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プラントオペレータの高齢化や引退により，プラント現場ではより少ない人員で高度な技術を用いた操業を

強いられており，その結果として人為的ミスによる操業効率低下や重大事故を招くケースが世界的に増加傾向に

ある。このようなユーザ課題に対して当社は，人間の五感を駆使し，あるいは超越するオペレータ支援システム

のコンセプトを提案し，概念実証 (PoC：Proof of Concept) 活動を行っている。特に拡張現実 (AR：Augmented 

Reality) 技術を用いたコンセプトは，人間が最も頼りにする視覚的情報を拡張するアプリケーションとして，ユ

ーザから高い期待を寄せられている。本稿では，当社が提唱してきた AR を含む人間中心設計の新しいオペレー

タ支援コンセプトと，その実現に向けた取り組みについて解説する。

Plant operators are being forced to handle more advanced and complicated systems with 
fewer people because of the aging workforce problem. This problem has become a worldwide 
epidemic and has been inducing critical accidents caused by human errors. Yokogawa has been 
evaluating a series of Proof of Concepts (PoC) for new operator assistance systems. In particular, 
the concepts applying Augmented Reality (AR) technology have been highly anticipated by the 
customers, as AR enhances operator’s visual perception, which is the most relied upon of the five 
human senses. This paper introduces Yokogawa’s new operator assistance concepts, based on 
human-centered design and  AR, as well as introducing activities for launching the products, and 
solutions for achieving above stated goals. 

1. はじめに

先進国における労働者の高齢化や労働人口の減少とい
った社会動態は，熟練技術者不足や知識労働者の人件費
上昇という実体のある問題として顕在化し，ユーザにも
大きな影響を及ぼしている。この問題により引き起こさ
れるユーザの経済的損失は大きく，中でもヒューマンエ
ラー，すなわち，オペレータの過失や見落としに起因す
るエラーによってもたらされる経済的損失が，プラント
運転の最大の課題の一つと言われている。実際に，現在
起こっている産業事故の７割以上が人のミスに起因する
という統計データが複数の調査により報告されている (1)。

ユーザはこの状況を打開するために，途上国人材の登
用による人件費抑制や，若年者への教育・トレーニング
の拡充といった対策を実施して，オペレータの確保と質
向上を図っている。しかし，途上国の人件費は既に上昇
傾向にあり，熟練技術者の育成には 5 ～ 10 年単位の長

い時間を要するため，短期的にも長期的にも満足な解決
手段には至っていないのが現状である。

我々はこの問題への対策として「単純な人材の確保や教
育」だけでは不十分であると考えている。それを裏付ける
動きとして，近年，ユーザとベンダの間ではヒューマンフ
ァクターを考慮した HMI (Human Machine Interface) に関
する活動の場が設立されており (2) (3) ，プラントオペレータ
のパフォーマンスや HSE (Health, Safety and Environment) 
の改善に向けた様々な調査研究活動が行われている。

これらの背景から，我々は，プラントにおけるヒュ
ーマンファクターを再考し，中でも特にユーザの関心
の大きいヒューマンエラー問題の解決を目指した研究
を行っている。本稿では，その中から拡張現実 (AR：
Augmented Reality) を用いた新しいオペレータ支援の
コンセプト検証活動とその成果について報告する。AR
は，人間の五感の中でも最も頼りにされる視覚情報を大
幅に拡張し，これまでにない直感的なユーザインタフェ
ースを提供する技術である。本稿では，まず 2 節で我々
が AR で解決を目指すヒューマンエラー問題の分析と仮
説について説明し，3 節で仮説検証活動として進めてき
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た概念実証 (PoC：Proof of Concept) の事例を紹介する。
また製品化に向けて，4 節で AR の技術課題と解決に向
けた取組みを，5 節では実証実験およびプロトタイピン
グの現状と今後の展望について述べる。

2. ヒューマンエラー問題の分析と解決アプローチ

2.1 問題定義：うっかりミスによるヒューマンエラー
個人が起こすヒューマンエラーは，事故原因の観点か

ら以下の６種類に分類される (4)。

1. 無理：そもそも能力的に出来ないという無理な相談

2. 錯誤：取り違い，思い違いなどの判断の錯誤

3. 失念：し忘れなど，記憶の失念

4. 能力不足：作業遂行能力・技量が不足している

5. 知識不足：すべきことを知らない，理解していない

6. 違反：手抜きや怠慢

このうち，1 と 6 はマネジメントやモラルが主問題で
あり，組織活動の中で適宜，適切に対策されるべきもの
である。4 と 5 については，マニュアルやトレーニング
シミュレータによる教育・訓練，あるいは OJT による知識・
技術伝承といった対策が本筋である。

これらに対して，2 と 3 に類するエラー，すなわち「錯
誤」「失念」といった，いわゆる「うっかりミス」と呼ぶ
べきものは，従前通りの教育やマニュアル遵守の徹底で
は防げないミスである。こういったミスは，オペレータ
の経験年数にも依存せず，作業時の肉体的・精神的な状
況によっても発生するものであるため，事前の教育や訓
練で防ぎ切ることは難しい。実際にこれらのミスについ
て統計的な調査・分析を行ったところ，ヒューマンエラ
ーの中で最も大きな割合を占めることを示唆するデータ
が得られたことから，現状，有効な解決策が不足してい
るのではないかと考えた（図 1）。

図 1 厚生労働省 2007 年度事故事例の統計情報 
 ( 当社が独自に６種類に分類してグラフを作成 )

2.2 ミス抑止によるオペレータの信頼性向上
本研究では，「ヒューマンエラーの抑止」を目標に掲

げているが，ヒューマンエラーそのものを完全に無くす
ことは本質的に不可能である。研究目標をより正確に言

うと，ヒューマンファクター研究の理念のひとつである
エラーマネジメント（Error Management）を行うことで
ある。すなわち，エラーを完全に無くすことを考えるの
ではなく，エラーをコントロールすることで，被害を最
小限に留めることを主眼に置いている。エラーマネジメ
ントの方法として，テキサス大学の R. Helmreich らによ
って，以下のような三段階の抑止対策が提唱されている

（図 2）(5)(6)。すなわち :

1) 未然防止（Avoid Error）：作業を行いやすくして，ヒ
ューマンエラーの発生頻度を抑制する。人間の認識能
力，作業員の五感，メンバー間の認識の共有といった
点に関する検討・配慮が必要となる。

2) 指摘・修正（Trap Error）：人に異常を気づかせ，損害
が出る前に事故を回避できるようにする。メンバー間
での指摘や，機械や道具による警告が必要となる。

3) 被害の最小化（Mitigate Consequences of Error）：被
害を抑える。小さな事故が大きな事故に発展しないよ
うにする。事前の分析や手立てを講じて万が一の事故
に備えるという組織的対策が必要となる。

本研究では，このうち 1) と 2) のエラー抑止対策に AR
の視覚拡張効果が大きく寄与するという仮説を立て，AR
が持つ技術的な優位性，すなわち「直感的な操作感」「柔
軟な情報表現力」といった特徴を生かしてオペレータを
支援するコンセプトを作成し，価値検証を行ってきた。

図 2 テキサス大 R. Helmreich 教授の “Error Troika”

3. PoC : AR 技術のユーザ価値検証活動

AR の適用範囲は広く，定義と解釈は適用分野や用途に
応じてある程度の幅を持っているが，我々が扱う AR は「カ
メラによってキャプチャした現実世界の映像の上に，コ
ンピュータによって収集したデジタルデータを重ね合わ
せて表示する技術」と定義している。今日，AR アプリケ
ーションを搭載する最も典型的なデバイスは，タブレッ
トやスマートフォン，HMD (Head Mounted Display) の
ようないわゆるスマートデバイスである。AR のコンセプ
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トや技術そのものは古くから存在していたが，高性能な
モバイル機器と高速無線データ通信の普及により，AR の
応用可能性が産業用途までも含めて急速に広がった (7)。

我々は，AR のプラント操業への適用イメージを具体的
に提示するためのコンセプトデモを複数作成し，ユーザ
ヒアリングによってその価値検証を行ってきた。以下に，
代表として４つの事例を紹介する。なお，個々のコンセ
プト名称は全て当社の造語である。

1) BuddySystem: コンピュータによるダブルチェック支援
物理的に離れた複数のオペレータの間で AR ディスプ

レイを共有し，映像と音声を使ったリアルタイム・コラ
ボレーションを実現する（図 3）。これにより，音声会話
や静止画像だけでは伝達困難だった現場状況の共有やオ
ペレータ間の指示を，AR の視覚的効果を使ってより効果
的に伝達できるようになる。プラント現場でのヒューマ
ンエラーは，往々にして，現場作業員一人でのパトロー
ル時や保全作業時に起きやすい。これを防止するために，
重要な作業では二人以上の体制を作りダブルチェックを
行う措置が取られるが，あらゆる作業でこれを実施する
ことはコストの観点から現実的に許容されない。また，
系統切替え時のバルブオペレーションのように複数のオ
ペレータが連携して作業を行う際に，物理的に孤立した
オペレータ間の情報伝達が上手く行かず，ミスにつなが
る事例も数多い。このコンセプトは，そういった状況に
おいて AR の視覚効果を最大限に活用することで，オペ
レータ間のコラボレーションを支援するものである。こ
れにより，熟練者が新人の作業を遠隔地から視覚的に支
援し，時には描画による指示伝達を行うことにより，現
場での一人作業の効率化や安全性向上を実現できる。

図 3 BuddySystem

2) ARMan:“Just-in-Time” & “Just-in-Place” インストラクション
プラント設備やプロセス診断，操作手順などの情報を

対象ごとにオンデマンドで表示する（図 4）。これにより
作業に必要な情報を即座にかつ直感的に得ることができ，
パトロールや保全作業の効率を大幅に改善できる。現場
作業の際に分厚く重いマニュアルを複数持ち運び，また
その中から必要な情報を探し出すのは，作業者の大きな

負担である。本アプリケーションは単にマニュアルを電
子化するだけでなく，対象や作業に応じて必要な情報を
人間に理解しやすい形で提供することで，現場作業者の
負荷を大幅に軽減することができる。

図 4 ARMan 
 ( 上 : 電子マニュアルの表示，下 : 診断アイコンの表示 )

3) RadioLens: 無線通信ネットワークの可視化
無線フィールド機器の無線通信状態に関する情報（電

波強度など）をグラフィカルに描き可視化する（図 5）。
これにより，本来人間の目には見えず，かつ本質的に不
安定な無線ネットワークの適切な設置や運用，保守を支
援することが可能となる。当社が販売する無線フィール
ド機器のような，いわゆる無線センサ機器は，設置環境
や消費電力制約等の様々な事情により，画面表示能力に
限界がある。このため，一般の携帯機器と異なり現場で
の通信品質の評価が非常に困難で，無線に関する知識が
ないと直感的に理解しづらい。そこで，本アプリケーシ
ョンにより無線機器の通信状況を現実空間の機器上に重
ね合わせて提供することにより，作業者はより正確に通
信品質を現場で評価することができる。

図 5 RadioLens

4) TetheredDisplay: 遠隔でより多くの情報提示
現場計測器の GUI (Graphical User Interface) をスマー

トデバイスに表示する（図 6）。これにより，表示機能に
制約の多い現場機器に代わって，圧倒的に表現力の高い
スマートデバイスのディスプレイを使った情報提示を行
うことができる。RadioLens の事例と同じく，当社の扱
う計器の画面は現場や消費電力の制約のため搭載可能な

フィールド・オペレータ ボード・オペレータ 
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ディスプレイ性能に限界がある。このため提供できる情
報が限定されることがあり，現場オペレータの作業効率
に少なからぬ影響を与えている。このアプリケーション
は，まず AR で現場計器を認識・特定し，計器の持つ情
報を無線ネットワークや近距離通信で収集・加工して，
GUI とし表示するもので，従来の現場機器にない豊富な
情報提示と柔軟なカスタマイズが可能となる。

図 6 TetheredDisplay

4. 技術課題と解決に向けた取組み

AR 技術は，1) まずモバイル端末で対象物を認識し，2) 
その上にコンテンツを重ねて描画（オーサリング）するこ
とで実現される。このうち，2) はアプリケーション依存
の側面がより強いのに対し，現状，1) に関して我々はベ
ースとなる技術に未解決の課題がより多いと考えている。
対象認識手法は大きく２つのアプローチに大別される： 1) 
画像認識，2) 位置情報特定。各々の最も代表的な手段は，
1) マーカー（QR コードなど）を設置する，2) GPS で測位
する，といったものだが，いずれにせよ用いる手段によっ
て利点と欠点があるため，これらを適材適所で組み合わ
せて使用する必要がある。しかし，本稿で紹介してきた当
社の適用対象となるべきプラント環境を鑑みると，今日調
達可能な技術には課題が多く存在する。例を挙げると，1) 
プラントは物陰や暗所が多く存在するため，画像認識が困
難なケースがある，2) プラント内には GPS の死角が存在
し，また，測位精度と高さ方向の測位能力が十分でない，
といった課題がある。これらの課題に対して，当社独自の
取組み，あるいは外部からの技術調達によって解決の道
筋を作る必要がある (8)(9)。当社は，実証実験等によりこれ
らの技術の確立を目指していく。

5. 実証実験とプロトタイプ開発に向けた取組み

現在，プラント現場での AR 実用化を目指して，当社
の主力製品である CENTUM VP を始めとした各種製品と
の相互接続の試作を行っており，またその現場実証実験
の計画も同時に進めている（図 7）。4 節で述べたように，
AR のプラント現場適用にはまだいくつかの技術課題があ
るが，部分的には実用化の準備が出来ている。本研究の
テーマであるプラントでのヒューマンエラー削減と，それ
によって得られる操業効率と安全性の向上というユーザ価
値の実現に向け，研究開発を更に加速する所存である。

図 7 CENTUM VP と AR の相互接続システム

6. おわりに

スマートフォンやタブレットに代表される高性能モバ
イル機器の普及に拍車がかかっている。これらを合わせ
た出荷台数はすでに PC を超えており，2017 年までに全
世界の企業の半分が BYOD (Bring-Your-Own-Device) を採
用するとの予測もある (10)。もちろん，産業オートメーシ
ョン分野での応用には防爆を始めとした様々な課題があ
るが，今後，モバイル端末の普及が進み，プラントオペ
レータが日々当たり前のようにそれらを使いこなす日が
来ることは疑いようがない。当社はシステムベンダとし
て，この普及を支援し，最適な活用方法を提供する責任
がある。本稿で紹介した PoC 活動では，AR がモバイル
端末の現場応用に有効な手段であることを証明した。今
後も当社の研究開発では，モバイルとコラボレーション
を軸として，更なるユーザ価値創出に取り組んでいく。

参考文献
(1) 産業事故調査結果の中間取りまとめ，経済産業省，2003
(2) Abnormal Situation Management (ASM) Consortium, http://

www.asmconsortium.net/Pages/default.aspx
(3) Center for Operator Performances (COP), http://www.

operatorperformance.org/index.asp
(4) 小松原明哲，ヒューマンエラー 第 2 版，丸善，2008
(5) Robert L. Helmreich, et al., “The Evolution of Crew Resource 

Management Training in Commercial Aviation,” The International 
Journal of Aviation Psychology, Vol. 9, No. 1, 1999, pp. 19-32

(6) 中田亨，ヒューマンエラーを防ぐ知恵―ミスはなくなるか―，
化学同人，2007

(7) 日経コミュニケーション編集部，AR のすべて―ケータイとネッ
トを変える拡張現実―，日経 BP，2009

(8) Kenji Ooishi, Yasuki Sakurai, Yosuke Ishii, “An Adaptive AR 
Photographing Parameter Tuning for Industry Workspaces,” SICE 
Annual Conference 2013, September 2013.

(9) In-Location Alliance, http://www.in-location-alliance.com/.
(10) Fabio Terezinho, “The HMI of the future will look very familiar,” 

Control Engineering, Vol. 60, No. 7, 2013, pp. 26-29

* CENTUM，CENTUM VP は横河電機株式会社の登録商標です。

HIS/OPC
サーバ

制御バス

Wi-Fi アクセスポイント

Web サーバ

OPC クライアント

データベース

Web サービス

TCP/IP ネットワーク

プロセス値表示 

プロセス値トレンド表示

アラーム表示

アラームリスト表示

マニュアル表示

OCR タグ ID 入力

手動タグ ID 入力

写真記録

テキストメモ記録

SNTP クライアント

AR タブレット

現場設備

•プロセス値

•プロセス値
•アラーム

•プロセス値
•アラーム
•マニュアル•テキスト

 メモ
•画像

•SNTP 同期

FCS

2268


