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紙パルプ産業における情報化技術の適用
Application of Information Technology to the Paper and Pulp Industry

近年の情報化技術は本社ERP（Enterprise Resource Planning）系の機能に収まらず，より現場に近いMES

（Manufacturing Execution System），PCS（Process Control System）の可視化できるデータ（情報）を求める方

向へ裾野を広げつつある。そして，生産現場も変化する市場要求にタイムリーに適応して，要求されるものを

確実に，そして利益あるコストで生産する新しい清算の仕組みが必要とされてきている。特に，各工場内での

プロセスデータの情報化については統一された手法が望ましいが，既設の煩雑さから未着手になっているもの

も多い。この動向を踏まえ，紙パ業界への当社の情報化技術の提案と適用事例を紹介する。
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The application of recent information technology goes beyond the ERP-related functions of the

headquarters and is extending to an area requiring data (information) that can be visualized for the

MES and PCS domains closer to the manufacturing site. In addition, it has become increasingly necessary

for the manufacturing site to promptly adapt to changing market requirements in a timely manner and

establish a new system to reliably produce the necessary products in a cost-effective manner.

Use of a standardized method is desired to turn process data into information within each plant.

However, the complexity of existing systems prevents many manufacturing sites from taking this

approach. In light of these trends, this paper introduces Yokogawa's proposals and examples regarding

the application of information technology to the paper and pulp industry.

1. は じ め に

紙パルプ業界が直面している課題は，日々変動する

マーケットニーズをいち早く捉え，それに応えることの

できる市場競争力の確保と蓄積，そして，省エネや全地

球的視野に立った環境調和プラントの実現である。昨今

の厳しいグローバル競争に打ち勝っていくために，業界

は生き残りを懸けて情報技術による生産の徹底的な効率

化と，市場動向に即応できる体制の構築を進めている。

90 年代前半に始まったBPR（Business Process Re-

engineering）による経営自体の見直し，ERP（Enterprise

Resource Planning）による経営管理のシステム化，後半

から本格化したSCM（Supply Chain Management）の活

用は，全てこの動向への対応と言える。

この経営層での対応に相応して，生産現場も変化する

市場要求にタイムリーに適応して，要求されるものを確

実に，そして利益あるコストで生産する新しい生産の仕

組みを構築することが必要となってきている。

2. 紙パルプ業界における課題

企業が“生き残り，成長する”ためには，“競争”と“協

調”の二面的な戦略が求められる。

“競争（competition）”とは，時間に基づく競争，コス

ト競争，競合との競争などであり，“協調（collaboration）”

とは，グループ内，グループ間がさらに連携し合うこと

により相互に伸びようとする戦略となる。

この戦略を受け，業界内でも近年では本社系基幹情報

システムの構築が整備されつつあり，ERPを目指した方

向性を明確に打ち出している。

しかし，長年にわたり統廃合を繰り返してきた業界の

性質故に各工場間でのデータベースがまちまちであり，

いわゆるMES（Manufacturing Execution System）レベ

ルでのシステム構築が遅れているのが実情といえる。

当社では，このような状況を把握し，企業として，工

場として“適正な利益（利益を生む工場運営）”が得られ

るシステム提案，すなわち“紙パルプ　ETS　Solution”

のコンセプトを掲げ，“企業競争力の強化”＝“コストの

低減／品質の向上／ニーズへの迅速な対応” など，生産

における基本的要件（図1）の構築を可能とする提案をし
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〈目的〉 

◆ 生産スケジューリング最適化 

◆ 品質情報の履歴管理 

◆ リアルタイム生産情報支援 

〈効果〉 〈目的〉 

◆ 正確な生産実績収集 

◆ 正確な操業実績収集 

◆ 操業負荷軽減 

企業競争力の強化 
■コスト低減　■品質の向上　■ニーズへの迅速な対応 

◆
操
業
支
援
◆ 

◆
情
報
支
援
◆ 

■　リアルタイム経営 
 
■　顧客サービスの向上 
 
■　コストの低減 
 
■　品質の維持・向上 
 
■　操業・業務効率改善 

PROCESS CONTROL SYSTEM
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ている。

ここで当社の情報化技術（ITS）の適用を考えた場合に

は，操業支援は当社の強みとなるDCS，QCSの製品群が

担う要件であり，工場内また企業内の水平的な技術要素

である。情報支援はPIMSを中心としたMESとERPを

結合する技術であり，垂直方向への技術要素となる。こ

の水平方向と垂直方向の技術要素が噛合うことにより，

工場，企業力強化への効果が発生する。

図1　生産における ITSの基本要件

図2　紙パルプETSの構成技術要素
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3. 紙パルプ ETS Solution における情報化技術
（ITS）

紙パルプ業界における当社の構成技術要素は，図2の
ように表される。

“Real Time Management System：RMS”を構築して

いく上で，プラントへの情報化技術の活用が必要不可欠

となり，PIMS（Plant Information Management System）

群をキーコンポーネントとしたMES領域の拡大が重要な

役割を担うこととなる。

3.1 PIMS
PIMSは操業プロセスのリアルタイムデータベースで

あり，DCS，QCS，MAS，WISなどの紙パプラントに必

要不可欠なプロセスデータを長年にわたり蓄積し，かつ

リアルタイムに操業データにアクセスし，MES，ERP領

域の要求するデータを供給する。さらに，PIMS自身のア

プリケーションにより，生産進捗管理・在庫管理・品質

管理のオンライン化，他部門とのプラントデータの共有

を可能とする。

横河電機グループでは，PIMS製品のEntry Modelとして

TriFellows，当社製品との親和性の高いExaquantum，そ

して，QCSとのデータ授受も可能とする最上位PI（Plant

Information）の3つの製品をラインナップして，客先ニー

ズに適したパッケージの選択が可能となっている。さら

図3　DCS最新技術

に，PIMS上位機能として工場管理を主眼としたPIM-Aid

投入により，統合操業実績管理が可能となり，ERP本社

機構とのギャップを埋める機能を持たせることが可能で

ある。

3.2　DCS
DCSの最新機種CENTUM CS 3000 R3は，OSに最新

のWindowsを取り入れ，情報のオープン化を加速させる

モデルとなっている。既に世界標準となっているOPC機

能の充実に加え，さらに最新にリリースされた機能につ

いて説明する（図3）。
（1）GSGW （汎用サブシステムゲートウェイ）

本機能は，DCSでの統合監視を目的としたPLC等の

サブシステム統合に適用される。紙パルプ業界内で

は，主にDCSとマシンドライブの統合を主眼に開発

したものであり，実際のマシンドライブとの接続テ

ストまで完了している。MCSを加速する主要機器と

して，導入を目指していく。

また，活用の域はマシンドライブに止まらず，PLC

でI/O制御を行っている工場での統合オペレータス

テーション構築用のGWとしての稼動実績もある。

（2）HIS-TSE

本機能は，Windowsのターミナル機能を活用した最

新の技術といえる。Windows ServerからEthernet

環境で接続するだけで，HISの画面（グラフィック，
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図 4　ITS適用例‘Hyper Single Window’

トレンド等）が閲覧可能となる。遠距離で少人数のプ

ラントの操作監視や，無線LAN技術を用いた現場巡

回用ツールまで活用実績を伸ばしている。

4. ITSの適用例‘Hyper Single Window’

紙パルプ業種内における情報化技術の適用例としては，

原質工程と抄紙工程間のデータの教授が挙げられる。従

来は，各工程の独立性から個別のデータ体系が作られ

別々のデータ管理が行われており，データ共有と統一指

標という面では不利を招いていた。

当社では，ITSの適用例としてDCSとQCS，さらには

MCSまでも包含する‘Hyper Single Window’構成を提

案し，各工程間のデータ教授は元より，統合オペレーショ

ンによる省人化や操業の効率改善を実現可能した（図4）。
‘Hyper Single Window’の構成では，当社DCS/

CS 3000 R3のオープン性を最大限に活用し，DCSとQCS/

BM9000CS の操作監視を同じオペレータステーション

（HIS）上でできるようにした。また，前述のGSGWを用

いたマシンドライブシステムの統合や現場監視を可能に

するHIS-TSE機能の導入により，これらの機能も同一オ

ペレータステーションでの操作監視を可能とした。

さらには，上位PIMS群へOPC I/F経由でデータ授受

が可能となり，単一的なデータ送信機能だけではなく，高

度制御を見据えたMESからの指示系統をも充実させた。

5. お わ り に

Hyper Single Widowに表される様に，当社の従来か

らの代表分野であるPCSでの堅牢性と豊富な実績，そし

てPIMS群をキーコンポーネントとしたITSの拡充によ

るMES分野への進出が，紙パルプETS Solutionを促進

すると考えている。また，本特集の別稿に示すMTS，UTS

についても提供技術が整いつつあり，これらのコア技術

をトータルに融合し提供できる環境が整った。

さらには，FAが中心となる仕上工程でも当社の実績

は多く，工場全体での生産管理や品質管理を対象とする

場合は，この分野も含めた情報化技術の提案が重要と考

えている。

*‘ETS’，‘CENTUM’，‘TRIFELLOWS’，‘Exaquantum’は，横

河電機（株）の登録商標です。その他，本文中の商品名及び名称は，

各社の商標または登録商標です。
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