
最新のテクノロジを活用しなければ 
スマートマニュファクチャリングを 
実現できません。
でも、どのように始めればよいでしょうか?



グローバル化 – 国際市場での 
競争力保持が急務となっているため、 
スマートマニュファクチャリングへの 
重要度の高まりがさらに加速
スマートマニュファクチャリングの概念については、生産性とパフォーマンスを
向上させる新しいアプローチやテクノロジを支持する政府や業界のさまざまな
新構想で、耳にしたことがあるかと思います。

スマートマニュファクチャリングの時代が到
来し、インダストリ4.0、先進製造パートナー
シップ2.0 (AMP 2.0)、「中国製造2025｣計画な
どの新構想や、生産工程の生産性とパフォ
ーマンスを向上させる新しいアプローチ、テ
クノロジ、および規格を支持する世界中のそ
の他の構想により進化し続けています。しか
し、このような新構想が表すビジョンを実現
するには、現在の製造環境にどのような変革
が必要なのでしょうか。

アップグレードのリスクとコストの十分な根
拠を示すことは、単に現状を維持すること
よりも困難なことでした。システムは独立し
て運用できます。つまり、装置が陳腐化し運
用費がかさむ可能性があります。しかし、陳
腐化の脅威は、システムのアップグレードほ
ど困難な問題ではないと思われることが多
く、移行により受けるメリットよりも移行の
リスクの方が上回っていました。現在は、ス
マートマニュファクチャリングの登場により
多くのことを見直さなければならなくなって
います。
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実際、産業用モノのインターネット(IIoT)戦略で取り上
げられているような最新のテクノロジにより、先進的な
メーカはスマートマニュファクチャリングのメリットを
得ることが可能になっています。早期導入者は、テクノ
ロジを進んで利用することで、プロセスを最適化し、 
優れたパフォーマンスと高い効率を実現しています。

導入すべきときではありませんか?
  運用コストの低減、または消費者の需要の変化への対応に迫られて 
いませんか?

  新しいテクノロジによって、生産性の向上やダウンタイムの低減を図る 
ことができると考えていますか?

  情報に対する高い可視性を得て、運用から大きな価値を引き出し、 
迅速に対応する方法を知っていますか?

 国際競争力について不安がありますか?

スマートマニュファクチャリングとは、3つの主要な生産性要素、つまりオートメーション、運用情報、高度な
分析の統合を意味します。これらの要素は、オープンプラットフォームを通して各マシンをつなぎ、マシンが
「考えること」、つまりリアルタイムに反応することで、バリューチェーン全体の生産性を高めることを可能
にします。
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このテクノロジは、業界に改革をもたらし、産業用アプリケーション内
に組み込まれたインテリジェントな「モノ」から、かつてない量のデー
タを取り出すことができるようになりました。情報を簡単に利用できる
ようになったことで、情報を取得する戦略をとっている企業は、生産性
や国際競争力が向上します。集約されるデータセットが大きくなるほ
ど、ビジネスはより「スマート」になります。その課題は、組織の全部署
がすぐに使用でき理解できるようなデータにするデータの関連付け、
効率の最大化、価値の創出です。

「現代化」は、ほとんどの場合、ビジネス上の緊急の問題または運用に対するリスク
(生産予測のミス、製品切換えの問題、予備部品の不足など)に対処するための新し
い装置やテクノロジの導入を指します。しかし、現代化は、スマートマニュファクチャ
リング戦略を実施し、コネクテッドエンタープライズ(The Connected Enterprise)か
ら価値を得るための手段でもあります。これには、(ネットワークやセキュリティのよ
うな)インフラ基盤の変更、産業制御、および情報システムだけでなく、労働力の変
化や広範囲なサプライチェーンに関する考察(スケーラブルなコンピューティング
や分析など)も含まれます。

問題点と機会  
何について話し合えばよいでしょうか?
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現代化戦略とは必ずしも「完全な置き換え」を意味するわけではなく、どちらかと言
えば、従業員、プロセス、テクノロジなど、運用のすべての側面に対処するロードマッ
プを積極的に作成することを意味します。製造メーカは、現代化によって、将来の運
用を見据えて、現在の市場における価値を引き出すことができます。

現代化への取り組みが成功すると、ビジネスモデルを根本から変え、新しい収入源
を作り出すことができるため、従業員、マシン、およびプロセスの最適化が促進さ
れ、以下のような現代的なテクノロジを活用できます。

  モビリティと可視化

  情報の管理と分析

  スケーラブルなコンピューティング

  汎用性に優れた制御と情報

  セキュアなネットワークインフラ基盤

IndustryWeekの調査で回答を得られた企業のう
ち約半分(45%)が、サプライチェーンの効率の向上
にはインターネット対応の装置が役立っていると
答えています。さらに、インターネット対応のデバ
イスについて、全回答企業の半数が予知保全に
役立つと回答し、59%が品質管理と在庫管理に 
役立つと回答し、56%が稼働時間の向上に役立つ
と回答しています。

出典：http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sp/cie-sp007_-en-p.pdf?event-category=Whitepaper&event-action=Download&event-label=ConnectedEnterprise_ConnectivityDataIntegration_EN スマートマニュファクチャリング  |   5
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スマートマニュファクチ
ャリングを採用している
企業の82%が効率が向上
したと回答し、45%が顧
客満足度が向上したと回
答しています。
出典：ASQ 2014 Manufacturing  
Outlook Survey CE ebook

高度に繋がって 
知識を活用する運用
スマートマニュファクチャリングの「スマート」は、高度に繋がって知識を活用
する産業企業です。このような企業は、デバイスとプロセスを結び付けてモニタ
し最適化することで、生産性、サステナビリティ(持続可能性)、および経済性を 
強化しています。

現在、これは、スマートオブジェクトおよびマ
シンの相互通信、自己構成、データの分析、
故障の予測と防止、製造プロセス内での変
化への適応を可能にする進歩を考慮に入れ
ることを意味します。この自己認識とシステ
ム認識が可能なこの接続により、効率性とビ
ジネス価値が向上します。

最終的には、より小さなフットプリントのリ
アルタイムデータ分析を使用して情報を関連
付けることで全従業員に対応するようにな
り、さらに従業員は、オペレータとして知識
労働者のチームに発展します。

スマートマニュファクチャリングを推進する
企業は、柔軟性、敏捷性、効率性、対応の迅

速さ、協調性に優れています。成功のために
重要なことは、デジタル、製造、および産業
能力を継続的に管理できるITとOTのシーム
レスな協力と統合です。これにより、リアル
タイム分析に基づいたリアルタイムな生産変
更を行なうことができます。これで、生産能
力ではなく、需要に応じた生産が可能になり
ます。

現代的な運用では、組織はサプライチェーン
とデマンドチェーンの間を積極的に行き来し
て、外部のイベント、サプライヤとお客様の活
動、景気動向、市場の変化に対応します。こ
の適応性により、競争力、効率性、利益性、将
来的発展性が向上します。
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達成可能な目標 
を達成するための青写真
スマートデバイスやスマートセンサの普及により、スケーラブルなコンピューティ
ングの可用性、ソフトウェアソリューション、および複数のネットワークテクノロ
ジが1つになったITとOTの収束により、データがすぐに使用可能な洞察力のある
情報に変換されます。

これにより、企業全体の意思決定者には、運
用に対する新しい可視性と共に、リアルタイ
ムのパフォーマンスの基準やコストなどのビ
ジネスの展望に従って決定を下す能力も与え
られます。

これらのソリューションを実施する最初のス
テップの1つは、現在の運用やビジネス目標
に基づいて組織のニーズを見極めることで
す。ニーズを特定すれば、現代化戦略を導入
して、以下の形で大きなメリットを実現し、総
所有コストを低減できるようになります。

  市場導入時間の短縮 
インテリジェントデバイスによる需要主導
の生産のサポート

  顧客満足度と顧客体験の向上 
製品の品質、納品、およびカスタマイズの
向上

  資産の活用と最適化の改善 
装置の信頼性、品質、エネルギー管理、 
および予知保全の改善

  企業全体のリスク管理の向上 
脅威にさらされることがあまりない、 
よりセキュアな運用環境

  人員効率の向上 
コラボレーションと問題解決の強化

業績優秀者が24%の 
売上純利益率を達成
出典：MESA Research
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新しい価値と機会

生産性の向上

装置とデバイスは、自己分析、予測、変化への
適合が可能な知的資産に変わるため、プロセ
スおよび装置をリアルタイムにモニタできる
ようになり、効率が上がってパフォーマンス
が向上します。この知識があることで、より

迅速で優れたビジネス上の決定を下すこと
が可能になり、生産性および品質が向上し、
正確かつ高い費用効率で需要を満たすこと
ができます。

自動車メーカは、自動データシステムを導入
することで、OEEおよび生産性が50%向上し
ました。

製薬会社は、一貫性のないプロセスやシス
テムをなくすことで、生産性が65%向上しま
した。

食品&飲料会社は、管理および情報アーキ
テクチャを統合したことで、生産性が2倍に
なりました。
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インテリジェンス 
の向上
スマートマニュファクチャリングでは、多くの
既存のデータを最大限活用し、リアルタイム
にデータを関連付け、すぐに使用可能な情報
に変換します。また、過去のデータを照合し
て洞察力を活用することで、将来の計画を支
援します。

ユーザは、手作業によるレポートを止め、縦
割り型となっている運用、施設、サプライヤ、

およびお客様を、より迅速で統合された独立
したプロセスに結び付けることができます。

変化するお客様のニーズに対応する機能の
改善によって、需要に応じた生産に適した
ワークフロー管理が実現し、サプライヤの納
品に対する深い洞察が得られるため、在庫費
用が改善されます。

石油&ガス会社は、故障の可能性をリアル
タイムに予測することで、不測のダウンタイ
ムを最小限に抑えました。

自動車メーカは、ERP、生産、サプライチェー
ンの間のリアルタイムデータフローにより、
ほぼ無欠陥の納品を実現しました。

飲料会社は、集中運用によって、ガロン単位
までの製品追跡を実現しました。
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安全性と 
セキュリティの向上
現在は、ビジネス継続性とリスク管理のために、セキュリティを全体
的な安全戦略の一部と考える必要があります。同時に、スマート資産
とスマートロボットがある場合は、生産性の向上とリスク緩和のため
にスマート安全が必要になります。

これは、作業者の安全の先にある消費者の安全をさらに超えた、予
防的安全管理のニーズへの対応が求められることを意味します。これ
には、測定可能な施設のパフォーマンスの違いを示す現代的な統合
型テクノロジが必要です。

最高のクラスの安全戦略がある場合、これは単なるコンプライアン
スではなく、企業文化にとって欠かせないのものになります。

同時に、セキュリティに対する何層もの多層防御アプローチによっ
て、内部および外部の違反から保護されるので、組織は接続性を十
分に利用しながらリスクを軽減できます。

鉱業会社は、テクノロジを利用して、採掘現
場から港湾まで完全な可視性を実現しまし
た。離れた場所からも情報にアクセスできる
ようになったため、作業者を危険な環境に置
く必要がなくなり、安全性が高まりました。

石油&ガス会社は、事故を発生前に検知し
解決できるようになったことで、ダウンタイ
ムを回避でき、安全性が高まりました。

廃水会社は、起動と停止の回数が減り、装
置間のデータ通信が増え、工場作業員のリ
スクが減りました。
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新しいビジネスモデルの確立 製造会社の取締役の 
3分の 2が、今後 5年の 
間にIoTによって利益性
が増大すると考えてい
ます。
出典：MPI Group 

モノのインターネット(IoT)戦略などの最新のテクノロジは、技術革新と運用の新
しい方法を推進します。資本財の販売から、サービスとしての製品の販売に移行
した一部の組織は、マシンの使用率をモニタし、それに応じて料金を請求するこ
とが可能になりました。また、他の組織では、アドオンを提供するか、または今ま
でにない新しい方法で情報を利用することで、B2BとB2Cの両方の市場でお客様
にとっての価値を創出しています。この「サービスとしての」アプローチにより、
高い価値を提供し、お客様との間により深い関係を築くことができます。

食品&飲料会社は、IaaS  (サービスとしての
インフラストラクチャ)ソリューションを使
用してCAPEXからOPEXにシフトし、トラブ
ルシューティングに要する時間を90%削減
しました。

自動車メーカは、2百万以上のバリエーショ
ンがある自動車の生産をリアルタイムに管
理できます。

石油&ガス会社は、スケーラブルなモニタ
および管理ソリューションを展開し、高価
な資産の効果的な活用を実現することで、
要請を受けたときと定期保守が可能になり
ました。
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コネクテッドエンタープライズ： 
スマートマニュファクチャリングを 
実施中

当社は、製造、生産工程、および情報技術に
対する経験と知識を活かして、現在と将来の
ニーズに基づいた、企業の模範となるモデル
を開発しました。コネクテッドエンタープラ
イズにより、ITとOTは堅牢かつセキュアで協
調性に富む1つのアーキテクチャにまとめら
れます。これにより、データが開放され、デー
タを関連付けてすぐに使用可能な情報に変
換されます。

この知識によって、優れたビジネス上の決
定を迅速に行なうことができ、開発期間の
短縮、総所有コストの低減、資産活用の改
善、企業のリスク管理、人員効率の向上に
より、生産性と品質が向上し、高い費用効
率で正確に需要を満たすことができます。 
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物事を進め続けている間に、 
物事を先に進めることができます
コネクテッドエンタープライズによって可能になるスマートマニュファクチャリングでは、
装置、マシン、センサ、およびデバイスが、1つの最新のオートメーションシステムに統合され
ています。これにより、運用の可視性が向上し、作業者とマシンがスマートに協力し合うこ
とができます。

当社は、自社の装置およびシス
テムを現在の情報活用社会に展
開しようとしている産業企業向
けのロードマップとして、コネク
テッドエンタープライズの実行
モデルを開発しました。このプロ
セスには、焦点となる分野が4つ
あります。

製造メーカおよび産業オペレー
タが、現在と将来における運用
のニーズに対応するために、個
々のニーズ、課題と機会、インフ
ラ基盤、準備状況、およびリソー
スによって決まるペースで現代
化のプロセスを進むことができ
るように、このモデルを開発しま
した。

 評価と計画
既存のIT/OTのインフラ基盤(情
報、制御とデバイス、ネットワー
ク、およびセキュリティポリシー)
のすべての面を評価し、現在の
環境を基準として、現代化のため
の優先的な戦略を開発します。

 保護とアップグレード 
OT/ITネットワークおよび自動制
御を安全にアップグレードし、
新しい構成、最新のテクノロジ
(モビリティ、ビッグデータ、クラ
ウドコンピューティングなど)、
および可視性とパフォーマンス
の向上に備えます。

 データと分析
最適な利益を得るための既存の
データと新しいデータの使用方
法を決定し、その方法とスケー
ラブルな分析的戦略を有効利用
して継続的な運用改善を実現し
ます。

 最適化とコラボレーション 
社内のビジネスプロセスおよび
チーム、サプライヤ、およびお客
様と協力して、リアルタイム情報
の使用を企業やバリューチェー
ン全体に拡大し、内部および外
部のイベントへの対応に活用し
ます。
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コネクテッドエンタープライズについては、ロックウェル・オートメーションと 
当社パートナまでお問い合わせください。

  販売、製品、サービス、および技術サポートの疑問に関する答えが得られます。 
詳細はこちら

  業界をリードする販売業者やシステムインテグレータなどで構成される 
ロックウェル・オートメーションのPartnerNetwork™を通じて、貴社の 
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