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お客様を取り巻く環境は劇的に変化を続けており，制御システム及び横河電機への期待もそれに合わせて変化

している。この変化に追従するために，横河電機の制御システムは，スマートコントロール，スマートオペレー

ション，スマートエンジニアリング，サスティナブルプラントという４つの要件に基づいて進化を続け，お客様

のプラントを長期間安定して稼働させるための役目を果たしていく。本稿では，お客様の期待に応えるためのプ

ラットフォームとして，制御システムがどのような変革をしていくのかを紹介する。

The business environment of Yokogawa’s customers is drastically changing, and their 
expectations for Yokogawa and its control systems are also changing. In response, Yokogawa is 
evolving its control systems in accordance with the four key concepts of smart control, smart 
operation, smart engineering, and sustainable plant, to ensure the long-term, stable operation 
of customers’ plants. This paper introduces how Yokogawa’s control systems are evolving as a 
platform that meets customers’ expectations.

1. はじめに

一般消費財や嗜好品と違い，生産設備財である制御
システムの持つ役割とは何なのかを，1975 年に DCS 
(Distributed Control System) が世に登場してから 40 年
経った今，多くのお客様が問い始めている。その中で，
安全にプラントを運転し続け，市場変化に適応しながら
生産性を確保していくにあたり，ベンダーや制御システ
ムがどのように貢献してくれるのか，対価を払うべきも
のは何かをお客様は見極めようとしている。私たち制御
システムベンダーは，こういったお客様の問いに対して
責任を持った答えを出していく必要がある。このような
状況において，お客様が期待する横河電機の役割は変化
してきている。私たちの役割は，制御システムのハード
ウェアとソフトウェアを提供するベンダーから，お客様
のプラントライフサイクルに渡ってお客様の課題を解決
するパートナーへと，今後大きく変化をしていく。本稿
では，お客様の期待に応えるためのプラットフォームと
して，システム製品がどのような変革をしていくのかを
紹介する。

2. お客様を取り巻く環境の変化

エネルギー分野において，昨今様々な新エネルギーを
中心とした構造へ転換が進んでいる。しかし，新興国を
中心とした社会インフラ整備への需要が大きいため，こ
こ 20 ～ 30 年というスパンでは，依然として石油，ガス，
石化産業の重要性は高い。これらの産業分野においては，
BRICs を中心とした新興国の台頭などにより，市場競争
がますます激化しており，なお一層の高効率な生産や，
状況に応じた最適な生産が求められるようになってきて
いる。これに伴って，お客様の環境に起こりつつある変
化を紹介する。

2.1 生産製品の変化
原材料獲得の技術革新や規制，グローバル化などに伴

い，原材料そのものの品質，組成，価格，供給形態とい
ったものが常に変化する。また，需要先の要求の多様化
に伴い，少量多品種生産への対応がより求められる。こ
のような原材料や生産製品の変化に柔軟に対応できる設
備・計装システムの導入が求められると同時に，既存プ
ラントに対しても改修や新設備導入などが増加する。
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2.2 生産負荷の変化
製品需要の変化への対応に伴って，プラントの生産負

荷は大きく変動する。このような厳しい環境下では，生
産効率向上がこれまで以上に求められる。その結果，広
い範囲にわたるプラントの挙動に対して注意を払いなが
ら正確に運転することが，今まで以上にオペレータに強
いられるようになる。また，生産効率はもちろんのこと，
安全の確保，問題の事前検出，事後の原因究明に基づく
適確で早急な改善も求められる。

2.3 生産設備投資の変化
お客様のプラントにおいても，生産設備に対する投資

対効果が厳しく追及されるようになってきている。例え
ば，生産設備を最大限に利用することと，プラントの運
転停止時間の最短化（限りなくゼロ化）による生産機会
の拡大を実現することが強く求められるようになった。
運転停止時間をたとえゼロにはできなくても，設備停止
期間の削減や安全な範囲での生産継続といったことをお
客様は重要視し始めている。

2.4 生産活動を担う人の変化
原材料も需要も変化する中で，分散した複数のプラン

トを統合管理して，変化に柔軟に対応するお客様も増え
てきている。しかし，数の限られたエキスパートを全プ
ラントに常時配置することは現実的には難しい。また，
プラントの運転は，全自動とまではいかなくても自動化
率は高まっていく。

こういったことから，特に各プラントに配置される一
般のオペレータに求められる業務は，よりシビアで複雑
で高度かつ，実施頻度の少ないものに絞られていく。従
来，一般のオペレータが行っていた業務のうち，単純な
ものや繰り返しの多い定常的業務は自動化され，複雑な
ものや非定常的業務がオペレータの役目として残される。
さらに，従来エキスパートに頼っていたような業務の一
部を一般のオペレータが担うことも増えてくる。

このため，オペレータに対して，負荷を最小限にし，
適切な対処のガイドをリアルタイムに提供し，確実に対
処するためのより実践的なトレーニングを提供すること
が求められる。また，そのトレーニングをリーズナブル
なコストと時間で継続的に提供できることが重要となる。
併せて，数の限られるエキスパートが，一般のオペレー
タの運転を遠隔から支援するための仕組みが求められる。

2.5 O&M （Operation & Maintenance） 統合への期待
近年，メンテナンス計画を生産活動全体の中で最適化

し，生産設備の生み出す利益を最大化する運用への要求
が高まっている。また，設備の能力を最大限に生かして
生産を行うためには， オペレータはプラントへの外乱や
需要の変化などを把握する必要がある。さらに，プラン

トを構成する各設備や機器の状況を知り，それらを使い
こなす視点と能力を持つことが重要となる。一方，保全
員はプラントの運転状況を理解し，生産活動に与える影
響を考慮しながら，各設備や機器の保全活動を行う必要
がある。こうしたことから，運転情報と保全情報を統合
して管理し，それらの情報を駆使して，生産全体に対す
る運転・保全活動の影響を考慮しながらプラントを操業
することが重要となってきている。

3. システム製品の将来の要件

お客様の環境の変化やそれに伴う期待に対して，制御
システムは今後どのようなことが求められるだろうか。
制御システムは，運転を自動化する仕組み，人がプラン
ト運転を監視し介在する仕組み，お客様のプラントに適
用するためのエンジニアリング，長期に安定した運転を
維持する保守，の４点が核の要素となる。各々の要素に
必要となる要件を以下に述べる。

3.1 スマートコントロール
（運転を自動化する仕組みへの要件）
プラントの生産効率を向上させるためには，各プロセ

スを限界能力付近で安定して稼働させることが必要とな
る。APC (Advanced Process Control) は，そういった目
的を達成するための既によく知られた技術である。より
多くのプラントでお客様に APC を導入していただくため
には，より短期間・低コストで導入できること，そして
プロセスの状況をいかに高い精度で把握できることが論
点となる。

一方，プラント内の各プロセスユニットは，信頼性・
保守性の観点から，複数の自律分散コントローラの連携
により運転されていることが多い。プロセスの複雑度の
増加に比例して，これらコントローラ間の相関性が強ま
る傾向にある。さらに，原材料や需要の変化に加え，天
候や外気温，運転手順といった外部環境変化や設備劣化
等の変動要素によりプラントは常に影響を受け，最適な
バランス状態も変動している。

これらの背景から，今後はプロセスユニット毎の複数
のコントローラを統括し，プロセスユニット全体を統括
制御する機能が必要となる。つまり複数のコントローラ
を横断したタスク管理や高度 / 最適制御の実現である。

図 1 の左部分に統括制御（Supervisory Control）のイ
メージを示す。各プロセスユニットに対して，実際には
複数のプロセスコントローラが接続されて制御を実行し
ている。その上位側にある統括制御機能が，複数のコン
トローラを通じてプロセスユニットを最適に制御する。

APC を初めとする最適制御機能はプロセスユニット単
位で機能し，その中のコントローラ毎の制御バランスは
APC 側では考慮する必要がない。統括制御機能が種々の
外部変動要素に合わせて，常に制御の最適バランスを維
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持することができるからである。
さらに，フィールドデジタル技術とシミュレーション

技術を活用して，精度の高い最適制御を提供する。言う
までもなく，これらはこれまで 40 年間培った信頼性の
高いシステム基盤の上で有効に機能する。統括制御機能
と最適制御機能，シミュレーション技術の関係を図 1 の
右部分に示す。

3.2 スマートオペレーション
（人が運転を監視，介在する仕組みへの要件）
市場環境変化や O&M 統合などを背景に，一般のオペ

レータが行う作業は，より高度化していく傾向にある。
また，昨今プラント事故を避ける重要な要素の一つが
HMI (Human Machine Interface) であることが既に多く
のお客様に強く認識されており，ISA101(1) や ISA106(2)

という国際規格でも HMI のあるべき姿が語られる状況に
ある。

人が操業に介在するためのツールとしての HMI を重要
な要素の一つと捉え，「FCS (Field Control Station) 専用の
HMI」であった従来の「オペコン」と称される専用コン
ソールから，その役目を拡大していく。これを実現する
ために，生産データや保守データに加えて，スマートコ
ントロール，フィールドデジタル，シミュレーションに
より得られたデータが活用できる。これらの多くのデー
タを基に，人がプラントの状況を一目で容易に把握でき，
適切な対処を知り，それを確実に実行させるツールとし
ての HMI に拡大していくことになる。図 2 では，データ

を基に，人が判断（Decision）を適確にできるよう支援
する表示の機能と仕組みを示している。

今後，ISA101 に基づいた HMI 設計が容易に可能な仕
組み，異なるデータソースからのデータを等値化して人
に見やすい情報に変換する仕組みを提供していく。さら
に，遠隔地にいるエキスパートとの確実な現状共有の仕
組み，エキスパートによる最適対処を電子 SOP (Standard 
Operating Procedure) として自動構築し，一般オペレー
タに見せる仕組みも構築していく。加えて，フィールド
デジタルやシミュレーションとシステムを密結合するこ
とによる，高精度のオペレータトレーニング環境も提供
していく。
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図 2 人の作業を支援する仕組み
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3.3 スマートエンジニアリング
（エンジニアリングへの要件）
プラントが複雑化する中で，横河 DCS のみでプラント

を制御することは稀で，他の様々なシステムと併せて制
御を実現することがむしろ一般的である。また，昨今は
ICSS (Integrated Control & Safety System) という呼称で，
安全計装システムと DCS を統合するケースが極めて多
い。これら複数のシステムに対する設定内容は，全体の
進捗状況やお客様の要求仕様変更により，エンジニアリ
ング中に頻繁に変更される。また，エンジニアリング作
業はプロセスユニット毎，システム毎，あるいはシステ
ムの中でも現場作業とシステムソフト構築とプロセス設
計，といった具合に分割される。図 3 に示すように，い
くつかの作業を並行して進められることによって，シス
テムのエンジニアリング作業期間を短縮することができ
る。

こういった状況から，複数システム，複数個所で行わ
れたエンジニアリング結果を齟齬なく統合し，その変更
を管理して，履歴管理だけでなく，システム内の変更の
一貫性を保つ統合エンジニアリング環境を提供する。特
に，現場でフィールド機器と共に作業を進めたい I/O 関
連の据え付け工事やエンジニアリングと，お客様に挙動
を確認していただきながら進めるシステムソフトのエン
ジニアリングの２つ作業を独立して進められるようにす
る。そのためには，これらの作業に関わる情報を，任意
のタイミングで間違いなく結合できるよう，システム構
成やエンジツールの機能を劇的に向上させる必要がある。

3.4 サスティナブルプラント
（長期に安定した運転を維持する保守への要件）
お客様は一旦稼働を開始したプラントによる生産活動

を，その効率を維持または向上しながら，安定して長期
に継続することを重要視している。そういった状況に応
えるべく，新しい年間保守契約メニューを既に準備して
おり，その中では，お客様のプラントの長期（25 年）保
守を約束している。この保守契約は，25 年の中で老朽化
するハードウェア，保守が困難になるソフトウェアなど，
お客様の運転への影響を最小限にして順次更新していく
計画を，お客様と一緒に作成し，実施していくものである。
一方，システム製品は，長期保守を提供できる仕組みを
実現する。

HMI については，従来通り，必ず１つ前の世代の DCS
製品のコントローラに対しても操作監視を可能とする設
計方針を継続する。これにより，プロセスと直結してい
るコントローラの動作を停止することなく，比較的寿命
の短い HMI を最新のものに交換できる。その結果，お客
様の運転や保守のスケジュールに合わせたシステム更新
が可能になる。ハードウェア間を疎結合にすることによ
りシステムの部分更新を実現するとともに，仮想化技術
の利用により複数のソフトウェアの同居性や接続性を向
上させていく。

一方，コンピュータとその OS は，システムで使われ
るコンポーネントの中で比較的短命である。そのため，
コンピュータのベンダーと提携して，通常の市販 PC よ
りも長期の供給性と保守性を確保し，現在の OS 供給ベ
ンダである Microsoft 社のサポートポリシーに大きく影
響を受けないプラットフォームの提供を可能とした。こ
ういった横河外のコンポーネントの安定供給やサポート

650
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の仕組みを今後も拡大していく。
このように，システムの一部に横河電機製ではないハ

ードウェアやソフトウェアを使用するケースは今後増え
ていくが，それでもお客様が長期にわたって安心してシ
ステムを使っていけるように対応する必要がある。PC の
みならず他のコンポーネントにも，安定供給やサポート
の仕組みの適用範囲を広げていく。また，横河電機製及
びそれ以外のハードウェア，ソフトウェア，アプリケー
ションの現在の状況，保守や変更の履歴は，システム全
体を長期に保守していく上で重要な情報である。しかし，
お客様のサイトにおいては，これらの情報が分散してい
る，紛失している，最新情報に更新されていない，とい
った状況が非常に多い。横河電機は，前述のスマートエ
ンジニアリング環境の機能を利用して，図 4 に示すよう
に，これらの情報を容易に最新に保つ仕組みをシステム
として提供し，横河社内の製品保守情報と連携して，確
実に保守できる仕組みを提供する。

4. 要件を実現するためのキーとなる技術

前章では，制御システムへ求められる４つの要件を示
したが，その実現には，現在の高信頼かつ高パフォーマ
ンスである制御システムプラットフォームに加えて，２
つの核となる技術が求められる。

4.1 フィールドデジタル
自律的なインテリジェンスを持つフィールド機器をプ

ラントの各所に配置し，デジタル通信でシステムとのリ

アルタイムのデータ交換を可能にすることにより，様々
な付加価値をお客様に提供することが可能となる。

機器のプロセッサの進化により，１台の機器から１つ
以上の高精度のデータをシステムで受信することが可能
となる。さらに，デジタルデータを交換することで，シ
ステムとの通信経路の無線化が可能となる。これにより，
従来だと配線ができないために機器を設置できなかった
ような場所にフィールド機器を配して，今まで見えなか
ったプロセスデータの見える化も可能となる。収集でき
るデータが増えることで，プラントの微細な変化を捉え，
因果関係を示し，未来を高精度に予測することが可能に
なる。また，データを発信する機器自身の診断により，
データの信頼度を付加できる。それにより，信頼できる
データのみを基にした制御，保守といったことが可能と
なり，保守コストの削減及び，安全性，効率性，プロセ
スの稼働率の大幅な向上に貢献できる。

フィールドデジタルは，このような OPEX (Operating 
Expense) 削減への寄与はもちろんのこと，システム構築
における CAPEX (Capital Expenditure) 削減にも貢献でき
る。フィールドデジタル技術により，末端の機器の識別
子を通信でシステムのエンジニアリングに利用すること
ができる。それにより，機器交換の結果が設計ドキュメ
ントに反映されていないなどのプラント構成の変化に対
しても，中央での容易な機器の管理で対処でき，保全作
業の迅速化が期待できる。

さらに，フィールドデジタル技術を利用することで，
末端の機器とシステムとの接続が適切にできているかや，
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ENG 横河サービス
• 適切な保守タイミングでの保守提案
• 保守情報の提供

保全員 

 
 

   

横河内
サービスデータベース

エンジニアリング
データベース

 
 

横河機器だけでなく，PCやネットワークスイッチの保守情報を
ネットワークで自動収集して，システム一括管理
•  OSのレビジョン，セキュリティパッチ
•  PC交換時期や交換記録 etc.   

図 4 システム構成機器の保守情報管理
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システムからの指示に対して機器が適切なデータを返送
できるか（機器の内部設定が適切にできているか）とい
ったことを，複数ループ同時に確認できる。これにより，
従来のように，システムと現場の両方にエンジニアを置
いて，トランシーバでやり取りしながら１ループずつ確
認作業を行っていた場合に比べて，格段に短時間で確実
なループチェックができるため，プラント立ち上げにか
かる工数を削減することができる。

4.2 プロセスシミュレーション
シミュレーション技術を，フィールドデジタル，制御

システムのエンジニアリングと組み合わせることで，大
きなメリットをお客様に提供することが可能となる。例
えば，プロセスモデル構築におけるコストの削減，挙動
予測の高精度化，容易な最新状態の保持などのメリット
である。

システム導入の初期段階では，設備毎に定型化された
プロセスモデルをベースに，基礎的なシミュレーション
環境を容易に構築できるようにする。その後，エンジニ
アリング工程が進むにつれてチューニングを繰り返し，
モデルをブラッシュアップする。その結果，プラント稼
働時には，短期間の同定作業で利用可能なプロセスモデ
ルを完成できるようになり，モデルの構築時間とコスト
の大幅な削減に寄与する。このためには，制御システム
のエンジニアリング機能とシミュレータ環境の密な統合
が重要となる。

プロセスモデルによるシミュレーション環境は，オペ
レータトレーニングの目的だけでない。基本設計時にお
客様の要件をシミュレーションすることで，お客様との
間で早期に完成形のイメージを共有できる。また，I/O
の定義情報が確定しない段階でも，アプリケーションの
デバッグ，テストに利用することで，検査を充実させる
とともに，品質の向上と検査工期の短縮を実現する。

さらに，実運転に入ると，センサで実際に計測するこ
とが困難な機器やプロセスの内部状態を常時可視化する
ことや，加速シミュレーションにより未来を予測するこ
とを実現できる。その結果，プロセスが異常あるいは非
効率な挙動になる前の対処を，制御ロジック及びオペレ
ータに促すことが可能になる。

運転開始後，原材料や需要の変化に柔軟に対応するた
めには，プロセスモデルもリアルタイムに変化させる必
要がある。例えば，実プラントの値をモデルに取り込み，
モデル内の運転条件やパラメータをリアルタイムに調整
することで柔軟な対応が可能となる。また，シミュレー
ション環境でのステップ応答テストの結果を，高度制御
の伝達関数モデルや PID のチューニングに反映すること
も可能となる。

但し，いずれを実現するにしても，予測精度と信頼性
が担保されることが必要である。フィールドデジタル技
術を使ってスマート機器を積極的に利用することで，異
常な機器から提供され，シミュレーション演算の妨げに
なる不確かなデータを識別し排除できる。また，１台の
機器で多数のデータを同時に高速に扱えるようになり，
測定点数が増加する。その結果，信頼度の低いデータを
排除しても，高精度なモデルの調整に十分なデータ点数
を確保することができる。

5. おわりに

横河電機にとって最も重要なのはお客様であり，お客
様の求める価値が何かを考えて製品開発と提供を進めて
いく。特に，お客様にはもはやシステムではなく，横河
電機というブランドを買っていただいていると言っても
過言ではないことを，私たち横河電機は認識している。
お客様は，システムのハードウェア，ソフトウェア，ア
プリケーションはもちろんのこと，それらの保守，更新
プラン，実際の作業，そして横河電機のメンバーのスキ
ルに対価を支払ってくださっている。この対価以上の価
値をお客様に提供するために必要な機能を，横河電機は
今後も開発提供し続けていく考えである。

参考文献
(1) ANSI/ISA-101.01-2015, Human Machine Interfaces for Process 

Automation Systems, ISA, 2015
(2) ISA-TR106.00.01-2013, Procedure Automation for Continuous 

Process Operations – Models and Terminology, ISA, 2013

* 本文中に使われている会社名および商品名は，各社の登録商標ま
たは商標です。

852


