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統合機器管理ソフトウエアパッケージ PRM R3.0
PRM R3.0 New Plant Resource Manager

伝送器や制御バルブといったフィールド機器をはじめとし，各種プラントリソースを管理する統合機器管理ソ

フトウエアパッケージPRM（Plant Resource Manager）をリニューアルしPRM R3.0とした。2001年にPRMを

出荷した後，フィールドネットワークの普及，機器診断技術の発展，設備管理に対する認識の変化などPRMを

取り巻く環境は大きく変わってきた。生産基盤であるプラントを常に最良状態かつ最適なコストで維持し，理想

のプラントを実現するためのプラント設備管理（Plant Asset Management： PAM）に対する要求は強く，一つの

ソリューションとしてAsset Excellence（AE）を当社は提案した。PRMは，プラントリソースをライフサイクル

に亘り維持管理するためのプラットフォームとして，長期に使用可能なように大きく改革を施した。本稿では，設

備管理を取り巻く環境，そのためのPRM R3.0の機能について述べる。
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We have developed PRM R3.0, an improved version of the PRM (Plant Resource Manager) unified

device management software package for various field resources. Since PRM was released in 2001, the

industry has gone through some major changes in circumstances surrounding PRM, with increasing

prevalence of field networks, improvements in device diagnostic technologies and a change in the way

asset management is regarded. There are now great demands for improvements in the Plant Asset

Management (PAM) process, in order to optimize plant conditions while minimizing cost. In response,

Yokogawa Electric proposed the Asset Excellence (AE) solution, consisting of PRM, FieldMate, and

other asset management solutions. PRM has been enhanced with revolutionary improvements, allowing

it to function as a long-term platform for PAM. This paper describes the requirements in PAM, and the

PRM R3.0 features that satisfy these requirements.

1. は じ め に

プロセスオートメーションは運転と保全の両面から構成

される。主に，CENTUMなどの制御システムによりプラ

ントの運転監視が行われるのに対して，設備保全の役割を

担うのが，PRM（Plant Resource Manager）などのプラン

ト設備管理（Plant Asset Management： PAM）（1）である。

プラントに設置された各種センサーからの信号，制御

状態の情報，履歴情報などを基に現在および近未来を運

転監視が扱うのに対して，プラントを構成する機器や装

置などのリソースを長期に亘り，常に適切な状態で維持

管理することがPAMの役目である。プロセスオートメー

ション設備は，小さなプラントでも数十社以上のメー

カーの数100種以上の機器が数1000以上使われるため，こ

れらの機器を10年以上の期間に亘り適切なコストで維持

管理することがPAMに求められる。しかしながら，保全

は保全に係わる人達の経験や勘に支えられているところ

が多い。

双方向デジタルフィールドバスの出現，機器のインテ

リジェント化，診断技術の発展は，プラントを構成するリ

ソースを運転と同じオンラインでの管理を可能した。今

回，プラントリソースをライフサイクルに亘り維持管理

するためのプラットフォームとして，PRMをリニューア

ルした。

2. 運転・保守とPRMの関係

図1は，NAMURのNE91（2） “Requirements for Online

Plant Asset Management Systems”の中で，設備管理の

視点から運転と保全の関係を示したものである。

従来の設備管理は資産管理の要素が強く，現場側が求

めている機器の調達の迅速性や修理・調整の容易さを必

ずしも満たすものではなかった。しかし，双方向フィー



統合機器管理ソフトウエアパッケージ PRM R3.0

8横河技報　Vol.51 No.2 (2007)42

ルドバスの出現は，オンラインでのプラント設備管理を

可能した。FOUNDATION fieldbus（FF）の機器は，自己診断

結果を自発的にイベント通知する機能を有しており，

PRM 2.0 ではイベントの有無を機器の状態として反映し

た。

さらに，機器のインテリジェント化が進み，機器の設定

調整に新たな変化をもたらした。機器メーカーが自社の

ノウハウを隠蔽化することのできるFDT/DTM（Field

Device Tool/Device Type Manager）（3）インタフェースの

国際標準化である。FDT/DTM技術はネットワークプロ

トコルに依存しない機器の設定調整ツールを提供すると

共に，機器の設計ツールとしてのDTMを生み出してい

る。PRM R3.0 は FDT/DTMに対応することで，FF，

HART以外のプロトコルの機器の設定調整も可能となっ

た。

PRM R3.0では，診断機能および診断技術との連携を強

化した。機器や装置が実行した自己診断結果を監視する

のみではなく，他社の診断パッケージの結果，さらに運転

には直接使われない機器内の状態を一定周期で収集し，

履歴データや他の情報と組み合わせて状態を予測・推計

し，結果をPRM上の機器状態として示すアドバンスト診

断機能をオプション機能として用意した。

図2に，機器のライフサイクルを示す。当初のPRMは，

据付フェーズで使用される機器の設定ツールとしての色

彩が強かったが，拡張診断機能やFDT/DTMのサポート

は，運転フェーズや保守フェーズでのPRM適用を拡げて

いる。設計・製作フェーズは，CENTUMなどのエンジニ

アリングツールと連携することで機器のライフサイクル

に亘る対応が可能になり，プラント設備管理ソリュー

ションのプラットフォームとなってきた。

3. PRM R3.0の特長と構成

PRM R3.0は，機器台帳を中心として，機器の状態，履

歴を管理し，情報をコントロールする。さらに，機器に

対する作業が必要とする時は，調整・診断といった機能

をナビゲートする。図3に，PRM R3.0のソフトウエアの

構成を示す。

以下に特長を挙げる。

・対象機器の多様性

・階層構造の管理

・部品と機器の区別

・データ，ビジネスロジック，プレゼンテーションの

3層構成

・オンライン，パトロール，診断による機器状態の収集

・イベント収集とイベント配信

・プラグインツールと組み込みツールへの対応

プラントを構成するリソースには，伝送器やバルブな

どの機器から熱交換器や蒸留等といった装置や設備が存

在する。PRM R3.0の機器台帳には，これらプラントを構

成する電気・計装品，機器（回転機械，静止機器），装置，

設備などの物理的な構成要素で，製品としてユニークな

IDを与えられるものが登録可能である。

機器台帳に登録される機器（装置や設備も含めプラント

リソースをPRM R3.0は区別していない）は，ユニークな

ID（機器ID）をキーとして，国際標準規格ISA 88.01 Batch

Control System Part 1： Models and Terminology の物理

モデルに準拠した台帳管理を行うことができる。また，機

器の付属物として，部品を登録対象とすることができる。

PRM R3.0は，機能的に3層から構成されるプログラム

である。

（1）データレイヤー

機器台帳を中心とした機器属性，機器のステータス

やイベントなどを管理するデータベースと，機器と

の通信を担当する通信サーバーから構成される。長

期間，安定して動作することが必須とされる。

（2）ビジネスロジックレイヤー

ビジネスロジックレイヤーでは，機器のステータス

やイベントから機器状態の判定処理，機器イベント

図1　設備管理とPAMの関係 図2　機器のライフサイクル
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をフィルタリングしてメールやイベントの配送処理，

機器のパラメーターやイベントからの診断処理など

を行う。機器や装置の管理指標の設定などエンジニ

アリング要素を持つ。

（3）プレゼンテーションレイヤー

プラントの階層構造に沿った表示，運転に合わせた

グループ構成などのユーザーインタフェースを提供

する。使用環境の影響を受け，製品の改定周期が比較

的短い。

図3で示される3層構造のPRM R3.0は，PCへのイン

ストールのし易さのため，次の 4 つの要素，PRMサー

バー，フィールド通信サーバー，アドバンスト診断，PRM

クライアントに分けている。各要素間は，クライアント・

サーバーの関係を成している。各要素はネットワーク上

に分散して配置すること，或いは同一PC上に配置するこ

とも可能であり，管理対象とする機器の数や使用するビ

ジネスロジックに応じて柔軟なシステムを構成すること

ができる。

PRMの構成要素の中心を成すのが，PRMサーバーであ

る。図4に，PRMサーバーの構成図（オールインワンの場

合）を示す。汎用リレーショナルデータベース上に機器管

理データベースを構築し，周りには機器や機器の診断シ

ステムからの情報を収集するインタフェース，PRMクラ

イアント・MES/EAM （Manufacturing Execution Sys-

tem / Enterprise Asset Management）システムへのイン

タフェースが取り囲んでいる。特に，機器とのインタ

フェースは業界標準であるOPCやFDT/DTMを採用す

ることで，相互接続性や相互運用性を高めている。

これらインタフェースは，アプリケーションの目的に

応じたものが準備されているが，接続先システムに合わ

せて変換が必要になる場合もある。この場合は，コンバー

ターから基本インタフェースを利用することで，どのよ

うなシステムとも接続が可能な構成となっている。接続

先システムがオンラインの機能をサポートできない場合

でも，XMLファイルベースでの情報交換が可能とするイ

ンタフェースも準備されている。また，CENTUM CS

3000 HIS の画面にメンテナンス情報を伝達するために，

横河システム専用のインタフェースも備えている。

アドバンスト診断等のビジネスロジックは，PRMシステ

ムにおける基本インタフェースを利用している（‘統合機器管

理ソフトウエアPRMにおける診断統合技術’の頁を参照）。

4. PRMのデータベース

データベースの構成を説明する。PRMは，機器台帳と

機器診断データヒストリアンという2種類のデータベース

を持つ。機器台帳は静的な情報およびそれに紐づく履歴

情報を管理し，機器診断データヒストリアンは機器の動

的なデータ値を時系列に管理する。

図5に，機器台帳のデータベース構成を簡単に示す。

PRM R3.0では，管理対象となるプラント構成要素の属

性情報群である「機器モデル」を管理し，実際の物理的な

個体に対しては，「機器ID」を発行することでその「機器

モデル」を実体化している。イベント，操作履歴情報およ

び機器台帳などの全ての管理情報は，この「機器ID」に

結び付けられて管理されている。この「機器ID」は物理

的な個体を指し示しており，機器の属性や管理情報がい

かに変化したとしても，トレースが可能であるように設

計されている。ユーザーが設定する「機器タグ」は，物理

的な個体に付与されたラベルであり，機器台帳に格納さ

れる情報の一つである。「機器 ID」を中心としたリレー

ションが構築されているため，イベントや操作履歴など

図3　PRM R3.0ソフトウエア構成
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の管理情報を，「機器タグ」をキーとして検索することが

可能である。「機器タグ」は，言わば設置場所情報である。

したがって，機器の設置場所変更により，以前とは異なる

機器タグが設定された場合でも，以前の履歴情報は継承

される。逆に機器の設置場所は同一でも，機器を交換した

場合は物理的個体が異なるために，過去の履歴は引き継

がれない。

また，PRMシステム上でのいかなる削除操作によって

も，実際に機器の情報がデータベースから削除されるこ

とはなく，PRMシステムとして削除されたという属性を

付加して管理することで，PRMシステムでは不可視な状

態となる。これは，「全ての情報をトレース可能な状態で

管理する」というPRM R3.0データベース設計のポリシー

である。

一方，機器診断ヒストリアンデータベースは，予め機器

属性毎に定義された収集対象パラメーターを，長期に亘

り自動的に収集/蓄積するものである。ユーザーは，収集

対象とする機器をPRMクライアント上から選択/設定す

るだけで，収集すべきデータや周期はフィールド通信

サーバーに一任し，機器の状態を知るための定点観測を

実現する。これら収集データも，「機器ID」とのリレーショ

ンで管理されている。蓄積したデータは，「機器タグ」を

キーとして取り出すことができるため，機器の状態の解

析や新たな診断アルゴリズムの研究等の用途に役立てる

ことができる。

「機器台帳」および「機器診断データヒストリアン」と

いう二つのPRM R3.0のデータベースは，それぞれ履歴

図5　機器台帳データベースの構成

44

データやパラメーターといった時間を追ってデータ量が

増殖し続けるものである。このため，時系列な動的データ

を対象として，自動的にデータをアーカイブする機能を

持ち，データベースの健全性を確保している。

今回のPRM R3.0リニューアルに併せて，機器診断デー

タヒストリアンの統合とデータベースシステムの取り扱

いのし易さを目的として，データベースをOracle10Gか

らMS SQL Server 2005に変更した。システムの根幹部

分の変更となるため徹底した特性調査を実施し，MS SQL

Server 2005に最適化したデータベースオブジェクト並び

に基本インタフェースを構築した。これにより，管理機器

数が数千となるような大規模なシステムであっても，従

来以上のパフォーマンスを確保している。

ここに挙げた各種インタフェースおよびデータベース

構造により，今後の付加価値向上サービスビジネスに向

けたInsightSuiteAEの様々な機能を実現していくための

プラットフォームとして，磐石の備えを実現している。

5. お わ り に

1970年代，80年代とプラント設計・運転に関わった技

術者が世界的にリタイアする中で，それまでに培った保

全技術が継承されずに失われようとしている。機器の信

頼性の向上，診断技術の普及などにより機器の故障やト

ラブルが減少し，静寂で退屈なプラント，すなわち理想の

プラント運転に近づく一方，機器の故障やプラントの異

常を経験する機会が少なくなり，保守技術を磨き辛く

なっている。PRMは，機器情報を長期に保存することで

時間・空間を越えた情報の共有化を可能にするものであ

り，ビジネスロジックをPRM上に構築することで技術伝

承としても活用ができる。

紙面の関係で記載がないヒストリアンデータを活用し

たアドバンスト診断については，本誌の他の頁を参照願

います。
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