コネクテッドエンタープライズの
成熟度モデル
人、プロセス、テクノロジを結びつけ、
利益を拡大する態勢は整っていますか?
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製造業では、今後5年の間に、過去20年になかったほど劇的な
変化が起きようとしています。
準備はできていますか?
「モノのインターネット(Internet of Things: IoT)」では、ほぼすべてのものに埋め込まれ
たテクノロジによって、情報を収集し、伝送することができます。錠剤で医療分析を行な
うことも、コンクリートの高速道路で交通案内を提供することも、工場内の機械で品質
管理やエネルギー消費を管理することも可能です。
運用技術(OT)と情報技術(IT)のつながりが加速し、企業は新たな形でプロセスや施設を
サプライヤやお客様に結びつけることが可能になり、かつてないコラボレーションが実
現しています。製造メーカ、産業関連の事業者、機械装置メーカ(OEM)は、リアルタイムで
意思決定を行なえるようになり、収益性の向上という恩恵を受けていますが、そうした
チャンスの基礎となるデータやインフラの安全を確保するという新たな課題にも直面
しています。

生産性向上への新たな方向性
低価格で利用可能なイーサネットとスマートデバイスが現場で普及し、強力なローカル
演算ソリューション、複数のネットワークテクノロジが結びつくことで、OTとITの統合が
急速に進み、情報を有益な知見に変えられるようになっています。その結果、意思決定
者が新たな視点で事業全体を見通し、次のような事項に対応して新たな機会を得るこ
とが可能になります。
• 内部の評価基準: 主要業績評価指標(KPI）をリアルタイムで監視し共有することで、
上級幹部から最前線の社員に至るまでの従業員が問題を特定し、事態が悪化する前
や、さらには問題が発生する前に解決できるようになります。正しく評価できなけれ
ば、改善することもできません。
• 外部の事業活動: 生産スケジュールの見直し、人員変更や資材調達方法の変更などの
きっかけとなる、顧客需要に関する情報や、サプライヤのパフォーマンスデータ(納品
の遅れ、在庫切れなど)を組み入れることができます。
• 市場の変化: サプライチェーンのプランナや購入管理担当者が世界中のさまざまなベ
ンダーに依存するようになっているため、リードタイムや品質の管理、コスト管理が
複雑化しています(遠く離れたサプライヤとの協業による労働時間の延長、在庫維持
費、在庫過剰による廃品など)。
テクノロジによって人とプロセスを連携させることができれば、経営幹部や継続的改善
(CI)チームは、リアルタイムの意思決定支援ツールを用いて、生産性と収益を向上できる
ようになります。多くの場合、直接的な介入やスタッフの増員は必要ありません。
『McKinsey Quarterly』では、次のように述べられています。
「データを自動化や管理の
基礎にするということは、モノのインターネットにより結びつけられたデータと分析結
果を指示に変換し、ネットワークを通じて作業装置(アクチュエータ)にフィードバックを
提供し、それによりプロセスを修正することを意味します。データからアプリケーション
の自動化に至るループを完結させれば、複雑な状況に合わせてシステムが自動的に調
整され、人の介入が必要なくなるため、生産性が向上します。」1
インテリジェントなネットワークを導入することで、エネルギー消費、機器の信頼性と寿
命、既存資産のキャパシティ拡大といった資産の最適化も改善されます。
そうしたネットワークから得られる情報は、経営幹部が戦略的に計画を立案するうえで
も役立ちます。業績傾向、物流パターン、市場の需要などをもとに、設備ポートフォリオ
の範囲内で生産スケジュールを決定できるようになります。
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さらに、社内に数多く存在するベビーブーム世代の経営幹部や専門家(エンジニア、OTス
ペシャリスト、メンテナンス担当者など)の退職によってその知識が失われると、組織に
とって大きなリスクが生じます(2030年までの間、毎日1万人前後のベビーブーム世代が
65歳を迎えます)。2 情報の流れと可用性を改善すれば、このリスクを緩和できます。
特に、顧客の需要拡大、規制要件の厳格化、技能労働者の減少に直面する業界では、大
きな効果が期待できます。

情報と利益を確実にセキュアに
現在あるほとんどの産業インフラは、モノのインターネットの活用を前提として作られ
たものではありません。2013年の次世代製造業調査によれば、最新の事業システムと
設備が整い、次世代に会社を引き継ぐための6つの主要戦略に長期的に対応できると
回答した製造メーカ幹部は、驚くほど少数にとどまっています(図を参照)。3
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『IndustryWeek』誌とロックウェル・オートメーションが製造メーカを対象に実施した
調査では、工場の現場と企業全体の両方において、統合レベルは驚くほど低いことが明
らかになっています。
• すべての工場現場のデータが企業システムに統合されていると答えた経営幹部は、
わずか14%にとどまりました。
• 現場の機械(コンピュータを除く)の半数近く、またはそれ以上がインターネットに対
応している(イーサネットまたはWi-Fi)と回答した経営幹部はおよそ4分の1で、イーサネ
ット対応の設備はないとの回答は30%にのぼりました。4
製造メーカにとって、設備やシステムを現代の情報化社会に適合させることは、明らか
なチャンスとなります。米国品質協会(ASQ)は、製造メーカを対象に、スマート製造の活
用に関する調査を実施しました。ここで言うスマート製造とは、ネットワークベースのデ
ータと情報を統合し、製造メーカとサプライチェーン企業があらゆる面において、リア
ルタイムの理解、推論、計画策定、管理、および関連する意思決定を行なえるようにす
ることと定義されています。組織内でスマート製造を活用していると答えた製造メーカ
は、わずか13%でした。スマート製造を導入していると回答した組織の82%で効率の向
上が見られ、49%で欠陥品が減少し、45%で顧客満足度が向上しました。5
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企業ネットワークに対する攻撃は、いつどこで、誰によって起こるかわかりません。旧式
のOTデバイスが攻撃経路となるケースもあります。従業員や受託業者はスマートフォン
やタブレットを使って製造を監視していることから、そうした携帯型の端末が侵入経路
となり、内部からの意図的な攻撃や不注意による攻撃に加え、認可されたリモートアク
セスや不正なリモートアクセスを通じて外部からの攻撃が生じる恐れもあります。不正
アクセスの場合、攻撃者の狙いとしては、専有データまたは情報の入手や、施設での製
造を完全に止めることなどが考えられます。さらに悪質な攻撃により、公衆衛生や公益
が危険にさらされるような損害が工場に及ぶ恐れもあります。
そのため、今ではセキュリティポリシーによって、企業から最終ユーザまでカバーする必
要があります。こうした領域は従来、ITが進出していなかった分野であるため、ITとOT
が連携し、事業のニーズに安全な形で対応することが求められます。
古いシステムを最新のOTに接続したり、最新のシステムを古いOTに接続したりする場
合も、大きなリスクが生じます。例えば、データ伝送の不具合によりプロセスに変更が
生じ、不適切な製品仕様、品質の低下、機器や作業の停止といった問題につながるケー
スが考えられます。
自動車などの一部の業界では、生産が中止すると、1分当たり2万ドルを超える損害が生
じることもあります。6 また、データがネットワーク上で正しく解釈されなかった場合、
お客様や株主、規制当局に提出したり、社内で報告書の作成や計画策定に使用する事
業情報が誤って伝わる恐れもあります。さらに、システムが古いほど、効率化を図るた
めに統合したり維持管理することが難しくなります。
それに対して、ロックウェル・オートメーションの提供する最先端のOTデバイスとコント
ロールは、ODVAが維持管理するCIP (Common Industrial Protocol: 共通産業プロトコル)
を用いた産業用イーサネットプロトコル(EtherNet/IP)などの、業界標準のオープンテクノ
ロジを基盤としています。ネットワークにより、デバイス(モータスタータやセンサなど)
をコントローラ、
マシン・オペレータ・インターフェイス、企業ネットワークに接続するこ
とで、OTとITが統合され、結合型ネットワークの管理が容易になるとともに、視覚性と
意思決定の向上に役立つ情報が得られます。
最新のインテリジェントなネットワークを導入することで、総所有コスト(TCO)の急激な
増加といった財務上のリスクも最小限に抑えられます。これはなぜでしょうか?
古いOT/ITシステムやネットワークには、故障により納品の遅れ、廃品や再生産、顧客喪
失、安全性の問題などが生じ、TCOが大幅に増加する恐れがあるためです。最新のOT
とITを導入することで、現在の収益性を改善すると同時に、コストの確実性も得られま
す。

よりインテリジェントなOT/ITネットワークの導入
技術革新は、常に興奮とチャンスを生み出しますが、同時に不安や危険も伴います。コ
ネクテッドエンタープライズの成熟度モデルは、インテリジェントなOT/ITネットワーク
導入時の懸念を解消するものです。ロックウェル・オートメーションが開発したこのモデ
ルは、コストの大幅な削減と機能性の改善を実現できることが実証されています。ロッ
クウェル・オートメーションの開発した5段階の成熟度モデルには、テクノロジと社内意
識の両面を効果的に変えるための基準とベストプラクティスが盛り込まれています。
また、Cisco Systems®、Microsoft®、Panduit®などと提携し、製造メーカや産業分野の事業
者向けにOT/ITの知識を共有し、ギャップを埋める仕組みを構築しています(「ロックウェ
ル・オートメーションのパートナ」を参照)。

コネクテッドエンタープライズの成熟度モデル | 5

ロックウェル・オートメーションのパートナ
ロックウェル・オートメーションは、共同ソリューション開発や統合型ソリューションおよびサービスに関して、大手IT企業と提
携を結んでいます。こうした提携により、産業関連企業向けの資産最適化が向上し、リスク管理の幅が広がっています。
シスコ社: ロックウェル・オートメーションとシスコ社は、業界で最も有益なサービスの供給源となり、工場現場とさらに高い
レベルの情報システム、全社間の技術的、意識的なギャップを埋めることで、製造メーカの業績向上を支援する取組みを行な
っています。製品、推奨アーキテクチャ、サービス、教育リソースにおける提携を通じて、製造メーカや機械メーカのネットワー
クアーキテクチャの集約、最適化、および将来に向けた対応を支援しています。また、世界で最も優れたオープンな産業用イー
サネットネットワークであるEtherNet/IPを用いて、お客様が安全で信頼できるネットワークインフラを構築できるように支援し
ています。
マイクロソフト社: ロックウェル・オートメーションとマイクロソフト社は、提携と戦略的協調により、運用担当者とIT実務者がイ
ノベーションを加速し、かつてない強力な方法でソリューションを適用できるように支援しています。両社が協力して開発して
いる情報ソリューションは、製造メーカにおける情報技術の所有価値を高め、適用時の障壁を減らすことで、生産を最適化で
きるようにするものです。両社は現在、競合との差別化を図り競争力を強化しようとするお客様のために、既存の技術投資を
活用し、さらに大幅な所有コスト削減を実現するためのソリューションを開発しています。
パンドウィット社: ロックウェル・オートメーションとパンドウィット社が推進している統合型ソリューションは、EtherNet/IPソリ
ューションとアーキテクチャのリスク低減、信頼性の向上と同時に、導入の簡略化と成功を支援するものです。技術面、および
物理ネットワークインフラのソリューションにおけるコラボレーションを通じた戦略的提携によって、両社は産業環境向けに堅
牢で安全、かつ将来に対応できる物理ネットワークインフラを構築するお客様を支援しています。この戦略的提携は、論理的
ネットワークのフレームワークに関するロックウェル・オートメーションの参照アーキテクチャに対する取組みをサポートする
もので、初期設計からメンテナンス、運用までの論理的および物理的配備を、ユーザや機械製造メーカが企業全体でシームレ
スに統合できるようにすることを主眼としています。
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ステージ1: 評価
コネクテッドエンタープライズの成熟度モデルの評価ステージでは、組織の既存OT/ITの
あらゆる面を評価します。
• 情報インフラ(ハードウェアとソフトウェア)
• データ送受信の制御と使用デバイス(センサ、アクチュエータ、モータ制御、スイッチ
など)
• こうした情報が移動するネットワーク
• セキュリティポリシー(理解、体系化、実施)
フレームワークとして認識できるものが存在する場合、それを管理する人とプロセスを
検証することが特に重要です。
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「現時点で利用可能な情報を、より適切なタイミングで正確に活用できるように、産業
分野の企業が自社のプロセスと情報アーキテクチャを変革するにあたり、どの程度準
備が整っているかを評価します」と、ロックウェル・オートメーションの会長兼CEOであ
るキース・ノスブッシュは説明しています。
「そうした企業では多くの場合、あまり効率
的でない旧式のプロセスが導入されています。また、そうしたプロセスやワークフロー
は、集約されたOT/ITやコネクテッドエンタープライズの大きな利点を活用できるように
設計されていません。評価後、テクノロジやプロセス、人材を体系的かつ連続的に、安
全に統合するための戦略策定を支援します。」
評価ステージにおける大きな課題は、長年頼ってきた慣行を時間をかけて見直すことに
対して、ためらいが生じる可能性があることです。しかし、さらに差し迫った課題は、業
務の中断や顧客対応の遅延を引き起こすことなく、よりインテリジェントなOT/ITネット
ワークへの移行を管理する方法を理解することです。移行の方法は、主に現状と望まし
い状況のギャップの程度に左右されます。つまり、既存ネットワークのキャパシティをア
ップグレードすればよいのか、それとも置き換えるべきかを考える必要があります。
徹底的な評価により、既存のOT/ITネットワークの問題を特定し、リスト化することで、
新たなネットワークと運用の「ウィッシュリスト」を作成し、ビジネス・インテリジェン
ス・ソフトウェアやクラウドコンピューティング機能など、より高度なテクノロジの導入
に向けた基盤を整えます。製造メーカの半数以上(56%)は、自社のアプリケーションでも
システムでも、クラウドコンピューティングを利用していないと回答しています。
さらに23%の企業では、クラウドを利用しているアプリケーションやシステムはわずか
1～10%にとどまっています。平均すると、アプリケーションとシステムでのクラウド利用
はわずか10%ですが(「クラウドコンピューティング」を参照)7、クラウドコンピューティン
グは今後10年でビジネスの形を根本的に変えると予想されていることから、各社のCIO
は、2013年に優先して取り組むべきテクノロジの上位3項目の1つに挙げています。8
こうした統計データは、技術的能力だけでなく、経営幹部の好みにも影響されると考え
られます。
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出典：『MPI Manufacturing Study』、MPIグループ

改善されたテクノロジへの移行能力を理解することと同様に重要なのが、評価によりネ
ットワークセキュリティの問題点を明らかにし、リスク緩和措置に着手できるようにす
ることです。シスコ社の産業ソリューショングループのシニアディレクタであるリック・
エスカー氏は、
「産業ネットワークがきわめて急速に増加し、多様化しているために、
製造メーカが攻撃に対して無防備になっている」と、
『Control Magazine』で語っていま
す。
「そのため、シスコとロックウェル・オートメーションは、産業市場に適した高度な
セキュリティ機能の開発に取り組んでいます。両社の継続的な提携のおかげで、より統
合を深めたアプローチが実現しています。これにより、ユーザの主な懸念に適切に対応
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し、ユーザのセキュリティに対する認識を深め、セキュリティ対策を習慣づけ、将来の脅
威に対する備えを支援することが可能になっています」。9
製造メーカはどれも同じではありません。許容できるリスクの程度や、安全に対する意
識、その安全を確保するために実施するセキュリティ対策の程度は、製造メーカによっ
て異なります。そうした「結果」を正確に定義することも、評価ステージの成果物です。

ステージ2: ネットワークと制御の保護とアップグレード
現在のOT/ITネットワークと運用におけるギャップと弱点を特定した後は、施設の拡大や
新たなテクノロジを考慮した長期的な観点に基づいて、アップグレードを開始します。
このステージでは、工場現場の運用と企業の事業システムを安全かつ柔軟に接続する
ための、OT/ITバックボーンの開発と構築に取り組みます。
「工場の現場から企業ネットワークまで」というフレーズは、よりインテリジェントなネ
ットワークの設計にあたり、製造メーカが直面する最大の課題を浮き彫りにするもので
す。ここで、新しいOT/ITネットワーク管理の責任の担い手を考える必要があります。
OTなのか、ITなのか、それとも両方なのでしょうか?
ステージ2では、ハードウェアのアップグレードに着手すると同時に、OTとITのエンジニ
アの連携についても計画します。ワークショップ環境で、部門の枠を超えたチームが新
たなテクノロジの選択肢を評価し、ベンダーのロードマップを作成し、将来的な要件に
も対応できる拡張可能なOT/ITネットワーク設計を策定します。その目的は、現場で顧
客の要望を聞き、問題が起きてから解決にあたるのではなく、制御されたバーチャルな
環境でOTとITの接点を引き出すことにあります。このプロセスにより、インテリジェント
なネットワーク管理を適切に分担するにあたり、OTとITの双方が許容できるビジネスプ
ロセスとワークフローを計画することもできます。
特に大企業でよく見られる課題として、すでに設置されている古い制御とネットワーク
の量と種類が膨大であることが挙げられます。優れた経営幹部なら、事業所や部門の
代表者を交え、部門の枠を越えたチームによって優先順位を決定したうえで、体系的な
置き換えを計画するはずです。ただし、OT/ITのアップグレードの際に、既存のシステム
がまだ使えるとして、経営幹部やエンジニアが躊躇することも少なくありません。ネッ
トワークが設備を認識できなければ、設備を安全に保つことはできません。社内の意
識を変え、反対する者を説得したり、変化の障壁を取り除いたりする責任は、組織の上
層部にあります。
ステージ2のプロセスが進むにつれ、より安全なネットワークが姿を現し、ビルトインの
権限付与と認証機能によりデータにアクセスできるようになります。多くの企業にとっ
て、統合型OT/ITネットワークを導入するのは、これがはじめてとなります。はじめてリア
ルタイム(デマンドレスポンスなど)で設備のパフォーマンスを制御できるようになりま
す。より安全で生産性の高いネットワークに対応するセキュリティポリシーの策定も、ス
テージ2で開始します。

ステージ3: 運転データ資本(WDC)の定義と体系化
ステージ3では、OT/ITアップグレードのために組織されたチームにより、社内で使用で
きるデータ資本、つまり、業務プロセスの改良に役立つすべてのデータを定義し、体系
化して、最適な成果を得るためのWDCの活用方法を決定します。注意しなければなら
ないのは、これらのステージはいずれも、ほかのステージから完全に切り離されている
わけではないという点です。これは特に、ステージ2 (新たなデータ機能の登場)とステ
ージ3 (そうしたデータの管理および活用方法の特定)にあてはまります。ステージ3で
は、前述のチームが、新たなワークフロー、スケジュール、責任の範囲を決定すること
で、データの「コンテクスト化」も行ないます。複数のシステム間でデータを標準化する
必要があります。
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「この段階で生じる変化は、組織における情報管理が大失敗から大成功へと進化して
いることを表しています」と、ロックウェル・オートメーションのマーケット開発担当バイ
スプレジデントであるジョン・ネッシーは語っています。
「なかには、使えるOTデータが
まったくない状態から、過剰なほどある状態に変化するケースもあります。新たに使え
るようになったデータを評価し、有益な知見に変えるには、どうすればよいでしょうか?
どうすれば、知って損はないがすぐには活用できないような情報から、重要な知見を引
き出せるのでしょうか?」
WDC計画には、製造メーカや産業分野の事業者が、大量のデータに飲み込まれること
なく情報収集を可能にするという役割があります。この計画は、データを実質的な変化
のきっかけに変える方法を特定し、収益増加に向けた経営幹部の戦略決定を評価する
システムを構築できるようになります。ごく基本的なビジネス戦略であっても、その対価
として得られる利益を全社レベルで明確に把握できる製造メーカは、ほとんどありませ
ん。例えば、顧客重視のイノベーションから得られる利益を検証する際に、
「CEOと上級
幹部が組織ごとの指標を定期的に監視、検証し、組織全体で透明性と明確性を維持し
ている」と、答えた製造メーカはわずか14%にとどまっています。製造メーカの多くは、
戦略的な取組みから得られる利益を検証するシステムを持っていません(「利益の測定
と検証」を参照)。10
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出典：『Next Generation Manufacturing Study』、MPIグループ、2013年

効果的なOT/ITネットワークでは、組織全体のOTデバイスから得られたデータが統合さ
れ、リアルタイムの意思決定に活用できる重要なパフォーマンスに関する情報(コスト、
ダウンタイムなど)が提供されると同時に、ITがリモートモニタによって多くの事業所を
サポートします。同様に重要なのが、お客様や認証プログラム(ISOなど)、規制遵守プロ
グラムに必要な文書をリアルタイムで収集することです。
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ステージ4: 分析
ステージ4では、ハードウェア、デバイス、ソフトウェア、ネットワークから、継続的な改
善へと主眼が移ります。どうすれば、新しいOT/IT機能を最大限に活用できるのでしょ
うか? この段階では、社内の意識が変化し、リアルタイムで問題やチャンスを把握する
際に、OT/ITネットワークが役立つことが認識されるようになっています。運用レベルで
は、特定されたWDCを活用して分析することで、最も必要とされるリアルタイム情報(場
所、プロセス、製品、機械ごとの持続的な問題など)や、そうした情報に基づき対処する
能力と権限を持つ情報の受け手、そうした情報がきっかけとなってスタートする標準化
されたプロトコル(その多くは事前対処的で自動的なプロトコル)を特定しやすくなりま
す。
経営幹部は、分析によって資産管理に関する情報を得ることができます。
「OT/ITネット
ワークは、エコシステムに進化しています」と、ロックウェル・オートメーションのシニ
ア・バイス・プレジデント兼最高技術責任者であるスジート・チャンドは説明していま
す。
「それにより、経営幹部は世界各地の工場の操業状況を最適化し、資本支出を回避
し、長期的には経費を大幅に削減できるようになっています。どの工場がどの製品を、
いつ生産しているかという情報をもとに、より的確な決断を下すことが可能です。例え
ば、ロックウェル・オートメーションでは、工場ネットワーク全体の資本利用率と計画の
改善により、資本支出回避だけで年間およそ300万ドルが削減されました。」
ステージ4でも引き続き、データの範囲を定め、データの氾濫を避けることが課題とな
ります。
マネージャのなかには、手に入るすべてのデータを入手し、検証したがる人もい
ますが、このようにしても利点はほとんどありません。また、
「データ不信」に陥る人も
います。そうした人たちは、プロセスやライン、設備の運用に関する長年の信条と矛盾
するという理由で、工場現場から得られたデータを受け入れたがりません。ここでも、
組織の上層部の責任において社内の意識を変え、そうした人たちを説得したり、変化を
妨げる障壁を取り除いたりすることで、優れた運用に重点を置いて組織を発展させて
いく必要があります。
社内の意識が変わりはじめたら、ネットワークに備わったメカニズムによって、問題に
事前対応的に対処し、コストのかかる損失を最小限に抑えることが可能になるはずで
す。多くの場合、そうした対処は主要指標に基づいて行なわれます。時間のかかる測定
は、無駄(在庫、資源、エネルギーなど)の蓄積を招きます。また、そうした測定は、一般
的には目先の改善にしか役立ちません。それに対して、WDCを活用した分析では、事態
が悪化する前に問題を迅速に特定し、継続的な改善プロジェクトの優先順位を決定す
ることができます。また、こうした継続的な運用改善が進めば(リーン、シックスシグマ
や、その他の改善原則を通じて)生産性、効率、品質も同時に改善されます。ロックウェ
ル・オートメーションは、長年にわたってこの成熟度モデルを進め、多くの運用改善を実
現しています(「ロックウェル・オートメーションの運用改善」を参照)。

ロックウェル・オートメーションの運用改善
工場の成果

• 在庫が120日から82日に減少
• 毎年300万ドルの資本支出回避を達成

サプライチェーン/
リードタイム

• 納期通りのサプライヤの納品が80%台半ばから96%に改善
• リードタイムが50%短縮

顧客サービス

• 顧客納品パフォーマンス(顧客の要請通りの納品として測定)が82%から
98%に向上
• ppm (不良品発生率)の数値が50%減少したことによる品質改善

生産性

• 年間の生産性が4%から5%に改善
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ステージ5: コラボレーション
成熟度モデルのステージ5では、企業全体、またサプライチェーン、需要チェーンにおけ
る活動を予測する環境を整えます。
この段階では、企業内で新たな予測能力が生まれています。こうした能力は、生産計画
や資産管理の効率化、タイムリーで安定した注文履行、品質改善、工場間パフォーマン
スの効率改善などに役立ちます。リアルタイムの情報を活用すれば、工場プロセスをそ
の場の判断で理解および操作できるようになります。
外部に関する目標は、外部の出来事(サプライヤとお客様の活動、ビジネストレンド、市
場、政治動向、さらには天候など)への対応力を高め、悪影響を招く出来事(外貨の暴落、
それによるその国での在庫への影響など)による損失を最小限に抑えるとともに、新た
なチャンス(熱波による製品需要への影響など)を活用することにあります。OT/ITネット
ワークでは、最も末端のサプライヤから最終顧客までの活動の調整がはじまります。
サプライヤやお客様との関係を改善する機会はすべての製造メーカにありますが、お客
様と「提携」と呼べる関係を構築できている製造メーカはわずか21%、サプライヤとの
関係を「提携」と表現している製造メーカはわずか13%にとどまっています(「サプライ
チェーンにおける関係」を参照)。11
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出典：『MPI Manufacturing Study』、MPIグループ

ステージ5では、組織内での改善も継続されますが、高度な業績目標に重点が置かれ、
革新的な手法により、かつては実現不可能と思われていた目標が達成されます。このス
テージにおける大きな課題の1つが、この組織は「何でもできる」ようになったという考
え方を抑えることです。そうした考え方は、従業員に不要な負担をかけることにつなが
ります。
サプライヤとお客様におけるOT/ITネットワークの制約も、最適な連携およびパフォーマ
ンスを実現する妨げになることがあります。サプライヤ基準を設定し、ベンダーにも独
自の成熟度モデルを進めるよう「推奨」することはできますが、お客様については、連
携によって製品と価格を改善できることが理解されるまでは抵抗を示す可能性があり
ます。OT/ITネットワークのデータを収集したり、データに寄与したりするサプライヤ、お
客様、事業部門については、ネットワークのセキュリティ上の理由からも、独自のプロセ
スを守るという理由からも、アクセスの範囲を定める必要があります。
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• 一貫したワークフロー、材料、消費、在庫などを促進および追跡する製造システムを
通じた、統合型の生産
• 拡張型OT/IT技術フレームワーク(リモートアクセス、インスタントメッセージ、ビデオ
チャット、ファイル共有など)における連携ツールの使用といった新たな提携機会によ
り、前例のないイノベーションを実現

結論
コネクテッドエンタープライズの成熟度モデルは、あらゆる製造メーカに適したモデル
で、それぞれのニーズやインフラ、準備態勢、リソースに応じて進めることができます。
ロックウェル・オートメーションでは、すでにWDCやサプライヤとの連携を活用し、比較
的導入が進んだ(評価により特定)企業と協力しています。また、OT/ITインテリジェンス
への道を踏み出したばかりの企業にも協力しています。どちらの企業にとっても、大き
なチャンスと利益が存在しています。
ロックウェル・オートメーションは、世界80カ国で事業を展開し、2万2000人の従業員を
擁しています。当社のモデルをすべてのステージにわたり実践し、インテリジェントな
OT/IT運用から得た情報を効率的に活用できるようになるには、数年の時間がかかりま
す。このモデルを押し進めるためには、組織の上層部の献身的関与、戦略的投資、多く
の関係者との連携が必要です。
ロックウェル・オートメーションと提携する製造メーカは、そうした経験と体系的な5つ
のステージを基盤として、コネクテッドエンタープライズの成熟度モデルを通じて急速
に前進しています。
コネクテッドエンタープライズが貴社の事業にもたらす利益についてお知りになりたい
場合は、ロックウェル・オートメーションの事業所にお問い合わせいただくか、または以
下のウェブサイトをご覧ください。
http://www.rockwellautomation.com/connectedenterprise
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業オートメーションおよび情報分野に
おける世界最大手企業として、お客様の生産性と世界の持続可能性の向上に貢献して
います。ウィスコンシン州ミルウォーキーを本拠とし、約2万2000人の従業員を通じて、
世界80カ国のお客様にサービスを提供しています。
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