
FactoryTalk  
Production®

より効率が高く利益が大きな運用のために
生産の管理と制御を改善 
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問題解決
生産要件と 
コスト /品質を両立

成功を収めるには、製造メーカは生産を計画・制御
して求められるレベルで円滑に運用し、その一方
でコストと品質の目標を満たす必要があります。
標準の製造工程を導入しながら、生産計画を継続
して監視・評価して、コスト、品質、柔軟性、配備
などの目標をさらに高いレベルで満たすため、 
その場で計画を調整する必要があります。

FactoryTalk Productionはスケーラブルな 
ソリューションで、複雑な環境下で個別のアプリ
ケーションの注文を自動管理する方法を提供する
ことで製造メーカがバランスをとるのに役立ちます。 
ERPに統合され、共通のモジュール式のフレーム
ワークで構成されたこのアプリケーションは、注文
データと生産に必要なレシピパラメータを追跡し、
徹底した生産管理をサポートし、継続的な改善を
可能にします。
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当社がお役に立てること

当社の新たに拡張されたアプリケーションを使って、
企業は製造プロセスを接続、管理、検証および 
最適化して、拡張性に富んだアプローチでスマート
マニュファクチャリングを実現できます。

FactoryTalk Productionを使えば、製造過程で
各プロセスを実施することで特に次の課題を克服
することができます。

 §  構築コストの削減

 §  生産性の向上

 §  在庫ほぼゼロのシステムの実現

他の拡張性に富んだ目的適合型アプリケー
ションであるFactoryTalk ProductionCentre 
MESには、FactoryTalk Performanceおよび
FactoryTalk Qualityなどが含まれます。機械 
または作業領域の最小限のインフラ要件に対する
ソリューションから開始し、投資利益率の達成に合
わせて統合MESソリューションにスケールアップ
します。

FactoryTalk Productionおよび 
拡張性に富んだMES

ELECTRONIC 
PRODUCTION RECORD
Every step in production is recorded 
and veri�ed quality, compliance and 
continuous improvement; �nished 
goods release is automated

ORDER PLANNING
& EXECUTION
Supports accuracy of each order with 
detailed planning as well as work 
instructions, label printing and operator 
activity veri�cation

EQUIPMENT 
INTEGRATION
Integrates with equipment to 
download and verify con�guration 
data for each order

BILL OF
MATERIAL
Manages the entire bill of 
material and delivers to proper 
stakeholders

ROUTE
ENFORCEMENT
Veri�es production follows 
the proper route based on 
con�gurable parameters

CONFIGURABLE 
WORKFLOW
A process step can only begin if 
the system con�rms the proper 
preceding steps are complete

PARTS 
MANAGEMENT
Integrates with ERP and parts 
management systems to track order 
data and material consumptions 
throughout the build process

Right 1st Time
Production

Make to 
Demand

Retain & Transfer 
Knowledge

Faster Time
to Market
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FactoryTalk Production
開始から最終出荷までの発注プロセスを管理・制
御して、より効率的で利益ある運用を実現します。

 §生産活動の同期化
 §従業員への作業指示伝達の改善
 §倉庫およびサプライヤからの材料の流れの 
管理を改善 

 §運用手順の製造コンテキストにより継続的な 
改善を維持

 §系図報告の統合

FactoryTalk Productionは、各種報告書およびダッシュボードを含み、注文プロセスおよび主要業績
評価指標 (KPI)の分析をサポートします。 
これによってスケジュール管理された注文を受けることができ、即時の仕掛品 (WIP)の更新によって、
発注状況、材料消費およびプロセス逸脱などのリアルタイム情報を自動で提供します。

分析にダッシュボードおよび報告書を使用
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御社の製造過程を目で見る

新製品および新たな生産量をサポートするため、
多くの場合、製造メーカは工場に機器を追加した
り、材料の流れを変更する必要に迫られます。 
また、これは複数の分野の協力が必要となる手間
のかかるプロセスです。

FactoryTalk Productionはプロセスを合理化し
ます。工場のレイアウトがグラフィカルに表示され、
そこでシステムに機器を追加し、また、コネクタを
ドラッグしてプロパティを編集するだけで材料の
流れを変更できます。

御社の工場をグラフィカルに表示
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ワークフローを構築

機器を追加する、またはラインの作業量のバラ
ンスをとる場合、それぞれの機器のワークフロー
を簡単に作成・再構成できなければなりません。
Factory Talk Productionの計画作成ウィザードを
使って、製造メーカはオペレータのワークフローを
作成できます。

 §ワークフローを追加または変更するには、ワー
クフロー上でウイジェットをドラッグして、プロ
パティを設定するだけです。 
ワークフローは柔軟で、ステーション、プロセス
またはオペレータに関連付けることができます。

 §ウイジェットはオープンソースで、テンプレート
から作成・拡張でき、導入が簡単です。

構成可能なユーザワークフロー

指示ウイジェットをフローに 
ドラッグし、オペレータの 
作業指示タスクを追加します。

これで作業指示がワーク
フローに追加されます。
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独自のワークフローを定義
組立て計画を作成

組立て計画では、どの部品または一連の部品を 
どの生産ラインで作成できるか、および生産ライ
ンで部品を作成するために必要なステップを特定
することができます。FactoryTalk Production
アプリケーションには、これをサポートする組立て
計画エディタが用意されています。

組立てたい製品と、組立て場所
およびその方法を定義します。

各オペレータステーションで
どのワークフローを実施す
るか定義します。
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当社の顧客としての当社
FactoryTalk Productionアプリケーションを当社
自体のプラントに実装することで、生産速度の向上、 
よりレスポンスの速い製造環境、構造コストの削減
およびより優れたリスク管理を達成することができ
ました。

「生産発注の日」のビデオを 
ご覧ください

FactoryTalk Productionアプリケーションはあなたに合っていますか ?

ケーススタディをお読みください。

あなたの課題は何ですか ?あなたは何に基づいて評価されますか ?あなたにとって何が大切ですか ?

最終的に、あなたの主な目標は収益性を高めることです。自問してみてください。

組立てステーションに適切な部品がないために生産が遅れることが週に何回発生していますか ?

ERPの注文は、どのように生産管理システムに入力されていますか ?

構成データは自動的にダウンロードされ、それぞれの注文で検証されますか ?

お客様の要求に対して、どれくらい迅速に製造ワークフローを変更できますか ?

製造工程のどこに部品があるか、どのように可視化しますか ?

規格への準拠を証明し、必要に応じてリコール /やり直しを行なうために、システムで何を製造している
か追跡できますか ?

デモでチェックしてください。

http://embed.vidyard.com/share/PC9QUPF3OHGAgMtuusYaxQ
http://rockwell.lookbookhq.com/scalable-mes/CIE-AP001
http://rockwell.lookbookhq.com/scalable-mes/prod_demo_webinar


ロックウェル・オートメーションとの提携

コネクテッドエンタープライズについては、 
ロックウェル・オートメーションと当社パートナまで 
お問い合わせください。

 §販売、製品、サービス、および技術サポートの疑問に関する
答えが得られます。詳細をご覧ください

 §業界をリードする販売業者やシステムインテグレータなどで 
構成されるロックウェル・オートメーションのPartner 
Network ™ を通じて、貴社のシステムソリューションの設計、
構築、および維持するための支援を受けることができます。
詳細をご覧ください

PlantPAx、Integrated Architecture、Listen.Think.Solve.、Motor Control Center、Total Cost to Design, Develop and Deliver、およびPartnerNetworkは、Rockwell Automation, Inc.の商標です。 
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。

ロックウェル・オートメーション (NYSE:ROK)は、産業用オートメーションに専心する世界最大の企業で、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。 
当社の主力をなすAllen-Bradley®およびRockwell Software®の製品ブランドは、世界中でその革新性と優秀性を評価されています。

Facebook、Twitter、Google PlusでROKAutomationをフォローしてください。  Youtubeで当社をチャンネル登録してください。 

Linkedinで当社とつながってください。
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