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これまで，お客様は信頼性と稼働性を基準として製品を選択されてきており，当社も同じ観点から優れたハー

ドウェアやソフトウェアを提供することに集中してきた一面がある。しかし近年においては，CAPEX（設備投資）

の観点でのプロジェクト遂行の効率も重要となってきており，さらには OPEX（運用コスト）の観点でのプラン

トライフサイクル全体での有用性と保全性も同様に重要になってきている。

本稿では，プロジェクト遂行経験により蓄積された膨大な知見（デリバリー・エクセレンス）と世界中のエン

ジニアによる協業（スマート・エンジニアリング），および CENTUM VP R6 に組み込まれた最新技術を統合する

ことで実現できるアジャイル型プロジェクト実行技法（APEX），その中でも特に反復型エンジニアリングに基づ

くプロジェクト遂行の仕組みについて説明する。

Customers have traditionally selected products based on their reliability and availability, 
and so Yokogawa has focused on delivering excellent hardware and software. In recent years, 
however, the efficiency during project execution and the usability and maintainability throughout 
the lifecycle have become equally important for customers, in terms of capital expenditure 
(CAPEX) and operating expense (OPEX), respectively.

Yokogawa has developed the APEX methodology by integrating a huge amount of knowledge 
accumulated through project execution (delivery excellence), cooperation with engineers 
worldwide (smart engineering), and advanced technologies incorporated in the CENTUM VP R6. 
This paper details a project execution methodology based on iterative engineering in APEX.

1.  はじめに

横河電機は，プロセスオートメーションのトップサ
プ ラ イ ヤ ー と し て，EPC（Engineering, Procurement, 
Construction: エンジニアリング会社）を含むお客様の要
望に応えるべく，ソリューション，サービス，および製
品を革新し続けている。

従 来 は， プ ラ ン ト オ ー ナ ー が CAPEX（Capital 
Expenditure）の最小化を目指すことが多く，プロセスオ
ートメーションサプライヤーの選定は EPC に委ねられて
いた。その結果，競争入札でプラント建設プロジェクト
の実行費用の最安値を提示したサプライヤーがプロジェ
クトを受注していた。しかし近年は，プラントオーナー
の優先事項が，プラントライフサイクル全体にわたるプ
ロセスオートメーションの最適化，すなわち CAPEX と

OPEX（Operating Expense）の両方を最小化することに 
移ってきた。そのため当社では，プラントライフサイク
ルの最大価値を提供することを目的として，お客様とと
もに MAC（Main Automation Constructor: メインオート
メーションコントラクタ）という概念を構築してきた。

従来の競争入札または MAC のいずれの場合において
も，本稿で提案するアジャイル型プロジェクト実行技法

（APEX: Agile Project Execution）(1) は，プラントオーナー
および EPC の双方に価値を提供するものである。

図 1 に APEX のコンセプトを示す。APEX は，これま
での当社がプロジェクトを遂行することにより蓄積され
た膨大な知見（デリバリーエクセレンス）と，当社の各
専門分野のエキスパートの組合せによる最適な体制（ス
マートエンジニアリング），および CENTUM VP R6 に組
み込まれた最新技術を最適に組み合わせることにより，
かつてない価値を提供するものである。

デリバリーエクセレンスは，当社が携わってきた世界
中の精油所，石油化学コンビナート，発電所などにおけ
るプロジェクト遂行の経験から抽出したベストプラクテ
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ィスが基礎となっている。このベストプラクティスに基
づく実際のエンジニアリング（制御アプリケーションな
ど）を標準化設計として統一的に定義し，これらをライ
ブラリ化（インダストリライブラリと呼ぶ）することで，
グローバルに再利用が行われている。また，この標準化
設計は最新の経験に基づいて常に更新されている。こう
したプロジェクトの標準化は，プラント毎のカスタマイ
ズの必要性を低減し，プラントライフサイクル全体にわ
たる保守作業を簡素化することができるため，お客様か
らの評価も非常に高い。

スマートエンジニアリングは，各専門分野のエキスパ
ートが時間と場所を超えてグローバルに連携することに
より，最適で高効率なサービスをお客様に提供している。
このような体制をとることで，高度化するお客様の最新
の要求にも蓄積した高い専門知識で応えられ，さらにエ
ンジニアリングの集中化により優れた費用対効果を期待
できるエンジニアリング戦略をグローバルに展開するこ
とができる。

CENTUM VP R6 では，APEX を最も効率的かつ効果的
に実行できるエンジニアリング環境として AD スイート(2)

を開発した。また AD スイートを N-IO（Network I/O），
FieldMate Validator，PRM コミッショニングサポートパ
ッケージと組み合わせた CENTUM VP R6 の革新的技術
によって，APEX で提唱するアジャイル型実行技法が実
現可能となった。

デリバリーエクセレンス，スマートエンジニアリン
グを CENTUM VP R6 と組み合わせることで実現できる
APEX は，知見に基づく標準化設計を行うことにより設
計効率・品質を向上させ，エキスパートによる高い専門
性と優れた費用対効果を発揮することで，お客様に最高
のプロジェクト遂行サービスを提供する。

2. アジャイル型実行技法：反復性と柔軟性

「 ア ジ ャ イ ル 」 と は， 当 社 が 提 唱 し て き た
VigilantPlant(3) コンセプトの価値の１つである「俊敏な
行動」を意味し，短期間のサイクルを反復実行するプロ
ジェクト遂行方法を表現する言葉である。

近年のプラント建設プロジェクトにおいては，プロセ
スオートメーションシステムの巨大化・複雑化に伴って，
プロジェクト要件の早期確定が難しくなってきている。
プロジェクト実行中の仕様変更は今や当然のことであり，
当社のプロジェクト遂行チームにも，納期と品質を守り
ながら，こうした変更要求に柔軟に対応することが課題
となっている。しかし，変更要求への対応では，膨大な
修正を手作業で実施せざるを得ないことが多かった。

APEX では，アジャイル型実行技法として従来型のウ
ォータフォール型に加えて反復実行するエンジニアリン
グプロセスを確立することにより，度重なる変更要求を
エンジニアリングプロセスの反復の中で吸収することで
この課題を解決する。この反復型エンジニアリングプロ
セスにおいては，アプリケーション構築およびハードウ
ェア入出力（I/O と呼ぶ）構築において，それぞれが独
立した反復型エンジニアリングを繰り返して実行する。
その反復型エンジニアリングプロセスを実行するための
キーとなるのが，アプリケーションとハードウェア I/O
を分離してエンジニアリングできる仕組み，および厳格
な変更管理の仕組みである。

３章以降では，アジャイル型実行技法における反復型
エンジニアリングとその利点について説明する。
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図 1 APEX コンセプト
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3. モジュール型アプリケーション構築

従来の CENTUM におけるエンジニアリングでは，ビ
ルダと呼ばれる設定ツールで，まずハードウェア構成（コ
ントローラ，I/O モジュール，チャネル，信号種など）
を決定する。次にハードウェア構成に基づいて制御アプ
リケーションを構築する手法を採用していた。その制御
アプリケーションは，プラント毎の要件に沿って一品一
様で作られることが多かった。

しかし近年の傾向として，NAMUR NE 148 (4) やインダ
ストリ 4.0(5) では，プラント設備などの単位で物理モジ
ュールに分離し，これらのモジュールを組み合わせるこ
とで全体のプラントを設計する手法を指向している。こ
のようなモジュール型のプラント設計は，ISA 88 および 
95(6) における階層型物理モデルに基づく設計手法にも通
じている。モジュール型の設計思想を，物理モジュール
だけでなく制御アプリケーション構築にも適用すること
により，モジュール化の効果を最大化できるようになる。

標準化設計によりライブラリ化されたモジュールを再
利用し，必要な個所のみをカスタマイズしてエンジニア
リングを進めるモジュール型アプリケーション構築の手
法は，反復型エンジニアリングの利点を最大に生かすこ
とができる。図 2 に，このアプローチの利点を示す。

お客様は，モジュール型アプリケーション構築の方式
を採用することで，再利用可能なインダストリライブラ
リの利用が可能となり，世界中のプラントでアプリケー
ション設計を統一できる。ライブラリを共有して利用す
ることで設計ポリシーの一貫性を維持できるため，設計
ミスや統合の複雑さに起因するリスクが低減される。そ

れとともに，統一された方針に基づくアプリケーション
設計の保守管理が実現可能となり，OPEX を含む TCO 

（Total Cost of Ownership）の削減につながる。
EPC は，プロジェクト遂行の効率を高めるため，トー

タルパッケージデザインの標準化を追求している。トー
タルパッケージデザインとは，プロセスライセンスに適
合した標準化設計とそのアプリケーションを構築して，
それらをライブラリ化し，システムの設計・構築・スタ
ートアップ・コミッショニングまでのプロセスの標準化
と合わせてパッケージ化することである。さらに同一チ
ームによってエンジニアリング遂行を実現可能とするこ
とで，基本設計やエンジニアリングにおける知見が蓄積
できる。また，標準化モジュールを導入することで，変
更の影響を最小限に留めることができるため，プラント
設計や再テストに要する期間を短縮でき，費用の削減が
可能となる。

当社では，ISA 88 および 95，VGB-B 105 (KKS)(7) など
のプラント規格，および業種毎に豊富なプロジェクト遂
行経験に基づく再利用可能なインダストリライブラリ（石
油，石油化学，LNG，バッチ，電力など）を提供している。

再利用可能なインダストリライブラリを使用すること
は，プロジェクト遂行において非常に効果的であるが，
プラントや設備，システム構成などプロジェクトに特有
な事情やそれに伴う変更などが発生することがありうる。
そのような場合であっても，影響があるモジュールを特
定し，その範囲でカスタマイズを加えていくことで，他
モジュールへの影響を最小限にしながら変更要求に対応
していくことが可能となる。モジュール化により影響範
囲を最小限にできることは，特にプロジェクト終盤フェー
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ズでの後戻りや再テストを防ぐために非常に重要である。
プラントライフサイクルにおいてモジュール型設計

を維持・運用していくためには，お客様自身による変
更や品質に対する厳密な集中管理が不可欠となる。従
来は集中管理や変更のプロセスを手動で行っていたが，
CENTUM VP R6 で提供する AD スイートはこれらの作業
を強力に支援する。

AD スイートの革新的機能によって，お客様は NAMUR 
NE 148，ZVEI White Paper（『プロセス産業におけるモ
ジュール・ベース・プロダクション』）(8) の中で述べてい
るインダストリ 4.0 で中核となるモジュール型エンジニ
アリングに関する要求を満たすことができる。NAMUR 
NE 148 で求められるオートメーション構造を図 3 に示
す。NE 148 では，モジュール（図 3 の点線内）を DCS
のデザインに組み込むことは容易にすべきであると述べ
ている。この際，モジュール（機器やユニット）と制御
システムの接続／分離／再接続が自由であることが重要
となる。なお，NE 148 を実現する具体的技術は，当社
も参画している NAMUR 作業部会（NAMUR AK1.12）で
開発中である。

4. 反復型 I/O 構築

近年，オートメーション業界ではレイトバインディン
グという概念が一般的になってきた。レイトバインディ
ングとは，DCS のアプリケーションとハードウェア構
造を独立して構成し，いつでもこれらのバインディング

（結びつけ）が可能なことを意味している。レイトバイン
ディングによって，プロジェクトは極めて柔軟に実行す

ることができるとされているが，ここで改めて検証した
い。

プロジェクト遂行の中で時間がかかるのは，ハードウ
ェア・キャビネットの製造と組立て，フィールド結線，
およびフィールドのループチェックである。信号種毎に
専用の I/O が必要な場合，プロジェクト終盤フェーズに
生じた変更は，キャビネット設計や結線作業などに大き
な影響を与え，レイトバインディングの利点を大幅に損
なう可能性がある。

当社では，CENTUM VP R6 で新たに提供される AD ス
イート，N-IO，FieldMate Validator，PRM コミッショニ
ングサポートパッケージを組み合わせることで実現でき
る SFI（System Free Instrumentation）(9) アプローチを提
唱している。SFI アプローチでは，現場に分散配置可能
な標準 N-IO スマートジャンクションボックスがキーとな
り，ハードウェア設計工数をゼロにしドキュメント量も
大幅に削減することが可能となる。SFI アプローチによ
り，I/O 構築における反復型エンジニアリングの利点を
最大限に生かすことができる。反復型 I/O 構築では，初
期構築時には，プロセスエリア毎およびシステム毎のお
およその信号数から現場配置する標準 N-IO スマートジャ
ンクションボックスの型（16 点，32 点，64 点 I/O）や
数を決定することでジャンクションボックス自体の設計
なしで手配を行うことができる。その後，工程が進む中で，
実際に使用する信号数の増減が生じた場合は，ジャンク
ションボックス自体の追加やスペア化により再設計が発
生しないようにする。また，例えば DO（Digital Output）
から AO（Analog Output）への信号種別の変更などが発
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生した場合，従来は I/O 実装位置の再設計や再配線が必
要となっていた。しかし，反復型 I/O 構築では N-IO を使
用することにより，I/O の実装位置を維持できるように
なった。これにより変更による影響範囲を最小限にする
ことができ，プロジェクト終盤フェーズでの再設計や再
テストを削減することができる。

SFI アプローチを駆使した反復型 I/O 構築により，レ
イトバインディングが本来持つ効果をより高めることが
できる。

5. アプリケーション構築と I/O 構築の独立した反復

アプリケーションとハードウェア I/O を独立して反復
型エンジニアリングをできるようにすることは，アジャ
イル型実行技法のキーである。

従来，プロセスオートメーションシステムのアプリケ
ーションは，フィールド機器およびハードウェア I/O と
密接にリンクしていたため，計器室設計やハードウェア
設計がプロジェクト後期に変更されると，アプリケーシ
ョン側も合わせて変更する必要があった。

AD スイートは，アプリケーション構築とハードウェア
I/O 構築を独立して行うことができる。アプリケーショ
ンは論理的な I/O 名を用いることで，物理的な I/O 配置
からは独立させ，論理 I/O と物理 I/O のマッピングを最
終段階で行うようにしている。そのため，物理 I/O の変
更がアプリケーションの論理 I/O に影響を及ぼさず，同
様に論理 I/O の変更が物理 I/O に影響を及ぼさない。

これにより，それぞれのプロジェクト遂行の進捗，さ
らにそれぞれの設計・実装が行われている場所もお互い
に影響を受けずに，それぞれの専門エンジニアが反復型
エンジニアリングを進めることができる。

6. 変更管理

変更管理は，プロジェクト遂行において最も重要なタ
スクの一つであり，プロセスオートメーションシステム
の全ての分野，特にハードウェア，システム，アプリケ
ーションに対する品質，納期，およびコストに影響する。
変更管理は以前から重要なタスクであるが，本稿で提案
している反復型エンジニアリングでは，その重要性が一
層増している。その理由は，反復型エンジニアリングと
は変更を許容する手法であり，後からの変更を前提とし
たプロジェクト遂行は，前工程できちんと決めてから次
工程へ進む所謂ウォータフォール型に比べてプロジェク
ト遂行が難しい手法だからである。

AD スイートではビルトインの変更管理機能を具備して
いる。変更管理機能は，変更 ID，変更要求元，変更内容，
変更方法指示，変更者，変更前の変更対象，変更後の変
更対象や承認プロセスを持っている。ビルトインの変更
管理機能であるため，AD スイートで管理されているユー
ザを変更者に指定でき，エンジニアリング対象とその変

更履歴を変更管理機能とリンクさせておくことができる。
これにより，変更者に指名されたユーザが AD スイート
にログオンすると，自分に割り付いた作業タスクがわか
り，指示に沿って変更作業を行い，承認プロセスに沿っ
て承認者に承認を得て変更を完了するというプロセスを
厳格に管理することができる。また変更 ID に単位での変
更ステータスや変更履歴のトレースも可能である。

7. おわりに

本稿では，アジャイル型実行技法，その中でも反復型
エンジニアリングについて説明した。反復型エンジニアリ
ングでは，従来型エンジニアリングと比べて，品質，納期，
コストを順守しながら変更要求を受け入れられるようにな
り，最終決定を後ろ倒しできるようになる。また，プラン
トライフサイクルにおいては，構築当初の設計の一貫性を
損なうことなくプロセスオートメーションシステムの増改
造や保守，改善を行うことができるようになる。

一方，反復型エンジニアリングは途中での変更を許容
する手法であり，プロジェクト遂行の難易度の高い手法
である。一般的に度重なる変更はミスを呼びやすい。属
人的なエラーを発生させない仕組み，またそれでも発生
するエラーをきちんと取り除く仕組みがなければ，お客
様に品質，納期，コストを担保することができない。こ
れを実現する仕組みが，モジュール型アプリケーション
構築，反復型 I/O 構築と厳格な変更管理である。

  CENTUM VP R6 で リ リ ー ス さ れ た AD ス イ ー ト，
N-IO，FieldMate Validator，PRM コミッショニングサポ
ートパッケージとそれを駆使した変更に強いエンジニア
リングプロセスにより，当社は今後さらに大型化，複雑
化するプラントの TCO 削減に貢献してゆく。
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