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株式会社 j5Japan 長田昭彦
はじめに
2014年７月にj5Japanが設立さ
れ早1年になる。すでに国内では
50を超えるサイトでj5システムが
稼働している。製造元はマン島
(英国王室属領国)に本社を置くj5
International社で、その製品の
歴史は古く1985年オーストラリア
の金鉱山操業管理向けに納入した
電子運転ログブックからスタート
している。この30年間、運転管理
分野でのソリューションを発展さ
せ、今や500を超えるサイトで稼働
しており、オイル＆ガス分野だけ
でなく、発電、ＬＮＧ、パイプラ
イン、鉄道など幅広い産業分野で
図１

運転管理プロセス

図２．運転管理システムの位置づけ

採用されている。グループの海外
拠点も北米、南米、オーストラリ
ア、シンガポール、ヨーロッパ、
中東とグローバルに展開してい
る。ここまで発展してきたj5製品
とはどんなものなのか？今回から
２回にわたり、j5の特徴と機能、
そして今年リリースしたj5 2015に
ついて説明する。
“ヒューマンファクター”と運転
管理システム
石油、化学プラントに代表され
るプロセス産業では配管や機器を
図３．j5アプリケーション群

流れる物質に物理変化、化学変化
を加えながら製品化していくが、
その過程で運転員は温度、圧力な
ど間接的な情報を基に見えない変
化を想定しながら運転する。加え
て、運転員は、生産計画の変更、
プラントの非定常操作、突然のト
ラブルなどのさまざまな現場の状
況変化への対応も求められる。そ
こでは、運転に対する経験やノウ
ハウが大きな武器となる。つま
り、生産現場の運転は運転員の力
量、つまり“ヒューマンファク
ター”に大きく依存している。し
かし、ここにきて運転員の若返り
による経験不足や要員の削減によ
り、現場対応力の低下が問題視さ
れている。このような“ヒューマ
ンファクター”に依存した状況を
脱し、安定した操業を維持するに
は、図１に示す運転のＰＤＣＡ
をベースとした運転管理プロセス
を適正化し、ＩＴを活用した運転
管理システムの導入が効果的であ
る。運転管理システムは操業管理
の中核システムとし、散在してき
た運転情報をネットワークやデー
タベースを介して、関連部署へタ
イムリーに伝達し、部門間のコ
ミュニケーションの改善と業務
効率化に貢献する。(図２)
運転管理システム「j5」
j5 International社製「j5」
は、製造業の運転現場に求めら
れる多様な業務に対処する包括
的な運転管理システムである。
もともとは運転ログや申し送り
帳といった運転管理領域の機能
に特化していた。しかし近年、
モバイル、プロセス安全、コン
プライアンスといった新たな領

図４．j5システム構成
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図５．j5システム全体構想

作業指示
作業指示は運転部門の作業指示
とその実施状況を管理するフレー
ムワークを提供する。運転部門で

運転ログ
運転ログは運転部門で発生する
各種運転作業データを記録・分
類し、時系列に管理する。分類に
は、部門、エリア、ログタイプ、
重要度、ステイタスなどがあり、
記録するデータはカスタマイズ可
能である。運転ログは手入力デー
タだけではなく、プロセスヒスト
リアンなどの外部データソースか
らイベント通知を受けて、自動的
に運転作業内容やステ
イタスを記録できる。

がなく、各種法規制に対しても適
合していることを確実にする。
ダッシュボード
ダッシュボードは各種j5アプリ
ケーションで記録した各種情報を
視覚的なオーバービュー形式とし
て表示する。ダッシュボードは対
話型で、期間やサイト、分類など
の項目の絞り込み表示を提供す
る。また、データの比較や傾向監
視を実装できるとともに、ドリル
ダウン機能によりさらなるデータ
の調査・分析も可能である。
新製品j5 2015
今年6月にはメジャーバージョン
アップを伴う「j5 2015」をリリー
スした。バージョンアップによ
り、エンドユーザが容易に組み込
み可能なソフトウェア構成が可能
になり、ユーザインタフェースの
大幅な改良により使いやすくなっ
ている。次回は、j5 2015の新機能
についてご紹介する。
【問い合わせ先】
株式会社j5Japan
担当：長田
TEL：050-3786-7355
Email：akihiko.osada@j5japan.
com
http://www.j5japan.com

申し送り帳
申し送り帳は運転部
門のシフト間の申し送
り業務を対象に、確実
で一貫した、効率的な
申し送りを実現するた
めのフレームワークを
提供する。運転員は申
し送り事項の記録のほ
か、運転データ、品質
データ、巡回点検結果
など申し送りに有効な
データを添付すること
ができる。これらの情
報は部門全体で共有で
きる。また、申し送り
帳は、申し送りに必要
な情報を的確に表示す
るレポートツールを提
供するとともに、すべ
ての申し送りが、矛盾

Regular Features

域の要求にも応え、30を超える運
転管理とＨＳＥアプリケーション
を提供している。(図３)
j5 は運転管理を中心に、共通の
プラットフォーム(j5 Framework)
上に各種アプリケーションを構築
できる構造となっている。共通の
プラットフォームはユーザインタ
フェース、役割管理、ワークフ
ローなどの機能を共通化し、ユー
ザに統一した使い勝手の良い作業
環境を提供する。また、他システ
ムと連携するj5 コネクタも用意し
ており、プロセスヒストリアン、
ＬＩＭＳ、ＣＭＭＳなどの主要MES
コンポーネントとの連携が可能で
ある。(図４)
弊社では国内のユーザに対し
て、システムの全体構想を提案し
つつ、スモールスタートと段階的
なシステム構築を推奨している。
(図５) まずは、運転管理プロセス
のＰＤＣＡを回す「指示と報告」
のベースとなる運転管理コアアプ
リケーション「作業指示｣「運転ロ
グ｣「申し送り帳」の導入を勧め
る。運転管理コアアプリケーショ
ンの運用を確認し、運転管理プロ
セスが定着した段階で周辺アプリ
ケーションを追加導入し、運転管
理プロセスを拡大強化するアプ
ローチが効果的である。ここでは
運転管理コアアプリケーションで
ある「作業指示」､「運転ログ」､
「申し送り帳」と「ダッシュボー
ド」についての説明を加える。

日常的に実
施されるア
ドホックな
作業や定期
的な作業を
効率的に計
画し実行す
る。作業指
示はテンプ
レートを活
用すること
で容易に標
準化できる
ため、それ
ぞれの作業
が一貫した
作業指示に
従うことを保証する。また、実施
時期、実施者、ステイタスやコメ
ントなどを管理する機能も備えて
おり、関係者全員が作業指示の実
施状況を共有できる。
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株式会社 j5Japan 呂子和
はじめに
前号においてグローバルで稼働
している運転管理システム「j5」
について説明した。2006年にリ
リースされたj5の初期のバージョ
ン (Version 1.x)は全世界で500
サイト、国内でも50サイト以上の
導入実績を誇る。この導入実績か
ら得た経験とノウハウをベースに
最新のITを活用して開発した次期
バージョンが「j5 2015」である。
今回は2015年6月にリリースしたj5
2015について紹介する。(図１)
図１

j5バージョンの変遷
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2014

j5 International Limited設立
株式会社 j5Japan設立

2015

j5 2015リリース

j5 2015製品コンセプト
j5 2015はユーザと開発者の両方
に価値を提供することを目的に、1
年以上の歳月を費やして開発した
メジャーバージョン製品である。
その製品コンセプトは、①前バー
ジョンのフレームワークの継承、
②最新ITによる使用性の改善、③
ベストプラクティスアプリケー
ションの提供、④エンジニアリン
グ環境の充実である。
前バージョンのフレームワークの
継承
前号で説明したが、j5は共通のプ
ラットフォームである「j5フレーム
ワーク」上に各種アプリケーション
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を配置する構造となっている。j5フ
レームワークはユーザインタフェー
ス、ユーザ管理、役割管理、ワーク
フロー管理、アクション管理、メー
ル配信などの機能を有し、ユーザに
統一した使い勝手の良い利用環境を
提供している。j5 2015では前バー
ジョンのj5フレームワークと効果的
なアプリケーション群を継承すると
ともに、業務プロセスをうまく回す
さまざまな改良を加えている。(図
２)

ベストプラクティスアプリケー
ションの提供
これまでのj5導入から得た経験
とノウハウをもとにベストプラ
クティスアプリケーションを構築
し、Pre-configured(あらかじめ設
定された)アプリケーションとし
て提供している。運転管理の領域
では「作業指示」､「運転ログ」､
「申し送り帳」の３アプリケー
ションを進化させ､「Operations
Bundle」として、一つにまとめて
製品化した。Operations Bundleの
導入ユーザは装置構成、組織や運
転管理方法に合わせて各種情報を
設定することで、j5 2015上に指示
と報告からなる運転管理の仕組み
を容易に組み込むことができる。
また、今秋には国内で人気の高い
インシデント管理、ヒヤリハッ
ト管理や管理値管理などのPreconfiguredアプリケーションを市
場に投入する予定である。(図４)
エンジニアリング環境の充実
以前のバージョンはカスタマイ

最新ITによる使用性の改善
ユーザインタフェー
図２．j5 2015上で拡充をめざすアプリケーション領域
スを中心に最新のITを
活用し、ユーザの使い
勝手、使用性を改善し
ている。たとえば、前
バージョンの画面展開
は、縦方向への拡張・
折り畳み(Expandable/
Collapsible)方式を
採用していたが、j5
2015では、ブレッドク
ラム(ページ位置を階
層構造の上位から順に
並べて簡潔に記したも
の)＋タブ画面切替方
式を採用することで、
直観的な操作と画面展
開のスピードアップを
図３．j5 2015の画面例(管理値管理)
実現している。また、
視認性を考慮した画面
レイアウト、フィルタ
配置の変更や配色の見
直しも効果的である。
(図３)さらに、今秋に
はGoogleライクな検察
ツールやガントチャー
トによるタスク管理機
能、アプリケーション
ごとのユーザプロファ
イル管理など新たな機

図５．j5 2015のエンジニアリング環境

ズが容易な反面、ユーザによるシ
ステムの構築やカスタマイズは難
しかった。そこで、j5 2015では
ユーザがシステムの構築やカスタ
マイズができることを目指して、
エンジニアリング環境の大幅な見
直しを行っている。ここでは、そ
の主要機能であるシステム管理コ
ンソール、統合開発環境、オンラ
イントレーニングについて説明す
る。(図５)
(１)システム管理コンソール
システム管理コンソール(SMC:
System Management Console)は、
システム構築時、j5フレームワー
クに対して、サーバ設定、認証設
定、データベース設定、Eメール設
定、添付ファイル設定などのシス
テム環境を設定する。全ての設定
がユーザインタフェースからの分
かりやすい操作となり、ユーザに
よるシステム構築やシステム設定
が可能となった。
(２)統合開発環境
統合開発環境(IDE: Integrated
Development Environment)はj5
2015と同時にリリースされ、j5の
統合開発環境ツールとして、j5ア
プリケーションのカスタマイズに
使用する。IDEの機能を図６に示

す。ユーザはIDEの
トレーニングを受け
ることで、データ
ベース、画面、業務
フローなどのさまざ
まなアプリケーショ
ンのカスタマイズが
IDEを介して行うこと
ができる。(図７)ま
た、j5 2015では、導
入サイトごとに「プ
ロジェクト」と呼ば
れるシステム環境を定義し、プ
ロジェクトごとにシステムの構
築、カスタマイズ、ソースコー
ド管理、バージョン管理を一元
的に行うことができる。

(３)オンライントレー
ニング
我々はこれまでの導
入経験から初期のユー
ザトレーニングがシス
テムの活用レベルを上
げるうえで、非常に重
要であることを学んで
いる。j5 2015では、ユー
ザや開発者向けの初期ト
レーニングを目的に、イ
ンターネット経由のオン
ライントレーニングサー
ビスを開発し提供してい
る。トレーニングサイト
にログインすることで、
システム操作からアプリ
ケーションのカスタマイ
ズに至る各種トレーニン
グプログラムが利用で
きる。(図８)運転現場の
オペレータからシステム
管理者、そしてシステム
インテグレータまで、j5
2015の基本的な機能と操
作を習得することができ
る。

j5のバージョンアップを計画して
いる。j5フレームワークとj5アプ
リケーションの両面から新機能の
提供や既存機能の改良をとおし
て、ユーザへさらなる価値を継続
的に提供する。また、j5Japanとし
ても、海外の有効なソリューショ
ンを国内に紹介するとともに、国
内のユーザニーズをしっかり把握
し、それに応える体制を確立して
いく。
【問い合わせ先】
株式会社j5Japan
担当：呂子和
TEL：050-3786-7355
Email：shiwa.ro@j5japan.com
図６．IDEの機能

図７．IDEの画面例
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図４．j5 2015上で製品化するインシデント管理

図８．オンライントレーニング画面例

おわりに
２回にわたり､「j5
2015」の全貌と題して、
j5の概要と今年リリース
したj5 2015について紹介
した。j5 2015に関しては
すでに導入の引き合いを
いただいており、今後の
j5導入はすべてj5 2015
に切り替えていく。j5
International Limited
では、年に1回の頻度で
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