
参天製薬株式会社様 滋賀プロダクトサプライセンター
VizBatch バッチ制御・製法変更 システム更新

■「天機に参与する」　自然の神秘を解明して人々の健康の増進に貢献する

　「天機に参与する」とは、中国の古典「中庸」の一説を独自に
解釈したもので、社名「参天」の由来でもあります。自然の神秘
を解明して人々の健康の増進に貢献することを意味しています。
　1890年(明治23年)に田口謙吉が個人商店の田口参天
堂を開業したのが参天製薬の始まりです。1914年(大正3年)
に合資会社参天堂として法人化を行い、三田忠幸が共同経
営者として本格的に経営に携わりました。その後、1925年(大
正14年)に参天堂株式会社を設立し、三田忠幸が初代社長
として、参天製薬の発展の礎を築きました。現在、医療用眼
科薬(目薬)の売上高が全体の9割以上を占め、国内トップ、
世界有数の眼科薬メーカーとなりました。

　2010年以降、「世界で存在感のあるスペシャリティ・カンパニ
ー」の実現を長期的な経営ビジョンとして掲げ、グローバル展開
を加速し、さまざまなチャレンジを続けてきました。
　2020年には、参天製薬が目指す理想の世界「WORLD 
VISION: Happiness with Vision」と、新長期ビジョン
「Santen 2030」を策定しました。私たちが行う活動のすべて
は、基本理念に基づいています。Social Innovatorとして、目
薬だけではない製品・サービスの展開に取り組み、人々の目の
健康に関する社会的な課題を解決することで、「見る」を通じた
人々の幸せの実現に貢献してまいります。

■導入の背景　－グローバル生産の中核拠点として ＜滋賀プロダクトサプライセンター＞－

　システム更新の対象となったのは滋賀プロダクトサプライセンタ
ーの製剤1棟です。なお、滋賀プロダクトサプライセンターは、参
天製薬におけるグローバル生産体制の中核拠点と位置づけら
れ、 2013年に滋賀工場から改称されました。
　横河電機とのお付き合いは長く、当該の製剤1棟は
CENTUM CSで1996年から操業していましたが、老朽化のた
めシステム更新することとなり、2015年ごろから検討が開始さ
れました。

　医薬品製造プラントであるため、更新後のシステムがGMP規
制に遵守するためにCSVに則ったシステムであることは大前提と
しつつ、更新に際して課題となったのは、まず「脱DCS」であるこ
と。2つ目には「ベンダーに頼らず参天製薬社内でエンジニアリン
グができる」ことです。くわえて製品の需要増からプラントを長期
にわたって操業停止できないため、「操業の停止を可能な限り
短期間とする」ことも目標としました。
　その中で、横河電機の国内SI会社である横河ソリューション
サービスから提案を受けたのはVizBatchでした。VizBatchが
使用しているコントローラはPLCであり、また持っているLook＆
Feelなエンジニアリング環境は社内担当者でもエンジニアリング
できると思わせるものでした。
　また、これまでのお取り引きの中で横河ソリューションサービスな
ら期間内にキチンと立ち上げるだろうとの信頼感もあり、
VizBatchでシステム更新することとしました。
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■導入において － 自由度が高く、未来へ引き継いでいくシステムへ －

■システム概要　ー 容易に製法を変更できる構造 ー

■今後について － 自動制御の改善の次は、製造管理(MES)機能の活用に期待 －

　なぜ今回の更新にVizBatch
を選定したのかいうと、端的に
言えば、DCS程複雑でなく自
由度が高いシステムで制御更
新をしたいと考えていたからで
す。
　その理由としては色々要因は
挙げられますが、DCS(既設は

CENTUM CS)の知識を今まで上手く継承できていなかったこと
から、更新を期に未来へと引き継ぎやすいシステムで構築した
いと考えていました。
　また要求仕様の1つでもありましたが、ある工程から次の工程
に進む他の条件が可視化できるようにしたいという思いがあり、

こういった要望にも応えられる物であったのも魅力の1つでした。
　更新にあたっては、基本的に制御動作は、更新前と後で同じ
であることが条件でした。更新前であるCENTUM CSの動きを
まず理解しなければ、更新後も同じであることが言えないことか
ら、更新前の動きを理解することに苦労しました。
　そのため、保全業務を担当する設備チームと、オペレーション
業務を担当する製剤チームが協力しあい、更新業務にあたりま
した。
　設備チーム、製剤チーム共に現状をよく理解している担当者
と、これからを担う担当者の2名体制で挑めるよう検討したこと
は、結果スケジュール通りにシステム更新を完了できたと共に、
技術伝承も含めたメンバー間の知識の共有化に繋がったと思
います。

　VizBatch導入によって、定量的な効果があったかどうかは、
今後の評価となります。
　制御更新時に併せて改善したのは、手動操作をしていた作
業を自動化するようにしたことです。自動化を進めることで、省
人化にも繋がりました。また過去発生した不具合を是正できる
よう、インターロックの追加も行っています。
　今回のシステム更新は、VizBatchの制御監視機能が主体

となりました。製造管理(MES)の機能の大半を使用していませ
ん。この機能を活用できる機会が今後あればと感じています。
　なおVizBatchは、記録された実績データとは他に操作監視
画面で同じデータを表示できますが、その表示に少し分かりにく
さを感じます。求めているデータが、どこに格納されているかわか
りやすくなると使い勝手がさらに良くなると感じています。徐々に
改善されていくことでしょう。
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case 1000:
               drive [VALVE1 = OPEN]
               drive [VALVE2 = OPEN]
case 1010:
               drive [VALVE3 = CLOSE]
               drive [VALVE4 = OPEN]
case 1020:
               TM1.OP = START
               wait until (TM1.PV >= TM.1PH)
case 1030:
               drive [VALVE1 = CLOSE]
               drive [VALVE2 = CLOSE]
case 1040:
               TM2.OP = START
               wait until(TM2.PV >= TM2.PH)

               drive [VALVE1 = OPEN]

               TM3.OP = START
               wait until (TM3.PV >= TM3.PH)

               drive [VALVE1 = CLOSE]

               TM4.OP = START
               wait until(TM4.PV >= TM4.PH)

               drive [VALVE2= OPEN]

               TM5.OP = START
               wait until (TM5.PV >= TM5.PH)

               drive [VALVE2 = CLOSE]

               goto 1040
case 1050:

case 1000:
               drive [VALVE1 = OPEN]
               drive [VALVE2 = OPEN]
case 1010:
               drive [VALVE3 = CLOSE]
               drive [VALVE4 = OPEN]
case 1020:
               TM1.OP = START
               wait until (TM1.PV >= TM.1PH)
case 1030:
               drive [VALVE1 = CLOSE]
               drive [VALVE2 = CLOSE]
case 1035:
               drive [VALVE1 = CLOSE]
               drive [VALVE2 = CLOSE]
case 1038:
               drive [VALVE1 = CLOSE]
               drive [VALVE2 = CLOSE]
case 1040:
               TM2.OP = START
               wait until(TM2.PV >= TM2.PH)

               drive [VALVE1 = OPEN]

               TM3.OP = START
               wait until (TM3.PV >= TM3.PH)

               drive [VALVE1 = CLOSE]

               TM4.OP = START
               wait until(TM4.PV >= TM4.PH)

               drive [VALVE2= OPEN]

               TM5.OP = START
               wait until (TM5.PV >= TM5.PH)

               drive [VALVE2 = CLOSE]

               goto 1040
case 1050:
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