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多様化する消費者ニーズと競争力確保に向けた MES の役割
【解説】

MES の最新動向
－ ダイナミックな市場の変化に応える
MES の新たな枠組み
大坂システム計画株式会社

大坂

宏

1. はじめに
日本において MES は 2000 年代前半から普及し

業活動を計画層、制御層、そしてこれらの層をつ

始め、製造現場の情報化とともに注目を集めるこ

なぐ実行層の 3 層に単純化し、実行層を実現する

とになる。その後、約 10 年経過しているが、国内

仕組みとして MES（Manufacturing Execution

において MES はあくまでも製造現場の効率化に

System 製造実行システム）を提唱した（図 1）。

主眼が置かれてきたと感じている。一方、海外で

また、1992 年に設立した MES の促進団体であ

は MES 製 品 の 普 及 と そ の 実 績 、 お よ び

る MESA International は、MES を「受注から完

ANSI/ISA-95 標準化の出現により、MES の経営に

成品に至る生産活動の最適化を可能にする情報を

対する効果が認識されつつあり、ERP や SCM と

提供するシステム」と定義し、その機能を明確に

同様、企業経営を支える重要な経営基盤と捉える

する目的で MES の 11 機能にまとめている（図 2）。

動きが高まっている。本稿では、海外からの情報

現在も、この 11 機能は MES の基本機能を理解す

を中心に MES の最新動向を紹介する。

る上でしばしば参照される。MESA International
はその後も継続的に活動を続け、2004 年の協調型

2. MES を取り巻く動き

MES（c-MES）、2008 年には、新たな MESA モデ

2.1 AMR と MESA International の MES モデル

ルである戦略的イニシアティブを提唱するともに、

1980 年代に、従来の原材料中心の生産活動を情
報主導に転換する手段として、CIM（Computer

多くのホワイトペーパーやガイドブックを作成し、
MES の普及と価値の向上に努めている。

Integrated Manufacturing コンピュータ統合生
産）が期待され、企業活動のモデル化が図られた。
しかし、その後、顧客中心の生産方式の考え方が
高まり、CIM の階層モデルは、新たな MES モデ
ルに取って代わる。MES の 3 層モデルは 1992 年
に米国 AMR Research 社が提唱したモデルで、企
Planning
Business System
Execution
MES
Control
Control System
Source: AMR Research

図 1 MES の 3 層モデル
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ング、分析）→タスク（各アクティビティ 10 前後

2.2 ANSI/ISA-95
MESA モデルで MES 機能の明確な定義とシス

のタスク群）の関係で階層的に定義している（図 5）。

テムの標準化を試みたものの、残念ながら製造業

また、上に伸びる 4 つの矢印（業務定義、業務能

務領域をカバーする各種機能に対して十分な定義

力、業務指示、業務実績）でレベル 4 のビジネス

を提供することはできなかった。そこで、90 年代

システムとの交換情報を定義している。

の後半、ISA（International Society of Automation

ANSI/ISA-95 の最大の効果は共通用語の定義し

国際計測制御学会）と ANSI（American National

たことである。MES プロジェクトにおいて共通用

Standards Institute）は MESA モデルに代わって、

語を使用することで社内の各機能部門のメンバー

新たに MES とビジネスシステムの統合を扱うモ

間、社外の各企業とのコミュニケーションが改善

デルと用語の定義に着手した。この作業は製造に

され、従来発生していた用語の違いに起因する誤

関わるすべての主要領域を対象に、シンプルでか

解や不必要な遅れ・トラブルのリスクが減り、開

つ包括的なモデルを考慮している。完成したモデ

発スケジュールの大幅な短縮と高いプロジェクト

ルは、ANSI/ISA-95 国際規格となり、MESA モデ

成功率が期待できるようになったとの報告も多い。

ルよりも広い範囲をカバーするとともに、詳細な
ルールが整備されたことで、エンドユーザが要求
仕様をまとめたり、MES ベンダがシステム仕様を
記述したりすることを可能にした。
ANSI/ISA-95 では産業用システムを図 3 に示す
機能階層でモデル化し、レベル 3 とレベル４間の
交換情報とレベル 3 の機能を規定している。レベ
ル 3 は MES に相当する階層で、製造業務管理（以
下

、

MOM:

Manufacturing

Operations

Management）と呼ばれ、さらに 4 つのサブ機能
（生産業務管理、保全業務管理、品質業務管理、
在庫業務管理）に分割して詳細な機能とデータの
流れを記述している。
ANSI/ISA-95 は 5 つのパートで構成されている。
パート 1 ではレベル 3 とレベル 4 間の交換情報の

図 3 ANSI/ISA-95 機能階層モデル（パート 1）

ためのモデルと用語を定義してい
る。パート 2 ではパート 1 に関連
するオブジェクトモデルの属性を
定義している。また、パート 3 は
レベル 3 のデータの流れとアクテ
ィビティモデルを定義している。
図 4 に MOM の４つのサブ機能
に適用される MOM アクティビテ
ィモデルを示す。図中のバブルは
アクティビティを示し、それぞれ
のアクティビティに対応するタス
クが記述されている。つまり、
MOM を 4 サブ機能（生産、保全、
品質、在庫）→8 アクティビティ
（定義管理、資源管理、詳細スケ
ジューリング、ディスパッチング、
実行管理、データ収集、トラッキ

図 4 ANSI/ISA-95 MOM アクティビティモデル（パート 3）
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MESAによるMESの11機能
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

生産資源の配分と監視
作業のスケジューリング
差立て・製造指示
仕様・文書管理
データ収集
作業者管理
製品品質管理
プロセス管理
設備の保守・保全管理
製品の追跡と製品体系の管理
実績分析
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ANSI/ISA-95 Part3 製造業務管理: MOMの機能体系
4つのサブ機能
•
•
•
•

生産業務管理
保全業務管理
品質業務管理
在庫業務管理

8つのアクテ ィビティ
•
•
•
•
•
•
•
•

定義管理
資源管理
詳細スケジューリング
ディスパッチング
実行管理
データ収集
トラッキング
分析
タス ク
各アクティビティごとに定義

図 5 MESA モデルの 11 機能と ANSI/ISA-95 の MOM 機能体系

エンドユーザは ANSI/ISA-95、特にパート 3 の

変化と競争相手からの脅威に対して、効率と柔軟

モデルとタスク定義を MES プロジェクトの出発

性の高い製造部門の必要性を改めて認識すること

点として使うことで、自社の要求を具体的に記述

になる。図 6 に「今後、なぜ製造業務改善が必要

できるようになったとともに、MES 製品の評価や

と感じているか？」という問いに対する結果を示

選択にも活用できている。一方、MES ベンダは

すが、競争上の優位性、製造コストの削減、不確

MES への理解が向上するとともに、ANSI/ISA-95

定な市場への対応が上位を占めている。

のモデルや用語に準拠した製品やツールを提供す

このような状況下、MES はもはや単一の製造部

ることが可能になり、プロジェクトリスクの低減

門の改善だけではなく、製造に関わる一連の業務

とプロジェクト受注機会の増加が期待できように

領域を対象に、市場の変化にスピーディで柔軟に

なった。

機能する企業レベルの仕組みが求められている。

ANSI/ISA-95 は国内へ紹介されているものの、

つまり、MES への期待はますます大きくなってき

原文は英語であり、また、正式な日本語化は行わ

ている。グローバル企業の中には MES を経営の基

れていないため、その全体像や効果への理解はあ

盤となる情報を提供するシステムと位置づけ、製

まり浸透していないように思われる。また、日本

造業務の標準化と複数サイトへの水平展開、企業

語訳をしたとしても ANSI/ISA-95 の最大の効果で

と製造全体の可視性の向上、企業目標にリンクす

ある「共通用語の定義」の意味が薄れるため、今

る 製 造 パ フ ォ ー マ ン ス KPI の 提 供 、

後のグローバル化を考えると大変であるが原文で

ERP,SCM,PLM などのシステムとの連携による各

内容を理解すべきと筆者は感じている。

機能部門との協調、各種規制やコンプライアンス
への対応などを講じてきている（図 7）。また、組

3. ユーザニーズの変化

織面でも経営幹部による運営委員会や継続的な製

MES は 2000 年頃から製造現場に普及し
始め、製造部門のニーズに応えてきたが、
近年、製造業を取り巻く環境がますます厳
しくなり、MES に対する要求も変化してき
た。製品ライフサイクルの短縮化、マーケ
ットのグローバル化、規制の拡大、値下げ
圧力、消費者のブランドロイヤルティーの
低下、不確実で不安定なエネルギーコスト
や原材料コストなど製造業の経営に与える
影響は非常に大きい。また、2008 年に発生
した金融危機によるグローバルな経済の減
速で、多くの企業はダイナミックな市場の

図 6 製造業務改善への圧力
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造業務改善チームが MES 領域にまで踏み込み、企

で培ったグローバルな視点と MES と ERP との統

業の目標と製造パフォーマンスのタイムリーな同

合の強みを生かして MES 市場でビジネスを展開

期化とそのレビュー、MES の戦略立案などをサポ

し MES 製品の提供を開始している。一方、MES

ートしている。

ベンダは、より製造部門の要求に応える製品や

このように、今日 MES に求められている機能は、
AMR や MESA が定義した当時の機能を超えてい

ERP との親和性の高い製品を展開している。今後
ERP ベンダの MES 製品の動きが注目される。

る。そのため、調査会社やベンダの中には MES と
いう用語の与える印象が限定的という理由で、こ
れまで馴染みのある MES に替えて MOM を使用
するところも現われてきている。

5. MES 製品の動向
MES 製品の最新情報を入手することは、エンド
ユーザ、システムインテグレータ、MES ベンダに
とって極めて重要である。海外では Logica 社の

4. MES 市場の動向
3 章でも述べたようにダイナミックな市場変化

「MES Product Survey」が豊富な調査情報を提供
していることで知られている。2010 年も主要な 60

に対応するため MES への期待はますます大きく

の MES 製品を対象に市場のトレンドや技術動向、

なってきている。2009 年の ARC の調査によれば、

そして MES ベンダへの質問状に基づく製品デー

MES とほぼ同じ領域をカバーする ARC が提唱し

タを掲載している。また、ANSI/ISA-95 の適合の

て い る 協 働 型 生 産 管 理 （ CPM ： Collaborative

調査では、MOM の 247 のタスクに対する適合の

Production Management）の領域は、全世界で

度合いを 5 段階で評価しており、MES プロジェク

2013 年度までにプロセス産業向けで 40 億ドル

ト開始時のショートリスト（候補製品リスト）の

（3,500 億円）、組立加工産業では 19 億ドル（1,700

作成に役に立つと思われる（図 10）
。しかし、残念

億円）に達し、年率 10～15%の市場の伸びを期待

ながら掲載されている製品はほとんど欧米の製品

している（図 8）。

であり、日本の製品は一つも存在しない。ただ、

一方、国内の MES 市場は、矢野経済研究所の調

韓国の製品が 3 つも掲載されているのは興味深い。

査によれば、2009 年に景気の悪化により、20%縮
小の 246 億円を見込んでいるが、今後数年は急激

Source: ARC

な環境変化の可視性を高める MES ソリューショ
ンのニーズが高まり、年率 5％前後の伸びが期待で
きるとしている（図 9）。
また、MES 市場のトレンドの一つとして、ERP
ベンダの台頭があげられる。ERP ベンダは ERP

ダイナミックな市場変化
• 製品ライフサイクルの短縮化
• マーケットのグローバル化
• 規制の拡大
• 値下げ圧力
• 消費者のブランドロイヤルティーの低下
• 不確実で不安定なエネルギー・原材料コスト

図 8 全世界の CPM 市場

Source: 矢野経済研究所

企業の対応
• 製造部門の標準化とその複数サイトへの展開
• 製造と企業全体の可視性の向上
• 市場変化への迅速な対応
• 生産性の向上による製造コスト削減
• 製造部門以外の機能部門との協調
• 各種規制、コンプライアンスへの対応
図 7 ダイナミックな市場変化への企業の対応

図 9 国内の MES ソリューションの売上高推移

Copyright © Osaka Systems Planning Inc. All Rights Reserved.

工業技術社 月刊「計装」2011 年 3 月号 (2011 Vol.54 No.3) 掲載
MES の最新動向

Page 5

2010 年の MES 製品の動向を簡単に紹介
する（表 1）。

6. おわりに
海外の情報を中心に、MES の最新動向と
企業経営における MES の重要性を紹介し
た。今後、グローバル化がさらに進むなか、
国内においても、MES で企業全体の製造

ISA-95 COMPLIANCE

業務を標準化・可視化し、企業の目標と同
期化することで、ダイナミックな市場の変
化に対応できる、従来の枠組みを超えた新
たな MES が期待される。
Source: Logica

図 10 ANSI/ISA-95 適合評価
表 1 「MES Product Survey 2010」による最近の MES 製品の特徴
 調査製品数は 25（2000 年）から 60（2010 年）に増加。
 過去 11 年間の調査で、より成熟した MOM ソリューションが増えている。当初、

概

要

生産方式
産業別製品数
ANSI/ISA-95
への適合
システム変更
容易性
言

語

サーバーOS
クライアント OS
対応データベース
アーキテクチャ
モバイル
ソリューション
相互運用性

生産業務管理を対象にしていたが、今日では、品質、保全、在庫の各業務管理に
対応した製品も増えている。
 通常、MES 市場の年間成長率は 10-15%程度であるが、今年はより高い成長率
を予測している企業が多い。
 過去 8 年間で MESA11 機能において、製品トラッキングと製品体系および実績
分析への対応が最も伸びている。ANSI/ISA-95 では生産業務管理への対応が全
製品の 80％と高い。
 職場の運転員の減少に伴い、モバイルソリューションの重要性が増し、対応する
製品は昨年に比べ 15%増加している。
 MES 製品の技術的な制限はほとんどなくなった。
全製品の 70%以上がバッチと組立加工を、40%が連続プロセスをサポート
産業分野別では、食品、自動車、医薬、電子機器が TOP4 を占める。
MOM の 4 つのカテゴリ（生産、保全、品質、在庫）の 8 つのアクティビティの全
247 タスクへの適合を調査。調査の結果、生産業務管理を中心に、ANSI/ISA-95
への適合がかなり進んでいる（全製品の 80%が適合）。また、近年、保全、品質、
在庫の適合の度合いも伸びている。
業務ロジックや GUI を中心に変更が許さない標準品が全体の約 60%を占め、伸び
る傾向にある。続いて設定可能なコンポーネントの構成と続く。ライブラリにより
カスタマイズ可能な製品や完全なカスタマイズ製品は減少。
マルチサイトへの展開の要求が進む中、95%の製品が多国語をサポート
日本向けの 2 バイト言語対応は製品の全体の約 2/3。
全製品 Win2003 に対応しているが、80%以上が Win2008 にも対応済み。
Unit/Linux のサポートは約半分程度。
全製品 WinXP に対応しているが、MES ベンダは Win7 への移行を急いでおり、
すでに 70%強の製品が対応済み。
ほとんどの製品が Oracle と SQL Server に対応。SQL Server への対応が最も多
く、全製品の 95%が対応。
マイクロソフトが主流。システム統合は XML、カスタマイズは.NET が主流。
C/S 型は減少し、代わって 95%の製品が Thin クライアントをサポート。
SOA への対応が急速に伸び、約 90%の製品が SOA をサポート。
無線 LAN の普及に伴い各製品がデータ収集、品質管理、製品トラッキングを中心
にサポート。システム構成は Web ベースのモバイルブラウザが主流。
ERP,LIMS,PLM との相互運用をサポートする製品が増えてきている。
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