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VigilantPlant Services to be a Customers’ Lifetime Partner for Operational Improvements
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Yasunori Kobayashi

横河電機は，1915 年の創業以来，計装サプライヤとして計測・制御・情報の技術を活用した革新的かつ高品

質な IA (Industrial Automation) システム・製品を多数企画・開発し，いち早くグローバル市場に提供してきた。

これらの選定，導入，増改造，保守を行う上で横河電機が得てきた豊富なサービスノウハウは，お客様の操業改

善に非常に有用なものである。今回，横河電機は，この豊富なサービスノウハウを IA システム・製品と合わせ

て提供することによって，お客様にとっての生涯の操業改善パートナーになるべく，新しい総合サービス商品

『VigilantPlant Services』を立ち上げた。本稿は，VigilantPlant Services の特徴，サービス商品構成等を紹介する。

Since its foundation in 1915, Yokogawa Electric Corporation has developed many innovative 
and high-quality industrial automation (IA) systems and products as an instrumentation and 
measurement supplier, using technologies in the areas of measurement, control, and information, 
and has been supplying them to the global market. Yokogawa has accumulated a wealth of 
service experience and expertise through the selection, implementation, expansion, modification, 
and maintenance of IA systems and products, which are invaluable for customers’ operational 
improvements. Recently, Yokogawa has launched a new comprehensive suite of services, 
VigilantPlant Services, to be a customers’ lifetime partner for operational improvements, 
providing IA systems and products combined with in-depth know-how. This paper introduces the 
features and specific services of VigilantPlant Services.

1. はじめに

インドや中国といった新興国の急成長，リーマンショ
ックに端を発した景気の低迷等を受けて，プロセス産業
界では生き残りをかけた国際競争が激化しており，世界
各国の生産現場では理想のプラント操業実現のための操
業改善が日々行われている。

横河電機は，1915 年の創業以来，プロセス産業向け
に革新的かつ高品質な計測・制御・情報の技術を活用し
た IA (Industrial Automation) システム・製品を提供し
てきた。これらは，お客様の理想のプラント操業，すな
わち安全の確保，最適生産，プラント設備の最大活用，
TCO (Total Cost of Ownership: 総保有コスト) の最適化を 
達成するためのキーインフラであり，適切に選定，導入，
運用，保守されていることが重要である。

従来，それらのための作業は，人材，経験ともに豊
富なお客様が主体となって行うことが多かった。しかし

ながら，熟練エンジニアの退職などに伴う人材とノウハ
ウの不足，IA システム・製品の高度化・多機能化，短
期間での投資回収志向といった要因から，近年，お客様
だけでこれらを行うことが困難になってきている。この
ため，過去のプロジェクト経験を通して得てきた豊富な
サービスノウハウを持っている横河電機に，それらの提
供が期待されている。そこで今回，この期待に答えるべ
く，お客様にとっての生涯の操業改善パートナーになり
たいという横河電機の思いを込めて，総合サービス商品
“VigilantPlant Services” を立ち上げた。

本稿では，IA ビジネス環境，お客様のニーズの変化，
それに答える VigilantPlant Services の特徴，サービス商
品構成を紹介し，VigilantPlant Services でプラットフォ
ームとして利用する横河電機の IA システム・製品を概説
する。

2. VigilantPlant Services 開発の背景

横河電機は，近年のプロセス産業界の状況や，お客様
の最新ニーズに対応すべく，VigilantPlant Services を企
画，開発した。*1 IA 事業部ビジラントプラントサービスセンター
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2.1 操業改善を行うための人材とノウハウの不足
アメリカや日本といった先進国の生産現場においては，

ベビーブーム時代に生まれ，多くの操業改善経験を積ん
できた熟練の技術者，運転員が退職の時期を迎えている。
一方，インドや中国といった新興国では，急激な経済成
長に見合うだけの熟練した技術者や運転員が不足してい
る。また，昨今のプロセス産業では，競争優位性のある
製品を生むためのマーケティングや研究開発，その販売
により多くの人材を投入し，プラントの操業改善に十分
な人材を割り当てられない実情もある。更には，若年労
働力の減少やエンジニア離れといった時代の背景もあり，
プラントの操業改善をお客様だけで行うことは難しい状
況になっている。

2.2 高度化・多機能化した IA システム・製品
国際競争激化に伴う顧客ニーズの高度化・多様化や，

標準的な OS・通信インタフェースの普及による情報技術
の発展によって，IA システム・製品は，1990 年代後半
以降，急激に高度化・多機能化してきている。これらを
使いこなし，適切に保守するためには，詳細な製品知識
が必要となる。

2.3 短期間での投資回収
近年，図 1 に示すように，短期間での投資回収が見込

める，稼働中のプラントの IA システム・製品の運用サー
ビスとコンサルティング・サービスへのニーズが高まっ
てきている (1)。

図 1 IA 分野におけるサービスの成長率

2.4 生涯の操業改善パートナーへの変革
このような状況の中，世界中のプロジェクトを通して

得てきた豊富な操業改善ノウハウ，IA システム・製品活
用ノウハウをお客様に提供することによって，お客様の
生涯の操業改善パートナーになりたいという横河電機の
思いを込めて，今回 VigilantPlant Services を企画開発し
た。これは，納入した IA システム・製品を，プラントラ
イフサイクルに亘って使い続けて頂くための，サプライ
ヤとしての責務でもある。

3. 理想のプラント操業 “VigilantPlant” の概要

横河電機は 2005 年に，お客様と共有する理想のプラ
ント，VigilantPlant ビジョンを発表した (2), (3)。本稿で紹
介する VigilantPlant Services は，お客様が VigilantPlant
を実現するために提供するサービス商品の総合ブランド
である。

3.1 VigilantPlant
VigilantPlant は，横河電機がお客様と共有する理想の

プラント操業像であり，具体的には，“ プラント操業に携
わる人々に必要な情報が行き渡っていて ”，“ 外部環境の
変化にも俊敏にビジネス対応ができ ”，“ 生産活動が滞る
ことなく回りつづけ ”，“ 設備も人も，将来に向けて着実
に進化を続けていくことができる ” 明日のための意思決
定を行うことができる操業の全体最適を実現しているプ
ラントである。

3.2 VigilantPlant の実現による顧客の競争優位性
プラント操業のオペレーショナル・エクセレンスモデ

ル（Operational Excellence Model）を図 2 に示す。この
モデルは，VigilantPlant を実現することによってお客様
が得られる４つの競争優位性（Excellence），すなわちお
客様のメリットを示している。

図 2 オペレーショナル・エクセレンスモデル 
（Operational Excellence Model）

 � 安全の確保（Safety Excellence）
プラント災害を未然に防止したり，拡大を防いだりす
るための概念として IEC 61511，ANSI/ISA 84.00.01
の 独 立 防 護 層（Independent Protection Layers） が あ
る (4)。VigilantPlant では，表 1 に示す独立防護層の第
2 ～ 4 層において，プラントライフサイクルに亘って
その防護機能が有効であることを確認し，改善・維持
することにより，プラントの安全が確保される。

 � 最適生産（Production Excellence）
最適生産を実現するための企業 - 制御システム統合化
の概念として IEC 62264/ISA-95 の機能階層モデルが
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ある (5)。VigilantPlant では，図 3 に示す機能階層モデ
ルのレベル 1 ～ 3 において，プラントライフサイク
ルに亘ってその生産制御機能が有効であることを確認
し，改善・維持することにより，生産が最適化される。

図 3 VigilantPlant が対象とする 
IEC 62264/ISA-95 の機能階層

 � プラント設備の最大活用（Asset Excellence）
VigilantPlant では，フィールド機器（伝送器，制御弁
等），熱交換器，分解炉といったプラント設備の信頼
性および可用性を，プラントライフサイクルに亘って
適切なレベルに維持し，さらに改善することによって，
設備が最大活用される。

 � TCO 最適化（Lifecycle Excellence）
VigilantPlant で は，IA シ ス テ ム・ 製 品 の RASIS 
(Reliability: 信頼性，Availability: 可用性， Serviceability: 
保守性，Integrity: 完全性，Security: 機密性 ) を，プラ
ントライフサイクルに亘って適切なレベルに維持し，
さらに改善することによって，総保有コスト（TCO）
が最適化される。

4. VigilantPlant を実現する VigilantPlant Services

図 4 に，VigilantPlant Services の 概 念 図 を 示 す。 お

客様が，理想のプラント操業＝ VigilantPlant を実現し，
プラント操業の競争優位性＝ Operational Excellence を
達成するために，横河電機は，IA システム・製品群
＝ VigilantPlant Platforms， お よ び サ ー ビ ス 商 品 群 ＝
VigilantPlant Services の２つを提供する。

図 4 VigilantPlant Services 概念図

4.1 VigilantPlant Services 商品構成
VigilantPlant Services は，図 5 に示すように，お客様

の操業改善活動の進捗を考慮して３つのサービス商品群
で構成されており，どのサービスからでも導入可能とし
ている。今回の VigilantPlant Services のリリースに際し
ては，特に課題特定サービス，および課題解決サービス
として，多くのサービス商品を新規開発した。

図 5 VigilantPlant Services の３つのサービス商品群
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表 1 VigilantPlant が対象とする独立防護層
階層 名称 具体例

第 1 層 プロセス設計 プロセス設計における本質安全の領域（Inherent Safer Plant の実現）。同じ目的のプロセスでも，温度
や圧力をより下げられないか，危険物の滞留量を最小化できないか，といった検討がこれにあたる。

第 2 層
基本プロセス制御システム

（BPCS: Basic Process Control 
System）

分散型制御システム（DCS: Distributed Control System）など，通常運転時のプラント監視を主目的と
するシステム。このシステムは，プロセス値が設定値から逸脱した際に警報を発し，運転員の介入を要
求する。

第 3 層 BPCS が発する警報と区別さ
れた「重要警報」

運転員の介入のために必要な時間的余裕がある場合に適用される。

第 4 層 自動安全計装システム
／緊急停止装置

計装による安全インターロックシステム（SIS: Safety Interlock System）や緊急停止装置などにより，
自動的にプラントを安全に停止させる。

第 5 層 物理的防御（安全弁） 安全弁，破裂板などの過圧防御システムなど。
第 6 層 物理的防御（防液提） 液体の漏洩を局所化するための防液提など。
第 7 層 プラント内緊急対応計画 事業所内の緊急時対応計画。
第 8 層 地域防災計画 地域住民や公共設備に対する緊急時対応計画。
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図 6 VigilantPlant Services 商品ポートフォリオ

VigilantPlant Services の商品ポートフォリオを図 6 に
示す。お客様の継続的な操業改善を実現するために，３
つのサービス商品群は環状につながっている。例えば，
あるお客様が，課題解決サービスの１つである「PID ル
ープの制御性改善サービス」を導入して制御性を改善し
たが，その後，原料組成が変わったため，改善効果が低
下したことが効果維持サービスの「有効性定期分析サー
ビス」で明らかになった場合，PID パラメータ再チュー
ニングのために「PID ループの制御性改善サービス」を
再導入することを提案する。

VigilantPlant Services では，世界中のお客様に対して
高品質なサービスを提供するために，サービス提供者の
社内認証制度をとっている。種々のトレーニングを受講
し，認証試験に合格したエンジニアのみがサービスを提
供する。

4.2 課題特定サービス
課題特定サービスは，新たな改善課題の特定，解決策

の選定，改善計画の立案，担当者の育成など，操業改善
の準備段階を支援するサービス商品群である。お客様の
課題特定の進捗を配慮して，段階的なサービスをライン
ナップしている。代表的なサービスを以下に紹介する。

 � 有効性比較分析サービス
導入済み IA システム・製品の有効活用度を示す有効
性インデックスを，過去の値，同一システム・製品を
使っている他プラントの値，同一システム・製品を使
っている同業他社の値と比較することによって，新た
な改善課題を見つける支援を行う。

 � 横河マネジメントセミナー
お客様の工場の経営層と，横河電機の経営層が一同に
会して，操業改善を行う上での課題（人材，組織，予算，
改善意欲など）をどう克服するかについてブレーンス
トーミングを行い，お客様の経営層の意思決定や将来
計画の作成を支援する。

 � マスタープランニングサービス
特定済みの改善課題に対して，解決するためのマスタ
ープラン（基本計画）を作成する。マスタープランには，
投資計画と回収計画が含まれる。制御システムの導入，
マイグレーション，計器室の統廃合などを主な対象と
する。

 � 改善リーダー育成プログラム
次世代改善リーダー向けの体験トレーニングで，ダイ
ナミックプロセスシミュレータで構築した仮想プラン
ト上で種々の改善活動を実際に体験する中で，改善の
方法論，関連する法令・規格・ガイドライン，改善ツ
ールの活用法等を効率的に学ぶ。

4.3 課題解決サービス
課題解決サービスは，特定済みの課題を解決するため

のベストプラクティスを提供することで，課題解決を支
援するサービス商品群である。全てのサービスは，決め
られた期間内で確実な改善効果を出すために，表 2 に示
すように，著名な品質管理・経営管理手法であるシック
スシグマDMAICステップでその手順が標準化されている。

66

新たな課題を特定

改善効果が低下次の課題を特定

安全の確保
独立防護層の
有効性確保

設備の最大活用
プラント設備の
信頼性，可用性確保

有効性
定期分析

課題解決サービス 効果維持サービス
独立防護４層

独立防護３層

独立防護２層

安全計装システム設計

アラーム洪水自動抑制

アラーム合理化，生産制御システムHMI 設計

ISA-95 L4

ISA-95 L3

ISA-95 L2

統合基幹業務システム設計

製造実行システム設計

PIDループの制御性改善，APCによる複数ループ
の制御性改善，手動運転の標準化・自動化

ISA-95 L1 分析計設計

信頼性

可用性

保守性

洗浄コーティング，劣化部品交換，環境改善工事

PC更新，改定情報公開，ソフトウエア・アップデート

コール受付，緊急復旧，カード・デバイス貸出し

完全性 ソフトウエア・バックアップ

機密性 ウィルス対策

保全提案

サイト巡回

Online 診断

信頼性

可用性

オンライン診断による設備効率改善
（フィールドデジタル機器，制御弁，熱交換器，
　回転機，エチレン分解炉，反応器，蒸留塔など）

課題特定サービス
Profit Finder
（プラント診断）

有効性
比較分析

横河マネジメント
セミナー

フィージビリティ
スタディ

計器室統合
マスタープランニング

計装
マスタープラニング

オートメーション製品
トレーニング

改善リーダー
育成プログラム

機器劣化診断

寿命診断

事前調査

設備環境診断

課題を解決 効果を維持

最適生産
ISA-95機能階層の
有効性確保

TCO最適化
プラットフォームの
信頼性，可用性，
保守性，完全性，
機密性確保



お客様の生涯の操業改善パートナーとしてのサービス VigilantPlant Services

横河技報 Vol.54 No.1 (2011)

４つのエクセレンスごとの主なサービスを以下に示す。

 � 安全の確保（Safety Excellence）のためのサービス
 ● アラーム合理化サービス
 ● PID ループの制御性改善サービス
 ● 計器室デザイン 

 � 設備の最大活用（Asset Excellence）のためのサービス
 ● フィールドデジタル診断サービス
 ● 制御弁・制御ループ診断サービス
 ● 設備性能診断サービス 

上記の３つのサービスは，プラント設備効率改善サー
ビスInsightSuiteAE (AE: Asset Excellence) と総称する。

 �  最適生産（Production Excellence）のためのサービス
 ● 手動運転の標準化・自動化サービス
 ● PID ループの制御性改善サービス
 ● APC (Advanced Process Control) による複数ループ
の制御性改善サービス 
- 多変数モデル予測制御，ブレンド性状制御

また，業種に特化したサービスとして次のものがある。
 ● 抄紙機品質制御システムの制御性改善サービス
 ● BTG (Boiler, Turbine, Generator) 設備向け最適化制
御サービス

 ● 製油所向け操業改善サービス

 � TCO 最適化（Lifecycle Excellence）のためのサービス
RASIS 指標に基づいた表 3 に示すサービスを提供する。

課題解決サービスの例として，運転効率向上支援パッ
ケージ Exapilot を活用した，手動運転の標準化・自動化

サービスでの DMAIC ステップの手順を表 4 に示す。

4.4 効果維持サービス
効果維持サービスは，課題解決サービスの導入メリッ

ト（安全性向上，生産性向上，設備稼働率向上，TCO 削減）
を定期的に確認することで，改善効果の維持を支援する
サービス商品群である。代表的なサービスを以下に紹介
する。

 � 有効性定期分析サービス
課題解決サービスによって得られた改善効果を定期的
に確認し，低下が認められた場合はその原因を特定し，
適切な課題解決サービスを提案する。

 � 保全提案サービス
日常の保守履歴，故障傾向，お客様の保全計画等を勘
案した上で，必要な保全処置を設計する。

 � サイト巡回サービス
システムが稼働している状態においてエンジニアがお
客様サイトを訪問し，システムを停止させずに実施で
きる稼働状況の確認と機器の簡易点検を行い，問題発
生の有無とそれらの兆候の有無を確認する。

 � オンライン診断サービス
問題発生の有無とそれらの兆候の有無を確認するため
に，システムおよび設置環境の保全情報を定周期で収
集し，リモート通信回線経由でグローバルレスポンス
センターへ転送し解析を行う。

5. VigilantPlant Services の核となる 
            VigilantPlant Platforms

表 5 に，VigilantPlant Platforms に含まれる主なシス
テム，製品を示す。横河電機のほとんどすべての IA シ

表 2 課題解決サービス手順
ステップ 作業内容
Define 改善目標を設定する

Measure 改善のための関連情報を収集する
Analyze 情報を分析して解決策を導き出す
Improve 解決策を導入する
Control 改善結果を評価する

表 3 TCO 最適化のための 
RASIS 指標に基づいた課題解決サービス

分類 サービス
信頼性 (Reliability) 洗浄コーティングサービス，

劣化部品交換サービス
可用性 (Availability) PC 更新サービス，

システムマイグレーションサービス
保守性
(Serviceability)

緊急復旧サービス，
カード・デバイス貸し出しサービス

完全性 (Integrity) ソフトウェアバックアップサービス
機密性 (Security) ウィルス対策サービス

表 4 手動運転の標準化・自動化サービス手順
ステップ 作業内容
Define ・	対象運転を決定する 

（立ち上げ，原料切り替えなど）
・	標準化・自動化の目的を決定する 

（省エネ，運転時間短縮，省力化など）
・	改善目標数値を設定する

Measure ・	運転手順書を入手する
・	熟練運転員から，運転ノウハウを収集する

Analyze ・	ベストプラクティスを選定する
・	フィールド機器運転の自動化を検討する
・	生産制御システムとの取合いを考慮する

Improve ・	ベストプラクティスをExapilotに組み入れ，
テストする

・	フィールド機器運転の自動化，生産制御シ
ステムの改造を行う

Control ・	改善結果を評価する

7 7
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ス テ ム， 製 品 が 該 当 す る が， ここでは，VigilantPlant 
Services で活用する機会の多いシステム，製品を紹介する。

 � 安全の確保（Safety Excellence）の領域
生産制御システム CENTUM の付加機能である統合
型 ア ラ ー ム 管 理 ソ フ ト ウ ェ ア CAMS (Consolidated 
Alarm Management Software) は，ANSI/ISA18.2 (6) や
IEC 61882 (7) に基づいた適切なアラーム管理を行う。
アラーム合理化支援パッケージ AAASuite は，プラン
ト異常時のアラーム洪水を自動的に抑制する。安全計
装システム ProSafe-RS は，プラント異常時にプラン
トを安全に停止する。

 � 最適生産（Production Excellence）の領域
IA 製品は，IEC 62264/ISA-95 の機能階層モデルのレ
ベル 1 ～ 3 のキーインフラである。製油所向けトー
タルソリューションモデル ETSVision-Refinery は，経
営情報と制御情報をリアルタイムにつなぐことによ
り，SCM (Supply Chain Management) に連携してフ
レキシブル生産を実現する。統合生産制御システム
CENTUM，多変数最適化制御パッケージ Exasmoc，運
転効率向上支援パッケージ Exapilot は，制御を自動化，
安定化，最適化する。差圧／圧力伝送器 DPharp シリ
ーズは，対象測定値に対する精度と周期を確実にする。

 � プラント設備の最大活用（Asset Excellence）の領域
プラント設備を最大活用するためには，その信頼性，
可用性，保守性を高く保つ必要がある。統合機器管理
パッケージ PRM (Plant Resource Manager) は，この
ためのキーインフラである。

6. おわりに

新しいサービスブランド “VigilantPlant Services” は，
IA システム・製品の選定，導入，増改造，保守を行う上
で横河電機が得てきた豊富なサービスノウハウを，シス

テム，製品と共に提供することによって，お客様にとっ
ての生涯の操業改善パートナーになりたいという横河電
機の思いの表れである。本稿により，従来の「信頼でき
る製品を供給する」という役割から「信頼できるパート
ナーとなる」という目標に向かって一歩踏み出した姿が
具体的な形として少しでも皆様にご理解いただければ幸
いである。

な お， 本 横 河 技 報 特 集 号 に は， こ こ で 紹 介 し た
VigilantPlant Services に含まれるいくつかのサービス商
品を詳しく説明した論文の他，横河電機のシステム，製
品を組み合わせた業種に特化したサービスによるソリュ
ーション事例も含まれている。サービス商品，ソリュー
ションの詳細については，それらを参照されたい。

商品ラインナップについては，お客様からのフィード
バックを有効に活用させて頂き，今後とも拡充していく
計画である。末永く活用して頂くことを期待している。
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表 5 Vigilantplant Platforms IA システム・製品
視点 分類／説明 システム・製品の例

安全の確保
（Safety Excellence）

独立
防護層

第 4 層 自動安全計装システム／緊急停止装置 安全計装システム Prosafe-RS
第 3 層 BPCS が発する警報と区別された「重要警報」 アラーム合理化支援パッケージ AAASuite
第 2 層 基本プロセス制御システム（BPCS: Basic Process 

Control System）
統合生産制御システム CENTUM，
統合型アラーム管理ソフトウェア CAMS

最適生産
（Production Excellence）

機能
階層

レベル

3 製造オペレーション管理 製油所向けトータルソリューションモデル 
ETSVision-Refinery

2 バッチ制御，連続制御，ディスクリート制御 統合生産制御システム CENTUM，
多変数最適化制御パッケージ Exasmoc，
運転効率向上支援パッケージ Exapilot

1 物理的生産プロセス 差圧／圧力伝送器 DPharp シリーズ
プラント設備の最大活用

（Asset Excellence）
― ― 統合機器管理パッケージ PRM


