
最新バッチソリューション
プラントフロアから企業全体へと価値を拡張



バッチシステムの役割の進化 
自動バッチシステムは、その誕生以来、複雑なプロセスの管理の簡素化とい
う共通の目標を目指してきました。業界の大半で、人的エラーを削減するため
に自動化システムが手作業の紙ベースのプロセスにとってかわり、より効果的
なデータ収集および生産の効率化のための道を開きました。

それと同時に、従来のバッチシステムがも
たらすことのできる価値には限界がありま
す。速度よりも厳密な制御を目指して設計
されているこれらのシステムは、産業環境
では当然となっている処理能力をフルに活
用できません。

加えて、従来のシステムは通常、独自の技
術に基づいており、セキュリティのために隔
離されています。そのため、データの抽出や、
ビジネスシステムとの統合が困難です。

今日、最新のバッチシステムが従来の考え
方を打ち消し始めています。現代的なイン
ターフェイスと、セキュリティアプローチの
設計を特長とする最新のシステムは、標準
化されたモジュール形式の、効率的な方法
でバッチ処理の問題を解決します。また、
迅速でセキュアな情報の統合が可能になっ
たことで、ビジネスパフォーマンスが向上
します。

関係を理解する：最新のバッチ、MES、およびERPシステム
企業全体を通して最適な情報の統合を実現するには、システムアーキテクチャ、
および情報を最も効率的に配布できるシステム階層を明確に理解する必要が
あります。 

少し前までは、バッチ、製造実行システム (MES) およびエンタープライズ・リソース・
プランニング (ERP) システムの間の明確な区別は、独自のネットワークと複雑
なゲートウェイで特長付けられていました。システム階層と各システムの明確
な機能を簡単に理解することはできましたが、それらの区別があるために、
情報の統合が困難でした。

運用技術 (OT) と情報技術 (IT) のコンバージェンス ( 収束 )、産業オートメーション
および制御システム (IACS)3 のネットワークの事実上の標準としてイーサネット
と IP プロトコルを採用したことにより、この状況は変化し始めました。
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プロセス中心の産業は、変動が大きく複雑な状況に直面していますが、プラントフロアで
のデジタル技術の使用の増大により、これらの課題に対応するためにこれまで以上に多量
のデータを利用できます。

最新のバッチシステムは、現代の産業エコシステムの重要部分です。これらのシステムは、
柔軟で一貫した生産工程をサポートするデータ駆動型制御を提供するだけではなく、ビジネス
システムに対応し、コネクテッドエンタープライズ全体での継続的な最適化の促進を支援し
ます。
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コンバージェンスと、より多くの情報に対応するアーキテクチャの約束事は、
製造においては革新的な展開ですが、階層内での境界線をあいまいなものに
しました。具体的には、MES システムと ERP システムがプラントフロア情報へ
のより直接的な経路を持つ場合、最新のバッチシステムが企業全体にもたらす
ことのできる価値は明確ではないかもしれません。

確かに、MES システムおよび ERP システムへのプラントレベルの透過性は、 
プロセスの実行にかわるものではありません。ワークフローの実行および標
準操作手順によるレシピ管理の簡素化と再現可能な品質は、最新のバッチシ
ステムで実行される重要な機能です。

しかし、プロセスの改善、製品開発、および、法規制の遵守をサポートするた
めに最新のシステムがもたらす高度な分析とレポート機能も同様に重要です。

データの意味を理解する
根本的に、最新のバッチシステムは、プロセスの実行だ
けではなく、データの収集、保護、および共有にまで
及びます。さらに重要なのは、最新のシステムは固有の
プロセスデータをコネクテッドエンタープライズ全体で 
使用できるよう、状況に合った情報に変換することです。

情報の収集
自動バッチシステムは、常にデータを収集してきました
が、最新アプリケーション、および現代の機器が生成す
る情報量に対応しかねていました。より高レベルなシス
テムに最適な価値をもたらすためには、バッチシステム
は今日のスマート機器が生成するデータの宝庫を取り込
むために十分な応答性と堅牢性を備えている必要があり
ます。

例えば、地酒醸造アプリケーションでの最新ろ過プロセス
には、60 以上の手順があり、多量のデータが生成され
る可能性があります。従来のバッチシステムは、手順制
御を維持することはできますが、通常の生産速度でこの 
システムが生成できる量のデータを収集するようには設
計されていません。

最新のバッチシステムは、材料および機器のリアルタイム
追跡を含む並外れたレベルのプロセス詳細情報を収集
することで、これらのニーズに対応しています。その後 
データベースでその情報を一元管理することにより、 
手順制御とリソース管理を改善し、企業全体の情報の
ニーズにより効果的に対応します。

情報の保護と共有
しかし多くの意味で、データの収集と一元管理は、プロセス
の比較的簡単な部分であると言えます。データセキュリ
ティを保ったまま、高レベルなシステムとデータを共有す
ることは、さらに複雑です。

確かに、知的財産は企業が所有する最も貴重な財産で
あり、そのインテリジェンスの多くはバッチサーバに格
納されています。そのため、バッチ情報を保護すること
はどのような操作においても重要な要件です。

標準規格の影響： 
論理フレームワークとISA-95

堅牢な最新式産業プラントは、複数の
技術によって定義されます。効果的に設
計されたプラントアーキテクチャでは、 
これらの技術を階層的な機能に分割し、
それぞれの接続性およびセキュリティに
関する重要な要件をサポートしています。

国際計測制御学会 (ISA)1 は、最新のプラ
ント全体のアーキテクチャについて 6つの
論理的な機能およびセキュリティレベル 
を含むフレームワークを定義していま
す。同時に、ISA-95 規格は、MES 統合を
重視した企業の基幹システムと制御シス
テムの統合に対応しています。

論理フレームワーク 2 は、ISA-95 統合規格
とともに、最新のバッチシステムの役割、 
および階層内でのそれらのインターフェイス
に関する混乱をもたらしました。

MESソリューションを使用することにより、
企業はプラントレベルおよびエンタープ
ライズレベルのシステムにより、接続、
管理、および生産を向上させることが
できます。実行システムは、サプライ
チェーンの需要と制約範囲内で生産を制
御します。

最新のバッチシステムでは、マスタレシピ 
の一元管理と実行が可能です。最新のバッ
チシステムは、プロセスを調整し最適化
するだけでなく、MESシステムおよび ERP
システムとのプラントフロア情報の交換
のための調整されたセキュアな方法を
提供します。

https://www.isa.org/
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バッチサーバへの物理アクセスの制限は、システムを保護してセキュアに保つため
の方法のひとつですが、バッチシステムを分離する独自のクローズドネットワーク
を使用する方法もあります。 これらの方法は、業界の大部分で依然として使用さ
れているため、ビジネスシステムとの統合が困難になっています。

通常、データ統合には複数のゲートウェイ、OPC サーバ、およびカスタムツールが
関与し、シームレスとはほど遠いものとなっています。しかし、予防措置にもか
かわらず、クローズドネットワークや複雑な統合方法では、システムのセキュリティ
は保証されません。

つまり、「隠蔽によるセキュリティ」は今日の世界では実行可能な選択肢ではあり
ません。事実上、あらゆる独自システムは、知識と悪意のある攻撃者によって特
定され、標的にされます。実際、独自システムは業界標準のウイルス防止および
セキュリティの専門知識 4 へのアクセスを欠くため、特に脆弱であるという意見
も多くあります。

最新のバッチシステムでは、データ統合を簡略化しながら生産システムと知的財産
を保護する「セキュリティ重視の設計」アプローチを採用しています。最新のバッチ
システムは、複数のラインおよび複数のサイトでセキュアなデータ共有を実現す
るために役立ちます。同時に、最新のシステムでは継続的な改善分析のためにデータ
を利用できます。また、規制管理および品質管理のレポートで利用できるように、
データの整合性も保護されます。

方法はまず、システムは暗号化によってレシピを生産領域に制限します。これに
より、データはバッチサーバから判読できなくなります。

次に、最新のシステムは、改造されていないイーサネットに
基づく多層防御セキュリティアーキテクチャ 5 に依存します。
このネットワーク・セキュリティ・フレームワークは、IT/OT
コンバージェンスをサポートするとともに生産システムと企
業の基幹システム間に重要な保護レイヤを作成します。

最後に、最新のアプローチでは、独自の言語ではなく、SQL
などの業界標準の形式を使用することで、システム間の
データ共有が容易になります。加えて、最新のバッチシス
テムは、高レベルシステムと統合および連携するように構
築されており、その機能をシームレスにする標準のインター
フェイスを含んでいます。

実用的な情報へのデータの変換
最新のバッチシステムは、広範なプラントおよびビジネス
システムに接続し、それらのシステムとイベント駆動型データ
を共有するように設計されています。また、最新のバッチ
システムは、共有情報を利用して、生産パフォーマンスを
最適化する動作を実行します。

最新のシステムの主要な特長は、動作を実行する速度です。
例えば、最新のシステムは、品質管理研究室のラボラトリー
情報管理システム (LIMS) とリアルタイムでやりとりことがで

きます。LIMS によって報告されたテスト結果に基づき、バッチシステムは、例外
条件に応じて自動的に生産を進めたり、プロセスを一時停止または中止したりし
ます。加えて、最新のバッチシステムは、リソースをより効果的に管理するために、
ラボの結果に基づいて機器やプロセスを動的に割付け直し、ビジネスシステムで
アクセス可能な Web ベースの例外レポートを提供することができます。

リソースがセキュリティ 
リスクに対処
ロックウェル・オートメーションとシスコ
社は、ベストプラクティス、推奨事項、
およびリファレンスアーキテクチャを 
含 む Converged Plantwide Ethernet (CPwE)
プログラム 6 を共同開発しました。

これらのリソースは、将来に備えたネット
ワーク基盤の設計と配備、ネットワーク・
アクセス・セキュリティ、および未知の 
リスクへの対応などの基盤となります。

トレーニング、教育、および認定のオプ
ションは、ネットワーク基盤の管理に携
わる従業員が利用できます。

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/wp/secur-wp004_-en-e.pdf?event-category=eBook&event-action=Download&event-label=Security_Global_XX_EN_2016_Industrial_Security_Whitepaper


最新バッチソリューション | 5

残りのプラントとネットワーク基盤を共有することで、最新のシステムはレポート
の合理化と、製造インテリジェンスシステムとの統合の簡易化を実現できます。
最新のバッチシステムは、もちろん、生産例外や、系図の追跡とトレースなど
の共通のニーズを解消するレポートを提供することができます。

しかし、独自のプラットフォームに基づく従来のシステムとは異なり、最新の
バッチシステムは、HMI やその他のシステムと簡単に統合して、統一性のあ
る単一レポート構造を提供します。さらに、最新のバッチシステムは、製造 
インテリジェンスシステムにリアルタイムの情報を提供できます。その後、製造 
インテリジェンスシステムはそのデータを集計して、他のシステムからの追加
の情報や背景を提供します。

最新のアプローチは、レポートと、システム間での情報交換に留まらないこ
とに注意してください。最終的には、最新のバッチシステムはコネクテッド 
エンタープライズを強化し、より効果的かつ迅速な意思決定を可能にする 
情報をユーザに提供します。 

オペレータサインオフを実施する場合も、数マイル離れ
たプラントでのプロセスの異常をマネージャに知らせる
場合も、最新のバッチシステムは適切な技術とツールを 
使用して、状況に応じた情報をリアルタイムで適切なユーザ
に配信します。

コネクテッドエンタープライズにおける
重要なリンク
加工産業の大部分では、最新のバッチシステムがコネク
テッドエンタープライズでの重要なリンクとなっています。

標準ネットワークアーキテクチャと、マスタレシピ管理
用の共通データレポジトリのお蔭で、最新のバッチシ 
ステムでは、驚くべきレベルのプロセス制御、可視性、
および統合が実現されます。

最新のシステムでは、スマート技術における進歩を利用
し、これまでより多くのデータを捕らえることができま
す。その情報は、他のシステムで分析および使用できま
す。その結果、製造ライン間または複数の施設間で情報 
を共有し、パフォーマンスを比較することによって、 
新しい洞察を得てより高いレベルの一貫性と効率を促進
することができます。

同時に、最新のバッチシステムは、知的財産と処理データ
の整合性を保護するセキュアなフレームワークを提供し
ます。

最新のバッチシステムは、真の意味で情報対応と言え、企業がコネクテッド 
エンタープライズの力を利用して、継続的な改善と生産業績の最適化を図る
ための支援を提供します。

ロックウェル・オートメーションのスケーラブルな最新のバッチソリューション
である FactoryTalk® Batch は、世界中のさまざまな産業における企業にこれら
のメリットをお届けしています。

コネクテッドエンタープライズで
の最新のバッチデータの使用方法
コネクテッドエンタープライズ内では、
最新のバッチシステムは高レベルの運用
インテリジェンスをサポートするデータ
を提供します。

最新のバッチシステムは、他のシステム
とシームレスに統合し、生産ライン間お
よび施設間で一貫した品質を維持する
ために、重要な製造プロセス情報を提
供します。

また、最新のバッチシステムは、詳細
なプロセス情報を全般的な電子バッチ
レコードに提供します。システムを介し
て利用できる堅牢な情報の増大により、
プロセスと品質の改善を促進する企業
の能力が強化され、法規制の遵守が支
援されます。
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