
ワークフォースサポートおよび 
トレーニング
スキルギャップを埋め、 
作業員の能力を強化し、 
生産性を最大化します。



スキルギャップの拡大

産業の従事者を支えるロックウェル・オートメーションのサポートサービスには、
以下の特長があります。

年中無休 
24時間 
体制
サポート

500以上
の 

フィールド 
サービスの専門家

16
箇所のリモート・ 
サポート・センター、

550名以上の 
エンジニアが在籍

100以上
の 

トレーニング 
コース

100以上
の 

コンサルタント

98.7%
顧客満足度

運用上の要求や新しいスキルに 
対するニーズが高まる一方で、 
熟練の人材を獲得できる機会は 
減少しています。
重要な知識や経験を持つ従業員が退職して現場を
離れた場合、資格のある若い従業員を採用してその
かわりとするには不十分です。

同時に、スマートマニュファクチャリングへの移行は
従業員にさらなる要求を突きつけます。ビジネス用 
システムと産業用システムの融合、および産業用モノ
のインターネット(IIoT)技術を導入することで、より 
接続された運用を実践および監視するための新しい
スキルが必要となります。

このスキルギャップは、大きな課題です。スキルギャッ
プが広がると、生産性が低下し、市場投入に要する時
間が遅れかねません。お客様には、今日起こっている
この課題の解決策が必要です。

能力を強化し、 
スキルギャップを埋める
ワークフォースサポートとトレーニングサービスを 
利用して、運用におけるスキルギャップの影響を緩和
しましょう。これらのサービスにより、以下が可能に 
なります。

お客様のワークフォースを補完し、 
重大なスキル不足を解決

重要なスキルを維持し、育成

高い生産性を保ち、お客様の需要に対応



ダウンタイムのリスクを
是正
ときおり、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。サービスのニーズが高まった場合
に、現場でのサポートやリモートサポートを追加で受けて、ダウ
ンタイムの削減、機器パフォーマンスの最適化、および作業効率
を改善することができます。

TechConnectSMサポートは、生産に関する問題やトレーニン
グの格差、ソフトウェア更新の継続など、あらゆる喫緊の課題を
解決するために、必要な知識やサポートを必要なときに提供し
ます。

• 電話サポートは年中無休 24時間受けることができ、 
設置や構成、トラブルシューティング、技術的な問題の 
診断などを支援します。

• オンラインサポートには、高度なトレーニングを受けた 
テクニカル・サポート・エンジニアとのライブチャットによる 
やりとりや、トレーニングサポート、および便利なコンテンツを 
保存したり製品に関する通知を受信したりする機能もあります。

• ソフトウェアサポートにより、ソフトウェアの更新を管理でき
ます。

当社のグローバルネットワークは 500名を超えるフィールド
サービスの専門家で構成され、トラブルシューティングやメンテ
ナンスをお手伝いします。当社製品だけでなく他社ブランドの製
品にも、必要時のみ、定期的、または常時サービスを提供でき
ます。

特殊スキル
当社は、限られた状況でしか必要のない特殊スキルも提供でき
ます。これには以下が含まれます。

• 人材のギャップ分析を実施して、改善計画を策定
• ネットワーク、安全、およびセキュリティの評価を実施
• 必要なスキルセットが社内に根付くまで、スマートマニュファク
チャリングのためのデータの統合および意味付けサービスを
提供

ある世界的な鉱業会社は、 
エンジニアリングの専門知識に 
乏しい 1 つの現場に対して 
ロックウェル・オートメーションの
アプリケーションサポートを 
導入しました。

オフサイトのアプリケーション・ 
サポート・エンジニアが 
企業スタッフのかわりとなり、 
システムの基本的なトラブル
シューティングを行なって 
プロセスラインを強化しました。

このサポートによって、 
この鉱業会社のダウンタイムは 
年間 50時間以上、金額にして 
年間 110万ドルが削減されました。

2025年 
までに:

製造業の雇用に3,400万人が必要になると 
予想されます。しかし、そのうち200万人は 
欠員のまま補充できないと予想され、 
重大な課題に直面しています。

出典 : 米国労働統計局およびギャラップ調査のデータに基づく 
Deloitte Aanalysis

2,700万人 予想される 
ベビーブーマーの定年退職数

200万件の仕事の労働力が 
確保されないと予想



人材はお客様の生産性、品質、および安全の目標を 
満たしていますか? 1つのプラントであるかグローバルな
事業所全体であるかを問わず、当社の産業用オートメー
ション・トレーニング・プログラムは、基本、中間、および
熟練レベルのスキルを提供します。

現地の言語で世界中で利用可能なワークフォース・ 
トレーニング・サービスは、お客様の特定のニーズに 
合わせてカスタマイズできます。

• Learning+は包括的なデジタル学習サブスクリプショ
ンで、「ライブ」でのインストラクタ主導のトレーニング、
自分のペースでのeラーニング、および複数の言語で
提供される他のデジタルコンテンツを含む

• 自由登録制トレーニングは、特定の職務を対象
• トレーニングワークステーションはさまざまな 
システムに関する、自分のペースで進められる 
実践的な学習を提供

• オンサイトトレーニングはお客様の施設で実施される
ため、費用が節約でき、高額な出張旅費が不要

当社はトレーニングに関するさらに大きな課題の解決も
お手伝いします。

• お客様のトレーニングプログラムが、人材のニーズに
対応しているかを把握していますか? カスタム人材 
アセスメントは作業員の知識レベルを評価して、 
オーダメードのトレーニング計画を作成できます。

• 

利点

•  次世代の作業員をトレーニング

•  時間と予算に合わせたさまざまな 
トレーニングオプションを用意

•  促成プログラムで差し迫った重要なニーズに
対応

•  IIoTを見据えた作業員向けのトレーニングと 
資格を用意

 世界規模で生産の見直しをはかる大手自動車メーカは、ロックウェル・オートメーション
にトレーナによるトレーニングプログラムの作成を依頼しました。

当社は複数のプラントにおいて、30名以上の社内トレーナをトレーニングしました。 
トレーニングを受けた社内トレーナは各自のプラントに戻り、1,500名以上の作業員に
新しい制御アーキテクチャの運用、管理、およびトラブルシューティングの方法を教育し
ました。

スキルギャップを埋め、 
作業員の能力を強化する



人材の補完
適任者選びにお困りですか? それとも、退職
を控えた従業員がつちかった重要な知識を
引き継ぎたいとお考えですか? 当社のワーク
フォース・サポート・サービスは、御社の現場
スタッフを支援してあらゆるギャップを埋め、
生産ラインの稼働を維持します。

• スタートアップと立上げサポートにより、生産に対して
将来的に問題となり得る、知識やスキルの不足による
不適切な機器の立上げを防止します。当社のフィール
ドサービスの専門家は、機器がスケジュール通りに 
稼働するようサポートし、安全で効率的に、かつ計画
通りに動作しているかをお客様と共に検証します。

• 当社のアプリケーションサポートはお客様の現場で 
人材が不足している場合でも、専属のサポートチーム
を編成してお客様の生産ニーズに対応し、ダウンタイム
を低減します。また、カスタマイズされた検索可能な
ナレッジベースを活用することで、スタッフがかわって
も重要な知識を維持できます。

• ジョブ支援は、特に従業員が不慣れな場合や実施頻
度が低い作業の場合に、エラーの最小化に不可欠な
情報を提供します。当社の支援は幅広い技術や職務
をカバーでき、さまざまな言語で対応可能です。当社
の支援には以下が含まれます。
– 手順ガイド
– トラブルシューティングガイド
– ドキュメント・リファレンス・ガイド
– クイックリファレンスガイドまたはカード
– カスタマイズされたジョブ支援

• 予防保全サービス契約は、お客様自身で予防保全 
プログラムを構築または維持するリソースをお持ちで
ない場合にご利用いただけます。当社は、お客様の 
すべてのオートメーション資産に対する工場全体の 
メンテナンスサービスを提供し、未解決の障害を特定
するとともに、どのコンポーネントに修理や交換が 
必要かをお伝えします。

• 工場で鍛え上げられた当社のエンベデッド(常駐 ) 
エンジニアは、お客様の現場に有資格の人材がいない
場合に、施設のアップグレードやスタートアップなどの
プロジェクトがスケジュール通りに進むようお手伝いし
ます。

利点

•  コスト効率の良いリモートサポートで 
作業員を補完

•  ジョブ支援をワークフローに統合し、 
ベストプラクティスを強化

•  熟練した技術資源を活用し、スタートアップ、 
メンテナンス、アップグレードを支援

ACADEMY OF ADVANCED 
MANUFACTURING 
Academy of Advanced Manufacturing (AAM)は、 
ロックウェル・オートメーションとマンパワー・グループの 

ジョイントイニシアチブです。AAMは、退役軍人に高度な製造 

業務の雇用向けのスキルを身につけてもらうために、2017年に
始まりました。AAMの生徒は、需要の高い計装、オートメーション、 
および制御技術者になるための準備期間として 12週間の 

集中訓練プログラムを受講します。これにより、急速に進化する 

製造部門での重大なスキル不足を埋めます。

詳細は、rok.auto/aam を 

ご覧ください。

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/academy-advanced-manufacturing.html


運用を最適化

現在の産業課題の中で人材の生産性を 
最大化するには、データ分析とリソース計画
を組み合わせる必要があります。

• リモートモニタおよび分析サービスは、お客様の 
重要なオペレーションを24時間体制でモニタします。
当社のエンジニアが、検出された問題を早急に解決
するようお客様のオンサイト・メンテナンス・チームに
通知します。ロックウェル・オートメーションは、 
ダウンタイムが発生する前にお客様が問題を積極的
に解決できるようサポートします。

• パフォーマンスの最適化には、カスタマイズされた 
トレーニングカリキュラムが必要となる場合があります。
当社のデータベースにある 1,200を超えるレッスンを
活用して、カスタマイズしたトレーニングプログラムで
お客様の従業員のスキルセットを向上を支援できます。



お客様の声

インストラクタ派遣の優れた即時性と対応性に
より、技術者は理解を深め、学習した内容を 
直接現場で活用することが可能になります。

スタッフから受けるサポートは驚くべきものです。
誰かが常に肩越しに立ち、絶えず潜在的な問題
を指摘して、その修正方法を知らせてくれている
かのようです。

ある作業員は、1年前にはプラント内で 1人にし
ておくことができませんでした。今では、その作
業員はどんな作業でもこなす知識とスキルセッ
トを身に付けています。

これを利用して、保守作業員の間でどこに知識
のギャップが存在するかを特定し、トレーニング
費用をどこに投資するかを判断できる力が自分
にとって非常に重要でした。

保守および信頼性担当マネージャ、 
大手飲料メーカ

プラントエンジニア、 
屋根材製造メーカ

プラントエンジニア、 
食品メーカ

サポートエンジニア

オンサイトトレーニング

アプリケーションサポート

促成トレーニング

カスタム人材アセスメントのアクティビティ

今や、発生するいかなる問題もすぐに解決でき、
部品が必要なときにはすぐに使える状態で入手
できると確信しています。

保守担当マネージャ、 
大手飲料製造メーカ

リモートサポート



デジタルトランス 
フォーメーション& 

コネクテッドエンタープライズ

データサイエンス& 
アナリティクス

エンタープライズテクノロジ

オートメーションFEED/FEL

安全とリスク管理

メイン･オートメーション･ 
コントラクタ(MAC)

最新化と移行エンジニアリング

プログラムとプロジェクトの 
管理&実装

グローバルロールアウト

OTネットワークと 
サイバーセキュリティ

マネージドサービス

OT関連のサービスとしての 
インフラストラクチャ (IaaS)

リモートサポート

予知的 /処方的な分析

eラーニング 

インストラクタによる 
トレーニング& 

バーチャルトレーニング

人材の評価

仮想現実 (VR)/拡張現実 (AR)

資産の修繕、再製造、 
および管理

安全評価と修正措置

現場での技術サポート

コンサルティング 
サービス

お客様の固有のビジネス課題を当社のソリューションでどのように解決するかについては、 
当社または当社代理店にお問い合わせいただくか、以下のウェブページをご覧ください。 

rok.auto/lifecycle
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適切な専門知識を適切なタイミングで 
提供します。

お客様のライフサイクルおよびデジタルトランスフォーメーションを 
当社の広範囲な分野の専門知識で実現します。


