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横河電機は，お客様のプラントをライフサイクルにわたって適切な運用コストで維持するためのソリューショ

ンとしての保守サービスを提供してきた。今回，VisilantPlant Services の立ち上げに伴い，従来の保守サービス

の体系を再構築し，必要なサービスを追加した。新しいサービス体系では，プラント全体の問題点の可視化を行い，

プラントを適切なコストで維持運営するだけではなく，安全性や生産性の改善も併せて実施することができるよ

うになった。保守契約も更に魅力あるものに改善された。本稿では，この新たな保守サービスの概要，サービス

内容の例などを紹介する。

Yokogawa provides customers with maintenance services to ensure effective maintenance of 
their plants with optimum cost throughout the plant lifecycle. Recently, Yokogawa has launched 
its VigilantPlant Services and reorganized its maintenance service system while adding 
necessary services. The new scheme is capable of visualizing problems in plants, improving 
the productivity and safety of plants, as well as maintaining plants with optimum cost. The 
service agreement framework has also been made more attractive. This paper outlines the new 
maintenance service scheme and its services.

1. はじめに

プラントにおける計装機器・設備は，人における五感
をつかさどる目，耳，鼻，舌，皮膚，及び中枢神経，頭
脳といえる。その信頼性や可用性はお客様にとって最重
要な要件である。横河電機及び横河電機製品のサービス
を担当する横河フィールドエンジニアリングサービス株
式会社（YFE）は（以降，横河電機と YFE を総称して横
河電機と呼ぶ），計装機器・設備の進化に伴う，多様化す
るお客様のご要望に適切に応じられるよう，充実したサ
ービス体制を整え，所定の技術技能を有したサービスエ
ンジニアを世界中に配置し，計装機器・設備の信頼性や
可用性を確保すべく，サービスを提供してきた。

横河電機は，従来からソリューション型の保守サービ
スを提供しており，横河電機製品を愛用いただいている
お客様とは親密なパートナー関係を構築できるよう努力
している。ソリューション型の保守サービスは，修理・
補修のための保全だけではなく，予防保全・予知保全
を含め，機器・設備の健全性維持と TCO (Total Cost of 
Ownership) 適正化を支援しようとするものである。

今 回，『VigilantPlant Services』 の 立 ち 上 げ に 伴 い，

昨今の経済状況や機器・設備自体の変化など，プラン
トを取り巻く環境の変化に対応し，ソリューション型
の保守サービスをさらに進化させるため，保守サービ
ス体系を見直し，VigilantPlant Services の体系と統合
し た。VigilantPlant Services は， 横 河 電 機 が 提 唱 す る

『VigilantPlant ～理想の工場』(1), (2) を，お客様にとっての
生涯の操業改善パートナーとして，お客様と共に実現し，
理想の操業を達成するためのサービス商品の総合ブラン
ドである。

新しい保守サービス体系では，プラント全体の問題点
を定量的に可視化し，保守だけではなく安全性や生産性
の改善も併せて実施することができ，ライフサイクルに
わたって計装機器・設備をより効果的に運用するための
支援を提供することができる。

本稿では，新しい体系での保守サービスについて，そ
の位置づけ，特長，それに含まれるサービス商品，サポ
ート体制等を概説し，新たに構築した保守サービスのフ
レームワークを紹介する。

2. LE サービスの概要

本稿では，新たな体系の保守サービスを LE サービス
と呼ぶ。LE は，当社が提唱する VigilantPlant ビジョン
での１つのエクセレンス（Excellence）であるライフサ
イクル・エクセレンス（Lifecycle Excellence），すなわち
TCO の最適化を目指すサービスであることを意味する。

*1 YFE 技術統括本部マーケティングセンター
*2 YFE グローバルサービス戦略本部海外部
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図 3 LE サービス商品体系

2.1 Lifecycle Excellence ソリューション
VigilantPlant は，図 1 に示す４つのエクセレンスの視点

で理想の操業（Operational Excellence）を実現するソリ
ューションを提供する。 

図 1 VigilantPlant の４つのエクセレンス

 � 安全の確保（SE: Safety Excellence） 
…　「安全性と稼働率の両立」を実現。

 � 最適生産（PE: Production Excellence） 
…　「生産性の継続的改善」を実現

 � プラント設備の最大活用（AE: Asset Excellence） 
…　「信頼性と保全コストの両立」を実現

 � TCO の最適化（LE: Lifecycle Excellence） 
…　「操業品質の向上」を実現

LE サービスは，TCO 最適化の視点でのソリューション
提供である。横河電機は，蓄積された保全技術と充実し
たサポート体制により，プラントの安全性，機器・設備
の健全性を維持し，稼動状態に応じてプラント操業を継
続的に最適化する LE サービスを提供する。長期にわた
って計装機器・設備を安定的にご利用いただくだけでは
なく，その維持に掛かるコストも最適化することでライ
フサイクルコストの低減も同時に実現する。

2.2 LE サービスの位置づけと商品体系
図 2 に，VigilantPlant Services に お け る LE サ ー

ビ ス の 位 置 づ け を 示 す。VigilantPlant Services は，
VigilantPlant の４つのエクセレンスの視点で，プラント
のライフサイクルにわたって「課題特定サービス」，「課
題解決サービス」，「効果維持サービス」を提供する。LE
サービスは，ライフサイクル・エクセレンス視点での課
題特定サービス，課題解決サービス，効果維持サービス
である。

図 3 に LE サービスの商品体系を示す。LE サービスは，
従来の保守サービスを基本としており，継続的にお客様
とのパートナー関係を維持していくことを前提としたサ
ービスであるが，「有効性比較分析サービス」や「有効性
定期分析サービス」といった，定量的な分析評価を加えた。
これらは，プラント全体の問題点を可視化し，保守だけ
ではなく安全性や生産性の改善も併せて実施することで，
ライフサイクルにわたって計装機器・設備をより効果的
に運用するための支援を行う。

図 2 VigilantPlant Services における LE サービスの位置づけ

2.3 LE サービスの評価指標
LE サービスでは，計装機器・設備の有用性を評価する

指標として，情報システムや通信システムで一般的に使
用されている RASIS の考え方を用いている。LE サービス
では，RASIS 指標を以下のように捉えている。

 ● 信頼性（Reliability）
故障や障害，不具合の発生しにくさを表す。稼働時間
当たりの障害発生回数（MTBF: Mean Time Between 
Failures）などの指標で表す。

 ● 可用性（Availability）
稼働率の高さ，障害や保守による停止時間の短さを表
す。全時間に対する稼働時間の割合（稼働率）などの
指標で表す。

 ● 保守性（Serviceability）
障害復旧や保守のしやすさを表す。障害発生から復旧
までの平均時間（MTTR: Mean Time To Repair）など
の指標で表す。

 ● 整合性（Integrity）
過負荷時や障害時のデータの破壊や不整合の起きにく
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さを表す。障害時に直前の状態に戻せることも重要な
要素である。

 ● 機密性（Security）
外部からの侵入・改ざんや機密漏洩の起きにくさ，PC
のウイルス感染抑制状態を表す。

2.4 横河電機が提供する LE サービスの特長
横河電機が提供する LE サービスは，お客さまにとっ

て重要な以下のような特長を持つ。

 � 迅速な対応
お客様が保守サービスに求めるもっとも重要な要求事

項は，万一トラブルが発生した際の迅速な対応である。
当社では，グループグローバルで 2000 名以上のサー

ビスエンジニアを有している。また，常時受付可能なグ
ローバルレスポンスセンター（Global Response Center: 
以下 GRC）は，日本，韓国，台湾，中国，シンガポール，
インド，バーレーン，オランダ，アメリカ，ブラジルの
世界９拠点に配置している。GRC を設置することで，サ
ービスエンジニアの派遣対応を行うとともに，一時的な
処置やお客様自身で対応される場合のサポートも行って
いる。また，ハードウェア故障に対応するためにあらゆ
る部品を常備している。

これらの体制を維持運営することで，お客様自身が多
くの費用や工数を掛けなくても常にサービスを活用でき
ることは，いつ発生するか分からないトラブル対応のイ
ンフラとして非常に大きな効果がある。

 � 世界のベストプラクティスと比較
課題特定サービスとして提供される各種の診断サービ

スや有効性比較分析サービスを利用し，信頼性等の維持
向上に対しての課題を定量的指標によって評価分析する
ことができる。

この評価分析には，当該プラントの実績データ，同一
会社の他の類似プラントの実績データに加え，横河電機
に蓄積された世界中のベストプラクティスデータとの比
較も含まれている。従って，お客様個々では難しいグロ
ーバル視点での評価分析を得ることができる。

 � 中長期的な保全計画立案
有効性比較分析サービス等による分析結果を基に，中

長期的な保全計画を立案することが可能になり，多くの
場合，過剰な保全コストを防止することができる。

中長期的な保全計画立案は，保全コストの年度による
急激な増減を抑制し，保全予算計画平準化に貢献するだ
けではなく，保全計画立案と予算策定にかかる人的コス
トを削減する大きな効果がある。

 � 保全コストの費用対効果の定量化
一般的に保全の費用対効果を定量的に評価することは，

保全を実施しなかった場合の結果を実績として把握でき
ないので困難である。そのためお客様では，機器・設備

の重要度や過去の保全実績，その他の様々な知見などを
活用し保全を行わなかった場合のリスク評価を行うこと
で保全の要否を決定している。

横河電機は，前述のような保全計画立案の支援により
保全コスト削減に貢献するだけでなく，更に保全を実施
するかどうかの判断を適切にするため，リスク評価を考
慮した新たな方法を提供する試みを行っている。この新
しいリスク評価システムは，RASIS 指標を用いて，リス
クとこれまでの保全実績の相関を可視化することで，シ
ステムの規模や構成に左右されず，客観的に費用対効果
を把握できる手法を提供する。

2.5 LE サービスを支える仕組み
横河電機では，長年の経験に基づき，迅速かつ有効な

サービスを提供できるような仕組みを構築している。代
表的な例を以下に紹介する。

 � サービスエンジニアの資格制度
サービスには，以下のような特徴がある。

 • 通常の製品販売とは異なり形がなく所有することが出
来ない。 … 「無形性」

 • 所有することができないため，在庫することもできな
い。 … 「消滅性」

 • 一般的にサービスは現場において生産と消費が同時に
行われる。 … 「同時性または非分離性」

 • いつでも誰でも同じサービスを提供するのではなく
対応する相手や時期によって臨機応変に対応する。 
 … 「多様性」

すなわち，ほとんどの場合，サービスは人（サービス
エンジニア）によって提供されるため，品質や提供され
るサービスレベルは人によって異なり，その結果を形と
して残すとこも難しいことから評価も難しい。そのため，
横河電機ではサービスエンジニアの資格認定制度を採用
している。

サ－ビスエンジニアの資格は，役務種別と製品種別を
組合せ，製品だけではなく実務経験なども加味して適切
に評価した結果として与えられる。従って，実務に従事
しないエンジニアには高レベルの資格を維持することを
許していない。また，高レベルの資格を取得し維持する
ためには，製品知識と実務経験以外に公的資格を複数取
得しなければならず，常に自己研鑽が要求される。一方，
新入社員などには経験を積ませ，育成する必要があるた
め，必要最低限の技能知識と社会人モラルを有すること
を条件に，エントリレベルの資格を認定し，現場作業の
手伝いができるようにする等，柔軟に運用している。

 � バックアップ体制
サービス部門だけでは解決できない課題やお客様の要
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求に対しては，GRC がハブとなり，横河電機の製品開発
部門，エンジニアリング部門，営業部門等，関係各部署
と有機的につなげ，重要度，優先度を考慮したエスカレ
ーション体制で対応する。横河電機の総合力をもって対
応できる仕組みとしている。

3. LE サービス商品

典型的な LE サービスの例を，「課題特定サービス」，「課
題解決サービス」，「効果維持サービス」のサイクルに沿
って説明する。

3.1 信頼性を適切に維持確保するサービスモデル
高信頼性は，TCO 最適化の視点で，最も重要視される

要件の１つであり，すべての計装機器・設備において求
められる。

 � 課題特定サービス
時間経過と共に劣化傾向を示すハードウェア機器・設

備では，劣化の傾向や故障発生のリスクを定量的に把握
することで保全時期を予測することが可能になる。機器・
設備が置かれている環境を測定する「設置環境診断」，機
器・設備固有の劣化状態をチェックする「劣化診断」は，
そのための課題特定サービスである。

設置環境診断では，機器・設備の置かれている場所
の温度・湿度・塵埃量・腐食性ガス量などを測定し，機
器・設備に与える影響度合いを国際計測制御学会（ISA: 
International Society of Automation） の 規 格 や 日 本 電
子 工 業 振 興 協 会（JEIDA: Japanese Electronic Industry 
Development Association）の規格に照らして評価する。
図 4 に示すように，設置環境が良ければ機器・設備に与
える蓄積ダメージは少なく，設置環境が悪ければその逆
となる。

劣化診断では，ある環境下で一定期間運用されてきた
機器・設備の劣化状態を，目視観察，特性評価試験，劣
化部品特性試験などで評価し，当社独自の判断基準を用
いて劣化度を定量化する。

これらの結果によって，環境改善の要否判断，延命方
法の立案，オーバーホール時期の設定，点検時期と内容
の設計など，信頼性を維持向上させるための方法を立案
する。

図 4 設置環境と故障頻度の相関

 � 課題解決サービス
課題解決サービスでは，課題特定サービスで立案され

た改善や保全項目を具体的に実施する。
 � 効果維持サービス
効果維持サービスには，計装機器・設備の稼働状態で

の健全性チェックとしての，サービスエンジニアによる
定期的な目視検査を行う「巡回点検サービス」や，リモ
ートインフラを活用し，システムの健全情報を収集解析
する「オンライン診断サービス」などがある。

3.2 機密性を適切に維持確保するサービスモデル
昨今の計装制御機器・設備は，PC/ サーバー / ネット

ワークなど情報系システムの機器・設備と同様の機器・
設備で構成されることが多い。さらに，生産管理や企業
基幹システムと接続されるケースも多く見られる。一般
的に企業基幹システムは機密性維持のために様々なセキ
ュリティ対策を講じているが，計装制御機器・設備では
極端に無防備な場合もあり，特にウイルス感染に弱い場
合が多い。計装制御機器・設備のセキュリティ対策とし
ては，運転や生産管理情報の保護，ウイルス感染のリス
ク軽減が重要である。図 5 に制御システムでセキュリテ
ィ対策を考慮すべき領域，境界を示す。

ネットワークで接続されているプロセスデータ管理
システムが USB メモリからウイルスに感染し，そのウ
イルスがシステム全体に伝染したという例がある。HMI 
(Human Machine Interface) 機能を担っている PC にも感
染し操業に影響が出ただけではなく，ウイルスの駆除に
相当の時間と費用を要した。セキュリティ対策の重要性
は益々増大している。

 � 課題特定サービス
課題特定サービスでは，「セキュリティ・リスク・アセ

スメント」によって，外部からの脅威（例えばウイルス
感染）に対する意識や運用の現状を定性的または定量的
に評価する。得られた結果およびヒアリングなどによっ
て，費用対効果の優れたセキュリティ対策を提案する。

 � 課題解決サービス
課題解決サービスでは，ウイルス感染防止対策の導入

やネットワーク上のセキュリティ設定などを強化したり，
万一問題が生じた際にも短時間で復旧できる仕組みを導
入したりすることで，多重の予防対策を行う。

PC がウイルスに感染した場合，完全に復旧するために
は PC の初期化とソフトウェアの再インストール，さら
に環境やデータの復元などを行う必要がある。感染を防
止することがもっとも重要な防御策であるが，感染して
しまった場合の復旧時間を短縮するためには，定期的に
ディスクバックアップを取っておくことが必要である。
そのためのサービスも提供している。
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 � 効果維持サービス
効果維持サービスでは，ウイルス感染対策の定期的な

アップデートなど，効果を維持継続するためのサービス
を提供する。

図 5 制御システムでセキュリティ対策を 
考慮すべき領域，境界

3.3 オープンシステムのサービス
代表的な制御システムである DCS (Distributed Control 

System) がオープン化されて久しい。図 6 に当社の DCS
である CENTUM の例を示す。

オープンシステムでは，機密性と可用性の維持確保が
重要な課題である。機密性については，すでにそのため
のサービスについて説明した。可用性については，以下
のようなオープンシステムで利用される機器・設備に固
有な特性を考慮したサービスが必要になる。

 • 短い製品寿命，サポート期間
 • 相互接続性（Interoperability）

 � 短い製品寿命，サポート期間への対応
いわゆる OA (Office Automation) の環境とは異なり，

制御システムは一般的に長期連続使用されることから，
OA 環境用の機器・設備とは運用保守面において様々な違
いが存在する。横河電機が開発し提供しているハードウ
ェアやソフトウェアは，長期間にわたって提供を行うこ
とで継続継承性を維持しているが，オープンリソースで
ある PC やネットワーク機器などは，短期間でモデルチ
ェンジが行われており，一部ではその継続性が保てない
場合もある。システム全体をライフサイクルにわたって
保守を継続していくためには，この時間軸のずれを考慮
した保全計画を導入当初から盛り込んでいく必要がある。

横河電機は，課題特定サービスとして，その計画を立
案し，課題解決サービスとして，更新，アップデート，
マイグレーションのサービスを提供する。

 � 相互接続性への対応
計装制御機器・設備は，コンピュータシステムだけで

はなくフィールド機器でもフィールドデジタルに代表さ
れるとおり，オープン化が進んでいる。例えば，フィー
ルドバスでは，そのネットワーク上に複数機種のフィー

ルド機器を接続する。無線フィールドネットワークでは，
複数機種のフィールド機器の信号が伝送される。これら
の伝送方式は規格で統一されているため，接続される機
器はいわゆる相互接続性を保っていなければならない。
しかしながら，同じネットワーク上に様々な機器が接続
されているため，その動作自身の確認が必要であり，ネ
ットワーク全体に関わる故障が発生した場合のトラブル
処理は難しくなる。

横河電機は，課題解決サービスとして，機器の相互接
続性の確認，機器の個々の診断情報やネットワークの診
断技術などを用いた迅速なトラブル解決のサービスを提
供し，オープン化によるリスクを軽減する。

図 6 制御システムのオープン化

今後もますますオープン化が進むことは容易に想像で
きる。この様な流れの中でも，LE サービスを的確に維持
運用してくことは，横河電機にとっても重要な課題とし
て捉えている。そのため，計装機器・設備やシステムを
構成する機器ベンダー各社との関係維持や相互接続性の
確認などを行っている。

4. LE サービスのフレームワーク

計測制御機器・装置のお客様の保全形態は様々であり，
横河電機に一括保全をご依頼いただくケースもあれば，
基本的な保全は自社でまかない，必要に応じて横河電機
のサービスをご利用いただくケースもある。しかしなが
ら，いずれの場合においても，その保守サービスは，主
に保守契約によって総合的にお客様に提供されている。

従来，保守契約は，各国の文化などの違いを受けて，
世界中の各エリアによって若干異なったモデルで提供さ
れてきたが，VigilantPlant Services としてサービス体系
を再構築するのに伴い，保守契約のモデルも日本と日本
以外に大きく分けて再構築した。

4.1 日本モデル「ライフサイクルサポートプログラム」
日本国内でのモデルは，基本的には 2004 年に確立さ

れたライフサイクルサポートプログラムを継承している
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が，VigilantPlant Services の立ち上げに伴いアップグレ
ードした。従来からの保守主体のサービスだけではなく，
生産性や安全性も含めたサービスを統合的に提供し，プ
ラントの保全と運転の両面でお客様のベネフィットを高
めることができるようにした。

ライフサイクルサポートプログラムでは，計装制御機
器・設備を導入した段階で，ライフサイクルにわたって
必要となる保全の全体像を「ライフサイクルプラン」と
して作成し，保全が必要な時期やコストといった当初計
画を設定する。図 7 にその例を示す。

図 7 ライフサイクルプラン

機器・設備はその使用環境やプラント全体の保全周期
などによって，検査や補修のタイミングが異なるため，
毎年それらを考慮しライフサイクルプランの見直しを行
う。もちろん，環境が良く信頼性や可用性を維持できる
と判断した場合は，保全周期だけではなく，定期交換す
べき部位の交換時期も当社が有するデータベースと照ら
し延長することも含んでいる。過去の実績を用いた保全
周期の適正化はお客様自身でも行われているが，グロー
バルで多くの納入実績を持つ当社では，多くの稼働事例
をベースにすることで，より適切なライフサイクルプラ
ンを提供することができる。

4.2 海外モデル “Lifecycle Agreement”
日本以外では，グローバル統一メニューの枠組みとし

て，サポートプランを３つに分けて用意した。
複数地域にプラントを持つ MA (Major Account) を中心

としたお客様からは，従来からの保守契約は内容が複雑
であり，地域によって名称・内容にばらつきがあるとい
う意見があった。これに答えるために，計装制御システ
ムの保守を単純化・統一化したサポートプランとして整
理し，さらに，多様な要求に答えるために，新に操業改
善のサービスも取り込んだ。

名 称 は， 従 来 の 年 間 保 守 契 約（AMC: Annual 
Maintenance Contract）から，Lifecycle Agreement (LCA) 
と変更し，ライフサイクルに渡ってお客様にサービスを
提供するという意思を示した。

３つのサポートプランを紹介する。

1) 基本サポートプラン
平日８時間サポートのサービスで，定常的な保守は自
社で行っているお客様，製品の保証範囲と同等のサー
ビスを希望するお客様をターゲットにしている。
操業改善の支援として，課題特定サービスの有効性比
較分析サービスと改善リーダー育成プログラムを組み
込んだ。まずは，お客様に課題を特定していただき，
改善リーダーの育成とともに，ライフサイクルに渡っ
て課題改善の PDCA を回して，お客様に改善の効果を
実感していただく。

2) 拡張サポートプラン
基本サポートに，24 時間サポート・予防保全を追加
したサービスで，迅速な復旧を希望するお客様及び予
防保全を横河に期待しているお客様をターゲットとし
ている。操業改善の支援として，多くのお客様が問題
を抱えているアラーム削減を目指した迷惑アラーム削
減サービスを加えた。

3) カスタムサポートプラン
拡張サポートに加えて，お客様のプラントの状態・要
求に合わせて自由にカスタマイズするサービスであ
り，横河電機が，ライフサイクルに渡ってパートナー
となるサポートである。カスタマイズされる主なサー
ビス項目としては，マイグレーション時期の前後に環
境改善と機器・設備の劣化状態を定量的に評価する環
境診断・劣化診断や，昨今のセキュリティ事故の予防
を目的としたセキュリティサービス等が挙げられる。

5. おわりに

横河電機の目指す LE サービスは，「横河電機の計装シ
ステムが最も有効に活用されるよう，プラントのライフ
サイクルにわたって適切な保全を提供することで，リス
クを回避し機会損失を最小限に抑えることができるシス
テムを提供することである」と言える。

そのために，リスクと機会損失を定量的指標で管理し，
適切なコストで維持していく仕組みが不可欠である。横
河電機は，そのような仕組みの改善・強化を今後とも継
続する。
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点検整備計画オーバービュー
工場内のシステムごとの計画を記載

システム点検整備計画
システム内の機器ごとの計画を記載

機器点検整備計画・実績
機器内の部品ごとの計画・実績を記載

詳細化

詳細化
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