
スマートマシン 
およびスマート機器の
再考
従来の「スマートマシン」は 
データを提供していました。 
新しいテクノロジにより、 
今日では差別化された価値を提供します。



サイクルタイム。生産率。稼働時間。少し前まで、 
アセットパフォーマンスの測定は単純でした。 
しかし、それは過去の話です。

ジャスト・イン・タイム生産、複数のSKU、製品ライフ
サイクルの短縮、そしてスキル不足といった新たな 
現実により、状況は変わりました。そして、より高い 
生産性と柔軟性を兼ね備えたマシンを求める時代が 
到来しました。より簡単な方法で連携をとれてより 
スマートに作業できるマシン、プロセスの効率化と 
最適化を目的として構築された機器。

つまり、製造メーカは、現代の課題に対応できる 
革新的な機器を必要としています。

焦点になりつつある 
新たな可能性の世界
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最も重要なことは何か
お客様は機械装置メーカ (OEM)として、市場の課題にどのように対応して
いますか。高度なテクノロジを利用して、生産環境内外にセキュアかつ 
安全に接続する基盤上に構築された、情報対応型のスマートマシンや 
スマート機器で対応していますか。

コネクテッド・デジタル・テクノロジは、機器を差別化する 
新しい方法を可能にし、お客様に最も重要な結果をもたらします。

リアルタイムの情報で生産性を向上

セットアップと切換えを高速化

予知保全により計画外のダウンタイムを低減

診断とレポートへのリモートアクセスの安全確保

トレーニング、運用、保守の簡素化
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デジタルトランスフォーメーションの 
明らかな可能性

マシンの準備はできていますか？

明確なデジタル思考
今日のほとんどの生産企業はデジタル化に投資しています。しかし、デジタルトランス
フォーメーションへの道のりは長く、必ずしも簡単ではありません。

旧式マシンがデータ統合や情報の透明性の妨げになることもよくあります。また、 
新しい機器やシステムでさえ統合が困難な場合が多く、パフォーマンスを最大化する 
ために必要なレベルの生産情報を提供できません。

お客様は、スマートマシンやスマート機器を利用してデジタルコンテンツを共有し、 
よりスマートな運用を可能にして成果を向上させるために、機械装置メーカの 
サポートを必要としています。しかし、テクノロジがこれほど急速に進化する中で、 
どこからどのように始めればよいのでしょうか。

成功の糸口は、デジタルに対する明確な思考です。今日において、それはお客様の 
成果の向上やマシンの差別化を達成する方法についての思考だけではありません。 
お客様自身のデジタルへの道のりと将来の目標について、そしてどのテクノロジを 
利用すれば、より迅速に、かつ高い費用対効果でそれを実現できるかについての 
思考でもあります。

50%

40%

50%

97%

立上げ時間の短縮

メンテナンスコストの削減

計画外の 
ダウンタイムの低減

ランプアップ異常の低下

指標は、CIMData、Aberdeen Group、Gartner Group、IDC、PTC、および 
ロックウェル・オートメーションのお客様から集計されたものです。
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5

よりスマートなマシンと機器で 
差別化価値を提供

従来の「スマートマシン」はデータを提供していました。しかし、今日構築するスマートマシンおよびスマート
機器は、お客様がより適切な意思決定を下すことができるよう、データを知見に変換する必要があります。また、
マシンは堅牢なセキュリティを備えて、今まで以上にプラントやサプライチェーンのネットワークに接続しやすく
する必要があります。

製品を差別化するには、より高レベルのインテリジェンスが必要です。真のスマートマシンやインテリジェントな
機器は、デジタルテクノロジを使用して、従来の制御、運用、保守のパラダイムシフトを起こします。

その方法とは。スマートデバイスとは、スマートシステムと、よりスマートなマシンの基盤です。

「スマート」デバイスは、直接または対応するテクノロジを使用してネットワークに接続します。スマートデバイスは、 
データを取得して処理し、エネルギー使用量や自己診断などの資産の状態をモニタおよびレポートする、自己
認識およびシステム認識の資産です。

接続されたスマートデバイスは、主要なシステム機能を共有し、共通のソフトウェアツールとインターフェイスを
使用して連携をとって、パフォーマンスを向上させます。

適切なスマートデバイスを使用することで、機器はそのパフォーマンスや保守に対する先見的アプローチに
役立つ情報と知見を提供して、ROIを最大化できます。
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「スマートマシンはどこに問題が 
あるかを教えてくれます。ダウン 
タイムはお金に直結します。 
このテクノロジにより、プラント 
管理者から保守担当者まで、 
全員が機器を最適に稼働させ 
続けることができます。」

HTC PRODUCTS社、製品開発マネージャ

スマートマシンおよびスマート機器は、 
スマートデバイスのパワーをさまざまなことに 
活用しています。

• 自己診断を使用して資産の状態に関する状況に沿った情報を提供し、 
予知保全を簡略化し、計画外のダウンタイムを最小限に抑えます。

• 安全関連を含むすべてのマシンイベントを、同じネットワークプラットフォーム上に
すばやく表示します。

• 内蔵された安全機能と高度な安全技術を使用して、安全と生産性の向上を 
両立させます。

• データと適応制御などのテクノロジを使用して目的のパフォーマンスを 
維持するよう自動調整することで、応答時間とアセットパフォーマンスを 
向上させます。

適切なスマートデバイスを使用することで、 
お客様の目的に合った機器をより迅速に構築できます。
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お客様はデジタルトランスフォーメーションに 
多額の投資をしています。そして、サイロ化された
運用からデジタルスレッドで接続された企業へと
移行するうえで、その課題や機会に精通した 
製造機械メーカのサポートを必要としています。

お客様はデジタルコンテンツを簡単に共有して、
組織全体で、さらには製品のライフサイクル全体
を通して、利益を促進できるスマートマシンおよび
スマート機器を求めています。

デジタルスレッドの
構築
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デジタルの期待を超えるには
新しい革新的なテクノロジにより、スマートマシンはコンテンツをより早い段階で 
より頻繁に共有できるようになりました。そして企業全体で、さらには企業を越えて 
アプリケーションへの接続を確保し、継続的な価値を提供します。

これはすべて接続性、そして仮想世界のパワーの活用につながります。インテリジェントな
機器はその両方を実現し、お客様の顧客とお客様双方のデジタルへの道のりを支援します。

共同設計ソフトウェアを使用して、機器設計の最初から製造メーカと連携し、
リビジョンを迅速に組み込みます。

マシンの動作をエミュレートし、動的なデジタル・ツイン・ソフトウェアを 
使用してマシンを実際に試すことにより、「What if」シナリオをリスクなく 
テストします。

設計を検証し、資産を仮想的に試運転して、現場での作業をスピードアップ
します。

専門家によるサポートをリモートでリアルタイムに提供し、遅延、現場訪問、
および費用を削減します。

需要に応じて製造を迅速に調整できるように、サプライチェーン、 
eコマースポータル、およびMESシステム間のより緊密な統合を実現します。

革新を加速
従業員の生産性を最大化
運用を最適化
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接続された環境で 
生産性、安全、 
セキュリティを向上
間違いなく、機械安全やプロセス安全は機器設計の中心的な考慮事項です。安全技術と規格が常に不可欠で
ある一方で、接続された生産施設には、従来のツールを超える戦略が必要です。

少し前まで、製造現場では「生産性」、「安全」、「セキュリティ」は対立するものでした。しかし、現代のネットワーク
接続されたプラントでは、これらは常にリンクしています。産業用制御システムでセキュリティ侵害が発生すると、
生産の遅延、機器の損傷、作業者の負傷、または環境への害につながる可能性があります。

これによりどのような影響を受けるでしょうか。

製造メーカは、生産性を高めると同時に、ネットワーク化されたオペレーションに固有の安全とセキュリティの
リスクを管理するのに役立つスマートマシンを必要としています。

このような新たな要求を満たすために、今こそアプローチを再考し、安全とセキュリティを相互に関連させて
検討すべきです。

セキュリティ侵害や 
脆弱性が安全リスクに 
つながるのは、理論上の
ことだけではありません。
それは現実です。
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サイバーセキュリティに対する 
多層防御アプローチのサポート
グローバルなベストプラクティスに従って、サイバーセキュリティの基盤として多層防御を採用する製造メーカが
増えてきました。この手法では、物理的、電子的、手順などの複数の層の安全対策を使用して、すべての層が 
連携してリスクを軽減します。

マシンはこの戦略の重要な部分です。

多層防御をサポートする 1つの方法は、CIP Security ™ プロトコルをサポートする統合安全および制御製品に
基づいて機器を構築することです。このオープン規格により、CIP接続されたデバイスは、次の重要な3つの方法
で悪意のある通信から自身を保護できます。

変更されたデータを拒否

信頼できない人やデバイスから送信されたメッセージを拒否

許可されていないアクションを要求するメッセージを拒否

セキュリティと安全のために適切に設計されたマシンは、人と機器を保護します。また、セキュリティ関連の 

生産中断を最小限に抑え、情報の収集、分析、配信を改善します。

リスクの評価とソリューションの設計を支援できるオートメーションサプライヤを選定すると、目標をより迅速に
達成できます。今日では、セキュリティと安全が

一体化し、規格や認証で 
相互参照されることが 
ますます増えています。
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柔軟性の向上

応答性の改善

スループットの増大

画像はAagard社の許可を得て使用しています。

より柔軟なマシンへの 
新しい道を切り開く

マシンのパフォーマンスの最適化は最優先事項です。しかし、お客様は多くの機械メーカと同じく、
顧客が求める柔軟性を実現するには、従来のテクノロジに基づいて機器を段階的に改善するだけ
ではもはや不十分であることにお気付きでしょう。

静的な機械部品、摩擦ベースの運搬、および多数の補助装置で構築されたマシンは、固定変数で
均一な製品を製造して高スループットを達成するかもしれません。しかし、多くの場合、「多品種
少量生産」の世界では設計をいくら調整しても、生産性の目標を達成できません。

メカトロニクス技術で柔軟性への障壁を取り除くことで、機械設計に白紙状態から 
アプローチすることができます。

メカトロニクスは、電気的、機械的、およびコンピュータのテクノロジを 1つのプロセスにまとめ
ます。その結果、よりシンプルで俊敏な統一された機械設計を実現できます。
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真に革新的
最近の進歩により、インテリジェントなメカトロニクス技術をさまざまな方法で組み合わせて、
実質的に従来のどんな設計でも置き換えることができるようになりました。このような技術が、
組立て、梱包、その他のアプリケーションを変革しています。

ロボット

本質的に柔軟性のあるロボットは、完全に3次元で動作し、適切な経路を機械的な経路変更を
行なわずに決定します。ロボットは、並外れた一貫性と速度で、無限に変化する製品形状と 
プロセス要件に対応できます。

独立型カートテクノロジ

従来のコンベアは、固定速度で事前に設定されたパス上で製品を運びます。独立型カートテク
ノロジは、操作の完了時に製品をインテリジェントに移動することで、マシンが多様な製品構成
に対応できるようにします。

自動切換え

切換えメカニズムでスマートなサーボモータとドライブを使用することで、ボタンを押すだけで 
新しい製品構成に合わせたマシンのセットアップが完了します。

現在では多くの場合、
より柔軟な 
機器への道は、 
優れたスループット
への道です。

メカトロニクスは複雑な機械設計に取ってかわるため、マシンはより少ないスペースの
より少ないコンポーネントで、より多くのことを実行できます。また、エミュレーションと
デジタル・ツイン・テクノロジを使用することで、仮想世界で設計をテストおよび確認し、
リスクを抑えてイノベーションを加速できます。
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ほんの数年前までは、 
独自システムが標準でした。 
選択肢はほとんど 
ありませんでした。

よりシンプルに
構築するすべてのマシンで、用途に最適なテクノロジを決定し、それらの
テクノロジをマシンとプラントアーキテクチャに統合する最善の方法を
決定する必要があります。

かつては、サードパーティのサプライヤの高度なテクノロジには、独自の
制御システムが搭載されていました。マシンの調整には、複数の異なる
システムを統合するという困難が伴い、マシンのライフサイクルのすべて
の段階で複雑さが増していました。

今日では、よりシンプルでより良い方法があります。

最新のプログラマブルコントローラではプロセッサ速度とパフォーマンス
が向上し、ロボット、独立型カートテクノロジ、自動切換えシステムなど
の高度なテクノロジを、マシンの他の部分を実行するのと同じコント
ローラで実行できるようになりました。

当然ながら、処理能力が向上すれば応答時間が短縮し、多くの場合、
生産性とマシン全体のパフォーマンスの向上にもつながります。
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1つのコントローラ。 
1つの設計環境。
統合型マシン制御は設計と統合を容易にし、市場投入までの時間を 
短縮します。また、機械操作と保守が簡略化され、お客様は 1つの 
システムのみを理解してサポートするだけで済むようになりました。

統合型制御プラットフォームの利点はこれだけではありません。

「すべてのマシン操作に単一の
制御プラットフォームを使用する
ことで、お客様のトレーニング、
運用、および保守を簡略化でき
ました。個別のロボットプラット
フォームは不要です。」

AFA Systems社、販売マーケティングマネージャ

1つに統合されたマシンデータのソースを
提供することで、より簡単に有意義な方法
で情報を配信できます。

視覚化、レポート、分析ソリューションに  
最適な基盤として機能します。

パフォーマンス、効率性、品質に影響する 
主要なマシン要因のより優れたモニタが 
可能になります。

すなわち、統合型マシン制御で、より簡単に施設に統合して、 
より影響力のある情報と洞察を提供する、よりスマートな機器を 
作成できます。
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プロセススキッドの 
インテリジェンスを 
働かせる
飲食料品生産からバイオ医薬品製造まで、今日のプロセス産業は、消費者の需要に 
対応できる俊敏な機器を必要としています。

モジュール式のプロセススキッドを提供する機械装置メーカであれば、迅速で効率的な切換えを
可能にすることは、課題の一部にすぎません。また、プラント制御アーキテクチャに簡単に統合
できる機器を設計して、重要な生産情報を提供して俊敏性を最大限に高める必要もあります。

機器はかつてないほどスマート化しています。しかし、お客様はその本質的に備えている 
インテリジェンスを最大限に活用していないことがあります。

結局のところ、お客様は多くの場合、スキッドを点在するオートメーションとしか見なしていません。 
スキッドとその情報を残りのプロセスに統合するより大きなビジョンを描かずに、目的の操作を
実行するためだけの機器を指定しがちです。施設全体でスキッドを統合することで、相互運用と
データへのアクセスが可能になり、コネクテッドエンタープライズのパワーを最大限に活用でき
ます。

機器の統合を簡略化し、情報へのアクセスを改善するにはどうすればよいでしょうか。

お客様の仕様を変更することはできませんが、統合機能、そして制御システムの拡張性を 
機器開発の優先事項にすることは可能です。
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最新のDCSへのステップアップ
では、スタンドアロン設置用に設計した、実証済みの機器を詳しく見てみましょう。標準的な製品
で、構築したスキッドを他の機器と統合すると想定します。

スキッドを組み立ててテストし、統合の準備ができた状態で出荷できるとしたらどうでしょうか。
現場でのエンジニアリング時間をどのくらい削減できますか。

プロセススキッド制御 を最新の分散制御システム (DCS)に基づいて行なうと、目標の達成に 
役立ちます。

「PlantPAxを使用して 
プロセスを合理化し、 

統合、運用、保守を容易にする 
一貫したシステムを求める 

お客様の要望に応えました。」
FPS Food Process Solutions社 

電気工学マネージャ
画像はFPS Food Process Solutions社の許可を得て使用しています。

オープンな無修正イーサネットをベースに構築された、さまざまな 
コントローラや I/Oと直接通信できるスキッドにより、情報へのアクセスが 
向上し、統合が簡略化されます。

バッチおよび連続アプリケーション両方の厳格な業界規制に確実に準拠する
市販のコンポーネントを使用します。

コントローラベースのバッチとシーケンス を追加することにより、集中的に
カスタムコード化されたシーケンス管理のエンジニアリングをなくし、スキッド
の配信、起動、デバッグを高速化します。

設計時間を20%短縮

最新のDCSであるPlantPAx®を 
使用した場合のFPS Food Process 
Solutionsの見積もりに基づきます。
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容易な拡張により新たな期待に対応
スケーラブルなオートメーションプラットフォームは、製品の柔軟性を向上させ、お客様と
お客様の顧客に「成功」をもたらします。

真に拡張性の高い製品には、コントローラやI/Oから、HMI、バッチプロセス制御、分析まで、
プラットフォームのあらゆる側面に関連するオプションがあります。

そのため、運用の拡大に伴い、時間の経過とともに情報対応型の技術を適用して 
差別化を図ることができます。

オープンな通信プロトコルのおかげで、お客様の顧客はオートメーションインフラに多額の
先行投資を行なうことなく、よりスマートな機器の価値を得ることができ、成長に合わせて
さらに拡大できます。

製品が拡張されたら、再利用可能なプラグ&プレイ対応ツールを利用して、設計プロセスを
合理化します。そして、システム間で開発されたアプリケーションおよび分析を簡単に活用
できます。

機敏なオートメーションプラットフォームに
より、バイオ医薬品のOEMは、 
臨床段階で多変量生産を管理し、 
さらにシームレスに商業量まで拡大する 
ソリューションを提供できます。
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情報対応型の未来を
構築

どの製造フロアでも、今までになく多くのテクノロジやデータを利用して、運用上の問題を 
解決できるようになりました。しかし、データを接続し、それを有用な情報に変換するのは 
相変わらず簡単ではありません。

スマートマシンおよびスマート機器は、この課題に対処する重要な部分であり、情報対応型の 
スマートな運用の基盤となります。

お客様の成功機会を高める 1つの方法は 情報を利用できるようにマシンを設計することです。

つまり、統合を簡略化し、分析プラットフォームとビジネスシステムにシームレスかつ安全に 
接続できる制御プラットフォームとネットワークインフラで標準化することです。
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接続されたマシンで情報を 
次のレベルに引き上げるには
マシンや機器が、保守や稼働時間を改善するのに役立つ説明的な 
アラームを提供する場合があります。モータ過負荷が作動したことを 
示すアラームは、トラブルシューティングに役立ちます。ただし、作業員
は、その瞬間にどのように対応すべきかについてさまざまな決断を下す
必要があります。

堅牢な履歴マシンデータベースにネットワーク接続すると、分析ツール
で過去のパフォーマンスに基づいて将来の動作を予測するモデルを 
作成できます。そして、機械学習を使用して運用を最適化します。

これは、異常を予測してオペレータに予防措置を講じる時間を与えるの
と同じくらい簡単です。また、モータ速度を遅くするなど、マシンが自律的
に処方的措置を講じられるようにして、しきい値を維持して機器の稼働
を続けるのと同じくらい高度なものです。

直感的に、そしてモバイルに

スマートマシンが稼働条件を報告している場合でも、重大なアラームを
配信している場合でも、直感的な視覚化プラットフォームが不可欠です。
システムは使いやすいほど優れています。

最新のHMIは、作業員が個人のデバイスで使用するのと同様の、分かり
やすいグラフィックベースのディスプレイを備えています。また、最新の
システムでは、モバイル機器、シンクライアント、複合現実ヘッドセット
などの新しいテクノロジにディスプレイを拡張することで、情報により 
迅速に、より便利にアクセスできます。 接続された、情報対応型マシンが 

ギャップを解消します。

ほぼ

50%
の製造メーカが、 

運用データを活用するための 
スキルやツールを 
備えていません。

ロックウェル・オートメーションの 
定量的調査。業界のデジタル 
トランスフォーメーション(2018)。
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20

よりスマートに働く
お客様は、機器の操作と保守の能力を脅かす前例のないスキルギャップに直面しています。退職が加速して後任になれる
人が少なくなる中で、製造メーカはより柔軟な人材と、よりスマートに働くための新しい方法を必要としています。

どのようにしてスマートマシンで人材の課題に対応できるのでしょうか 

現在では、デジタルツールでマシンのインテリジェンスとネットワーク接続性を利用してトレーニング、サポートおよび 
保守を簡略化し、限られた現場スタッフでパフォーマンスレベルを引き上げています。

セキュアなリモートアクセスを使用して、マシンのパフォーマンスをモニタし、 
お客様の重大な状況に離れた場所からでも迅速に対応します。

機器のトラブルシューティングとサポートを、施設を訪問せずに、デジタルツインと拡張現実を
適用する協調的リモート支援ツールを使用して行ない、リアルタイムの指導と指示を共有します。

知識転移をより効率的にするために、熟練者が行なうマシンや機器の操作についての 
手順を追った指示を取得するツールを使用します。そして、経験の浅いオペレータが 
同じタスクを実行するときに、仮想環境でその記録を表示できるようにします。

マシンを「シンクライアント対応」にして、適切な作業員が携帯電話やタブレットなどのモバイル
機器を使用してマシンアプリケーションにセキュアにリモートアクセスできるように改善します。

仮想環境とデジタルツールを使用することで、お客様が新しいワークパラダイムに適応できるように強力なサポートと
差別化された価値を提供できます。

幸いなことに、機械製造メーカに自社の機器へのセキュアなリモートアクセスを許可する製造メーカが増えてきて 
います。

その結果、リモートツールと仮想ツールのパワーを活用することで、より高いレベルの顧客満足度を達成できます。 
そして、デジタルサービスのビジネスモデルの基盤を構築し、会社に新しい収益源をもたらします。

51%
の企業が、従業員のトレーニングと 
知識転移に拡張現実 (AR)を使用して、 
目に見えるROIを計上しています。

拡張現実が現実世界の利益を 
どのように促進するか、PTC
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