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クラウド活用からマネタイズ(クラウド収益化）のご提案
~EcoStruxure Machine Advisor活用術～

シュナイダーエレクトリック インダストリー事業部
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Air Connect for Machine Advisor

~簡単・誰でも！箱を開けたら30分でクラウド接続！~
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製造現場のIoT化（クラウド活用）を阻害する３つのハードル

製造現場の機器が世代もメーカーも違うため

繋がらない

↓

繋げるための装置やラインの改造はしたくない

↓

そもそも繋げるために多くの予算を取っていない

接続性

現場のデータを遠隔で見る環境が揃っていない

↓

IT部門は簡単に新しいネットワークを

構築してくれない

↓

製造部門・設計部門が独自で通信インフラを

構築しないといけない

※独自インフラを黙認や部門管理で導入している 企業

は意外と多い!!

通信インフラ

現場の改善スピードにシステムの変更が

間に合わず、すぐに陳腐化する

↓

外部委託じゃなく社内で設計したくてもクラウド

設計は難しすぎる

↓

加えてサイバーセキュリティとか考えないと

いけないの・・・？無理かも・・・

クラウド設計＆維持
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製造現場のIoT化（クラウド活用）を阻害する３つのハードル

シュナイダーエレクトリックの３つの解決提案

Pro-face IoTソリューションが解決します！

FA機器接続ドライバー数、世界一の

Pro-face 標準ドライバーを利用できますので、

どんな機器でもクラウド接続が可能です

もう繋がらない機器なんて無い！！

接続の悩み

Air Connectが解決します！

簡単接続・SIM内蔵高性能ルーターが部品を

買うようにルーター＋SIM契約＋クラウド契約

を行えます

注文書1枚で届く手軽さ！！

通信の悩み

EcoStruxure Machine Advisorが

解決します！

自分で作る・自分で育てる・完全DIYクラウド

でクラウドデビューしましょう！

完全プログラムレス・クラウド

クラウド設計＆維持
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全ての悩みを解決する

Air Connect for Machine Advisor

4 G ル ー タ ー

高性能4Gルーター
出荷時に各種セッティング済

簡単接続

Pro-faceのIoT機器を使用して
800種類以上の
デバイスと接続可能

4G Internet-SIM

4G VPN-SIMカード

安 心 接 続

VPN接続をご提供

簡単 D I Y ク ラ ウ ド

誰でも自由にクラウドを利用でき、
自分好みのダッシュボードの表示や
装置の稼働分析、遠隔監視を
ご提供

ク ラ ウ ド 監 視

EcoStruxure
Machine Advisor
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様々な年代の装置に対応できるのか？

2010年代の新しい装置2000年代の古い装置1990年代の古い装置
マイコン制御やイーサネットI/F非搭載

表示装置はない、

もしくは古い表示器ですが

PLC制御です

Pro-faceの表示器が

ついてます

古い装置で、

PLCも、表示装置も

ついてません・・・
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様々な年代の装置に対応できるのか？

2010年代の新しい装置2000年代の古い装置1990年代の古い装置
マイコン制御やイーサネットI/F非搭載

Ethernet
Ethernet

PLC、コントローラーのプログラム変更は必要なし！！

シリアル通信でもOK！
各種通信ドライバー経由

デジタル出力でもOK！
アナログ出力でもOK！

Ethernet

IoTゲートウェイ

HMI部の
リニューアル

GP577R
GP2000等



Internal

EcoStruxure Machine Advisor
デモンストレーション

※詳細動画は「高木商会様 Webセミナー アーカイブ」をご覧ください
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クラウド活用をビジネスにする時の「3つの落とし穴」

「クラウド接続」がビジネスじゃない！！
~クラウド活用をお金に変える~

顧客から遠隔監視を求められるけれど社内メ

ンテ用に作ったので詳細データ（見せたくない

データ）まで丸見えになってしまう

↓

だけど、顧客用と自社用の２つを管理するの

は嫌だ

（最近のトレンドは３階層以上の要求多し）

顧客にクラウド利用したら喜んでくれた。でも

改造＆改良依頼が多すぎて対応が大変で

作るんじゃなかった！

↓

いっそのこと、営業・サービスマン・お客様で解

決できる仕組みじゃないと手に負えない

データの見える化の次は「データ活用」「予知

保全」「AI診断」やりたい事は多い・・・やれる

ことは残り少ない・・・いつまで無料でやるの？

↓

クラウド活用でお金を貰える仕組みなら、もっと

顧客が喜ぶサービスを提供しないといけない

見せ方難しい問題 クラウドに時間かけすぎ問題 収益化難しい問題
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Machine Advisorがクラウド活用をマネタイズ（収益化）します

「クラウド接続まで」がビジネスじゃない！！
~クラウドをお金に変えたい~

クラウドの値表示をマスクできるので顧客用・

社内用を共通化

顧客専用画面も簡単に作れるので作成サー

ビスも自由に！

※上記のダッシュボードは同じソースですが

ログインIDにより見え方が違います

４種類のアクセス権で使い方自由！
■装置メーカー 管理者

⇒ 全ての設計と管理が行える（設計者向け）

■装置メーカー 閲覧者

⇒ 自社情報にアクセスできる（営業・サービス員向け）

■エンドユーザー 管理者

⇒ 制限範囲でクラウド設計できる（生産技術向け）

■エンドユーザー 閲覧者

⇒ 制限範囲で閲覧のみ（製造部、保全向け）

アクセス人数が増えても追加費用なし！

① データ監視による故障予知（メール発報）

② データ収集＆自動レポート

③ スマホ用アプリ *1

④ AI装置故障診断(有料オプション) *1

*1 詳細説明ページ有り

ダッシュボード クラウドはお客様で作る時代 Machine Advisorの標準機能を
活用してマネタイズ（収益化）
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最新クラウド活用事例
~EcoStruxure Machine Advisor 活用編~
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食品工場

お客様の課題
・アンドンシステムが納入後に更新できず苦情が多かった

・ユーザー管理部より生産実績等を遠隔で見たいと要望有り

・トラブル時の装置情報の把握の為に多くの時間を要した

・メンテナンススケジュールの機械メーカーとの共有

ソリューション提案
・遠隔ソリューションオプションとアンドンオプションをMachine Advisorで

実現

・故障予知や消耗品アラートはクラウドで監視

お客様のベネフィット
・アンドン画面をユーザーで作画できるので、陳腐化しないシステムを

構築できた

・複数拠点もクラウドで監視でき、クラウド設計も自由にできる

・警報や故障予兆をクラウドで把握し、最適なタイミングで関係者へ

自動通報するので、ダウンタイムが少なくなった

食品機械 アンドンシステム

機械メーカー ユーザー管理部

クラウド
EcoStruxure

Machine Advisor
メンテナンス管理
スケジュール管理

アラーム発報

メンテナンス管理
生産実績数管理

Air Connect

Wi-Fi内蔵
スティックPC

天井吊り下げ式アンドン表示器
・生産実績アンドン表示
・アラーム管理
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① 遠隔監視システム

Air Connect for マシンアドバイザー Basic (SIM,クラウド費用込み）

参考標準価格 ： ¥280,000-

② アンドン用スティックPC （他社製）

参考価格 ： ¥45,000-

合計：¥325,000-
※初年度、工事費含まず

*2年目費用 ： ¥101,700 （SIM、クラウド利用料込み）

食品機械 アンドンシステム クラウド活用効果
お客様の声 - 食品工場管理者・機械メーカーサービスマン・機械メーカー

エンドユーザー様 側

• アンドンがクラウド化されているので、常に最新のアンドンとして利用できる

• 問題発生時もアラーム状況を機械メーカーにシェアできるのでダウンタイムを減らすことに
成功した

• 複数の工場のダッシュボードを見ることができる

• 生産日報を複数の装置から書き写して日報にしていたがクラウドから実績データをダウン
ロードするだけで日報作成できるようになった

機械メーカー様 側

• 装置の付加価値アップを悩んでいたが、遠隔監視ソリューションと現場のアンドンシステム
を同時に簡単に立ち上げることに成功した

• 機能アップや不具合修正のためのソフトウェアの遠隔アップデートを実施できるようになっ
た（別売りソフト必要）

• ユーザーには非公開のデータも機械メーカーで監視できるので装置の消耗品ステータス
チェックや予知保全

• 有償の保守サービスへの加入が少なく問題視されていたが遠隔監視と保守サービスを
セットにすることで加入率がアップし、マネタイズに成功した

導 入 効 果導 入 コ ス ト
※1システムあたり

①
②
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お客様の課題
・数か月おきに現場を移動し、機械が戻るまで稼働履歴がわからない

・建機ごとに、少しずつ仕様が違うためドキュメント管理が大変

・携帯電話が繋がりにくい現場が多く、常時接続タイプのシステムが

機能しにくい

ソリューション提案
・Air Connectの標準装備のGPSアンテナを活用し、GPSデータと装置の

データをクラウドで連携

・EcoStruxure Machine Advisorのトラック機能（ファイルサーバー）

装置に関わる全てのデータを一元管理

・Air Connectのデータベース機能で携帯電話が繋がらないエリアでの

作業もデータログし、携帯エリアに移動後に一斉送信

お客様のベネフィット
・出荷した全ての建機がGPS連動し、どこで何をしているか把握できる

・建機毎のドキュメント管理をリース会社やメンテ会社とも連携できた

・Air Connect内にデータログするので、数日間のエリア外での作業でも

自動データログできるようになった

建設機械 GPS連動監視

機械メーカー
管理PC

管理会社
管理PC

クラウド
EcoStruxure

Machine Advisor
メンテナンス管理
スケジュール管理

稼働実績管理
GPSデータ管理
メンテナンス管理

Air Connect
(車載モデル)

4G,GPS

アンテナ

GPSデータを受信すると
自動的にMA上の地図に

表記されます

RFID

CAN

非接触リーダーGP4301 マイコンボード

送信するデータ
① GPS （ロケーション情報）どこで
② RFID情報（作業者）誰が
③ CAN情報（車輌情報）どんな
④ 建機情報（マイコン情報）どんな
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① 遠隔監視システム Air Connect for マシンアドバイザーLite

参考標準価格 ： ¥238,000-

② GPS / Wi-Fi アンテナ

参考価格 ： ¥0- (Air Connectに同梱）

③ 室内モニター GP4301TAD 5.7型タッチモニター

参考標準価格 ： ¥203,400-

合計：¥441,400-
※初年度、工事費含まず
*2年目費用 ： ¥43,300

建設機械 GPS連動 クラウド活用効果
お客様の声 - 管理者・機械メーカーサービスマン・機械メーカー

エンドユーザー様 側

• USBメモリに毎回コピーしていた建機の稼働履歴がリアルタイム＆自動的に保存できる

• GPS内蔵なので現地の稼働場所、状況が瞬時に把握できるようになった

• 指定したエリアを無断で離れた場合や、指定時間以外での操業を常時クラウドで監視する
ため、操業違反警告メールを送信できるようになった

• 全ての建機の稼働状況を把握できるようになり、配車の最適化を検討できるようになった

機械メーカー様 側

• 大手建機メーカーと変わらないサービスを中規模メーカーで短期間で実現できた

• CAN通信を行うことで、エンジンや駆動部の診断や状況を把握できるため最適なタイミング
でメンテナンスをお勧めできるようになった

• ユーザーには非公開のデータも機械メーカーで監視できるので装置の消耗品ステータス
チェックや予知保全

• 将来的に利用した分だけ請求する建機のサブスク化の実験を行うことができた

導 入 効 果導 入 コ ス ト
※1システムあたり

①

②

③
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お客様の課題
・数年前にスマホ用のアプリを作ったが、改造に費用がかかり放置中

・スマホの画面サイズや機能が変わっていくので、作りにくい

・Web版とスマホ版を両方維持するのは大変・・・

ソリューション提案
・Machine Advisorは自動的にスマホ用レイアウトになるのでスマホ用アプ
リの開発、メンテは必要なし

お客様のベネフィット
・「スマホ対応」をPRポイントにできるようになった

・スマホで納入物件のドキュメントを参照できるようになった

・Web版をメンテすると同時にスマホ版もメンテされるので完全メンテフリー

・スマホ用アプリ開発のメンテ費用（外部委託）が不要となった

スマートフォンアプリ対応
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お客様の課題
・遠隔監視できるプラントとできないプラントが混在している

・既存のデータベースと古い設備が連携しない

・遠隔監視システムと、遠隔メンテナンスシステムがバラバラで使いにくい

ソリューション提案
・1Box化したユニットで古いプラントも簡単に対応

・EcoStruxure Machine Advisorで監視と既存DB連携

・Pro-face Connect で現地PC、PLCのリモートメンテ

・各種警報は機器メーカーやメンテ会社へ一斉通報

お客様のベネフィット
・全てのプラントが見える化でき、既存のシステムとも連携できた

・電源とネットワークだけを準備するだけでシステム立ち上げできた

・現場出張回数を減らし、迅速にリモートメンテが実現できた

（現地のSCADA画面や、ラダーモニターを管理PCで閲覧）

・施設の警報や予兆をクラウドで把握し、最適なタイミングでメンテ会社へ

自動通報するので、ダウンタイムが少なくなった

水処理 プラント 監視

簡易ボックス
に収納

メンテ会社

施設管理者

SCADA

GP-4201T

Air Connect

Web-API接続外部DB or 
クラウド連携

クラウド
EcoStruxure

Machine Advisor
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AI活用術 Machine Attention

~AIによる装置故障予知~
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クラウドにAIをトッピングしませんか？

EcoStruxure Machine Advisor マシンアテンション（AI診断オプション）

あなたのクラウドに AI故障予知 を トッピング
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• マシンアテンションとは
AIエンジンを活用し、機械・装置の異常を検知す
る予知保全アプリ

突発的な装置故障に伴うダウンタイムの軽減

効率的な部品交換時期が判断可能

• 簡単設定
診断対象の装置にあるセンシングデータは
Machine Advisorのロギングデータを活用可能
最大20箇所のデータを利用

（4週間分の正常データが必要）

• 運営・学習
稼働中のデータを装置に与え続ける事で傾向を
解析＆学習。通常時の傾向と異なるものが続い
た場合、異常を検知しメール通知を行います。

EcoStruxure Machine Advisor

マシンアテンション
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最大20箇所のセンシング
データで始められる！

AIエンジンが自動的に
故障予知＆通知

Machine Advisor

マシンアテンション 操作イメージ
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EcoStruxure Machine Advisorを活用することで、簡単に【予知保全】が可能になります

AI診断の仕組みとメリット

今まではAIを使おうとすると… EcoStruxure Machine Advisorがあればこう変わる！

センシングデータ

Air Connect

MDB

簡単データ収集

クラウド
EcoStruxure

Machine Advisor

人工知能 AIエンジン

簡単AI設定

管理者

対話型学習

簡単データロギング

センシングデータ

データ収集が大変

AIエンジンにデータを
渡すにはデータサイエン
ティストの知識が必要

AIエンジンを初期化
するために、０から
データ取りが必要

人工知能 AIエンジン

✕

4週間分の正常データ
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納入後に追加でAIをトッピングできるため、2年目以降の収益確保に貢献

初期導入時：
Machine Advisorに蓄えられた通常運転時のデータを最大4週間分与えます。

運転時学習：
最短2週間の設定値における実測値の傾向や、振動数、回転数、電流値等、

複数のセンシングデータを包括して解析し、異常傾向を分析します。

異常傾向の検知と通知：
データの正常性が失敗した割合を、75%、50%、25%と、

3段階で設定でき、異常を検知した場合、e-Mailにて通知を行います。

ポンプが故障する前に異常を検知し、効率の良い部品交換やメンテナンスを促進

導入事例：ポンプ装置のAI予知保全

回転数

振動数

電流値

温度

設定値

Air Connect

MDB

Machine 

Advisor

AI(Attention)
異常検知

メール通知

センシング
データ
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クラウドを活用したIoT活用＆収益化をお手伝いします

まとめ：Machine Advisorはお客様のビジネスを変革します

出 荷 済 装 置

✓ 付加価値アップ

✓ 保守契約獲得アップ

✓ 遠隔監視事業立ち上げ

新 規 開 発 装 置 出荷済 &  新装置 共通

✓ クラウド標準搭載

✓ サービス事業立ち上げ

✓ 装置のサブスク化やサービスの
サブスク化の支援

✓ 後付けAIオプション

✓ クラウド型アンドンオプション

✓ メンテ外部委託支援
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