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アラームはプラントを安全，安定に運用するために必要不可欠なものである。制御システムの発展に伴いアラ

ームも進化発展してきており，パネルに集約されたアラームを使用していた時代と比べ多種多様なアラームを容

易に設けることができるようになった。しかしながらその反面，運転員の許容量を超えるほどの迷惑アラームが

発生する状況も生まれてきている。本稿では横河電機のアラーム合理化サービスの概要と，このサービスの導入

により迷惑アラームの 66% の削減を達成し，プラントの安全安定操業に寄与した事例を紹介する。

Proper alarming functions are critical for safe and stable plant operations. According to 
progress of control systems, alarms can be easily created for various conditions compared 
with the era when alarms were indicated and consolidated on a panel consisting of a series of 
annunciators. However, numerous nuisance alarms can overwhelm the operators. This report 
outlines Yokogawa’s Alarm Rationalization and introduces an application example where 
nuisance alarms were reduced by 66% and safer and more stable plant operation was thus 
achieved.

1. はじめに

プラントオペレーションがより高度化，複雑化する中
で，安全安定操業のためのアラームシステムの重要性が
一層高まっている。アラームはプロセスの異常を運転員
にいち早く知らせ対応を促すためのものであり，プラン
トを安全，安定に運用するために不可欠なものである。
アラームの洪水が起こるようになると，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
起こすリスクが高まるため，アラームの合理化が必要と
なる。実際に 1994 年にイギリスのミルフォードヘーブ
ンで発生した製油所の爆発火災事故では，爆発の５時間
前からアラームが多発しており，運転員が爆発に至る要
因を示すアラームを見落としてしまったとの調査報告が
なされている (1)。このように「アラームは必要なものだ
けが必要なタイミングで運転員に通知されることで，は
じめてプラントの安全性が保たれる」ということができ
る。

横河電機が提供するアラーム合理化サービスは顧客の

アラームシステムの有効性を改善するサービスで， 

 • 迷惑アラームの削減
 • EEMUA No. 191 に基づいたアラームシステムの設計
（EEMUA: Engineering Equipment and Material Users 
Association）(2)

 • 運転状態に応じたアラーム管理

で構成され，アラーム合理化を通じてプラントの安全性
向上に寄与することを目的としている。
　本稿では，上記の内の迷惑アラームの削減サービスの
概要と，このサービスの導入によりプラントの安全安定
操業に寄与した事例を紹介する。

2. 導入の背景

Petrochamical Corporation of Singapore (Private) 
Limited ( 以下，PCS 社と略す ) は，かねてから自社はア
ラームが多いのではないかと懸念していたところ，横河
電機のアラーム合理化サービスが PCS 社のニーズにマッ
チしていることを知り，まず第一段として迷惑アラーム
の削減サービスを導入することとなった。

PCS 社は 1977 年にシンガポール政府と日本シンガ
ポール石油化学株式会社の出資で設立された会社であ

*1 Petrochemical Corporation of Singapore (Private) Limited
*2 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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り，現在の株主は日本シンガポール石油化学株式会社と
QPI and Shell Petrochemicals (Singapore) Pte Ltd で あ
る。PCS 社はシンガポールのジュロン島に位置し，シン
ガポール ペトロケミカル コンプレックスの最上流を担っ
ている。プラントは 1984 年に操業を開始した PCS1 と，
1997 年に増強された PCS2 の２系列で構成されており，
図 1 に示すように，エチレン，プロピレン，アセチレン，
ブタジエン，MTBE (Methyl Tert-Butyl Ether), ベンゼン
といった石油化学基礎製品をコンプレックス内の各社へ
供給するとともに，トルエン，キシレンなどを輸出して
いる。

図 1 PCS 社の製品フロー

3. 迷惑アラームの削減サービス

迷惑アラームの削減サービスの概要，手順を説明する。

3.1 概要
迷惑アラームの削減サービスはアラーム合理化サービ

スの中で最も基本に位置するものである。このサービス
では運転中のアラームイベントログを採取，分析し，個々
のアラームの根本原因を見出し，解決策を講じる。ここ
でのポイントは，そのアラームが迷惑アラームかどうか
ということである。EEMUA が発行するガイドライン文書 
No. 191 “ アラームシステム ” は，アラーム管理のデファ
クトスタンダードとされており，この中に迷惑アラーム
の対極ともいえる，“ 良いアラームの特徴 ” が図 2 のよう
に示されている。このサービスでは，この “ 良いアラー
ムの特徴 ” を常に念頭におき，アラーム削減を検討する。

アラーム合理化サービスには，この他に，横河電機
の DCS (Distributed Control System) で あ る CENTUM 
VP および CS3000 上で動作する統合型アラーム管理ソ
フ ト ウ エ ア（CAMS: Consolidated Alarm Management 
Software）を導入し，高度なアラーム処理を可能にする
“EEMUA No. 191 に基づくアラームシステムの設計サー
ビス ”，更にプラントの立上げや製品の切替のような運

転状態の変化に対して動的なアラーム管理を可能にする
“ 運転状態に応じたアラーム管理サービス ” がある。

これら全てのアラーム合理化サービスの実施手順は，
シックスシグマの DMAIC ステップに従って定義されて
おり，個々のステップにおける作業は明瞭化されている。
また，サービスを提供するエンジニアは，ダイナミック
シミュレータを用いた仮想プラントを備えた教育訓練シ
ステムにより教育を受け，試験に合格した者のみが認定
エンジニアとしてサービスを実施する資格を持つ。横河
電機は，こうした仕組みを備えることで，常に高品質な
サービスを提供する。

図 2 良いアラームの特徴

3.2 実施手順
図 3 に迷惑アラームの削減サービスの実施手順，図 4

にサービスの工程を示す。

図 3 サービスの実施手順

図 4 サービスの工程
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 � Define - 定義ステップ
サービスは，まず顧客のマネジメントレベルから，ア

ラーム合理化による改善を推し進めていくという，強力
な意思表示を得るところから始まる。アラーム合理化の
ようなプラント全般に関わる改善活動は，横河電機や顧
客の単一部門だけでの活動は難しく，顧客の各部門の協
力が不可欠である。各部門の協力，リソースの確保を確
実にするには，このマネジメントのコミットメントを得
ることが重要である。

次に，横河電機および顧客の各部門のメンバーを交え
た改善チームを結成する。このチームは運転，プロセス，
計装，機械，保全等の各部門から，それぞれの領域に詳
しいエンジニア，チーフクラスのメンバーで構成される。
このような様々なメンバーでチームを結成し検討を行う
ことで，改善を効果的に進めることができる。

その後，キックオフミーティングを開き，アラーム削
減の目標とするアラーム発生頻度を決定する。

 � Measure - 測定ステップ
測定ステップでは，まず分析の対象とするアラームイ

ベントログを用意する。このログは様々な運転条件を含
んだほうが望ましいため，通常１ヶ月程度の期間が必要
である。

 � Analysis - 分析ステップ
測定ステップで採取したアラームイベントログを，ア

ラーム発生頻度の多い順に並び替え，改善作業に使用す
るワークシートを作成する。このワークシートには，そ
のタグの全アラームに対する割合，アラーム頻度，発生
しているアラームの種類といった情報も付加しておく。
これにより，定義ステップで決定した目標を達成するた
めに分析すべき対象が明確になる。図 5 にワークシート
の例を示す。

ワークシートが出来上がると，まずは横河電機でアラ
ームの発生傾向や周期，他のイベントとの関連等に着目
しながら，アラームの特徴や推定原因を抽出する。

その後，改善チーム全員参加のミーティングを開催し，
個々のアラーム毎に根本原因を特定する。特定において
は，例えばアラームの用途や必要性，計測上の課題，機
械の特性，過去の故障や保全履歴といった点を情報交換
し，議論を進める。

図 5 ワークシートの例

 � Improve - 改良ステップ
根本原因の特定が完了したら，根本原因に応じた対策

を決定する。対策は根本的な対策の方が望ましいが，例
えば装置プロセスの改造が必要になるなど，当面実施困
難な場合には次善の対策も考慮しておく。

計装の範疇において対応可能な一般的な対策には以下
のようなものがある。

 ● アラーム設定値の見直し
 ● アラームヒステリシス設定値の見直し
 ● 不要なアラームの無効化
 ● チャタリング緩和タイマーなどのロジック追加
 ● アラームの発報条件ロジックの追加
 ● 現場計器の整備，交換
 ● 計測レンジの見直し
 ● 計測場所の変更

対策がまとまったら実際にプラントへ適用する。対策
は比較的簡単に実行できるものから，プラント停止中の
作業が必要となるものまで様々であり，新たにパッケー
ジや機器の導入が必要となる場合もある。

対策の適用後は，その効果を確認するため，再度アラ
ームイベントログを採取する。

 � Control - 維持ステップ
採取したアラームイベントログを元に，改善結果を評

価し報告書を作成する。報告書にはアラームの削減結果
だけでなく，プラント停止を要する等の理由で期間内に
対策が完了しなかったものは，定期点検時に実施できる
ように申し送り事項として記載する。

更に，対策の効果を維持するために必要な変更管理や
維持管理体制への提言，アラーム合理化活動の履歴，体制，
スケジュール等も残し，将来の参照に役立つよう考慮す
る。

4. 迷惑アラームの削減サービスの導入事例

迷惑アラームの削減サービスを PCS 社に導入した事例
を紹介する。

4.1 実施
定義ステップでは，アラーム削減の目標を 10 分間当

たりに発生するアラーム数を２件以下に設定した。通常
はアラーム発生頻度順に分析対象を決定するが，今回は
事前のデータから AOF (Alarm Off: アラームの無効化 ) に
設定されたものやロングスタンディングアラーム（長期
間継続して発生しているアラーム）が多数存在すること
が判明していたため，これらも分析対象に含めた。

さらに，各部門のキーマンからなる改善チームのメン
バー全員が，横河電機の改善リーダー育成プログラムを
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受講し，横河電機が提供するアラーム合理化サービスの
内容，進め方を事前に仮想体験した。その結果，本サー
ビスへの理解が深まり，以降の改善活動を効率よく行う
ことができた。

測定ステップにおいては，横河電機のイベント解析パ
ッケージである Exaplog を用いて，キックオフミーティ
ングの１ヶ月前からアラームイベントログの採取を行っ
た。図 6 にその一部を示す。

Exaplog はログの採取だけでなく，簡単な操作でログ
の絞込み表示やグラフ表示が行えるため，分析ステップ
においても非常に有効に活用できるパッケージである。

図 6 イベント解析パッケージ Exaplog によるログ

改良ステップで最終的にまとめた迷惑アラーム削減対
策の分類を図 7 に示す。

図 7 迷惑アラーム削減対策の分類

4.2 導入成果
アラーム合理化サービスの導入により，以下のような

様々な導入成果をあげることができた。

 � アラーム削減による運転員の負荷軽減と生産性向上
対象タグから発生するアラームの 66% を削減すること

ができた。運転員へのアラーム負荷軽減の結果，運転員は，
生産性の向上やプラントの安全安定操業に，より集中し
て取り組める環境を手に入れることができた。

 � アラームの活用による安全性の向上
AOF にされていたアラームについても対策を施し，

AOF を解除した。その結果，運転員に有効なアラームと

して再認識され，活用されるようになった。これまで，
プロセスの異常が通知できていなかったものが正しく通
知されることになり，安全性向上に大きく寄与した。

 � アラームを放置しない意識づくり
ロングスタンディングアラームを運転部門および保守

部門へ定期的に提示して再認識を図り，解消していく仕
組みを設けることができた。この仕組みは，アラームを
放置しないという意識づくりに有効であった。

 � 変更の管理
アラーム設定値の変更や AOF の設定などの管理はプラ

ントの安全性を維持していくための最重要項目の一つで
ある。このような変更が必要になった場合の申請・承認
プロセスを改めて明確にし，変更の経緯，理由を整理す
ることで，より充実したアラーム管理が可能になった。

 � アラーム改善活動の継続
今回の改善チームを中心に，定期的にアラーム管理を

監査する仕組みを作ることができた。この監査は，アラ
ーム発生頻度を把握し次の改善へ繋げるだけでなく，日
常的なアラーム管理が有効に働いているかどうかを確認
し，将来に渡ってアラームシステムが有効に活用される
よう導く役割を持っている。

5. おわりに

これまで述べてきたように，アラーム合理化は単にア
ラームを削減するだけが目的ではなく，運転員が必要な
アラームを必要なタイミングに確実に認識できるように
し，プラントの安全安定操業を目指すものである。

また，このような改善活動は，一度改善すれば終わ
りという一過性の活動になってしまいがちであるが，安
全性の向上のためには継続的な活動が必要不可欠であ
り，日常的な管理に加え，定期的に改善活動を見直す
仕組みが重要となる。本横河技報特集号で主題とする
VigilantPlant Services は，この定期的な改善活動を支援
するサービスを含む。

横河電機は，この VigilantPlant Services を活用するこ
とによって，今後もプラントの安全安定操業に貢献して
いく。
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