ニューノーマルを乗り越える
ケニアの日常生活
YNY Technologyのリモートサービスが
ケニアの食用油供給を維持
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概要

重要な商品に対する
地元の需要に対応

ケニアは東アフリカ最大の経済国であり、過

政府の支援により、ケニアで稼働している

ニアの活気溢れる経済と止まらない人口増加

動化されています。製造プロセスでは温度や

去10年間の人口増加率は25%になります。
ケ

により、人々が日常生活で使用する生活必需
品の需要が大幅に増加しています。
その1つ

ほとんどの食用油処理プラントは完全に自

他の要因を非常に正確に制御する必要があるた
め、
これはとても重要なことです。食用油の精製

が食用油です。例えば、2018年、ケニアで

には、脱ガム、漂白、
ろ過、脱臭、分別など、粗食用

3分の1に留まっています。
このため、ケニア

す。
プラントの所有者が、一貫した品質と最大の

しました。例えば、企業に食用油産業に参入

ために、信頼性の高い制御システムが必

ンティブを設けました。食用油は長い間ケニ

オイルの温度は正確に制御しなけれ

例えば、同業界で働く労働者は7,000人にお

品質が損なわれてしまいます」と、YNY

占めています。

ーのJeffrey Wong氏は述べています。

消費された食用油のうち、国内での生産量は
政府は地元の食用油産業の大幅な拡大に着手

する動機を与えるために、免税などのインセ
アの食品加工産業の重要部門となっています。

よび、ケニアの2018年のGDP全体の2.1%を

油を精製するためのいくつかのプロセスがありま
生産力を確保するプロセス全体を管理する
要であることは明らかです。
「例えば、
ばなりません。
そうしないと、オイルの

Technologyの事業部門シニアマネージャ

YNY Technology Sdn Bdnはマレーシアの

企業で、
プロセス制御ソリューション分野に

35年以上携わってきた、PC Groupの子会社です。

YNYはインダストリー4.0の熱心な推進者およびリーダー

として、
フィナンシャル・タイムズ紙によってアジア太平洋
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地域の急成長企業ランキング2020の1つに格付けされ、

ケニアの地元の食品加工産業にサービスを提供するな

ど、顧客にデジタルトランスフォーメーションソリューショ

ンを提供し続けています。

KENYA

ビジネス上の課題

危機の真っ只中で新しいサービスモデルが劇的に拡大

2019年末、まだパンデミックが世界の商取引
にここまでの大きな混乱を引き起こす前、
YNYは海外の顧客にリモートサービスを提供
することの重要性をすでに認識していました。
最大の課題は、顧客にとって主要な要件であ
る強力なサイバーセキュリティを達成するソ
リューションを見つけることでした。Jeffrey
氏はこう述べます。
「食用油精製所のお客様
は、詳細な製法は会社独自の機密情報である
ため、サイバーセキュリティについて非常に
慎重です。
プロセスに関連する情報は機密性
が高く、
そのような貴重な情報をパブリック
ネットワークに公開するようなリスクの高い行
動をとる人はいません。
」実際、食用油精
製所ではインターネットから完全に切断され
たクローズドシステムが使用される傾向があ
り、工場の稼働時と保守の両方を含め、常にオ
ンサイトのサポートを利用していたのはそ
のためです。

2020年1月以降、
パンデミックにより状況は
一変しました。COVID-19の脅威が急速に世
界中に蔓延したため、ほとんどの食用油輸入
に遅れが生じ、ケニアは地元の供給に頼らざ
るを得なくなりました。現地の業界は生産ラ
インの保守や技術サポートを海外のパート
ナーに大きく依存していたため、大きな問題
を引き起こしました。
パンデミックが発生す
る前は、海外の技術パートナーがケニアに飛
んでオンサイトサービスを提供していました。
しかし、ほとんどの国が海外への渡航を厳し
く制限したため、ダウンタイムのない安定し
た製油所の生産プロセスを管理、維持するた
めには、
リモートアクセスしかありませんで
した。
パンデミックにより、
インターネット
経由で接続されたシステムによって提供され
るリモートサービスの採用が大幅に加速され
ました。

YNYは、
リモートでの稼働の一般的な方法である従来のリモートデスクトップ接続（RDC）
ソリュ
ーションを自社のオンラインサービスプラットフォームに導入することを検討しました。
サイバー
セキュリティが最大の懸念事項であったため、YNYでは、
インターネット経由のアクセス許可を得
られるまでの間、顧客のオンサイトITチームからのセキュリティに関する質問への対応に多大な
労力を費やしました。
しかし、YNYが直面した困難な障害はこれだけではありません。
まず、セッ
トアップにはITの幅広い知識が必要でしたが、
オートメーションエンジニアの大多数はITに精通
していませんでした。
次に、一度接続してしまえば、
ユーザーはプラントのネットワーク内のすべ
てのローカルデバイスにアクセスできてしまいます。
したがって、ITの最大の課題の1つは、生産
情報などの機密領域への不正アクセスを防ぐためのアクセス権の管理方法を策定することでし
た。
代替手段を考えたとして、
その手段が悲惨な結果をもたらす可能性があるためです。
そして
最後になりましたが、RDCライセンス料は一般的に非常に高額であることも障害となります。

「ケニアのお客様に、導入可能な
コストでリアルタイムのサポート
を継続的に提供できる新しいソ
リューションが必要でした。」
Jiat Yong氏

YNY Technology取締役

ソリューション

信頼性の高いリモートサポートでビジネスの未来を守る
YNY Technologyは、
この困難な問題を解決できる専門家の支援を得

るために、長年のテクノロジーパートナーであるMoxaに相談しました。
そこで候補に挙がったのが、安全なリモートアクセスソリューションで

あるMoxa Remote Connect（MRC）でした。
Jeffrey氏は、
「オフィスで概
念を実証する作業を少し行っただけで、MRCが直面している問題の解
決策になる可能性があることがわかりました」
と指摘しています。

MRCは、
クラウドプラットフォームで運用される安全なリモートアクセス

ソリューションです。
産業用アプリケーション向けに、現地でのデバイス/
マシン、
エンジニア、
およびアプリケーションサーバーを簡単かつ安全
に橋渡しするソリューションとして使用できます。
複雑なVPN/ファイアウォール構成を導入する必

要はありません。
エンジニアがセキュリティの問題

を軽減するために、特別なITセキュリティポリシー
を設計する必要があるRDCオプションと比較する

と、MRCの操作ははるかに簡単でした。
RDCオプシ

ョンの導入による新たな投資は、通常、追加の人

員と保守にかかるコストだけです。
例えば、MRCは

ファイアウォール設定を変更する必要がなく、不

明なデバイスへのアクセスをブロックするように

構成できるため、
データと機器の両方を保護でき

ます。
さらに、Moxaがホストするリモート接続サー

ビスであるMRC Quick Linkを使用すれば、
ユーザ
ーは独自のサーバーポータルを構築する必要が

ありません。
Jeffrey氏は次の点に注目しています。

「MRCは、複雑なファイアウォール設定やIP再構

成など、ITに関するすべての悩ましい問題を解消し

ます。
さらに、MRCはOTエンジニアにとっては非常
にわかりやすくユーザーフレンドリーです。
MRCに

よって、本社やリモートの顧客サイトにいる当社
技術スタッフは、ITの幅広い知識がなくても、

リモートアクセスを導入できます。
」

「MRCはOTエンジニアにとっては
非常にわかりやすくユーザーフレン
ドリーです。
MRCによって、本社やリ
モートの顧客サイトにいる当社技
術スタッフは、ITの幅広い知識がな
くても、
リモートアクセスを導入でき
ます。
」
Jeffrey Wong氏

YNY Technology
事業部門シニアマネージャー

ソリューション

お客様の
機密製法を保護

グローバルなカスタマーサポートを
リアルタイムで提供できる新時代

カルとリモートのシステム間におけるデータ暗号化と

モートでPLCのトラブルシューティングと構成を安全に行うことができます。MRCは、現地に単一のゲートウェイを備

MRCソリューションをご提案した際、お客様にまず尋ね

す。
エンドユーザーは、複数の専用PCやソフトウェアライセンスを購入する必要がなくなり、YNYは低コストで顧客の

MRCのセキュアリモートアクセスソリューションは、ロー

YNYが顧客に提供したMRCゲートウェイが組み込まれたSCADA制御システムにより、YNYはインターネットを介してリ

安全なトンネリングを可能にします。
「ケニアのお客様に

えており、1対1や1対多などのさまざまな通信要件を満たすことができるため、接続の柔軟性と拡張性が確保されていま

られたのが『接続はどの程度安全なのでしょうか』という

ニーズに迅速に対応できるようになります。
これまでは、YNYの海外の顧客が解決できない問題に直面した際には、YNY

ことでした。MRCはお客様のすべての懸念に応えました」

は直ちに専門家の1人を、ケニアに渡航させていました。
ビザの申請などの渡航準備を除いても、移動に少なくとも2日

と、Jeffrey氏は述べています。MRCのエンドツーエンド暗

かかり、
プロセス全体に非常に時間がかかりました。
「MRCが導入されていれば、海外から報告された問題でも、
イン

号化により、
データ漏洩を防ぐことができ、
プラント所有者

ターネット接続が利用できればわずか2時間で問題を解決できます。MRCの安全なネットワーク接続を経由して、お客様

つまり、
リモートのサポートが不要な場合は、YNYとのイン

Jeffery氏は述べています。現在、YNYは地理的な制約なしに、以前よりもはるかに低コストで顧客をリアルタイムでサ

はオンデマンドのリモートアクセス制御を利用できます。

側から関連情報を簡単にダウンロードし、YNYのオフィスから問題のトラブルシューティングを行うことができます」と、

ターネット接続を簡単に切断できます。

Moxa Remote Connect（MRC）に
よって、現地のデバイス/マシン、
エンジニア、産業用アプリケー
ション向けアプリケーションサー
バーを簡単かつ安全に橋渡しでき
ます。

MRCクライアント

ポートできています。

MRCサーバー

• HMI/SCADAサーバーのリモートデ
スクトップ制御
• PLCプログラムのダウンロード
• 機器の構成変更

エンドツーエンド
のデータ暗号化に
対する4種類のア
クセス制御

MRCゲートウェイ
ネットワークスイッチ

ON

サービス
エンジニア

現場

OFF

HMI/
SCADA
サーバー

PLC

HMI/
SCADA
サーバー

PLC

成果

インダストリー4.0に向けた
取り組みでの前進

インダストリー4.0の統合ソリューションプロバイダーとして、YNYはすでに先々の

ことを考えています。YNYは実績のあるMRCの機能を活用することで予知保全を

提供し、
より積極的なカスタマーサービスの実現、設備総合効率（OEE）の改善、
そ

して設備のダウンタイムゼロを目指す実現可能性について研究しています。安全

なリモートアクセスにより、YNYは顧客のマシンの問題を直接診断し、制御システ

ム全体の状態を判断することで、障害を発生前に予知することができます。
このよ

うなソリューションにより、顧客はマシンの保守サービスを事前にスケジュールで

き、
マシンの可用性を向上させ、生産の質とスピードを向上させることができます。

「私たちは、信頼できるテクノロジーパートナーとしてMoxaを迎えることができて

嬉しく思います。Moxaからの多大なサポートがあれば、お客様に最高のパフォーマ

ンスとオペレーショナルエクセレンスを提供し続けることができると確信していま

す。地理的制約やタイムゾーンの制約を排除した上で、当社のグローバルサービス
の対象範囲を拡大し、昨今の産業変革のメリットをすべてお客様に提供できるこ

とを楽しみにしています」と、Jiat氏は述べています。

YNY Technologyは現在、
この困難な時代においても、ケニアの顧客がオペレーシ

ョナルエクセレンスを達成するのを支援し、地元の需要によって生じる圧力をケニ
ア国内で軽減することを可能にしています。
さらに、顧客の機密製法にまつわるセ
キュリティを確保し、顧客の信頼を勝ち取っています。YNYはこれからも前進を続

け、世界中のお客様に、いつでもどこでもリアルタイムのリモートプロフェッショナ

ルサポートを提供していきます。
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「私たちは、信頼できるテクノロジーパートナーとし
てMoxaを迎えることができて嬉しく思います。
Moxa
からの多大なサポートがあれば、
お客様に最高のパ
フォーマンスとオペレーショナルエクセレンスを提供
し続けることができると確信しています。
」
Jiat Yong氏

YNY Technology取締役

