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求められるメンテナンスサービスの姿
Future Maintenance Services

計装設備におけるメンテナンスサービスは，故障対応から予防保全に至る幅広い領域に加え，昨今ではプラ

ント全体の最適化にもその領域が拡がりつつある。当社では，従来のサービス商品を一新した「ライフサイク

ルソリューションプログラム」，通称“7SP”をリリースした。

本稿は，産業界におけるメンテナンス形態の変化に加え，“7SP”開発に至った経緯を紹介する。
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Maintenance services for instrumentation facilities have been stretching their service range to a

whole plant optimization in these days, in addition to wide maintenance services from failure response

to preventive maintenance. Yokogawa has launched a new service product "7SP lifecycle solutions

program" which renovated our conventional service menu.

This paper introduces changing maintenance methods in industries and then explains the background

of the  "7SP" development based on analysis results of customer needs.

1. は じ め に

プラントプロセスに欠かせない計装設備は，長い歴史

を刻んできた。計装設備は，プロセス制御の五感であり，

手足であり，頭脳までも担う重要な設備であることから，

常に高い信頼性が必要となる。当社では，そのニーズに

応えるべく信頼性の高い製品を提供し，その維持に欠か

せないメンテナンスサービスも提供し続けている。

計装設備におけるメンテナンスサービスは，故障対応

から予防保全に至る幅広い領域に加え，昨今ではプラン

ト全体の最適化にもその領域は拡がりつつある（図１）。
本稿では，計装設備におけるメンテナンスサービスの

変遷とお客様のニーズに触れ，当社が新たにリリースし

たライフサイクルソリューションへの展開について紹介

し，この後に続く各章の序章とする。

2. メンテナンス形態の変化

装置産業におけるメンテナンス方法の研究は，かなり

の歴史を経ているが，計装設備という視点で見ると，大

きく変化してきたのは1990年頃からと考えられる。参考

までに，当社のDCSの納入実績とメンテナンス技術の取

り組みを図2に示す。

国内では，1990年頃をピークに減少傾向が見られる。

また，この数年前からメンテナンス技術に対するニーズ

が高まってきたことから，当社ではいち早くリモートメ

ンテナンスや診断技術を導入し，メンテナンスコストの

軽減を援助してきた。産業全体の低迷が明らかになって

くるにつれて，コスト削減が強調されるようになり，そ

の結果，メンテナンスに掛けられる費用も徐々に削減さ

れるようになってきた。

その裏側には，過去のメンテナンス手法を再考し，本

来のメンテナンスはどうあるべきかを求める風潮が高

まったことで，メンテナンス性の研究が加速されたこと

が大きく関わっている。日本国内では，TPM（Total Pro-

ductive Maintenance「全員参加の生産保全」の略称）活

*1 ソリューション事業本部 ETS開発本部

ライフサイクルソリューションサービスセンター 図1　プラントの遠景
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動により，効率化が進み，メンテナンスコストも下げる

意識が高まった。欧米では，RCM（Reliability Centered

Maintenance）やRBI（Risk Based Inspection）といった理

論的なメンテナンスの計画設計技術の研究が進み，石

油・石油化学業界を中心に広まってきた（図3）。
大手の設備産業を中心にメンテナンス方式の見直し

が急速に広がり，従来は時間計画保全（Time Based

Maintenance： TBM）中心だったメンテナンスが，状態

監視保全（Condition Based Maintenance： CBM）に変わっ

てきた。また，設備重要度のランク付けを明確にし，安

全・品質に影響の小さい設備のほとんどは事後保全

（Breakdown Maintenance： BM）にすることで，メンテ

ナンス作業そのものを削減してきた。

また，規制緩和により，例えば高圧ガス製造装置の自

主保全認定による点検周期の長期化などが進み，メンテ

ナンスの機会を削減する努力も行われてきた。

計装設備では，部品レベルの品質が向上しており，更

にフィールド情報のフィードバックにより，設計品質が

向上してきた。その結果，製品そのものの信頼性が向上

し，ハードウエア故障率が大幅に低下した。

これらの条件が絡み合い，メンテナンスの様相は大き

く変わってきたが，メンテナンスそのものがこの先も

減ってくるかというと，そうとは言い難い。

その理由の一つは，設備寿命に大きく関わっている。
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図3　計装設備メンテナンスの変化

図2　ＤＣＳ納入実績とメンテナンス技術
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図4　ライフサイクルソリューション

高度成長期に建設されたプラントの多くは，既に30年

から50年使われてきている。部分更新や補修を行うこと

で設備を維持しており，この図式は当分変わらないと考

えられる。設備は人工物であることから，速度は異なる

ものの劣化は必ず進行する。様々な研究成果により，そ

の劣化をタイミング良く把握し対処することはできるが，

劣化そのものをくい止めることは容易ではない。従って，

部分更新を含むメンテナンスは必要となる。

もう一つは，安全に大きく関わっている。環境問題お

よび企業の社会的責任上，事故を防止することはメンテ

ナンスの最大の役割と言っても過言ではない。

企業にとって，事故は致命的なダメージとなる場合が

ある。特に装置産業での大きな事故は，自社だけではな

く，周辺を巻き込んだ惨事に発展しかねない。従って，安

全に関わる装置，法的に検査しなければならない装置な

どを中心に，動作の確実性や健全性を維持するためのメ

ンテナンスは不可欠である。

以上のように，メンテナンスは設備維持に不可欠であ

るが，コストも適切でなければならず，この両面性をバ

ランス良く保つことが重要となる。

メンテナンス業界の調査によると，計装設備に掛かる

コストは横ばいまたは微増傾向にあり，コスト削減はか

なり限界に近いことが示されている。それでは，メンテ

ナンスの今後の方向はどのように変化するのだろうか。

様々な議論や考え方はあるものの，大きな方向性を以

下に列記してみる。

（1） メンテナンスのアウトソーシング

現状でもアウトソーシングは増加しているが，今後

は作業のみのアウトソーシングではなく，中長期の

メンテナンス計画を含む広い領域でのアウトソーシ

ングが求められてくると考えられる。

（2） ライフサイクルメンテナンス

TCO（Total Cost of Ownership）という言葉が使われ

るようになって久しいが，実際に初期導入コストか

ら更新までの長期間に亘るメンテナンスおよび運転

コストを，初期段階から想定し，更に最適化してい

くプロセスをアルゴリズム化して，適時活用および

フィードバックする仕組みが必要になってくる。

また，運転条件や設備自身の変化に適応可能な管理

方法や，設備を継続的に改善していくための技術も

併せ持つ必要がある。

（3） 設備管理システムと企業情報システムの融合

設備管理システムは多くの企業で導入されているが，

計装設備を含めて上手く活用されている例は決して

多くない。今後は，設備管理に留まらず，運転管理・

経営管理システムなどとの結合により，より適切な

ライフサイクルマネージメントへの展開が望まれる。

3. 当社の提案する新サービス

当社は，1997 年にETS（Enterprise Technology

Solutions）の新しいビジネスコンセプトを提唱し，お客様

の課題解決に取り組んできた。一方，2003年3月にグロー

バル時代のYOKOGAWAの基本姿勢として“vigilance”

（ビジランス）を明示した（図4）。
vigilanceは，グローバルにライフサイクルソリューション

を提供し，お客様のTCO（Total Cost of Ownership）削

減とROA（Return of Assets）改善を目指す当社の姿勢で

ある。

（1） ライフサイクルソリューションプログラム（7SP）

当社製品を購入頂いたお客様と当社の関係は，単純

にユーザーとメーカーではなく，パートナーもしく

はパートナーに近い関係になりつつある。当社は，

東京理科大学の狩野研究室の協力を得ながら，生産
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財メーカーサービスの顧客満足度向上について，生

産財の特徴に着目し顧客満足度調査を行った。この

顧客満足度調査による結果は，当社のメンテナンス

サービスについて，概ね良好であったが，次のよう

な課題が挙げられた。

・ライフサイクル（導入期，稼動期，更新期）の各フェー

ズにおいて，サービス充実度評価にバラツキがある。

・調査対象の約90%のお客様が点検整備を重要視され

ているが，満足度の低いお客様が散見される（図5）。
・年間保守契約ユーザーの中には，取引（契約）の意思

が高いにも拘わらず，満足度が低いお客様がある。

当社はこれらの課題を改善し，ライフサイクル全体

を通して当社をパートナーとしてお客様に選んで頂

くことを目指して，ライフサイクルソリューション

プログラム7SPを開発した。7SPは，多様化してい

る保全手法（2章参照）を採用しているお客様毎に，計

装システムのライフサイクル全般に亘り，お客様の

視点に立ったソリューションを具体化し，お客様の

TCO削減に貢献するものである。

（2） プロケアサービス

予防保全として点検整備を重要視しているが，当社

の点検整備が必ずしもお客様ニーズとマッチしてい

ない事実を真摯に受け止め，従来の点検整備を抜本

的に見直し，当社が今まで蓄積してきた診断技術・

データ分析手法などを基盤にお客

様の保全データ（保全履歴，保全基

準，環境データ等）と事前調査に基

き，健全性の維持に重点を置いた

点検作業を行うプロケアサービス

を開発した。

（3） Yokogawa レスポンスセンター

（RC）

7SPは，お客様の計装システムの

保全データ（保全履歴，保全基準，

環境データ等）や稼動状態データと

当社が今まで蓄積してきた診断技

術・データ分析手法を基盤に実現

するものであり，従来にも増して

データと技術・ノウハウが重要視

されている。

データ収集に際しては，適切なタ

イミングで，かつ効率的にデータ

を収集するインフラが必要となる

が，その一翼を担うのが，Yokogawa

レスポンスセンターである。当社は，24時間365日対応

のYokogawaレスポンスセンターで，リモートサービス

の運用を開始して10年が経過し，リモートサービスもリ

モート緊急保守→リモート監視サービス→リモート診断

へと役割が変化してきており，Yokogawa レスポンスセ

ンターを中心としたインフラが7SPを支えると言っても

過言ではない。

4.　お わ り に

当社では，様々なメンテナンスの動向に加え，お客様

のニーズにも応えるべく，新しいサービスソリューショ

ンとして，ライフサイクルソリューション提供のための

ツールをリリースした。今後も，お客様のパートナー企

業として，ライフサイクル全般に亘るサービスを提供し

ていく所存である。
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*プロケアは，横河電機（株）の登録商標です。
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図 5　当社点検整備における重要度と満足度調査結果


