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競争優位のP2B （Plant-to-Business） ソリューションコンセプト
P2B (Plant-to-Business) Solutions Concept for a Competitive Edge

横河情報システムズ（株）が提案する「P2B（Plant-to-Business）ソリューション」は，製造現場でリアルタイム

に発生するプラントの運転，操業データを自動収集し，工場の管理業務に合わせて体系化，プラント情報の可視

化を行いながら，経営管理システムへ連携することにより，プラント情報と経営情報の統合による迅速な意思決

定を支援するITソリューションである。これにより，現場スタッフからマネージメント層，経営層までが，一

元化された信頼性の高い情報をタイムリーに活用でき，企業の部分と全体における経営目標達成のためのPDCA

（Plan-Do-Check-Action）サイクルを確立し，より効率的で一貫性をもったマネージメントが可能となる。横河情

報システムズ（株）は，このコンセプトに基づき，プロセス製造業の財務／管理会計，購買／販売，在庫，生産を

統合する基幹系業務（ERP）や経営パフォーマンスを管理（EPM），サプライチェーンマネージメント（SCM），顧客

接点管理（CRM）などのビジネス系パッケージから製造実行管理（MES），品質情報管理（LIMS），プラント運転情

報管理（PIMS）などプラント系パッケージまで，実績の高いオープン系パッケージをベースに顧客価値の向上と

TCO（トータルコストオブオーナーシップ）に優れるサポートを提供している。
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The “P2B (Plant-to-Business) solution” proposed by Yokogawa Information Systems Corporation is

an IT solution that facilitates prompt decision making by integrating plant information with management

information. The P2B solution is achieved by automatically collecting real-time plant operation data

generated on the manufacturing premises, while simultaneously implementing systematization according

to factory management with the visualization of plant information, and subsequently interconnecting it

with the business management system. Consequently, users from field staff to managers and management

executives can utilize the unified information with high reliability in a timely manner, and establish the

PDCA (Plan-Do-Check-Action) cycle. This facilitates the accomplishment of the specific aspirations of

parts of the enterprise and of management goals as a whole, thereby realizing more efficient, consistent

management. Based on this concept, Yokokawa Information Systems Corporation provides a variety of

excellent support for improving customer value and Total Cost of Ownership (TCO) based on proven-in-

use open package systems, including those for business systems such as Enterprise Resource Planning

(ERP), Enterprise Performance Management (EPM), Supply-Chain Management (SCM) and Customer

Relations Management (CRM) for plant systems, and system packages such as Quality Information

Management (LIMS) and Plant Operation Information Management (PIMS).

1. は じ め に

今日のプロセス製造業を取り巻く経営環境は，経済の

グローバル化やアジア経済圏構想，国内消費の成熟化に

伴い，ますます競争は激化するとともに多様化している。

そのような中で，国内企業は，生産設備や事業部門の統廃

合による事業構造の革新やR＆D戦略による高機能製品

の開発，製造原価の低減や生産性の向上，物流費・諸経費

の削減など経営基盤の一層の強化に取り組んでいる。

また，工場や製造現場の各部署では，高品質・大量生産

から多品種・小ロット・短サイクル生産へと生産要求が急

激にシフトする中で，情報システムの高度化を実現し，生

産の効率化に積極的に取り組んできた。しかし，経営環境

の変化と共に本社の各部門や工場の月次のマクロ情報だ

けでは，タイムリーに適切な経営判断を行うことが困難

となっている。

今後，ますます激変する経済環境下において，経営の適
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切かつ迅速な意思決定には，製造現場で発生する運転，操

業データを経営の意思決定に役立つ信頼性の高い情報と

してモニタリングできることが必要となっている。その

ためには，企業活動全体におけるモノとカネの流れの情

報を可視化し，各マネージメント層が迅速に活用でき，適

切なマネージメントサイクルを支援するIT基盤の高度化

や再構築が求められる。

横河情報システムズ（株）では，このような背景を踏ま

えて，プラント操業情報と経営情報をシームレスに統合

するP2B（Plant-to-Business）ソリューションを提案してき

た。その概念を，図1に示す。

2. P2Bソリューション実現へのアプローチ

企業が競争優位を獲得するために，経営とITの一体化

を推し進めることは有効な手段であるが，特に，プロセス

製造業においては，P2Bソリューションが狙いとする工

場管理と経営管理の統合による全体最適化を実現するこ

とが肝要となる。

製造現場から本社系経営管理までのシステムを

統合するP2Bソリューションコンセプトの実現の

ために取り組むべき課題の一つは，「プラント操業

情報と経営情報とのギャップを埋める」ことであ

る。これは，製造実績データの集計リードタイム

や手入力，再入力を解消して整合性の取れた確定

値を出力し，異なるマネージメントサイクルによ

るデータを調整し，体系化することにより，基幹

システムにシームレスに連携することができる。

次に，「企業のパフォーマンスを管理」できる仕

組みを構築することによって，損益状況のセグメ

ントや各種経営指標のモニタリングを可視化し，

パフォーマンスの最大化を適切かつ迅速に図ることが必

要となる。そのためには，計画精度の向上，工場装置の稼

働率向上，実績収集の早期化など工場管理業務の効率

化・スピードアップとコスト削減などを工場だけの部分

最適化ではなく，全社レベルの最適化を行う柔軟なマ

ネージメントの仕組みが求められる。

横河情報システムズ（株）のP2Bソリューション実現の

ための階層モデルを，図2に示す。

（1） オペレーション層では，DCSやPLCなどの制御シス

テムと製造実行管理システム（MES）との連携により，

何をどのように作るかの製造指示，製造条件，レシ

ピ，パラメータ，ロット情報，標準業務手順（SOP）な

どの指示情報を受け，何がどのように作られたかを

示す運転データ，品質データなどの運転情報を工場

管理層に送る。

（2）工場操業管理層では，経営管理層からの生産計画情

報を受け，製造指図書としてオペレーション層に送

ると共に，オペレーション層からの現場データを整

図1　 P2B（Plant-to-Business）ソリューションコンセプト

図2　P2Bソリューションの階層モデル
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理，体系化して経営管理層に送る。従来工場管理層は

情報のギャップドメインといわれていたが，現時点

では横河グループの経験とノウハウに基づく業種対

応の各種のMESパッケージが用意されており，プラ

ントとビジネス層をシームレスに連携できるように

なっている。

（3）経営管理層では，横河情報システムズ（株）のERPソ

リューションであるi－ルネサンスの各種パッケージ

により，工場管理層からの体系化されたプラント操

業情報と経営情報の統合が行われる。これにより経

営管理が一元化され，プラント操業情報の可視化や

迅速な経営の意思決定を行うことができ，全社的な

効率改善，コストダウン，顧客サービスの向上などの

経営課題の解決に劇的に貢献する。

3. P2B ソリューションを構成するソフトウェア
パッケージ群

P2Bソリューションを構成するソフトウェアパッケー

ジの概要を以下に紹介する（図3）。なお，これらは，全て

実績あるオープン系のパッケージであり，継続して機能

強化し，新製品も開発していく。

3.1 プロセス製造業向けERPパッケージ（i－ルネサンス）

i －ルネサンスは，横河情報システムズ（株）のERP ソ

リューションであり，次の4つのパッケージから構成され

ている。

図3　P2Bソリューションパッケージ群
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i－ルネサンスは，主に石油化学，化学，医薬，消費財，

食品／飲料，パルプ／紙，金属などプロセス製造業の会

計，販売，購買，生産，在庫の基幹業務用パッケージであ

り，インターネット技術をベースにシステム構成されて

おり，Webブラウザアクセスでシステムの拡張性および

変更対応に優れている。i－ルネサンスは2006年3月現在，

世界で1,300社，日本で100社の納入実績を持っている。

開発元は，CDC Software社（中国）グループである。

 

3.2 AspenSCM（SCMパッケージ）

AspenSCMは，日本で55社納入実績を持つサプライ・

チェーン・プランニング・ソリューションである。需要管

理，生産配分／基準生産計画，スケジューリングおよび納

期回答機能により，サプライチェーン全体の最適化を可

能にする。開発元は，AspenTechnology社（米）である。
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PIシステムは，DCSやPLCなどのプロセス制御システ

ムを介してプロセスデータをリアルタイムに収集し，ヒ
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視を行う。同時に上位の経営管理層に体系化したプロセ

スデータを提供する。本システムはギャップドメインと

いわれる工場管理層のPIMS（Plant Information Manage-

ment System）の代表的なパッケージであり，全世界で

10,000システム以上の導入実績を持っている。開発元は，

OSIsoft社（米）である。

 

3.4 PIM-Aid（製造実行管理パッケージ）

PIM-Aidには，製造計画用のPIM-Aid：PLと製造実績

管理用のPIM-Aid：ARがある。生産計画は全社経営情報

システムによって全社レベルで作成されるので，各工場

では実際の工場の操業状況に合わせて具体的な製造計画

にブレイクダウンしなければならない。それを支援する

のがPIM-Aid：PLである。PIM-Aid：ARは，前記のPI

システムから生産量，原料使用量などの数量データ入手

し，それを基に原価管理，製造原単位管理，製造効率など

工場管理に必要な情報を生成する。PIM-Aid経営管理シ

ステムともシームレスに連携し，全社レベルでの省力

化・効率化を進めることができる。開発元は，横河情報シ

ステムズ（株）である。

 

3.5 Lab-Aid（品質・分析情報管理システム）

製造業の品質管理，品質保証，R＆D各部門での試験業

務の効率化および受託分析センターの業務をサポートす

る。分析機器からのデータ自動収集やペーパレスなどラ

ボオートメーションの各種機能を装備し，ISO9000，FDA

21CFR Part11，GMP等への適合も支援している。開発元

は，横河情報システムズ（株）である。

4. P2Bシステム構築コンサルテーション

ビジネス系からプラント系のパッケージ群を導入して

P2Bシステムを構築するには，全社共有の経営目標やP2B

コンセプトが鍵である。これには，横河情報システムズ

（株）のパッケージコンサルタントと顧客の現場管理者か

ら経営層までの主要メンバーによる導入プロジェクトを

編成し，経営トップのリーダーシップの下に業務改革

（BPR）と合わせた経営目標達成のためのシステム構築を

進めることが極めて肝要となる。

横河情報システムズ（株）は，長年培ってきた経験とノ

ウハウをベースに一括して提供するコンサルティングか

らシステム構築，システム運用保守，バリューアップサー

ビスの概要を以下に紹介する（図4）。

（1）コンサルティングサービス

横河情報システムズ（株）の300社近いプロセス製造業

への業務コンサルティングの実績により，パッケー

ジの適用だけでなく，部門間業務連携による全体最

適化の視点での業務改善をお客様と共に構想し，最

適なシステム提案を行う。

（2）システム構築サービス

製造業のビジネス現場とアプリケーションパッケー

ジに精通したプロフェッショナルシステムエンジニ

アが，経営とITの一体化を支援し高品質でコストパ

フォーマンスに優れたシステムを構築する。

（3）システム運用保守サービス

構築したシステムがお客様にとって常に高い価値を

維持し続けるための運用を支援する。また，システム

全体のアウトソーシングにも対応可能である。

（4）バリューアップサービス

システムの運用・評価を通じて，お客様システムの改

善から次世代システムの提案を行い，TCO（トータル

コストオブオーナーシップ）に優れるサポートを長期

に亘って提供する。また，基幹系システムのバリュー

アップとして購買／販売のEC化（電子商取引），経費

精算などのWeb化，あるいは社内外のシステムを連

携するEAI（エンタープライズアプリケーション統

合）ソリューションなどへの機能拡張サービスを行う。

5. お わ り に

横河グループは，プロセス製造業界において，プラント

系からビジネス系までの豊富なソフトウェアパッケージ

群とシステムエンジニアリングの経験を通じて，多くの

アプリケーション構築ノウハウを持っている。これらの

実績をベースに，横河情報システムズ（株）は，業界唯一の

P2Bインテグレーターとして，今後とも，お客様のビジネ

ス革新を強力にサポートしていく。

図4　P2Bシステム構築コンサルテーション

コンサルティング 
サービス 

システム構築 
サービス 

お客様 お客様 

システム 
運用保守 
サービス 

コンサルティング 
サービス 

システム構築 
サービス 

システム 
運用保守 
サービス 

バリューアップ 
サービス 

バリューアップ 
サービス 




