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Yokogawaレスポンスセンター
Yokogawa Response Center

Yokogawaレスポンスセンターは，お客様のシステムや機器に関するさまざまなトラブルや問合せに，24時

間365日対応するサービス総合窓口である。現場で発生する問題やトラブルを的確に切り分け，TSE（テクニカ

ルサポートエンジニア）が迅速に対応すると同時に，永年にわたり培ってきたリモート技術を核にして，お客様

の制御システムが健全な状態で稼動できるようProactiveなサポートを目指している。さらに，現在では24時

間機能を活用し，他社製品を含めた遠隔監視サービスも積極的に取り込んでいる。
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Yokogawa Response Center is our customer service center for technical support, which responds to

our customer's varied troubles and technical inquiries about control systems and instruments for 24

hours a day, 365 days a year. In the Response Center, our service personnel discern the on-site troubles

and problems, and promptly assign professional technical support engineers to meet the customer

needs. Moreover, utilizing our remote maintenance support (RMS) technology developed over the

years, RC is aimed at providing proactive maintenance support for our customers to maintain their on-

site control systems in optimum operating conditions. With the real-time, round-the-clock support system,

we are also actively engaged in providing the customers with a comprehensive remote monitoring and

diagnosis service incorporating other manufacturer's products as well as Yokogawa products.

1. は じ め に

Yokogawaレスポンスセンターは，24時間連続稼動し

ているお客様からの緊急対応依頼や問い合わせに対して，

安心かつ迅速なサービスの提供を目的にYokogawaサー

ビス網の中核として発足した。そのシンボルマーク（図
1）は，外側に「病院」内側に「矢」を配し，それぞれが
「診断・予防，健康管理，救急処置」と「速さと的確さ」

を意味している。

レスポンスセンター機能は，1981年東京地区における

宿直対応からスタートし，1989年からは24時間交替制勤

務に移行，DCSの遠隔診断サービスを付加した。1998年

には，これまでDCSのみの対応であったが，窓口を広げ，

一般フィールド機器，分析計，医療情報システム等も対

応できるようにした。2004年5月現在，約7万件のデー

タベースを保有している。

2. Yokogawaレスポンスセンターの機能

Yokogawaレスポンスセンターは，以下の3つの機能

に大別される。

①コールセンター機能

②サポートセンター機能

③遠隔監視診断機能

以下，各々について説明する。

*1 ソリューション事業本部 ETS開発本部

レスポンスセンター 図1　レスポンスセンターロゴ
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2.1 コールセンター機能
YokogawaレスポンスセンターはYokogawaのサービ

ス総合窓口として，当社製品のさまざまなトラブルや問

い合わせを集中的に受け付けている。平日・定時の場合

は受け付け担当者がコール受け付けを行い，サポートID

による契約有無判定（契約内容確認）およびデータベース

への案件登録を行う。その後，製品やコール内容に応じ

て各製品担当のTSE（テクニカルサポートエンジニア）や

営業部門などへ適切に振り分ける。夜間・休日の場合は，

直接24H勤務のTSEが受け付けから対応までを行う。

Yokogawaレスポンスセンターへの対応依頼は，電話

によるコール，電子メール，FAXと3つの種類がある。

最も一般的な依頼は電話によるコールであり，最近は電

子メールによる依頼も増加傾向にある。

Yokogawaレスポンスセンターへ入る依頼は全てデー

タベースへ案件登録することにより，進捗管理や事例検

索などに役立てている。また，ライフサイクルサポート

プログラムにおけるCSE（カス

タマサービスエンジニア）の現場

への到着時間管理や，システム

サポートプラン契約に含まれた

メンテナンスチケットの使用回

数管理も，同じデータベースに

て一元的に行っている。

現在のYokogawaレスポンス

センターの受け付け案件は，約

1200件 /月となっており，製品

別比率は2004年3月を例にとる

と，図2のようになる。傾向とし
ては，医療情報システムおよび

分析計が増加傾向にある。

2.2 サポートセンター機能
Yokogawaレスポンスセンターには，DCS・紙/シー

ト測定制御システム・計測・分析計・工計・汎用計算機

の製品毎にTSEが在席しており，前述のコールセンター

機能により適切に振り分けされた後，お客様やCSEから

のコールに即座に対応している。中でも，DCS 製品の

TSEは24時間常時在席しており，当社が業界で世界に先

駆けて採用したRMS（Remote Maintenance Support

System）を駆使し，トラブル復旧までの時間を大幅に短

縮している。RMSとは，当社制御システム製品の保全性

向上を目的として開発した遠隔保全サポートシステムで

ある（図3）。お客様システムにおける万一の障害発生時
に正確で迅速な故障診断のサポート，予防保全データの

収集を行う。RMS は開発後 16 年に亘って，トラブル

シューティングおよび予防保全において大きな成果を上

げている。

さらに，保守契約を締結しているお客様に対しては，

図2　製品別コール件数比率（04年3月度）

17%
1299件 

13%

13%

7%
4% 6%

40%

製品区分 
DCS/コンピュータ 
医療 
マルチベンダ 
分析計 
工計 
計測 
紙パルプ 

図 3　RMSの概念
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図 4　コールの一元化とRMSによる効果
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に短縮（大よそ2時間）できることが

改めて確認できた。

Yokogawaレスポンスセンターで

受付けたコールで，お客様の現場へ

CSEの派遣が急遽必要となった場合

は，全国約120ヶ所の代理店を含む

サービス担当拠点へ，即座に派遣依

頼を行っている。

複雑で高度なトラブルや専門分野

の問い合わせの場合は，当社独自の

エスカレーションの仕組みにより関

連部署へ対応依頼するなど，横河電

機グループ一丸となったサポート体

制を構築している（図4）。

2.3 遠隔監視診断機能
Yokogawaレスポンスセンターで

は，現在，下記3つの「遠隔監視診

断」を実施している。

①DCSのリモート巡回診断サービス／オンライン診断

サービス

②モバイル放送様向けGF（Gap Filler）遠隔監視診断サー

ビス

③他社製品・装置の遠隔監視サービス

2.3.1 DCSリモート巡回診断サービス
DCSリモート巡回診断サービスとは，当社DCSのRMS

機能の一つで，3ヶ月毎にお客様システムの設置環境や

稼動状態を，Yokogawaレスポンスセンターに設置して

いるセンターシステムを使ってデータ収集・解析し，シ

ステムの異常を事前に検知する

サービスである。最近では，稼動

中のお客様システムの状態を，

連続的にオンラインで収集し診

断する「オンライン診断サービ

ス」が主流となっている（図5）。
これにより，将来発生する可能

性のあるトラブルを未然に防ぐ

一助となっている。

2.3.2  モバイル放送株式会社様
向けGF（Gap Filler）局監視診断
サービス
モバイル放送（株）様向けGF

局の遠隔監視診断サービスの概

要について紹介する。

モバイル放送（株）様が行う

サービスは，静止軌道に打ち上
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平日および休日・夜間を問わず，お客様からレスポンス

センターへ直接，復旧サービスに関るコールを受付ける

「コールの一元化」を積極的に進めている。従来，平日に

サービス拠点で受けていたコールをYokogawaレスポン

スセンターに集約し，情報の集約化と，RMSを使用した

障害情報の調査・解析を軸に，お客様への対応のスピー

ドアップを図り，保守契約の付加価値向上と顧客満足の

向上を目指している。図4は，Yokogawaレスポンスセ
ンターが「コールの一元化」のトライアルを，お客様5社

に協力頂き，2002年8月～2003年3月まで検証を行った

結果である。YokogawaレスポンスセンターがRMSを

使って直ぐに原因調査することで，現地調査時間が大幅

CSCSCSCS

AMC：Adovanced Management Console 
ODU：Online Diagnosis Unit 
CENTUM機能監視データ：CENTUMの機能について得られるデータ 
 （CPU負荷，エラー履歴など） 
環境監視データ：CENTUMを取り巻く設置環境の測定データ 

Ethernet

Modem

Modem

公衆回線 

RMSターミナル 

横河レスポンスセンター 

FCS
お客様システム 

CENTUM機能監視データ 

環境監視データ 

制御バス 

ICS/HIS

ODU

AMC
Master

RS485

ODU

MB SAT 
衛星 

モバイル放送様 

GF設置情報等 

Web配信画面／ 
監視・診断結果 

SI会社 
（GF局設置， 
維持／修理） 

DoPa網：遠隔監視／操作 

GF局 

受信端末向け放送波 

Kuバンド／ 
TDM信号 

〈〈ビル陰，地下街，他〉〉 

Sバンド／ 
CDM信号 

受信端末向け放送波 

Sバンド／ 
CDM信号 

Web 配信画面／ 
監視・診断結果 

停波／送信等の 
遠隔操作指示 

GF監視診断 
センタ 

DoPa網 

放送用コンテンツ 

GF局向け放送波 

一般視聴者 

図 6　モバイル放送用ギャップフィラーの遠隔監視診断の概要

図5　オンライン診断サービス
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げられた衛星からの電波を直接受信端末で受けて，視聴

する放送サービスである。モバイル放送は全国一律に

サービスを受けることが可能であるが，衛星からの電波

がビル陰や地下街・トンネルで遮られてしまう箇所にGF

局と呼ばれる再送信設備を設置し，電波の届かない所を

補うようになっている。2004年3月末で，首都圏を中心

に約750箇所のGF局が設置されている。

Yokogawaレスポンスセンターでは，これらGF局の動

作状況についてDoPa網を通じて24時間，365日監視を

行っている（図6）。万一動作に異常が検出された場合に
は，異常の種類，故障部位等の診断と修理担当会社への

連絡を行う。さらに，毎月の監視結果は，モバイル放送

（株）様へ報告を行っている。また，モバイル放送（株）様は

じめ，GF局の保守に携わる会社に対し，全てのGF局の動

作状態について，インターネット経由VPN回線でのWeb

画面によるリアルタイム配信のサービスも行っている。

今後GF局は全国に展開され，最終的には5,000箇所以

上に設置される予定である。また，リピータ型GF局の

設置も予定されており，最終的には1万箇所を超えるGF

局が監視対象になる予定である。

2.3.3 他社製品・装置の遠隔監視サービス
Yokogawaレスポンスセンターでは，コージェネ・風

力発電・浄水場設備などの現場設備を，お客様（管理者）

がオフィス（事務所）に居ながらにして監視できる仕組み

を提供している。お客様は，インターネットに接続可能

… 
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ことにより，お客様設備の現在の

データや，過去のデータのトレンド，

日報月報，また，警報履歴といった情

報をいつでも見ることができる。ま

た，携帯電話などへの警報メール発信

や携帯電話から設備の現在のデータも

確認できる。

 遠隔監視したいお客様の設備に当

社の遠隔監視・制御装置（eCUBE／

Hector ユニット／DAQSTATION

等）を設置し，データ収集および警報

監視を行う（図7）。Yokogawaレスポ
ンスセンター内に遠隔監視サーバシ

ステムがあり，各設備とサーバシス

テムは，I S DN などの有線の他に

PHS，DoPaといった無線またはイン

ターネットで接続され，設備側で収

集したデータを定期的にサーバへ自

動保存している。

基本的な監視機能の他に，付加機能と

して過去の膨大なデータをお客様に有効活用して頂くために，

データ解析ツールなども提供している。

3. お わ り に

Yokogawaレスポンスセンターでは，24時間監視機能

を利用して，平日のみならず，休日，夜間の警報監視を

代行する業務を請け負うサービスも提供している。

以下の内容で見学を随時行っているので，是非一度お

越し頂きたい。

＜Yokogawaレスポンスセンター見学内容＞

・横河製品の「トラブル・問い合わせコールの一元化窓

口」エリア見学

・「24時間のバックアップ体制」をお客様の目で直接確

認して頂くことが可能

・セキュリティー対策された遠隔監視サービス・エリア

をガラス越しに見学

　今後とも，Yokogawaレスポンスセンターの機能を拡

充し，顧客満足向上を目指してゆく所存である。
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図7　eCUBEによる遠隔監視システムの例


