
アセットエクセレンス ―機器・設備管理の高度化へのアプローチ―

3 横河技報　Vol.51 No.2 (2007)

*1 IA事業部マーケティングセンター

アセットエクセレンス

－機器・設備管理の高度化へのアプローチ－

Asset Excellence
—An Approach to Innovative Asset Management—

アセットエクセレンス特集号の導入として，そのコンセプト，技術的背景について述べ，後にアセットエクセ

レンス（AE）を構成する主な要素の紹介をする。加えて，導入メリット，他社連携および動向についても紹介する。
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This paper describes the main components of Asset Excellence Solution, followed by the concept and

technological background of AE as an introduction to the special issue of Asset Excellence Solution. The

paper also summarizes its advantages and the trend toward cooperation with other companies.

1. は じ め に

2005 年，当社は顧客が理想とするプラントオペレー

ションを実現するためのコンセプトとして，

「VigilantPlant」を発表した。その実現のために，当社は

図1に示すような3つの視点からのソリューション群と，

共通となるサービスソリューション群を提案している。

本特集号では，そのうちの一つ，機器・設備管理の高度化

へのアプローチである“アセットエクセレンスソリュー

ション”を紹介する。なお，横河技報（Vol. 50，No. 3， 2006）

において，“プロダクションエクセレンス”を特集してい

るので，VigilantPlantコンセプトと併せて参照されたい。

2. アセットエクセレンス

お客様のプラントにおける生産は，大きく分けて二つ

の活動，すなわち，運転活動（Operat ion）と保全活動

（Maintenance）に支えられている。日本国内ではそれぞれ

動脈系，静脈系と例えられることもあり，これらは表裏一

体の活動であるといえる。当社は1975年に世界初の分散

型制御システム（DCS）CENTUMを発売開始して以来，運

転領域の発展に取り組んできた。つまり，DCSによるプ

ロセス制御を中心として，流量計，差圧・温度伝送器など

センサ類，操作支援，高度制御，運転効率向上支援などの

ソフトウエアパッケージを提供し，運転のオートメー

ション化を推進して，1980年代以降のプラント近代化に

大きく寄与してきたと自負している。しかしながら，一方

の保全の領域はメンテナンスに関係される人達の日頃の

努力，勘，経験，すなわち人手に支えられているのが現状

であろう。

保全活動をよりオートメーション化していくための技

術的なブレークスルーとして，フィールドバス技術の登

場と，センサー，バルブ類のインテリジェンス化を挙げる

ことができる。従来は，例えばセンサーとDCS間は4-20

mAのアナログ信号線で接続され，センサーからは測定値

を電流値として伝えるだけの一方通行であった。ところ

が，フィールドバスの出現は，センサーとDCS間の相互

通信を実現し，センサーからDCSへ測定値以外の情報の

伝達も可能にし，DCSからセンサーへのダウンロード通

信を可能にした。これらの機能を利用して，センサーによ

図1　VigilantPlantを実現するためのソリューション群

とアセットエクセレントの位置付け
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るプロセスの診断や，制御室にあるDCSからリモート・

オンラインでの現場センサーへのパラメーター設定，状

態管理などが可能になった。

当社は，プロセス制御に最も適したフィールドバスと

して，FOUNDATION fieldbus（FF）の標準化活動およびユー

ザーへの提案を継続している。現在では，当社が担当する

海外大規模新規プラントにおいて，そのほとんどにおい

てFFが採用されている。さらに，日本国内でも最近に

なってFF採用の動きが見えてきた。

この様な背景から，当社では保全作業をオートメー

ション化し，その質・効率を向上させるために，アセット

エクセレンス（以降AE）ソリューションを提案している。

AEソリューションのゴールは，ユーザーの理想工場，す

なわち，生産について稼働率の高い，高信頼なプラントを

実現することである。

AEソリューションは，以下に示すハードウエア，ソフ

トウエアの組み合わせによるソリューション群として提

供する。

①当社が誇る信頼性の高いセンサー群，制御システム，

フィールドバスなどのハードウエア

②現場ツールによる機器単体に対するコンフィギュレー

ション，パラメーター変更などの機器操作・メンテナ

ンスおよび診断機能－FieldMate

③センターからのツールによるシステム全ての機器に対

する集中的なコンフィギュレーション，パラメーター

変更などの機器操作・メンテナンスおよび診断機能。 そ

の結果を静的，動的，履歴データなどの形で機器毎に

データベース管理する機器管理機能，センサーなどの

フィールド機器における診断機能，診断結果をアラー

ムメッセージとして，オペレーターまたはエンジニア

に伝達する機能。センターから定期的に機器を監視す

る機能－PRM

④ユーザープラントに深く関わり，その改善を提案・実

行する付加価値向上サービス活動－InsightSuiteAE

この様子を，図2に示す。

本特集号では，各論文で詳細の説明をするが，以下に

AEソリューションを構成する代表的な要素について，簡

単に解説する。

（1）PRM（ Plant Resource Manager ）

PRMは，AEソリューションの中心となる統合機器

管理ソフトウエアパッケージである。

その基本機能は機器データベース管理で，機器毎に

その機器に関するデータ（型名，製造メーカーなどの

静的データ，機器パラメーターなどの動的データ，機

器アラーム，操作記録などの履歴データ）を保管す

る。ここで機器とは，プラントを構成する要素のこと

で，基本的には計装機器であるセンサー，バルブのこ

とを示す。さらに後述する通り，回転機，その他装置

などに対象を拡げつつある。

PRMでは，拡張機能として拡張診断機能（Advanced

Diagnostics）を提供する。ここで診断機能は，機器管

理機能へ追加機能（プラグイン）として提供される。

診断機能を実現するプラグインには，デバイスマ

ネージメント分野における業界標準インタフェース

であるFDT/DTM（Field Device Tool/Device Type

Manager），当社独自の PAA（PRM Advanced

Application）などいくつかの種類があり，その機能に

適した形で提供する。また機器単体の診断だけでな

く，機器から見たプロセスの診断を，さらに異常を検

出した結果だけでなく，異常が発生しそうだという

予測診断なども提供する。

PRMの特長は，計器室などのセンターからシステムに

接続されている全ての機器を管理できることである。

機器のインテリジェント化，FF化に伴い，機器から

もアラームメッセージが出るようになってきた。

PRMはその内容により，オペレーターまたはメンテ

ナンスエンジニアに選択的にメッセージを伝える機

能も有する。

（2）FieldMate（＊）

PRMがセンターから全ての機器を対象にするのに対

して，FieldMateは現場で機器に直接接続して使用さ

れることを想定した，機器のコンフィギュレーショ

ン，機器内部の状態表示などの機能を提供するPCソ

フトウエアである。

FieldMateの特長は，EDDL（Electronic Device De-

scription Language）とFDT/DTMの両方の技術をサ

ポートし，FieldMate 1 台で，全ての機器，全ての

フィールドネットワーク（FF，HART，Profibusなど）

をサポートすることである。

この分野では，長い間ハンドヘルドターミナルが主流で

図 2　Yokogawa Asset Excellence Model
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あったが，1台で全てに対応できるポータブルPCによ

るFieldMateは，画期的に向上した操作性を提供する。

FDT/DTMについて詳しくは別の論文で説明するが，

センサーなど機器の設定値のRead/Write，内部状態

の表示などを機器メーカー自ら提供するプラグイン

ソフトウエアである。それぞれの機器を知り尽くし

たメーカーが提供するDTMは，その機器に特化して

いて最も使い易い。

Fie ldMate で行われたメンテナンス作業結果は，

PRMと連携させることにより，PRMに一元的に保存

管理される（開発予定）。

（3）InsightSuiteAE

InsightSuiteAEは，ユーザープラントに深く関わり，

その改善を提案・実行する付加価値向上サービス活動

である。InsightSuiteAEでは，ユーザーのプラントの

問題点を可視化し，その改善を提案する付加価値サー

ビスを提供する。これはプラントのノウハウをお客様

と共有し，最善の状態に維持するだけでなく，継続的

により改善していくことを目的としている。

3. AEソリューション導入メリット

AEソリューション導入することによるユーザーのメ

リットは，以下の通りである。

（1）予期せぬ故障による損失コストの削減

AEソリューションの中では，差圧伝送器の導圧管つ

まり検出のような予測診断機能（P r e d i c t i v e

Diagnosis）を提供する。予測診断は，機器の故障を事

前に知ることを可能にし，例えば，つまり診断の場

合，導圧管がつまりそうなことを完全につまる前に

通知する。故障前にかつ計画的にメンテナンス作業

を実施することでプラントのノンストップ運転を可

能にする。このことは，プラント運転上の損失防止，

安全確保，環境保全対策に大きく寄与する。

（2）不要不急なメンテナンス作業の削減

図3は，化学業種における計装関連のメンテナンス作

業時間統計調査結果である。通常の計器チェック作

39

業（Routine Check）と，調査作業を実施したが実際に

は計器に問題がなかった場合（No Problem）の時間を

合わせると，その作業時間は全体の63%になる。言

い換えると，計器に問題ないことを確認するために

この時間を費やしていることになる。

AEソリューションで提供するセンサー・バルブなど

のフィールド機器の診断機能・予測診断機能は，従来

のフィールド機器についてのTBM（Time-based

Maintenance）をCBM（Condition-based Maintenance）

へ移行することを可能にし，プラントの安全を高い

レベルで維持しながらメンテナンス作業時間を劇的

に削減する。

（3）メンテナンス・診断における知識・経験の継承

日本では2007年問題として，熟練者の減少が操業に与

える影響が論じられている。当社では逸早くこの問題

に取り組み，運転の領域で熟練オペレーターの操作を

記憶しこれを継承するための「運転効率向上支援パッ

ケージExaPilot」を発売し，多くのユーザーから支持

を得ている。保全の領域においても同じく，メンテナ

ンス作業を伝承するための仕組みPAAをAEソリュー

ションでは提供している。この仕組みを用いることに

より，熟練メンテナンス担当者の知識・経験を形式知

化することでそのノウハウの継承が可能になる。

4. Open Interfaceを用いた他社連携

AEソリューションは，信頼性の高いプラントを実現する

ことを目的としている。しかし，実際のプラントには当社

が提供する制御システム，センサー類の他に，制御バルブ，

モーター，インバーターなどの回転機器など様々な機器が

存在する。これらのような当社が提供していない機器の管

理，診断機能など，プラント全体で一元管理を実現するこ

とがプラント全体の信頼性向上のためには必須である。

このような場合，他社機器または他社診断機能と当社

機器管理との統合を，横河AEソリューションとして提供

する。その際に重要なのがOpen Interface（国際・業界標

準インタフェース）であり，AE ソリューションでは，

FDT/DTMおよびOPCに着目している。

AEソリューションでは，それぞれの分野の代表的な

メーカーとアライアンスを結び，Open Interfaceを利用

した統合ソリューションの提供を，PRM をプラット

フォームとして実現している。この様子を，図4に示す。

（1）バルブソリューション

VIP（Vigilant Partnership Program）という名称で，

Global に展開する代表的なバルブメーカー 4 社と

FDT/DTM機能を核とした統合ソリューションを提

供している。バルブとも特にバルブの予測診断には

力を入れており，これらがPRMと統合されること

で，質の高い機器管理・診断が可能になる。

図 3　計装メンテナンス工数
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図 4 　バルブおよび回転機診断機能連携（アライアンス）
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（2）回転機診断ソリューション

回転機診断におけるGlobalトップメーカーとOPCイ

ンタフェースを利用した統合ソリューションの提供

を準備中（提供開始2007年）である。本機能を利用す

ることにより，計装機器だけでなくPRM上で，モー

ター，ポンプ等のステータスを表示すること，異常時

（含む予知アラーム）にそのメッセージをPRM経由

DCSで確認することなどが可能になる。

（3）インターオペラビリティー（相互運用性）

一般に異なるメーカーの機器の組み合わせ，特にイン

テリジェント機器の組み合あわせソリューションの場

合，ユーザーはその組み合わせが正常に動作するかが

大きな関心事となる。当社は，このようなユーザーの

懸念を払拭するために，FDT/DTMのインターオペラ

ビリティーテストラボを設立し，相互運用試験を実施

している。ここでは，例えばVIPバルブメーカーの提

供するDTMがPRM，FieldMateとの組み合わせで正

常に動作することを検証し，その情報を公開すること

で，ユーザーに安心を提供している。

5. 今後の展開

DCS を中心にした運転の分野では30 年以上のオート

メーションの歴史があるのに対し，保全の分野における

オートメーション化の動きはまだ始まったばかりである。

今後も，以下の様に幅広く質の高いAEソリューションを

提供していきたいと考えている。

（1）VIPの拡張

バルブソリューションの項で示した通り，当社は

FDT/DTM機能を核とした他社との統合ソリュー

ションVIPを開始した。今後バルブの範囲だけに留

まらず，他のエリアでもインテリジェント機器との

統合ソリューションを提供していく予定である。

（2）各種診断パッケージとの統合ソリューション

回転機診断では，Open InterfaceとしてOPCを利用

した統合機能を実現している。プラントには計装機

器，回転機だけなく，他にも熱交換器などの装置も数

多く存在する。回転機診断のように，装置，プロセス

等の診断機能を提供するパッケージを，他社連携の

仕組みを用いることにより，順次PRMとそれらの統

合ソリューションを提供していく予定である。

（3）ワイヤレスセンサーネットワーク

現在業界標準化作業が進行中であるフィールド無線

技術を用いたフィールドワイヤレスセンサーネット

ワークの提供と，この技術を用いた各種付加価値ソ

リューションの提供を当社は計画している。

ワイヤレスセンサーを応用したソリューションは，

既設の制御用のセンサーの置き換えではなく，無線

だからこそ，その特長を活かしたものになる。 すなわ

ち，例えるとパイプの中を測る制御センサーでなく，

パイプの外側の温度，腐食，振動などを測り，生産設

備を維持・管理するためのセンサーへの応用である。

従来は，プラント設備維持のために，プラント内に広

くゲージ類が配置され，フィールドオペレーターが

日々それをチェックしていた。ゲージをワイヤレス

センサーに置き換え，センターよりこれらの数値を

収集することにより統計処理，各種診断を実施する

ことが可能になり，メンテナンス作業のオートメー

ション化に寄与する。

特に無線によりフィールド配線のコストが大幅に削

減できるため，この新技術に対する期待は高い。

*‘VigilantPlant’，‘FieldMate’，‘PRM’，‘InsightSuite’， ‘CENTUM’

は，横河電機（株）の登録商標です。その他，本文中の製品名，名称は，

それぞれ各社の商標または登録商標です。尚，‘FieldMate’は，現在

日本国外でのみ販売しています。


