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まえがき

近年，バッチプラントを扱う化学工業分野ではバブル経

済崩壊後，品質の高度化，安全化の要求は厳しくなる一方

である。また，労務単価の高騰や人手不足も重なって，省

人化，省力化を一層進めなければならなくなってきている。

このような状況のなかで自動化，合理化だけでなく，変種

変量生産，短納期化，高品質化などの市場ニーズの多様化

に対応した情報制御システムが要求されている。一方，設

備投資額の低減のため，低価格システムをも要求されてい

る。

本稿では，このような環境下で必要とされるバッチプラ

ントの情報制御システムを紹介する。

バッチプラント向け情報制御システム

バッチプラント向けシステムの顧客ニーズと対応システ

ムは次のとおりである。

既存設備の利用で生産性向上をしたい（大規模投資は

過去のもの）→統合とオープンな分散形制御システム

（DCS）化

小規模で安価な操作性がよいシステムとしたい→低コ

ストのパーソナルコンピュータ（パソコン）応用システ

ム

計器室の統合を行いたい→システムのオープン化

変種変量生産を簡単に行いたい→フレキシブル銘柄管

理システム

これらの要求にマッチしたシステムとしてパソコン応用

のオープン統合化制御システム「FOCUS」およびフレキ

シブル銘柄管理パッケージソフトウェア「FLEX-BATCH」

を使用した情報制御システムについて述べる。

２.１ オープン統合化制御システム FOCUS

近年，パソコンはハードウェア，ソフトウェアの両面に

わたりめざましい発展を遂げ，価格も低下している。また，

産業分野で使用するグラフィカルユーザーインタフェース

のパッケージも専門メーカーから市場に本格的に提供され

る状況となっている。一方ユーザーでも，パソコンの導入

に積極的に取り組んでおり，メーカーに対し，現状の中小

の計装システムを構成する DCS として，パソコンを応用

した計装システム（以下，FOCUS システムという）を要

求する場合が多くなっている。図１にシステム構成を示す。

FOCUS システムの特長は次のとおりである。

オープン環境のプラットホーム

オペレータステーションとしてDOS/V
〈注1〉

機を採用

している。パソコン本体やプリンタなどの周辺機器

は，用途に応じた最適な機種を選択し，使いやすく

コストパフォーマンスのよいシステムを構築できる。

OSは Windows NT
〈注 2〉

を採用し，親しみやすい操作

性と高い信頼性を実現するとともにWindows NT用

各種流通ソフトウェアを利用することができる。

Ethernet
〈注3〉

により FA，OAなど他システムとのデー

タ連携を可能とした。

製造，物流，保全など広範囲にわたる統合システム

の中での活用を容易にしている。

目的に合わせて選べるコントローラ

ACS-2000 は，富士電機のDCSであるMICREXシ

リーズと共通な EI 統合コントローラである。DCSで

培われてきた機能，性能，信頼性，ソフトウェア資

産をそのまま継承している。

シーケンス制御を中心とする場合には，プログラマ

ブルコントローラMICREX-F を使用することにより

コストミニマムなシステムが構築できる。システム規

模に合わせて最適な機種を選択することができる。

簡単操作のエンジニアリング

プラント監視画面の運用・支援に関しては，Wonder

ware 社の InTouch を採用。グラフィカルな画面をプ

ログラムレスで作成できる。

〈注 1〉DOS/V：日本アイ・ビー・エム（株）の商品名称

〈注 2〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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コントローラ支援ツールFPROCES（エフプロセス）

は，多彩なプログラミング言語（例えば，SFC，ラダー

図，タイムチャート）をサポートし，デバッグ，モニ

タ機能など，豊富な機能で効率的にエンジニアリング

を行うことができる。

容易な拡張性

段階的なシステム構築が可能な分散システムである。

設備の増設に伴うシステム構築の変更に対し柔軟に対

応可能な多数の機能を用意するとともに，工場内シス

テムとの連携，遠方監視などのクライアント・サーバ

システムへのビルドアップを可能としたシステム構造

をとっている。

２.２ フレキシブル銘柄管理システム

バッチプラントの生産の特徴である変種変量生産を実現

するためには，情報 LANからの生産情報と銘柄管理・製

造システムを接続し，生産情報を銘柄管理情報に変換し，

スムーズに生産につなげることが必要である。

また，銘柄管理システムは生産情報をもとにスケジュー

リングを行い，適切なスケジュールで生産することが必要

である。銘柄管理システムのポイントを図２に示す。

以下に，フレキシブル銘柄管理システムを構成するため

の「FLEX-BATCH」と「AI スケジューリング」を紹介

する。

２.２.１ 銘柄管理システムの目的

銘柄管理システムの導入目的を以下に記す。

省力化，生産性向上，運転の質の向上

製品品質の向上，安定化，歩留りの向上

製品切替え時間の短縮

プロセス変更に対する柔軟性

経営情報と生産管理システムの有機的結合

原料，製品在庫量の削減

誤操作防止，誤設定防止，誤動作防止

遠隔操作化，作業性改善

２.２.２ 銘柄管理システムの機能

２.２.１項の目的を実現させるための機能は次のとおりで

ある。

処方の作成・予約・登録・実行が容易に行えるシステ

ム

設備ごとの運転状況がグラフィカルな画面で監視・操

作可能なシステム

銘柄，品種，ロット，バッチごとの運転監視が高い操

作性で行えるシステム

実績データの収集・加工が容易に行えるシステム

実績データ，演算データ，手入力データがバッチ帳票

に容易に出力可能なシステム
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図１　FOCUSのシステム構成

生産方式が変種変量 
生産 

〈バッチプラントの特徴〉 〈ユーザーニーズ〉 〈ポイント〉 

ユーザーサイドでの 
銘柄の登録・ソフト 
ウェアの作成が容易 

市場動向により生産 
量が大きく変動する 

製造量を変更するだ 
けで他のデータが変 
更されること 

ユーザーが容易に 
シーケンスを作成 
できること 
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図２　銘柄管理システムのポイント
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バッチシーケンス，工程監視画面，帳票などのエンジ

ニアリングが容易なシステム

オンラインでソフトウェアの変更・メンテナンスが行

えるシステム

２.２.３ FLEX-BATCH

バッチプラントは，変種変量生産であり，品種によりそ

の品種を製造するために必要な製造工程や，設定値も異な

り，品種ごとに条件をコントローラに設定する必要がある。

この仕組みを銘柄管理機能という。

FLEX-BATCHでは，銘柄管理機能をWindows NT上

で動作させ，Ethernet 経由でコントローラとデータの送

受信を行えるよう，パッケージ化している。

FLEX-BATCHの特長を以下に記す。

国際規格 IEC61512-1（ISA S-88.01）に準拠

難しいバッチシーケンスが簡単に作成可能

処方データの作成・変更が容易

階層化シーケンス

コントローラへの直接ダウンロード方式で信頼性は抜

群

処方により詳細工程表示画面が自動生成・自動修正

シーケンスの一時停止，歩進，ジャンプ，中断機能が

標準装備

オンラインメンテナンスが可能

豊富な種別の実績データ収集

優れたバッチ報

小規模から大規模まで統一思想の多彩なシステム構成

FLEX-BATCHの基本仕様を表１に，国際規格 S-88.01

に準拠した基本思想を図３に示す。

２.２.４ AI スケジューリングシステム

本システムは，バッチプロセスの生産計画の立案，およ

び運転実績の管理を支援するものである。生産オーダーに

より生産計画を立案する高速スケジューリングが可能であ

り，さらに FLEX-BATCHとの連携により製造実績を取

り込むことで，実績を反映させた実運転に近いスケジュー

リングが行える。

特長を以下に記す。

FLEX-BATCHとの連携によりダイナミックスケジュー

リングおよびオペレータステーションでのスケジューリ

ング調整が可能

銘柄管理ソフトウェアとの連携によりロットごとの最

適な処方データを自動生成

高速スケジューリング機能

実績データに基づくシミュレーションが可能〔ガント

チャート・工程進捗（しんちょく）〕

バッチプラント向け情報制御システムの

システム構成例

バッチプラントの規模に応じたシステムとして

小規模

パソコン（FOCUS）＋ PLC（MICREX-F，MICREX-

SX）

中小規模

パソコン（FOCUS）＋ EI 統合コントローラ（ACS-

2000，ACS-250）

大規模

DCS（MICREX-IX，MICREX-AX）＋パソコン

についてシステム構成例を示す。

３.１ 小規模システム

小規模でシーケンス制御を主体としたプラントに採用す
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表１　FLEX-BATCHの基本仕様 

基　本　仕　様 

スケジュール 
　　シーケンス 
　　　（SEQ） 

銘柄数 

設備数 

同時に動ける銘柄数 

ステーション数 

設備シーケンス 

スケジュールSEQ数 

スケジュールSEQ 
工程数 

起動設備SEQ数 

設備 SEQ数 

タイムチャート数 

工程数 

設備パラメータ数 

999品種/1システム 
（HDDの容量による） 

999本/1システム 
（HDDの容量による） 

32工程/ 
1スケジュールSEQ

32設備/1スケジュールSEQ

24設備/1ステーション 

64本/1ステーション 

SFC数 200本/1設備SEQ

96工程/1設備SEQ

128パラメータ/1設備SEQ

192設備/1システム 

192銘柄/1システム 

8ステーション/1システム 

（a）S-88.01に準拠 

処方ユニット 
プロシジャ 待機 仕込み 

仕込み 

昇温 

排出 

昇温 仕込み 

設備3

昇温 反応 設備シーケンス 

処方オペレー 
ション（単位 
シーケンス） 

処方フェーズ 

待機 ポンプ運転 流量積算 

流量積算回路 

ループ図 
ラダー図 

プロシジャ図 

VFB図 

条件テーブル 

ユニット 
シーケンス 

個別回路 

処方プロシジャ 

S-88.01 内　容 FLEX-BATCH

混合槽 反応槽 製品槽 スケジュール 
シーケンス 

（b）階層化シーケンス 

　スケジュール 
　シーケンス 
（銘柄シーケンス） 

設備シーケンス 
（マスタシーケンス） 

ユニット 
シーケンス 

設備1
設備2
設備3

設備1
設備2
設備3

仕込み 
昇温 
排出 

ポンプ1
バルブ3
ポンプ3

SFC タイムチャート 

図３　FLEX-BATCHの基本思想
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る。

低コストを重視したシステムとして，HCI（Human

Computer Interface）にパソコンを使用し，銘柄管理シス

テムを組み込んでいる。コントローラとしてはプログラマ

ブルコントローラ（PLC）を使用する。

図４にシステム構成例を示す。

３.２ 中小規模システム

オープン化システムとして HCI にパソコンを使用し，

さらに信頼性向上のため DCS と同じハードウェアのコン

トローラを使用する。また二重化システム，EIC 制御が可

能である。

図５にシステム構成例を示す。

３.３ 大規模システム

大規模プラントの統括監視制御に使用する。

DCS と銘柄管理用パソコンを使用し，高信頼性，安全

性を追求したシステムである。

図６にシステム構成例を示す。

あとがき

FOCUS，FLEX-BATCHを中心としたバッチプラント

向け情報制御システムを紹介した。

今後の技術動向として以下のものが考えられる。

DCSとパソコンの共存とオープン化の進展

光フィールドバスを含めたフィールドバスの普及

リモートオペレーション，リモートメンテナンス

ユーザーとメーカーが一体となったエンジニアリング

国際規格化の促進

今後は，情報 LAN，汎用ソフトウェアの発展により，

コンピュータ，DCS，PLC の機能ボーダーラインがなく

なり，オープン化が促進されると思われる。

コンピュータ，DCS，パソコン，PLCを 1社でソリュー

ションとして提供できるメーカーとして，今後さらに最適

なバッチプラント向け情報制御システムを提供する所存で

ある。
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