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改善活動を推進する改善リーダー育成プログラム
Improvement Leader Development Program for Driving Improvement Activities

田中 博昭 *1

Hiroaki Tanaka

近年の国際競争力強化のため，より短期間での投資対効果が見込める種々の改善活動への関心が高まっている。

その改善活動を先導する改善リーダーは，多くの知識・経験が必要となるが，近代化が進んだプラントでは，そ

れを得るための機会が減ってきているのが現状である。横河電機は，そのような状況のお客様向けに，改善活動

を先導する改善リーダーを育成することを目的とした改善リーダー育成プログラムを開発した。このプログラム

では，改善リーダーに必要となる各知識の習得・実習を，ダイナミックシミュレータを用いた仮想環境で体験す

ることができる。本稿では，この改善リーダー育成プログラムの概要とねらいについて紹介する。

Improvement activities with a quick return on investment are attracting attention to increase 
global competitiveness. The leaders who facilitate such activities must have extensive knowledge 
and experience, and yet there are fewer opportunities to obtain these in modernized plants. 
Yokogawa has developed the Improvement Leader Development Program to train such leaders, 
in which participants learn about improvement methodologies and know-how through virtual on-
the-job training with a dynamic simulator. This report describes the outline and objectives of the 
Improvement Leader Development Program.

1. はじめに

近年，プロセス産業では，国際社会でのさらなる競争
力強化のため，安全性と収益性をより一層高める必要に
迫られている。また，より効率性の高い運転によるプラ
ントの省エネルギー化も，時代の流れとして必要となっ
てきている。

このような状況の中，より短期間での投資対効果が見
込める種々の改善活動への関心が高まってきている。そ
の改善活動を遂行していくには，自プラントにおける課
題の認識，業界標準の動向の把握，改善方法論の習得，
ベンダーが提供するツールの有効活用法の習得など，多
くの知識と経験が必要とされる。しかし，経験豊富な人
材の定年退職や人員の最適化などにより，その改善活動
を先導する『改善リーダー』が不足しているのが現状で
ある。

横河電機は，そのような状況のお客様に対して，改善
活動を先導する改善リーダーを育成することを目的とし
た『改善リーダー育成プログラム』を開発した。改善リ
ーダー育成プログラムでは，改善リーダーに必要となる
各知識の習得・実習を，ダイナミックシミュレータを用

いた仮想環境で体験することができる。本稿では，この
改善リーダー育成プログラムを紹介する。

2. 背景

改善リーダーを育成するには，いくつものプロジェ
クトを経験させて訓練する実地訓練（OJT: On the Job 
Training）が最も有効である。しかし，先進国において
はそうした機会の減少と人員合理化により，開発途上国
においては適切な人員の絶対数が不足しているため，な
かなか育成が進んでいないのが現状である。

複雑化するプラントの改善活動を推進していく改善リ
ーダーは，自分の管轄する領域の知識だけではなく，組
織を超えたプラント全体の知識や同業種の動向の習得，
さらには，異業種にまでアンテナを張りめぐらせ，改善
方法を調査しなければならない場合もある。現在のプラ
ント操業で見られる，縦割り的な組織構造も，改善リー
ダーを育成することを困難としている一因と考えられる。

そのような状況の中，もし，現実には難しいプロジェ
クト体験が，仮想空間を用いて卓上で容易に実現できれ
ば，これらの課題を解決する一手法になりうる。例えば，
卓上に様々な部門の職員が集まり，議論を重ねつつ，改
善方法を繰り返し仮想空間で実施しながら学ぶことがで
きる。これによって，各部門間での，改善への意識，改
善すべき課題，改善の実現方法の共有を図ることができ，*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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改善リーダーを中心に，組織を横断した課題解決の実現
へとつながる。さらには，講習会形式で実施される場で
学ぶことにより，業界標準の動向の習得だけでなく，異
業種の受講者との意見交換も可能になる。また，新設さ
れるプラントについては，プラント運転前に仮想とはい
え改善活動の経験を積んでおくことは十分意味がある。

横河電機は，このような課題解決の場を提供し，改善
リーダーを育成することを目的として改善リーダー育成
プログラムを開発した。

3. 改善リーダー育成プログラム

改善リーダー育成プログラム（以下，本プログラム）は，
ダイナミックプロセスシミュレータ上で構築したプラン
トを用いて，卓上で仮想的な実地訓練を行える環境を提
供する。

本プログラムにおいては，まず，運転改善に必要な関
連する法令・指針・業界基準などを広く縦覧することに
より問題解決への最良事例を学び，これにより問題発見
とその解決のために何をしたら良いのかを理解する。次
に，各種ツールの有効的な活用方法を学んだ後，仮想プ
ラントに対して種々の改善活動を即座にかつ繰り返し実
施・評価することで，実プラントでの改善活動を仮想的
に体験できるよう設計されている。

このような一連のミニプロジェクトを経験することに
より，改善リーダーに必要な知識と自信を獲得すること
が可能となる。

3.1 　特徴
本プログラムは，製品や各種ツールの使い方を学ぶ

のではなく，改善に関する方法論を学ぶことを目的とし
ている。改善手法としては，品質管理手法として著名な
シックスシグマ DMAIC (Define: 定義，Measure: 測定，
Analyze: 分析，Improve: 改善，Control: 管理 ) のステッ
プをベースとしている。この DMAIC は，日本の品質管
理手法で有名な PDCA (Plan, Do, Check, Action) を発展さ
せたものである。PDCA では，主に現場の自発的でボト
ムアップ的な品質管理活動が一般的であるが，DMAIC で
は，トップダウン的に経営と現場の問題解決に向けて，
問題意識を共有化して改善のための体制を一体化するこ
とが異なる点である。この DMAIC の手法を用いること
により，プラント全体での改善意識を共有し，誰でも作
業の抜けなく確実な改善活動が行えるようになる。
　本プログラムの受講者は，仮想プラント上で行う個別
やグループでの演習を通じて，実践的な改善経験を積む
ことができる。改善に活用する各種のツールに関しては，
単に機能を理解するだけでなく，改善内容に合わせて具
体的な活用法が学べるように配慮されている。

3.2 トレーニング環境
本プログラムのトレーニング環境は，シミュレータ用

PC と制御用 PC を各１台ずつに分けるか，１台の PC 内
に仮想 PC を構成して１台の PC 上で，シミュレータと制
御システムを実現する。トレーニング環境の例を図 1 に
まとめる。

図 1 トレーニング環境の概要

トレーニングでは，石油製油所の仮想プラントを用い
ている。その仕様を表 1 にまとめる。この仮想プラント
では，立ち上げや原料切り替えなどの運転ステータスを
ダイナミックにシミュレートでき，受講者は，現実に近
い運転状態を体験することができる。また，異常事象を
意図的に発生させる機能も備えているので，後に述べる
アラームシステム設計の検証に有効に使うことができる。

　本仮想プラントのプロセスフローを図 2 に示す。

Ethernet

・ダイナミックプロセス
    シミュレータOmegaLand 

仮想プラント PC 計装システム PC

・プロセス制御システム
    CENTUM CS3000
・統合型アラーム管理パッケージ
    CAMS for HIS *1
・アラーム合理化支援パッケージ
    AAASuite
・イベント解析パッケージ Exaplog
・運転効率支援パッケージ Exapilot
・PID チューニングツール 

*1 Consolidated Alarm Management
     Software for Human Interface Station

表 1 仮想プラントの仕様
プラントの種類・規模
製油所オンサイトの原油装置
規模：100,000 BPD*1 (680 kL/H)
原料：重質 /30.8 API*2 ( スエズ湾原油 )

軽質 /39.3 API ( マーバン原油 )
製品：液化石油ガス（LPG），フルレンジ・ナフサ，灯油（ケ

ロシン），ライトガスオイル（LGO），ヘビーガスオイ
ル（HGO），常圧残渣油

タグ数：141 (42 アナログ出力 )
運転ステータス 発生可能な異常事象
・立ち上げ
・緊急シャットダウン
・原料切り替え
・負荷変更
・製品性状変更
・加熱炉燃料切り替え

・ポンプトリップ
・制御弁固着
・エアブロア停止
・加熱炉燃料ガス停止
・ストリッピングスチーム停止
・計器故障

*1: Barrels per day
*2: 米国石油協会（American Petroleum Institute）が定めた原油 

および石油製品の比重を示す単位
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図 2 仮想プラントのプロセスフロー

3.3  プログラムの内容
本プログラムでは，お客様の改善目的に応じて，現在

以下の３コースを用意している。

 � アラーム合理化コース
アラームシステムは，プラント監視の要であるが，お

客様は，様々な理由で課題を抱えている。
例えば，分かりきったアラームが発生しているがどの

ように解決していったらいいのか分からない，日本国内
のプラントを海外へコピー新設したところアラーム洪水
となってしまった，計器室統合を見据えたアラームシス
テムの設計を見直したい，などである。この中でアラー
ムの洪水の課題は，重要アラームの見落としや誤判断か
ら，プラント災害や生産ロスを引き起こすリスクを高め
ることになるので，早急な改善が必要である。

このような状況に対し，従来，運転員の個人的な感覚
によって設定・管理されがちであったアラームシステム
を，より合理的に行いたいというニーズが高まってきて
いる。

アラーム合理化コースでは，近年のアラームマネジメ
ントガイドラインのデファクトスタンダードとなってい
る EEMUA No. 191 Alarm Systems (EEMUA: Engineering 
Equipment and Material Users Association) (1) に沿って改
善関連ツールを活用しつつ，同時に，お客様にアラーム
システムの合理化手法を学んでいただく。

本コースは，以下の３ステップにより構成されている。
1) 迷惑アラームの削減

実際のプラントデータに対して，イベント解析パッケ
ージ Exaplog を活用しながら，アラームの傾向分析，原
因の推測，抜本的あるいは短期的対策の選定方法につい
て学ぶ。これにより，無駄なアラームを減らすことができ，
次のステップで行うアラームシステムの設計をスムーズ
に実施することができる。
2) EEMUA No. 191 に基づくアラームシステムの設計

EEMUA No. 191 ガイドラインに沿ったアラームシス
テムの概念を学んだ後，仮想プラントに対する HAZOP 
(Hazard and Operability) Study に基づいたアラームシス
テムの設計を行う。

本コースで用いる HAZOP Study は，本来の目的である
プロセスの安全性評価のみならず，アラームシステムの
設計にまで視野を広げた，“ 拡張 HAZOP Study” (2) を含む。
この拡張 HAZOP Study では，原因を検知するためのロジ
ックアラームの想定や異常状態で発報すべきアラームの
洗い出しを行い，それをアラームの発報条件の設定を行
うための根拠としている。この手法を用いることにより，
発報させるアラームとその原因とを明確に結びつけるこ
とができ，EEMUA No. 191 で定義されている “ 良いアラ
ーム ” の発報条件を設定しやすくなる。

次に，その設計結果に基づいたアラームシステムの
パラメータ（例：優先度，ガイダンスなど）を統合型
アラーム管理ソフトウエア（CAMS: Consolidated Alarm 
Management Software） に実装する。CAMS は，EEMUA 
No. 191 で推奨されているアラームシステムの機能（例：
フィルタリング，棚上げ，畳込み，など）を備えており，
ガイドラインに沿ったアラームシステムの設計を容易に
する。

アラームの発報条件の設定・実装が終わった後，仮想
プラントで異常事象を発生させ，期待どおりのアラーム
が発報したかを確認し，設計したアラームシステムが意
図通りの効果を発揮しているかを検証する。
3) 運転状態に応じたアラーム管理

アラームシステムの設計が終わった後に，次に必要と
なるのが，管理の幅を広げることである。つまり，プラ
ント立ち上げ・立ち下げ，品種切り替えや，メンテナン
スに伴う装置切り替えなど，運転状態ごとに最適なアラ
ーム閾値の設定や抑制状態（AON/AOF: Alarm On/Alarm 
Off）を管理することである。

このステップでは，これらの運転状態に応じたアラー
ム管理の方法について学ぶ。ツールとしては，アラーム
合理化支援パッケージ AAASuite を用いて，アラーム閾
値や抑制状態の変更を行う。この AAASuite では，設定
パラメータを Excel 形式のファイル上で記述することが
できるので，アラーム閾値や抑制状態の変更管理を容易
に行うことができる。

シミュレータを使用することで，種々のアラームを発
生させることができるので，そのアラームを解析するこ
とにより，「何故アラームが発生するのか」，「このアラー
ムは必要か」，「アラームを消すにはどうしたらよいか」
といったアラーム削減の活動を体験することができる。
これにより，通常机上では味わうことのできない経験と
いう果実を享受することが可能となる。

 � 手動運転の標準化・自動化コース
プラントの立ち上げ・立ち下げ，装置洗浄前後のラ

イン切り替えや連続品種切り替えなど，手動操作主体の
運転手順は，標準運転手順（SOP: Standard Operational 
Procedure）に記載されている。しかし，実際の操作は，
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熟練運転員のノウハウをもって行われることが多く，そ
のノウハウは SOP に明文化されていないことが多い。こ
れらの暗黙知であったノウハウを形式知化することがで
きれば，標準化・自動化の実現が可能となり，次世代運
転員への運転技術の継承のみならず，安全性や生産性の
改善につながることが期待できる。

従って，そのような SOP を基にしながら，熟練運転員
からノウハウである “ 運転パラメータ ” をどのように引
き出して，自動化まで結びつけるのか，ということが重
要である。すなわち，定性的な記述をいかに熟練運転員
から情報を引き出して定量的な内容に仕上げていくかが
ポイントである。例えば，「ゆっくりと昇温する」といっ
た場合，「何の化学反応速度が遅くて，温度を速やかに上
げられないのか」が分かれば，それを監視しながら昇温
する手順の自動化が可能となる。

手動運転の標準化・自動化コースでは，仮想プラント
の運転負荷変更についての SOP をもとに，自動化に必要
な “ 運転パラメータ ” の抽出方法，および運転効率向上
支援パッケージ Exapilot への実装および自動化の実現方
法について学ぶ。

シミュレータを使用することにより実際に手動で運転
した場合と Exapilot で自動化された運転を比較できる。
これにより，煩雑な手動運転が標準化，自動化されるこ
とが，いかに運転員の負荷軽減に資するかを実証できる。

 � PID ループの制御性改善コース
PID 調節計も，安全安定運転の重要な要素である。プ

ロセスや運転方法等に変更が施された場合には，速やか
に，かつ最適に再チューニングする必要が生じる。また，
さらなる制御性改善を行うために高度制御を導入する際
にも，導入効果が最大に発揮されるよう，適切な PID チ
ューニングが必要である。

しかしながら，実際には必要な最適チューニングが行
われないままの状態になっていることが，しばしば見受
けられる。最適なチューニングを行うためには，どのよ
うなチューニング方法があり，それぞれの長所・短所を
認識した上での使い分けが必要である。

PID パラメータをチューニングする方法としては，大
きくは，試行錯誤法と同定したモデルを使って最適化す
るモデル法に分けられる。

PID ループの制御性改善コースでは，各手法の基礎を，
例題を用いながら学んだ後，仮想プラントで制御性の悪
い PID ループ（例：温度－流量のカスケードループ）に
対して，実際にパラメータチューニングを行い，その改
善効果を評価する。モデル法では，モデル同定を実施す
るためにステップ応答のデータを収集するが，実際のプ
ラントでは，各プロセス間の干渉があり，典型的なステ
ップ応答が取れないこともある。そのような場合，どう
いう点に注意してモデルを同定するか，というノウハウ

も必要である。
ダイナミックシミュレータを使用する本コースでは，

このような干渉なども発生し，実際のプラントに近い状
態で，モデル同定・チューニングを行うことができる。

これらの実習を通して，PID パラメータの基礎からチ
ューニング手法の選択方法およびモデル同定のノウハウ
までを学び，PID ループの制御性改善に必要となる知識
を得ることができる。なお，本コースのモデル法では，
専用の PID チューニングソフトを用いることによって，
モデルの同定および同定したモデルに対する最適 PID パ
ラメータの計算を簡単で分かりやすく行うことができる。

4. 実績と評価

本プログラムは，日本国内および東南アジアエリアで
すでに実施しており，開始してから１年間で日本国内 10
社 20 名，東南アジアエリア９社 23 名のお客様に参加い
ただいた。今後，他の地域でも展開していく予定である。

本プログラムを受講されたお客様の国内外の代表的な
意見は，以下の通りである。

 •「今まで，アラーム設計等でわかりづらい点がありま
したが，本プログラムを受講してほぼ理解できました。
今後の改善に活用したいです。」（大分ケミカル株式会
社 田中正明 様）

 •「Learned basic concept of alarm management, with 
a systematic approach. Course inspires us for plant 
improvement」（Teijin Polycarbonate Singapore Pte 
Ltd, VT Suresh 様）
これらの意見を総合すると，本プログラムの有効性に

ついては，狙い通りの評価をいただいているといえる。

5. おわりに

お客様における改善リーダーに必要となる各知識の習
得・体験の環境を提供し，改善リーダーを育成すること
を目的として開発された，改善リーダー育成プログラム
について紹介した。

より確実で成果の大きい改善を進めるには，さらに多
くの知識・ノウハウが必要である。このニーズに応える
ため，今後，現在のコースに加え，お客様のニーズに合
わせたコースラインナップの充実を図っていく。
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