップできます。

エッジ･ツー･エンタープライズ分析
エッジ･ツー･エンタープライズ分析ツールを使用してデジタ
ルトランスフォーメーションを加速します。エッジ･ツー･エ
ンタープライズ分析ツールは産業用データの収集と文脈化、
および機器、デバイス、オートメーション資産全体の編成を
簡略化し、自動化します。

FactoryTalk Edge Gatewayソフトウェアは、さまざまなクラウ
ド、IIoT、およびビッグデータアプリケーションを統合しま
す。 OTレイヤに情報モデルを作成する機能を備え、効率的に
上流のITアプリケーションをマッピングし、OEE(総合設備効
率)、品質予測、プロセス効率などのパフォーマンスの数値を
改善します。  



デジタルテクノロジと専門領域の知識は、何が可能な
のかを再考し、オートメーションへの投資の可能性を
解き放つ助けとなります。

現在あるような産業は、熟練労働者の不足と高い離職率から
接続性とIoTの進化へと急速に変化しています。技術革新がも
たらす直感的なテクノロジとパートナのサポートにより、社
内の経験と組織に蓄積される知識の拡大が促されます。

競争力を維持するために、多くの企業は企業のライフサイ
クルのすべての局面において、より優れた機動性で、より早
く、よりスマートに取り組むという課題に直面しています。
主要な目標は、機械、設備およびテクノロジへの投資を最適
化することです。しかし、これは言うのは簡単ですが、実際
に行なうのは難しいことです。

どのようにしたら、生産資産、システム、プラント、および
プロセスを最大限に活用できるのでしょうか? ロックウェル･
オートメーションのLifecycleIQサービスでは、アクティブな連
携とサポートにより可能なことが拡がります。設計、操作、
保守、技術革新のいずれであれ、当社は複雑な問題を解決
し、成功に導くためにサポートできます。

ロードマップの定義
最初のステップは、ビジネスの成果を達成するためのロード
マップを定義することです。これは、ビジネス戦略と合致す
る画期的なコンセプトと分析ツールに基づいた長期のプラン
を生成することに関係します。ライフサイクルサービスは実
証済みの成果を提供し、老朽化したインフラに対応し、従業
員のスキルギャップを軽減し、サステナブルな成長を実現す
ることができます。これらのスマートなコネクテッドサービ
スは、産業、テクノロジ、運用およびアプリケーション専門
知識をまとめて、安全、セキュアかつ信頼性の高い製造を実
現します。

当社はお客様と連携して、デジタルテクノロジと広範囲なド
メイン知識(ある専門分野に特化した知識)を使用して、ライ
フサイクルのすべてのステージですぐれた生産性を実現しま
す。成功へのロードマップは、4つの重要なステージで定義す
ることができます。 

技術革新: 当社の業界専門知識を活用して、改善できる新たな
チャンスを特定します。データ主導の意思決定のためにプロ
セスと機械データを有意義な情報に変える方法を明らかにし
ます。予知分析を使用して、ダウンタイムを削減します。知
識、再使用、変化のスピード、および情報へのアクセスによ
り技術革新の速度は加速しています。

実現可能性、デジタルトランスフォーメーションの新たな取
り組みまたは最新化戦略であろうと、画期的なテクノロジ、
サービス、およびソリューションにより支援できます。

設計: インテリジェントな洞察を使用して、将来の技術革新
および変化に対応できるシステムの即応性および機動性のあ
る柔軟な設計を構築します。システム設計およびシミュレー
ション、ネットワーク設計に関する専門領域の知識を活用
し、お客様のメイン･オートメーション･コントラクタとして
スマートマニュファクチャリングを実現します。

ネットワーク、システム、およびアプリケーションを統合し
てインテリジェントに設計することにより、情報に迅速にア
クセスして製品の市場投入に要する時間を短縮できます。こ
れにより、デジタルバックボーンと強化されたサイバーセ
キュリティを使用して運用上のリスクを削減することもでき
ます。

運用: 拡張性に富んだプロジェクト導入と組み合わせた技術的
専門知識とアプリケーションを使用して、オペレーションを
改善します。優れたユーザエクスペリエンスのために、当社
の実証済みの専門知識をご活用ください。インストールおよ
び立上げからプロジェクト管理および運用技術インフラまで
をサービスとして、当社は施設とプロセスの運用上の要件を
達成するための支援ができます。

短期間での迅速な立上げによってオペレータのパフォーマン
スを評価して改善し、拡張および仮想現実ツールを使用して
トレーニング時間を短縮します。

保守: 当社のライフサイクルサービスにより、高度に訓練され
たエンジニアへ連絡を一元的に利用することができます。情
報を活用するためにデータ、システム、およびプロセスを接
続して、何が起きるのかを予期することができます。リモー
トアシスタンスによりMTTR (平均修理時間)を削減します。

オペレーションをさらに改善し、より迅速な決定を可能に
し、進行中の生産の優れた運用性を向上させるために、新た
な可能性を発見し、その可能性を現実に転換します。

リスクを最小限に抑えて生産性を最大化
機器が故障した際、素早く復旧する準備がどのくらいできて
いますか? 大多数の企業では、特に熟練労働者の不足、陳腐化
リスク、およびますます大きくなる運用の複雑化に取り組む
際、外部のサポートがある程度必要です。これに加えて、生
産性の最大化と 運用上のリスクの最小化の圧力がますます大
きくなっています。その結果、現在のシステムを最適に実行
するのをサポートし、保守し、維持する能力が極めて重要に
なります。

ロックウェル･オートメーションのLifecycleIQサービスは、
デジタルテクノロジと当社の広範なドメイン知識を組み合
わせ、企業のライフサイクルのあらゆる局面での最大の課題
に対応するのを支援できます。当社が提供するライフサイク
ルサービスは、安全、セキュアかつ柔軟な製造を実現する行
程のあらゆるステージでお客様が必要とし、期待する長期の
パートナシップを実現します。

ライフサイクルサービスでの 
可能性の再考

アプリケーション記事
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デジタル洞察を活用して最適なオペレーションを維持しま
す。データ、システムおよびプロセスのすべてを接続して、
適切なタイミングで適切な情報を提供します。何が起きるの
かを予測し、実際に発生する前に問題を先取りし、事業をよ
り接続的、生産的、およびインテリジェントにすることので
きる情報を提供します。

稼働中のLifecycleIQソリューション
LifecycleIQサービスは、アクティブな連携とサポートにより可
能なことをさらに拡張できるように支援します。下記の導入
事例は、ライフサイクルサービスがどのようにしてデータセ
ンター管理、アプリケーションサポート管理、およびネット
ワーク管理などのさまざまなアプリケーションに付加価値を
与えるかを説明します。

データセンター管理 
ある食品会社はサーバの信頼性を改善するために、サーバで
発生する問題の件数を削減することを必要としていました。
関連する運用技術のインフラサービスのソリューション:
• 仮想環境と産業用データセンターの管理
• 配布の管理によるセキュアな環境(パッチ、アンチウィル
ス、およびファームウェア)

• ひとつの窓口によるサポート
• アーキテクチャの設計と実装を提供することにより実装時
間を短縮

結果: トラブルシューティング時間を90%も削減

アプリケーションサポート管理
ある世界的な鉱業会社は現場をサポートしてくれる適切な要
員を必要としていましたが、スキルギャップに直面していま
した。このため、グローバルなサイトのサポートに関連した
リスクを管理するのが困難でした。アプリケーションサポー
ト管理契約は以下のようなサービスを提供しました。
• スキルギャップを埋め、プロセスを改善するための一貫し
た技術的専門知識

• 一年に50時間のダウンタイムの削減

• グローバルな災害復旧ソリューションによる安全リスクの
軽減の実現

結果: 年間110万ドルもの節約

ネットワーク管理
ある大手飲料メーカは情報統合を実現することの潜在的な価
値を認識していましたが、老朽化したインフラ、サイバーハ
イジーンのリスクおよび旧式な設置基盤という課題を抱えて
いました。生産性向上のために最新化を必要としていまし
た。そこでLifecycleIQサービスを提供するロックウェル･オー
トメーションを訪ねました。管理されたサポートソリュー
ションは以下を提供しました。
• 最新のネットワークインフラ
• 運用技術ネットワーク資産の管理
• 管理されたサービスによるサイバーリスクの軽減
• アプリケーションサポートによる運用コストの削減
• アーキテクチャの設計と実装の配備
結果: 当社のソリューションは、10分以下の応答時間を実現

APPLICATION  PROFILE



ストラタスのソリューションは"Always On World "
のビジネスを可能にします。

最新のエッジ・コンピューティング・プラットフォーム
がオペレーショナルエクセレンスを促進

どのようなビジネスにおいても、ミッションクリティカルなアプリ
ケーションの継続的な可用性を確保することは最重要課題です。
これは、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）による既存
の安全システムのアップグレードと、SCADA監視システムの設置
を検討していた航空整備会社のケースでした。システムインテグ
レータに指名されたHoSTは、お客様のニーズに完全に応える
ソリューションの中核となるエッジ・コンピューティング・プラット
フォームとして、Stratus ftServerを採用しました。

単一障害点が存在せず、企業レベルでも生産のダウンタイムが
削減されることが重要でした。ストラタスのftServerは、

99.999%の稼働時間を提供し、アクティブ・アクティブ・モード
で動作しているため、どのようなスイッチオーバも目立たず、
スイッチオーバ中のデータ損失もありません。

この新しく導入されたシステムは、危険な作業環境から発生する
可能性のあるオペレーション上の危険とダウンタイムの削減を
保証します。お客様は、すべてのデータが安全で弾力性のある
環境に反映されているという安心感を得ることができました。

ゼロタッチ・コンピューティングのための
リーディングIT/OTテクノロジパートナ

ストラタスはSBR Technology Excellence Awards 2021を受賞
ストラタスは、SBR Technology Excellence Awards 2021において、Computing賞を受賞しました。

ストラタスは、航空宇宙企業のビジネスクリティカルなアプリケーションの常時稼働を保証することで、
安全、規制遵守、オペレーショナルエクセレンス、および顧客満足に関連する顧客の目標を達成しました。

Fortune Global 500企業、中小企業、OEMマシンビルダー、システムインテグレータ、ディストリビュータなど、
すべての企業が、エッジコンピューティング環境の稼働を維持するためにストラタスを利用しています。
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これは、プログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）による既存
の安全システムのアップグレードと、SCADA監視システムの設置
を検討していた航空整備会社のケースでした。システムインテグ
レータに指名されたHoSTは、お客様のニーズに完全に応える
ソリューションの中核となるエッジ・コンピューティング・プラット
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単一障害点が存在せず、企業レベルでも生産のダウンタイムが
削減されることが重要でした。ストラタスのftServerは、

99.999%の稼働時間を提供し、アクティブ・アクティブ・モード
で動作しているため、どのようなスイッチオーバも目立たず、
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この新しく導入されたシステムは、危険な作業環境から発生する
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保証します。お客様は、すべてのデータが安全で弾力性のある
環境に反映されているという安心感を得ることができました。

ゼロタッチ・コンピューティングのための
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ストラタスは、SBR Technology Excellence Awards 2021において、Computing賞を受賞しました。

ストラタスは、航空宇宙企業のビジネスクリティカルなアプリケーションの常時稼働を保証することで、
安全、規制遵守、オペレーショナルエクセレンス、および顧客満足に関連する顧客の目標を達成しました。

Fortune Global 500企業、中小企業、OEMマシンビルダー、システムインテグレータ、ディストリビュータなど、
すべての企業が、エッジコンピューティング環境の稼働を維持するためにストラタスを利用しています。

ロックウェル･オートメーションが
省スペースのNEMA定格コンタクタ
オプションを拡張

ロックウェル･オートメーションは、エネルギーと
スペースを節約するAllen-BradleyのBulletin 300 
NEMAコンタクタラインで新しいサイズをリリース

しました。現在NEMAサイズ00～8で利用可能なコンタクタ
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%以上削減する汎用電子コ
イルを備えています。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しているた
め、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。

これらのコンタクタにより、コイル入力端子を分解せずに
コンタクタのラインから負荷側に移動できます。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。また、NEMAサイズ3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
サリと可逆コンタクタのフルラインも提供します。

専用のNEMA定格のセーフティコンタクタは、安全ソリュ
ーション、機械的にリンクされた、またはミラー接点性能
を必要とするアプリケーションに使用できます。

ロックウェル･オートメーションは、2種類のNEMA定格コ
ンタクタを提供します。Bulletin 500コンタクタは、配線を
所定の位置に操作するための十分なスペースを設置者に提
供する、従来の現場で保守可能な設計を使用しています。
Bulletin 300コンタクタには、オプションの広範囲の省エネ
コイルがあります。Bulletin 300製品の設置面積も、従来の
NEMAコンタクタよりも最大25%小さくなっています。

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つまたは3つのコンポーネントから構成されるモ
ータスタータを提供します。
オンラインのグローバル短絡
電流定格ツールを使用して、
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ドキ
ュメントを入手できます。

産業企業は、Allen-BradleyのPowerFlex 6000T高圧
ドライブに対する複数の拡張機能の恩恵を受けるこ
とができます。ドライブには、ロックウェル･オー

トメーションのTotalFORCEテクノロジが搭載されており、
速度とトルクの正確な制御、システムの状態を追跡するた
めの診断情報、および稼働をスムーズに実行し続けるため
の自動調整が可能になります。

PowerFlex 6000Tドライブはオープンループとクローズドル
ープの両方のベクトル制御モードで速度またはトルクコマ
ンドに非常に厳密に従い、高性能と大負荷に必要な正確な
制御を提供します。また、ドライブは動作を継続的にモニ
タして、ドライブとモータの電気部品の状態を追跡し、制
御システムにリアルタイムの診断情報を提供します。この
情報を使用することで、ユーザはコンポーネントの障害が
発生する前にメンテナンス要件をより正確に予測し、計画
外のダウンタイムを防ぐための処置を実施できます。

さらに、PowerFlex 6000Tドライブ内の適応制御機能は、潜
在的に有害な振動と共振を分離し、変動を自動的に補正し
てアプリケーションの実行を維持するのに役立ちます。ま
た、ロードオブザーバのテクノロジにより、負荷が急激に
変化した場合の外乱を効果的に排除し、稼働の円滑な実行
を維持し、出力を向上させます。

PowerFlex 6000T高圧ドライブ

ロックウェル･オートメーションは、エネルギーを
節約し、選択を簡素化するIEC産業用リレーの新しい
ラインをリリースしました。

新しいAllen-BradleyのBulletin 700-EF制御リレーは、汎用
ワイドレンジコイルを提供します。4つのコイルオプショ
ンが24～500V、50～60Hz DCの制御電圧をカバーし、選択
が簡単になります。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、
分解することなくコイル入力端子をコンタクタのラインか
ら負荷側に移動できます。

Bulletin 700-EFリレーは、産業
環境でより重い負荷を切換え
る必要があるアプリケーショ
ンに最適です。

新しいAllen-BradleのIEC産業用リレー
はエネルギーを節約し、選択を簡素化
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ロックウェル･オートメーションは
シスコ社のCyber Visionで脅威検知
サービスを拡大

ロックウェル･オートメーションとシスコ社は、ITとOT
のチームを連携させ、今日の急速に進化する産業用サイ
バーセキュリティの脅威に立ち向かう

ロックウェル･オートメーション社とシスコ社の長年にわたる
提携関係は、顧客価値を提供するための新たな方法を模索し続
けています。ロックウェル･オートメーションは、シスコ社の
Cyber Visionソリューションを、サイバーセキュリティ脅威検出
製品の既存のLifecycleIQ Servicesポートフォリオに追加するこ
とを発表しました。

両社は10年以上前から協力関係にあり、情報技術(IT)と運用技術
(OT)の世界が融合しつつあることを多くの人に先駆けて認識し
ていました。デジタルトランスフォーメーションにはコンバー
ジェンス(融合)が不可欠ですが、一方で、サイロ化したネット
ワーク、サイバーセキュリティの脅威、スキル不足、膨大な生
産データやソリューションなどの課題もあります。それぞれの
業界をリードする企業が協力し、共同で開発したアーキテクチ
ャ、サービス、製品を提供することで、企業がコネクテッドエ
ンタープライズの構築に向けてこれらの課題に対処できるよう
になりました。

IT、クラウド、産業用ネットワークの統合が進むにつれ、デジ
タル化の障害となるセキュリティ問題が発生しています。Cyber 
Visionは、産業用制御システムを完全に可視化することで、安
全なインフラを構築し、セキュリティポリシーを実施すること
で、産業オペレーションの継続性、回復力、安全性を実現しま
す。LifecycleIQサービスの脅威検知製品にCyber Visionが加わる
ことで、既存のシスコ社のソリューションをお持ちのお客様、
新規にネットワークを構築されるお客様、シスコ社のネットワ
ークインフラを更新されるお客様に、スイッチベースのユニー
クなアーキテクチャを提供します。

ロックウェル･オートメーションのポートフォリオ&ビジネスマ
ネジメント - カスタマサポート&メンテナンス(CSM)担当ディレ
クタであるアンジェラ･ラプコは、次のように述べています。
「当社は、シスコ社との戦略的提携を継続できることを大変う
れしく思います。我々のパートナシップは、ITネットワークと
セキュリティにおけるシスコ社の世界的なリーダシップと、産
業用オートメーションとOTにおけるロックウェル･オートメー
ションの世界的なリーダシップを結びつけるものです。当社
のサイバーセキュリティ脅威検知サービスのポートフォリオに
Cisco Cyber Visionを加えることで、ロックウェル･オートメーシ
ョンとシスコ社のエコシステム間の統合、特にサイバーセキュ

リティに関する統合を拡大することができ、当社のお客様にメ
リットをもたらすことができます。」

シスコ社のIoT担当副社長兼GMのヴィカス･ブタニー氏は次のよ
うに述べています「ロックウェル･オートメーションの脅威検
知ポートフォリオにシスコのCyber Visionが加わったことは、お
客様の産業オペレーションのサイバーセキュリティ強化を支援
するための共同コミットメントの模範となります。Cyber Vision
は、産業用ネットワークにサイバーセキュリティを組み込むこ
とで、お客様がビジネスに不可欠な業務を簡単に大規模に行な
うことを可能にします。当社は、ITチームとOTチームがこれら
の重要なリスクを管理し、産業用セキュリティの課題を解決す
るために必要な、コラボレーションワークフローと共有ビジョ
ンを可能にする、最も包括的な製品とサービスのポートフォリ
オを提供できることを誇りに思います。」

ロックウェル･オートメーションとシスコ社は、お客様の産業
用ネットワークとセキュリティに関する課題を解決するため
に、これまでも共同で取り組んできました。これには、お客
様が拡張性のあるセキュアな産業用ネットワークを設計･導
入するための設計図を提供する、共同開発されたConverged 
Plantwide Ethernet (CPwE)アーキテクチャや、過酷な環境に対応
するセキュアなスイッチングインフラを提供する、共同開発さ
れたAllen-BradleyのStratix管理型スイッチなどが含まれます。

重要なエッジアプリケーションのため
のゼロ･タッチ･コンピューティング

ロックウェル･オートメーションのEncompassパート
ナであるストラタス社は、マシンのパフォーマンス
を向上させ、歩留まりを高め、高い可用性と信頼性

を確保するエッジ･コンピューティング･ソリューションを
提供しています。

インターネットに接続されたデバイスからより多くのデー
タが生成され、これらのエッジロケーションで処理される
ようになると、企業は、使いやすく、保護しやすく、より
自律的な先進のコンピューティング基盤を必要とします。

ストラタス社のztC Edgeがそのお役に立ちます。ztC Edge
は、セキュアで堅牢な高度に自動化されたコンピューティ
ングプラットフォームであり、企業ネットワークのエッジ
における生産性の向上、運用効率の向上、ダウンタイムリ
スクの低減を支援します。OTとITの両方のために設計され
たztC Edgeは、導入が簡単で、セキュアでローカルやリモ
ートでの管理も簡単で、メンテナンスやサービスも容易で
す。自己モニタ、自己保護、自己同期の機能を備えたztC 
Edgeは、企業の時間とコストの削減に貢献します。

ztC Edgeは、仮想化、自動保護、産業用相互運用性、OT管
理性、フィールドサービス性を備えており、高可用性と耐
障害性を備えた仮想化エッジアプリケーションを迅速かつ
容易に提供することができます。ztC Edgeノードは、一般
的に産業現場で見られる過酷な条件に適しており、データ
を生成するデバイスの近くの制御室、制御パネル、または
ショップフロアに導入することができます。
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PowerFlex 755T ACドライブの拡張
紙パルプ、自動車、タイヤとゴム、金属、水/廃水など
の業界は、腐食性ガス保護の恩恵を受ける可能性があ
ります。これは現在、Allen-BradleyのPowerFlex 

755TL、TR、およびTMドライブに標準装備されています。こ
れらのドライブは、ASTM B845メソッドKに準拠した混合流ガ
ス試験での業界をリードする30日間の暴露と、ガス状硫黄化
合物の発生源がある業界向けの独自の試験を組み合わせた、
最も厳しい腐食環境試験プロトコルの1つに対して試験済みで
す。

PowerFlex 755Tドライブには、デュアル･イーサネット･ポート
が搭載されています。これは、ギガビット速度でユーザにス
マートデバイスの洞察を提供することができます。追加の機
能強化には、産業用制御システムのセキュリティ、メンテナ
ンスリソースの最適化、およびエネルギー使用量のためのい
くつかの新しいファームウェアアップデートが含まれます。

PowerFlex 755Tドライブには、高速ドライブ間光ファイバー通
信ネットワークであるTLinkをサポートする新しいオプション
カードもあります。このカードは、ドライブ間でトルクまた
は速度を厳密に調整する必要があるアプリケーションに役立
ちます。

ユーザは、PowerFlex 755Tフレーム5～12の注文構成(CTO)オ
プションの柔軟性を追加して、市場投入までの時間を短縮で
きます。パッケージオプションにはNEMA 1および12タイプの
エンクロージャが含まれ、ロックウェル･オートメーションの
ProposalWorksツールから注文できます。

必要な速度で信頼性の高いデコード
を提供

新しいAllen-Bradleyの48CRコードリーダは、1D、2D、
および直接パーツマーク(DPM)コード読取り(バーコー
ドとQRコードを含む)を小さなパッケージで提供しま

す。この堅牢なコードリーダは、コネクテッドエンタープラ
イズへの簡単で費用効果の高い統合のために設計されていま
す。簡単に統合できるため、プラントフロアから制御システ
ムに直接データが配信され、ダウンタイムを最小限に抑えて
生産性を向上させることができます。

48CRは強力なスキャンと柔軟なプログラミング能力を備えて
いるため、特に自動車、包装、マテリアルハンドリング、製
薬、食品および飲料業界で、複数のアプリケーションにわた
るコード読取りプロセスを合理化できます。

48CRは、スキャンプロセスを遅くすることなく、印刷不良、
引っかき傷、その他の障害物があっても、損傷した不完全な
記号を正常に読取ることができます

構成はリモートで保存できるため、現場の担当者は、専門の
技術者を待つことによるダウンタイムを長引かせることなく
コードリーダを交換して、再構成できます。それによって、
メンテナンスやダウンタイムの短縮につながります。

48CRは、標準モデル(解像度: 0.3MP、固定焦点)と高度なモデ
ル(解像度: 1.2 MP、オートフォーカス)で利用できます。必要
な速度で信頼性の高いデコードを行なうために、48CRの速度
は固定焦点で最大60fps、オートフォーカスで最大42fpsです。

新しいスマート信号伝達ソリュー
ションで生産性を向上

新しいAllen-Bradleyの856Tコントロール･タワー･
スタック･ライト･システムは、より少ないコンポ
ーネントで幅広いアプリケーションに対応するた

めの最大限の柔軟性を提供します。

このシステムは、より明るいLED照明と幅広いサウンドテ
クノロジを組み込んだモジュール式の設計を使用してい
ます。システム内のすべての信号はAC/DC24V電源です。
つまり、3つの電源モジュールだけでシステム全体をカバ
ーできます。856Tコントロール･タワー･スタック･ライト
のファミリーに、診断情報を提供し、コネクテッドエン
タープライズへの統合を容易にするIO-Link対応バージョ
ンが最近追加されました。

生産および機械情報に対する要件が高まるにつれ、産業
用のスマートデバイスが必要になります。スマートデバ
イスは、スマートマシンに不可欠なコンポーネントであ
り、動作データを取得するために不可欠です。

これらのスマートデバイスは、制御システムのステータ
スに関するリアルタイムの洞察を提供し、よりスマート
で情報に基づいた意思決定を実現します。Bulletin 856Tコ

ントロール･タワー･スタック･ライトのIO-Link対応バージ
ョンを選択することにより、ユーザはタワーライトとマ
シンのステータスをリアルタイムでモニタしながら、簡
単にリモートセットアップとトラブルシューティングを
行なうことができるようになります。

856T IO-Linkタワーライトなどのスマートデバイスは、よ
りスマートなマシンと機器、スマートシステム、および
知識主導型の運用の基盤です。これらは、生のリアルタ
イムデータを提供するた
め、多くの場合、デジタル
トランスフォーメーション
の最初のステップです。

この貴重な情報により、最
も重要な問題の1つである
計画外のダウンタイムを減
らすことができます。予知
保全を可能にし、パフォー
マンスの問題を特定し、修
理時間を短縮するデバイス
を使用して、プラントフロ
アから始まる情報で生産性
を向上させます。



私たちの専門知識は
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デジタルトランスフォーメーション。最新化。リモートオペレーション。サイバーセキュリティ。私たちは、お客
様の複雑なライフサイクルの道程をナビゲートし、お客様のアイデアを現実に変えるお手伝いをします。
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