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ETS実現に向けたソリューションエンジニアリング手法
An Engineering Methodology for Providing Enterprise Technology Solutions (ETS)

Enterprise Techonolgy Solutions（ETS）は，フィールド機器，DCS，製造実施システム企業資源情報管理を

統合化し次世代企業生産システムを構築する顧客へ提案するビジネスコンセプトである。それは当社が従来よ

りの単なる制御メーカではなく，トータルソリューションプロバイダとなる意志でもある。本稿ではETSコン

セプトのもとでトータルソリューションを構成するソリューションエンジニアリング手法とその重要性につい

て述べる。
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Enterprise Techonology Solutions (ETS) is a business concept that Yokogawa presents to the cus-

tomers who wants to construct a production system of next generation integrating the field instru-

ments, DCS, the manufacturing execution system and enterprise resourse planning system. It repre-

sents Yokogawa's commitment to become not a mere porocess automation company, but a provider of

total solutions.  This paper describes the solution engineering method enployed to build a total solution

under the ETS concept and the important of the method.

1. は  じ  め  に

最近の国内産業は長期的な不況からの活路を模索して

いる。こうした中で不況脱出後の21世紀に向けて一部の

製造業では経営改革，構造改革等の取り組みを着実に開

始している企業もある。その全ては21世紀に「勝ち残り」

を目指した新たな企業変革への取り組みである。当社は

昨年Enterprise Technology Solutionsのコンセプトを提

言し製造業復活へ貢献すべく新たな取り組みを開始する

ことを宣言した。これは従来の現場主体のボトムアップ

的な制御および生産情報システムの構築に加えて，企業

のトップが自ら先陣にたち構造改革，業務改革，そして

組織改革を織り込んだ新企業生産システムの構築を推進

し始めた状況に，当社グループの総力を揚げて協力体制

を構築し貢献するものである。

従来より当社はJIT（ジャスト･イン･タイム）思想を根幹

として，顧客製造システムへの展開を実践してきた。そ

の中からシステムライフサイクルサポートのフロントエ

ンジニアリング手法としてフィージビリティ･スタディ

（以下，「FS」と略す。）実施体系「Entry（エントリー）」を

確立し，さらに新たな視点を加えて顧客生産システム革

新へのFSを実践し，ETS実現に寄与している。

　
2. 製造業のシステム化動向と当社の対応

現在，ERP（企業情報資源管理）をはじめとして生産シ

ステムを含む全社システム再構築への投資が活発である

が，国内ではERP導入の評価も明確に行われないまま，

また新たにサプライチェーンマネージメント（SCM）の必

要性が盛んに言われはじめている。これも世の中の変化

の激しさを現していると言えるわけであるが，やはり顧

客の新たな企業像をイメージ化できず，さらにSIベン

ダーが先行したビジネスにより全体が混乱していると

言っても過言ではない。当社は生産システムの統合化に

よる全体最適な効果的生産システムの構築，ERP，MES

（製造実施システム）およびPCS（プロセス制御システム）

を統合化するリアルタイム経営システムの構築，生産シ

ステムマネージメントとサプライチェーンマネージメン

トの統合など，お客様にとって将来的にも有効な企業生

産システムの構築に取り組んでおり，そのためのソ

リューションパッケージのラインナップも確立してい

る。今回はその中のFSエンジニアリング手法「Entry」に

ついて紹介する。

3. FSエンジニアリング手法「Entry」の概要

3.1「Entry」におけるソリューションエンジニアリングの視点

当社は，長年のFSエンジニアリングの成果を蓄積し，

今日のどのような企業生産システム構築の形態にも対応
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できるように，エンジニアリングの視点を

重視しノウハウを蓄積してきている。これ

を図１に示す。例えば，ビジネスプロセス

リエンジニアリング（BPR）は業務プロセス

の革新で言われる視点であるが，生産シス

テムの革新を実施するためにはさらに別の

視点を付け加える必要が出てくる。すなわ

ち，生産現場の改革のためには「生産プロセ

スの革新」の視点，生産と物流を直結するた

めの効率的な「物流プロセスの革新」の視

点，加えて「最新ITの適用」などの視点が重

要となる。これにより初めて企業生産シス

テムに必要な「人」，「物」，「金」，「情報」，

「資源」等々を対象としたエンジニアリング

が可能となる。例えば，GMP（Good Manu-

facturing Practice）適用が必須の医薬品業種

やHACCP（Hazard　Analysis Critical Con-

trol Point）準拠が今後活発化するであろう食

品業種では生産プロセスの革新が重要視さ

れ，生産―物流統合でアジル生産システム

を構築するためにはプロダクション･セン

ター構想などが有効となる。さらにSCM構

築もこれらの延長上でコンセプトメーキン

グが可能である。このように多元的な視点

から「情報の共有化や業務および組織の革

新」を行い，「情報と仕事と組織の構造を一

致」させることができる企業生産システムの

導入によって，「最良の生産運営とともに最

善の企業経営」を実践することが可能とな

る。

3.2「Entry」の位置付けと体系

　「Entry」のフローを図２に示す。エンジニアリングは

大きく４つのフェーズに分割されるが，特に第２フェー

ズを分析・企画サービス，すなわちFSエンジニアリング

手法「Enrty-PLAN」として位置付けている。これは最近

みられるスパイラル型システム開発，プロトタイピング

開発等のシステム構築サービス（図２では第３フェーズ）

に先立ち，以下の目的で実施されるものである。

①システムの狙いとゴールの明確化

②革新されるべき機能，資源，情報，組織の構造化

③新業務プロセスおよび生産プロセスの再構築

④投資効果と回収計画

⑤新たに設定される評価指標

⑥構築システムの提示

⑦開発体制およびスケジュール　など

① はシステムコンセプトの明確化であり，前に述べた図１　ソリューション・エンジニアリングの視点

図２　「Entry」のエンジニアリンングフロー
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エンジニアリングの視点から得られる最も重要な点であ

る。これに基づき②では４つの構造化，すなわち「機能」，

「資源」，「情報」，「組織」の構造化を行う。これにより得ら

れる内容が新らたな企業生産システムのイメージであ

る。その後，新たなビジネスプロセス，生産プロセスの

再構築が続く。FSエンジニアリングの後半では，２つの

重要な内容を明確化する必要がある。一つは④の今後構

築されるシステムに関する投資効果の設定と開発に関連

した回収計画である。これはコンピュータシステムのみ

ならず，生産システム全体を対象とする必要がある。

さらに重要なのは新システムを評価するための基準化，

すなわち評価の指標化である。これは新業務の効率をどの

ように測るか，組織の変革による組織化効率をどのような

指標で評価するかなどであり，顧客プロジェクトを含めて

十分議論し，設定しておくことが肝要である。

最後にFS実施報告書としては投資効果推定の前提となる

構築システムの提示とその後の顧客および当社の開発体制

およびスケジュールを含めて稟議報告書を提出する。

3.3「Entry-PLAN」の標準ワークフロー

FSエンジニアリング実施体系「Entry-PLAN」の標準

ワークフローは図３に示すように８つのステップから構

成される。

①ステップ１：事前準備

②ステップ２：調査

③ステップ３：整理 / 分析

④ステップ４：実現化検討

⑤ステップ５：実現化評価

⑥ステップ６：構築システム検討

⑦ステップ７：構築システム評価

⑧ステップ８：報告及びレビュー

前半のステップ１からステップ５までは新たなシステ

ムの具体化および評価までを行う。この段階までにシス

テムのトータルイメージが顧客と当社のプロジェクトメ

ンバー間で共有できるまで精緻化する必要がある。また

この時点で新たに設定された業務プロセスなどを検証し

ておく必要もある。当社ではこのときシステム検証とし

てシステム・ベリフィケーション･レビューの開催を共同

で行う場合が多い。

ステップ６および７は，実際に構築される情報システ

ムの検討が主となるフェーズであり，情報化投資もあわ

せて評価される。このときには既存システムとの分担や

インタフェースの取り決めも含めて段階的実施案のプラ

ンニングを報告書で明確にすることも重要となる。後半

の成果物についても顧客および当社で最終レビューが実

施される。

図３　「Entry－PLAN」作業体系
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（3）プロジェクトZC

　 プロジェクトZCも食品加工企業への適用事例である

が，その取り組み課題の困難さは過去に類を見ない

ものである。企業生産システムの再構築はもちろん

のことながら自らあらゆる改革を実践し，業界の

リーディングカンパニーとしての責任を全うすべく

革新に取り組んでいる。FS実施4ヶ月，その後のシ

ステム構築では次世代の自社を担う中堅を登用し，

21世紀を託して計画を推進している。

３例とも業界トップまたは大手企業であり，いずれも

顧客企業の生産部門のトップがプロジェクト最高責任者

の立場としてリードしていただいたものである。次世代

に向けた革新的な企業生産システム構築の成功の秘訣

は，やはり顧客企業のその実現に対する熱意と当社グ

ループの最高のエンジニアリング実施および成果導出プ

ログラムの提示にあると言わざるを得ない。加えれば3例

とも21世紀の企業を担う中堅がプロジェクトの中核を

担ったことが最大成功要因である。

5. お  わ  り  に

事例については紙面および契約上，詳細に言及するこ

とはできなかったが，ETS実現に必要なFSエンジニアリ

ング手法「Entry」の紹介をしてきた。何れも以前はシステ

ム構築の単なるフロントエンジニアリング手法であった

FSが，今や製造企業の将来像を設計する方法論となりつ

つある。しかしながらETSのキーコンセプトであるTCO

（Total Cost of Ownership）低減のためにはシステムライ

フサイクル全体をカバーしたエンジニアリング体系の強

化と継続的な実践がさらに必要である。

我々は現在，分析・企画サービス，システム構築サー

ビス，運用・保守サービスとともにお客様により高度な

付加価値を提供すべく更に新たに「バリューアップ・エン

ジニアリング」のサービスメニューを開発中である。これ

はFSエンジニアリングの成果に基づき構築したシステム

の稼動後の評価を行い，TCO低減より一歩進めてTPO

（Total Profit of Ownership）の向上，すなわち，お客様

にシステムを利用いただくことによってさらに利益が得

られることを目指すことのできるサービスである。現在

の厳しく変化の激しい環境において，我々もお客様の次

世代生産システムの構築に不断の努力を惜しまず，当社

グループの総力をあげて取り組んで行かなければならな

い。それが真のETSの実現である，と確信するものであ

る。

＊ Enterprise Technology Solutionsは横河電機（株）の登録商標です。

3.4 FSの実施期間との実施体制

「Entry」によるFSエンジニアリング実施にあたっては

絶対的な期間は特に決定せず，対象とする範囲，技術的

およびその他の要件の難易度などを加味して設定され

る。現在までに実施した事例からは概ね４ヶ月から５ヶ

月くらいが妥当な期間である。これより短期間では時間

的に無理であり，これ以上の期間ではプロジェクト全体

が集中できる時間としては長すぎるのかもしれないが，

何よりも１年も掛けて成果を得る余裕など無いのが昨今

の実情である。さらにFSの実施体制としては，企業生産

システムの再構築がターゲットであるとすれば，顧客お

よび当社のプロジェクトメンバーで総勢20～30名になる

ことも珍しくない。これも取り組み課題の大きさ，困難

さを考えれば当然の体制である。

しかしながら，「Entry」の全てのステップを実施する必

要のないプロジェクトも今後増加すると想定している。

その場合は当社のノウハウをさらに蓄積させ，顧客課題

に合致するようにカストマイズした後，実施することで

より早く成果を出すことが必要となる。

4. 適用の事例

現在までに「Entry」の前身である「ミニFS」も含めて10

年の歴史があり適用事例も数多くにのぼるが，ここでは

最近の「Entry」適用によるFS実施事例を簡単に紹介す

る。

（1）プロジェクトXA

プロジェクトXAは食品加工業のA社が全工場を対象

として生産システム統合を実現したプロジェクトで

ある。FS実施期間４ヶ月，その後のシステム構築を

約1年で開発完了，全工場および本社へのシステム導

入を６ヶ月で完了し，FSの実施計画に基づき遂行，

当初の成果を短期に導出することができた。これは

全工場を統合化したリアルタイム生産経営システム

構築の代表例である。

（2）プロジェクトYB

プロジェクトYBは医薬品製造企業B社に２回にわ

たってFSを実施した例である。１回目はGMP適用の

工場製造管理システム構築を対象とし，２回目は工

場最適生産管理システム構築および本社業務，物流

システム，販売システムとの連携強化によるオペ

レーショナルコストミニマムを目指したものであ

る。FS実施期間はやはり４ヶ月である。B社は医薬

品業界において急成長を遂げており，21世紀におい

ても業界を代表する企業となるであろう。


