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図1　VigilantPlantが目指すもの

1. は じ め に

1990年代初頭まで高度な成長を遂げてきた日本の産業

では，高品質で安定した生産技術が，製造業の発展を支え

てきた。昨今，経済環境は急速に変化し，グローバルレベ

ルでの厳しい競争を強いられ，特に製造業においては，経

済環境の変化だけではなく，いわゆるHSEと言われる，健

康，安全，環境への配慮など社会環境の変化にも適応して

いかなければない。そのような環境下，製造業の永続的な

発展のためには，高い付加価値を生み出し，高い競争力を

持った製品の開発と，市場環境の変化に迅速に追従でき

る柔軟な生産体制が不可欠であることは言うまでもない。

一方，生産現場に目を向けると，プラントオペレーショ

ンは大きな転機を迎えており，少人化や環境対策への配

慮を含めた安全・安定運転に加えて，競争市場からのプ

レッシャーから来る生産効率の更なる向上への期待が高

まっている。

本特集号では，当社が提唱するVigilantPlantコンセプ

トの下，製造業の永続的な発展を目的としたプラントオ

ペレーションの高度化に対するアプローチである‘プロ

ダクションエクセレンス’を紹介する。

2. VigilantPlant コンセプト

2005 年，当社は顧客が理想とするプラントオペレー

ションを実現するためのコンセプト「VigilantPlant」を発

表した。当社が顧客のプラントに対する操業効率向上ソ

リューション（Operational Excellence）を提供し，顧客の

成長性と生産性を永続的に向上させることにより，顧客

の企業価値を最大化することがVigilantPlantの最大の目

的である（図1）。

顧客の理想とするプラントオペレーションは，当社が

提案するOperational Excellenceの設備管理ソリューショ

ン（Asse t  Exce l l e n c e），生産管理ソリューション

（Production Excellence），安全管理ソリューション
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（Safety Excellence）の3つの側面から，それぞれに該当す

る製品群，ソリューション群，サービス群を顧客のニーズ

に合わせて提供することで実現できると考えている。さ

らに，これらのソリューションは，顧客のプラントオペ

レーションをライフサイクルの視点で考え，継続的に改

善，成長させていくことが重要であると考えている

（Lifecycle Excellence）（図2）。4つのソリューションを提

供する際に，3つのサイクル，SEE CLEARLY（プラント

を隅々まで見渡す），KNOW IN ADVANCE（知った情報

により将来を予見する），ACT WITH AGILITY（俊敏な

操業でビジネスの成長を支える）を回すことが，顧客のプ

ラントの盲点を排除し，プラントを予期せぬ問題から守

り，ボトルネックのない最適な操業の実現を支援できる

と考えている（図3）。

図2　VigilantPlantが実現するOperational Excellence 図3　See/Know/Act

図 4　Operational Excellenceのロードマップ
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プラントの状況を目に見えるデータとして提供します。 
これにより，プラントの盲点を排除します。 
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予期しないシステムダウンタイム，品質のバラツキを 
最小限に抑え，ボトルネックの無い最適な操業の実 
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また，これらのソリューションのロードマップを図4に

示す。VigilantPlant のOperational Excellence ソリュー

ションは，2008 年に全て出揃う予定である。既にSafety

Excellence については，安全システムProSafe-RS・アラー

ム管理システムAAASuite などを発売した2005 年に開始

している。Asset Excellenceについては2006 年，Produc-

tion Excellence は2007 年に始動するが，既にそれぞれの

ソリューションとして提供されている製品群も多くある。

3. プロダクションエクセレンス
（Production Excellence）

Production Excellenceは，顧客の生産活動の価値を高

めることを目的としたソリューションであり，ハードウ

エア群とソフトウエア群で構成される。誕生以来30年間

の実績の中で，超長期安定供給と超高信頼性を礎として，

プラントオペレーションの要としてあり続けた「生産制

御システムCENTUM CS3000 R3」，制御，操作，監視の

コンポーネントを柔軟かつスケーラブルに接続できる

「ネットワークベース生産システムSTARDOM」，製造現

場の知識・ノウハウの形式知化により，運転効率を飛躍的

に改善できる「運転効率向上支援パッケージExapilot」，

プラントの監視，制御に関する様々なデータをより高度

な操業情報に変換，蓄積，活用することができる「プラン

ト情報管理システムExaquantum」など，数々の製品と

ソリューションを提供している。また，高度制御技術によ

り，製造プロセスの安定化，効率化，高収益化に寄与して

いる。「多変数モデル予測制御パッケージExasmoc」は，

プラントの動特性モデルによりプロセスの挙動を予測し，

図5　次世代生産制御システム実現に向けてのロードマップ

多入力，多出力プロセスを最適化しプロセスの安定化，効

率化を促進している。「性状推定パッケージExarqe」は，

ソフトセンサー技術により，温度，流量，圧力などのプロ

セスデータからリアルタイムに製品の性状を分析できる。

4. プラントオペレーションを革新する次世代生産
制御システム

今までの生産制御システムは，温度・圧力・流量などの

物理量を計測・操作し，プラントの安定化を達成するのに

とどまっていた。いわゆるMES（Manufacturing Execution

System） などのプラント管理情報の領域にある生産管理シ

ステムや設備管理システムは，生産制御システムやフィー

ルド機器が与えるデータを利用するものの，その関係は互

いに独立したものであった。当社の目指す次世代生産制御

システムは，生産現場にある様々なデータをプラントオペ

レーションの効率化に寄与する情報に抽象化（KPI：Key

Performance Indicatorの生成）し，制御とプラント管理情

報をシームレスに統合することを狙う。更には，プラント

の未来における挙動を見通すことができるようになれば，

プラントオペレーションの究極の最適化が実現できるもの

と考えている。図5に，次世代生産制御システム実現に向

けたロードマップを示す。

Stage1においては，プラントに関する様々なデータを，

これまで培ってきた高信頼・ロバストな生産制御システム

を基盤に，より高度な情報として可視化できる仕組みを提

供していく。これにより，顧客はプラントに関する必要な

情報を，必要な時に，場所を選ばずにアクセスすることが

できるVisualized Operationを実現することができる。
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図6　中海シェル石油化工有限公司（CSPC）Control Room

主に注力していく技術として，

・流量計，温度計などのセンサーの異常をいち早く検知

するための機器診断技術

・様々な制御対象にフィットした最適な制御を行うコン

トローラ

・センサーだけでは測定できない機器の状態を推測する

ためのパフォーマンスモニタリング

・アプリケーションやハードウエアのプラットフォーム

に依存しない統合化HMI

などが挙げられる。

Stage2では，Stage1で可視化されたプラントの様々な

情報を基に，制御レベルから情報レベルにおいて，操業に

関する指標の抽象度を上げることができる仕組みを提供

していく。

これにより，プラントオペレーションは，抽象度の高

い，いわゆるKPIによる生産指示，実績管理が可能とな

るTarget Based Operationに変わっていく。

主に注力していく技術として，

・ユニット，設備診断技術

・制御レベル，情報レベルで発生する様々なイベントを

包括的に扱うイベント管理機能

・シミュレーション用途のために，複雑なプロセスユ

ニットをモデリングする技術

・可視化された情報，抽象化された情報から，効率的に

所望の情報を即座に取り出すためのデータ/テキスト

マイニング技術

などが挙げられる。

Stage3では，生産実績情報，設備保全情報，現在の運

転状況を抽象化した情報として提供するだけでなく，近

未来のプラントの挙動を予測することで，様々な変化に

対して柔軟で適応力の高いプラントオペレーションFore-

seeable Adaptive Operationが実現できる。

主に注力していく技術として，

・プロセス診断技術

・プラントの現時点での生産能力や保全計画を基とした

近未来の生産状況を把握するための包括的なシミュ

レーション技術

・自律的に動作し，様々な情報を基に所望する高度な情

報を提供するエージェント技術

などが挙げられる。

5. お わ り に

世界経済は，エネルギー価格の高騰による不安はある

ものの，エネルギー関連設備投資が活発に行われてきて

おり，今後の生産設備に対する需要もますます大きく

なってきている。

特に中国やインドにおけるプロセス産業界の成長は著

しく（図6に一例を示す），これまで低迷していた日本経済

においても，緩やかな改善方向を示している。このような

背景の中，特にプロセス産業界は，グローバルレベルでの

市場成長に後押しされながらも，これまで以上に厳しい

競争に置かれることになるであろう。こうした環境下に

おける生産現場では，市場の変化にこれまで以上に迅速

に，かつ柔軟に適応していくことがますます重要になる

であろう。当社は，超長期安定供給と超高信頼性を基礎

に，最新のテクノロジーを活用し，顧客のプラントオペ

レーションに関わる生産性の革新的な向上と永続的な利

益創出に貢献し続けることが，重要な使命であると感じ

ている。

*‘VigilantPlant’は，横河電機（株）の登録商標です。その他，本文

中の製品名，名称は，それぞれ各社の商標，または登録商標です。


