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　まえがき

　一般消費者の商品に対する価値観は，インターネットを

代表とする情報伝達の高速化，多量化に伴い大きく様変わ

りをし，ニーズの多様化，商品寿命の短命化が加速してい

る一方で，ひとたび品質問題が発生した場合の市場インパ

クトをより一層大きなものとしている。

　また，商品そのものの価値に加え，環境対策，省資源・

省エネルギーへの企業の取組み姿勢なども市場に影響を与
える要因となりつつある。

　このような変化の中，商品を市場に供給する生産者側で

ある各種製造業においては，一層の競争力確保に向けて，

以下の経営課題への取組みがもはや必須の状況にある。

™  商品投入における市場ニーズの早期かつ的確な把握
™  品質の維持向上による企業ブランド価値の保持
™  筋肉質な生産・供給体制による高収益体質化
™  環境対策への取組み強化と市場への PR
™  企業内情報の共有加速によるスピード経営化
　このような経営課題に対し，ものづくりの中核を担う製

造拠点においては，以下が企業体質強化に貢献するための

ミッションとなる。

™  フレキシブルな製造体制の確立
™  品質管理の徹底（製品品質から製造品質へ）

™  省資源製造，ロスコスト撲滅の追求による高効率・低エ

ミッション体質の実現
™  ものづくり情報の見える化による迅速な情報提供
　富士電機はこれら工場ミッション達成に向け食品・化学
分野など，バッチおよび連続プラント型製造業において

長年培った情報制御技術を集約統合し，プラント系製造ソ

リューションとして体系化した。

　プラント系製造ソリューションのコンセプト

　以下にそのコンセプトを示す（図 1）。

（1）　製造ラインおよび付帯ユーティリティ設備の監視・制
御システムと上位の製造管理システムを水平・垂直統合
し，ものづくりにかかわる一切の情報を集約し，一元管
理を行う。
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図１　プラント系製造ソリューションのコンセプト
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（2）　集約された情報を多角的に分析できる環境を提供し，

現場，工場管理，経営管理の各層に必要となる情報を遅
延，漏れなく必要な形態で入手可能とする。

（3）　情報提供手段をWeb環境に統合し，情報の機密性を

保持しつつ，いつでもどこでも情報が入手可能な基盤を

整備・提供する。

　プラント系製造ソリューションは，「製造実行管理シ

ステム（MES：Manufacturing Execution System）パッ

ケージ商品群 MainGATE-Process」「製造ライン監視
制御システム」「エネルギー統合管理システム（EMS：
Energy Management System）」により構成される。各仕
組みの特徴を図 2に示す。

　製造実行管理システムの概要

　MainGATE-Processシリーズは以下の五つのシステム

をコアに構成される。

（1）　統合マスター管理システム（MainGATE/IM）

　製品を製造するために必要となる製造レシピ，作業レシ

ピ関連マスターを統合管理する仕組みである。

　このシステムにより工場内に散在する各管理システムの

マスター情報を集約し，マスター間の類似データの共有化
によりメンテナンスの効率化を図るとともに，マスター間
の相互関係を定義することで，マスター情報の追加・変更
時に，変更の必要なマスター群を展開し，メンテナンス指
示を自動発行する機能を有する。これによりマスターメン

テナンスの漏れ，ミスを防止し，製造不具合の誘発を抑止
する。図 3に統合マスター・エンジニアリングツールの画
面例を示す。

（2）　製造指図展開・指図実行システム（MainGATE/PO）
　製造スケジューラまたは相当の計画支援機能により計画
された設備利用計画と製品製造レシピ・作業レシピから

製造指図を自動生成し，工程管理システムへのオンライン
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図2　プラント系製造ソリューションの全体構成

図3　統合マスター・エンジニアリングツール画面例
　　　（マスター構成定義）

図4　製造指図展開における計画画面・指図詳細画面例
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指示もしくは作業者への指示書の発行を行う仕組みである。

図 4にその画面例を示す。

　このシステムには OA（Office Automation）ツールベー

スの指図種類および展開ルールを定義するためのエンジニ

アリングツールを用意しており，システム立上げ後の新製
品追加，工程変更などに伴う製造指図パターン，指図項目
などの追加，見直しを定義変更だけで可能としている。

（3）　製造イベント統合監視システム（MainGATE/EM）

　各工程から出力される製造イベントの開始・終了時
刻および製造結果情報を集約監視し，イベント実績情報
をトレース可能な状態でデータベースに格納するととも

に，イベントごとのアクション〔例：構内 PHS（Personal 
Handyphone System）を活用したイベント完了通知，イ

ベント進度監視画面への表示，他システム（工程，作業）

とのインタロック情報の授受など〕を自動実行する機能を

有する。

　イベントトレース体系は階層定義が可能で，製造品目ご

とに工程，設備，フェーズの移行管理を行う。また，イベ

ントアクションについても OAツールベースのエンジニ

アリングツールで簡単に設定が可能となっている。

（4）　実績分析・トレースシステム（MainGATE/PPA）
　製造拠点内にて発生した製造実績情報を一元管理する仕
組みで，イベント実績データベース，連続トレンド実績
データベースおよび実績分析支援・実績トレース機能によ

り構成される。

　この機能により製造実績のトレースフォワード，トレー

スバック，異なるロットの工程・設備内での各種挙動トレ

ンドの重ね合わせ，製造活動の間に不定期に実施される保
全・点検作業などの製造イベント実施期間内での活動状況
把握などが可能であり，工場内の各種活動の相互関係をも

包含した総合実績トレースを実現する。

　これにより各管理者の目的（設備保全，製品品質管理，

生産効率管理など）に合わせてフレキシブルにデータを

取り出すことができ，また時間，ロット，日，月，年など

での単位集約を自動的に実行し，各種グラフ，表形式で自
由に閲覧することが可能となるため，管理階層（現場管理，

工場管理，経営管理）の要求に合わせたデータ集約を行う

ことができる。図 5に実績分析・トレースにおける目的別
グラフ・表集計の画面例を示す。

　このシステムはエネルギー情報も取り扱うことが可能で

あり，生産と付帯的に使用されるエネルギーの相互関係分
析にも活用可能である。

（5）　作業指示支援システム（MainGATE/SOP）
　製造拠点においては，すべてが自動化されておらず，実
際には人と設備の協調による間接作業（計量，投入，品質
検査など）が必要になるケースが多くある。このシステム

は，適正製造基準（GMP：Good Manufacturing Practice）
を達するための標準作業手順（SOP：Standard Operating 
Procedure）に従った標準作業フローや各種定義情報を容
易に作成できるエンジニアリング機能，作成した標準作業
フローに従って現場Web端末へ作業内容表示と作業実績
入力を展開する機能から構成され，特に人手作業の標準化
による人為的ミスの減少，検査結果など確実な実績記録業
務の負荷軽減を実現できる。また，作業ごとのログを記録
しており，その実績から作業改善へのフィードバックも可
能である。図 6に SOPの機能構成を示す。

　このシステムは単独でも機能するが，製造指図展開・指
図実行システム（MainGATE/PO），実績分析・トレース

システム（MainGATE/PPA）との連携機能を使用し，上
位からの指図データに従った作業画面への展開，検査デー

タなどの入力値を実績データとして共有化することや現場
機器〔PLC（Programmable Logic Controller），バーコー

ドリーダ，計量器など〕とのデータ連携など，さらに高度
な使い方が可能である。

　製造ライン監視制御システム

4.1　システム構成

　以下にフィルム製造ライン監視制御システムを紹介する。

図 7に代表的な二軸延伸フィルム製造ラインの監視制御シ

ステムの構成を示す。

　フィルム製造ラインには，原料設備（受入れ，計量，仕
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図5　実績分析・トレースにおける目的別グラフ・表集計画面例
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込み），押出機，メルト管，Tダイ，キャスティング機，

縦延伸機，横延伸機，引取機，巻取機，回収設備などの工
程がある。システムの信頼性や保守性を図るために，下位
制御系は工程ごとに PLCを設置し，PLCの CPU（Central 
Processing Unit）や制御 LAN（Local Area Network）を

二重化している。上位の監視制御系は CitectSCADA
〈注〉

が

ベースとなる二重化サーバから構成される。監視制御シス

テムのメニュー構成を図 8に示す。

4.2　システムの特徴

　このシステムには，以下のような特徴がある。

™  中央での監視制御と現場でのプログラマブル操作表示器
（POD）による操作が可能
™  銘柄管理，原料仕込み条件の設定などが可能
™  警報管理，実績管理が可能
™  マルチ言語対応が可能
™  実績分析システム（MainGATE/PPA）と標準連携が可
能

4.3　監視制御システムと実績分析システムとの連携

　監視制御システムで収集される実績データを実績分析シ

ステムに上げるために，インタフェースドライバを提供す

る一方，エンドユーザーでも，容易に連携データを定義で

きる HMI（Human Machine Interface）を提供している。

図 9にトレンドデータを定義する画面例を示す。

　この機能では，トレンド DB（Database）の情報から，

実績分析システムに取り上げたい実績データを選択でき，

また積算データの差分計算も定義することが可能である。

　エネルギー統合管理システム

5.1　システム構成

　エネルギー統合管理システムは工場ユーティリティ設備
の監視制御システム，点検支援「POJ（Point of Job）」シ

ステム，実績分析「MainGATE/PPA」システムを機能的
に統合したシステムである。エネルギー統合管理システム

の構成を図 に示す。

　監視制御システムは，Webベースの SCADAの二重化
サーバにより構成し，受変電，コージェネレーション，給
排水，ボイラ，コンプレッサなど，工場生産を支えるユー

ティリティ設備の遠隔監視制御を実現している。

　点検支援システムは，全工場共通のサーバにより構成し，

事業所管理，設備管理，作業管理，文書管理，業務支援を
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図8　フィルム製造ラインの監視制御システムのメニュー構成

図9　 実績分析とCitectSCADAのデータ連携における定義画
面例
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図7　フィルム製造ラインの監視制御システムの構成

〈注〉CitectSCADA：サイテクト社の登録商標
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Web対応で相互に連携して，施設内の各種作業と保全作
業の登録管理，作業結果の実績管理を実現している。

　実績分析システムは，各工場にある DBサーバと工場共
通の統合 DBサーバおよびWebサーバにより構成されて

いる。監視制御システムで収集される各種ユーティリティ

のトレンドデータや設備の運転・停止などイベントデータ

が社内 LAN経由で，SCADAと実績分析システムとの標
準のインタフェースドライバによって，統合 DBに格納さ

れる。実績分析システムを利用して，各種トレンドデータ

の傾向・推移を監視・解析でき，また定例の報告に必要な

レポーティング作成が可能なため，エネルギー管理や工場
操業管理を強力にサポートすることができる。さらに，各
工場の実績データが同一の DBに格納されるため，同種設
備の運用効率などの横断的な分析が可能で，省エネルギー

活動にも大いに寄与することができる。

5.2　システムの特徴

　上述のように，統合化されたエネルギー監視システムの

特徴として，以下のようにまとめることができる。

（1）　工場の垂直統合により，現場の日常の点検，監視制御
業務から経営指標の作成までを統一環境でサポートし，

P2B（Plant to Business）を実現している。

（2）　工場の水平統合により，工場をまたいだエネルギー分
析や，高度な情報共有，横断的な問題抽出などが可能と

なり，会社・部門の仕組みの継続的改善を強力に支援で

きる。

（3）　システムのオールWeb化により，いつでもどこでも

設備の稼動情報，エネルギー情報などが見えるユビキタ

ス環境を実現しているため，効率のよい運用が可能とな

る。

　あとがき

　現状，製造現場の多くは，工程ごと，作業ごと，部署ご

となどの部分最適レベルでのデータ管理は実現しているも

のの，工場全体を鳥瞰（ちょうかん）し，かつ整合性を維
持した形態（いわゆる全体最適レベル）での情報管理環境
実現に至っていない状況が往々にして発生している傾向に

ある。

　本稿にて紹介したソリューション技術はこれら散在する

ものづくり情報を統合化し，現場から経営までが同じ情報
を共有することで，達成すべき経営課題に直結したものづ

くり活動の改善に役立てる仕組みを提供するものである。

　今後は，プッシュ（通知）型の異常解析・通知機能の

充実を図るとともに，製造現場での PDCA（Plan，Do，
Check，Action）の完結を目指し，実績分析結果の計画系
へのフィードバック機能など，さらなる高度化へ取り組ん

でいく所存である。
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図10　エネルギー統合管理システムの構成
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