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Exapilot 運転効率向上支援パッケージ
Exapilot, Assistant Package for Improvement of Operational Efficiency

当社は，PA業種の製造部門をターゲットに，非定常運転や定常運転時における異常対応処置，制御補助操作

など，マニュアル操作主体のため運転員のスキル差により運転品質にムラがある運転領域を，ベテラン運転員

の運転ノウハウを以って高品質に自動化・支援することで運転効率を向上する支援ツールExapilotを開発した。

最大の特長である｢運転効率向上サイクル｣は，“計画”，“構築”，“運転”，“研究”，“改善”の５つの機能から構

成されており，このサイクルを繰り返し回すことによって，運転効率を継続的に維持・向上させることができ

る。Exapilotの導入によって，運転時間のロス削減，原材料・ユーティリティのロス削減，DCS監視操作頻度の

削減などにより運転効率の向上が見込めるほか，ベテラン運転員が急速に減少していく中での更なる安全性の

確保や運転ノウハウ継承などの効果が見込まれる。
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We have developed new package software "Exapilot -Assistant tool for Improvement of Operational

Efficiency" which automates and supports not-homogeneous operation such as non-steady state opera-

tion, countermeasure against abnormal situation and supporting operation of control by systemizing

veteran operator's know-how. The most characteristic feature is "improvement cycle of operational
efficiency". It composes following five functions, "Planning", "Definition", "Operation", "Study", "Im-

provement". By turning this cycle continuously, customer can improve operational efficiency. Exapilot

will not only shorten the time of DCS manual operation and economize raw materials and utility (steam,

current etc.) but also succeed veteran operator's know-how and support safety operation.

1. は  じ  め  に

スタートアップ，シャットダウン，グレードチェンジ

などに代表される非定常運転や，定常運転時に発生した

プロセス異常，機器異常，制御異常などに対する処置，

制御の補助操作などは未だマニュアル操作主体で行われ

ていることの多い運転領域であるため，運転員のスキル

差によって運転品質にムラ（制御不安定，運転時間ロス，

製品品質ロス，ユーティリティーロス，作業抜けなど）が

生じ，これが運転効率向上のボトルネックとなっている

場合がある。また，昨今の省力化によって熟練運転員は

急速な減少傾向にあり，運転ノウハウの継承が急務と

なっている。しかし上で挙げたマニュアル操作主体の運

転領域は，熟練運転員の運転ノウハウに依存するところ

が大きいため，DCSやプロセスコンピュータによる従来

の自動化手法では次の問題点が挙がっていた。

①運転員→計装エンジニア→メーカー間の仕様伝達時にお

けるアプリケーション完成度の低下が避けられない。

②プロセスや運転方法の変更・改善を繰り返すことによ

り，アプリケーションの陳腐化現象を引き起こし，元

図１　Exapilotシステム構成例
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 Exapilot Server Exapilot Client�

ハードウエア Exaopcステーション DOS/Vマシン�
 HIS（リリース２以降） HIS�

OS WindowsNT4.0 Windows NT4.0�
  Windows 98（リリース２以降）�

インストール可能な ４パッケージ/ Exaopcステーション ８クライアント/パッケージ�
Exapilotパッケージ数 １パッケージ/ HIS（リリース２以降） （最大32クライアント/ Exaopcステーション）�

同時実行可能なAP数 ３アプリケーション/パッケージ －�
 （最大12アプリケーション/ Exaopcステーション）�

作成可能なAP数 10アプリケーション/パッケージ －�
 （最大40アプリケーション/ Exaopcステーション）�
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の完成度に戻すためには多大な労力とコストが必要。

③運転員からのヒアリング，社内打ち合わせ，メーカー

との打ち合わせ，機能仕様書の作成などの作業に多く

の労力が必要。このため継続的なアプリケーションの

進化，発展が困難。

これらは，熟練運転員自身がアプリケーション開発か

ら保守まで，直接，簡単に，継続して運用できる自動化

支援システムが無かったことに起因しており，早急なシ

ステム開発が各ユーザーから望まれていた。

2. Exapilot 運転効率向上支援パッケージ

2.1 システム構成

Exapilotはサーバ・クライアント形式を採用してい

る。Exapilotサーバは，当社製DCSであるCENTUM

CS，CS1000，CS3000の場合，制御バスV net（VL net）に

直結されたOPCステーション上で稼動する。CENTUM

XLの場合は，ゲートウエイであるECGW３経由のEther-

netで接続されたOPCステーション上で稼動する。

Exapilotクライアントは，Exapilotサーバの上位LANで

あるEthernetに接続されたアプリケーションPC上で稼動

する。Exapilotのシステム構成例を図１に，仕様を表１

に示す。

2.2 運転効率向上サイクル

Exapilotは，運転ノウハウを

持った熟練運転員自身による，

継続的な運転効率向上を実現す

るための｢運転効率向上サイク

ル｣を用意している。｢運転効率

向上サイクル｣は，計画，構

築，運転，研究，改善の５つの

機能から構成されており，これ

らを順に実施することによっ

て，運転効率を確実かつ継続的

に維持・向上させることができる。この機能はまた，

度々行われるプロセスや運転方法の変更・改善によるア

プリケーションの陳腐化防止にも役立つ。｢運転効率向上

サイクル｣の概念図を図２に，各機能の詳細を以下に記

す。

2.2.1  計  画  機  能

計画機能は，自動化によって運転効率向上が見込まれ

る運転領域を定量的に見つけ出す支援機能であり，当社

のイベント解析パッケージExaplog を用いたDCSイベン

トログ解析を推奨している。Exaplogは，DCSに保存さ

れたイベントログを収集し，EBTグラフ（Event Balance

Trend Graph）によって操作要求量（プロセスアラーム，

アナンシエータメッセージ，オペレーションガイダンス

など）と操作量（MV・SV・MODE操作など）の時系列バ

ランスを見せることによって，問題となる運転領域を浮

き彫りにする。更に，発生時刻（When）・種別（What）・

発生源（Where）の３つの情報から問題となるタグを絞り

込む。問題点が定量的に見えるので，改善活動の元デー

タとして大変有効である。Exaplogの画面例を図３に示

す。

表１　Exapilot仕様

図２　運転効率向上サイクル 図３　Exaplogイベント解析パッケージ画面例
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2.2.2  構  築  機  能

　構築機能は，運転自動化のアプリケーションを構築

する機能である。熟練運転員が簡単かつ直感的にアプリ

ケーションを構築できるよう，様々な工夫がされてい

る。マニュアル操作主体の運転は，

①DCS操作（ポンプ起動停止，設定変更，ランピングなど）

②DCS監視（トレンド監視，バランス監視，アラームなど）

図４　工程部品アイコン一覧

図５　業務フローの構成例

③条件待ち（温度が100℃以上になったらなど）

④時間待ち（10分待ち，３時まで待ちなど）

⑤作業依頼（手動弁開閉，現場指示計確認など）

などで構成されている。Exapilotは，これらの各作業

を工程部品アイコンとして用意しており（ユーザによる新

規作成も可能），熟練運転員はこれらの工程部品アイコン

を，普段自分が行っている運転手順どおりに画面上に並
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べることによって自動化シーケンス（業務フロー）を構築

できる。アプリケーションは馴染みのあるフローチャー

ト形式で表現されるため，運転知識を共有する上で非常

に有効である。また，本業務フローはSOP（Standard

Operation Procedure）としても十分活用できる。工程部

品アイコン例を図４に，業務フロー例を図５にそれぞれ

示す。

2.2.3 運  転  機  能

運転機能は，構築した自動化アプリケーションを実行

する機能である。構築機能で作成した業務フローを運転

画面としてそのまま利用できるので，運転画面を別に構

築する必要が無い。運転の進捗状況は，工程部品アイコ

ンの色替わりで視覚的に認識できる。また，運転のス

タート・ストップは，工程部品アイコン・工程ユニッ

ト・業務フロー各単位でマウス操作により簡単に行え

る。運転中は，必要に応じてコンファーム・アラーム・

図６　運転画面例

ガイダンスなどの各種メッセージを表示させることがで

き，安全かつ確実に運転を進めることができる。運転画

面例を図６に示す。

Exapilotは，DCSからのデータ収集，業務フローの実

行は行うが，DCSへのデータ設定は一切行わない，安全

かつ便利な試運転モードを用意しており，プラントに悪

影響を与えずアプリケーションのチェックおよび新人運

転員のトレーニングを行うことができる。運転中に気づ

いたことはメモ貼り機能で業務フロー中に付け加えてお

くことができ，業務フローの更なる充実および運転後の

修正忘れ防止に非常に有効である。

2.2.4 研究機能，改善機能（リリース２以降）

研究機能，改善機能は，運転後のアプリケーションを

評価し，改善点を浮き彫りにする支援機能である。各工

程の実際にかかった時間や，アプリケーションが滞った

り，ポーズやリスタートなどの介入操作が行われた頻度

をタイムチャートやグラフ形式で表示する運転指標表示

機能などを予定している。

3. お  わ  り  に

Exapilot運転効率向上支援パッケージを紹介した。

Exapilotの導入によって，運転時間のロス削減，原材

料・ユーティリティのロス削減，DCS監視操作頻度の削

減などにより運転効率の向上が見込めるほか，ベテラン

運転員が急速に減少していく中での安全性の確保や運転

ノウハウ継承などの効果が見込める。Exapilotが顧客の

運転効率向上の一助となることを願ってやまない。

＊ CENTUM, Exapilotは横河電機（株）の登録商標，Exaopcは商標

です。

＊ EthernetはXerox社の登録商標です。

＊ Windows NT, Windows 98はMicrosoft社の登録商標です。


