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特集 これからのプラントの安全・安定操業と業務効率化に向けて 

Part2：運転支援システム～その可能性と今後の期待 

 

導入が進む運転部門の高度化ソリューション 
「運転管理システム」 

 

大坂システム計画株式会社 大坂 宏 

 

1. はじめに 

当社は 2009 年より St James Software 社注）

（本社：マン島）の運転管理システム「j5 OMS」

の国内販売を開始した。j5 OMS は運転管理システ

ムのマーケットリーダとして、多くの著名な企業

で採用されている。本稿では生産現場の運転管理

の在り方を考えるとともに j5 OMS を活用した運

転管理の高度化について紹介する。 

 

2. 運転部門“人間系の仕組み”への改善要求 

プロセス産業の生産現場の効率化・高度化はお

もに装置や制御システムを対象に行われてきた。

しかし、工場の従業員の半数以上が働く運転部門

において、運転員やスタッフを取り巻く“人間系の

仕組み”の改善もまた大きなテーマである。 

今日、運転部門ではビジネス環境の変化に伴う

要員の削減、運転課の統合、各種検討要求やテス

ト運転の増加、ベテラン運転員の技術伝承などの

課題が山積している。さらに、装置の運転のみな

らず、操業管理やコンプライアンスにも関わらな

ければならず、高い運転管理レベルが要求されて

いる。一方、現状の業務量に対する人的リソース

は必ずしも十分ではない。実際、運転現場に入っ

てみると、以下のような課題が散見される。 

・ 運転員は常に忙しい。 

・ 運転要領書・SOP が有効に活用されていない。 

・ 引継ぎに時間がかかり、引継ぎ業務の効率化が

望まれる。 

・ 依頼書や報告書、運転レポートが多く、作成に

時間を要する。 

・ 運転指示が不十分で、運転員により運転方法が

異なることがある。 

・ 申送り帳や引継簿作成に多くの転記作業が発

生している。 

・ 各運転課で運転管理の方法が異なる。 

このような状況を解決するには運転のマネジメ

ントシステム（運転方針、業務プロセス、役割と

責任などを管理し、継続的に改善するための枠組

み）の見直しとともに、“人間系の仕組み”の改善が

必要と考える。 

 

3. 運転管理と運転管理システム 

運転管理の目的は生産要件を達成するために運

転部門の各種リソースを適正に配分・管理するこ

とである。管理部門が作成する運転指示に基づき、

装置の運転を行う。運転実績は運転報告として管

理部門に上がり、運転指示どおりの生産量、品質、

収率などが達成できていることを確認する。指示

と実績に差異が生じた場合は、問題を解決する修

正アクションをとる。これが一連の運転管理プロ

セスで人間系の非定型な業務が中心である（図 1

参照）。 

運転現場では業務の内容に応じて、製造指示、

装置運転指示、フィールド作業指示、定期作業指

示、SD/SU 指示、巡回点検指示、入出荷指示など

さまざまな運転指示とそれに伴う運転管理が行わ

れている。 

運転指示

運転

運転実績

差異あり

修正
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確認

Plan

Do

Check
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図 1 PDCA サイクルを形成する運転管理プロセス 
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図 2 運転管理システムがカバーする運転管理領域 

 

運転管理システムは、電子化された情報をもと

に、運転管理プロセスを円滑に回すことを目的と

したシステムであり、具体的には図 2 に示す運転

管理領域に適用される。運転部門の作業環境改善

と省力化を実現しながら確実に個々の業務を回す

ことで、トラブルの減少、運転の効率化、安全・

安定操業の確保などの効果を狙う。 

また、これまで計器室内に手書きやスプレッド

シート形式で散在していた生産 前線の貴重な運

転情報を社内ネットワークやデータベースを介し

て、生産管理、技術、保全、品質管理、安全環境

などの関連部門へタイムリーに提供することが可

能になり、部門間のコミュニケーションの改善と

業務効率化に大きな効果が期待される。つまり、

運転管理システムは操業管理の中核システムとし

て位置づけられることになる（図 3 参照）。 

 

4. 運転管理システム「j5 OMS」 

当社が国内販売を開始した j5 OMS (Operations 

Management System) は St James Software 社

の製品で、電子運転日誌を中核に 30 を超える運転

管理アプリケーションから構成される運転管理シ

ステムである。j5 OMS は運転管理システムのマー

ケットリーダとして、海外では Aramco, Chevron, 

PDVSA, Petro Rabigh など多くの著名な企業の運

転現場で採用されており、全世界の 400 サイト以

上で稼働中である。国内においてもプロセス産業

や組立加工産業で導入もしくは導入検討が進んで

いる。 
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図 3 操業管理の中核として位置づけられる 

運転管理システム 

 

(1) 特徴 

j5 OMS は初版から 25 年以上に及ぶ開発実績が

あり、非常にシンプルかつ使い勝手の良いシステ

ムである。拡張可能なフレームワークを採用し、

さまざまな運転管理アプリケーションが選択でき 



工業技術社 月刊「計装」2010 年 10 月号 (2010 Vol.53 No.10) 掲載 Page 3 
導入が進む運転部門の高度化ソリューション「運転管理システム」 
 

 
Copyright © Osaka Systems Planning Inc. All Rights Reserved. 

アプリケーション
30を超えるｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ
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図４ j5 OMS の仕様 

 

る構成になっている。パッケージ製品でありなが

ら、ユーザの要求に応じて、データベース構造や

画面レイアウトをプログラムレスで追加・変更で

きる柔軟性と保守性も有している。 

また、オープンなアーキテクチャの採用で、す

べてのバージョンのWindowsやLinux上で動作す

るとともに、Oracle, SQL Server, PostgreSQL, 

MySQL などほとんどの RDBMS に対応する。さ

らに、制御システムや製造実行システム MES との

インタフェースも充実しており、システム間連携

による効果が期待できる。おもな接続先としては、

OPC による各種制御システム、PI や IP21 などの

プロセスヒストリアン、Maximo などの CMMS、

LIMS、モバイルソリューション等、多数準備され

ている。 （図 4 参照） 

 

(2) 運転管理アプリケーション 

プロセス産業や電力、ユーテ

ィリティ産業を中心に多くのア

プリケーション構築実績を有す

る。（表 1 参照）。また、ユーザ

の要求に応じて、容易にアプリ

ケーションの追加構築も可能で

ある。j5 OMS フレームワーク上

のすべてのアプリケーションは

ユーザインタフェースが統一さ

れているため、ユーザに優しい

使用性の高いシステムとなって

いる。 

 

 

図 5 には j5 OMS の主要アプリケーションの一つ

である運転ログ（運転に関する出来事や主要操作

などのイベント情報を時系列に記録する）の画面

イメージを示す。 

 

表 1 プロセス産業向け運転管理アプリケーション例 

・ 運転ログ 

・ 申送り帳・引継簿 

・ シフトレポート 

・ KPI レポート 

・ 定期作業管理 

・ e-Whiteboard 

・ 作業指示書 

・ 入出荷指示書 

・ 巡回点検記録 

・ 修理点検依頼 

・ パイプライン管理 

・ 工事連絡 

・ 運転手順書 

・ ヒヤリハット管理 

・ ラボ試験管理 

・ シャットダウン管理  

・ 一斉メール  

・ 課題・懸案事項管理 

図 5 運転ログの画面イメージ 

おもな機能
• ログ機能
• 検索機能
• レポート機能

• セキュリティ
• ワークフロー管理
• Eメール機能
• システム間接続など
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4.1 導入時のポイント 

(1) 導入前作業の重要性 

導入にあたって現状の運転管理業務をそのまま

システムに置き換えることも可能である。しかし、

より効果を引き出すために、導入前作業として①

業務プロセスの再定義、②運転部門に必要な情報

とその流れの再定義、③情報の標準化を行うこと

を提案する。整備された運転のマネジメントシス

テムのもとでシステムを構築することで、ユーザ

活用度が一段と向上し、運転管理への大きな効果

が期待できる。 

さらに、概念実証（POC: Proof of Concept、シ

ステムの有効性を検証するために、客先のデータ

を使って短期間で簡単なデモンストレーションを

実施すること）やプロトタイピングも導入効果を

より確実にする方法として推奨される。 

 

(2) 適正なツールの選定 

手書き文書の電子化をすすめる場合、多くの企

業は Excel に代表されるスプレッドシートの採用

を検討する。エンドユーザ自身が自由にレイアウ

トや記録内容を決定できるという点では非常に使

い勝手の良いツールと言える。しかし、ユーザ部

門の担当者に任せきりで、組織的な管理・統制を

欠いた場合、ファイル数が多くなったり、マクロ

やバージョン等の問題で業務に支障をきたしたり、

改修不能なワークシートで業務が滞ったりするケ

ースが散見される。また、運転課間でフォーマッ

トが異なりがちで、工場レベルの業務標準化に支

障をきたす。スプレッドシートは個人や少人数グ

ループで使用している場合には効果的なツールで

あるが、ワークフローの統一や標準化が要求され

る企業レベルのアプリケーションへの適用には向

いていない。j5 OMS はリレーシ

ョナルデータベースを中核に、図

6 に示すような企業レベルのソ

リューションに適した特徴を備

えている。 

 

4.2 導入事例とその効果 

運転管理システムの導入イメ

ージとその効果を具体的な事例

を挙げて紹介する。 
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ｼｰﾄ

 
図 6 企業レベルのソリューションとして 

進化する j5 OMS 

 

導入事例-1 

石油資源開発(株)は、2010 年 4 月に監視記録の

電子化による送ガス監視業務の効率化を目的とし

て j5 OMS をベースとした「Synapse システム」

を導入し、本格稼働を開始した。送ガス監視セン

ターでは安全・安定操業を確保するため 24 時間体

制で広域に跨る生産坑井、ガス供給先、そして両

者を結ぶパイプラインを監視している。監視員が

確認する需給情報、生産情報、供給情報などの重

要な監視記録を電子化することで、情報共有によ

る状況把握と過去の監視記録の検索が容易になり、

従来にまして迅速な監視アクションが取れるよう

になった。また、関連部署への気象警報や地震情

報の一斉メール配信機能も備えており、メール作

成時間の短縮による情報伝達の迅速化も図ってい

る。今後は SCADA システム等との連携も含め、

さらなる送ガス監視業務の改善を検討している。 

 

図 7 Synapse システムのシステム構成 
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- 監視ログ
- 申送り帳
- 一斉メール

LAN

j5サーバ
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導入事例-2 

国内大手石油精製メーカの京浜地区の製油所は、

運転部門への電子運転日誌の導入を決定しプロジ

ェクトを開始した。第一段階として運転部門を対

象に、製造指示や装置運転指示などを作業単位に

記入する「作業指示｣、運転に関する出来事や主要

操作などのイベント情報を時系列に記録する「運

転ログ｣、そしてシフト交替時にシフト内の重要事

項や次シフトへの申送り情報をシフト単位に記録

する「引継簿」を電子化する。システム化するこ

とで“指示と報告”の情報の流れを整備し、運転管理

の適正化を進める。運転管理の PDCA サイクルを

円滑かつ適正に回すことで、トラブルの減少、運

転の効率化、安全・安定操業の確保などの効果を

狙っている。将来は非運転部門との間の業務プロ

セスの見直しやプロセスヒストリアン、LIMS、

CMMS などの MES システム群との連携による業

務効率化を計画している。 

 

 

図 8 電子運転日誌ソリューション 

 

 

導入事例-3 

米国大手電力会社 Calpine は米国全土に跨る

100 サイト以上の発電プラントへ運転管理システ

ムを導入した。第一段階として、運転部門共通の

「運転ログ」と「引継簿」を構築し、会社レベル

で運転管理プロセスの標準化を実施した。統一さ

れた運転管理プロセスと検索や分析が容易になっ

た運転情報により、運転の効率化やトラブルの削

減が期待される。 

j5 OMS は冗長化されたセンターサーバ上で動

作し、1 台のサーバで全サイトの数百人規模の同時

アクセスユーザに対して、十分な信頼性とパフォ

ーマンスを提供する。将来は DCS/SCADA、プロ

セスヒストリアン、CMMS やドキュメント管理シ

ステムとの連携による統合運転管理システムの構

築を計画している。 

 

 

図 9 マルチサイトソリューション 

 

 

導入事例-4 

海外では運転管理システムの連携事例として、

巡回点検システムとの連携が注目されている。ど

この企業においても、プラントの巡回点検には多

くの時間を費やしており、効率化のターゲットと

なっている。また、ベテラン運転員の巡回点検ノ

ウハウを固定化する目的もあり、モバイル端末を

活用した巡回点検システムが徐々に普及し始めて

いる。 

さらに、運転管理システムと巡回点検システム

とを連携する動きも出ており、現場計器からのフ

ィールド情報や巡回点検の問題点などを運転ログ

や申送り帳をとおしてレポートできるようになっ

てきた。連携による一歩進んだフィールド作業の

効率化に大きな期待が寄せられている。なお、j5 

OMS は巡回点検システムのマーケットリーダで

あるWonderware社の IntelaTrac との統合ソリュ

ーションの提供を開始した。 

 

 

図 10 巡回点検システムとの統合ソリューション 
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5. 今後の課題と進展の方向 

 運転管理の方法は各企業により異なるため、今

後、 新情報技術を駆使しながら、さまざまなユ

ーザ要求を実現することでユーザ活用度の向上と

業務効率化を達成したい。現在は、①各種運転管

理業務テンプレートの充実、②さらなる他システ

ムとの連携機能の強化、③大規模システムに対応

する拡張性管理、④スプレッドシートレベルの容

易な画面構築、⑤モバイルソリューションへの対

応を今後の開発の中心に据えてロードマップを作

成している。 

 

6. おわりに 

運転管理システムは運転管理の PDCA サイクル

を適正に回すことをサポートするシステムである。

したがって、導入にあたっては運転のマネジメン

トシステムを整備したうえで、その効率的な運用

を支える柔軟性と拡張性に優れたシステムの選択

が重要である。なお、弊社では導入前作業として

運転部門の業務効率化コンサルテーションサービ

スも提供し好評を得ている。運転管理システムの

導入は単なる運転情報の電子化ではなく、運転部

門全体の業務改善ととらえて運転管理の高度化を

進めていただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）St James Software 社（本社マン島）は南アフ

リカケープタウンに開発拠点を置く産業用ア

プリケーションに特化したソフトウェア企業

である。主力商品の運転管理システムは 25 年

以上の販売実績を有し全世界でビジネスを展

開している。 

(http://www.sjsoft.com) 

 

国内販売は日本代理店である弊社大坂システ

ム計画株式会社とパートナー企業（IT エンジニ

アリング株式会社、株式会社ダイセック）との

共同で行っている。 

(http://www.osakasys.com) 

(http://www.ite.co.jp) 

(http://www.disec.co.jp) 
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