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2015年7月8日  

金属素材競争力強化検討会 第2回 デジタルデータ活用小委員会 

 

横河ソリューションサービス株式会社 

ソリューションビジネス本部コンサルティング2部 

デジタルデータを活用した技能継承ほか 
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IoTの進化とYOKOGAWAの取り組み 

課題の確認 

技能継承関連ソリューション 

– １）運転効率向上支援ソリューション 

– ２）設備保全業務変革支援ソリューション 

– ３）日程計画作成支援ソリューション 

– ４）品質情報統合管理ソリューション 

– ５）改善リーダー育成プログラム 

その他CPS関連事例 

まとめ 

アジェンダ 
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IoTの進化と 

YOKOGAWAの取り組み 
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制御事業から見た、モノと情報の融合による産業構造の変革 

・センサーの低価格化による 
 量的拡大 
・センシング技術の進歩による 
 質的拡大 
・画像データなどのデータ種類 
 の拡大 
・データ解析技術向上による 
 ソフトセンサー技術 
 
・データストレージの低価格化 
 によるデータ蓄積量の拡大 
・CPU性能向上による計算の 
 高速化 
・通信の高速化による 
 伝送量の拡大 
  
IoTの活用によるCPSの実現 
 

横河電機は、 1975年に 
『分散形制御システム (DCS：Distributed Control 
System)』を、CENTUMという名称で世界で初めて製
品化して以来、デジタル化されたデータを集積、主と
して、制御の情報として、活用してきました。 
 
そして、現在、情報化社会の浸透、ＩＴ技術の発
展などにより 第4次産業革命の時期を迎えています 
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制御事業から見た、モノと情報の融合による産業構造の変革 

・センサーの低価格化による 
 量的拡大 
・センシング技術の進歩による 
 質的拡大 
・画像データなどのデータ種類 
 の拡大 
・データ解析技術向上による 
 ソフトセンサー技術 
 
・データストレージの低価格化 
 によるデータ蓄積量の拡大 
・CPU性能向上による計算の 
 高速化 
・通信の高速化による 
 伝送量の拡大 
  
IoTの活用によるCPSの実現 
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YOKOGAWAの考えるI(インダストリアル）IoT   1/2 

• 安全、安心な操業 

• 迅速かつ正しい状況判断 

• 柔軟かつスケーラブルなシステム 

行動
Act 

ミッションクリティカ
ルなデータ 

OT 

IoT データ 

分析     
Analyze 

検知
Sense 

高精度センサと 
制御システム 

大量なセンサー 

決定
Decide 

つながる工場：The connected industrial enterprise 

（種類、量の拡大） 

IIoT 
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YOKOGAWAの考えるI(インダストリアル）IoT   2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＯＴ(オペレーショナルテクノロジー） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 基幹系（ミッションクリティカル）システム 
 ・生産監視制御システム 
 ・MES 
 ・LIMS 

  

○○○ 

・データ収集・分析よる課題解決・最適化 

・OTとITの融合 

・多様で変化するニーズに対応するための柔軟性、拡張性  

ＩＩｏＴ 
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課題の確認 
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CPSによるデータ駆動型社会の到来を見据えた変革 

出典：経済産業省情報経済小委員会 、「中間取りまとめ ～CPSによるデータ駆動型社会の到来を見据えた変革～」 

＜実現すべき将来像＞ 
工場内の工程横断的なデータ
共有により、製品のライフサイク
ル（設計～生産～販 
売）が効率化・柔軟化し、複
雑・多様な製品の迅速な市場
投入が実現。また、企業の枠 
を超えたデータ共有により、サプ
ライチェーンの最適化が実現し、
多品種少量生産を低 
価格・短納期で達成することが
実現。 
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ものづくりにおける課題の確認 

出典：経済産業省・厚生労働省・文部科学省「平成26年度版 ものづくり基盤技術の振興施策（平成27年6月発行）」 
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製造の巧拙は技能員の腕に頼っている部分が多い 

最近の若い人は、現場のことを分かっていないので、（作成した資料は）実際に
は役に立たないことが多い。 

業務改革においても人系で解決した方がはるかにフレキシビリティが高い。 

長いスパンになると世代を越えて渡していかないといけない。 

IT部門の人材はものづくりを知らない人が多い。製品や事業とIT分野が十分に
融合していないのが原因である。 

システムとものづくりの技術の両方が判っている人材が不足している。ものづくりの
現場を知らず、データ分析だけで製品設計してしまうため失敗する例もある。人
材育成については連携が必要 

デジタルデータの活用について、生産管理、販売管理についてITシステム投資を
してきたが、生産現場の部分は工場の役割がそれぞれ違うためクローズドにやって
いた。 

ビッグデータを利用して経験等を補って育成にあてたい。マンパワーはその先のイン
テリジェントな技術開発等の分野に注ぎたい 

 

 

 

前回の小委員会議事録の抜粋 
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現場の課題 

•省人化・コスト効率の追求による人員減（あるいはシフト） 

•業種自体の就職人気減少 

•ベテランの退職 

•日本における急速な労働人口の減少 

現場人員（絶対数）の減少 

•人員の減少による一人当たりの負荷・責任の増大 

•取扱いデータの増大、生産品目の増加 

•提出しなければいけないレポートの増加（規制対応、防災、地球温暖化、ISO監査など） 

作業員負荷の増大 

•省人化による、同一業務を行う人員の減少 

•新設機会の減少、定期修理などの周期の長期化 

•プロセスの安定化による突発事態そのものの減少 

•残業規制などによる一人当たりの労働時間の短縮によるノウハウ蓄積時間の減少 

現場経験の減少 
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プラントの操業現場では  【これまで】   

・プラント新規建設にて、多くの知識と経験をゼロから積み上げ
ることができた。 
・改造案件が豊富で、多くの課題に積極的に取り組めた。 
・日々の改善活動も積極的に時間をとり行われてきた。 

日本の 
現場力向上は、 
このような改善活
動により築きあげ
られた。 

プラント建設
ＤＣＳ更新

安全対策工事

課題
課題

課題

課題

課題 課題課題
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プラントの操業現場では  【近年】   

・多くの課題が解決され、自動化が進み、 
 ＞潜在的な課題や多様化した課題が残る。⇒課題特定／解決の難しさ 
 ＞高効率化体制つまり少人数化体制へ移行。⇒改善に時間とコストが割けない。 
・またベテランの退職やSDMの周期が延びて、 
 ＞ベテランの技術を伝承しきれないまま退職を迎えてしまう。 
 ＞過去に構築した自動化アプリがブラックボックス化してきている。 
 ＞運転技術を向上させる機会が減少して来ている。 

現場力強化と 
人材育成が 
大きな課題 

隠れた課題
は残る

課題

ＤＣＳ更新
安全対策工事

改善
対策済

課題
課題

課題

改善
対策済

改善
対策済



<Document  Number> 
Copyright © Yokogawa Electric Corporation 
<date/time> 

- 16 - 

現場意識(現場力)から人材育成へのステップアップ 

•考えるクセを付ける 
•スキル(知識,技術)向上 

•現場メンバーの意識改革 
•運転思想の共有化 
•改善を進める風土や仕組み作り 

操業改善のフレームワーク 
(                         ) 

[暗黙知の形式化, 原理原則の再考] 

現場力の強化 

人材育成 

競争力の強化 

全員が納得した 
持続性のある活動の 
仕組みを創出 

横河は各社の経験やノウハウ(モデル)
などを基に支援させて頂きます。 

横河 お客様 
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IoTなどの流れにそって、ビッグデータ解析ソリューションや、さま
ざまな作業のデジタルデータ化を推進。 

そのための活用基盤を整備・構築する作業そのものは、パッ
ケージなどの既存技術の応用や、クラウドの活用で省力化。 

構築するシステムのエンジニアリングの過程で、熟練技術の継
承を行うとともに、構築したシステムを効率よく運用し、データ
活用、解析などの、創造性のある作業に理工系人財（エン
ジニア）をシフト。（次世代高度IT人材の輩出） 

イノベーションの実現と企業競争力の強化の実現へ 

人財の育成と作業シフトの提案 
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（参考）図：次世代高度IT人材 
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技能継承関連ソリューション 
– １）運転効率向上支援ソリューション 

– ２）設備保全業務変革支援ソリューション 

– ３）日程計画作成支援ソリューション 

– ４）品質情報統合管理ソリューション 

– ５）改善リーダー育成プログラム 
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手動運転の標準化・自動化サービス とは？ 

運転ノウハウを形式知化・システム化の方法論と、Exapilot（自動化ツール）の
活用法をアドバイス 

標準化することで、種々の効果が見込まれる操作を、フローチャート化し、自動化の
仕組みに組み込む作業を支援 

熟練オペレータスキルの形式知化による知識伝承、オペレータの負荷軽減、コスト
軽減を実現 

Exapilot 運転画面例 

累計1,000システムを超える
Exapilotでのコンサルタント経験
から構築ノウハウを体系化 
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手動運転の標準化・自動化サービス 実施手順 

Define （定義） 
– 目標とする運転を選択する。 
– 標準化または自動化する目的を決める。 
– 数値目標を設定する（必要な場合）。 

Measure （測定） 
– 対象業務の現状の操作方法や手順書を確認し、定量的な評価を行う。 
– 熟練オペレータなどから最適オペレーションを学び、それを手順書にまとめ共有化する。 

Analyze （分析） 
– チームメンバーで、まとめた手順書のExapilotの作り込みを意識した業務分析を行う。 
– Exapilotにおいて操作テンプレートを設計・構築する。 
– 関連するフィールド機器の自動化を検討する。 
– Exapilotアプリケーションにとって最適なDCSアプリケーションを特定し、ExapilotとDCS

アプリケーションの機能がスムースに働くように改善を行う。 

Improve （改善） 
– 業務分析の終えた手順をExapilotに組み込む。 
– DCSアプリケーションを修正する（可能ならば）。 
– 関連するフィールド機器を自動化する（可能ならば）。 
– オフラインでExapilotのアプリケーションをデバッグする。 

Control （管理） 
– 改善効果を評価する。 
– サービスの結果をレポートする。 期間3ヶ月 
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運転効率向上支援パッケージ ExaPilotの特徴 

運転員主体で行われている運転領域を，熟練運転員の運転ノウハウをもって高い運転レベルで標準化・自動化することに
より，運転効率の向上を実現します。 
 
熟練者の運転ノウハウが簡単にシステム化できます 
 
プラントのスタートアップやシャットダウン，品種切替えなどは，オペレータのスキルによって，運転品質にムラが生じる手動操
作中心の運転領域。Exapilotは、熟練オペレータの運転手順を簡単にシステム化できる，運転自動化パッケージです。運転
手順を高いレベルで標準化することにより運転効率を向上させ，お客様のオペレーションコスト低減を実現します。 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
(1) アイコンの組み合わせで運転手順を実現（構築ウィンドウ） 
ノウハウ通りにアイコンを並べるだけで運転手順を構築できます。 
階層化によって複雑な手順も簡単に構築可能です。 
 
(2) 作業の抜けを防止 （運転ウィンドウ） 
イベント実行毎にメッセージが画面に表示されるので、 
確認しながら運転の実行が可能です。 
 
(3) DCS操作監視の自動化が可能 
バルブ開度設定、ランピング、レベル監視、ポンプ起動・停止など
の作業は運転ノウハウをプラスして自動化が可能です。 
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運転効率向上支援パッケージExaPilot 補足 

Exapilot は、プログラミングなどの特別な知識を持たない方々が、運転支援システムを構築することを想定し
て開発された製品です。そのため、プラント運転などのような通常業務にできるだけ負担をかけないように、
直感的でかつ簡単操作で開発ができるようになっています。 
 
Exapilot は、運転ノウハウや熟練オペレータの運転手順を工程部品と呼ばれるアイコンを組み合わせてフ
ローチャート形式で構築でき、そのフローを実行（運転）することにより、オペレータの操作を半自動化します。
また、構築したフローを印刷することにより、運転操作マニュアルとして幅広く活用できます。 
 
横河電機は、業種やプラントの大小に関わらず、運転の状況に応じて常に運転ノウハウの精錬化を行ってい
くことが、継続的に運転支援システムが使用される重要な要素だと考えています。この精錬化のプロセスを
「運転ノウハウ継承のPDCA サイクル」と呼んでおり、このサイクルが円滑に回るようExapilotを設計しています。 

導入実績
国内：800システム
海外：300システム
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技能継承関連ソリューション 
– １）運転効率向上支援ソリューション 

– ２）設備保全業務変革支援ソリューション 

– ３）日程計画作成支援ソリューション 

– ４）品質情報統合管理ソリューション 

– ５）改善リーダー育成プログラム 
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eServ導入ユーザの声 

ベテランの設備故障への対応記
録が残っているので、参考になる 

チャット機能があるので、わからな
いところをすぐに聞くことができる。 

Ipadなどの新デバイスを使うという
ことで、情報機器の取り扱いにつ
いては、若手から、ベテランに教え
るなどして、コミュニケーションが進

んだ 
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保全の現場が抱える課題 

 こんな課題をお持ちではありませんか？ 
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機器マスタ機能に情報を集約することで、情報の共有化 

Page 27 

ロケーション情報 

機器仕様情報 

使用部品情報 

保全基準情報 

計画・履歴情報 

故障情報 

（機器の設置場所や機番など） 

（機器の種類や緒元など） 

（修理用予備品などの組込部品） 

（定期整備などの定周期作業） 

（保全作業の計画と履歴） 

（過去の故障・トラブル） 

行動予定 

メモ・添付ファイル 

（保全員の行動の予定） 

（メモや図面・ドキュメントなど） 
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ホーム，SNS（chatter），ダッシュボード機能を使った継承 

SNS 

Chatter 

ダッシュボード 

（レポート） 

カンパニー・ダッシュボード 

個人のホーム 

＜自在に設定可能＞ 
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技能継承関連ソリューション 
– １）運転効率向上支援ソリューション 

– ２）設備保全業務変革支援ソリューション 

– ３）日程計画作成支援ソリューション 

– ４）品質情報統合管理ソリューション 

– ５）改善リーダー育成プログラム 
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ASTPLANNER導入ユーザの声（日清フーズ様） 

ASTPLANNERを選んだ理由 
立案作業と言うのは、引き継いだばかりの時はとても時間がかかり大変な作業ですが、慣れてくる
と3時間～4時間でできるようになり、効率良く作業がまわせるようになります。そうすると、スケ
ジューラであるASTPLANNERはいらないのではないか・・・（笑）、と思われるかもしれません。でも、
ASTPLANNERを選んだのには以下のような理由があります。  
 
◆ 担当者の頭の中にある立案作業。  
-------------------------------------------------------------------------------- 
⇒ ASTPLANNERを導入することにより、今まで人の頭の中に入っていた様々な制約事項が電子
化され、製品のマスター情報として整理することができました。  
 
◆ 人事異動により立案担当者が転勤になってしまう。  
-------------------------------------------------------------------------------- 
⇒人事異動は前もって知ることができないため、立案作業のノウハウを含めた引継ぎに時間を割く
ことが難しい状態です。立案作業に慣れた頃に担当者が変わり、次の担当者がまた一から作業
を覚えることの繰り返しになっていました。名古屋工場として、この効率の悪いサイクルを断ち切り
作業時間の効率化を図りたいという思いもありました。ASTPLANNERを導入することで立案作業
時間の短縮化を図ることができ、作業時間の効率化に結び付けることができました。  
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生産スケジューリングソリューション 
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生産計画業務の課題とその理由 

生産計画業務の課題解決を担う生産スケジューラ    

課題 理由 

１．予定と実績の乖離が大きい。 実績を計画に反映できない。 

２．納期回答ができない。 計画修正作業が面倒。 

３．計画確定に時間がかかる。 複数の担当者による作業。属人化。 

業務変更に対する不安 

不安 回答 

１．今までと同じようにできるのか。 業務を“ラク”にすることも目的の一つ。 

２．データ登録に手間がかかりそう。 ＥｘｃｅｌやＤＢからの登録、他システム
からの読込みが可能。 

３．市販のツールは機能が多い。 業務に必要な機能のみ提供。 

【ご提案】 「生産スケジューラ」を中心とした生産計画システムの検討 

「生産スケジューラ」は皆様の生産計画業務を“強力に”サポートします。 
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生産計画業務の課題解決を担う生産スケジューラ    

化学工場では、計画期間５０％短縮、作業工数６０％減を実現！ 

 計画システムは、手作りシステムから「生産スケジューラ」を中心としたシステムへ 

俊敏な計画立案・変更 

最適なリソース割当 

豊富な計画判断材料 

他システムとの連携 

整理されたメニュー 

生産スケジューラ導入の魅力 

業種業態問わないシステム構築 

経験豊富なシステムエンジニア 

他システムとの連携・運用サポート 

生産スケジューラ特殊機能の提供 

生産スケジューラ操作体験セミナー 

ＹＯＫＯＧＡＷＡ 

 

７２社１１０工場に導入 
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技能継承関連ソリューション 
– １）運転効率向上支援ソリューション 

– ２）設備保全業務変革支援ソリューション 

– ３）日程計画作成支援ソリューション 

– ４）品質情報統合管理ソリューション 

– ５）改善リーダー育成プログラム 
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生産ＤＢを中心としたソリューションプラットフォームです。 
下記がＳＯＮＡＲの特徴です。 
 
・設備、プロコン、ビジコンなど分散データのオンライン収集 
・大規模データベースと高速アクセスのテクノロジー 
・統計エンジニアでなくても使える豊富な統計解析ツール 
・操作感はＥＸＣＥＬそっくりの容易性で現場向き 
・解析手順の記録と自動処理でプログラムレスで定型処理 
・もちろん演算式を記述すればロジックも処理できます。 
 
これらを１パッケージで提供できるのはＳＯＮＡＲだけです。 
 
 

品質情報統合管理ソリューション 
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SONARの概要イメージ 

MES 

Data 
DB 

ORACLE 

SONAR Client 
SONAR Server Linux/HPUX/Solaris Windows2000/XP 

登録 
データを取込む 

フィードバック 

解析する 生産工場 蓄積 
DBを構築する 

入力装置の設定、追加 

最適なDB構造 
検索スピードのﾞ
高度化 

データマイニング 
統計解析 
SPC 
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Analysis flow 
 
 
 
 
 
 

手順の記録 

分析手順をKnow-Howとして保存 

分析テンプレート 
分析テンプレート 

分析テンプレート 
分析テンプレート 

ファイルに保存 

分析手順が自動的に記録されます。 

条件変更 

確認 

共有※  

再利用 

技術伝承 

ノウハウ蓄積 

WEBレポート ※  

バッチ実行 ※ 

過去の解析手順を記憶します 
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多彩な表現力 

トレンドチャート 

ヒストグラム・箱ヒゲ図 積上げ棒グラフ 棒グラフ 

円グラフ 
マップ図（サーフェス
図） 

バブルチャート 

累積頻度チャート 

イベントチャート 

３Ｄ散布図 

３Ｄ棒グラフ 

散布図 パレート図 

マルチグラフ 
解析結果が手軽に 
グラフィカルに表現できます 
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SONARシステムの特徴 

成分 
SONAR Client SONAR Server 

探索・解析結果のフィ
ードバック 

高速解析 

製造  

検査装置、システム 

プロコン、基幹系  

検査  

解析データ抽出 
データ公開
（Web） ローカル検査データ  

高速抽出 
多種大容量登録 

柔軟なデータ取出し 
データの展開 

装置監視 

品質、欠陥を 
あぶりだす 品質、欠陥の要因を探り出す 

SONARD
WH 

大容量データ
を蓄積する 

データを 
統合管理する 

生産システム 
検査システム 

YDC SONAR 

           は、大量データを取込、統合、解析するプラットフォーム」 です。  
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技能継承関連ソリューション 
– １）運転効率向上支援ソリューション 

– ２）設備保全業務変革支援ソリューション 

– ３）日程計画作成支援ソリューション 

– ４）品質情報統合管理ソリューション 

– ５）改善リーダー育成プログラム 
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改善リーダー育成プログラム 

ダイナミックプロセスシミュレータで構築した仮想プラント上で、種々の改善活
動を実際に体験することによって、改善の方法論、関連する法規、 
改善ツールの活用法等を学ぶ、次世代の改善リーダー育成プログラムです。 

仮想プラントPC 

計装システムPC 

コース名 概要 日数 

迷惑アラームの削減 蒸留プロセスから発生した迷惑アラームをExaplogを使って 

分析し、発生原因、削減策を検討します。 

 

 

 

2日 
EEMUA#191に基づいた 

アラームシステム設計 

加熱炉に対してHAZOP StudyおよびEEMUA#191アラーム
システム設計を行い、結果をCAMSに実装します。その後、プラ
ントに異常事象を発生させ、原因特定に必要なアラームが発報
したかどうかを確認します。 

運転状態に応じた 

アラーム管理 

運転状態に応じて、アラーム設定値や抑制状態をAAASuiteを
使って動的に変更する手法を学びます。 

手動運転の標準化・自動化 原料切り替え（あるいはスタートアップ）運転を、運転手順書を
参考にExapilotで自動化します。その後、実際に運転を実施し、
導入効果を確認します。 

2日 

PIDループの制御性改善 蒸留塔の不安定なPID制御ループについて、PIDチューニング
ツールを使ってPIDパラメータの見直しを行います。その後、 

改善効果を確認します。 

2日 

 横河電機トレーニングセンターホームページより申込み可能 
http://www.yokogawa.co.jp/tc/  
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その他 
 ・運転訓練シミュレータ 
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プラントシミュレータを構築することは、プラント建設の主な作業を体験するこ
とと同じである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ダイナミックシミュレータの中核となるプロセスモデルがあると 
– プロセスモデルの構築のために、デジタルデータを解析する能力が養える 
– プロセスの原理・原則を理解できるため、プロセスデータ間の意味合いを理解できる 
– プラントの挙動を理解できるため、プロセスデータの良し悪しを見分けられる力が養え

る 
– 実プラントでは起こせない様々な事象を再現できるため、デジタルデータを、安全性、

安定性、品質、効率化に応用する力を身に着けられる 

 

プラントシミュレータの利用価値 

P&IDダイアグラム 

配管設計 

プロセス設計 

計装設計 

電気設計 

構造設計 
土木建築設計 

回転機設計 

圧力容器設計 

加熱炉設計 

防消火設備設計 

プラントシミュレータで体験できる設計 
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運転訓練 
– 機能不良（マルファンクション）によるプラント異常時への対応訓練 
– スタートアップ、シャットダウンなどの非定常操作の訓練 

 
プロセス解析・検討 
– スタートアップ、シャットダウン手順の作成 
– 改造時や運転条件変更時の事前検討 

 
プロセス教育 
– プロセスの原理・原則 
– 体験的な学習 

 
伝承教育 
– トラブルの実体験・対応操作 
– トラブル事例の継承と類似トラブルの未然防止 

 
制御方法やロジックの検討 
– モデル予測制御パッケージ、運転支援パッケージの事前検証 

 
運転支援・運転最適化（ミラープラント） 
– 運転予測、最短移行パスや最適運転条件の探索 

プラントシミュレータの応用 
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お客様事例（三井化学市原工場殿のケース） 

日本化学工業協会HPより参照 
安全シンポジウム「工場の安全活動 –確かな伝承へ-」 

プラントシミュレータを活用して、現場の生産技術力
の強化やトラブル対応能力の向上を図っている 
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その他 
 ・技能継承ソリューション 
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S-KRAFTとは 

S-KRAFTは技能継承をサポートするノウハウ共有のソリューションです。 
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システム概要 –お客様の業務内容– 

加工・組立 最終検査 パッキング 

実際の走行環境を再現し、 
要求通りの動き(規格内)か確認 

検査項目数は約200 

 
手直し工程 

OK 

テスト 
結果 

NG 

再テスト 

ここに導入 

対象ライン：某自動車メーカー様 重要部品生産ライン 
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学習 
・ 

更新 

システム導入の結果 

検査データ 

検査 

処置実績 
データ 

処置ガイド 
データ 

手直し パッキング 

処置ガイド解
析処理 

検査OK 

検査NG 

検査装置 

自動登録 

作業員は処置ガイドを参考に手直し
を行い、処置実績を登録する 

検査データを自動的に解析し、作業者が
行った手直し実績とリンクして蓄積。 

処置ガイドを参照 処置実績を登録 

経験の少ない作業者でも効率的に手直し作業が可能に 

処置実績の分類・蓄積作業がこのシステムに一本化 

最新の手直し実績が処置ガイドに自動で反映される 

システム導入による改善効果 

処置方法が、作業員の経験等によってばらつく 

処置実績が体系的に蓄積されていない 

処置ガイドを作ってもすぐに陳腐化する 

システム導入前の課題 

処置済み 

構築したシステム 

組立完了 

⇒2014年中の海外工場展開が決定！ 
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「こんな事」を自動で蓄積 

処置実績 
データ 

処置ガイド 
データ 

学習 
・ 

更新 

STEP1： NGワーク検査結果の全ての測定項目の「偏り」を判定 

STEP2：偏り判定結果と処置内容の紐づけ 

「偏り」のカテゴリ 適正 上限外れ 下限外れ 下限NG 上限NG 

下限規格値 上限規格値 下限値 上限値 平均値 

σや平均はあらかじめ過去のOK
ワークの検査結果から求めておく 

処置内
容 

 
 

STEP3：処置実績を蓄積し処置ガイドを更新 

 
 

 
偏り 

判定結果 

項目001 適正 
項目002 上限NG 
項目003 適正 
項目004 下限外れ 
・ 
・ 
 

 
偏り 

 
偏り 

 
測定
項目 

 
測定
項目 

NGワーク 

偏り判定結果 
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「〇〇すれば出来るはず」を自動で提示 
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その他 
 ・工場エネルギー操業支援システム 
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工場エネルギー操業支援システム Enerize Ｅ３について 

導入実績 国内数社
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工場エネルギー操業支援システム Enerize Ｅ３について 

55 
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工場エネルギーの見える化から、エネルギー最適操業への手順 
 

GUIによる簡単操作で、複雑だった工場エネルギーを 
生産情報とエネルギー情報のマッチングで見える化を実現します。  

 

省エネ観点での改善ポイントを探し出すために、 
解析によってデータから情報へ変換してエネルギーKPIを設定します。  

 
       
経営者/管理部門/エネルギー管理者 
工場長/生産管理・生産技術者/設備担当･･･ 
様々な視点に対応したエネルギー最適化業務を支援します。  

 

 

ドリルダウン 

エネルギー演算 

業務目的別画面例 
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工場エネルギー操業支援システム Ｅｎｅｒｉｚｅ Ｅ３ の機能 

57 

【ビジュアルビルダ】：システムビルダー機能 
工場におけるエネルギーデータの流れや演算定義を設定する   
 ‐エネルギーフローモデル 
 ‐組織モデル 
 ‐生産モデル 
 

 【ドリルダウン】：ビューワー機能、帳票機能 
データの傾向や省エネルギー対策をすべき改善点を発見する 

  
【ヒストリアン】 
エネルギーデータを収集して解析用に長期間に亘って蓄積する 
 ‐定周期収集機能 
 ‐締め切り演算機能 

 

【エネルギー演算】 
エネルギーフローに則った演算からエネルギー値に換算する  
 ‐前処理演算 
 ‐変動係数ポイント計算 
 ‐エネルギーフロー演算 
 ‐案分計算 
 ‐構造集計演算 

 

【生産エネルギー演算】 
生産情報を取込み、品種・工程毎のエネルギーデータを算出する 
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Enerize導入によるコスト改善事例 
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その他 
 ・CSMS認証取得支援 
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世界初のCSMS認証取得 
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認証基準適用の考え方 
 守るべき重要資産IACSをYOKOGAWAは、“IACS製品の開発プロセス”に適用 

 開発プロセスにおけるセキュリティ管理対象 ⇒ “IACS製品・開発設備・人” 

CSMS認証取得適用範囲（システム構成） 

ISMS 

CSMS 

認証取得の適用範囲 

ﾌﾟﾘﾝﾀ

出荷ﾏｼﾝ出荷ﾏｼﾝ

総合検査ゾーン

OAゾーン

エンジニアリング端末

IACSアプリケーション開発ゾーン

開発サーバ
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セキュリティライフサイクルによる継続的な改善 

運用支援 

定期トレーニング 
定期的な保守・点検 

セキュリティ対策の維持 

管理支援 

定期的な監査と診断 
セキュリティ対策の見直し 

点検・報告 

評価・分析 
復旧支援 

通常のオペレーション 
状態まで復旧を支援 

導入支援 

新設・既設システムに対し、ライフ
サイクルにわたる最適なセキュリティ
サービス・ソリューションの提案 

構築 
既設への対策の追加を含む 

最適なセキュリティ対策の導入 

対策導入・強化 
 エンドポイント（PCクライアント） 

セキュリティ強化 
 制御ネットワークのゾーニング・ 

冗長化 
 不正侵入検知・不正アクセスの 

可視化 
 バックアップ対策 
 インシデント発生時の早期復旧に向けた

レスポンスサービス 

 定期点検時のチェッ
ク 

 アンチウィルスとセキュ
リティ更新プログラム
の定期的更新、動
作確認実施、レポー
ト提供など 

 既存の脅威や脆弱性につい
ての対策の再評価 

 新たな脅威や脆弱性が発
見された場合、それらに対す
る対策の提案など 

 簡易アンケートによる 
セキュリティ評価 

 セキュリティテクニカル 
セミナー（啓蒙） 

 現状リスク分析・ 
セキュリティポリシー策定支援 

【セキュリティ対策支援提供サービス】としてのCSMS構築支援正式メニュー化 

『CSMS構築支援 
   コンサルティング』 
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制御システム 
ネットワーク 

情報システム 
ネットワーク 

生産管理 
システム 

FCS 

HIS/EHIS 
SENG 

Exaopc 

SCS 制御バス 

情報系システム 

Gateway 
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コンサルティングメニュー 

◆セキュリティ安全性調査（FS） 
現状の把握及び脆弱性の理解支援 

 
◆セキュリティ対策要領書 
セキュリティ対策概念の理解支援 

 
◆セキュリティ対策支援 
   コンサルティング 
リスク分析及びセキュリティポリシーの策定支援 

 
◆セキュリティ対策機能導入 
   コンサルティング 
セキュリティ対策導入設計の検討支援 

 
◆セキュリティPDCA保守サービス 
セキュリティポリシー運用の監査支援 

 
 

エ
ン
ド
ポ
イ
ン
ト
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
対
策 

【CSMS構築支援コンサルティング】メニューの紹介  
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技能継承においても、現場データや、操業のデジタル化を活
用したソリューションが有効。 

これらもIOTによるデジタル化とその解析を活用した一つの例。 

他にも、IoTに関連して、操業データの解析による品質向上、
生産性向上、設備故障の削減などの取組も実施しているが、
それは、各社すでに取り組まれていることと思う。今まで以上
に工程や部署をまたがった情報交換でより高い成果を期待
する。 

技能継承といった視点で、こういったソリューションを有効活用
し、人材の効果的な活用を推進し、各企業の競争力を高め
ていってもらいたい。 

 

 

 

まとめ 
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