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高度運転支援ソリューション
Advanced Operation Assistance Solutions for Operator Enhancement and Optimization

横河電機（株）では，大型装置産業のプラントにおける運転員の能力を日々向上（増力化）させ，運転時において

はその能力を最大限に引き出すための，各種高度運転支援ソリューションを提供している。ダイナミックシミュ

レータを核とした総合トレーニング環境であるOmegalandや，熟練運転員が持つ運転ノウハウを形式知化するソ

フトウエアExapilotは，運転員の増力化に非常に有効なソリューションである。また，アラームの設計支援，高

付加価値化，統合監視を行うソフトウエアCAMS for HIS，高度アラームを生成するソフトウエアAAASuite，

オペレーション上の改善点を定量的に洗い出すソフトウエアExaplogは，運転時における運転員の能力を最大限

に引き出すために非常に有効なソリューションである。

83

小　林　　靖　典*1

KOBAYASHI Yasunori

Yokogawa provides various kinds of Advanced Operation Assistance Solutions to enable plant operators

in large process industry companies to improve their operation skills on a daily basis and to consistently

achieve ultimate daily operations. Omegaland, an integrated training environment that includes a dynamic

simulator as its core, and Exapilot which formalizes the operation knowledge of skillful operators, are

both highly effective solutions that enhance operators’ skills. As well, CAMS for HIS, which supports

alarm design, high-value addition, and integrated monitoring, AAASuite which creates advanced alarms,

and Exaplog which quantitatively reveals operational problems, are very effective solutions to make the

best use of operators’ skills during plant operation.

1. は じ め に

近年，世界の大型装置産業では，国際社会での更なる競

争力強化を目的に，ワールドクラスの安全性と収益性を

兼ね備えたプラント作りが急ピッチで進められている。

このうち運転員を軸としたプラントオペレーションにつ

いては，運転員一人当たりの監視範囲の拡大や，コスト意

識を持ったオペレーションへの変革を実現するために，

運転員の能力向上（増力化）と，運転員の能力を最大限に

引き出すためのシステム側の支援機能が求められている。

当社では，こうしたお客様のニーズに合わせて，

Omegaland，Exapilot，AAASuite，Exaplogといった各

種の高度運転支援ソリューションを提供しており，トー

タルで1000システム以上が導入されている。

2.  運転員の増力化

大型装置産業では，運転の超自動化，定修周期の延長，

熟練運転員の定年退職，若者の製造現場離れ，終身雇用の

崩壊と，運転員を取り巻く環境はプラント操業開始当時

と比較して大きく変わってきており，運転員の能力を維

持・向上させることは益々難しくなってきている。このた

め，各プラントでは運転員の役割・評価制度の見直し，プ

ラントシミュレータや実際の制御装置を使った臨場感の

あるオペレーション教育，ナレッジマネージメントシス

テムを活用した暗黙知である運転ノウハウの形式知化と

次の世代への継承が積極的に行われ，一定の成果を得る

に至っている。

2.1 トレーニングシミュレータ

運転員の能力を向上させるためには，定常運転時のト

ラブル対応やプラントの非定常作業（スタートアップや運

転条件変更）など，種々の運転事象を実際に体験させるの

が一番の近道である。しかしながら，運転の超自動化や定

修周期の延長によって，なかなかその機会がなくなって

きているのが現状である。シフトによっては，10年間ス

タートアップを経験していない運転員が居ることもあり，

深刻な状態になっている。

当社の統合ダイナミックシミュレーション環境

OmegaLandは，ダイナミックシミュレータであるVisual
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Modelerを核に，運転員が実運転と同じ臨場感溢れるGUI

環境を用いながら，低頻度の運転事象に対しても安心し

て対処できる能力を習得するトレーニング環境を提供し

ている（図1，図2）。

2.2 ナレッジマネージメント

1960年代後半のプラント操業開始時に入社した熟練運

転員が持つ運転ノウハウは，現在の安全安定運転に至る

までの試行錯誤の集大成であり，今となってはなかなか

体験できないものもあるため，企業にとっては大変貴重

な財産である。このため，多くのプラントではナレッジマ

ネージメントシステムを導入し，可能な限り，暗黙知であ

る彼らの運転ノウハウを形式知化し，次の世代に継承す

る作業が行われている。

当社では，熟練運転員の運転ノウハウを，馴染みのある

フローチャート形式で形式知化でき，これを単体，もしく

はトレーニングシミュレータと組み合わせて動かすこと

により，運転員にベストプラクティスを学習させるナ

レッジマネジメントソフトウエア，Exapilot運転効率向上

支援パッケージを提供している。2000年3月の発売以来，

既に550システム以上の納入実績があり，プラントのス

タートアップ・シャットダウン運転，原料・銘柄切り替え

運転，運転負荷変更など，種々の運転の知識の継承に活用

されている（図3，図4）。

Exapilotは，計測制御システムの業界標準インタフェー

スであるOPC（OLE for Process Control）に対応しており，

これを介して稼働中の各種制御システムとオンライン接

続すれば，運転の進捗をリアルタイム監視しながら運転

員を対話形式でナビゲートしたり，運転作業を自動化し

たりすることが可能である。この場合，運転員による誤操

作の防止，異常回避，運転時間の短縮，省エネ等の安全

性・生産性改善が見込める。但し，Exapilotを運転自動化

ツールとして活用する場合は，運転員の能力を維持する

ために，オフラインでのトレーニングを継続的に行った

り，Exapilotを使わない日を設けたりするなど，運用上の

工夫が必要である。

3. 運転員の支援

ボード作業中の運転員の能力を最大限に引き出し，安

全安定操業を実現するためには，多種多様な運転情報を

リアルタイムに収集し，価値のある情報だけを瞬時に選

別し，高付加価値化した上で，必要としている運転員に，

最適なタイミングで提供できる制御システムが理想であ

る。1990年代後半になって，制御システムのハードウエ

アおよび通信のパフォーマンスが飛躍的に向上したこと

から，この理想も一部実現可能な時期に来ている。このた

め，DCS黎明期である1970年代に設計された基本監視機

能（アラーム，グラフィック，トレンドなど）の近代化への

要求が，大型装置産業を中心に高まっている。

3.1 EEMUA No.191

プラント監視の要であるアラームの近代化に関しては，

その理念やシステム構築の方法論が，アラームシステム

の購入から，設計～実装～テスト～トレーニング～運用

～評価～改善に至るライフサイクルに沿って，EEMUA

No.191 等のガイドラインにきちんとまとめられており，

当社では，これらに準拠したソリューションを各種提供

図1　運転員用の操作監視画面例

図3　Exapilot ビルダ画面例（暗黙知を形式知化）

図2　トレーナー用の異常発生画面例
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している。例えば，Plant-Wideのアラーム統合監視環境，

既存アラームの再設計と高付加価値化，アラームの高度

化などである。

3.2 アラーム統合監視

運転員が当該プラントのDCSアラームだけでなく，サ

ブシステム（PLC，圧縮機制御システム，APCシステム，

設備管理システムなど）や上位システム（MES，ERPなど）

のアラーム，更には関連プラント（上流プラントやユー

ティリティプラントなど）で発生したアラームも含めて統

合的に監視できれば，安全安定運転を実現する上で非常

に有効である。

このためには，あらゆるアラーム＆イベントを収集す

るための複数の通信プロトコルへの対応は勿論，収集し

たアラーム＆イベントの意味を運転員が理解できるよう

にするための翻訳作業，システム間での情報の不一致や

システム固有の方言を取り除くための正規化，真のア

ラームだけを通知するためのアラームとイベントの再分

類化といった，各処理をリアルタイムで行う統合型ア

ラームサーバが必要である。

また，最適なアラームを，適切な運転員に，丁度良いタ

イミングで提供するためには，重複するアラームを一つ

にまとめるグループ化，不要・冗長なアラームの発報抑

制，属性や時間をキーとしたメッセージのフィルタリン

グ＆ソーティング，優先度の低いアラームの一時的な棚

上げ，アラーム洪水時に運転員の作業負荷を軽減する

ロードシェディングといった各処理をリアルタイムに行

うメッセージモニタが必要である。

上述の概念は，ユーザーを運転員だけに限定する必要

はなく，プラント操業に関わる全ての関係者（直長，保全

員，生産計画スタッフ，本社スタッフ，システムサプライ

ヤーなど）においても，自身の役割に応じて能力を最大限

に引き出すために非常に有効なものと言える。更には，整

理整頓された後のアラーム＆イベントを長期間保存すれ

ば，様々な用途（運転解析，レポート作成，パラメータ変

更管理など）に活用することも考えられる。

当社では，これらのニーズに対するソリューションと

して，統合型アラーム管理システム CAMS for HIS

（CAMS： Consolidated Alarm Management System）の

開発を進めている（図4）。

3.3 アラームの設計支援

パネル計装の時代は，アラームは有償で鳴らすという

認識から，アラームの設計（選定，重み付け，閾値決定）は

今以上に綿密に行われていたが，DCS全盛の現在では，各

種アラームが標準機能で簡単に使えてしまうことから，

アラームの設計が以前と比較して疎かになりがちである。

実際，アラーム洪水の一因になっているケースも見受け

られる。この状況を改善するためには，システム側がア

ラームの設計を支援し，無駄なアラームを定義させない，

発報させないことが重要である。

前述したCAMS for HISでは，アラームの目的や許容

される対処時間，無視された場合の損失額などをユー

ザーが入力することによって，一定の評価基準に基づい

てアラームの選定・重み付けを支援する機能を用意して

いる。

また，当社のAAASuiteアラーム合理化支援パッケー

ジでは，運転モード（スタートアップ，80%ロード，銘柄

Aなど）の切り替えに連動して，アラームの閾値を動的に

変更する機能や，装置のメンテナンス時やライン切り替

え時に任意のタググループのアラームを一括してオフに

する機能を提供している（図5）。

3.4 アラームの高付加価値化

運転監視に最も活用されているDCSプロセスアラーム

は，単に結果の事象を運転員に知らせているに過ぎず，何

が原因で何時までにどう対処すべきかの情報を与えてい

ない。このため，原因の究明，対応処置の決定，その実施

時期は，運転員の力量に全て委ねられている。運転員の能

図5　AAASuiteで使用する運転モード毎の

アラーム閾値ファイル例図4　CAMS for HIS リアルタイムA&Eモニタの画面例
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力を維持・向上させることが益々難しくなってきている

中，運転員にタイムリーかつ的確な対応を採らせるため

には，アラーム発報の原因やそれを解決するための手順

を，アラーム情報の一部として運転員に提供することが

望まれる。

また，最適なアラームを適切な運転員に提供するため

に，キーワードとなる各種属性（装置・機器名，ユーザー

名，目的，重要度など）を予めアラームに付加しておけば，

メッセージ表示画面上でアラームの仕分けや並べ替えが

容易に行えるようになる。

前述のCAMS for HISでは，アラーム設計ビルダで，既

存のアラームに各種属性を簡単に付加できるようにして

いる。

3.5 アラームの高度化

アラームの高付加価値化と並んで重要なのが，アラー

ムの高度化である。閾値型の従来アラームよりも異常状

態を逸早く捉えられる予測アラームや，長期継続アラー

ムの確認し忘れを防止する再警告アラームなど，より高

度なアラームが求められている（図6）。

AAASuiteアラーム合理化支援パッケージでは，発生し

たアラームを，計測制御システムの業界標準インタ

フェースであるOPC Alarm&Event （A&E）インタフェー

スを使ってイベント的に受信し，その継続性や傾向を

OPC Data Access （DA）インタフェースを用いてオンラ

インで監視することにより，各種の高度アラームを自動

的に発報する。予め監視タグの定義をする必要がないの

で，メンテナンスが非常に容易である。

4. 改善サイクルの支援

設計したアラームがきちんと期待通りに活用されてい

るか，また運転員自身が誤操作なく最大のパフォーマン

スを出し切っているかを定期的に評価し，改善点があれ

ば問題の本質を見付け出し，見直しをすることも重要で

ある。

図7　Exaplog画面例

Exaplogイベント解析パッケージは，図7に示すよう

に，長期的に保存しておいたアラーム＆イベントを時系

列に並べ，アラーム（図7の左上プラス側）と手動介入操作

（同マイナス側）の対比トレンドを眺めながら解析してい

くことによって，種々のオペレーション上の改善点を定

量的に抽出するソフトウエアである。1999年 5月の発売

以来，既に350システム以上の納入実績があり，オペレー

ション改善のみならず，制御性改善，フィールド機器の信

頼性改善にも活用されている（図7）。

5. お わ り に

運転員の増力化，および能力を最大限に引き出すため

に有効な，当社の高度運転支援ソリューションを紹介し

た。最後に，安全安定運転を長期に亘って実現するために

は，優秀な運転員をいかに長期間確保し続けられるかが

企業の次の課題となる。やがて，制御システムに，運転員

を日々モチベーションアップする機能が付加される時代

が来るかもしれない。
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図6　長期継続アラームの再警告設定画面例


