
コネクテッドエンタープライズ
の価値を最大限に引き出す
第4次産業革命におけるデジタル 
トランスフォーメーション
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最適な生産、品質、法規制の遵守

コンポーネントからシステム、サプライヤからお客様にわたるバリューチェーン
全体のデジタルトランスフォーメーションは、企業の生産性、品質、コンプライ
アンス、および収益性に大きく寄与する隠れた価値の鍵となります。

 
重要な成功要因： 

これらの要因を達成するには、運用情報
と企業情報の連携とコンバージェンス 
( 収束 )、および右記の企業データの 
デジタル化によりもたらされるコストと
効率のこれまでにない可視化が求められ
ます。

 機械設備の設計

  プラントエンジニアリング、 
メンテナンス、および運用

 サプライチェーン管理

 顧客関係管理

企業データの統合と分析 バリューチェーン全体の 
成果の共有

生産資産との接続の確保 従来の生産システムの 
最適化または再設計
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「この新しいシステムでは、プロセスを
必要に応じて追加、変更、または拡張で
きます。柔軟性の向上とそれに伴うコス
ト削減だけで、わずか1年でシステムの
採算が取れました。」 

Southwest Baking Company
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企業のデジタル化についての議論で使用される用語と概念

第4次産業革命
ほとんどの場合、Industry 4.0 ( インダ
ス ト リ 4.0)、Manufacturing USA ( 製 造
USA)、China Manufacturing 2025 ( 中国製
造 2025)、Manufacturing Innovation 3.0 ( 製
造 業 革 新 3.0)、Industrie du Futur ( 産 業
の未来 )、Associação Brasileira de Internet 
Industrial ( ブラジルインターネット産業
協会 ) など、業界や政府のビジョンおよ
び新たな取り組みの一環として議論され
ています。基本的に、完全なコネクテッ
ドエンタープライズの完全なデジタルト
ランスフォーメーションです。

産業用モノのインターネット(IIoT)
IP ネットワーク接続を使用して接続され
たインテリジェント装置およびシステム。
バリューチェーン全体の隠れたデータを
最大限に引き出し、企業全体のあらゆる
レベルで、より効果的な意思決定と、よ
り効率的な運用を実現します。

サイバー・フィジカル・システム 

完全にデジタル化された物理システムで
あり、リアルタイムに共存する物理シス
テムのデジタル表現を作り出します。こ
れは、スマートセンサ、ソフトウェア、
およびアクチュエータでモニタ、制御、
および最適化できる物理コンポーネント
で構成されています。

デジタルスレッド
企業全体のデジタル・データ・フロー。
組織がデータを収集、使用、共有するた
めの共通基盤を提供します。

デジタルツイン 

物理的な実装前の試験とリアルタイム運
用の仮想比較を可能にする物理的製品、
システム、またはプロセスのデジタル表
現。生産時間を削減し、効率を最適化し、
廃棄物やスクラップを減らします。

デジタルトランスフォーメーション 
を解明する

「パラメータのトレーサビリティおよびトレ
ンド定義の機能が加わった、運用システム
と情報システムの収束と運用データの可用
性は、真のコネクテッドエンタープライズ
を目指すという私たちの目的に合致してお
り、さらに私たちは意思決定の新たな支援
ツールを手に入れることもできました。」 
アンドレア・カヴァリ氏、ガンチア社
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マシンと機器の構築
デジタルツインでは、オートメーション
ロジックと完全なデジタル表現を使用し
て、機器の設計とリアルタイムのシミュ
レーションを開始します。これには、各コ
ンポーネントのデータ、すべての相互作
用、マシン全体が含まれます。マシンの
双子の片方 ( 物理マシン ) は、設計中にシ
ミュレーションモードで実行できるため、
低コストで時間をかけずに変更できます。
工場出荷時テスト、立上げ、およびスター
トアップは、すべて迅速に行なうことが
でき、マシンの稼働後は、変更とアップ
グレードを適用前に検証できます。
製造工程と生産工程
設置前のプロセスおよび制御システムの
相互作用のシミュレーションおよびモデ
リングと、プラントのライフサイクルを

通したさまざまなプロセスおよび高度ア
ルゴリズムの試験は、どちらもデジタル
ツインを使用して行なうことができます。
多くの既存のセンサおよびモニタ装置や、
さまざまな種類の電気および制御機器に
は、詳細ではあるが非アクティブなデジ
タル記述があります。現在は、これらを
特定のマシンや機器の改善の評価に使用
する場合でも、運用のプロセスまたはワー
クフロー全体にわたって使用する場合で
も、時間的なメリットや経費削減のメリッ
トがもたらされるようになりました。
メンテナンスとオペレータトレーニング
デジタルツインの概念と仮想 / 拡張 / 複合
リアリティ (VR/AR/MR) を組合わせること
で、機器のメンテナンスと運用を強化でき
ます。例えば、複合リアリティデバイスを
装着したメンテナンスエンジニアは、予想

外のダウンタイムが発生したマシンに近づ
き、仮想情報にアクセスして問題解決をサ
ポートし、必要であれば、同じ画面を見る
ことができる遠隔地の専門家に問い合わせ
ることもできます。その後は、追加情報を
収集するようエンジニアに指示したり、問
題点を診断したり、同僚のエンジニアにそ
の修理方法を教えたりすることができます。
同じ技術をオペレータおよびメンテナンス
技術者のトレーニングに利用することで、
安全性を高め、立上げに要する時間を短縮
し、ダウンタイムを減らすことができます。

デジタルツインによる 
価値の向上
製品、マシン、コンポーネント、システムなどの物理的資産が、デジタル
の同等資産と並行して存在する場合、これらをデジタルツインと言います。 
一方の運用と変更が他方に反映されるよう互いにリンクされているため、 
デジタルツインは、マシンの作製から生産工程までのライフサイクル全体に
わたるあらゆるステージで、メンテナンスやトレーニングに使用できます。

デジタルツインがもたらすもの
 ダウンタイムを80%削減
 スループットが10%以上向上 

食品メーカが、実装前にシミュレーショ
ンモデルを使用して施設のアップグレー
ドの試験と検証を行なったことで達成し
たものです。

  ダウンタイムを50%削減
 何百万ドルものコストを削減

現在、シミュレーションモデルではなく、
物理的機器で生産シナリオ(販売促進商
品の生産高の向上、つまり安価な生産材
料への切換え)を試験している大手多国
籍企業の予測。
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デジタルスレッドに沿った 
生産の同期化
デジタル変革を実現した企業は、デジタルスレッドまたは情報の経路を製品、 
資産、システム、またはプロセスのライフサイクルを通して収集し、スマート 
マニュファクチャリングの世界を、製品およびプロセスのライフサイクル管理
と結びつけます。この情報から文脈や重要な洞察を得ることができ、適切な
情報を適切なときに適切な場所に提供することで企業のパフォーマンスを 
改善するための対応が可能になります。

製造ワークフローのデジタル化
機能するデジタルツインの構築を含む設
計段階から始まり、今では、製造および
産業システムで、デジタルスレッドに役
立つデータおよび洞察を提供できるよう
になりました。コミッショニングの後に
デジタルツインを活用することで、情報
を製造ワークフローおよび生産工程に統
合できるようになります。これらのワー
クフローと工程は、最適化された運用、
改善されたメンテナンス、トレーニング
プログラムをサポートしており、デジタ
ルスレッドに役立つその他のシステムと
の有益な連携となります。これにより、
製品および生産の全ライフサイクルの全
体的な管理が改善されます。 

一部の製造メーカや産業オペレータは現
在、デジタルスレッド概念の原理を取り
入れています。多くの企業は既に MES を
導入して、ERP、サプライチェーン、お
よびオートメーションプラットフォーム
の情報と連携して製造ワークフローを管
理しています。医薬品のような高度に規
制された産業や、自動車や航空機の製造
部門のような複雑な製品を製造する産業
で長く使用されている MES は、以下の場
合に役立ちます。
  生産工程のすべてステップがオリジナ
ルのレシピまたは設計に基づいている
ことを確認する。

  タイムリーな作業指示でオペレータを
ガイドする。

  正しい手順でステップが実行されたこ
とを確認する。

  インライン品質サンプリングやオペ
レータトレーニングなどの補助的な作
業が、製造工程に不可欠な要素として
行なわれたことを確認する。

デジタル化が 
もたらすもの

  お客様へのリードタイムを
50%短縮

 欠陥部品を50%に削減
 生産性が年率4～5%向上
 顧客満足度が向上
 市場シェアの拡大

20の製造拠点のうち19の拠点で製造
実行システムを導入した世界的製
造メーカが達成したものです。



スマートマニュファクチャリング  |   6

企業へのデジタル化の導入

発信者とユーザの間のデータの流れを生み出すことが、デジタル化の拡大、
データの幅広い利用、生産性の向上、品質の向上、および包括的な法規制の
遵守につながります。

データの可視性の向上
情報関連のボトルネックをなくすことで運
用が改善され、製造および産業データの保
存にオンプレミスとオフプレミスのクラウ
ドを使用することでバリューチェーン全体
の情報の可視性が向上します。さらに、ク
ラウドをアプリケーションの配布に使用す
ることもできます。
需要に基づく意思決定  
企業と製造システムのリアルタイム情報を
統合することで、需要の山と谷に合わせた
生産計画が立てやすくなり、生産問題が明
らかになるため早期に問題を解決できるよ
うになります。
カスタマイズ可能な製造と運用
バリューチェーンを統合すると、お客様
が必要とする的確な製品を提供できるよ
う製品構成をカスタマイズできるため、
再修正の回数、スクラップ、およびリー
ドタイムが削減されます。

顧客サービスの向上
コネクテッドエンタープライズは、生産性、
注文の予測可能性、および反応性を向上さ
せます。例えば、ある製造メーカは、お客
様へのリードタイムを 50% 短縮し、欠陥
部品を同程度まで減らすことで、顧客満足
度が向上しました。
無駄のない供給と在庫
仕入品および在庫データがすぐに取り出
せるため、供給や在庫の無駄がなくなり、
コスト効率が向上します。
メンテナンスとトレーニング
仮想現実 (VR)/ 拡張現実 (AR)/ 複合現実
(MR) により、より迅速で効果的なメンテ
ナンスが促進され、トレーニング用の現
実的なシミュレーションを作成できます
(5 ページを参照 )。
安全とセキュリティ
デジタルスレッドを活用することで、人
事管理 (HR) と生産システムの統合により
マシンとオペレータ間の適切なやり取り
を維持できます。HR システムは、オペ

レータがマシンまたはシステムにログオ
ンするときに警告を発することがありま
す。これは、例えば、近いうちにオペレー
タの再トレーニングが必要となることを
示している可能性があります。あるいは、
トレーニングを受けていないオペレータ、
またはトレーニングを受けたことはある
が最新のものではないオペレータへのア
クセスを拒否する可能性もあります。
新たな収益源
デジタルトランスフォーメーションは、
企業がお客様に価値をもたらす新しい方
法を見出すように新たな収益源を生み出
すことができます。B2C でも B2B 環境で
も、コネクテッド製品またはコネクテッ
ドサービスの機会により状況が変化して
います。例えば、一部の組織では現在、
自社製品の販売を補完するために「サー
ビスとしての装置」を提供しています。

IIoTがもたらすもの
 新たな収益の流れ
 生産性の向上
 収益の増加

アクセンチュアCXO調査に回答した
役員の84%が予測しています。
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ネットワーク、 
セキュリティ、戦略
セキュアなイーサネットのバックボーン
は、デジタル変革を実現した企業にとっ
て絶対不可欠なものです。

セキュリティ戦略に成功すれば、リスクの許
容範囲に対応できるようになりますが、これ
はよく無視されるリスクです。製造および企
業セキュリティに対する多重防御アプローチ
は、ネットワークにとどまらない実績ある戦
略です。
自社の製品およびソリューションに多重防御
セキュリティ対策を組込んでいるサプライヤ
および産業パートナを選ぶことが重要です。 
優れた管理業務を促進し監視するセキュリ
ティポリシーおよび手続きの策定には、以下
が含まれます。
 セキュリティトレーニング

 常にセキュリティ意識を持つこと

 効果的な実施
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企業での導入

効果的な実装戦略には、セキュリティ保護されたイーサネットネットワーク戦
略、ポリシー、および技術を使用して、情報技術(IT)と運用技術(OT)のスタッ
フ、プロセス、および技術をまとめる必要があります。これを実現する方法は
多数あります。

サービスとしてのインフラストラクチャ
(IaaS)
IaaS モ デ ル は、 事 前 に 設 計 さ れ た ソ
リューションに基づいたセキュアなイン
フラ基盤の構築を可能にします。これは、
IT の概念を製造現場に適用し、複数年に
わたって低い運用コストで統合アーキテ
クチャのエンジニアリング、構成、およ
び導入を活用します。このモデルを導入
すると、管理セキュリティサービス、脅
威検出、インフラ基盤の監視、および年
中無休の 24 時間体制のリモートサポート
によって、インフラ基盤の保護とメンテ
ナンスが可能になります。

請負サービス
外部の専門知識をとりいれてセキュアな
ネットワークを実装することで、IT また
は OT コミュニティの日常業務の中断を
最小限に抑えながら、迅速な配備を実現
できます。

ロックウェル・オートメーションの包括的な
専門知識によって、効率的で費用効率に優
れたタイムリーな導入を促進できます。

IaaSがもたらすもの
  簡略化された費用効率に 
優れた技術の展開

 積極的かつ段階的な最新化
  ダウンタイムの影響を予測
可能/低減

  完全に管理されている 
サポート

産業用データセンータ(事前構成済みで
スケーラブルな仮想サーバ)、ソフトウェア、
イーサネット、24時間体制のリポート 
サポートを含むIaaSソリューションを導入
している製造会社が達成したものです。
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今こそデジタルトランスフォー
メーションを実現するときです
機械装置メーカ(OEM) – 競争上の優位性 

機械装置メーカとして、貴社と貴社のお
客様に付加価値を与え競争上の優位性を
得ることができます。これまで分離され
ていたマシンデータは、性能の向上、マ
シン故障の早期警告、サポートコストの
削減に役立つ洞察に変わります。組織
は、予想外のダウンタイムの削減に重点
を置いて、お客様の施設内または複数の
施設間で、マシンに接続状態を維持する
サービスを提供することもできます。さ
らに、使用パターンに関する優れた洞察
は、マシン、機器、または最終顧客の製
品開発における革新をもたらす可能性が
あります。
製造メーカおよび産業オペレータ – 
 新しい労働力 

人口構造の変化によって、製造メーカや
産業の運用者には退職、経済拡張、およ
び技術発展という労働力の課題が生み出
されており、企業の人材配置が困難に
なっています。新たな人材には既存の技

術に必要なスキルが欠けていることがよ
くありますが、業務や技術についての新
たなビジョンをもたらしてくれることも
あります。組織は、新入社員が利用でき
る繰り返し活用可能なプロセスとツール
を作成するために、離職する人材の持つ
知識を得る必要があります。さらに、革
新的な技術により業績を向上させる方法
や、新しい人材を引き付ける仕事を提供
する方法も活用してください。
ビジネス – 新たな機会 

変革は既に始まっています。技術も存在
しています。人々にビジョンとエンパ
ワーメントをもたらすとともに、次のス
テップを成し遂げることができます。最
初の変革は、運用と企業情報グループの
コラボレーションとコンバージェンスか
ら始まります。これまで、これらの 2 つ
のグループが分離されていたことが進
歩を阻んでいました。デジタルト
ランスフォーメーションは、彼
らを共通の目標、つまり企業

の成功へと導きます。大手企業は、生産
性を向上させ世界的な競争力を維持す
るため、既にデジタルトランスフォー
メーションへの移行が進んでいます。 
このような企業は、自社の製造資
産の価値を最大限に引き出し、
改善された利益を株主に還元
しています。
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デジタル化に向けての 
準備
コネクテッドエンタープライズを作るための組織の 
デジタルトランスフォーメーションは、イベントではなく旅です。

これには、経営陣のサポートと継続的な努力が必要です。これは、 
製造工程や生産工程だけでなく、企業文化も変えるでしょう。 

ここから始まります。

企業のリーダは、目の前にある課題
と機会を見極めなければなりません。 

「サプライチェーンのギャップはどこに
あるか ?」「業績不振を示唆する現在の
KPI はあるか ?」「より良い結果を生む新
しいプロセスがあるか ?」「どこに価値
を見いだせるか ?」
文化と経営陣の資金面での支援を評価する

「IT および OT スタッフの現在の文化規
範は何であるか ?」「どこで共通理解を
築き、信頼感を得ることができるか ?」 

「経営陣による継続的な資金面の支援は
期待できるか ? また、進捗状況の評価の
ための定例会はあるか ?」

陳腐化したものを見つける
「自社の技術基盤に陳腐化した領域
や、はっきりと識別できるギャップ
はあるか ?」
ネットワークをアップグレードする
ネットワークと既存の産業用制御構造の
安全確実なアップグレードが不可欠で
す。将来の構成、継続的なポリシーの実
施、さらに進んだ先進技術の導入に備え
て、具体的な計画を立てて設計する必要
があります。

データを活用し分析を適用する
データを整理し、定義して適用する必要
があります。運用と企業のあらゆるレベ
ルで価値を生み出すために、データの分
析、状況に当てはめて説明し、視覚化す
るアプリケーションとデバイスを指定し
なければなりません。
ロックウェル・オートメーションにご相談く
ださい
戦略コンサルタントと実施するシステム
インテグレータは、企業のデジタル化の
承認を望んでいます。しかし、企業の取
り組みを運用に結び付けるには、人材、
プロセス、技術にわたる変更管理要件を
理解している運用の専門家との直接的な
協力が必要です。
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スケーラブルな実行
ワークフローの遵守、連携、および追跡に役立
ちます。品質または性能を重視したアプリケー
ションから、業界固有の一連のアプリケーショ
ン、または複数プラントでの展開を実現する包
括的な製造実行システム (MES) にいたるまでの
スケーリングを行ないます。

スケーラブルな分析 
さまざまな新しい装置、エッジデバイス、オン
プレミスとオフプレミスのクラウドプラット
フォームで、ソースおよび消費者に最も近い情
報をコンピューティングし、掲示します。デー
タから、迅速かつ簡単に値の増分計算を行なう
ことができます。

コネクテッドサービス 
社内チームのトレーニングおよび補完を目
的としています。スマート・マニュファク
チャリング・システムの設計から、実装お
よび最適化までを範囲とします。継続的な
改善の取り組みによって、生産データの最
大限の活用が可能になります。

デジタルトランスフォーメーション 
を可能にする

コラボレーションと設計ツール 
知識のシームレスな収集と共有を可能にし、
チームがより良い意思決定を行なえるように
します。インシデント、デバイス情報、アラー
ム、トレンド、位置、およびパフォーマンスの
向上に役立つその他の情報の共有と考察に使
用できます。

企業は、ライフサイクルを通じてデジタルトランスフォーメーション
を継続して使用するために、技術と文化の両面において、実践的な対
策を講じることができるようになりました。ここでは、ロックウェル・
オートメーションがお手伝いできる分野をいくつか紹介します。
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