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機器管理における保全アラームと運転との融合
Integrated Operation with Maintenance Alarm on an Asset Management System

近年，FOUNDATION fieldbus機器に代表されるように，フィールド機器のデジタル化および機器の自己診断機能

の発達により，機器の故障予知が可能となってきた。予知情報はメッセージとして遠隔の保全員に通知され，設

備の早期保全に利用されるとともに，必要に応じて運転員に通知されることで，さらなる操業品質の向上が期待

できる。多様なアラーム・メッセージを適切に通知するアラーム管理と機器・設備の状態を管理するプラント設

備管理の統合によってAsset Excellence（AE）が達成されるとともに，それらと運転との融合が保全と操業のシー

ムレス化すなわちLifecycle Excellence（LE）を実現する。本稿では，AEのプラットフォームである統合機器管

理ソフトウエアパッケージPRM（Plant Resource Manager）と運転との融合による効果を紹介する。
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Recently, with the digitization of field devices and advancement of self-diagnostic functions of equipment,

it has become possible to predict equipment breakdowns. Prediction information is notified to remote

integrity staff as messages, and is used for early integrity maintenance of equipment. Sometimes it may

be more effective for operational quality to inform the operator. With the integration of alarm management

which notifies various alarm messages appropriately and plant equipment management which manages

the state of equipment, Asset Excellence (AE) achieves seamless maintenance and operation as well as

Lifecycle Excellence. This paper introduces the merits of combining the plant resource management

function of PRM (Plant Resource Manager), which is an AE platform, with operations.

1. は じ め に

フィールド計装機器のデジタル化・インテリジェント化

に伴い，多数のフィールド情報に双方向かつ遠隔でアクセ

スできるようになり，現場巡回作業が省力化されるなど，

プラント設備の保全効率の向上が期待されるようになっ

た。遠隔からの状態監視によるフィールド作業の低減，機

器が自発的に発行する予知アラームによる機器異常の早期

発見，診断技術の発達に伴い機器に実装された診断機能に

よる機器およびプロセスインタフェース異常の早期発見な

ど，多くの利点が挙げられる。

機器診断やプロセス診断による操業・運転の効率化が期

待されるとともに，プラント情報の多様化が保全業務の形

態を，これまでの事後保全／定期保全から予知保全への転

換を即す。一方で，多種・多様な情報（メッセージ）を誰が

どの様に管理するかが問題となる。保全員の省力化が課題

となっている現状に照らしてみると，プラント情報の多様

化は保全員にとって情報過多として捉えられるのみであ

る。故障を示すアラームは保全へ密接に結びつくが，予知

アラームは適切に管理されないと，アラームの洪水として

新たな問題を引き起こす。

本稿では，運転の効率化に寄与するプラント情報を適切

に管理する仕組みと，管理情報を運転員と共有する仕組み

を説明する。

2. 診断と予知アラーム

診断機能の発達が，機器の異常の予知化を実現させ，従

来の自己診断がハードウエア異常やセンサー異常に限定さ

れていたのに対し，現在は差圧伝送器の導圧管つまり診断

等，プロセスインタフェースの診断も可能になった。さら

には，スチーム配管などプラント設備全体の診断も期待で

きる。

プラント操業形態に新たな進化をもたらす例として，機

器に実装されたオンライン診断が挙げられる。機器のデー

タの傾向を逐次監視することで，故障の予知（予知アラー

ム化）も可能となり，保全時期を最適化することができる。

つまり，予知アラームのメリットは，必要なアクションを

実施するまでの時間（リードタイム）を稼ぐことができるこ

と，それによって保全作業の均一化，計画化が容易になる

点である。
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3. プラントの状態管理

プラントにおける計装のデジタル化及びインテリジェン

トフィールド機器の出現によるプラント操業形態の変革が

進むとは言え，プラント操業の一層の効率化には，新たに

登場した予知アラームを含むプラント情報の一元管理・履

歴管理の仕組み作りが不可欠である。

予知アラームが，現場巡回の省力化や機器異常対応の迅

速化に期待できるとしても，これまでのシステム形態のま

までは保全業務を肥大させるのみである。

例えば，メッセージの種別が同じであっても，機器／

ループ／ユニットが異なればメッセージの重みは異なり，

保全作業員には複数のメッセージから真の異常要因を特定

するための経験と知見が要求される。複数のメッセージを

総合的に判断して，保全作業員に対して機器の重要度を加

味した適切なアドバイスを与えることができれば，保全レ

ベルの均一化が実現できる。また，運転員に対しても適切

な情報をタイムリーに伝達することができる。統合機器管

理ソフトウエアパッケージPRMでは，メッセージ処理体

系をメンテナンスアラームコンセプトとしてモデル化し，

メンテナンスアラーム機能として実装した（図1）。

3.1 異常の検出

診断機能がフィールド機器に実装されたように，技術の

進歩に伴い，診断機能は場所を特定せず，あらゆる機器，

装置で実行されるようになる。現実に回転機やポンプなど

の診断機能が各社から提供されている。これらによる診断

結果を用いて，プラントを構成するユニットとしての複

合・高度診断をホストによって行う診断もある。一方，従

来のアナログ伝送器を含む非インテリジェント機器に対す

るフィールド巡回点検は，依然として不可欠である。以上

から，診断の機能を大別すると次のようになる。

・ 機器内部機能による診断（Device Diagnostics）

・アプリケーションソフトウエアによる診断

（Host Diagnostics）

・ 運転員による診断（Heuristics Diagnostics）

（1）機器内部機能による診断

機器内部機能による診断の結果は，一般にステータ

スかメッセージとして認知される。FOUNDAT ION

fieldbus機器の場合はメッセージが自発的に通知され

るが，HART機器など自発的にメッセージを通知で

きない機器も存在する。そのため，PRMは診断結果

を適宜ポーリングして検出するための機能（デバイス

パトロール機能）も具備し，あらゆる通信インタ

フェースに対応するための手段を提供する。

（2）アプリケーションソフトウエアによる診断

プラントを構成するユニット・装置など高度な診断

や複数のプロセス値を統合して診断する場合には，

アプリケーションソフトウエアによる診断が用いら

れる。PRMは簡易なGUI（Graphical User Interface）

図1　PRMのメンテナンスアラームコンセプト（異常の検出から確認操作までの流れ）
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による診断アルゴリズムの作成が可能なアドバンス

ト診断機能（PAA）を提供しており，その実行結果も

管理対象となる。

（3）運転員による診断

機器の自己診断機能が進化したとしても，依然とし

てプラントに点在する4-20 mA機器を用いた従来設

備の異常はフィールド巡回に依存せざるを得ない。

これら巡回結果も，設備の診断で検出された異常

メッセージと統一された形式で管理できると，機器

の能力に依存しない設備状態の統一管理が可能とな

る。そのために，PRMでは，異常個所の状況を登録

できるインタフェースを備えている。

3.2 異常の分析と通知

検出された異常は，設備の重要度・緊急度に応じて適切

な保全レベル（緊急保全，次回点検時，定期点検時など）に

一次判断（分析・分類）される。設備の重要度や緊急度を予

め設備情報として与えることで，異常発生の通知処理を

ユーザーの保全作業基準に合わせて最適化できる。また，

これによって不要不急の保全を低減でき，保全業務の効率

化が向上できる。

分析・分類された異常は，アラーム配信機能によって適

切な保全作業員および運転員に通知される。PRMでは，メ

ンテナンスアラーム，オペレーションガイド，E-mailなど

の配信手段を提供している。ボード運転員には，オペレー

ターステーション（HMIなど）で確認できるオペレーショ

ンガイドとして通知することで，当該機器が含まれるルー

プを，要注意プロセスとして操業から切り離すこともでき

る。一方，E-mail配信は，事象を関連の保全員に対して通

知するのに効果的である。

PRMでは，一次判断および通知の仕組みとしてアラー

ムフィルタリング機能を実装した。この機能は，いわゆる

AI（Artificial Intelligence）に近い考え方を持ち，メッセー

ジを解析するルール群に従って分析と一次判断が実行され

る。また，保全員および運転員の各々に対して異なる内容

も通知することができる。

3.3 異常の確認と対応

通知された異常の確認と対処のために，保全員に対して

機器毎の最適なツール（DeviceViewer）を提供する。これ

によって，機器の動作状態（正常，診断異常，通信異常等）

を確認できる。

（1）メンテナンスアラームによる異常の確認

メンテナンスアラームには，問題の内容，原因，対処

方法の一次分析結果が含まれており，保全員は，メン

テナンスアラームを参考にして，適切な保全対象を

特定し，作業を実施することができる（図2）。

（2）DeviceViewerによる機器状態の詳細確認

機器の自己診断結果を表示するとともに，機器動作状

態をトレンド表示することができる。プロセス異常の

要因が機器の異常である場合，機器ステータスを確認

することで対処すべき機能を的確に特定でき，異常特

定作業の時間短縮・保全作業が低減できる（図3）。

（3）DTM等による調整作業の実施

異常の原因が特定されると，機器の調整等の保全業

務が実行される。DTM（Device Type Manager）は，

FDT（Field Device Tool）仕様に準じて開発されたソ

フトウエアで，機器毎に特化されており，高度かつ複

雑な設定や調整ができる。

4. オペレーションとの連携

前章で，設備の故障，またはその兆候が予知アラームと

して保全員に通知され，保全業務（アクション）が実行され

るまでの流れを説明した。加えて，PRMによって設備故

図2　メンテナンスアラーム
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図3　DeviceViewer
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障や予知情報が運転員へもガイダンスとして通知され，設

備状態の確認が瞬時にできるようになった。運転員が設備

状況を的確に把握できることで，故障機器の回避など安全

な運転につながる。

以下に，オペレーションとの連携で重要な3つの情報共

有要素について述べる。

4.1 設備異常通知

設備の状態を可視化することによるメリットは，運転員

による設備状態の把握が可能となる点である。設備の劣化

状態が予知情報として通知されることで，プラントの状態

を適切に把握して運転できる。

設備の状態は，PRMメンテナンスアラーム管理によっ

て運転員へオペレーションガイドとして通知される。これ

によって，これまでのDCSのアラームに加えて，プロセ

スインタフェース異常を含む設備異常など，プロセスに影

響するアラームが運転員と保全員で共有可能となった。

4.2 設備稼働状態

異常予知が通知された運転員は，機器の異常が操業・プ

ロセスに与える影響を把握する。PRMのクライアントか

ら機器の状態を把握することもできるが，運転員向けに

HIS（Human Interface Station）用Device Viewerを提供し

ている。これによって，オペレーターステーションHISに

おいて運転員が機器の稼働状態を確認できる。

また，Wi-Fi等無線技術の併用によって，保全管理の情

報が現場でも機器の状態を確認することも可能である。

4.3 保全作業依頼

通常，運転員によって設備異常が検出されると，運転員

から保全部署に対して作業依頼が発行される。PRMでは，

これまでの作業依頼書など紙に代わる手段として，検出し

た異常を直接入力・通知する手段を持っており，メンテナ

ンスアラーム機能によって保全員に通知される。

運転員から発行された作業依頼は，PRMあるいは設備

管理システムで作業員の保全作業日程がスケジュールさ

れ，保全員への作業指示がなされる。

設備の稼働状態と併せて保全作業の進捗は，PRMの機

器ナビゲーターで確認することができる。従来，設備保全

の進捗は物理的な札かけ機能のみで管理されていた。これ

からは，運転員が保全進捗を見ることで，より適切に把握

できる。

5. 標準化への対応

EAM（Enterprise Asset Management）との連携を含む
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標準化の動きに若干触れる。OPC Foundationが提唱する

OPC-UA（Unified Architecture）規格は，プラント層から経

営層へデータや情報を伝達させる際に安全で信頼性のある

相互運用性を提供するために開発された。OPC-UAは，

EDDL，FDT，MIMOSA等の業界規格でも採用が決定さ

れ，また，自社・他社問わず，診断システムや管理システ

ムとの連携にOPC規格が採用されていることからも，設

備管理と設備診断システムとを結合する基本インタフェー

スとして定着したと言える。

AEの実現に向けて，他社ソフトウエア／他社システム

と連携または統合した付加価値の高いシステムの提供が鍵

となる。他社設備診断システムとの接続にオープンな標準

仕様を採用することで，統合されたシステムの提供を加速

することができると考え，今後も標準化への対応を積極的

に推進していく。

6. お わ り に

インテリジェントフィールド機器の登場および診断技術

の進化によって，プラント設備状態の可視化が飛躍的に進

んだ。その結果，設備故障およびその予知が可能になり，

かつPRMメンテナンスアラームコンセプトに基づいて保

全の効率化をもたらすとともに，運転と保全のシームレス

化による運転効率の向上をもたらす仕組みを述べた。

PRMをプラットフォームとしてAsset Excellenceが実現

され，Lifecycleを通じてプロセスの安定と運転効率の向上

が達成できる。

今後は，本特集号の別の論文で論じている

InsightSuiteAE が目指すOEE（Overall Equipment

Effectiveness）の向上，すなわちプラント全体の問題点を

把握し改善点を抽出する活動によって，設備が抱える問題

点を包括的に見付けることができるようになるため，さら

なるプラントの可視化が進むであろう。将来展望として，

PRMとInsightSuiteAEがさらに有機的に結合し，発展さ

せることを考えている。
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