
総合的なシリアル化ソリューション

ロックウェル・オートメーションの拡張シリアル化ソリューションは、端から端ま
でのプロセスの統合に対してスケーラブルなプラットフォームを提供します。

シリアル化の台頭：知っておくべきこと
インターネット薬局の台頭。規制されていない卸売業者および再包
装業者。偽造技術の進歩。これらは医薬品偽造者が消費者の健康や
製造メーカの評判を犠牲にして利益を得るためにつかんできた機会
の一部のみにすぎません。その結果、米国、欧州連合、ブラジル、中
国をはじめとする世界中の数多くの国や地域では、シリアル化に基づ
いた偽造防止規制を定めています。

すべてに対応するロックウェル・オートメーション 

当社のシリアル化ソリューションは総合的アプローチをとっており、
医薬品および食品飲料業界向けに、現在および今後の規制、製品の
偽造や回収に対応した単一のソリューションを機械装置メーカ(OEM)
とエンドユーザの両方に提供します。これは、包装からMES、ERP、クラ
ウドに至るまでの完全なターンキーソリューションとなることも、今日
のニーズに対応したスケーラブルなソリューションとなることもでき
ます。

特長および利点
ロックウェル・オートメーションは、
オートメーションからMES、ERP、クラ
ウドまでの課題に対応する総合的な
シリアル化ソリューションを提供しま
す。拡張システムには以下のような機
能があります。

•	 包装ライン技術や生産管理システ
ムに柔軟に対応し、さらにスケーラ
ブルなソリューションを提供 

•	 最新のLogixベースのユニットコント
ローラにより、完全、ターンキー、レ
トロフィット、またはOEMのソリュー
ションをサポート 

•	 事前設定された販売チャネルおよ
びEPCIS(電子製品コード情報サービ
ス)データのエクスポートにより既存
のシステムに簡単に統合 

•	 手動シリアル化と集約ワークフロ
ーをサポートする事前検証済みの
最適化ツールにより、手動包装ライ
ンを導入している製造メーカに対応
•	 モジュール式、スケーラブルで再使
用可能な市販のハードウェアとソフ
トウェアを利用
•	 国際規格に準拠し、迅速な生産の
再開を実現
•	 デバイスレベル(印刷、ビジョン、お
よびスキャン)からエンタープライズ
レベルまでのネットワークおよび通
信のオープン規格を統合
•	 既存の包装機器と接続するための
オープンプラットフォームを推進
•	 スキャナに完全に依存しない、モバ
イルアプリケーションを経由した認
証に対応
•	 世界規模で対応し、現在および今後
の規制に準拠

当社のシリアル化ソリューションは、製造メーカのニーズを満たすために簡単に拡大縮小できます。



利点

規制への準拠
ロックウェル・オートメーションのシリアル化ソリュー
ションは、GS1規格と固有のデバイス識別子をサポート
しています。

オープンアーキテクチャ
ラインシリアライズ機器と統合するための専用の制御
ネットワークアーキテクチャを備えたロックウェル・オ
ートメーションのIntegrated Architecture® (統合アーキテ
クチャ)制御システムに基づいた総合的なシリアル化ソ
リューションは、現場や工場レベルでの相互運用性の
課題を排除し、エンタープライズレベルやサプライチェ
ーンとのシームレスなつながりを実現します。工場の中
央データベースに格納されているすべての委託された
シリアル化および集約データを使用して、任意の集約
レベルに対するモジュール式拡張をサポートします。

製品が工場から倉庫に出荷されるか、下流のサプライ・
チェーン・パートナに出荷されると、データがGS1 EPCIS
認定中央データベースに転送されます。ロックウェル・
オートメーションでは、当社の戦略的提携パートナであ
るマイクロソフト社のSecure Azure Cloudプラットフォー
ムを推奨しています。

データの統合
このソリューションはISA-95に準拠したデータモデルに
従い、データ処理と機械制御のセグメント化を提供す
ると共に、シリアル番号データの生成と管理を行ない
ます。エンドユーザは、希望するOEMおよびSIを選択で
きます。クラウドベースのセキュアなストレージとのイ
ンターフェイスは、製品出荷後に複数の工場間での中
央のデータ共有およびサプライ・チェーン・パートナの
ハブをもたらします。

データ管理には、他の製造システムやビジネスシステム
と接続するサイトサーバが含まれます。業界で実証済
みの当社のシリアル化統合ゲートウェイ(SIG)は、サード
パーティのシステムへのシリアル化データの転送をサ
ポートしています。

包装ライン用のハードウェア統合
このソリューションはラインレベルでサイトの既存のデ
バイス管理システムに接続されており、新しいLogixプ
ログラマブル・オートメーション・コントローラ(PAC)を
機械の検証にほとんど影響を及ぼさずに印刷および
検証ステーションに追加することができます。

新しいライン用に、標準のソリューションにはラインコ
ントローラ、ユニットコントローラ、およびHMI画面が
備わっています。

検証/適格性判断 

当社のグローバル検証チームは、ライフサイエンスの
アプリケーショやプロセスにおいて幅広い経験を持っ
ています。この経験は、貴社の品質、包装、IT、およびエ
ンジニアリングスタッフがシリアル化アプリケーション
の検証に関する複雑な作業に取り組む上で役立ち、プ
ロジェクトを順調に進められるようにします。シリアル
化に関する当社の検証サービスには、テスト計画、テス
ト仕様、テストプロトコル、テストレコード、トレーサビ
リティマトリクス、リスク分析、変更影響分析、および
テストレポートが含まれます。

当社の多くの検証エンジニアは専門分野の主要なコミ
ュニティに積極的に参加しており、新たな規制開発、見
直し、および決定に関する最新情報を常に把握し、そ
の進行状況がシリアル化プロセスにどのように影響す
るかを追跡しています。

重要な生産アプリケーションのサポート
ロックウェル・オートメーションの年中無休のシリアル
化アプリケーションのサポートサービスには、セキュア
なリモート・システム・モニタ、定期的なシステム健全
性チェック、お客様独自のナレッジベースデータベー
ス、および工場の生産を再開するための緊急安全オン
ラインシステム診断機能が含まれます。



レベル1のシリアル化 - ユニットコントローラ

ソリューションの「腕」となるアレン・ブラドリー	
(またはサードパーティ)のPLC

•	ユニットの機能
–   デバイス制御
–   アラーム処理
–   ライン集約設定に従ったユニットモード選択

•	印刷および検証モジュール
–   データ印刷の要求
–   印刷と検証
–   製品追跡の実行
–   子の一貫性チェックの要求
–   障害発生時のイジェクトのトリガ
–   シリアル化および集約結果の送信

•	 IPC - ユーザインターフェイス 
–   機械HMI (FTView SEステーション)
–   機械の始動、停止、および一時停止
–   機械のステータス
–   ライン集約設定に従った機械のモード
–   印刷および検証の結果
–   ユーザ管理
–   言語設定

主な機能

レベル2のシリアル化 - ラインコントローラ 

ソリューションの「心臓部」となるアレン・ブラドリ
ーのPLCラインコントローラ

–   サイトコントローラとユニット間の設定の転送
–   ユニットとサイトコントローラ間の同期化の
処理

–  印刷/シリアル化データの要求と転送
–  子の一貫性チェックの実行
–  親子関係の転送
–  コンテンツおよび結果のバッファとして機能
–   集約ユニット間の優良リストの管理



レベル3 - サイトサーバ：

ソリューションの「頭脳」となるPharmaSuite®サイトサーバ

•	 PMC (製品管理クライアント)
–   サイトモデルの管理
–   シリアル化されたマスタデータの管理
  –   異なる乱数発生器を使用したシリアル範囲 
–   S88適合レシピによって定義されているマスタレシピの管理
  –   ライン集約設定：ラインのどのユニットが集約に含ま

れ、どのユニットがドライ・ラン・モードで実行される
かを定義

–   シリアルデータを使用した包装指示の管理
  –   指示は手動で作成するか、ERPまたはMESシステムか

らダウンロード可能

•	 PEC (生産実行クライアント)
–   ユニット間のシリアル化命令の開始と停止
–   再作業の許可

•	バックエンド
–  オンデマンドでのシリアル番号の作成と使用
–   包装指示を完了に設定する前の作成済みEPCデータの一貫
性チェック

•	モバイルクライアント(MC)
–  再作業の許可

•	ラインコントローラPLCとのインターフェイス
–  設定およびシリアル化データの転送
–  印刷/シリアル化データの転送
–  シリアル化および集約結果の受信

レベル4および5とのインターフェイス – クラウドベースの	
イベントリポジトリ

シリアル化統合ゲートウェイ(SIG)

–   指示作成用事前設定チャネル(ERP/MESの統合)
–   コミッションおよび集約EPICSデータエクスポート用事前
設定チャネル
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詳細 
ロックウェル・オートメーションは、それが端から端までの完全なプロセスであるか、既存の機械お
よびシステムと連携しているかどうかにかかわらず、シリアル化プロジェクトをサポートできます。	
スケーラブルソリューションについては、当社代理店または正規パートナにお問い合わせください。

または、以下のWebサイトをご覧ください。 
http://www.rockwellautomation.com/global/industries/life-sciences/overview.page?pagetitle=
Serialization&docid=70836de446032b7247cdf88b5e81d8c1
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