
PlantMaster

製造実⾏システム (MES)

PlantMasterPlantMaster  はディスクリート製造向けの優れたMESシステムです。管理者がオペレーショ
ナルエクセレンスを達成し、変化する状況に対して迅速に対応することができる、強⼒で拡
張性があり、かつ汎⽤性の⾼いツールです。PlantMasterPlantMaster  は幅広い互換性、強⼒なストレー
ジ、そして安全な通信を備えた⼀連のMESモジュールで、インダストリー4.0やスマートファ
クトリーの中核を成します。
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DU15
DU11 DU9

PlantMaster サーバー モバイルデバイスお客様のコンピューター: 生産計画、モニタリング、レポート等

データユニット

社内 LAN

遠隔地

サーバーとの
接続

機器 I/O

生産機器

ワイヤレスデータユ
ニットによる接続

イーサネット
データユニッ
トによる接続

機器へのイー
サネット接続

Euromap 63
Euromap 77

OPC UA

または または

 PlantMasterPlantMaster  コンセプト

 機器の接続

機器と中央サーバー間の接続に際し、PlantMasterPlantMaster  は有線と無
線のいずれにも対応しています。機器にBMSvision社のデータユ
ニット（次ページ参照を取り付け、⾃動および⼿動でデータ収集
を⾏うか、あるいはイーサネットインターフェースを介してサーバ
ーと直に接続します。

 遠隔地との接続

PlantMasterPlantMaster  は複数の⼯場を⼀つの中央サーバーへ接続するこ
とができます。遠隔地では、BMSvision社のデータユニットが、
会社のマルチサイトLANを通じてPlantMasterPlantMaster  システムと繋がっ
ています。
中央のPlantMasterPlantMaster  サーバー専⽤の「マルチサイト統合モジュー
ル」によって、すべての⼯場のレポートを単⼀のレポート環境に統
合することができます。

 動作環境

PlantMasterPlantMaster  はWindowsで動作し、物理システムと仮想環境のい
ずれにもインストール可能です。アプリケーションとデータベース
は別々のサーバーで実⾏できます。データベースにはORACLEま
たはSQLを使⽤します。CITRIXなどのターミナルサービスにも対
応しています。

 ERPシステムとの統合

PlantMasterPlantMaster  は、お客様のERPシステムと容易に統合可能です。
標準インターフェースを通して、オーダーと製品データがERPシス
テムからPlantMasterPlantMaster  データベースへ転送、インポートされます。

統合されたエクスポート機能によって、⽣産データ、算出された⽣
産スケジュール、作業の進捗、業務指標（PI）をPlantMasterPlantMaster  から
ERPシステムへ直接アップロードすることができます。

TM

TM

PEOPLESOFT
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 PlantMasterPlantMaster  への接続機器

 タッチスクリーン式IoT readyデータユニット

IoT readyデータユニットDU9DU9, DU11DU11, DU15DU15は⾮常に汎⽤性が⾼く、使い勝⼿に優れています。カ
ラータッチスクリーンとグラフィカルインターフェースを備えており、有線イーサネット、実績のある
BMSvision Bluetoothベースのワイヤレスネットワークインターフェース、あるいはお客様のWi-Fiネッ
トワークを介して接続することができます。

データユニットにはサイクルタイム、⽣産量、稼働と停⽌時間を記録することができ、オペレータは
停⽌や廃棄の理由といった追加情報を⼊⼒することができます。設定変更が可能なディスプレイを
介して、全ての⽣産計画データをリアルタイムで表⽰できます。

DU11DU11とDU15DU15では⽂書をサーバーから簡単にダウンロードして可視化することができます。このよう
に品質管理⽂書セットアップデータ、製造図⾯等 を々オペレータが必要とする場所で利⽤することが
できます。これは「ペーパーレス⽣産」への⼤きな⼀歩です。

需要の低い機器を接続する場合、DU11DU11やDU15DU15よりも費⽤効果の⾼いDU9DU9が適しています。DU9DU9は
押出ラインのセカンドターミナルとしても使⽤することができます。この場合、⽣産データの取得と停
⽌理由の⼊⼒を⾏う押出機側へDU9DU9を、包装指⽰書の表⽰や廃棄品の⼊⼒、ラベルの印刷を⾏う包
装機側へDU11DU11を設置します。

DU2PDU2Pを除くすべてのデータユニットは、バックアップとリカバリーによって拡張することができ、サ
ーバーやネットワークの故障に備えて、最低24時間のローカルデータストレージを使⽤することが
できます。

IIoT  イーサネットインターフェースまたはIIoTを備えた機器

最新世代の⽣産機器は、多くの場合、ホスト通信⽤のイーサネットインターフェースを備えています。
これらの機器は、標準のイーサネットネットワーク(UTP5ケーブル)を使⽤して接続するか、無線通信
⽤のDU7DU7データユニットを使⽤して接続することができます。

OPC コネクターは、ネットワーク上で利⽤可能なOPCサーバーを簡単で迅速に統合することができる
使いやすいツールです。これは射出成形機⽤のEuromap 77インターフェースをサポートするために開
発されましたが、⼤規模なプログラミングを必要とせずに、任意のOPC UAサーバーとのインターフェー
スを設定することができるため、MESシステムの総投資額と保有コストを削減することができます。

DU11DU11

DU9DU9

DU2PDU2P

DU15DU15

DU7DU7

詳しくはデータユニットのカタログをご覧ください。

 WeB-DUWeB-DU:複数の機器に対応したHMIアプリケーション
WeB-DUWeB-DUアプリケーションは、⾃動データ収集（⽣産カウント、停⽌等）⽤のDU2PDU2PまたはDU7DU7ヘッドレスデバイスを搭載しているか、イーサ
ネット経由で接続されている機械群のHMIとして使われます。WeB-DUWeB-DUは、PC、タブレット、スマートフォンなどのブラウザ対応のタッチスク
リーンデバイスで利⽤可能です。15.6インチのディスプレイを搭載したタッチパネルPCを含むWeB-DUWeB-DUもご提供可能です。
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 レポート

すべてのデータは、OracleまたはSQLリレーショナルデータベース
に保存されます複数の期間を選択できるインタラクティブ・レポー
トとチャート、アドホックフィルタリング、アドホックハイライト機能
を備えた強⼒なレポートと数式ジェネレータを使⽤して、ユーザー
は独⾃の計算とレポートを定義することができます。

レポートツールには、最新の⽣産設備に必要なあらゆる種類の
レポートを簡単に作成するためのウィザードが含まれています。

スケジューリング機能を使えば、シフト終了後等の決められた時
間にレポートが⾃動で作成され、プリンタ、ファイルフォルダ、電
⼦メール、HTMLページ等様々な⽅法で転送、出⼒することがで
きます。

統合されたグラフィック表⽰によって、管理者は独⾃の「ダッシュ
ボード」を作成し、迅速かつ透明性の⾼い、全ての主要業績評価
指標（KPI）の分析と評価を⾏うことができます

 リアルタイムで⽣産を可視化することによって迅速な対応が可能

 機器のモニタリング

PlantMasterPlantMaster  の最も重要なリアルタイム分析ツールはPlant Viewで
す。⼯場の状況が⼀⽬で分かるレイアウトになっており、機器の状
態を⾊で表⽰します。

ユーザーは、表⽰したい情報を選び設定することができます。ユ
ーザーが定義可能な「フィルターセット」は、例えばOEEが85%
以下の機器や廃棄物が多すぎる機器等、特定の条件に合致する
機器のみを表⽰します。

特定の機器または機器のグループをマウスでクリックすると、選
択した機械の詳細情報を⽰すウィンドウが開きます。
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 管理⽤ダッシュボード

このモジュールを使⽤すると、さまざまなBMSvisionソフトウェア
モジュールで利⽤可能なデータを、1つのWebベースのレポートに
まとめて表⽰することができます。
このツールを使⽤すると、各ユーザーは⼀⽬で全ての重要なKPI
を確認することができる、独⾃のダッシュボード画⾯を作成可能
です。これにより、管理者は効率、品質、エネルギー消費に関す
るすべての重要な情報を1つの画⾯にリアルタイムで表⽰するこ
とができます。ズーム機能により、必要に応じてさらに詳細に掘
り下げることができます。

 OEE (総合設備効率)

PlantMasterPlantMaster  には、OEEレポートに必要な全ての要素が含まれてい
ます。装置の稼働率、パフォーマンス、⽣産品質(不良品)は、機器
から⾃動的に収集されます。これらの重要なKPIの分析によって、
効率が向上し、結果的に⼤幅なコスト削減になります。

「マルチサイト統合」モジュールを使⽤すると、管理者はサイト間
のKPIを⽐較することができます。これによって、最⾼のやり⽅（ベ
ンチマーク）に学ぶことができます。

操業時間

負荷時間

稼働時間 
(可動率)

正味稼働時間 
(性能)

価値稼働時間 
(品質)

計画停⽌

停⽌ロス

不良ロス

性能ロス

 継続的な改善を⽬的としたデータ分析

可動率 x 性能 x 品質 = 総合設備効率

 BI Connect

このオプションの拡張機能を使⽤すると、すべてのデータがQlik 
SenseやPower BIなどの標準的なビジネス分析ツールで使⽤でき
るようになります。これらのツールでは、ユーザーはすべてのデー
タを⾃由に検索して探索することができ、新しいアイデアが浮かび
上がったときには即座に分析をピボットすることができます。⾰
新的な視覚化によって、全てのデータを適切に表⽰し、迅速かつ
スマートな意思決定を可能にします。
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 ジョブスケジュールの管理

MONTH

 リアルタイムジョブスケジュール

PlantMasterPlantMaster  のPlanBoarDPlanBoarDでは、顧客が要求する納期に間に合う
かどうかを数秒以内に知ることができます。オーダーはシステム
に直接⼊⼒することもERPシステムからダウンロードすることも
可能です。

⼯場内の実際の状況、データベースに保存されている技術的制
約、メンテナンススケジュールに基づいて、最適なジョブシーケンス
を⾒つけることができますPlanBoarDPlanBoarD上の簡単な "ドラッグ＆ドロッ
プ "操作により、ジョブのスケジュールを変更することができます。
遅れているジョブは⾃動的にハイライト表⽰されプランナーは再
度状況を管理下に置くために必要なアクションを取ることができ
ます。

203272
 カンバンサポート

ますます多くのメーカーが、従来のオーダーベースの計画（プッシ
ュ）からカンバン⽅式（プル）に切り替えています。PlantMasterPlantMaster  は
このカンバン機能をサポートしています。

カンバン哲学では、材料や部品の要求事項は、この部品を消費す
るプロセスによって引き起こされます。この部品を⽣産するワーク
センターには、「カンバンカード」が送信されます。このバーコード
カードには、必要な製品コード、ツール、および数量情報が含まれ
ています。機械でこのカードをスキャンすると、PlantMasterPlantMaster  デー
タベースに 「⽣産ジョブ」が⾃動で⽣成されます。

203272  ラベル印刷と物流

PlantMasterPlantMaster  は、製造されたパッケージやパレットの物流データの
登録もサポートします。正確なラベルがリアルタイムで印刷され、
⽣産データのレポートが⾃動的にERPへ送信されます。
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kWhkWh  消費量のレポート

energyMasterenergyMaster  は、PlantMasterPlantMaster  の監視・スケジューリングモジュー
ルとシームレスに統合されています。⽣産データとエネルギー消費
に関する情報を組み合わせることによって、各注⽂や製品の全体的
な⽣産コストの中でエネルギー成分を評価することができます。

明確な⽬標を持ってエネルギー効率化計画を定義することによ
り、⼤幅な省エネを実現することができます。energyMasterenergyMaster  は、
分析と意思決定のサポートを提供するためのソフトウェアパッケ
ージであり、短い投資回収期間を確保しながら、迅速な省エネ
対策を実現します。

 エネルギー消費量のモニタリング

⼯場内のエネルギー使⽤を最適化するための強⼒なツールである
energyMasterenergyMaster  モジュールを使うことで、PlantMasterPlantMaster  MES システ
ムを拡張することができます。モニタリングとターゲティングの原
則に従い、完璧な分析と最適化のために、様々なエネルギー消費
（電気、ガス、圧縮空気、⽔、蒸気をマッピングします。

エネルギーメーターを機器上のデータユニットに接続し、エネル
ギーデータはMESのデータ収集ネットワークを利⽤してサーバー
に送信されます。そのため、データ収集インフラへの追加投資
は必要ありません。

 energyMasterenergyMaster  :エネルギー管理

詳しくはEnErgyMastErのEnErgyMastErのカタログをご覧ください。



8

 ⼯場内のコミュニケーション

 デジタルサイネージ

PlantMasterPlantMaster  は、⼯場内の実際のパフォーマンス (OEE)、産出/不
合格、アラーム状態などを迅速かつ効果的に伝達するために、DID 
(DIGITAL INFORMATION DISPLAY) で拡張することができま
す。DID ドライバ・ソフトウェアは、以下のようなディスプレイを
柔軟に構成できます。

• 表⽰するデータ (BMSvision PlantVieWPlantVieWデータ項⽬から選択
可能)

• ⽂字のフォント/サイズ/⾊
• 機器フィルタ
• 更新間隔

 アラーム処理とメッセージ

イベント＆アラートモジュールは、選択したパラメータまたはKPI
と、事前に定義された例外の制限値とを継続的に⽐較します。

「アラーム状態」が検出されるとすぐに、ソフトウェアがスマートフ
ォンのMyMesMyMesアプリやスマートブレスレットにメッセージを送信し
たり、機械のデータユニットにアラームメッセージを送信したり、ラ
ンプを点灯させたり、データユニットの画⾯にメッセージを表⽰し
たりするなど、1つ以上のアクションを起こします。

「エスカレーションシナリオ」を定義することができます。例え
ば、ある⼈が⼀定時間内にメッセージに反応しなかった場合、別
の⼈にメッセージが送信されます。

詳しくはMyMESMyMESとSMart BracElEtSMart BracElEtのカタログをご覧ください。
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 QMasterQMaster  : 統計的プロセスと品質管理(SPC/SQC)

 検査計画と検査オーダー

PlantMasterPlantMaster  SPCモジュールQMasterQMaster  は、最適な製品品質のため
に必要な仕様の範囲内で⽣産⼯程を維持し、顧客が品質保証プ
ログラムに要求する書類を作成します。

すべての製品について、品質管理者は、監視するパラメータ、サン
プリング戦略、および使⽤する計算を含む品質および⼯程管理計
画を定義します。

PlantMasterPlantMaster  スケジューリング・ソフトウェアとのリンクにより、各
⽣産オーダーの開始時に検査命令が⾃動的に作成されます。品
質検査が遅れている⽣産オーダーは、⾃動的にハイライト表⽰
されます。

 リアルタイムのデータ⼊⼒処理とレポー
ト作成

プロセスパラメータは、機械のデータユニット（機械制御または
アナログ⼊⼒とのシリアルまたはイーサネットインターフェース）
を使⽤して⾃動的に収集されますが、部品関連のデータは、は
かりやノギスなどの測定装置から直接知るか、PCやタブレットや
スマートフォンなどのモバイル機器の⼊⼒プログラムを使⽤して
⼿動で⼊⼒されます。

QMasterQMaster  SPC/SQCモジュールは、広範囲にわたるレポートツール
を提供します。変数と属性の管理図、ヒストグラム、⼯程能⼒計
算などです。変数については、X-R、X-S、個別値管理図から選択
することができます。P、NP、またパレート図表が属性に利⽤で
きます。システムが⾃動的にアラームと警告の制限を計算します。
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203272
 原材料から完成品までのトレース

 プロセスルーティング

「プロセスルーティング」モジュールでは、各製品または製品グル
ープのルーティングを定義します。このルーティングには、製品の
製造に必要なすべての製品ステップが記述されています。ルーティ
ングの各プロセスステップでは、収集するすべてのデータと同様
に、マシンまたはワークステーションが定義されます。

典型的なトレーサビリティデータには、オペレータ、ロット、コン
ポーネント番号、⽂書化されるプロセスおよび品質パラメータが
含まれます。

⽣産⼯程の間、本システムはすべてのデータが収集されているか
どうかをリアルタイムでチェックし、特定のデータが忘れられた
り、誤って⼊⼒されたりした場合にアラームを発⽣させます（ラ
ンプの点灯など）。

203  トレーサビリティレポート

強⼒なレポートモジュールは、製品、部品、原材料ごとの前⽅・後
⽅追跡や顧客からクレームがあった場合の原因検索などのレポー
トを提供しています。

出荷された個々の製品について、各⽣産⼯程で使⽤された原材料
やコンポーネント、プロセスパラメータ、品質チェックの結果、製品
を製造したオペレータなどを保存し、報告します。

過去10年間分の情報を検索することができます。
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 オペレータの追跡

 ログオン／ログオフ

オペレータ追跡は、直接オペレータと間接オペレータの両⽅が
BMSvisionデータユニットを介して機械へのログオン/オフする
ことができます。これはいくつかの⽅法で⾏うことができます。

• オペレータが直接番号（オペレータID）を⼊⼒
• RFID 近接装置（タグリーダー）
• バーコードスロットリーダー
• CCD スキャナ

オペレータは、機械にログオンするだけでよい（シフトの終了時
に⾃動的にログオフされる）オペレータと、ログオンとログオフ
の両⽅が必要なスーパーバイザー、品質オペレータ、保守担当者
などに分類できます。

 オペレータベースのレポート

オペレータ追跡ソフトウェアは、記録されたすべての情報をオペ
レータコードで保存します。オペレータによる⽣産、廃棄、ダウン
タイム、効率性を⽰すレポートを作成することができます。この
ようにして、直接および間接的な労働⼒成分を⽣産オーダー毎に
レポートできるため、オーダーや製品へ⼈件費を正確に配分する
ことができます。



 実績

 PlantMasterPlantMaster  モジュラーコンセプト

203272

統計的⼯程管理

プロセスモニタリング

品質管理

リアルタイムSPCアラーム
トレーサビリティ
チケット印刷

適合性管理

単⼀またはロットに基づく

エネルギーモニタリング

消費の分析と最適化

製品・オーダーあたりのエネルギーコスト

気候モニタリング

スケジューリングとオーダーフォローアップ

リアルタイムグラフィックプランボード

チケット印刷

オーダー状況のレポート

材料所要量掲載

⽂書管理

⽂書のペーパーレス化

計画書

⽂書のメンテナンス

ERP インターフェース
オーダー、商品からのダウンロード

オーダースケジューリングのアップロード

⽣産情報のアップロード

モニタリング＆レポート

リアルタイムデータ収集

レポートと数式ジェネレータ

KPI (OEE)
予防保全

⾦型と機器のメンテナンス

メンテナンス

履歴のレポート

MES データベース
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