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まえがき

食品分野では，生産システムとして，生産設備の効率

化・安定化，安全な食品製造に対する HACCP（危害分

析・重要管理点）対応，さらに情報システムとして，調

達・生産・物流・販売の全体最適化を図る SCM（Supply

Chain Management）の構築が要求されてきている。

これらの要求に対応するため，自動化，IT（Informa-

tion Technology）化により，生産設備の監視制御システ

ムと物流・販売・調達などの情報・管理システムを融合し

た総合生産管理システムの構築が必要となってきている。

本稿ではマルチベンダー製品で構築した総合生産管理シ

ステムの概要および納入事例として，サッポロビール（株）

ビール醸造プラント向けの国内最大級のパソコンシステム

を紹介する。

システムの特長と構成

２.１ システムの特長

マルチベンダー製品による大規模システム

マルチベンダー製品（汎用パソコン，パソコンサーバ）

で，制御システムと情報システムを統合した大規模なオー

プン化統合システムである。従来の分散制御システム

（DCS）と同等の性能を実現するとともに，先進性とコス

トパフォーマンスの高い生産システムである。

フレキシブルな銘柄管理システム

変種変量生産に対応したフレキシブルなスケジューリン

グ機能，銘柄管理機能を実現している。製品切換を短時間

で行えるフレキシブルな生産システムである。

開発効率・保守性のよいシステム

設計・試験効率および保守性を向上させる高効率エンジ

ニアリングツールを採用した。このツールにより，ユー

ザー側によるコンカレントなエンジニアリング作業，ビ

ジュアルな工程進ちょくの管理が行え，エンジニアリング

効率・保守性向上を実現している。

SCM構築を支援する製造管理システム

製造設備の監視制御をベースとし，製造情報の管理，上

位ホストシステムとの連携を実現し，SCM構築を支援で

きる製造管理システムである。

２.２ システム構成

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，目覚ましい発展を遂げ，価格も低下している。

従来の専用機による DCSではなく，汎用パソコンを応

用した総合生産管理システムの構成例を図１に示す。

システム機能

３.１ 制御機能

高品質な製品の製造，フレキシブルな製造への柔軟な対

応および開発効率・保守性のよさをコンセプトとしており，

特徴は次のとおりである。

スケジューラからの自動起動を行っている。

高品質を維持するために，自動シーケンスの途中でガ

イダンスや音声メッセージを出力し，オペレータに確認

やデータの入力を求めるといった，人と調和した製造方

法である。

バッチ銘柄管理パッケージ（FLEX-BATCH）により

シーケンスの組合せが自由・自在である。

SFC＋Excel
〈注１〉

形式のタイムチャートによる階層化され

たシーケンスの構成を採用している。

３.２ 銘柄管理機能（FLEX-BATCH）

バッチプラント制御の国際基準である ISA-S88に準拠

した FLEX-BATCHは，SFC 表現による階層化された

シーケンスにより，複雑なバッチシーケンスの設計を容易

にしている（表１）。また，品種追加などによりシーケン

スの工程の順番が変わっても，パラメータの変更と同様な

感覚で簡単に対応できるようになっている。

スケジュールシーケンス

〈注１〉Excel ：米国Microsoft Corp.の登録商標
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各製品を製造するときの設備の順序を定義している。

設備シーケンス

各設備内の工程の順序を定義している。

ユニットシーケンス

各工程内の機器動作を具体的な入出力機器と関連づけて

定義している。

週間スケジューラとのリンク

週間スケジューラの起動時刻になると FLEX-BATCH

のスケジュールシーケンスが起動され，処方のダウンロー

ドが始まる。

品種ごとの製造パラメータの管理

仕込み計画で登録した仕込み記号によって品種ごとの原

料の配合が決定され，FLEX-BATCHの銘柄，設備，ユ

ニットの各パラメータに展開される。各パラメータは，起

動する設備と連動してコントローラへダウンロードされる。

実績データの収集

運転した各設備の実績データをロット（順号）ごとに収

集し格納する。収集されたデータは，帳票出力または上位

伝送データとして使用している。

クライアントによるバックアップ（冗長化）

FLEX-BATCHのサーバがダウンしてもクライアント

がバックアップし，運転が継続できるようにしている。

３.３ スケジューリング機能

１週間単位の仕込みの計画を行い，予定された日時に予

定どおりの品種の仕込みを行うためのスケジューラである。

開始日，開始時刻および各種パラメータを設定し，予約す

ると開始時刻に自動的にスタートする。設定に際しては合

理性のチェックの機能がある。

３.４ オペレーション機能

自動ポップアップ画面

従来のように全自動を追求するだけではなく，高品質の

製品を確保するためにオペレータとの調和を図っている。

そのためにシーケンスの工程により自動的にポップアップ

ウインドウを出現させ，品質確認やデータの入力を促して

いる。

設備運転状態表示とシーケンス操作スイッチ

運転状態表示は，設備グループ→設備→シーケンス操作
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スイッチと階層化されていて，該当設備の起動，一時停止，

再開，強制終了を行うことができる。プラントフロー画面

の左端に設備運転状態が一目で分かるように常時表示して

いる。

各機器の操作と状態表示

プラントフロー画面上のシンボルをクリックすると機器

の操作ウインドウが出現し，各機器のオーバーライドの操

作や強制オン・オフの操作が可能である。機器の各状態は，

プラントフロー画面上のシンボルが色替りし，オペレー

タが一目で分かるようになっている。

機器検索，タグナンバー検索機能

HMI（Human Machine Interface）で管理している機器

や内部計器および DI 信号を素早く見つけ出すための検索

したいタグナンバーを入力すると，該当する一覧画面の該

当機器にジャンプする機能である。

実行中工程の操作・表示機能

実行中工程状態（実行中，実行済みなど）を５色で色替

え表示している。また工程のモード（自動，手動など）切

換や指定工程実行（工程ジャンプ），強制終了が可能であ

る。なお，工程名称は，レシピにより文字と順番を自動的

に並べ替えて表示する機能が標準で装備されている。

セキュリティ機能

パスワードに４種類の操作レベルを設定している。管理

者レベルはすべての操作が可能，ゲストレベルは監視のみ

である。そのほかにオペレータレベル１と 2でプラント画

面や各種設定画面の操作を制限している。

３.５ エンジニアリング機能

開発効率・保守性のよいシステムをコンセプトとしてお

り，高効率を実現するために Excelなどの OA用ソフト

ウェアを使用したオープンなツールを採用している。

３.５.１ 高効率エンジニアリングツール

SFC 連携 Excel タイムチャート（図２）「HEART

（High Efficient Advanced engineeRing Tool）-SELECT

（Sfc rELational ExCel Timechart）」を採用し，設計およ

び試験の効率向上，品質向上を実現している。HEART-

SELECTは，Excelを用いたエンジニアリング支援ツール

であり，作成したタイムチャート表現の制御仕様書（以下，

仕様書と略す）から制御アプリケーションソフトウェア

（以下，制御ソフトウェアと略す）を自動生成する。また，

コントローラと接続して，仕様書の形でモニタリングを行

うことができる。図３に，従来システムと高効率エンジニ

アリングツールを使用した場合の業務工数の比較を示す。

また特長を以下に述べる。

パソコン＋Excelを使用した，オープンな動作環境で

ある。

ファイルは，Excel 形式のオープンなものである。し

かも，小さなサイズなので電子メールでのやり取りが容

易である。

仕様書から制御ソフトウェアを自動生成する。

Excelの仕様書上でのモニタが HMIでも可能である。

また，実行工程，出力信号，インタロック信号の状態を

色替えできる。

Excelの優れた編集機能〔複写，置換，検索，UNDO

（元に戻す）など〕と表示機能（拡大，縮小）および印

刷機能が利用でき，しかも簡単である。

同じ動きのシーケンスが複数ある場合は，nセット展

開テーブルの機能により，複数に自動展開できる。

出力に機器指定を行うとバルブやポンプのアンサーを

移行条件に自動で組み込むことができる。

インタロック定義により，異常要因を監視し一時停止

や指定工程にジャンプができる。監視工程は，要因ごと

に指定可能である。また，複数の異常が発生した場合は，

最初の要因を特定する機能がある。

シーケンスの起動，一時停止，再開，ジャンプ，強制

終了の機能が装備されている。

仕様書＝ソフトウェアなので，試験中に発生した変更

を仕様書にフォローする必要がない。

３.５.２ その他の Excel シートによるエンジニアリング

Excelで作成されたエンジニアリングデータ（仕様書，

機器リスト，タグナンバーリスト，I/Oリスト，内部計器

リスト，工程名称一覧，帳票フォーマットなど）を活用し，

HMIやコントローラがそのデータを参照して動く構造を

作り出している。さらに Excelシート上でモニタができ，

動作確認が可能である。これにより，仕様書の各データを
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図２　SFC連携 Excel タイムチャート

機能仕様設計�
（機能仕様書）�

従来システム�

高効率�
エンジニア�
リングツール�

（機能仕様書，�
　ソフトウェア図面）�

大幅な期間短縮�

機能仕様設計�
（機能仕様書）�

総合�
テスト�

情報�
追加�

ソフトウェア�
設計（ソフト�
ウェア図面）�

ソフト�
ウェア�
入力�

単体�
デバッグ� 総合テスト�

図面�
フォ�
ロー�

図３　従来システムと高効率エンジニアリングツールの工数比較
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そのまま利用でき，高効率のエンジニアリングを実現して

いる。仕様書と各ソフトウェアの関連を図４に示す。

３.６ 帳票機能

この機能は，バッチ終了後，バッチ報の印字を行うもの

である。フォーマットは Excelにて自由に作成でき，ロッ

トナンバーと使用量，各工程の開始・終了時刻と仕込み量

などの設定値や実績データの印字およびサーバへの自動退

避を行っている。また，本システムでは，オペレータが各

データを確認後，印字操作によってバッチ報が印字できる

仕組みとしている。

３.７ 製造管理サーバ機能

パソコンサーバを採用し，主に次に述べる機能を実現し

ている。

操業スケジュールおよび操業実績の一元管理

本サーバは，オペレータ入力による各種マスターデータ，

操業データおよびコントローラからの実績データを管理し

ている。本システムのデータベースとしては，SQL Server

7.0を使用している。

上位伝送機能

この機能は，本社ホストシステムからの送信要求に対し

実績データをテキストファイルへ編集し，本社サーバへ

FTP〔TCP/IP（Transmission Control Protocol/Internet

Protocol）によるファイル転送〕にて送信している。

総合生産管理システムの納入事例

納入事例として，2000年 3 月に完成した最新鋭のビール

工場「サッポロビール新九州工場」（図５）のシステムを

紹介する。

醸造設備の原料仕込みから酵母・発酵・貯酒・ 過まで

の全ラインを対象にした大規模なシステムである。

従来のコンソールタイプの DCSでの膨大な中央監視制

御室ではなく，21世紀の工場にふさわしい，マルチベンダー

製品使用によるオフィス感覚の最新鋭の制御室（図６）と

なっている。

システム構成

富士電機のオープン統合化制御システムである FOCUS

をベースに構成されている（図７）。

原料・仕込み・酵母工程，発酵・貯酒工程， 過工程の

各工程グループごとに制御 LANを設け，監視・操作パソ

コンが設置されている。各パソコン間は情報 LANによっ

て接続されている。各現場操作室，事務所に設置する監

視・操作パソコンおよび中央監視室に設置するデータサー

バもこの情報 LANに接続されている。

パッケージング工程やユーティリティ設備など他工程と

の伝送は，Ethernet
〈注２〉

で接続されている。また，データサー

バから，帳票データなどの運転実績を本社ホストシステム

に伝送している。

コントローラと現場の I/O 機器間は，フィールドネッ

トワークを使用し，省配線，フレキシビリティを実現して

いる。

現場機器はスマートタイプ発信器を採用しているため，

監視・操作パソコンから，発信器の状態表示，各種パラメー

〈注２〉Ethernet：米国Xerox Corp.の登録商標
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図６　パソコン使用によるオフィス感覚の最新鋭制御室

図５　サッポロビール（株）新九州工場の全景
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タ設定が可能である。

データサーバは，各パソコンからの各種データ（トレン

ド，帳票，アラーム，レシピデータ）を管理する。

銘柄管理（FLEX-BATCH）パッケージにより，レシピ

データの作成，管理およびプラントの監視・制御，実績管

理など，銘柄を製造するために必要な機能を実現している。

週間スケジュール設定機能，自動スタート機能，実績確認

機能も提供している。

納入機器

主なハードウェアは次のとおりである。

™監視・操作パソコン（FMV）：17台

™データサーバ（GRANPOWER5000）：1セット

™コントローラ（ACS-2000）：20台

™各種 I/O機器：入出力点数　約 20,000 点

™発信器（FCX）：約 500 台

あとがき

食品分野は製品の多様化，生産拠点の再編による設備投

資が活発であり，自動化，IT 化の推進が加速されてきて

いる。

製造設備の計測・制御から発展し，製造部門と管理部門

を融合し全体最適化を図る SCM実現のための総合管理シ

ステムは今後，需要拡大・発展が見込まれる。

最後に本システムの完成にあたり，ご指導・ご協力いた

だいたサッポロビール（株）の関係各位に感謝する次第であ

る。
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図７　醸造制御システムの構成



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




