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石油化学・化学業界における計装契約保全ビジネス
Maintenance Contract Business for Instrumentation and Control Systems

in the Petrochemical and Chemical Industries

産業構造・企業構造が急速に変化している今日，人・技術の継承に代表される問題点が顕在化している。そ

うした中，お客様独自の計装保全業務の維持・管理も難しくなってきており，これらの一つの解として，当社

はこの業務の一部又は全てを受託する（アウトソーシング）計装契約保全業務をスタートさせた。外注・施行業

務だけではなく保全管理システムの最適な運用を軸にして，ライフサイクルを通してお客様の保全費削減を支

援する。本稿において，当社が現在実施している計装契約保全への取り組みを紹介する。
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In today's fast-changing industrial and enterprise structures, issues epitomized by the fading

inheritance of experts and their knowledge and technological expertise, are emerging. Under these

circumstances, our customers also become to face difficulties in operating and maintaining their plant-

wide instrumentation and control equipment by themselves. Therefore, as a solution for this problem,

we have launched a maintenance contract business for instrumentation and control systems in the

plant operation, aiming to undertake a part of or all of customer's plant maintenance and operations.

Centering on the optimum operation of maintenance and management systems for instrumentation

and control equipment as well as commissioning services and maintenance, we contribute to customer's

maintenance cost reductions throughout the system lifecycle. We, herewith, describe our ongoing

approach to the maintenance contract business for instrumentation and control systems in the

petrochemical and chemical industries.

1. は じ め に

国内の石油化学・化学産業が重化学工業の主役になっ

て半世紀になる。以来，驚異的な経済発展と共にプロセ

スの進化・設備増設が行われてきたが，計装分野の技術

革新がこの一翼を担ったと言っても過言ではない。しか

し，産業構造・企業構造の再構築が急速に変化している

今日，企業の経営的指標は上がったものの，将来に亘っ

て企業を永続的に維持発展する上で必要な人・技術の継

承等に問題が残されている。当社は，前述のように，当

社製品のライフサイクルに亘る保全領域から工場経営ま

でのトータルソリューション提案活動を，「ライフサイク

ルソリューションプログラム（7SP）」としてスタートさ

せた。今後，対象機種，対象範囲を拡大し，最終的には

他社の計装機器までも含めたソリューションを提供する

ことが究極の目的である。その第一歩として，計装契約

保全の概要を紹介する。

2. 計装契約保全

2.1 お客様の計装保全業務の現状と今後の展開
従来の計装設備保全は，プロセスの安全安定運転確保，

プロセスノウハウの高秘密性及び計装技術者の育成等が

深く関わることから，お客様が独自に実作業を含めた保

全業務のP→D→C→Aを廻してきた。その結果，保全

業務全般に亘る各種ノウハウを自社内に蓄積する一方，

定期点検を主体に，一部の保全業務をアウトソーシング

して保全費削減も実現してきた。これは，1950年代以降，

継続的経済発展により，優秀な人材を確保できた結果で

ある。

現在の石油化学・化学産業分野は，企業環境が大きく

変化しており，人員削減・抑制及び海外への拠点進出が

急速に進んでいる。石油化学創生期及び２期，３期の高

度成長期に採用された技術者達は，既に定年又は社外出

向対象時期にきており，オイルショック（1973年）による
*1 ソリューション事業本部 ソリューション1営業統括本部　
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図 1　計装部門の人員構成

新規採用者減少期の影響から，現在の人的組織構成は大

幅に若年化している。このことは，今後の計装保全業務

体制を見直す大きな要因の一つとなっている（図1）。
今後も安定的企業活動を継続する上で保全業務は重要

な業務の一つであり，安全安定運転の確保・技術の伝承・

保全費の削減等をどのように継続していくかが課題であ

る。その解決方法の一つとして，アウトソーシングを含

む新しい業務形態が注目されている。

2.2 当社が取り組んできた計装保全業務
当社の計装設備に関わる計装保全業務の取り組みは，

計器構成部品単位の信頼性向上サービス，計器単体点

検・検査，DCS等のシステム全体点検・検査等である。し

かし，石油化学・化学産業における計装保全業務は，限

定的な業務内容に終始している。

これは，プロセスの秘密性が高く，且つ保全業務を客

先自身が実施しているケースが多いことに起因している。

即ち，当社が実施している計装保全業務は，要請を受け

た業務を，客先の指定内容に従って行う外注・施行業務

（以下DOと記す）の部分に限定されていた。業務内容は

概略下記である。

（1）当社製品を中心とした単体計器故障対応，及び定期

点検等の個別契約による保守業務

（2）DCS・分析計等特殊保全技術が必要な機器の個別契

約による保守業務

上記対応は，労働力と高品質作業そのものを提供する

ことであり，計装保全業務全体から見ると，当社はその

一部分を担当しているというのが現状である。

計装保全業務全体の目標は，安全・安定運転の確保で

あるが，その目標を確保しつつ保全費削減や技術の伝承

等解決しなければならない多くの課題を抱えており，そ

の観点からも，DOしかできないメーカーは，パートナー

として最早お客様の満足は得られない。

2.3 当社の計装契約保全業務への取り組み
石油化学・化学産業の企業環境の変化から，お客様独

自の計装保全業務の維持・管理が難しくなってきている。

当社は，この業務の一部又は全てを受託する計装契約保

全業務をスタートさせた。

計装契約保全業務のコンセプトは，概略下記である。

（1）確実な保全業務の実施による安全安定運転の確保

（2）継続的保全体制の構築

（3）保全実績をベースにした保全管理システムを運用し，

効果的に保全のPDCAを廻し，計装保全の総合管理

を客観的数値で提案又は実施する。

（4）プロセス関連技術及び計装設備関連技術の伝承につ

いて，お客様と横河電機グループが協力体制を敷き，

相互に維持発展させる。

業務範囲は下記であるが，お客様の要請により部分的

又は段階的アウトソーシング等柔軟に対応する。

（1）常駐体制による保全・検査・整備等の実行業務

（2）工程管理・他部門間調整等の保全監督管理業務

（3）技術検討・設計・発注・検収等の業務

（4）保全実績登録・実態解析・保全評価・対策及び保全

予算年間計画立案等の保全管理業務

これらの業務を肩代わりし，Dのみならず，P→D→

C→Aの全サイクルで貢献させていただきき，お客様の

保全費削減を支援するものである。

横河電機グループとしては，以上のような業務受託を

目標としているが，全ての業務を委託するには不安感が

あるお客様には，実行業務，施工管理業務などの実行部

分を主体に段階的に業務受託範囲を拡大していく。

現在は，図２の実行業務（レベル５）から，施行管理業
務（レベル４），発注業務（レベル３）まで受託範囲を拡大

してきている。

計装保全業務管理に関する合理的運用は，お客様と

メーカーが単独で実施する時代から，お互いの垣根を越

えたパートナーシップの時代にきている。お客様とメー

カーが個々にメリットを追及する世界から，互いにメ

リットとリスクを共有する関係が大切である。

お客様と業務受託者との良い関係は，保全費削減がお

客様の利益である反面，業務受託者の受注金額削減とい

う関係だけでは成り立たない。保全費削減利益を，お客

様と業務受託者とが共有する関係が必要となってくる。

これは，横河電機グループが目指す新しい保全業務の取

り組みである。

3. 保全管理システムとその運用

計装設備保全の目的は，各種計器の機能が充分に発揮

され，安全安定運転が継続的に確保されるよう管理する

ことにある。具体的には，計器の機能喪失機会の低減，機

能喪失時の影響度削減，及び機能喪失時間の短縮等に対
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図2　業務区分と業務内容

技術伝承 スキルアップ計画 

点検記録 
故障記録 

A：標準制定 

D：保全作業 

P：保全計画 C：解析 

保全データベース 

承認・決定 
社内調整 

メンテナンス計画 

設備標準化 

保全評価 

メンテナンス作業 

・予算計画 
・人員計画 
・保全作業計画 
・作業発生， 部品購入計画 

・定期点検マニュアル 
・定期点検周期 
・保全作業マニュアル 
・工事施工要領 

・信頼性の生産性コスト貢献度 
・保全資源の生産性コスト貢献度 
・エンジ部門の業務出来高評価 
・人員当たりの対応力評価 

・定期点検作業 
・故障修理作業 

故障率データ 
信頼性データ 

予算管理システム 

重要度格付け 

保全資源データ 
信頼性データ 
工数単価 

機器台帳 

し保全業務管理をしている。必然的に，保全に必要な人

員と保全費用が保全密度に比例して必要となる。

当社は，計装設備に要求される機能を最小の費用（含む

人件費）で維持管理することを目標に進める。但し，保全

業務は受託後直ちに効果が出るとは考えられず，継続的

に保全業務を実施することで改善効果が発揮される。

保全管理の実行・解析・評価を確実に行うためには，保

全管理システムがポイントとなる。主なデータベース（以

下DBと記す）としては，機器台帳，保全履歴，重要度格

付，工数単価，設備標準，点検周期及び内容を記載した

点検要領などで構成される。さらに，後述するが各DBの

構成も重要となる。

保全費削減に関する保全管理

システムの運用は，下記のよう

になり，これらの項目を迅速且

つ確実に実行することが必要と

なる（図3）。
（1）保全業務実施及び保全履歴

データ管理：D

（2）保全実績の解析（信頼性・

特異性等）：C

計装設備の重要度・計器信

頼性実績等から，保全管理

密度及び内容等の検討

（3）上記検討結果の設備標準

化・作業要領化：A

計器台帳・計器選定要領・

計器検査要領・点検周期・

工事施工要領等

（4）保全年間計画・予算計画の立案：P

また，保全管理システムを効率良く運用し，お客様

の課題を有効な数値で示すためのキーポイントは下

記である。

（1）全てのDBに使用される基本的要素（計器型式・メー

カー名等）は，登録マスターデータを計器台帳とする。

（2）工数単価・計器購入単価・その他必要な管理指標に

ついても，登録マスターデータを明確にする。

（3）各ＤＢ間が有機的に結合され，重複登録及び訂正等

を極力削減する。参考として，作業履歴データ用入

図3　保全のPDCAサイクルの確実な実行
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横河電機 
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山武 
山武 
山武 

メーカー名 計器型式 
作業 作業時間 故障 

場所 
1 2 1 2 1 2 1 2 3 4

原因 処置 備忘録 

＊＊ ＊＊ DATE 02/09/05

作業日 02/ 09/ 04 PF15 終了 

RIREKI　登録  履歴入力 

懸案C/D

完了（　　　　） 日付　　　/    /    /担当者 

分
類 

現
象 

工
事 

要
員 

M
K

社
員 

時
期 

D/B） 
自動表示（from 計器リスト 

力画面を紹介する（図4）。「プラント名・計器番号を
インプット」することで，「計器台帳DB」から登録

されている「計器型式及びメーカー名」を自動転送

し，履歴インプットミスを防止するシステムを採用

している。

保全実績の解析については，お客様の履歴データベー

ス（DB），他社を含めた当社内の共通DB，社内情報及び

メーカーとして保有する機器情報を活用し，さらに効果

を上げるために必要であれば，経験を有する人材を受け

入れて共同作業をする等，解析・改善提案業務を高品質

なものとしていく。

解析手法の一例を挙げると，腐食・漏れ・振動等，測

定流体や測定箇所及び特殊計器自体に起因する保全実績

については，計器型式には依存しない保全実績のため，

計器番号から睨んだ解析検討を実施する。

また，一般計器の解析は，計器型式別の信頼性実績と

重要度格付等から実施し，点検周期や点検内容を提案し

ていく。重要度の高い計装設備は保全費用を集中し，重

要度の低い計装設備はある程度の保全業務が発生するこ

とを認めるという差別化により，保全費用の削減も可能

である。

保全業務の発生を認めるということは，計装保全担当

者の負荷増加につながる。これは，保全費用削減と保全

担当者の人件費増加との比較論にもなるが，お客様と協

議し，方針を決定することになる。

さらに，従来から実施している質の高い原因究明手法

や，再発防止への技術改善強化など，技術力確保の対策

を充実することも重要である。お客様のスキルアップに

ついては，計装技術，保全業務遂行，安全品質管理等の業

務において，メーカーの立場で実施している各種教育・

管理手法・道具等の活用及び定期的技術情報交換会等を

利用して，総合的スキルアップを実施する予定で

ある。

4.　今後への課題

当社の計装契約保全業務は，客先常駐体制を敷

き，安全安定運転の確保を絶対的使命とし，日常

保全・定期点検・整備等の実績を基にＰ→Ｄ→Ｃ

→Ａを廻し，保全費削減と技術の継続的伝承を目

指し実行することである。

しかし，今後，安定的に幅広く業務展開する上で

課題もいくつかあり，下記の対応を検討している。

（1）幅広い知識・経験を有する技術者の育成

横河電機グループとして，客先常駐責任者，

実務担当者などに対し，自社教育機関による

基礎技術教育，業務遂行管理，安全品質管理，

業務改善施策を教育し，実務に反映するよう

徹底させる。

（2）お客様の熟練技術者との連携

最も現場に精通した知識を持っている熟練技術者の

協力をどのようにすれば得られるか，定年及び出向

者の受け入れも視野に入れて検討していく。

（3）現状の保全協力会社殿との協力関係

顧客で既に契約しているメンテナンス会社，計装工

事会社との協力関係を如何に維持し，スムーズな移

行を実現することが重要と考えている。

（4）一括保全業務の効率的運用

さらに効率的運用策として，企業の枠を越えて拠

点・地域を総合的一括保全契約することへ発展させ

ていきたい。

5. お わ り に

当社の計装契約保全への進出の目的は，単に安価な保

全実行業務を提供することではない。保全管理システム

のツールの提供・構築・運用を基にお客様と協力し，保

全費削減と技術伝承を図る保全業務全体への新たな展開

である。

この計装契約保全に関する当社の意欲と意思を了解し

ていただき，お客様の最良のパートナーとして最良の活

動を展開していきたい。
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図4　作業履歴入力画面例


