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製造業への情報ソリューションと事例紹介
Case Example of an Information Solution for the Manufacturing Industry

当社は，製造業の中で計測，制御，情報分野で長年，社会に貢献し，その各々の領域を有機的に連携すること

により得られたノウハウにて「ものづくりに立脚したリアルタイム経営の実現」を推進しており，「現場の今」を

経営判断に活かし，経営効率・企業価値を最大化する現場と経営が直結するソリューションを提供している。当

社の提供する情報ソリューションETS（Enterprise Technology Solutions）は，お客様のオリジリナリティを業界

標準と，当社が培った経験・ノウハウで競争力あるものにする。お客様は，計画的・段階的に製造プロセス・業

務プロセス・経営プロセスごとに，全体最適の視点を常に見失うことなくシステムを発展させていくことを可能

としている。ここでは，最新鋭のIT化を狙うある電子部品メーカへ導入した「企業まるごとETS」モデルの事

例を紹介する。
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 Yokogawa has been making contributions to the manufacturing industry for many years, especially in

the fields of measurement, control, and information. Based on our accumulated experience and expertise,

we are promoting “Spontaneous management for manufacturing” that directly reflects “the real-time

worksite” (i.e., actual current activities at floor level). We believe that in order to maximize business

efficiency and company value, it is essential to directly connect management and production. Our

solutions, based on our vast experience and understanding of industry standards, coupled with our

ability to comprehend the unique demands of each customer’s business and tailor solutions to meet

their needs, makes it possible to give our customers a competitive edge. With Yokogawa’s solutions,

customers can significantly improve their manufacturing, administration and management processes,

without losing sight of the overall picture of how to optimize the system as a whole. This paper presents

a case example of “ETS for an entire corporation” based on a model that was introduced to a certain

electronic parts manufacturer that wanted to deploy state-of-the-art IT.

1. は じ め に

当社は，1997年情報ソリューションETS（Enterprise

Technology Solutions）を提唱し，お客様の企業経営に最

大限の貢献をすることを目的として，常にお客様の視点

に立って，最新･最高の技術で，お客様の期待と要求に応

える最適なトータルソリューションを提供している。そ

の概念を，図1に示す。

エクセレントカンパニーを実現するには，「現場の今」

を経営判断に活かして，経営効率・企業価値を最大化する

現場と経営を直結するソリューションが必要である。

本稿では，このソリューションを実現する情報ソ

リューションETSの概要と，企業まるごとETSの構築事

例を紹介する。
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図 1　ETSソリューション全体像
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2. ETSソリューションの特長

当社は，製造業の中の計測，制御，情報分野で，長年，

社会に貢献しており，その各々の領域を有機的に連携す

ることにより得られたノウハウにて，「ものづくりに立脚

したリアルタイム経営の実現」を推進してる。当社の

ETSソリューションでは，お客様のオリジリナリティを

業界標準と，当社が培った経験・ノウハウに基づく競争

力のあるものを提供している。お客様は，計画的・段階

的に製造プロセス・業務プロセス・経営プロセス毎に，全

体最適の視点を常に見失うことなくシステムを発展させ

ていくことを可能としている。ETSでは，次の機能を実

現している。

（1）工場生産性最適化の実現に向けて，

 ① プラント全体の情報をリアルタイムに把握

 ② 収集情報の解析と予測から情報提供

 ③ 俊敏な操業で，工場生産性の成長を支える

（2）企業経営最適化の実現に向けて

 ① 現場の今をリアルタイムに把握

 ② 収集情報の解析と予見から，変化･リスク情報を提供

 ③ 俊敏な経営判断で勝ち続ける

3. ETSソリューション構築事例

ここで紹介するのは，ある電子部品メーカが導入した

「企業まるごとETS」モデルの事例である。

3.1 ETS導入の背景

このシステムが稼動する工場は，最新鋭のIT化モデル

工場であり，そのシステムに対して客先が期待した効果

は次の通りである。

 ① 企業活動の最大効率の維持

  ・工程内仕掛り在庫・製品在庫の適正化

  ・生産スケジューラによる最適生産・部品発注

  ・リアルタイムによる工場内生産品目原単位のコスト

把握

 ② トレーサビリティの確保

  ・エンドユーザの満足度向上

  ・品質維持と保証

 ③ 工場生産能力の最大効率の維持

  ・ 24時間ラインの状態監視

  ・取得データの有効活用

  ・リアルタイムの状況把握

 ④ 自動化

  ・ラインの物理的変更に対するフレキビリティ

  ・設備情報によるフィードバック・フィードフォワー

ド制御

  ・製品品質データの自動集計

3.2 システム構成

「企業まるごとETS」の全体システム構成を，図2に示

す。また，システムを構成するサブシステムを以下に紹介

する。

（1）基幹システム

基幹システムの構成を，図3に示す。

今回採用した「ProActive」は，純国産ERPであり，

日本の会計基準，法改正などへの迅速な対応が可能

である。また，汎用機などの大型システム向けに比べ

て初期導入費用，運用維持管理費用を大幅に削減す

る事ができる。生産管理システムとリアルタイムで

情報連携を行い，最新情報を集計し損益状況（実績・

見通し）を早期に把握できる。

（2）生産管理システム

生産管理システムには当社のCIMVisionPMSを採用
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した。図4に，CIMVisionPMSの機能構成を示す。

今回採用したCIMVisionPMSは，基本フレームワー

クに自動車部品／電子電機部品業界に必要不可欠な

要素を盛込んだものであり，標準，オプション機能で

客先要求仕様をほとんどカバーできた。また，この機

能を提供することにより，客先は，以下の間接的な効

果の恩恵を受けた。

  ・情報参照による業務の効率化・活性化

  ・ユーザ開発環境のサポートによる将来的な活用形の

柔軟性の提供

  ・ログの強化と参照可能な環境提供から運用上の迅速

な対応

CIMVisionPMSの特長は次の通りである。

 ① 製造業における業務ニーズへの対応

  ・各種生産形態への対応（見込/受注/複合型）

  ・複社購買（ロットサイズ/LT/単価などを仕入先毎に

設定）

  ・受注オーダによる進捗管理

  ・ロットトレース機能（双方向追跡：製品⇔原材料）

 ② マルチサイト対応

  ・場所，グループ，経路による多彩な引当ルール設定

（工場間引当・統一購買など）

  ・複数工程生産への対応（ロットサイズ/構成などを製

造場所毎に設定）

 ③ 管理レベルに応じた業務運用

  ・画面単位での権限設定

  ・みなし処理（払出実績/投入実績/工程間移動など）

  ・外注管理（支給品管理/製造指図など）

 ④ きめ細かい受払い管理

  ・充実した在庫照会画面

  ・製造活動以外での在庫使用登録（間接使用/除却）

  ・ 2通りの棚卸機能（都度棚卸/循環棚卸）

（3）スケジューラ

生産工程スケジューラには当社のASTPLANNERを

図4　CIMVisionPMS生産管理システム

採用した。当社は，生産工程スケジューリングを実現

するに当たって，製造実施システム M E S

（Manufacuturing Execution System）との密接な連携

によるスケジューリング効果の最大化を目指した。

ASTPLANNERは，先進のスケジューリング技術を

搭載した電子デバイス生産工程に最適のスケジュー

ラである。その特長を次に示す。

  ・ライン内でのスケジューリング結果の参照（ガント

チャート表示）

  ・ロット形状に追従したスケジューリング

  ・スケジューリング結果の承認行為（製造で使用するス

ケジューリング結果の決定）

  ・ロットNo.の概念を持ったスケジューリング

客先ではASTPLANNERの機能を最大限に生かし，

CIMVisionPMSと連携させた上で，営業からの納期

問合せへの回答を正確に提示することが可能となっ

た。また，従来，生産管理担当者の勘に頼るところが

多かった投入計画の確定についても，生産計画上の

作業日程と現場の製造進捗情報と比較検討を行うこ

とが可能となり，共有情報として確定する事が可能

となった。このことは，製造現場での仕掛と在庫の関

係をより明確にし，工程平準化の推進を行うことに

貢献している。

（4）製造実施システムMES

MES には，当社の電子部品業界向け製造管理パッ

ケージであるCIMVision-eDeviceを採用した。図5に，

CIMVision-eDeviceの機能構成を示す。

その採用目的は，生産ラインの投入計画データ，流動

している各ロット（製品・開発品）のフロー，装置，条

件，作業実績データをコンピュータで全て管理・分析

し，品質向上・歩留り向上・作業ミス低減等のより効

図5　CIMVision-eDeviceの機能構成
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図6　CELLBrain300

率的な生産を支援することである。

スケジューラから入力された投入計画に基づきライ

ンに投入されたロットが，ロット形状が変化してい

く工程を最小管理単位として，何時，誰が，どの装置・

治具・マガジン・材料・レシピを使用したか等の作業

指示の予実績管理を行い，生産性向上の基礎データ

を蓄積する。また，ロットの特性による分割・併合・

リピート作業についても同様の管理を行う。

CIMVision-eDevice特長的な機能としては，傾向分析

管理機能がある。ライン内での設備状態・品質データ

のゆらぎを監視し，即時に傾向分析を行い，機器の異

常・品質不良が発生する前に早期検知する。管理対象

項目に対して，容易に傾向分析・判定を行うことがで

き，その原因となった工程の条件に対して，即座に警

報発信することを可能としている。

（5）装置制御システム

装置制御システムには，当社半導体装置制御管理

パッケージCELLBrain300 を採用した。図 6に，

CELLBrain300のパッケージ構成を示す。

CELLBrain300は，同時に複数の装置群の制御管理を

行い，上位MESシステムと簡単に接続し，装置制御・

データ収集を可能としている。半導体装置だけでな

く，色々なインタフェースを有する装置の混在を可

能とする。

装置導入までの基幹の短縮・省力化・装置導入の期間

短縮のために，以下のような機能を持っている。

  ・当社通信シュミレータBrainArTEST用設定ファイル

出力

  ・設定データのDB化による機種展開

  ・ XMLによる装置設定データの取り込み

今回の対象システムは，インライン装置および単体

装置約 100 機種で構成されている。装置間通信は，

シーケンサ通信，無手順通信，半導体装置の業界標準

であるSECS通信の3種類で構築した。

また，MESと装置との間の通信仕様と，システム運

用に対して客先エンジニアリングの支援を行い，目

に見える形でのマイルストン管理と体系だったド

キュメントを提供し，客先工数削減・コスト削減・ス

ピードアップに貢献した。

エンジニアリング支援内容は次の通りである。

  ・運用仕様設計／インタフェース仕様確定

  ・装置機種別運用・通信仕様設計

  ・日次マイルストン管理

  ・各フェーズでの接続テスト

（6）エネルギー監視システム

主要設備・工程単位での電力の使用をリアルタイム

に取得し，品種による電力使用量の把握，CO2排出量

の把握と生産計画に基づく将来予測が可能な環境を

構築した。

3.3 システム検証・保守・サービス

現地導入前に，現地環境とほぼ同等のシミュレーショ

ン環境を構築し，システム検証を約1ヶ月行った。設備の

接続部分は，設備が搬入される度に接続テストを行い，問

題点の早期発見と解決を図った。

システム運用後は，システムの維持と改善を迅速に対

応できるように，当社内にシステム保守メンバー体制と

環境を構築した。同時に，お客様もスピーディな対応がで

きるように当社カリキュラムにて，客先保守メンバーの

育成を行った。それによって，当社とお客様の一体感・連

帯感が生まれ，同じレベルでシステム全体を見渡せる技

術力が向上した。

また，当社のマルチベンダーサービス契約を採用され，

システム全体での不具合発生時の迅速な対応はもとより，

運用改善提案・システム機器の定期点検等，予防予知の

対応サービスも提供している。

4. お わ り に

今回導入したお客様の評価として，ワンストップサー

ビスで構築した当社を高く評価頂いた。全てのシステム

が納期通り，要求仕様通りに稼働し，満足頂いている。　

今後とも，製造業のお客様への長年のサポート経験か

ら得た各業種別テンプレートを用意し，短納期，低価格で

のシステム構築を目指し，お客様の期待に応えていく方

針である。また，現場計器から制御システム，MES，ERP

まで提供できる世界唯一のトータルSIer（システムインテ

グレータ）として，システム構築から保守･運用まで一貫

したグローバルなサービスカンパニーの地位を確立して

いく所存である。

*‘ProActive’は，住商情報システム㈱の登録商標，‘らくらく精算’は，㈱

ワイ・ディ・シーの登録商標’，‘ACMS/B2B’は，㈱データアプリケー

ションの登録商標です。
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BrainSETTER 
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定義情報 

定義情報 

装置 
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