
製造 
情報ソリューション
データをインテリジェンスに変換



新たな IIoTのインフラの整備

製造業は、オペレーションのほぼすべてのポイントからデータを
引き出し、それを有益な情報に変換することができます。製造
インテリジェンスとして知られるその情報は、製造企業のほぼ
全員と、ほぼすべてのモノがシームレスに共有することができま
す。これは、企業がオペレーションをモニタし、管理する方法を
再定義します。さらに、よりスマートに、より生産的になるのを
助けます。

しかし、それぞれの会社が異なるように、データにアクセスし、
分析し、それに基づいて行動するための手段も異なります。

情報システムと 
サービスを 

組み合わせて作成した 
自社に合わせた 

情報戦略が必要です。
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「私達は、先を見越した 
保全または予知保全 
ソリューションは、 

約 9～ 10%の節約に 
つながると考えています。」

出典 : 食品飲料のメンテナンスコーディネータ

データを状況に合わせた 
意義のある情報に変換
今日、何百億というデバイスがインターネットに接続され、そのうち数億台は
産業用制御システムです。このコネクテッドデバイスの増殖は、産業用モノの
インターネット(IIoT)として知られています。センサからスマートマシンまでの
IIoT資産は、マシンパフォーマンスおよび製品の品質から労働者の行動まで、
ほぼ無限のデータポイントを追跡できます。このテクノロジは、巨大な可能
性を秘めています。企業が最も大きな潜在的なROIがあると考えるアプリ
ケーションには、以下のようなものがあります。1

• スマートアセット: 健全性、ステータスおよび使用に関する洞察を提供

• メンテナンス分析 :問題の診断、および予知保全の実現

• 従業員管理データ:および従業員の生産性、コンプライアンスおよび 
連携を促進するツール

• オペレーションの可視性 :サプライチェーン全体で製品を追跡し、 
セキュリティの問題を検出

しかし、IIoTには課題もあります。適切に管理しない場合、入手できる大量
のデータが手に余ることがあります。また、状況に当てはめ、有益な情報に
変換するまでは、データ自体が持つ情報の価値は高くありません。

ここが、製造情報システムおよびサービスが登場する場面です。これらは、
データの収集および整理をサポートし、状況に当てはめて意味ある情報に
変換し、アプリケーションまたは分析をもっとも緊急のニーズに合わせて 
スケーリングする上で役立ちます。
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1Data Management and Analytics Opportunity Assessment and Strategy Development, Harbor Research
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データをインテリジェンスに変換
製造情報システムを使って、豊富な事業および生産データを製造インテリジェンスに変換することがで
きます。このインテリジェンスは、コネクテッドエンタープライズで多数の方法で役立てることができます。
以下はその例です。

• 資産最適化の分析 :資産が最高のパフォーマンスと最大の稼働時間で運用されるようにします。

• 予知保全戦略の策定 :事前に資産の障害を特定し、対処します。

• 品質制御のデジタル化:センサや分析を使って、製品の安全性およびコンプライアンスを改善します。

• 手作業の自動化 :標準化されたワークフローを徹底することで、生産性を向上し、最高の品質を 
確保し、ばらつきと生産コストを抑えます。

• 従業員の活動のモニタ:スケジュールを最適化し、適材適所を実現します。

• トラック&トレース機能の実装 :新たな規制への適合と、高まる公衆の可視性への要求に対応し
ます。

コネクテッドエンタープライズの導入を計画するあらゆる組織が考慮すべき情報システムの 3つの 
カテゴリには、以下のようなものがあります。

• 製造実行システム

• 分析アプリケーション、機械学習&人工知能

• 拡張現実&デジタル作業指示

アジアに拠点を置く 
大手医薬品企業
薬剤製造メーカは、ペーパーレス化および生産の合理
化に取り組んでいます。

これを実現するために、同社はロックウェル・オート
メーションのPlantPAx®分散制御システム (DCS)およ
びFactoryTalk® PharmaSuite®製造実行システム
(MES)を導入しました。新たなアーキテクチャは、工場
のクオリティ・バイ・デザイン(QbD)と制御機能を統合
し、生産を最適化するためにオペレーションと新たな 
機会に対する共通の視点を作り出しました。

導入後、同社ではOEEが向上し、生産可能バッチが増
加し、手作業による入力が 70%軽減され、製造コスト
が削減されました。
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製造実行システムのソフトウェアによって、生産のあらゆる側面の接続、管理、検証および
最適化が可能です。MESソリューションを導入する場合、いくつかのオプションがあります。

包括的MESは、シングルプラント、マルチプラントまたは業界別ソリューションとして購入でき、幅広い生産性、 
コンプライアンスおよびコスト節減の目的の達成をサポートします。ただし、場合によっては包括的MES 
ソリューションは、当初のニーズを上回ることがあります。

このような場合には、個別のMESアプリケーションで特定の課題に対処しながら、将来的にフルスケールの 
MES展開に向かうことができます。このようなアプリケーションでは、機器または作業エリアのレベルでの
単独使用から始めて、ROIの達成に従って、時間を掛けてより大規模なMESソリューションにスケール 
アップすることができます。

MESアプリケーションは、デスクトップや他のデバイスで 
シン・クライアント・アプリケーションとして実行することができます。 
これにより、複雑さを軽減することができます。

すべての規模および複雑さの製造上の 
特定の課題に対処 
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MESアプリケーションには、以下が含まれます。

生産管理アプリケーション 
生産活動を整理し、複雑なオペレーションの従業員に
対する作業指示を改善します。

品質管理アプリケーション 
製造過程の品質計画をモデル化し、確実に遂行します。
これによって、確実に高品質な商品を提供し、品質の
問題が発生したときに迅速に対応することができます。

パフォーマンス管理アプリケーション 
より深いオペレーションの可視性を提供します。これら
の新たな洞察は継続的な改善を推進し、予防保守を
可能にし、設備資産利用率を改善するのに役立ちます。
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すべてのレベルでの意思決定の改善
分析ツールは、生データを説明的、診断的、予知的 /処方的な分析に変換します。次に、この情報
をダッシュボードを介して従業員に配布し、各自のタスクの意思決定を改善することができます。

柔軟な分析は、単純なモニタから複雑なイベント処理まで、さまざまなニーズを満たすことができ
ます。

• 単純 : ローカルメンテナンスの分析は、資産のパフォーマンスの可視性を提供し、稼働時間を
最適化することができます。ソリューションはデバイスデータを活用して、クリティカルなデバイ
スおよび機会の健全性についてのリアルタイムアラートを生成することができます。

• 中位 : マルチプラントの分析を使って、スループットおよび生産量を増加し、プラントレベルの
データを活用してオペレータにリアルタイムアップデートを提供し、機械または設備の動向を
分析することができます。これらの分析によって、OEMベースのリモートモニタが可能となり、
資産のメンテナンスの必要性を特定し、事前に障害を予測することもできます。

• 複雑 : グローバルな分析を使って、生産分析とビジネス・インテリジェンス・ツールを統合し、
生産データに新たな状況を加え、ビッグデータを分析することで、世界中での運用上の適合性
とコンプライアンスを確保することができます。

情報システムによって 
手作業による 
データ収集にかかっていた
2,500時間を削減
大手乳製品加工業の生産者は、オンタリオ工場ですぐに
使用できる情報へのリアルタイムアクセスを希望してい
ました。既存システムでは、手作業によるデータ収集が
必要で、陳腐化が近づいていました。

同社は、制御機能および情報を統合するシステムに移行
することを決定しました。これには、ロックウェル・オート
メーションが販売するソフトウェアであり、PTCの技術が
活用されているFactoryTalk® InnovationSuiteの 
採用が含まれ、プラント全体からのデータへのかつてな
いレベルのアクセスが実現しました。

この最新システムにより、手作業によるデータ収集に 
かかっていた年 2,500時間を削減することができました。
また、これにより、33時間のムダな生産時間を見つけ 
出すこともできました。

説明的

何が起こったか? なぜ起こったか? 何が起こるか? 何を行なうべきか?

診断的 予測 処方的
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知識とスキルのギャップを埋めるための 
オペレーションデータ
多くの場合、製造企業は、機械のライフサイクルのすべての側面に関してベンダーのサポートに
依存しています。現在、既存の産業労働者にとってはまったく新しい情報システムに対する 
ベンダーのサポートに対するニーズは、さらに大きなものとなっています。

サードパーティの情報サービスは、オペレーションに存在するデータを最大限に活用することを
サポートします。このサービスは、移り変わりの早い技術の変化および世界規模の熟練労働者
の不足の結果生まれる知識またはスキルのギャップを埋めるサポートを提供します。

主な情報サービスには、以下のようなものがあります。

• 資産信頼性サービス 
このサービスは、オペレーション全体からの生のメンテナンスデータをすぐに使用できる 
情報に変換します。これは、資産の健全性についてのより優れた可視性を提供し、 
資産管理の全体の改善に役立ちます。

• リモートモニタおよび分析 
離れた場所にいる専門家が、オペレーションの増大するデータと接続されたデバイスの 
管理をお手伝いします。また、分散した資産や到達が困難な資産もモニタし、移動コスト 
およびリスクが軽減されます。

• ネットワークおよび情報セキュリティ 
情報対応オペレーションには、包括的なセキュリティへの取り組みが必要です。 
ネットワークおよび情報セキュリティサービスは、人材、工場および知的財産の保護を提供
します。

• クラウド分析 
分析戦略の深い見識の必要性が高まっている反面、スキルと才能を持つ人材を雇用するの
が難しくなっています。この課題は、データのモニタ、ストレージおよび視覚化をクラウドに
移行することで軽減できます。

スキルが必要な人材の雇用で 
お困りですか? リモート・モニタ・
サービスは、トレンドの追跡、 
改善の特定、および問題の 
トラブルシューティングを 

サポートします。
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今すぐに情報戦略を 
策定してください 
ソリューションを貴社独自のニーズに合わせてカスタマイズ

製造情報システムおよびサービスは、貴社が目指す情報関連の目的が何であっても、直面している課題がどのようなもので
あっても、お役に立ちます。しかし、貴社がオペレーションにあったシステムとサービスを選定し、それらをニーズに対応した
方法で適用することが必須です。

貴社の情報戦略の策定でサポートが必要な場合、最寄のロックウェル・オートメーションの代理店にご連絡いただくか、
情報ソリューションのウェブサイトをご覧ください。
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