
製品とアプリケーションの 
ライフサイクルのサポート
適切なサービスプロバイダはお客様の 
社内サポートチームを強化し、 
ピーク効率での生産を可能にします
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複雑な産業分野でのサポート
お客様の運用の耐障害性は、運用を維持するサポートチームに委ねられています。しかし、
多くの社内メンテナンスおよびサポートチームは運用の維持に苦慮しています。

• 製造メーカや工業生産者の多くは、設置されてから何十年も経っているシステムに対して
さえ、機器の正式なライフサイクル計画を立てていません。

• 最新の運用は複雑さ、接続性、変更の頻度、制限の厳しさが増しており、モビリティやクラ
ウドサービスなどの新しい技術を使用します。これらすべてが、システムの維持や稼働時
間の最大化における新しい課題を生み出しています。

• システムの複雑さが増す一方で、それを維持できる熟練した人材を雇用できる機会は減少
しています。世界的なスキル不足は、メンテナンス、修理、およびアップグレードに必要な
専門知識を得ることをより困難にしています。

• 常にコスト削減の圧力がかかることで、チームの人員不足からトレーニング不足に至るま
で、さまざまな面でメンテナンスに影響が及びます。

オートメーション・サービス・プロバイダはお客様の社内チームを補完し、これらの課題 
解決を支援するだけでなく、お客様の機器の性能を最大限のパフォーマンスレベルまで 
引き上げます。

1 2010 Process Automation Study (ARCアドバイザリグループ )
2 Help Wanted: American Manufacturing Competitiveness and the Looming Skills Gap (Deloitte) (2015年 )
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6
10



製品とアプリケーションのライフサイクルサポート |   3

社外サポートの活用
オートメーション・サービス・プロバイダは、お客様が必要とする重要な支援を提供します。

• 10年以上前のシステムの使用による陳腐化リスクを削減

• 接続性が向上した現在の運用におけるネットワークおよび生産稼働時間を改善

• スキル不足が進む中で運用を保護するための従業員トレーニングおよび知識保持を 
サポート

• 重要でも日常的には不要な作業をサポートすることで、作業員は日々の重要性の高い 
業務に専念可能

• 縮小する予算にやさしいメンテナンスコストの削減

しかし、よく問題となるのはサービスプロバイダを使用するべきかどうかではなく、どのプロ
バイダを使用するべきかです。サポート能力、技術的なノウハウ、規制に関する専門知識、 
および地理的な環境はベンダーによって異なります。

多くの場合、より多くの分野をサポートできる単一のサービスプロバイダを使用するアプロー
チが好まれます。サービスと専門知識が広範な単一のベンダーは、以下のような支援が 
行なえます。

• より効果的な個別サポートおよび総合サポートを提供

• メンテナンスおよびサポート作業の一貫性を維持

• ビジネスニーズの変化に対応し、サービスおよびサポートのレベルをより簡単に調整

「サプライヤは多くの競争上の優位性をもたらし、
オートメーション・サービス・プロバイダの役割を 
問題なくこなしています。オートメーション・ 
サプライヤは、独自のソリューションに関わる 
製品やアプリケーションについての非常に深い
知識を備えています。」1

1 Supplier Provided Automation Services (ARCアドバイザリグループ ) (2015年 )
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最適なサポートパッケージの選定
スケーラブルなサービスパッケージを提供するオートメーション・サービス・プロバイダは、 
お客様固有のビジネス目標や運用ニーズ、またはご予算に合わせて非常に柔軟に対応
できます。これらのパッケージは拡張性に富んでおり、制限付きから非常に広範なもの
までオプションで選択できます。

オンデマンドサポートは、要求に応じて限られた範囲で提供されます。このレベルの 
サポートは、お客様の運用の稼働状態を維持するため設計されており、基本的な 
サービスです。年中無休 24時間の電話サポートなどでリモートで提供する場合も、 
現場でトラブルシューティングやメンテナンスを支援する場合もあります。

統合サポートは、お客様の日常の業務にシームレスに織り込まれ、ダウンタイムの 
軽減と防止の支援を目的とした継続的なサポートを提供します。部品管理から緊急の 
エンジニアリングサポートに至るまであらゆる業務をサポートするサービス契約および
保守契約により、お客様の特定のニーズに合わせてサービスをカスタマイズすることが
でき、リモートでも現場でも提供可能です。

マネージドサポートは、お客様の現場の作業員を補完し、生産の最適化を支援します。
サービスは、お客様のアプリケーションや生産ニーズに特有の重要なビジネス結果の 
達成を念頭に構築されています。コンサルティングのアプローチで特定および提供され
るアプリケーションサポート、リモートモニタおよび分析サービス、そしてカスタム・ 
トレーニング・プログラムが組み合わされ、お客様の最適なパフォーマンスの達成を支援
します。

24/7
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オンデマンドサポート
オンデマンド・サポート・サービスは、お客様の特定の課題に基づいて選択し、必要なときにだけ
使用することができます。

• リモートソフトウェアおよびハードウェアメンテナンス : ソフトウェアの更新により、重要な
ソフトウェアおよびファームウェアを維持できます。電話によるサポートおよびオンライン 
サポートを使用すれば、お客様の作業員は技術的な専門知識、トレーニングサポートなどを
年中無休 24時間受けることができ、問題発生時の解決に役立てることができます。

• オンサイトメンテナンス : 工場で鍛え上げられたエンジニアがお客様の下を訪れ、産業メン
テナンス、生産に関する問題の解決、ピーク効率の維持などをサポートします。

• スタートアップと立上げ : フィールドサービスの専門家が、お客様がスケジュールに沿った
生産目標を達成できるよう、新しい機器の稼働を支援します。

• 部品修理および交換 : 再製造サービスでは、お客様の産業オートメーション機器の交換、 
または元の動作状態の復元が可能です。

• 産業オートメーショントレーニング : 特定の職務に対応したトレーニングコースにより、 
お客様の作業員が関連する作業に関して必要なスキルを身に付けられるよう支援します。

ロックウェル・オートメーションのTechConnectSMサポート
質問と回答のアーカイブは私にとって重要です。 
それは、私が遭遇した課題の多くが既に対処済みであることが 
分かるからです。」

– メンテナンスエンジニア

「

ロックウェル・オートメーションの 
リモートサポートで稼働時間を
改善
• ソフトウェアの更新により、お客様のソフトウェ
アを維持することで、危機の回避、システム 
機能の延命、およびユーザエクスペリエンスの
向上が可能です。

• 電話サポートは、お客様の作業員のコンポーネ
ントの設置や構成、問題のトラブルシューティ
ング、および生産に関する問題の解決をリアル
タイムに、現地の言語で支援します。

• オンラインリソースでは、ライブ・チャット・ 
サポート、アーカイブされた回答、製品に関す
る情報の通知、トレーニングサポートなどで 
お客様の日々の課題解決を支援します。
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ロックウェル・ 
オートメーションの 
診断信頼性サービス
このサービスにより、ダウンタイム中
の平均修理時間が最大で 5%改善し、
手作業によるデータ収集時間が最大
で 70%短縮します。

統合サポート
統合サービスはリモートでも訪問形式でも、お客様の日常の業務に組み込めます。これらの
サービスでダウンタイムの発生を防ぎ、機器のパフォーマンス改善を促進します。

• リモートおよび施設でのサポート : お客様独自のニーズに合わせてカスタマイズした部品
管理や施設でのエンジニアリング、予防保守といったサービスを保証された対応期限内に
提供できます。これらのサービスは料金が固定されているため、サービスの費用が安定し、
コストを予想しやすくなります。

• アプリケーションの最適化 :  診断サービスは、お客様の資産内の豊富なデータをすぐに 
使用可能なインテリジェンスに変換し、メンテナンス戦略およびオペレーションの効率の 
改善に役立てます。

• パフォーマンスのモニタおよび管理 : リモートモニタおよび分析サービスは、お客様の 
貴重なパフォーマンスデータに接続し、データを収集します。これにより、予期しないダウン
タイムが発生する前に問題を特定し、重要な資産のOEE(総合設備効率 )を向上できます。

• 在庫管理 : 部品管理契約により、お客様のスペア部品在庫の管理をサービスプロバイダに
移管することで、不要な在庫の増加を避けつつ部品にいつでもアクセスできるようになり
ます。

• ライフサイクル管理 : ライフサイクル延長契約では、技術サポートおよびスペア部品が提供
されるとともに、現場でエンジニアリングに関する専門知識を得ることができ、旧式のシス
テムまたは生産が終了しているシステムを使用するリスクを軽減できます。

• 移行管理 : 変換サービスは、老朽化したシステムの移行方法の立案とその実行を支援します。

• 運用およびメンテナンストレーニング : ワークフォーストレーニングにより、従業員の能力の 
向上、生産の一貫性の改善、および生産全体の強化が可能です。

ライフサイクル延長契約
お客様のメンテナンス作業を補完するサービス
契約には、カスタマイズによって以下を含める
ことができます。

• 保証付きの修理サポート

• 旧式の製品のリモートサポート

• 旧式の製品のスペアパーツ

• 最終購入オプション

• エンベデッド (常駐 )ライフサイクル 
エンジニア
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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
ある世界的な鉱業会社は、運用全体に対する年中無休
24時間体制のサポートを提供するロックウェル・オート
メーションのアプリケーションサポートを活用しました。
これによって、この会社のダウンタイムは年間 50時間
以上、金額にして年間約 110万ドルが削減されました。

マネージドサポート
現場のスタッフを補助するこれらのサービスは、生産性の向上、システムパフォー
マンスの最適化、稼働時間の向上をお手伝いすることができます。

• アプリケーションサポート : 専属のオフサイト・サポート・チームがお客様のチー
ムの一部となり、傾向の認識と応答、勤務終了後の支援、施設に関する知識の
保持などをお手伝いします。

• リモート管理 : オフサイトチームによって管理されるリモートモニタおよび分
析サービスは、お客様のアセットパフォーマンスを追跡および最適化に役立つ
だけでなく、動作が事前定義されたパラメータの範囲から逸脱すると現場のス
タッフに通知します。

• 予知保全 : サポートエンジニアがお客様の重要な資産を継続的にモニタおよび
分析し、現場のスタッフにリスクを事前に通知することで、ダウンタイムが発生
する前に問題を解決できます。

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

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。」

– プラントエンジニア

「
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リソース
現在の運用において稼働時間を維持することは、いまだかつてないほど困難になって
います。なぜなら、社内のサポートチームが老朽化した機器や、複雑さの増加、スキル
不足、予算不足といった問題に直面しているからです。オートメーション・サービス・
プロバイダは、このような状況に救いの手を差し伸べることができます。オートメー
ション・サービス・プロバイダはお客様が必要とするサポートサービスや専門知識を 
備えており、要件に適したパッケージを提供します。

プロバイダを評価する際には、提供されるサービスやコストは評価対象の一部にすぎ
ない、ということにお気を付けください。お客様の成功を支えるのは、究極的には 
プロバイダの知識、経験、そして可用性です。サービスプロバイダの選定時に考慮す
べき重要な基準には、以下のような項目が挙げられます。

• グローバルなサポート経験

• ワークフォースの規模および平均経験年数

• グローバル・サポート・センターの数および場所

• その分野における専門知識

• 現地の言語でのサポート

• トレーニングコースの種類

• 産業セキュリティポリシーおよび手続き

リモートサポートとトレーニングの支援のため
にロックウェル・オートメーションを採用した 
ことで、チームは既存の製品プロセスの 
最適化と生産性の向上に注力できるように 
なりました。」

– 技術部長

「
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