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ライフサイクルソリューションプログラム“7SP”

―サービスの変革―

“7SP”Lifecycle Solutions Program
―Innovation in Maintenance Services―

近年，設備投資の減少，装置の長期使用，運転員・保全員の高齢化，中国の台頭など，昨今の製造業のお客

様に対する市場背景は，厳しさを増すばかりである。この状況下において，お客様は，安全で安心して，かつ

最適な保全コストでプラントを操業する目的で，各メーカへ新しいソリューションの提供を求めている。当社

も，お客様の課題を解決すべく，プラント操業に対する計装機器のライフサイクルにおける保全領域から工場

管理までの，トータルでのソリューション提案活動を開始した。

本特集号では，計装制御システム（DCS）に対する保全領域における当社の「ライフサイクルソリューション

プログラム（7SP）」 に，スコープを当てて紹介する。
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In recent years, the market trend surrounding manufacturing customers has been an increasing

severity in various aspects of plant operation and maintenance, such as decreased investment in plants

and equipment, prolonged periods of the use of existing manufacturing systems, aging of on-site

operators and maintenance personnel, and market share competition spawned by the rise of China.

Under these conditions, manufacturing customers are demanding that control and instrumentation

suppliers provide new solutions for plant operation and maintenance, with a view to enabling them to

operate safely, with assurance, and what is more, with optimum maintenance costs. To meet these

demands, we have launched a new 'Lifecycle Solutions Program' that provides a comprehensive

maintenance service ranging from preventive maintenance to plant management throughout the lifecycle

of instrumentation products and systems used in plant operation.

This paper introduces our "7SP Lifecycle Solutions Program" for equipment maintenance service,

focusing on distributed control systems (DCS).

1. は じ め に

景気低迷の中において，お客様は，最適な保全コスト

を模索しながらも安全に安心したプラント操業を実現す

るために，当社へ課題解決のソリューションの提供を求

めている。一方，サービスに関する顧客満足度調査を実

施する中で，具体的にお客様の求めているものと，当社

が提供しているサービス商品に欠けている部分が明確に

なった。特に，年間保守契約と点検整備に対するお客様

の期待が大きい反面，お客様の満足が十分でないことが

判った。

これらを踏まえて，ライフサイクルに亘る保全領域で

の新しいソリューションを「ライフサイクルソリュー

ションプログラム（7SP）」としてまとめ，分散形制御シス

テム（DCS）に対して，ソリューション提供を開始した。

本稿では，7SPのコンセプトと構成する要素・考え方

について，説明する。

2. 7SPのコンセプト

7SPを構築する上で，サービスの特長である無形性・

生産と消費の同時性・変動性・即時性・非所有性を意識

した上で，お客様への課題別のソリューション提供を通

して信頼と安心を提供し，かつ常に最高レベルのサービ

スを提供し続けることの約束を具現化するものとして，

以下の3つのコンセプトを設定した。
*1 ソリューション事業本部 ETS開発本部
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（1）サービスの可視化

保証書の提出やライフサイクルプランに基づき，具

体的な作業項目や効果の提示を行うことで，お客様

に提供するサービス内容や実施効果をより具体的に

提示し，お客様に安心を提供していく。

（2）お客様個別対応

お客様の保全に対する考え方は個別であり，画一的

なサービスを提供していてはお客様の満足を得るこ

とはできない。特に，更新期における対応は，お客

様の操業計画に直結することもあるので，お客様の

要求に応じたサービスの提供をしていく。

（3）プロフェッショナルサービスの提供

サービスの適正で均質な提供を実現するためには，

設計部門や品証部門との連携が重要な要素となる。

そこで，過去のデータを活用したサービス内容の変

革や，サービスを安定的に提供するための仕組みを

含めたメーカならではの質の高いサービスを通して，

お客様に安心を提供していく。

3. DCSのライフサイクルにおけるサービスの提供

DCSのライフサイクルと提供するサービスや体制の関

係を，図1に示す。
DCSのライフサイクルは，15年から長いものでは25年

前後に達する。このライフサイクルにおける故障は，バ

スタブ曲線で推移しており，稼動時間に応じた故障モー

ドになっている。

7SPでは，ライフサイクルを3つのフェーズ（導入期，

稼動期，更新期）に区切り，フェーズ毎に着目すべき保全

のポイントを明確にし，最適なサービ

ス商品を組み合わせた保全設計を行

い，お客様への提案活動を実施する。

（1）導入期（Introduction Support

Phase：ISP）

DCS導入後の1年間を導入期と称

し，DCSの安定稼動を実現するた

めに必要な作業と，お客様との信

頼関係を構築するための期間と位

置付ける。ここでの重点項目は，

以下の3点である。

①ライフサイクルプラン策定に必要

なデータ収集

②初期ライフサイクルプランの提示

③迅速な復旧サービス体制の確立

長期安定稼動を目指すためには，

先ずベースとなる設置環境を調査

する必要がある。当社では，設置

環境を測定する機材一式（オンラ

イン診断ユニットと保全用端末）

を当社の費用負担で設置し，Yokogawaレスポンス

センターで定期的な情報収集と分析・報告を実施す

ると同時に，お客様も設置環境データのトレンドを

確認することができる（図2）。また，導入期から次の
フェーズに移行するタイミングにおいて「フォロー

アップミーティング」を実施し，1年間に発生した故

障履歴・診断結果等を加味した総括と，今後のライ

フサイクルプランを提示する。

（2）稼動期（Operation Support Phase：OSP）

ISP経過から当該DCSが受注停止になるまでの期間

を稼動期と称し，DCSの安定稼動を支援する。ここ

での重点項目は，以下の3点である。

①DCSの健全性を確保するための継続した提案活動

②万一発生した故障に対する迅速性確保

③短寿命機器への更新を含めたソリューション提供

機能劣化 初期故障 
偶発故障 

環境ストレスの蓄積 

プロケアサービス 

予防交換/オーバーホール 

オンライン診断サービス 

設置環境診断 

環境改善工事 

製品延命対策 

劣化診断 

復旧サービス/リモート緊急保守 

ライフサイクルエンジニアリングサービス 

故
障
発
生
率 

ライフサイクル 1年 15～20年 

制御システムのバスタブ曲線 

導入期 稼動期 更新期 

サ
ー
ビ
ス
商
品
群 

故
障
モ
ー
ド 

空気線図空気線図 

環境環境クラスA A 
の領域領域 

トレンド 

図 1　DCSのライフサイクルにおけるサービスの提供

図2　設置環境データ（トレンド）
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安定稼動を確保するためには，機会減少が著しい点

検整備作業を，いかに効率良くそして信頼性の高い

内容で提供するかということと，保全履歴と製品品

質情報を加味した的確で継続した提案活動をするこ

とがポイントである。

点検整備作業においては，作業項目内容を一新した

「プロケアTMサービス」をお客様に提供する。一方で，

故障発生時の迅速な対応を実現するためには，発生

した故障に関する情報を的確に収集し，かつ的確に

指示することが重要となる。7SPでは，お客様窓口

のYokogawa レスポンスセンターへの一本化，リ

モート緊急保守サービスの導入と，更には，エンジ

ニア派遣の際における到着時間の確約を盛り込んだ

「ライフサイクルサポートプログラム」をお客様に提

供する。

（3）更新期（Migration Support Phase：MSP）

受注停止からDCSが更新されるまでの期間を更新期

と称し，DCSの保全コスト最適化を目指す。ここで

の重点項目は，以下の2点である。

①お客様との情報共有化

②更新までの保全コスト最適化

従来は，EOS（End of Support）を境に特別

保守体制への変更を実施していたが，部品

改廃サイクルが短くなる現状において，こ

の体制では，更新時期まで安定した保守を

実施することが厳しくなってきている。そ

こで，受注停止宣言が出された早い段階か

ら，お客様と更新計画や部品改廃等の情報

を共有することで，部品確保方法や今後発

生する保全作業等を共有化し，最適な保全

方法を選択できるようなソリューション提

供体制を構築した（図3）。

4. ライフサイクルエンジニアリングサー
ビス

各フェーズにおけるソリューションの提供

は，常にライフサイクルを意識した保全設計

がベースになっており，当社では，この作業を

「ライフサイクルエンジニアリングサービス」と称してい

る。このライフサイクルエンジニアリングサービスの結

果は，ライフサイクルプランとしてまとめ，SP-Note

（図4）の形態でお客様へ提供する。
（1）ライフサイクルプラン

ライフサイクルプランは，以下の5種類のシートで

構成される（図5）。
①オーバービュー：DCS毎の構成機器の一覧表

②システムライフサイクル：DCSを構成する機器毎に実

装されているハードウエア構成と納入経過年の一覧表

③機器別日常点検計画：機器毎に必要となる日常点検

作業の計画と実績の一覧表

④機器別保全計画実績：機器毎に保全作業の計画と実績

の一覧表，点検整備・部品交換・精度点検の各シート

⑤ライフサイクルコスト：DCS毎に過去の保全コスト

実績と将来の保全コスト予測の単年度と累積データ

実際には，DCSが納入されてからの稼動期間と過去

の故障分類，当社が所有する機器毎の故障データ等

を加味して，当該DCSにとって最適な保全方法を提

図4　SP-Note 図 5　ライフサイクルプランを構成するシート
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示する。また，過去の保全コストと今後予測される

保全コストを明確にすることは，お客様が今後の

DCS更新時期を判断するための基礎データとなる。

（2）SP-Note

SP-Noteは「Solution Program Note」の略で，自動

車における整備手帳に相当する。

SP-Noteには，前述のライフサイクルプランの他に，

故障発生の当社への連絡体制や各種作業を実施した

際の報告書等をファイルリングできるようになって

いる。SP-Noteは，DCSが出荷される度に作成し，

当該DCS が更新されるまでの長期に亘って使用す

る。現状は，一冊のバインダでお客様にお届けして

いるが，将来的には，情報を電子化した上でWebを

経由してお客様・営業・サービスで情報共有できる

仕組みを提供する予定である。

SP-Noteをお客様へ提供する目的は，当社がDCS更

新までの長期に亘り，継続してサービスを提供する

ための証であり，保守に関するお客様とのルール

ブックでもある。

5. サービス役務に対する保証制度

サービス役務には，フィールドサービス（復旧サービ

ス，点検整備）とファクトリサービス（引取修理，オー

バーホール）がある。今回は，この両方のサービス役務に

対して，保証制度を導入する。

この目的は，7SPのコンセプトの一つである「サービ

スの可視化」を実現することであり，サービス役務完了

毎に保証書（図6）を発行する。
サービス役務に対する品質を確保するためには，サー

ビスエンジニア（CSE）は，製品教育・保守教育を通じて

製品・サービス知識を高め，最終的には，資格認定試験

に合格することにより，フィールドサービスを実施する

ことが可能となる。

図6　作業保証書（フィールドサービス用）

資格認定は，製品区分毎に，かつ作業内容に応じたグ

レードが設定されている。CSEは，複数の製品区分に対

する資格を所有し，日夜お客様の満足を得られることを

念頭において，フィールドサービスに従事している。

6. サービス商品の変革

ライフサイクルエンジニアリングの結果を受けて，お

客様へ提供するサービス商品の中で，①ライフサイクル

サポートプログラム，②プロケアTMサービス，の2種類

のサービス内容を再編した。

（1）ライフサイクルサポートプログラム

ライフサイクルサポートプログラムの中核を成す

サービスが，ライフサイクルエンジニアリングサー

ビスである。このサービスを提供することで，DCS

が更新されるまで安全に安心して，かつ最適なコス

トで保全を実施することを可能にする。ここで提案

した内容は，前述のライフサイクルプランに反映さ

れる。

ライフサイクルサポートプログラムは，「事後保全

（故障発生に対する保全）」から「予防保全（故障発生

を抑制する商品）」を中心に構成変更したことに伴

い，名称を年間保守契約から変更した。同時に，新

たな試みとして，以下の2つの契約形態を導入する。

①前年度実績を評価した契約価格体系の導入

②お客様サイトへのエンジニア到着時間の約束

これらは，お客様満足度調査結果を踏まえ，要求の

強かった項目に絞って導入を決定したものである。

（2）プロケアサービス

点検整備において，最も重要な「次回点検時までの

健全性維持」をポイントに作業内容を大幅に刷新す

ると共に，名称を「プロケアTMサービス」とした。

プロケアサービスでは，資格を持ったCSEが点検整

備項目の決定と作業を実施することで，最大の効果

を発揮することができる。

7. お わ り に

お客様は，保全コストを常に生産性と結びつけて検討

している。当社としては，常に環境変化に敏感に反応し，

お客様満足度の向上に努めなければならないと考えてい

る。また，今回紹介した「ライフサイクルソリューショ

ンプログラム」以外にも，計装機器のアウトソーシング

に対する取り組み等を平行して開始している。本特集号

内で，この事例について紹介する。

今後は，更に領域拡大・機種拡大を図りながら，お客

様の課題解決を支援するソリューションを提供し続けて

いきたいと考えている。

*プロケアは，横河電機（株）の登録商標です。

  

本作業の内容 保証期間 
復旧サービス 
点検整備 

添付作業報告書 NO.

作業保証書 

1.　作業報告書記載の作業（以下「本作業」という）が、弊社基準により資格認定され
たエンジニアによって行われたことを保証します。 

2.　本作業のうち下表記載の作業内容については、本作業の実施完了時から下表記載の
保証期間中に、本作業の対象製品の同一箇所に故障または不具合が発生したときに
は、無償で当該故障または不具合の修復を行うものとします。その際、この作業報
告書をご提示下さい。   

 
 
 
 
 
 
3.　但し、次の各事由に起因する故障または不具合は、本保証の対象外とさせていただ
きます。 

（1）不適切な使用または本作業の対象製品の仕様書、カタログもしくは機能仕様書に規
定されている目的以外の使用 

（2）水害、地震等の天変地異 
（3）ストライキ、騒動、暴動、戦争行為、放射能汚染 
（4）弊社の技術者以外の者により実施され、または、弊社の技術者の監督または承認を

受けずに実施された修理、保守、改造、機能付加、移設、移動等 
（5）異常なショック、電気的損傷、事故、空調の不備、温湿度管理の不備、電子回路に

対する腐食をもたらす環境、貴社による移動中の損傷その他通常の使用以外によっ
てもたらされる場合 

（6）ソフトウェア製品を搭載するハードウェアがその供給者の定める保証条件または
保守条件の適用を受けなくなった場合 

（7）ソフトウェア製品を搭載するハードウェアが特定されている場合に、搭載するハー
ドウェアを、弊社の合意なくして他のハードウェアに変えた場合  

（8）ソフトウェア製品の障害その他不適合に対して弊社または弊社の委託先が提案す
る適切な回避手段（修理、取替を含む）を貴社が実施しない場合 

（9）その他弊社の定める使用環境条件が貴社により守られなかった場合 
（10）電池類・水銀ランプ・ヒューズ・記録紙・ペン先・インク等の消耗品および特に消

耗の著しい製品 
（11）測定リード・プローブ・接続プラグ・コード・収納ケース・カバン  その他付属品 
（12）その他弊社の責めに帰すべき事由によらない故障、不具合 
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