ロックウェル・オートメーションのサービス
リスクの最小化。生産性を最大化。

Rockwell Automation® のサービスを選ぶ理由

カスタイマイズされたサービスで、
お客様の重大な製造上の問題解決をサポート

生産性を最大化し、運用リスクを最小化しなければならないというプレッシャーにさらされて
いませんか ? お客様だけの問題ではありません。お客様は、技術の進歩によって革新される
プラントフロアについていけるか試されています。お客様が現在のシステムを適切に
サポート、維持、継続稼働させられるかどうか、そして作業員を適切に教育できるかどうかが
成功のカギとなります。ロックウェル・オートメーションがお客様をサポートします。
ロックウェル・オートメーションは、114 年間にわたってお客様にサービスを提供しています。イノベーション、各分野における
専門知識、そして一貫性と企業責任を持つという文化のもと、当社はお客様が必要とする技術に特化した専門知識を提供し、
投資のライフサイクル全体を通してお客様のソリューションに付加価値を与え続けます。
お客様の課題が何であれ、ロックウェル・オートメーションのサービスはお客様のニーズに合わせてソリューションをカスタマイズ
できます。当社の 2,600 名以上のサービス専門家は平均で 13 年以上の経験を持ち、広範な産業分野における深い専門知識を
つちかっています。当社は 80 を超える国においてリモート・サポート・センター、ISO 認証を受けた修理センター、および 200 以上
のトレーニングコースでお客様にご奉仕し、お客様の運用のみならず、従業員のパフォーマンスも最良の状態で維持しています。

ロックウェル・オートメーションはさまざまなサービスを提供します。
700 名を超える工場で鍛え上げら

れたフィールドサービスの専門家で
グローバルネットワークを構成

お客様の地域の
ISO 認証を受けた
修理センター

IACET に認められた
トレーニングセンタと
200 を超えるトレーニングコース

認定を受けた電話による
技術サポートセンター
およびオンラインツール

最重要課題を
解決
お客様が直面する課題は、時間、場所、そし
て業界によって異なります。あるプラントや
地域ではスキルギャップの問題が横たわる
一方で、安全向上の必要性に迫られている
プラントや地域があるかもしれません。
特定の資産、またはパフォーマンスの悪いプラントの性能を最適化す

業界共通の課題

スキルギャップ

老朽化したインフラと
予期しない
ダウンタイム

る必要があるかもしれません。あるいは、すべての施設で技術の最新
化を図っているかもしれません。
当社は、お客様がコネクテッドエンタープライズの機能を活用して、
今日の製造業における最重要課題に対処できるようサポートします。
今日の製造環境で使用されている高度な技術により、従事する作業の

稼働効率と

MRO コスト

多くが「スキルアップ」されています。さらに、従業員が高齢化し、これ
らの従業員が退職すると多くの場合、現存している知識が失われます。
多くのプラントのインフラが老朽化しており – 予期しないダウンタイム
が起こる傾向が強くなっています。
さらに、ダウンタイムコストが上昇し、企業は普段に生産性向上の圧力

環境リスクと
法規制の遵守

に曝されており、生産能力の拡大への強力な要求に対応する必要があ
ります。このような要因により、稼働効率と MRO コストの抑制が重大
事項になっています。
それと同時に、製造メーカはプラントフロアの安全やその他のリスクに
関する環境規制と義務の増大に対応する必要があります。また、製造
メーカはサイバーセキュリティの侵害と物理インフラへの脅威に対し

サイバー攻撃または
物理的攻撃の脅威

て厳重に警戒しています。
モビリティ、人工知能、その他のスマート技術の最新の成果を利用し、
ビッグデータの真の価値を捉えるために、製造メーカはまず、運用技術

(OT) と情報技術 (IT) のコンバージェンス ( 収束 ) に関する難問を解決
する必要があります。

IT/OT のコンバー
ジェンス ( 収束 ) と
新しい技術の統合

ロックウェル・オートメーションの提案
当社はお客様の産業やアプリケーションにおけるリスクや機会を特定し、
競合他社と比較評価します。また、お客様と連携し、お客様の企業に
とって価値のあるサービスを優先度や目的に基づいて決定します。
どのような特定のサービスを適用しても、当社はお客様の価値を実現
することに明確にフォーカスしています。すべての業界に渡って高い
レベルで、当社は最も重要な次の 4 つのビジネス価値があることに
気づいています。

市場導入時間の
短縮

総所有コストの
低減

資産の稼働率の
改善

企業のリスク
管理

当社はお客様がこれらの主要なビジネスの駆動要因に対処し、将来のスマートマニュファクチャリングに
備えることを、コネクテッドエンタープライズのビジョンによってお手伝いします。コネクテッドエンター
プライズは、生産フロアの産業用資産と企業のその他のバリューチェーンとの間の統合をより密にする
ことで価値を生み出します。統合をより密にするには、共通のシステムによって管理できるセキュアな
ネットワークとアクセス可能なデータが必要です。また、生産環境のデータを状況にあてはめて、共有
できる情報に変えます。

企業全体の工場フロアから
… サプライヤからお客様まで。
See inset

Rockwell Automation
World Headquarters
Rockwell Automation
Remanufacturing Centers
Parts/Exchange Hubs
Lektronix Repair Centers
Support & Sales Centers

United Kingdom

当社が提供するサービスは、コネクテッド
エンタープライズの機能を活用して、今日の
最も強力な製造上の課題のいくつかに対処
します。

製品とアプリケーションのライフサイクルの
サポート

当社は以下のような方法でお客様をサポートします。

• お客様の産業用資産とサプライチェーンを統合することで
価値を生み出すコネクテッドエンタープライズによって、将来
のスマートマニュファクチャリングに備えます。

• 作業員をトレーニングし、労働力を増加し、知識移転の管理
や新しいスキルの開発を可能にし、IT/OT のコンバージェン

ワークフォースサポートおよびトレーニング

スを実現するとともに新技術を活用します。

• 評価、設計開発された製品、事前設計されたソリューショ
ン、および作業員が適切な手順に従っているかを確認するリ
モート監査および追跡サービスによって作業員と資産の安全
対策
を行ないます。

• とにかく業務をこなせばよいという考え方から脱却し、資産

人と資産の安全

およびプラント最適化サービスによって生産インフラを最大
限活用します。

• 拡大を続ける新しい情報インフラおよびセキュリティサービ
スを活用し、お客様のプラントに最適なネットワークインフラ
を定義、設計、導入、管理、およびモニタします。

お客様の産業や
アプリケーションに合わせて
カスタマイズされた
ソリューションを
お選びください

資産とプラントの最適化

情報インフラおよびセキュリティ

お客様の産業やアプリケーションに
合わせてカスタマイズされた
ソリューションをお選びください

製品とアプリケーションの
ライフサイクルサポート
サポートレベルをカスタマイズし、
稼働をピーク効率で維持
機器が停止した際に迅速に復旧する準備はできていますか ? ほとんど
の企業は、特にスキル不足が大きくなったり、陳腐化リスクに遭遇した
り、運用が複雑になった場合に、何らかのレベルの外部サポートが
必要になります。
当社の製品およびアプリケーション・サポート・サービスをご利用いただくと、高度に訓練された
エンジニアへの連絡や交換部品の入手が必要に応じて行なえます。
当社のコスト効率に優れたスケーラブルなライフサイクル・サポート・オプションには、以下が含ま
れています。

• 重要課題を解決し、スキルギャップを埋めるオンデマンドサポート
• 生産性を維持し、日々の業務を改善する統合サポート
• マネージドサポートパフォーマンスを向上させるカスタマイズされたオプションのための能力。
当社はお客様のビジネスのニーズに合わせて、適切なサポートレベルを段階的にご提供します。

どこでも、そしていつでも
お客様の必要に応じてサポートします。

オンデマンドサポート

統合サポート

マネージドサポート

お客様の要件に合わせた
サービス
当社のスケーラブルなサービスパッ
ケージは、お客様固有のビジネス目
標や運用ニーズ、またはご予算に合
わせて非常に柔軟に対応できます。
オンデマンドサポート
場合によっては、要求したときだけの限定サポートが必要な
ときもあります。

ある世界的な鉱業会社は、アプリケーション
サポートを活用して運用全体に対する年中無休
24 時間体制のサポートを提供しました。これに
よって、この会社のダウンタイムは年間 50 時間
以上、金額にして年間約 110 万ドルが削減されま
した。

ぜひ当社のオンデマンドサポートをお選びいただき、最も緊
急の課題解決にお役立てください。
統合サポート
外部サポートは、お客様の従業員と連携する場合に特に効

利点

果的です。
当社の統合サポートは、お客様の日常の業務にシームレス
に織り込まれ、ダウンタイムの軽減と防止のお手伝いします。
サポートは現場や離れた場所からも提供可能で、お客様の
ニーズに合わせることができます。
マネージドサポート
サポートをカスタマイズして、お客様の現地スタッフを補完
できます。当社はお客様の生産性向上、システムパフォーマ
ンスの最適化、および稼働時間の改善を支援します。

• ダウンタイムからのより迅速な復旧
• コスト効率に優れたオフシフトサポート
• メンテナンスコストを削減
• 資産の陳腐化をより明確化
• 交換部品をより簡単に入手

「ロックウェル・オートメーションは問題に対する
専門家のサポートと助言を提供でき、
素早く問題を見つけて解決する知識を所有しています。」
スコット・ワッセル氏、
アルセロール・ミッタル社の機械エンジニア

ワークフォースサポートおよび
トレーニング
価値の増大。従業員の能力開発
世界的な傾向として、年長の作業員が現場を離れ、運用を刷新する技
術を理解できるようトレーニングが必要な、経験が浅くキャリアも短い
作業員が彼らのかわりとなりつつあるという課題があります。
実際に、350 万近くの製造業の職を 2015 年から 2025 年の間に埋める必要があります。しかしス
1
キルギャップによって、このうち 200 万の職は埋められないまま残ることが予想されています。

そして PwC によれば、半数以上の産業メーカの CEO がさらなる雇用を計画する一方で、74% の

CEO は重要なスキルの不足を危惧しています。2
1

The Skills Gap in U.S. Manufacturing and Beyond. The Manufacturing Institute and Deloitte (2015 年 2 月 )

2

PwC 18th Annual CEO Survey (2015 年 )

「ロックウェル・オートメーションを共同
作業者として迎えることで、問題の
トラブルシューティングだけでなく、
工場のすべての担当者が今後の問題を
理解し、特定できるようにする際に頼りに
なるので、一定レベルの安心感が得られ
ています。」
エンジニアリングマネージャ
中堅食品会社

グローバルなスキルギャップは、工場のダウンタイ
ムを増加させ、製品を市場に出すのを遅らせる脅威
となります。そういうわけで、これまで以上に従業
員のサポートとトレーニングがお客様の業績拡大の
鍵となります。当社はお客様の従業員の能力開発
サービスを提供し、お客様が必要とするレベルまで
チームの能力を引き上げます。
時折または頻繁に、お客様の従業員の能力を超える技
術的な専門知識を必要とする状況に遭遇します。

• 当社のサービスは、こうした状況を是正し、予期しな
いダウンタイムを最小限にし、しかも必要に応じてそ
の分野でお客様を支援する当社の熟練したエンジニ
アに簡単にアクセスできます。あるいは、コスト効率
の良いオンラインまたは電話サポートでお客様の従

「ロックウェル・オートメーショ
ンのトレーニングサービスは、
一貫した学習方法を提供して
くれました。技術者のハード
ウェアおよびソフトウェアの
使用方法が改善され、会社
全体の効率が直接影響を
受け改善されています。」
保守担当マネージャ
南アメリカの熱間帯鋼圧延工場

業員を補佐します。

• 当社はいかなるレベルにもスキルを向上させるよう
に設計された包括的なオンサイトトレーニング、バー
チャルクラス、e ラーニングの機会を提供し、お客様
の従業員のスキルギャップを埋め、能力を開発します。
お客様のニーズを評価し、一番効果的なアプローチ
を使用したトレーニングをご提供します。

• 現場であろうと現場から離れていようが、当社の対象
となる分野の専門知識をいかしてお客様の内部能力

利点

• あらゆるレベルでスキルを改善
• 緊急のニーズへの対応を迅速化

を補完します。スタートアップサポート契約から包括

• タイムラインと予算に適合

的なサービス契約までの各種サービスプログラムか
ら選択できます。

• グローバルまたは多言語で実施

• 従業員の生産性を最大化することにより御社の運用
を最適化します。当社のサービスはデータ分析と
資源計画の組み合わせを支援するように設計されて
おり、その結果、パフォーマンスを最適化できます。
また、当社のサービスでは明らかになったスキル
ギャップを埋めるための独自のトレーニングもご用意
できます。

年中無休
24 時間体制で
呼出しに対応

修正

能力開発

グローバルに
対応可能

補完

96% の顧客満足度

最適化

人と資産の安全
人員と重要な資産の保護
工場フロアでの安全に対する切望は、ますます高まっています。
現場の潜在的な危険源 ( ハザード ) を評価し、グローバルな安全規格
への準拠を達成して、従業員と重要な資産を危険から保護するための
改良されたプロセスや技術を使用する必要があります。

規格の遵守
リスク低減 生産の最適化

危険なエネルギーの制御

電気安全

機械安全

お客様が生産ニーズを確実に満たし、法規制の遵守を達成
するために、当社は危険なエネルギー制御 ( ロックアウト / タ
グアウト手続きを含む )、電気安全 ( アーク閃光評価を含む )、
および機械安全を念頭に設計された総合的な安全サービ
スを提供します。当社のソリューションは、修復タイププロ
セスに使用できます。これらのサービスは、コンサルタント

安全ライフサイクル

による評価、設計開発された製品、事前設計されたソリュー
ション、および特定のプラントや施設が安全手順を順守して
いるか追跡可能なリモート監査および追跡システムとして提

危険源を評価。

供可能です。

改善を優先。

危険エネルギー制御が提供する総合的なロックアウト / タグ
アウトソリューションにより、お客様は生産効率の最適化を
行ないつつ、積極的に従業員の安全を管理できます。
電気安全サービスによって製造メーカは事前に計画を立て
ることができるため、規格に適合し、生産性を犠牲にするこ
となく定期メンテナンスを行なえます。当社のアーク閃光
分析は、アーク閃光や爆発を招く恐れがある問題の特定に
役立ちます。

1. 評価

機械安全サービスは、明確に定義されたプロセスを使用し

2. 安全機能の要件と仕様 (SFRS)

て、機械のリスクの評価と軽減に必要な手順を特定すること
で安全を向上させるお手伝いをします。当社は評価によっ
てプラントのリスクを評価し、従業員と機械の安全性向上に
つながる情報に基づいた判断をサポートします。当社はデ
バイスの設計レビュー、およびデバイスアプリケーションの
レビューを徹底して行なうことで、全体的な安全の向上を可

3. 設計および検証
4. 設置および妥当性確認
5. メンテナンスおよび改良

能にします。また、当社はシステムが定義されたパラメータ
および規格に従って動作しているかどうかの検証もお手伝
いします。
プログラムライフサイクル管理および妥当性確認は、リス
クまたは危険源 ( ハザード ) の特定から始まる安全ライフサ
イクルアプローチに従っています。当社による安全システム
のシステム要件指定、設計、設置、および検証のサポート後、
お客様はシステムのメンテナンスと継続的な改善に注力で
きます。また、お客様の投資を保護し、安全システムの整合
性を維持するためにライフサイクルモデルを設計します。

ロックウェル・オートメーションは、自社内には
ロックアウト / タグアウトプログラムを維持できる
人材や専門知識がない、ある自動車産業サプラ
イヤにロックアウト / タグアウトソリューションを
提供しました。このソリューションにより、以下が
もたらされました。

• ロックアウト / タグアウト時間が短縮して
生産性が向上

• 罰金の支払いリスクの減少
• 従業員にとってより安全な環境を実現
• 年次監査の必要事項や知識が定着

資産とプラントの最適化
データ駆動型サービスによる運用実績と財務実績の改善
ダウンタイムコストが絶えず増加する中で、コネクテッドエンタープラ
イズを実現するには、老朽化したインフラを最大限に活用する方法を
確立する必要があります。お客様は継続するメンテナンスニーズ、
さらに複雑になるスペア部品管理、重要な専門知識喪失のリスク増大
に工場フロアで対処する手立てを模索しているかもしれません。
効果的な資産管理戦略は、機器の可用性の向上、OEE ( 総合設備効率 ) の向上、日々消費される

MRO の削減に役立ちます。当社の資産管理サービスは、お客様の運用を最大限に活用し、
ダウンタイムの問題に積極的に対応してリスクを管理します。

ロックウェル・オートメーションが
提供するサービス

在庫管理サービス

資産の最新化

アセットパフォーマンスの
管理

当社は信頼できる専属専門家と技術
革新および総合的なデータ分析を活
用して、プロセスの改善点を特定する
ことでこれを行ないます。

利点

• コスト削減と信頼性の向上
• 稼働時間の改善、在庫の削減、および
重要部品入手の簡易化

ロックウェル・オートメーションは資産の最新化と、基本的な
修理サービスを上回る在庫管理サービスでお客様のアセット
パフォーマンスの向上をお手伝いします。また、当社のアセッ
トパフォーマンス管理サービスは、インテリジェントデバイス
からの分析、アラート、およびアラームを活用してお客様の
資産可用性を向上させます。
在庫管理サービス
不要な在庫が増えてお困りではありませんか ? あるいは、

• プロセスの改善および生産性の最大化
• 老朽化する資産の特定、サポート、および
最新化

• メンテナンスプロセスおよびシステム最適
化のためのデータ活用

スペア部品の在庫の信頼性を改善しようとお考えですか ?
当社の在庫管理サービスがお客様のお手伝いをします。

• 必要時に適切なスペア部品をすぐに入手可能
• MRO 需要管理により、MRO コストを削減し、
メンテナンスの意思決定を改善

• 保管庫の設計と継続的なコスト削減のための
プロセスを改善

• 重要なスペア部品の整合性を維持する総合的な
検査およびテストを実施
資産の最新化サービス
旧式のオートメーションの最新化が陳腐化リスクを削減し、
コネクテッドエンタープライズへの移行を加速します。
アセットパフォーマンスの管理
資産を最大限に活用することは容易ではありませんが、
パフォーマンスを新しいレベルに引き上げることは可能に
なりました。当社の信頼性ツール、評価、性能モニタが、
資産を最大限に活用し、ダウンタイムの発生の前に問題を
特定するお手伝いをします。当社はスケーラブルなアプロー
チを使用して、性能および信頼性に対するお客様の要求に
応えます。

「その場しのぎの対応では
なく、適格な行動を行なう
究極のライフサイクル
ストーリー。」
ゼネラル・ミルズ社
在庫を最大で 50% 削減した
最新化計画プロジェクト

情報インフラおよび
セキュリティ
情報技術と運用技術のコンバージェンス
グローバリゼーションにより、スマートマニュファクチャリングへの
注目が高まっています。この取り組みは、生産性と産業工程のパフォー
マンスを向上し、競合力を高める最新技術に基づいています。
コネクテッドエンタープライズは、スマートでセキュアなエンタープライズです。これらのサービス
により、当社は製造メーカが最新でセキュアな信頼できる情報インフラを構築し、資産を人と情報
に結びつけ、運用性能を向上させるお手伝いをしています。
当社のアプローチの鍵となるのは、情報技術 (IT) と運用技術 (OT) のコンバージェンス ( 収束 ) を
可能にするのを助ける Converged Plantwide Ethernet (CPwE) です。
この収束されたインフラは、標準イーサネットとインターネットプロトコル (IP) 技術を使用している
という特長があり、コネクテッドエンタープライズのバックボーンとなっています。

セキュアな情報インフラが
コネクテッドサービスを実現

インフラの開発と管理

アセットパフォーマンスの管理

コネクテッドエンタープライズに移行する中で、新技術の統

アセットパフォーマンスの管理

合、信頼性の向上、ネットワーク速度の改善、およびサイバー

• クラウドへのデバイスの統合、データ収集とデバイスの
健全性のチェック、通知とアラーム、および年中無休 24 時

攻撃や物理攻撃に対する最新の保護手段の維持といった課
題に直面する可能性があります。また、最新の技術をサポー

間体制のリモートモニタによるアセットパフォーマンスの
管理

トするために更新が必要なネットワーク基盤内の部品を特
定する作業で支援が必要となるかもしれません。

• アプリケーションのモニタ、パフォーマンスの最適化、
予知保全、およびリスク管理によってシステムパフォーマ
ンスを管理

これらのサービスにより、当社は製造メーカが最新のセキュ
アな信頼できる情報インフラを構築し、資産を人と情報に
結びつけ、運用性能を向上させるお手伝いをしています。
当社はお客様によるセキュアなインフラの評価、設計、構築、
およびその保護と管理をお手伝いします。

利点

インフラの開発と管理

• ネットワーク評価、設計、および実装のベストプラク

• 多分野のアプリケーションの集約

ティスに基づいてセキュアなインフラを構築

• ネットワークインフラを工場フロアにまで展開する

• より優れた資産活用

事前設計されたネットワークソリューションと産業用
データセンターを活用

• 共通のツールセットおよび
スキル /トレーニング

• マネージド・セキュリティ・サービス、脅威の検出、
インフラのモニタおよび年中無休 24 時間体制の

リモートサポートにより、インフラを保護および維持

• 標準的な IT セキュリティテクノロジ、

ベストプラクティス、ポリシー、および
手順を採用

• シームレスな情報共有

産業サイバーセキュリティへの予防的アプローチ
一連の攻撃

受ける前

受けている最中

受けた後

特定および保護

検出

応答および回復

資産在庫管理サービス

リアルタイム脅威検出サービス

脆弱性の評価とリスクアセスメント

リモートモニタおよび管理サービス

バックアップおよび回復ソリューション

適格なパッチ管理

事故処理および対応

ICS セキュリティゾーンおよび
IDMX セグメント化

事故対応および障害回復計画サービス

産業セキュリティ
防御対策の導入

コネクテッドエンタープライズに向けて、セキュアで堅牢、かつ未来を見据えたネットワークを構築

評価

設計

実装

検証

ネットワークインフラの設計、導入、および管理を支援する包括的なアプローチ

モニタ

ロックウェル・オートメーションのサービス

リスクの最小化。生産性の最大化。

ワークフォースサポート
およびトレーニング

人と資産の安全

資産とプラントの
最適化

修正

危険なエネルギーの制御

在庫管理サービス

電気安全

資産の最新化

機械安全

アセットパフォーマンス

能力開発
補完
最適化

情報インフラおよび
セキュリティ

インフラの開発と管理

アセットパフォーマンス

製品とアプリケーションのライフサイクルサポート

オンデマンドサポート

統合サポート

マネージドサポート

お客様が抱えるビジネス課題をロックウェル・オートメーションがどのように解決するのかを詳しくお知りになりたい場合は、
最寄りの正規販売代理店または当社の営業所に問い合わせるか、または rok.auto/indmaintenanceJA をご覧ください。

サービス内容は地域により変わることがあります。
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