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横河電機はお客様のパートナーとして，プラントライフサイクルに亘って操業改善のサポートをする

VigilantPlant Services をビジネスとして立ち上げた。横河マネジメントセミナーはこの導入部である課題特定サ

ービスを構成する一つであり，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

での自社の課題（人材，組織，予算，改善意欲など）をどう克服していくかについてブレーンストーミングする

セミナーである。これまでに５回のセミナーをアジア各国で開催し，100 名を超える経営層の面々の参加を得た。

中でも課題解決のためのグループ討議は好評であり，高い顧客満足度を得ている。

Yokogawa has recently launched a new suite of services called VigilantPlant Services to 
promote customers’ operational improvements throughout the lifecycle of a plant. Yokogawa 
Management Seminar, an element of its introductory Opportunity Identification Services, 
is a brainstorming seminar where managers from the customer’s plant gather with those 
from Yokogawa to discuss how to solve issues in plant operation such as human resources, 
organization, budget or motivation to improve the situation. More than 100 executives have 
already participated in the seminar which has been held five times in Asian countries, and the 
participants have found the group discussions to be particularly valuable.

1. はじめに

プロセス産業界では，先進国に見られる過剰設備によ
る厳しい競争と，BRICs に見られる著しい需要拡大に伴
う供給不足という跛行性が現れている。このようなめま
ぐるしく変わる環境に対していかに早く対応できるかが，
企業の競争，ひいては存続に拘わる問題としてマネジメ
ント層の主要な課題となっている。この課題に対処する
ためには，目指すべきゴールがどこなのか，自社の現状
と理想とのギャップはどれ位あるのか，それを埋めるソ
リューションは何なのか，ソリューションを導入するに
あたっての自社の障壁・解決策は何かなど，一連の課題
解決アプローチを進める必要がある。一方，多くのお客
様は，課題解決のためのパートナーとして，計装サプラ
イヤにその役割を期待している。　

こうしたお客様の要望に答えるために，横河電機は，
工場の経営層のためのマネジメントセミナーを企画・実
施した。

2. 横河マネジメントセミナーの概要

横河マネジメントセミナー（以下，セミナー）の概要は，
以下の通りである。

 � 構成
本セミナーは，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自社の課題
（人材，組織，予算，改善意欲など）をどう克服していく
かについてブレーンストーミングするセミナーである。

毎回プラント運営の様々な分野について主題となるテ
ーマを選定し，そのテーマについて以下のような構成で
運営する。

 ● 第一人者による業界事情と改善課題の紹介
 ● 横河電機が提供するソリューションの紹介
 ● ベンチマーキングによる自社の現状認識
 ● ユーザによる改善の成功事例紹介
 ● 課題特定，解決のための参加者との討議
 ● 改善を進める上での自社の障壁の克服法の聞き取り
 ● アクションプランの策定

 � 特長
本セミナーの特長は，単なる講演会ではなくマネジメ
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ント層が内在的に抱えている課題を抽出し，具体的なア
クションプランを策定できるようにするために，以下の
ような準備をしていることである。

 ● テーマの選定と専門家の招聘
 ● テーマに応じた参加者の招集（同業者，異業者）
 ● 短時間で答えを得るためのアジェンダ構築
 ● スムースな進行を支える横河電機の議事進行

また，このセミナーがマネジメント層の新たな出会い
の場となり，新たな人的ネットワーク構築につながるよ
う，種々のサブセッションも用意している。

3. 横河マネジメントセミナーの実績紹介

代表的な横河マネジメントセミナーとなった第１回お
よび第２回のセミナーについて詳細に紹介する。

3.1 2008 年大連セミナー
セミナーの第１回を，図 1 に示すように，中国の大連

で 11 カ国，18 社，26 人の参加者を得て盛大に実施した。
テーマは，「Business Focused Manufacturing」とした。

図 1 第１回横河マネジメントセミナーの参加者

 � セミナーの内容
セミナーの内容をプログラムに沿って示す。

1) 基調講演：Shell Eastern Petroleum Private Ltd. の元計
装部長である Chon Pak Yuen 氏による，「石油業界を
取り巻く課題と最適運転に向けた取り組み」と題した
情報システムのあり方についての講演を行った。図 2
にその発表スライドの一部を示す。

図 2 基調講演のスライド

2) ソリューション紹介：横河電機が提案する「変化に柔
軟に対応するプラント運転システム」，「計器室の統
合と 500 ループ / 運転員への道」と題したプラント
情報システムを中心とした理想的な計装・情報シス
テムの提案の２つを紹介した。図 3 に，横河電機が
提唱するフレキシブル生産システム（RPO: Real-time 
Production Organizer）の紹介の一部を示す。

図 3 横河ソリューション紹介のスライド

3) 自社の現状認識：事前に，プラント情報システム，計
器室の統合，高度制御，オフサイトの自動化といった
項目について参加者から情報収集した。プラント診
断ツールである Profit Finder を使用して，その結果
を分析し，参加者の MES (Manufacturing Execution 
System) 構築環境などについてベンチマーキング結果
にまとめて課題を指摘した。図 4 にその結果の一部を
示す。

図 4 ベンチマーキングのスライド

4) 成功事例紹介：富士石油殿による計器室統合の経緯，
組織の統合，最適運転への取り組み状況についての紹
介があった。図 5 にその発表スライドの一部を示す。

<Document  Number>
Copyright © Yokogawa Electric Corporation
<date/time> 1

Proprietary info goes here…Copyright © Yokogawa Electric Corporation Proprietary info goes here…

Hydrocarbon Management

DCS & Advanced Controls DCS & Advanced Controls

OptimiserOptimiser

Plant Supervisory Plant Supervisory

Refinery HC 

Refinery & Supply - LP

Oil Movts

Movts DCS

<Document  Number>
Copyright © Yokogawa Electric Corporation
<date/time> 1

Proprietary info goes here…Copyright © Yokogawa Electric Corporation Proprietary info goes here…
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注1） 括弧内の数字は，個々のプラントに対応付けた番号。参加者は，自社分のみを知っている
注2） 横軸は，いくつものインデックスを 0-3 で相対化して平均した値
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図 5 計器室統合事例紹介のスライド

5) グループディスカッション：４つのグループに分かれ
て，以下の３つのサブテーマから１つを選んで課題の
抽出と解決への道を討議した。

 ● 計器室の統合と運転・計画部門との連携強化
 ● 統合プラント情報システムの構築
 ● 運転の安定化と 500 ループ / 運転員の達成

グループの代表者が討議内容と今後のアプローチにつ
いて発表し，全員参加の質疑応答を行った。図 6 にそ 
の結果の一部を示す。

図 6 ブレーンストーミング結果のスライド

この例では計器室の統合をテーマとしてまとめている
が，運転員の担当範囲拡大による負荷増加への対処が 
一番大きな懸念材料となっている。

 � セミナーの評価
セミナーに対して参加者からは概ね好意的な評価を得

たが，図 7 に示すような興味深い結果が得られた。この
アンケート結果から見ると，本セミナーは参加者自身に
知識の獲得の場を提供するだけでなく，当初は副次的な
効果と見込んでいた人的なネットワーク構築の一助とな
っていることを示している。出席者は，リラックスした
雰囲気で参加できており，理想的な工場操業システムと
いう大きなテーマについて日常を離れて討議する場を設

定できたものと思う。

図 7 アンケート結果

3.2 2009 年シンガポールセミナー
２回目のセミナーを，シンガポールにおいて，シンガ

ポールの企業を中心に 23 社，26 名の工場長，部長クラ
スの参加を得て実施した。テーマは，「Operating a Safe 
and Reliable Plant」とした。

 � セミナーの内容
セミナーの内容をプログラムに沿って示す。

1) 基調講演： CNOOC (China National Offshore Oil 
Corporation) and Shell Petrochemicals Company Ltd 
(CSPCL) の 元 CEO (Chief Executive Officer) で あ る
Simon Lam 氏から，横河電機は単なる計装システムの
供給者ではなく，信頼に足るライフタイム・パートナ
ーである旨の紹介があった。

2) トピックス背景説明：安全に関するコンサルティング
会社であるジャーマニッシャーロイド（GL）社のア
ジア・パシフィック代表が，最近の大規模なプラント
の災害事例とその原因分析の紹介を行った。この中の
操作画面の喪失を原因とする事例では，ネットワーク
へのアクセスの制限といった安全対策が強調された。

3) ソリューション紹介：横河電機がプラントの安全性，
設備の稼働率を上げるためのオートーメーション製品
およびサービスを紹介した。特に，図 8 に示すような
サービスの品質保証のための手順の標準化等を紹介し
た。

図 8 横河ソリューション紹介のスライド

Control Room Allocation

1TP,XY,CCR
Plant 1

FCC/HDS
Plant 3

Land
Shipping
Tank Car, 
Lorry

2TP
Plant 2

Utility (boilers,
Power station)

OM&S
Blending

LPG
Loading Station

Lorry 
Points

Crude & 
Intermediate 
Tanks

Product Tanks

T Cracker
Plant 4

1 C/R

3 C/R

2 C/R 
4 C/R

6 C/R

Tokyo Bay

Shipping Berth Shipping Berth

Main 
Gate

Tank car 
shipping point

Onsite
Office

Consolidated 
into 1 C/R

<Document  Number>
Copyright © Yokogawa Electric Corporation
<date/time> 1

Proprietary info goes here…Copyright © Yokogawa Electric Corporation Proprietary info goes here…

Group brainstorming 2/2
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Standardization of service procedure

All solution implementation services are designed 
based on Six Sigma DMAIC framework so that all 
customers can get high-quality service within a 
defined time frame.

Define improvement goals that are consistent with 
customer’s demands and the enterprise strategy
Measure key aspects of the current situaion and 
collect relevant data
Analyze the data to verify cause-and-effect 
relationships
Improve the situation based upon data analysis
Control to ensure that deviations from target are 
corrected before they result in defects
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4) 自社の現状認識：参加各社の生産制御システムの有効
活用度を，以下のようないくつかの指標に基づいてベ
ンチマーキングし，結果を報告した。図 9 にアラーム
に関するベンチマーキング結果の一部を示す。

 ● アラーム
 ● 制御
 ● 手動介入
 ● 変更の管理

図 9 ベンチマーキングのスライド

5) グループディスカッション：参加者を６つのグループ
に分けて，ベンチマーキングの結果を受けた改善項目
に対して，

 ● プラント運転の問題点を抽出し
 ● 何が阻害要因になっており
 ● 何をすべきか

についてブレーンストーミングし，グループ毎に図 10
のように結果をまとめて発表した。

図 10 ブレーンストーミング結果のスライド

 � セミナーの評価
図 11 に本セミナーでの討議項目毎のアンケート結果

を示す。この結果を見ると，参加者からの評価は概ね良
好で，特にグループディスカッションに対する評価が高
く，横河電機が準備したプレゼンテーションに触発され
て，マネジメント層が活発な討議から理解を深化させた
ことを読み取ることができる。

図 11 アンケート結果

4. おわりに

アジア，中東，ロシアをカバーする比較的規模の大き
な第１回大連セミナーへは 11 カ国から参加があったが，
参加者からは，参加の容易さを考えて，国別のセミナー
開催の要望が多かった。そのため，第２回からは，シン
ガポールを皮切りに，タイ，インドネシアと，アジアの
各国を中心に開催し，多くの参加者を得，好評を博して
いる。今後この取り組みをアジア以外の地域に広げるべ
く，中東・ヨーロッパ各国での開催も計画している。

この取り組みは，横河電機の操業改善に関するケーパ
ビリティの認知度を高め，ひいてはお客様の問題解決に
貢献することを目的にしているが，同時に，横河電機自
身にとっては幅広いお客様，特にそのマネジメント層の
直面する課題を知り，横河電機への期待を知るためのま
たとない機会となっている。

お客様が抱えている課題，横河電機への期待を正確か
つタイムリーに把握し，次の製品開発・改良への取り組
み事項を明らかにすることによって，事業活動の正のス
パイラルを描くことができる。こうしたインタラクティ
ブな活動を通じて，はじめて「お客様の操業改善パート
ナーとなり，一緒になって課題解決に取り組む」横河電
機が誕生すると信じている。本セミナーがその一助とな
るよう今後も努力したい。
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Alarm performance –DCS

Need for consistent design policy for alarm system
– EEMUA-HAZOP based alarm system design service using CAMS

Need for automatic nuisance alarm suppression
– Automatic alarm suppression service using AAASuite
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Action Plan in 2010

NEEDS IN RANKING Vote

Improvement of Plant Safety 11

Reduction of Variable and 
Energy Cost 9

Improvement of Operation 
Efficiency 8

Increase Production 3

Improvement of Plant 
Controllability 1

Others: Operator Competency 1
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事例研究と教訓 VigilantPlant
Services
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