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統合機器管理ソフトウエアパッケージPRMにおける診断統合技術
Unified Diagnoses Management of PRM Plant Resource Manager

プラントの生産設備を最適なコストで良好な状態に維持するために，その状態を的確に把握すること求められ

る。診断の観点ではオンライン診断のラインアップを充実させ適用範囲を生産設備全般にカバー範囲を拡げるこ

と，さらにその種々の診断結果を一元的にハンドリングして有効な情報として活用することが重要である。本文

書では，横河電機の統合機器管理ソフトウエアーパッケージPRM（Plant Resource Manager）が，種々の対象に

関するオンライン診断をフィールド機器などと機能分担しながらどのように実現しているか，さらには診断結果

をどのように統一的にハンドリングしているかを述べる。
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To maintain plant equipment for production in good condition at reasonable cost, it is important to

monitor equipment conditions. This requires a wide range of online diagnoses to cover many types of

equipment and handle the diagnostic results in a consistent manner. This paper describes how PRM

(Plant Resource Manager), a plant asset management system of Yokogawa Electric, performs online

diagnoses through functional collaboration with instruments and how it handles the diagnostic results

in a consistent way.

1. は じ め に

Asset Excellence（AE）の目指すものは，生産基盤である

プラントを常に最良状態かつ適切なコストで維持するため

のソリューション群の提供である。生産の機会損失を伴う

ことなく保全コストを下げるには，保全方法を事後保全か

ら予知保全・予防保全へとシフトすることが求められる。

機器・装置の状態を少ない手間と費用で正確に把握するた

めには，オンライン診断の実現を加速すると共に，多く診

断情報を一元的に把握し，保全活動に活用する仕組みの提

供が肝要である。当社では，統合機器管理ソフトウエア

パッケージPRMでフィールドネットワークを活用するこ

とでこれを実現している（図1）。

2. 診断のオンライン化

2.1 保全業務への情報技術導入のために

プラントの保全業務は，作業場所が主にフィールドであ

り，作業内容も人間の五感の利用も含む点検や工具を用い

た物理的な調整・修理などが主体である。従って，データ

を電子化して扱うこと，さらにはデータから導出した情報

をITに載せることは稀であった。

しかし，近年になり状況は変化している。フィールド機

器にマイクロプロセッサが搭載されたことで機器は内部に

豊富なデータを持つようになり，さらにフィールドバスの

普及により，外部からこれにアクセスすることが可能に

なった。また，フィールド機器への診断機能の実装が積極

的に進められている。これは，フィールド機器が診断結果

という情報を自動生成する機能を持つことに相当する。

2.2 診断とそのオンライン化

診断とは，種々のデータを収集・解析して対象機器・装

置の状態を判定し，結果をしかるべき手段で通知するとい

う一連の行為である。例えば，バルブの診断を行う場合，

以下を行う。

図1　診断の一元管理
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（1）外観検査やバルブ開閉動作を実施

（2）パッキン磨耗，プラグ劣化等を推定

（3）診断結果の関係者への連絡

多くの診断ツールが提供されているものの，診断の運

用に人が介在している限りは，診断対象の拡大や診断頻

度の向上には限界がある。

オンライン診断は人の介在なく自動的・継続的に診断を

行うもので，前記（1）～（3）の全てを自動化することが目標

である。これには，フィールド機器と機器管理システムの

密接な連携が必要である。特に（3）に関しては，種々のオン

ライン診断が発生する診断メッセージを統一的な形式に整

えてから人に向けて配信することが，メッセージを受けた

際の的確な対応にも，後の情報再利用の際にも重要である。

3. PRMのオンライン診断サポート

3.1 オンライン診断実現の機能要素

オンライン診断の実現には，診断対象に関するデータ収

集を行うセンシング機能，得られたデータに対して診断ア

ルゴリズムを適用し判定を行う診断エンジン機能，診断結

果を人に伝えるメッセージ生成・ハンドリング機能の3つ

の機能要素が必要である。

例えば，測温抵抗体の断線検出の場合は，抵抗体にか

かっている電圧と流れている電流の測定（センシング機

能），電圧／電流の計算により抵抗値を算出し，健常範囲

と比較して異常と判断する機能（診断エンジン機能），断線

発生場所やタイムスタンプを付けて人に判る形式で通知す

る機能（メッセージ生成・ハンドリング機能）の組み合わせ

で実現される。

3.2 PRMのオンライン診断サポート

種々のオンライン診断を実現させるためには，前記の3

つの機能要素を適材適所で実現する必要がある。極力多く

のオンライン診断を実現し，さらにその診断情報を一元的

に把握することを目的に，PRMではカバー範囲を柔軟に

選べる構成としている。図2に，この様子を示す。図の下

段は，診断対象の分類，矩形は診断機能要素の実装場所を

示している。

メッセージハンドリング機能と状態表示機能は常に

PRMに実装されるが，診断エンジンやメッセージ生成機

能の実装場所は，診断対象によって異なる。以下，順に説

明する。

（1）機器内部診断

前記の測温抵抗体の断線検出や，フィールド機器内

部の電子回路の故障検出などが該当する。センシン

グ，診断エンジン，メッセージ生成機能共に機器に実

装され，PRMはメッセージハンドリング機能を担当

する。

フィールド機器の診断エンジンが動作するに際して

は，モードや条件などの設定が必要になる。一般に，

機器の持つユーザーインタフェースは限られている

ため，設定にはPCが利用される。PRMでは，リモー

トにある機器の設定変更に関して，PLUG-INおよび

DTM（Device Type Manager）と呼ばれる組み込みプ

ログラムでの実施をサポートしている。

（2）プロセスインタフェース診断

機器自体ではなく，機器とプロセスが接する部分の

診断を指す。例えば，差圧伝送器にオリフィスの圧力

図2　オンライン診断の機能要素と実装場所
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差を伝達するために用いられる導圧管を対象に，そ

のつまりを微小な圧力の揺動から検出する診断等が

これに該当する。

プロセスインタフェース診断は，必ずしも機器内部

だけで実現できるとは限らない。アルゴリズムが複

雑なために，機器の持つプロセッサーではパフォー

マンスが不足する場合や，診断に長期トレンド情報

が必要な場合などが存在する。このために，PRMで

はPRMアドバンスト診断アプリケーション（PAA）と

呼ばれる診断エンジン機能を持ち，機器が一次処理

したパラメーターを利用して，さらに複雑な診断を

行う仕組みを準備している。つまり診断の例では，

数年に及ぶトレンドをPRMに持たせ，これを利用す

ることで徐々に進行するつまりを検出する。

（3）ユニット・装置診断

機器単独で行う診断の範囲は，その機器が持つセン

サーからの情報を利用するもの

に限定される。これに対して複

数機器にまたがる情報を利用す

れば，より広い範囲を対象にし

た診断が実現可能である。例え

ば，バルブ開度と流量の相関を

用いれば，バルブプラグ部のエ

ロージョンやコロージョンを，

また熱交換器のような装置の入

出力流量，圧力，温度などを測

定できれば，伝熱効率の低下や

細管破断などを診断することが

できる。この場合にはセンシン

グのみをフィールド機器で行

い，診断エンジンは専らPAAを

利用する。

（4）電気機械設備診断

タービンやコンプレッサーなど

特別に重要な設備には，専業

メーカーの診断システムが設置されて

いる場合がある（図3）。例えば，振動監

視システムは専用のセンサーと診断実

行ハードウエア，その設定や状態表示

のためのHMI（Human  Mach i n e

Interface）を併せてシステムとして提供

される。PRMは，このようなシステム

からの情報も受け入れて，メッセージ

ハンドリング機能でこれを解釈して，

人に伝える機能を開発中である。これ

により，全ての診断情報の一元管理を

行うことができる。

4. PRMの機能紹介

前章ではPRMの役割について述べたが，本章ではPRM

が実際にどのような機能でオンライン診断をサポートして

いるかを説明する。

4.1 メッセージハンドリング（表示）

PRMのメッセージ表示機能について，代表的な画面例

を，図4に示す。

画面左側の部分は機器ナビゲーターと呼ばれ，PRMの

管理する全機器が階層的に表示される。表示には機器の種

類に応じたアイコンが使用され，その横には機器の状態が

赤や緑の楕円で表示される。これは，機器の自己診断結果

を，PRMが統一的に表示しているものである。機器状態は

階層を伝播して上位のフォルダにも表示されるため，トッ

プフォルダを見れば機器異常の発生を知ることができる。

画面右側には，機器ナビゲーターで選択された機器に関

図3　状態監視システムとの連携
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図4　メンテナンスアラーム画面
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する種々の情報が表示される。この画面例ではPRMが保

全員向けに解釈・配信したメッセージを表示させている。

表示には，電子メールに似た直感的なインタフェースを

採用しており，上段に受信メッセージ一覧，下段にその内

容が表示される。また，メッセージ一覧の左端には，既読

／未読に相当するフラグ「！」を設けて，管理を容易にし

ている。

なお，配信されたメッセージはデータベースに蓄積さ

れ，様々な条件での検索が可能である。

4.2 メッセージハンドリング（加工，配信）

種々のオンライン診断から受け取ったメッセージをその

まま解釈して表示するだけでは，統一した管理は困難であ

る。このため，PRMでは特定メッセージの配信要否に加

えて内容のカスタマイズを行う機能を，メッセージフィル

ター機能として提供している。図5に，フィルター設定画

面を示す。フィルターは，配信先（保全員と運転員）に分け

た設定が可能である。また，フィルター設定の効果を確認

するためのシミュレーション機能も設けている。

4.3 診断ロジック記述

診断のアルゴリズムは机上の理論だけでなく，診断対象

に関するノウハウによって実現される。特にユニットや装

置などは，プラントでの使用状況に応じた診断アルゴリズ

ムの構築が有効と考えられる。PAAでは，診断ノウハウ

を持った人が自らアルゴリズムを記述することを想定し，

診断記述の容易性を特に重視している。診断ロジックの記

述方法には，プログラマー向けのVCやVB言語ではなく，

直感的なアイコンベースのGUI（Graphical User Interface）

を採用した。条件分岐のアイコンや処理のアイコンを配置

し，これを結線していくことで簡単にロジックを記述でき

図5　メッセージフィルター設定画面
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る（図6）。この機能は，当社がDCSの非定常操作サポート

用に長年に亘って提供し，高い評価を頂いているExaPilot

のユーザーインタフェースをベースとしている。

4.4 診断用ヒストリアン

オンライン診断は現在の状態の診断だけでなく，将来の

状態の予測，即ち予知診断を行うことに大きな価値があ

る。他の分野と同じく，プラント設備においても将来を予

想するためには，逆に過去の状態を知ることが有効であ

る。PRMでは2006年秋に出荷されたR3.01から本格的な

ヒストリアンを採用し，6万アイテムに及ぶデータを長期

間に亘って収集・保存することが可能となった。トレンド

等から単純に外挿して未来を予測する単純な使用方法や，

診断アルゴリズムの有効性確認に過去のデータを用いるな

ど，多様な活用方法を今後サポートしていく。

5. お わ り に

プラント全体に亘るオンライン診断の充実に関しては，

フィールド機器ベンダーや状態監視システムベンダーとの

協力が不可欠である。このため，機器ベンダー側のプログ

ラム開発負担低減に配慮したFDT/DTM（Field Device

Tool/ Device Type Manager）と呼ばれるオープンな枠組

みを，また状態監視システムベンダーとのインタフェース

にも，プロセスオートメーション業界で標準的に用いられ

るOPCを採用している。今後とも，各ベンダーとより積

極的に連携を進め，より多くの生産設備を管理するよう，

機能強化を進めて行きたいと考えている。
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図6　診断アルゴリズム構築画面
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