
富士時報　Vol.79 No.3 2006

特
集
2

特
集
2

262（66）

生産効率向上を実現する食品分野向け中小規模計測制御
システム
小林　益之（こばやし　ますゆき） 御厨　　隆（みくりや　たかし）

小林　益之

鉄鋼，石油，食品，医薬品，化学
分野計測制御システムのエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士
電機システムズ株式会社産業プラ

ント本部第二統括部計測システム

技術部グループマネージャー。

御厨　　隆

鉄鋼，ガス，食品，医薬品，化学
分野計測制御システムのエンジニ

アリング業務に従事。現在，富士
電機システムズ株式会社産業プラ

ント本部第二統括部計測システム

技術部担当課長。

　まえがき

　食品分野では，フレキシブルな製造体制の確立を目指し，

経営生産システムと連携して「製造計画，実行，実績管理，

品質管理」を行う計測制御システムと製造管理システムの

導入が増加している。また，品質管理を目的とした「原
料から製造工程および物流までのトレーサビリティシステ

ム」の早期導入が計画されている。さらに，老朽化対策と

してのシステム更新も着実に実施されている。

　このようなニーズに対して，富士電機は食品分野におけ

る生産効率と品質向上を図る各種システムを提供している。

　本稿では，「品質と生産効率の最適化」の考え方および

食品分野向けバッチ製造プロセスへの適用例を紹介する。

　品質と生産効率の最適化システム

　食品分野では，消費者の食への安全性重視および嗜好
（しこう）の多様化による多品種小ロット生産に対応する

ための自動化，製造リードタイムの短縮，品質管理システ

ムおよびトレーサビリティの構築が進められている。また，

「品質と生産効率の最適化」を目指して，さらなる安全・

安定操業への取組み，操業コスト低減，実績分析による品
質向上対策が進められている。

　「品質と生産効率の最適化」を実現するためには，以下
の四つの業務の流れを円滑にタイムリーに回すことができ

るシステムを構築することが重要である（図 1参照）。

（1）　経営情報システムからの生産計画をタイムリーに製造
計画に展開（Plan）

（2）　多品種少量生産計画を正確に製造システムへ反映し製
造（Do）
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図１　製造品質と生産効率の最適化システム
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（3）　製造後の実績を収集し分析（Check）
（4）　実績分析した結果を製造計画へ反映（Action）

　バッチ製造プロセスへの適用

　製造管理・計測制御システムが，タイムリーに製造を

実行するためには，前章で記載した Plan，Do，Check，
Actionの業務サイクルをタイムリーに正確に回すことが

必要である。ここで重要な役割を果たすのが，計測制御シ

ステム（PAS：Process Automation System）と製造管理
システムである。図 2に製造管理・計測制御システムの構
成例を示す。図 3に食品分野向けバッチ製造プロセスの例
を示す。

　製造管理システムは一般的に生産時点（POP：Point of 
Production）の機能と合わせて，工程管理，現物管理，品
質管理，製造指示，進捗（しんちょく）管理，工場内物流
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図2　製造管理・計測制御システムの構成例
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図3　食品分野向けバッチ製造プロセスへの適用例
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管理，生産設備制御，保守管理などの各種の生産支援・管
理を行う機能を備えている。製造管理システムについては，

特集 1で詳細を紹介しているので参照願いたい。

　以下，Plan，Do，Check，Actionの業務サイクルの各
フェーズにおいて必要となる機能について説明する。

3.1　Plan フェーズ

　Planフェーズでは，本社経営生産システムと工場製造
管理システムとの間で，日々の営業情報に基づいた生産計
画をどの工場設備でどのように製造するか具体的に展開さ

れる。この設備繰りは，製造品目と製造設備および製造時
間を考慮し計画される。この設備繰り作業は人間の判断
を多く必要とする作業であり，自動化が困難な業務である。

この業務で扱う生産品目数や原料品目数は数千種類に及ぶ

こともあり，製造手順は約 100工程が必要となる場合もあ

る。その数は業種や設備によって千差万別である。

　この製造管理システムレベルで必要となる機能は，

　　①　製造スケジューラ

　　②　製造実行指示・進度管理
である。

3.2　Doフェーズ

　Doフェーズでは，計画された製造計画（どの設備でい

つどれくらい製造するかの計画データ）が，製造設備を自
動制御する監視制御システムへ展開される。

　この監視制御システムで必要となる機能は，バッチ銘柄
管理機能と製造プラント運転監視機能である。

（1）　バッチ銘柄管理システム

　一般的にバッチ銘柄管理システムには，製造予約の確認，

製造処方の管理，製造の管理，実績収集の機能が必要であ

る。

　（a）　製造予約
　 　製造予約では，製造管理システムにて計画された設備
ごとの製造計画を設備ごとに製造番号（ロット）を指定
し登録する。

　 　製造予約は人が打ち込むことが多い。それは製造計画

の急な追加などで予約を変更することが多いからである。

システム的にも変更に耐えられる構造が必要である。

　（b）　製造処方管理
　 　製造処方管理では，製造する手順（工程）とその工程
で使用する設定値（パラメータ）を管理する。

　 　製造処方は，マスター処方から製造量を計算し設定す

るが，プラントによって以下の二つの変更パターンがあ

るので，両方のパターンが使用できる構造が必要である。

　　① 　製造手順は品種によって変化せず，設定値のみ変
化

　　② 　製造手順と設定値とも品種によって変化
　　 　製造手順は，「標準作業手順書：Standard Opera-

tion Procedure（SOP）」として管理されることが最
近の傾向である。この標準作業手順書に従い銘柄管理
システムに製造手順を定義していくことになる。

　　 　製造手順をまとめるうえで重要なことは以下のとお

りである。

　　① 　設備ごとに製造手順のブロック化と標準化を整理
すること

　　② 　ブロック化された手順は設備ごとに共通化するこ

と

　　③ 　ブロック化する時にはトレーサビリティ管理する

項目も考慮しブロック化すること

（2）　監視制御システム

　監視制御システムは，バッチ銘柄管理システムと連携し

品目ごとにその製造手順とパラメータを自動的に設定し，

制御する。

　図 4に銘柄管理システムによる製造指図書の展開を示す。

製造指図書および製造パラメータテーブルを銘柄管理シス

テムにより管理し，監視制御システムへダウンロードする。

　効果として以下の項目が挙げられる

　（a）　製造計画の容易な展開
　　① 　製造パラメータテーブルで製品マスターを一括管

理
　　② 　製造指示図書の内容を一括展開（レシピ変換処

理）
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効果

1．製造計画の容易な展開
2．監視操作性の向上

発行日　xx.xx.xx
製造日　xx.xx.xx
製品名　仕込量　LotNo　工程
XXXX　3.0t　　0300　3001
原料A　xxxxxg
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登録 設備シーケンス

設備パラメータ

折れ線パターン

図4　銘柄管理システムによる製造指示図書の展開

運用監視画面にて設備ごとに稼動状況および
シーケンスステップ状況の監視が可能

運用監視画面にて設備状況表示
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図5　階層別ステップ状況監視
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　　③ 　原料計量分割，特殊運転などへも対応可能
　（b）　監視操作性の向上
　　① 　製造釜選択が容易
　　② 　監視操作画面で工程・原料の表示が可能
　（c）　階層別のステップの監視が可能
　　① 　異常発生時に「設備稼動状況」から「工程状況」

および「シーケンス状況」を順を追って，オペレー

タステーションにて確認可能となり，異常復旧時の

現況把握と普及作業の効率化が図れる。

　　② 　試運転調整時・正常運転時にオンライン確認が可
能となり，プラント操業状況確認作業の効率化が図
れる。

　　図 5の階層別ステップ状況監視を参照いただきたい。

　監視操作システムとしてオープン統合化制御システムを

使用する。

　オープン統合化制御システム「FOCUS-Jupiter」（フォー

カスジュピター）はオープン化，高信頼性，汎用性といっ

た時代が要求するファクターをシンプルなシステム構成で

実現する計測制御システムであり，製造管理システムと

連携が容易なシステムである。高機能プログラマブルコ

ントローラ（PLC）「MICREX-SX」シリーズ「Jupiter」
は，計装パッケージ搭載，冗長化構成，マルチ CPU構成
で処理容量が可変などの特長がある。エンジニアリング革
命ツール「HEART」（ハート）は，普段使っている OA
ソフトウェア（Visio

〈注 1〉

，Excel
〈注 2〉

）をエンジニアリング支援
ツールとして使用し，作成した制御仕様書は自動変換され

て PLC制御ソフトウェアになる。また，制御仕様書上で

モニタリングができる。バッチ銘柄管理システム「FLEX-

BATCH」（フレックスバッチ）は，国際規格 IEC61512に
準拠しており，処方データおよびバッチシーケンスの作成
変更が容易にでき，バッチ報やバッチトレンド機能が装備
されている。

3.3　Check フェーズ

　Checkフェーズで，製造管理システムに必要な機能は

以下のとおりである。

　　①　製造品目別の実績管理
　　②　トレーサビリティ機能
　　③　製造実績分析ツールの装備
　監視制御システム側には，下記の機能が必要である。こ

れらの機能をバッチ銘柄管理システムにカスタマイズし機
能追加し提供するケースも多い。

　　① 　品種ごとの実績値を製造工程と 1画面で比較でき，

工程ごとの製造時間と品質データのチェックができ

ること

　　② 　①の結果を反映した試験品種データの管理が容易
なこと

3.4　Action フェーズ

　Actionフェーズでは，日々の操業状況の中から，Check
フェーズ段階での分析結果を製造品目ごとの処方および作
業標準マニュアルに反映することにより，品質および生産
効率を継続的に改善できる。

（1）　製造品目の品質向上
　製品分析結果と装置の操業データを分析した結果から品
質を左右する要因を抽出し，処方を最適値とすることによ

り製品品質を向上できる。

（2）　生産効率向上
　品種ごとおよびバッチごとに重要プロセスデータの操業
トレンドを比較することにより，以下の項目を分析し操業
時間の効率化（短縮化）が可能となる。

　（a） 　操業班ごとおよびオペレータごとの操作時間の違い

を明確にでき，人による作業時間の歩留りをなくすこ

とができ生産効率を向上できる。

　（b） 　作業標準マニュアル（SOP）の見直しにより作業改
善を実現できる。

　あとがき

　今後，食品分野では「製造品質と効率の最適化およびト

レーサビリティ化」の加速が予想される。特に，農林水産
省の指導もあり，より一層のトレーサビリティ導入が見込
まれる。

　富士電機ではこのようなニーズに対し IT（Information 
Technology）を活用し，計測制御システムおよび製造管
理システムの機能充実を図っていく所存である。
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〈注 1〉Visio：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注 2〉Excel ：米国Microsoft Corp.の登録商標
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