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健全性維持を保証するプロケアサービス
“Procare Service”  that Assures the Maintainability of Operational Safety

and Soundness in Plant Instrumentation and Facilities

プラント計装設備の健全性を維持する上で，点検整備が重要な項目であることは周知の通りであるが，昨今

これらに対する考え方は非常に多様化している。背景には，計装機器の信頼性向上やコスト効果を最適化する

保全研究，高圧ガス保安法など法規制の緩和，景気の動向など様々な要因がある。結果として，従来実施され

てきた定期保全の周期は延長され，機器を停止する保全の機会は減少し，作業可能な時間も短縮する傾向にあ

る。このような状況下に，次回点検整備まで健全性を保証するDCSの点検手法である「プロケアTMサービス」

を紹介する。
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Plant inspection and maintenance is well known as key factors for maintaining plant instrumentation

and facilities in operationally safe and sound conditions. However, this conventional view for plant

instrumentation and facilities has been diversifying in recent years because of the following reasons :

advances in instrument reliability as well as improvements in maintenance technology for enhancing

cost efficiency, recent progress in deregulation including High Pressure Gas Control Law, and a recent

shift in economic trends. As a result, a cycle of conventional periodic maintenance has been ultimately

extended, as well as the number of  maintenance shutdown (SDM) has been reduced, and then on-site

working hours available for inspection and maintenance have decreased. Under these circumstances,

we introduce our "Procare ServiceTM" that is an inspection and maintenance service program for DCSs

focused on implementing truly important and necessary services.

1. は じ め に

プラント計装設備やコンピュータ設備などの設備は，

様々な使用条件の下で運用されている。設置環境条件は

製品毎に規定されており，それを逸脱することはほとん

ど確認されないが，長期健全性維持を考えた場合，適切

な設置環境を維持することが重要になる。一般に，これ

ら設置環境条件の温度・湿度・塵埃・腐食性ガスなどは，

長期間にわたって各種設備にストレスを与え続け，これ

らが徐々に蓄積される結果，機能の劣化を促進し，最終

的には操業停止に至るような重大な機会損失を与えてし

まうことになる。

プロケアTMサービスは，プラントの操業停止による機

会損失を未然に防止するために，DCSの設置環境や稼動

状態を的確に把握し，その結果に基づいて保守計画を立

案・実行し，次回点検整備までの健全性を保証すること

を目的とした新しい点検整備のプログラムである。

2. プロケアサービスの考え方

プロケアサービスは，従来のDCS点検手法を否定する

ものではない。当社の代表的なDCSであるCENTUMが

発売された1975年以降，メーカーサービスとしての責任

を全うするため，多くの専用ツールを開発し作業の効率

化に努めてきた。一方で，システムの状態を的確に把握

するためのオンライン診断サービスや設置環境診断・劣

化診断といった評価手法も，世に先駆けて提供してきた。

また，社内データとして多くのフィールド情報も蓄積さ

れている。プロケアサービスでは，これらのツールや情

報を有効活用し保全内容を設計することで，コスト対効

果を最適とする点検整備を実現する。設計に基づき作業

を実施した場合は，パートナーサポート契約との組み合

わせでは，次回点検整備までの健全性を保証する。また，

スポットの契約でも実施範囲に対して，1年間の健全性

を保証する。このように，プロケアサービスは，お客様

と情報を共有しながらメーカーのもつノウハウを駆使し，

体系化した設計・実施基準を提示する考えに基づき構築

されている。
*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
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3. プロケアサービスモデル

3.1 プロケアサービスの流れ
プロケアサービスの流れを，図1に示す。点検作業を
実施する前に，お客様の要求仕様に基づき，十分に打ち

合わせを実施し，保全方針・目標を策定する。事前の状

態検査では，お客様を訪問しシステムの稼動状況を確認

する。この結果に，保全履歴や故障履歴を加味して具体

的な保全内容を設計する。保全設計に基づき，必要な点

検整備作業を専用ツールを用いて効率よく実施する。作

業報告会では，お客様システムの評価をフィールド実績

と比較して実施し，点検整備の効果を確認するとともに，
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図 2　汚損度検査カード外観 図3　実装イメージ

図1　プロケアサービスの流れ

将来における保全計画や改善項目を提案する。プロケア

サービスは，お客様と保全目標や保全情報を共有し，最

適な点検整備を提供することで，次回点検までの健全性

維持を確保する。

3.2 状態検査
点検整備を実施する前に，事前準備として対象システ

ムの保全履歴評価と，現場において稼動中の状態検査を

実施する。一例として，状態検査では予め設置した汚損

度検査カード（Contamination Check Card）から汚損度評

価を実施し，分解清掃やリカバリーサービス実施の要否

を決定する。汚損度検査カードは，図2，図3で示すよう
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に外部と電気的接続がなく，設備に外乱を与えないもの

で，尚かつ設備と同等な構造条件を備えているツールと

して開発した。汚損度検査カードの測定結果と経過期間

から将来の汚損進行速度を予測し，将来の到達汚損度を

推定する（図4）。これらの評価結果に基づいて，点検整備
内容の詳細設計を行う。

任意の将来時期における対象システムの

実装基板の基板汚損度Pe2を下式を用いて

推定する。

Pve＝Pm / T4

Pve：推定基板汚損速度（mg/cm2・年）

Pm ：汚損度検査カードによる測定基板

汚損度（mg/cm2）

T4 ：サンプルカード納入後の経過年数

（年）

Pe1 ＝Pve＊（T1－T3）＊Rc＋Pve＊T3

＝Pve＊（（T1－T3）＊Rc＋T3））

Pe2 ＝Pe1＋Pve＊T2

Pe1 ：測定時におけるシステム実装基板

の推定汚損度（mg/cm2）

Pe2 ：任意の将来時期におけるシステム

実装基板の推定汚損度（mg/cm2）

T1 ：システム納入後から基板汚損度測

定までの経過年数（年）

T2 ：任意の将来時期までの年数（年）

T3 ：前回清掃後の経過年数（年）

Rc ：清掃汚損除去率

3.3 外観検査
外観検査は，環境条件によって蓄積され

るストレスが，ハードウェアに様々な痕跡

を残すことから重要な項目である。点検時

点での状況を評価することも勿論であるが，

外観検査の結果を写真データとして記録す

図4　経年における汚損度の推定法 図5　標準で使用するマイクロスコープ

ることで経年変化も確認できる。プロケアサービスでは，

マイクロスコープ（図5）を採用して，微細な部分も評価
できるように強化している。評価にばらつきが発生しな

いように，図6で示すような判定基準をマニュアル化し
ている。
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図 6　外観検査結果の評価判定目安
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3.4 機能検査
機能検査は，通常運転中には確認できない冗長化切替

等のエマージェンシー機能に重点をおいて実施する。従

来においても専用テストプログラムを使用し，健全性確

認のために多くの機能検査を実施してきたが，今後は，

次回点検整備までの健全性維持を目的とした点検整備の

在り方を念頭において実施していく。一例として，ピン

タイプコネクタの腐食による影響から接触不良を誘発し，

結果としてCPUフェイルを発生させるトラブルが事例と

して確認されているが，機能検査ではこのような潜在リ

スクを評価するために，振動試験機によるタッピング試

験（図7）や電圧マージン試験を標準化していく。また，

図7　タッピング試験

I/O試験は，自動検査ツールを使用して検査を実施して

いるが，得られたデータを経年で評価できるように精度

監視・予測ツールがある。精度予測ツールは，図8に示
すように，過去の精度試験データを解析し，お客様の要

求精度を逸脱する時期を推定することで精度試験実施の

要否を判断する材料となる。

3.5 報告会
プロケアサービスでは，報告会を100%実施する。報告

会では単に点検整備の結果を報告するだけではなく，

フィールド実績に基づいた解説と，次回点検や改善策に

対する提案を行う。これらは，システムのライフサイク

ルにおいて必要な保全内容をお客様と共有し，効率的な

保全を提供するために重要な機会と考えている。

4. お わ り に

プロケアサービスは，限られた保全機会の中でいかに

効率のよい点検整備を実施し，健全性を確保していくか

を念頭に構築してきた。これらの過程で得られたノウハ

ウは，DCSに限らず他の計装設備についても応用は可能

と考える。現在，分析機器などへ展開すべく，様々な情

報評価や仕組みの構築を実施しており，最終的には全て

の計装機器にプロケアサービスの展開を実施していく予

定である。フィールド機器など，お客様の自主保全で対

応しているケースが多々あるので，このような状況を打

開するためには，当社の把握して

いる情報にお客様のもつ情報を加

えてプロケアサービスの仕組みを

構築し，お客様と情報の共有化を

加速していくことを望んでいる。

*CENTUM，プロケアは，横河電機（株）の

 登録商標です。

図8　精度予測のイメージ
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