FactoryTalk® Batch
より包括的な運用のための効率的で
一貫した予測可能なバッチ制御

FactoryTalk Batchには以下
の機能があります。
拡張性に優れたシステム
FactoryTalk Batchでは、企業全体のア
ーキテクチャから個々のアプリケーシ
ョンまで必要とされる柔軟性を提供す
る実証済みのテクノロジが業界標準と
統合されています。
直感的なインターフェイス操作
最新式のインターフェイスおよびワー
クフローにより、オペレータは簡単にシ
ステムをナビゲーションできると同時
に、モバイルのアクセス性を高めるオプ
ションによりプラント内のどこからでも
重要な情報にアクセスできます。
高速で信頼性の高い制御
FactoryTalk Batchは、サーバとコントロ
ーラベースのバッチアーキテクチャ間
で高い応答性の対話を行ないます。こ
れにより、プロセスに近い場所で信頼
性と応答性の高いステップ変更を行な
うことができ、厳しい制御パラメータ
を実現できます。
セキュリティ保護
システムに柔軟かつセキュアにアクセ
スできるため、手作業による追加、資
材の追跡、
レシピのバージョン管理を
必要とするアプリケーションにバッチ
システムを採用することが可能になり
ます。

概要
FactoryTalk Batchは、
プロセス全体に1つの制御・情報システムを適用して、
生産能力と製品の品質を向上させ、
エネルギーと原材料を節約し、
プロセ
スのばらつきや人的介入を減らすことができます。製品とプロセスの開発
時間を短縮する一方で、柔軟性のある製品機能と企業の標準化手順をサ
ポートすることにより、最新式のバッチ管理戦略を開発できます。
最終的に、装置の効率的な利用、製品の品質の向上、可視性に対するニー
ズ、有益なデータへのアクセスが実現し、
コストを削減します。
FactoryTalk Batchでは、以下を実行することができます。
•
•
•
•

レシピを作成して管理し、
自動的に実行する
検証と立上げに必要な時間を短縮する
物理モデルと手順モデルを構成する
電子バッチデータを収集し、
コンプライアンスまたはプロセス改善の
ための詳細レポートを生成する
• バッチプロセス全体をシミュレーションする

問題の解決
これまで、プラントではバッチ
アプリケーションのために手作
業のSOP、カスタムプログラミ
ング、
または高価で特殊な制御
システムを使用してきました。
資材の取扱い、連続工程、パレ
タイジング、ユーティリティな
どのその他の制御アプリケー
ションには、さまざまな制御シ
ステムや戦略が実装されてい
ます。
より高度な情報に対するニー
ズを満たすため、
これらの異な
るシステム間で複数のインタ
ーフェイスが維持されてきまし
た。企業全体のデータをまとめ
るには、時間と費用がかかる、
全体的なIT構造への統合が必
要でした。

多様な設計、運用、
生産ニーズを満たす
FactoryTalk Batchは、
システムインテグレータ、
スキッドベ
ンダー、
エンドユーザによって必要とされる多様な設計お
よび生産の要件に対応し、
これらを管理するテクノロジを
提供します。
ANSI/ISA-88ベースの機能を使用して、
レシピおよびプロ
セスをプロセス装置とは別に開発することができます。エ
ンジニアリングやオートメーションシステムの変更または
再検証を必要とせずに、
レシピパラメータの変更、新しい
バッチの追加、バッチで使用する装置の定義を簡単に行
なうことができます。
FactoryTalk Batchは、非常に広範なバッチアプリケーショ
ンすべてを満たす能力を企業に提供する完全なバッチオ
ートメーション環境です。以下のような機能をサポートし
ます。
• スマート機器やスマートデバイスとの統合
• バッチ割付けをより効率的に管理するための装置の割
当てや調整
• 生産履歴
• 材料追跡
• レポート機能

管理および生産性の向上に必要な柔軟性と
機能
物理モデルの構成
FactoryTalk Batchでは、物理モデルが、エリアや建物か
ら装置モジュールレベルまで論理的進行に従ってBatch
Equipmentエディタを使 用して構 成されます。Batch
Equipmentエディタのグラフィカルなインターフェイス
を使用すると、テンプレートを使用してプロセス装置に
関する情報を作成して維持することができます。物理モ
デルを定義したら、物理モデルの情報はその他すべての
FactoryTalk Batchコンポーネントで使用できます。
Equipmentエディタを使用すると、以下を簡単に行なうこ
とができます。
• 1つのレシピまたは手順をスケーリングして全体的なバ
ッチサイズを調整する
• 特定のバッチ要件に最も適した装置を選択する
• 多くの装置が関連する場合でも、複数の装置または複
数のラインにわたってバッチを簡単に管理できる
• 装置とプロセスを動的に割付けるか再度割付け、製品
の効率的な制御とリソースの良好な管理状態を維持
する
• 統合されたスケジュール機能と監視機能を使用して生
産装置を効率的に利用する
FactoryTalk Batchは、積極的に装置を割付けて、資産の利
用状況を最大限に高め、生産性を向上させることができ
ます。また、
システムはコントローラ内のバッチ機能を使
用したり、装置と資材の複雑さに応じてそれらをプラント
全体のバッチ管理システムと統合したりすることもでき
ます。

レシピおよび手順モデルを定義する
FactoryTalk Batchの手順は、Batch Recipeエディタ内で
追加し、
このBatch Recipeエディタを使用して、
バッチプ
ロセスにおける一連の装置の作動を定義するレシピを
作成することができます。Batch Recipeエディタを使用
すると、
レシピ情報を簡単に構成、
編成、
および保存する
ことができます。Batch Equipmentエディタの中でのよ
うに、
レシピは、階層的に構築され、手順、ユニット手順、
操作、段階で構成されます。
レシピには、
バッチの作成に
使用される、説明的な情報、式の情報、装置要件、およ
び手順も含まれます。また、
レシピ構造にコメントを追
加して設計時にも実行時にも表示できます。
検証と立上げ
FactoryTalk Batchは、業界の各分野のユーザからの入力
を考慮して設計されたセキュリティ機能を提供します。
セキュリティレベルは、GMP (製造管理および品質管理
に関する基準)などの最も厳しい要件に適合するようカ
スタマイズできます。
これには、署名とその関連データ(サインオフレベル、
コ
メント、
セキュリティ要件、日時スタンプなど)を表す、構
成可能な電子署名テンプレートが含まれます。ランタイ
ム・バッチ・イベントの検証に最大3つの署名を要求でき
ます。すべての署名は、編集不可の状態でイベントジャ
ーナルに保存され、21 CFRパート11コンプライアンスを
完全にサポートします。
資材の追跡とトレース
FactoryTalk Batchは、バッチ実行システムのリアルタイム
資材管理およびトレース機能を提供して、企業の在庫管
理ソリューションを向上させ、原材料の在庫のより効率
的な管理を可能にします。
• サプライチェーンの最適化に必要な詳細な資材と装
置追跡情報を収集するによってERPレベルのリソース
管理の補完
• 資材、容器、コンテナ、恒久/一時保管の使用状況の
追跡
• 要件を満たすため、
どの装置を使用するかを判断す
ることによってレシピ実行をサポート

お客様固有のバッチニーズを満たす追加機能
を利用
Material Manager
生産フローを最適化
Material Managerは、企業全体の在庫管理アプリケーショ
ンと統合する、ジャストインタイムでプラントレベルの資
材管理・追跡機能を提供します。サプライチェーンとEビジ
ネス対応の最適化に必要な詳細な追跡情報を収集する
ことによってERPシステムを補完します。
eProcedure®
手動操作のためのプロセス管理
eProcedureソフトウェアはWebベースの対話型インター
フェイスを使って手作業による手順を自動化し、製造作
業の順番を決めて文書化します。eProcedureは、手動操
作においても自動制御と一貫性が保てるようにします。
eProcedureは、
オペレータの手動操作時のガイドとして
使用することができ、操作手順、化学物質等安全データ
シート、装置メンテナンスマニュアルなどの生産文書へ
のリンクを追加することもできます。21CFRパート11コ
ンプライアンスを満たすために必要な場合はサインオ
フを強制します。
SequenceManager™
コントローラまたはサーバレベルのバッチシーケンス
• マシンビルダは、
エンドユーザが検証と立上げの労力
を最小限に抑えながらバッチプロセスに統合できる、
完全にテスト済みのスキッドを開発して納品すること
ができます。
• FactoryTalk Batchは、より装置に近いコントローラレベ
ルでバッチシーケンスを発生させることができるので、
時間が限られている手順に素早く移行させることがで
きます。これまで、サーバによるステップ変更やネットワ
ーク遅延による時間のずれを許容できなかったエンド
ユーザにとって、バッチ手法を導入する新しい機会の
発見となります。
• 製造メーカが小規模でコントローラベースのバッチシ
ステムを大規模なサーバベースのバッチシステムに拡
張する場合に必要な修正作業を最小限に抑えます。

モビリティと強化されたHMI機能

バッチレポート

• グラフィックは、iPhoneやAndroidなどのモバイルデ
バイスに表示できます。
• バッチシステムとのHMI可視化インターフェイスと
して既存のFactoryTalk Batchワークステーションで
利用できます。
• 直感的なワークフローを作成するうえで役立ち、手
順のステップ数を減らし、コラボレーションを高め
ます。
• プラント内のどこからでもリアルタイム情報へのア
クセス、
プロセスとの対話、およびセキュリティ保護
が可能です。

事前構成、
オープンソース、Web ベースのバッチレポー
トは、電子バッチ記録(EBR)、系図や生産の例外を追跡お
よびトレースするなど、最も一般的なニーズに対応でき
ます。
追加のカスタムレポートは、以下の付属レポートから簡単
に構成できます。
• バッチレポート：バッチリスト、バッチサマリ、バッチの
詳細
• 資材レポート：資材の使用状況、前方追跡、後方追跡
• 分析レポート：バッチの実行、期間の比較、
バッチの例外
シミュレーション
FactoryTalk Batchは、
プラントで実際に実行しなくても、
プ
ラントの構成に対してレシピをテストできる強力なツー
ルを提供します。また、特定のプロジェクトやプロセスに
接続されたデバイスに合致するよう構成することもでき
ます。
このシミュレータは全面的に構成可能で、段階変更や、実
行時の段階状態への変更を含みます。また、
このシミュレ
ータは、一度に1つの段階の切り詰めもサポートしており、
立上げアプローチとしてプロセスのデバッグ時間を短縮し
ます。

高く評価されたパートナ
さまざまな産業とプロセスにおいて、企業は、当社のグローバルな経験と当社のPartnerNetworkのリソースを活用し、そ
のニーズに合うようにソリューションおよびサービス機能をカスタマイズできます。ロックウェル･オートメーションは、収
益性が高く安全でサステナブル(持続可能)な運用が、企業の主な目標であると理解しています。私たちは、産業およびテ
クノロジ特有の専門知識を提供し、お客様独自の生産課題に対応します。当社がお約束するのは、
プロジェクトのリスク
の低減を支援し、お客様に特化したソリューションを提供することです。グローバルに活動し、
ローカルなサポートを提供
します。
当社の最新式のバッチソリューションについては、以下のWebサイトをご覧ください。
www.rockwellautomation.com/go/process
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