コネクテッド
エンタープライズが
待ち受けています
従業員の能力向上 :
すぐに使用できる情報を指先に

スタート

2018 年には、適切な意思決定を

下さなければならない時間内に
工場の分析済みの情報に
アクセスできるのは
プラントレベルのオペレータの
わずか 39% のみでした。

IT とOT を統合して生産性と革新を推進

接続された機器、ライン、プロセスおよび施設からのデータは、かってない
ほど高速で工場に流れ込みます。データストリームに閉じ込められた情報

には、メーカがオペレーションを管理し、問題を解決し、変化に適応する

方法を変革する可能性があります。しかし、そのデータを管理し、適切な

目的に対して適切なタイミングで適切な場所で有益なものとすることは、
簡単ではありません。

貴社の意思決定者は、タイミング良く意思決定を行なうために必要な答を

出典 : Andrew Hughes, �Analytics Really Do Matter:
Driving Digital Transformation and the Smart Manufacturing
Enterprise,� LNS Research

得ることができますか ?

PTC 技術が活用されている FactoryTalk® InnovationSuite は包括的な

スイートで、産業活動に末端から企業中枢までの分析、機械学習、産業用

モノのインターネット (IIoT) および拡張現実 (AR) をもたらします。この強力

なソリューションは、データの管理を単純化し、調達、状況への適合、合成、

およびオペレーション全体でそれぞれの担当者の情報ニーズへの対応を

サポートします。

InnovationSuite は、貴社の既存機器およびシステムから情報技術 (IT) と
オペレーション技術 (OT) を収集し、統合し、特定の要件に合ったデータ主
体の決定を可能にします。従業員は、必要なデータを見つけなければい

けないという負担から解放されます。すぐに活用できるリアルタイムのデー

タ主導の洞察に一瞬でアクセスできるため、従業員はより効果的かつより
革新的になります。
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新たな原則

IIoT の影響

相互接続されたデータの世界は、私達の生活と仕事の方法を変えました。そして、私達の期待も

変わりました。お客様、パートナ、従業員およびその他の利害関係者は、カスタムの製品、シーム

レスで個人に合わせた体験、および即時のアクセスを期待します。このような期待に応えるため
に、今日の製造メーカは、以下をする必要があります。

• IT と OT をシームレスに統合する

• まったく異なるまたは旧式の設備とシステム、複数の施設および複数のベンダーからの

58

%

データおよび洞察にユーザを結び付ける

• そのデータの「信頼できる唯一の情報源」を作り、視覚化する

• 情報に基づくより優れた意思決定を実現するために、リアルタイムのデータへのアクセスを

の製造メーカが、
IIoT が自社の事業に
影響を与えると答えています。

簡単にする

• 効果を高めるため、AR などの大変革をもたらすテクノロジを採用する

出典: Ibid

3 つのインテリジェントなテクノロジを 1 つに集約

高まる期待に応えるために生産および IIoT データから価値を得るには、産業の高度な専門知識

と全体的なソリューションが必要です。コスト削減、ユーザの操作の改善およびメンテナンス /

トレーニングの効果を高める単独の IIoT ソリューションが FactoryTalk InnovationSuite です。

27%

は、影響の有無を調査中です。

ジと統合します。このソリューションの包括的なスイートは、接続性を簡略化し、貴社の事業の

14

は、IIoT を理解できないか、
知りません。

FactoryTalk InnovationSuite はロックウェル・オートメーションの FactoryTalk® Analytics ™
および製造実行システム (MES) プラットフォームを PTC ThingWorx および Vuforia AR テクノロ

%

運用上の洞察を改善します。
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オペレーショナル
インテリジェンスの活躍

なぜ FactoryTalk InnovationSuite なのでしょうか ?

FactoryTalk InnovationSuite は、工場現場から経営中枢まで接続された環境を作り出し、

リアルタイムの運用上の可視性を実現します。これは、オペレーションを変革し、多数の事業
シナリオに対応するスケーラブルなソリューションの開発をサポートします。

InnovationSuite は、接続性、データ分析および生産の泣き所を取り除くとともに、貴社の

オペレーションとお客様により大きな価値をもたらすために役立ちます。以下を達成できます。

1

リアルタイムの生産およびパフォーマンスモニタ

2

予知保全 / 処方的保全

3
4
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確認します。

ストーリーをご覧ください

高度な分析に基づいて積極的にメンテナンスを計画 / スケジュールし、
生産環境をより幅広く管理します。

デジタル作業指示

ストーリーをご覧ください

ステップバイステップで手順を指示する作業指示を出すために AR および

3D のインタラクションを使い、業績、安全、士気を向上し、コストを削減します。
設備 / 機械分析の統合

ストーリーをご覧ください

生データをすぐに活用できる洞察に変換して、効率を改善し、市場投入時間の
短縮を実現します。
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課題 : 生産プロセスのリアルタイムの洞察が必要です。それがなければ、問題が発生したら

それを特定し、対応することができず、予期しないダウンタイム、より高い稼働コストおよび

工場で
何が起こっているか
把握してください。
どのようなときも。

無駄に直面します。複数の拠点およびシステムを管理し、切り離されたドキュメントに依存し

ていれば、これらの問題はさらに悪化します。オペレーションマネージャが効果的に仕事をす

るには、包括的なデータの洞察を簡単に得られることが必要です。

ソリューション : InnovationSuite は、資産、環境、生産 KPI および貴社の MES からデー

タを取得し、整理し、分析し、各ラインの生産レベルおよび生産量のモニタを可能にします。

これで、マネージャは、
「信頼できる唯一の情報源」から生産フロアで何が起こっているか常に

把握できるようになります。そして、企業全体での品質管理のために、InnovationSuite を使っ

て MES ワークフローと AR ワークフローを組み合せることができます。

利点 : InnovationSuite のリアルタイムモニタおよび視覚的なレポートへの即時アクセスに

よって、ダウンタイムの短縮と生産性の向上が可能となり、設備資産利用率が飛躍的に高まり

ます。それと同時に、リアルタイム品質 KPI が自動化され、運用上のパフォーマンスが向上し、
安全性とコンプライアンスが改善されます。

貴社にとっての意味 : 生産フロアで何が起こっているか知ることができれば、事業結果を

改善する正しい手順を踏むことができます。InnovationSuite は、対策の優先順位付けを

簡単にし、オペレーション全体のリアルタイムの単一システム図に基づいて生産性と製品品質

の向上が可能になります。
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課題 : 定期資産メンテナンスで設備を維持することはできますが、不必要なメンテナンスや

予測し、
事前に問題を
解決する

時期尚早なメンテナンスが行なわれ、コスト高になります。そして、すべての問題を発生前に
発見できるわけではありません。予期しない資産の障害は、修理費およびダウンタイムの
両面できわめて高くつきます。

ソリューション : 設備をモニタし、それらのパフォーマンスと履歴データを比較することで、
InnovationSuite はメンテナンスを実施すべきタイミングを事前に通知するため、予想外の

障害とそれによる混乱を避けることができます。また、問題解決のための対応も推奨します。

利点 : 予知保全 / 処方的保全は、ダウンタイムを低減し、設備資産利用率を高め、運用の

パフォーマンスを改善し、金銭の節約を実現します。時期尚早のメンテナンスを省き、必要な

場合のみメンテナンスを実施すれば、設備の寿命が最適化され、出費の節約につながります。

貴社にとっての意味 : 事前に設備の状態を把握することで、より優れたメンテナンス資源の
計画およびスケジュールを作成できます。高度な分析で、事前に問題を特定でき、より柔軟に

生産環境を管理できるようになります。
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課題 : 紙および PDF ベースのマニュアルは使いづらく、維持するのに時間がかかり、説明が

見つけにくく、理解しづらく、翻訳するにはコストがかかります。旧式の印刷物には古い情報が
含まれており、MES 監査証跡を作成するためのステップ実行および検査情報を取得する方法

はありません。このように、誰もが必要としている情報に簡単にアクセスし、それを使うことが

できません。

ソリューション : InnovationSuite は、AR で強化されたユーザフレンドリなインターフェイ

従業員が使う
文書を作成する

スでデジタル化された作業指示を提供します。このデジタル化された指示は、リアルタイムお

よび履歴資産データを組み合せて理解できる文脈の情報を提供することで、パフォーマンスを
向上させます。InnovationSuite は、すべての標準運用手順の変更記録を含むあらゆる実行
記録を維持します。

利点 : AR で強化されたデジタル化された作業指示によって、コスト削減、運用パフォーマン

スの向上、ダウンタイムの低減、およびエラーの低減が可能です。これらは、継続的な改善の
ベースとしても利用することができます。それにより、優れた運用性を推進し、グローバルで

製品およびソリューションを投入する際の翻訳の必要性を軽減します。

貴社にとっての意味 : 施設、プロセスおよび対象との意義のある、すぐに活用できる 3D

インタラクションを適用することで、製造ワークフローの組立て時間の短縮とプロセス効率の

改善が可能になります。サービス技術者は、デジタルと物理的な作業現場を接続し、ステップ

バイステップで手順を指示する作業指示を提供する AR テクノロジを手に入れるだけでなく、
実際にそれを使用します。
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課題 : モジュール式ファクトリおよび孤立したデータは、オートメーションシステムとIT システム

の統合を非常に複雑で高価なものにします。オートメーションの設計方法と、インターフェイスの

構築方法の標準化を行なわなければ、企業は矛盾した運用インテリジェンスと大幅なスタート

アップ遅延に直面します。

企業全体で
分析統合を実現

ソリューション : InnovationSuite は、各種オートメーションコンセプトを使ってプラグ &

プレイバッチ能力 (PackML、ISA 88 バッチなど ) を設備に組込みます。施設マネージャは、

機械またはライン毎に自動化されたエージェントを作成し、すべての KPI が同じ方法で生成さ
れるようにすることができます。これらのエージェントは、貴社の MES に簡単に統合できる

完全に機能する標準インターフェイスです。

利点 : プラグ & プレイオートメーション統合モデルは、統合を簡略化し、異種のシステムの
接続を合理化し、ダウンタイムの短縮および設備資産利用率の向上、および全体的な運用

パフォーマンスの改善を実現します。

貴社にとっての意味 : 適用されたスケーラブルな分析によって、生データをすぐに使用でき

る情報に変換し、設備資産利用率の向上、品質コンプライアンスの追跡、生産量の増大、市場
投入時間の短縮が可能になります。
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PTC の技術が活用されている FactoryTalk InnovationSuite

可能性を想像するデジタルトランスフォーメーションは、データがしっかり管理されている場合には、あらゆる導入事例に
大きな革新と生産性をもたらします。

FactoryTalk InnovationSuite は、タイムリーで十分な情報に基づく意思決定を行なうために必要なリアルタイムおよび、
ほぼリアルタイムの情報にアクセスすることを可能とすることで、従業員に必要な情報を与えます。これは、以下のような

強力な専用の IIoT ソリューションを提供します。

• ユーザを 1 つまたは複数の施設の設備、システムデータおよび情報に素早く接続し、リアルタイムの製品および
パフォーマンスモニタを実現します。

• 先を見越した対応とアップデートのためのたった 1 つのインターフェイスで、物理的な資産とデジタルシステムの
パフォーマンスのすべての洞察を提供します。

• 目的に合ったアプリケーションを速やかに作成し、プラントフロアから経営幹部レベルまで、すべての意思決定者に配布し、
生産性と革新の強化をサポートします。

• 複雑で高度な分析作業を自動化し、関係者が十分な情報に基づく意思決定を行なうためにリアルタイム情報を提供します。
• 大変革をもたらす AR 体験を使って、従業員への指示、トレーニングおよびサービスなど、一般的な産業ユースケースの
効果を改善します。

• 速やかな情報共有と強化された連携のために、縦割り情報をなくすサポートを提供します。

統合された機能で、複雑なデータを管理し、リアルタイムの洞察を提供します。

InnovationSuite は人工知能 (AI) とマシンラーニングを使い、ナレッジベースから学習し、将来の分析のためにこれを蓄積す

ることで複雑な IT および OT データ収集および分析を簡易化 / 自動化します。このスイートは、すぐに活用できる洞察を提供

するため、データをリアルタイムで収集し整理し、状況に当てはめます。また、独自の洞察を推奨し、問題と機会を理解し、
対応する能力を強化します – 今すぐに。

InnovationSuite によって、アプリケーションがより予見しやすくなります。オペレーション管理の柔軟性が増すと同時に、
資産の保護が向上します。

なぜ InnovationSuite
なのでしょうか ?

4 ページ

導入事例を知る

5 ページ

可能性を想像する

9 ページ

業界をリードする
テクノロジ

11 ページ

コネクテッドエンタープライズの
チェックリスト

12 ページ

革新する

13 ページ

9

企業全体でデータをすぐに
活用できるようにする

トップ 5

FactoryTalk InnovationSuite は、高度な分析と貴社の MES を融合し、洞察を行動に転換し

ます。分析に状況を追加することで、このスイートは品質イニシアチブ、コンプライアンスおよ

び継続的な改善をサポートします。さらに、AR 機能が貴社のMES と連携して、可視性を強化し、

オペレーションの効果を高めます。

製造業における
分析の用途

高度に分散化された環境を 1 つの画面で管理

InnovationSuite は、一元管理のダッシュボードという 1 つの画面を提供します。これを通して、
孤立した施設からのものでも、世界規模の施設のネットワークからのものでも、必要なデータ

をすぐに表示します。360 °の視界によって、機械ごと、ラインごと、プロセスごと、施設ごとの

リアルタイム情報を組み合せ、比較し、分析することで、グローバルなオペレーションを最適化
することができます。

わかりやすく視覚化

他のシステムからのデータを接続し、状況に当てはめて 1 つの共通のウインドウに表示する

直感的でユーザフレンドリなインターフェイスによって、従業員は企業の中で各自が果たす役割

を見ることができます。

企業全体の可視性と制御

このソリューションは、各物理的資産およびプロセスのデジタルバージョンを作成し、それらを
すべての関連データに接続して、資産をモニタできるようにします。データの完全な可視性に

よって、ユーザは MES、企業資源計画 (ERP)、顧客リソース管理 (CRM) およびファイナンスなど、
仕事上必要な企業全体の情報にアクセスできます。

必要な情報にすぐにアクセスできないために、チャンスを逃していませんか ?ﾠチャンスを制限する

のは、貴社の事業ニーズと想像力だけです。
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製造品質の改善

02

生産プラントの予測の改善

03

優れた運用プログラムの追求

04

製造工程改善の継続

05

カスタマサービス
およびサポートの改善
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業界をリードする
スマート・ファクトリ・テクノロジ
FactoryTalk InnovationSuite は、以下のテクノロジ製品ラインの機能を
活用します。

Vuforia

FactoryTalk Analytics

Vuforia は、AR コンテンツを素早く作成し配信する製造業向けのツールです。これは、
オペレーションを改革し、知識移転を促進し、収益性を改善します。簡単なドラッグ &

FactoryTalk Analytics プラットフォームは、FactoryTalk Analytics DataView、
FactoryTalk Analytics DataFlowML および FactoryTalk Analytics Edge をバンドル

した製品です。このプラットフォームで、産業活動の末端から企業中枢までのスケーラブル

ドロップのインターフェイスは、コンテンツクリエータには使いやすく、コード化の知識が

ス・マシン・ラーニングや、連携データ分析のためのデータマッシュアップなどの機能が

のために開発された Vuforia は、既存の 3D データ、アニメーション化されたシーケンス

ない他の分野の達人もすぐに使えるようになります。
企業統合、拡張性およびセキュリティ

な分析が可能で、さまざまなデータタイプを扱うことができます。これには、セルフサービ

および IoT データを活用し、開発費と複雑さを抑えるのに役立ちます。Vuforia でオーサ

含まれます。このプラットフォームを使って、データソースおよびデータコンシューマのでき

るだけ近くで実行することができます。また、繰返し可能なタスクおよびアプリケーション

リングされた AR 体験は、クラウドや現場に展開し、スマートフォン、タブレットおよび

ThingWorx

全体的なサービスで貴社の旅をサポート

ウェラブルデバイスの 1 つの汎用ビューアアプリケーションからアクセスすることができます。

によって、IT およびデータサイエンティストの専門知識の必要性を最小限に抑えます。

ロックウェル・オートメーションおよび PTC は、当社製品の導入によるすべてのメリットを

ThingWorx は、デバイスとセンサ、システムと資産の接続を簡略化する構築済みの全体

引き出せるように、当社の産業ドメイン専門家によって貴社の社内チームの評価、コンサ

的なテクノロジプラットフォームを提供します。これは、企業の成長や変化に対応して、

ルティング、トレーニング、補助などを行なうサポートとサービスを提供しています。また、

簡単に拡張することができます。

このプラットフォームには、複数の接続オプション、アプリケーション開発ツール、分析

これには、ネットワークおよびセキュリティ・サービス・チームと連携し、完全にネットワー

クトの単独のリアルタイムビューである ThingModel を中心に構築されています。

エンドユーザのリモート・モニタ・ソリューションなど、追加のサービスも行なっています。

ク化されたセキュアな情報インフラの構築が含まれ、さらに、FactoryTalk Cloud での

および AR を含むさまざまな機能が備えられています。このような機能は、物理オブジェ

ThingWorx を使えば、スマートな接続された製品、システムおよびオペレーションの
革新の推進を通して、堅牢で使いやすい IoT ソリューションをシームレスに構築すること

ができます。

なぜ InnovationSuite
なのでしょうか ?

4 ページ

導入事例を知る

5 ページ

可能性を想像する

9 ページ

業界をリードする
テクノロジ

11 ページ

コネクテッドエンタープライズの
チェックリスト

12 ページ

革新する

13 ページ
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コネクテッド
エンタープライズの
チェックリスト

準備はできましたか?
ロックウェル・オートメーションおよび
PTC は、情報ソフトウェア、サービス、
配信、スケーラブルなコンピュータ処理
オプション、および世界クラスの
パートナシップを独自に組み合せ、
貴社のニーズに合った
全体的なソリューションを提供します。

接続と革新の準備をしてください

当社は、貴社の旅に
常に寄り添って行きます。

コネクテッドエンタープライズを活用し、
革新に必要なデータを入手してください。
以下の準備をしてください。
IT と OT をシームレスに融合する

一元管理のダッシュボードと「信頼できる唯一の

情報源」にアクセスする

ユーザを企業全体からのデータと洞察に
簡単に接続する

使いやすいインターフェイスから

リアルタイムのデータにアクセスする
効果と生産性を強化するため拡張現実を使用する
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導入事例を知る

5 ページ

可能性を想像する

9 ページ

業界をリードする
テクノロジ

11 ページ

コネクテッドエンタープライズの
チェックリスト

12 ページ

革新する

13 ページ
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FactoryTalk® InnovationSuite で
可能性を広げる

未来の最も大きな成功を収める事業は、オペレーションのインテリジェンスを人材開発に応用する事業です。
貴社は、企業を管理する方法、従業員の働き方、お客様にソリューションを提供する方法を革新することが

できる洞察を得ることができます。

PTC の技術が活用されている FactoryTalk InnovationSuite は、最高の IIoT、データ分析、AR およびマシン

ラーニングを 1 つの総合的なソリューションとして提供します。 工場現場から経営中枢までのリアルタイムの

オペレーションの可視性を実現することで、さらに大きな革新、効率および収益性の可能性の力が解き放たれ

ます。

革新の準備をしてください。

ここをクリックして、PTC の技術が活用されている FactoryTalk InnovationSuite が
貴社のオペレーションにもたらす利点をご確認ください。

当社をフォローしてください。
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