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近年，化学合成医薬品や合成樹脂などに代表される機能性化学品の製造現場では，多様化する顧客ニーズ，製

品ライフサイクルの短縮化，途上国における急速な市場拡大，CO2・廃棄物排出量の削減要請などによる市場の

変化に追従したモノづくりが求められている。これらの課題を解決するために，従来のバッチ生産方式の操作単

位をモジュール化し，自由に組み替えて再構成できる，モジュール型生産システムの導入の動きが活発化してい

る。本稿では，その特徴と，自動化エンジニアリングに関する Module Type Package の国際標準化の動向を概説

する。さらに，日本においてモジュール型生産システムの社会実装を先行している iFactory プロジェクトと，本

プロジェクトにおける横河電機の取り組みを紹介する。

In recent years, the functional chemicals industry has been facing various changes in the 
market, such as diversifying customer needs, shorter product lifecycles, rapidly growing markets 
in developing countries, and the need to reduce CO2 emissions and waste. A promising solution 
is a modular production system, which modularizes the operation units of the conventional batch 
production and can easily reconfigure them. This paper outlines the features of this system 
and the trend of international standardization of the module type package for automation 
engineering. It also explains the iFactory project, which is leading the implementation of 
modular production systems in Japan, and Yokogawa’s efforts in this project.

1. はじめに

近年，化学合成医薬品や合成樹脂に代表される機能性化
学品の製造プロセスにモジュール型生産システムを導入す
るための実証試験や国際標準化の動きが活発化している。
その背景には，市場の変化に追従するために，多品種少量
生産，製造プロセスの効率化，脱炭素，廃棄物排出量の削
減といった様々な課題の解決が求められていることがある。
こうした複数の課題を同時に解決するために，バッチ生産
方式の操作単位をモジュール化し，自由に組み替えて再構
成することを可能にする，連続フロー法によるモジュール
型生産システムのコンセプトが誕生した。このモジュール
型生産システムの実装には，モジュール同士を自由に組み
替えてつなぐための標準化されたルールが必要となる。

本稿では，モジュール型生産システムの特徴と，その
自動化エンジニアリングに関する Module Type Package

（MTP）の国際標準化活動を概説するとともに，日本にお

いてその社会実装を先行している iFactory プロジェクト
の動向と，そこでの横河電機の取り組みを紹介する。

2. 化学業界の状況

2.1 化学工業のサプライチェーン
化学工業のサプライチェーンは大きく分けて，川上領

域，川中領域，川下領域の３つに区分される。川上領域は，
化石資源の原料からエチレンなどの基礎化学品を生産す
る。川中領域は，基礎化学品を化学的に加工して，医薬
中間体や，有機化学品および合成樹脂などの機能性材料
といった中間化学品を生成する。川下領域は，川中領域
で生産された中間化学品を加工して，自動車や電化製品
の部品となる素材などの最終化学品を生成する。

川上領域での基礎化学品の製造には，高いエネルギー
効率で大量生産を行うために連続生産プロセスの手法が
取られている。一方，川中領域の機能性化学品の製造は
多品種少量生産への対応のため，バッチ生産方式が主流
になっている。その理由として，バッチ方式で行われる
研究開発からのスケールアップを経て実用化されること
が多いこと，川下領域の多様な用途向けに多品種少量生
産が必要となるが，個別製品毎にプラント設備を用意す
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ることが困難であること，などが挙げられる (1)。

2.2 モジュール型生産システム移行への動き
機能性材料のモノづくりの現場では，バッチ生産方式

における生産効率の改善や製品品質の向上，労働人口の
減少，副生物の廃棄処理に関わる環境対策などが課題と
なっていた。さらに近年では，多様化する顧客ニーズ，
製品ライフサイクルの短縮化，途上国における急速な市
場拡大，CO2・廃棄物排出量の削減要請などの新たな課
題への対応が急務となっている。多様化する顧客ニーズ
に伴い，多品種少量生産の必要性が高まる一方で，個別
製品毎にプラント設備を用意することは困難である。そ
のため，柔軟に生産システムを再構成し，さらにそのエ
ンジニアリング作業を効率化することで，生産ラインを
迅速に立ち上げることが求められている。また，バッチ
プロセスでの加熱と冷却操作に伴う大量のエネルギー消
費や，製造プロセスで生成される副産物の廃棄や無害化
処理に伴うエネルギー消費などにより，化学工業は製造
業の中で鉄鋼業に次いで CO2 排出量が多いことから，消
費エネルギーの削減が求められている。

これらの課題を解決する方法としてモジュール型生産
システムは注目を集め，導入に向けた取り組みが世界的
に活発化している。モジュール型生産システムは，バッ
チ生産方式で行われてきた反応や精製などの単位工程を
自動化してモジュール化し，それらを製造するものに合
わせて組み替えて，連続生産を可能にする生産方式であ
る。モジュール型生産システムの導入により，バッチ生
産方式での課題を解決し，さらにエンジニアリング効率
を向上させることで，多品種少量生産，製品の市場投入
時間の短縮，生産設備の柔軟性の向上，エネルギー効率
の向上の実現といった効果が期待されている（図 1）。

図 1 モジュール生産システムへの移行の背景

2.3 モジュール型生産システムの構成
モジュール型生産システムは，複数の製造モジュール

と共通部のインフラストラクチャから構成される (2)。
モジュールは，給水や排水などの特定の用役機能の要

件に対処するインフラストラクチャ（バックボーンとも
呼ぶ）に組み込まれ，配管接続に加え，電源ラインや通
信ラインを介して自動化システムに相互接続され，統合
される。このシステム構成は，標準化されたインタフェー

スとデータ構造により達成される（図 2）。

図 2 モジュール型生産システムの基本構成

3. 自動化エンジニアリングの標準化：MTP

欧州化学工業界のユーザ団体である NAMUR は，モ
ジュール型生産システムの自動化エンジニアリング規格
として，MTP の国際標準化を推進している。

3.1 Module Type Package (MTP)
MTP は，複数の製造ユニットをモジュール化してつな

ぎ，「Plug and Produce」（図 3）を実現するための相互
運用性と自動化エンジニアリングを可能にするための標
準化の枠組みである。NAMUR を中心に，2012 年から仕
様開発のプロジェクトが開始された。MTP によるエンジ
ニアリングの流れを図 4 に示す。MTP では，ひとつひと
つの操作単位の機能記述を MTP ファイルとしてモジュー
ル化し，それらを組み合わせて生産ラインを構成できる
ようにすることで，中小規模の生産プラントのエンジニ
アリングの効率化を図ることができる。モジュール化さ
れた機能ユニットは再利用も容易であり，使用実績のあ
るモジュールを再利用することでエンジニアリング開発
の初期段階におけるミスの発生が回避でき，コスト削減
と開発時間の大幅な削減につながる。

図 3 Plug and Produce のコンセプト
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図 4 MTP によるエンジニアリングの流れ

MTP を利用したモジュール型生産システムにおけるエ
ンジアリングは，各モジュールのエンジニアリングとそ
れらを統合する Process Orchestration Layer（POL）エ
ンジニアリングから成る。モジュールエンジニアリング
では，モジュールが担うプロセスを実現するための機器
の実装を行う。さらに，プロセスにおけるシーケンスや
原材料の流れなどのデータと，インタフェースなどのエ
ンジニアリングの自動化に関する情報を MTP ファイルに
保存する。POL エンジニアリングでは，MTP ファイルに
保存されたデータを読み込み，生産ラインを構成するモ
ジュールのプロセスや機能を識別して，モジュール間の
統合を自動的に行う。このようなエンジニアリング手法
により効率化が図られ，モジュールの交換や再利用が容
易かつ迅速にできるようになる。さらに，生産規模を拡
大する場合は，当該モジュール数を増設することで容易
に対応可能である。このように MTP は市場変化に追従し
た生産方式を実現するための重要なエンジニアリング手
法であり，その国際標準化が始まっている。

3.2 MTP の標準化の動向
MTP は，VDI/VDE/NAMUR 2658 シリーズとして，ド

イツ国内で規格開発が進行中である。2019 年に VDI/
VDE/NAMUR 2658-1 を ベ ー ス に し た “Automation 
engineering of modular systems in the process industry 
– General concept and interfaces”(3) がドイツから IEC に
新作業項目として提案された。国際規格開発は IEC TC65
配下の分科委員会SC 65E/WG 14が担当することになり，
審議準備が整った状況にある。

3.3 MTP の実証実験
ユーザ企業が連携した MTP の概念実証プロジェクトが

進行中である。例えば，Evonik 社のパイロットプラント
では，2018 年に横河電機を含む複数のオートメーション
サプライヤとの協業により，MTP を利用して従来型の生
産プラントに冷却装置パッケージを統合することに成功し
た。この冷却装置パッケージでは，エンジニアリングツー
ルの標準データフォーマットである AutomationML（IEC 

62714）をベースに記述された MTP ファイルを，横河電
機が開発した MTP インポートツールで読み込み，Human 
Machine Interface（HMI）上のグラフィックの一部を自
動生成した。本実証実験を通して，MTP による HMI のエ
ンジニアリング作業工数の削減効果を確認した。

3.4 MTP によるエンジニアリング作業の工数削減効果
製造モジュールのエンジニアリングを効率化するため

の重要な要素が MTP ファイルである。MTP ファイルは，
モジュールのエンジニアリング情報を書き出したもので，
共通のフォームを持つ。この情報を基にモジュール間の
エンジニアリングの統合が行われる。

MTP ファイルは AutomationML のモデルをベースとし
ており，HMI に関しては，機器のシンボル・機能情報，
機器のタグ名，HMI 上での機器の位置情報，接続情報な
どの情報が記述される。MTP ファイルに記載された機器
のシンボル情報やタグ情報を基に，HMI 上のグラフィッ
クの挿入やタグのマッピングが自動的に行われる。実証
実験では，従来の HMI エンジニアリングに比べて，図 5
に示す通り，破線部分の４つのエンジニアリング作業の
工数の削減効果を確認した。

図 5 MTP による HMI エンジニアリングの効率化

4. iFactory

iFactory（アイファクトリー）は，国立研究開発法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）が取り
組む「戦略的省エネルギー技術革新プログラム／テーマ
設定型事業者連携スキーム」の一環として行われていた
事業を継続したものである。具体的には，現在のバッチ
式製造法に代わり，連続合成法とバッチ式製造法を組み
合わせたバッチ連続生産方式を採用した，再構成可能な
モジュール型の製造設備の開発プロジェクトである。

機能性材料製造時の大量のエネルギー消費や廃棄物を
削減すること，労働人口の減少・コスト競争力強化へ対
応のための省人化，必要なモノを必要な時に必要なだけ
作るオンデマンド生産を目指して開発が進められている。
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4.1 iFactory の概要
iFactory は，操作単位を 2.3 m 立法のキューブ型のフ

レームに収納した製造モジュール「iCube」および iCube
同士を接続する機能と，電力供給や給水・排水処理など
の用役機能を果たす「iConnect」と呼ばれる用役システ
ムから構成される。iCube と iConnect を組み合わせるこ
とで，生産ラインを構築する仕組みとなっている（図 6）。

図 6 iFactory の構成

4.2 iFactory の実装
iFactory は，iCube と iConnect 間の配管接続位置やサ

イズ，電気系統などが標準化されており，生産システム
の再構成と配管などのつなぎ替えが容易に行える。つま
り，生産品の変更に応じて生産システムを再構成し，需
要に応じて必要量を素早く生産できるオンデマンド生産
が可能となる。

また，iCube の開発にあたっては，原材料の投入から
反応物のパッケージまでの一連の工程を連続生産方式で
行えるように，反応，洗浄，溶媒交換などの様々な単位
操作をキューブ型フレーム内に収納する。これにより，
従来のバッチ生産方式の課題であった，各段階で中間体
の分離や精製操作を繰り返すことによる大量のエネル
ギー消費，作業員の負荷，大量の廃棄物などの解決を図
ることができる。具体的にはエネルギー消費では約８割，
廃棄物では従来比３～４割の削減が見込める。

図 7 iFactory のモジュール（左）と自動分析装置（右）

4.3 iFactory での横河電機の役割
本プロジェクトは連携８社の各得意分野の技術を集約

して行われている (4)。実用化に向けて，モジュールと自
動分析装置の開発が進められている（図 7）。その中で横
河電機は，様々な業界で蓄積してきたエンジニアリング
の強みを生かし，iFactory の制御システム全般の実装を
担っている（表 1）。

表 1 連携８社の役割

5. 今後の展開

本稿で紹介した MTP や iFactory をはじめとするモ
ジュール型生産システムの取り組みは，世界中でその実
装への期待が高まっている。グローバル市場での普及に
は，関連する国際規格の確立，各国の規制や基準認証へ
の対応，さらにはモジュールのラインナップの充実化
を含めたビジネスエコシステムの構築が不可欠となる。
MTP の自動化エンジアリングの国際規格は，現在，開発
途上にある。一方，iFactory は，国内市場に向けてモジュー
ルの実装と事業展開が先行して進められている。グロー
バル展開に向けては，MTP などの国際標準化動向に注視
し，整合化を図ることが望まれるが，規格開発に積極的
に関与し，先行知見をインプットして標準化に貢献する
機会を狙う。

6. おわりに

本稿では，機能性化学品の製造プロセスで注目を集め
ているモジュール型生産システムの特徴と標準化活動の
状況，および実用化に向けた動向を概説した。横河電機
は，市場の変化に追従できるモノづくりの実現に向けて，
お客様の期待に応えるべく，継続して国際標準化活動や
概念実証などの諸活動に寄与していく所存である。
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連続抽出（油水分離・洗浄）プロセスを行う単位操作の開発

置換濃縮プロセスを行う単位操作の開発

医薬品製造用装置「iFactory」開発の統括に加え，単位操作
を行うモジュール型反応装置「iCube」フレームの開発，お
よび連続晶析 - ろ過を行う単位操作の開発

役割

三菱化工機株式会社

株式会社 島津製作所

大成建設株式会社

テックプロジェクトサービス株式会社

横河ソリューションサービス株式会社

コニカミノルタケミカル株式会社

田辺三菱製薬株式会社

株式会社 高砂ケミカル

企業名
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(3) VDI/VZDE/NAMUR 2658-1, Automation Engineering of 
Modular Systems in the Process Industry - General Concept and 
Interfaces, 2019

(4) 横河電機株式会社，“ バッチ連続生産方式による医薬品製造設備
の実用化を開始 ”，横河電機プレス発表，2021，https://www.
yokogawa.co.jp/news/press-releases/2021/2021-06-17-ja/，（参
照 2021-09-24）

* iFactory，iCube，iConnect は，iFactory 社の登録商標です。
* その他，本文中で使用されている会社名，団体名，商品名および

ロゴ等は，横河電機株式会社，各社または各団体の登録商標また
は商標です。
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