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CENTUM CS/CS3000/CS1000 オンライン診断サービス
CENTUM CS/CS3000/CS1000 Online Diagnosis Service

当社のDCSであるCENTUM CS/CS3000/CS1000に対し，保全のためのソリューションとしてオンライン診

断サービスを開発した。オンライン診断サービスは，CENTUMの稼働情報と環境情報とを24時間常時監視し，

瞬間的な異常，正常を診断するとともに，取得した情報を組み合わせ解析することで，有寿命部品の交換周期

や点検周期を予測する。オンライン診断サービスは，専用のマルチセンサユニット，そのセンサユニットおよ

びCENTUMからのデータ収集を行う保守専用PC，横河レスポンスセンタの3部分から構成される。なお，保

守専用PCは，AMC（Advanced Management Console）と呼ばれるオンライン診断サービスのプラットフォー

ムであり，緊急保守を含むリモートメンテナンスの接続口となる。

本稿では，オンライン診断サービスの特長的な機能を紹介する。

31

野　田　　孝　司*1 松　藤　　克　彦*1

NODA Takashi MATSUFUJI Katsuhiko

久　保　　正　寛*1 岡　田　　益寿浩*1

KUBO Masahiro OKADA Masuhiro

We have developed an online diagnosis service as maintenance solutions for CENTUM CS. The

online diagnosis service is based on the state-of-the-art remote maintenance technology and diagnosis

technology and be able to supply the around-the-clock monitoring service dedicated to the CENTUM’s

data related to the self-diagnosis and installation environment. Diagnosing the momentary normal or

abnormal system conditions, the online diagnosis service analyses the several acquired data through

the PC called AMC (Advanced Management Console) and then repots a recommended cycle of parts

exchange and an inspection cycle of CENTUM. The online diagnosis service is composed of the data

collection PC, the multiple sensor unit, and Yokogawa Response Center. The AMC is used as a platform

of the online data gathering software and remote maintenance.

This paper outlines the system configuration and characteristic functions.

1. は　じ　め　に

昨今のプラント計装は，当社製品であるCENTUMに

代表されるように，DCSを中心としたデジタル計装がほ

とんどである。DCSは1970年代から徐々に計装に組み込

まれてきたが，コンピュータの発達とともにその機能や

信頼性の向上には目を見張るものがある。しかし，いく

ら信頼性が向上したとはいえ，トラブルが「皆無」となっ

た訳ではない。むしろ集積度の拡大，ソフトウェアの膨

張，機能の複雑化などにより，一旦トラブルが発生する

とその修復が非常に困難となる場合が少なくない。そこ

で，いかに早く修復を行い，プラントの操業停止時間を

最短に抑えるかがメンテナンス技術に求められる。この

様な背景に後押しされる形で，リモートメンテナンスと

いう保全形態が1980年後半から登場した。初期のリモー

トメンテナンスは，事後保全を中心としたものであり，

何らかの故障が発生した時点で，故障情報の収集と回復

処置を行う形態であった。ところが，DCSの信頼性向上

とそれに伴う故障率の低下により事後保全を主体とした

リモートメンテナンスの必要性が低下し，代わりとして

長期安定稼働を維持するための予防保全や，予知保全に

対するニーズが高まってきた。この様なニーズに応える

べく，当社の新たなリモートメンテナンス機能「オンラ

イン診断サービス」を開発した。「オンライン診断サービ

ス」は，当社の新保全契約「BEST2（ベストツー）」にて

提供・販売している。なお，オンライン診断サービスに

は，以下に紹介する機能以外にも様々なものが含まれて

いるが，本稿では特長的な部分のみ紹介する。
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2. オンライン診断サービスシステム

2.1 システム構成

図1にオンライン診断サービスの全体システム構成を

示す。現在のオンライン診断サービスは，CENTUM CS/

CS3000/CS1000を対象としている。オンライン診断サー

ビスでは，CENTUM自身が持つエラー履歴，動作情報

など（以降ではCENTUM 機能監視データと呼ぶ）と，

CENTUMを取り巻く環境情報（以降では，環境監視デー

タと呼ぶ）をAMC（Advanced Management Console）に

収集，保存する。AMCと横河レスポンスセンタ（RC）と

は公衆回線を介してリモート接続され，CENTUMのリ

モート保守やAMCからRCへのオンライン診断データの

転送に使用する。

従来リモートメンテナンスには，専用の電話回線，即

ち，直通回線をユーザーシステム側に用意し接続してい

たが，これらのコストを削減するために，設備の近くに

設置されている内線電話でも接続を可能にした。さらに，

よりセキュリティを強固にしたコールバック方式による

リモート接続方法を，選択することもできる。

2.2 AMCの機能

AMCは，監視診断およびRMS（Remote Maintenance

Support System）のフロントエンドの役割を持った保守

専用のPCである。AMCには，リモートメンテナンスの

際に使用する緊急保守機能と，オンライン診断サービス

を実行するための稼動状態監視診断機能とが搭載される。

稼動状態監視診断機能は，データ収集プログラム，診断ア

ルゴリズム，データ表示プログラム等から構成される。

AMCとCENTUMとはEthernet で接続されており，

AMC上のデータ収集プログラムが，定周期でCENTUM

の各ステーションから機能監視データを収集する。また，

環境監視データについては，次節で述べるODU（Online

Diagnosis Unit）から収集する。

2.3 ODUの機能

環境監視データを収集するために，オンライン診断ユ

ニット（ODU）が使用される。ODUは親局と子局とが存

在し，CENTUMのステーション設置状況に応じて子局

が分散配置される。図2に，ODUの子局を示す。一般的

には，AMCとODU親局はRS-232Cで，ODU親局と子

局とはRS-485で接続される。AMCはODU親局を介し

て各ODU子局から環境監視データを定期的に収集する。

ODU子局は，CPU，メモリなどのインテリジェンス部

と，環境測定のための複数のセンサ部とに分けることがで

きる。センサは温度，湿度をはじめとして，接触抵抗，絶

縁抵抗など最大7種類までの環境監視機能が搭載できる。

接触抵抗，絶縁抵抗の両センサは，機器に与えるストレス

を直接測定できない部位を代行測定するセンサである。

なお，通信ケーブルを敷設できない場所への設置を考

慮して，ODUには単独でのデータロギング機能も備えて

いる。ただし，その場合にはノート型PCなどを持参し，

RS-232C接続によりデータを吸い上げる必要がある。

ODU子局の主な仕様は，以下の通りである。

内臓センサ： 測定項目を表1に示す。

サンプリング周期：10分～24時間（任意に設定可能）

サンプル数： 約13000データ

通信機能： RS-232C，RS-485

ODU

AMCICS/HIS

Ethernet

Master

RS485

ODU

V-NET

Modem

Modem

公衆回線�

RMS用ターミナル�

お客様システム�

横河レスポンスセンター（RC）�

FCS

CENTUM機能監視データ�

環境監視データ�

FCS: Field Control Station�
ICS: Information and Command Station�
HIS: Human Interface Station�
AMC: Advanced Management Console�
ODU: Online Diagnosis Unit�
RMS: Remote Maintenance Support System

図 1　オンライン診断サービス システム全体構成
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2.4 横河レスポンスセンタ（横河RC）

横河RC内には専門エンジニアが24時間待機しており，

緊急時にはリモートメンテナンスを実施している。彼ら

は，RM S 用ターミナルを使用してエンドユーザの

CENTUMあるいはAMCにリモート接続し，トラブル時

の情報収集や解析を行ったり，現場に出向いたエンジニ

アを支援する。

また，ODUおよびCENTUMから集められAMCに蓄

えられた各データは，公衆回線を通じて横河RCに定期

的に収集され，社内ネットワークを経由して最寄り拠点

の診断スペシャリストによる高度な診断が行われる。診

断結果は，4半期毎に診断レポートとして，あるいは年1

回毎に保全提案書としてエンドユーザに報告される。

3. 診断サービス

3.1 緊急保守機能

CENTUMにトラブルが発生した場合，事後保全をす

ばやく確実に行うため，AMCの緊急保守機能が活用さ

れる。トラブル解析の依頼を受けると，横河RCの解析

エンジニアはAMCにリモート接続する。AMCは，緊急

保守に必要なデータ収集機能や収集したデータを判断し，

HTML化して解析エンジニアに提供する。また関連する

データへの展開は，すべてブラウザ操作になっており，

従来のコマンドレスポンス方式と比較して格段に操作性

と視認性が向上している。

3.2 稼動状態監視診断機能

オンライン診断サービスの目的は，「健全性の確認」と

「劣化傾向の早期発見」にあり，これらは傾向監視と診断

アルゴリズムによって実現される。AMCが定周期で収

集するデータ（表1，表2）は，瞬時値で判定可能なものは

リアルタイムに，傾向値で判定可能なものは一定期間の

データを対象に，分析処理が自動的に行われる。分析の

結果，異常またはその傾向が見られた場合は，異常内容

に基づきアラームを出力する。このアラームは，計装保

全担当者や横河RCなどに電子メール，ポケットベルな

どを利用して通報される。横河RCではこの通報を受け

てAMCに対しリモート接続を行い，より詳細な調査を

実施する。その結果，何らかの処置が必要な場合は，緊

急対応や予防保全を提供する。

また，CENTUMおよびODUから収集されたデータは，

AMCに搭載されているデータ表示プログラムを使用す

ることで，トレンド表示や診断解析を行うことができる。

例として，図3，図4にデータ表示プログラムによってト

レンド化したデータを示す。なおデータ表示プログラム

は，データをトレンド表示するだけでなく，診断アラー

ムの履歴表示，収集データのエクスポート機能なども併

せ持っている。これらの機能は，当社エンジニアはもち

ろん，オンライン診断サービスを導入いただいている

ユーザにおいても利用できるよう考慮してある。

3.3 診断アルゴリズム

診断アルゴリズムは，収集した環境情報，CENTUM稼

動情報について診断を行い，メッセージ（表3）を出力す

る。この診断アルゴリズムは，当社のCENTUM設計情

図2　オンライン診断ユニット（子局）

対　象� 項　目�

ODU� 温度（0～50℃）�

湿度（10～90% Rh）�

塵埃（0.02～0.50 mg/cm2）�

腐食度（変化の目安）�

接触抵抗（変化の目安）�

絶縁抵抗（変化の目安）�

外部センサ入力用（４～20 mA）�

表1　環境監視データ一覧

表2　CENTUM機能監視データ一覧
対　象� 項　目�

ICS/HIS�

�

�

�

�

�

�

�

FCS�

�

�

�

�

�

共通�

吸気排気温度�

各部温度（HDD/BATT）�

ファン回転数（ドア/ネスト）�

HDD（リトライ/リアサイン/FREE）�

メモリECC�

電源電圧�

CPU負荷�

システムエラーログ�

吸気排気温度�

バッテリ温度�

ファン回転数（ドア/ネスト）�

メモリECC�

バッテリ電圧/電源電圧�

CPU負荷�

バス負荷�

システムアラーム�

CS�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

CS3000

○�

HDDのみ�

○�

FREEのみ�

○�

—

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�
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報と共に，過去の保守情報から導き出した当社の経験式

を用いている。

（1）一般コメント

CENTUM設置環境基準やJEIDA（日本電子工業振

興協会）規格に照らし合わせた判定や，部屋の空調状

態の説明など。

（2）故障予知

異常傾向を分析し，故障発生前の交換や確認などの

処置を求める。システムエラーログからのDISK異

常監視や，温度分析による異常放熱監視など。

（3）メンテナンスの目安

劣化速度を推測し保全計画の目安を出力する。エン

ドユーザにも実行可能な日常点検周期の目安や，部

品交換周期が出力される。

4. 収集データ事例

オンライン診断サービスは2001年春から開始し，現在

25ジョブを監視しているが，いままでに大きなトラブル

の発生はゼロである。

しかし，いつでもシステムの異常兆候を捉える準備が

できていることを示すことはできる。図3のグラフは，

CENTUM HISのCPU負荷をトレンド表示したものであ

る。CPU負荷の異常な増加は，画面展開を異常に遅くし

たり，プロセスデータトレンド機能を動作できないよう

にする可能性がある。このような高負荷状態の継続を検

知した場合にも，メッセージを出力する。この例の場合，

解析に必要なデータを収集後にHISを再起動する回復処

置が行われ，あるプログラムの暴走が原因であった。ま

た図4は，ODUによって収集された，CENTUM FCSが

置かれている室内の温度データと湿度データとをトレン

ド表示したものである。実際の診断においては，この温

湿度データを基本とし，収集した他のさまざまなデータ

を組み合わせてシステムの健全性を診断している。図4

の場合，温度データが24℃前後一定であることに比べて

湿度データが80％から90％の間を推移しており，設置環

境としては好ましくない例である。このユーザには，湿

度の対策方法について提案している。

5. お　わ　り　に

以上，当社のオンライン診断サービスについて紹介し

た。稼動情報と環境情報とを用いてCENTUMを総合的

に監視，診断するオンライン診断サービスは，長期安定

稼動やTCOの削減に大きく貢献できると確信している。

今後も，蓄積されるCENTUM稼動状態データや環境

データを有効活用するのみならず，当社内サービス履歴

データベースとも連携し，診断アルゴリズムの高度化や

部品劣化予測の精度向上を図り，さらなるコストミニマ

ムの保全環境を構築していきたい。
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瞬時値�
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瞬時値�

データ分析� メッセージ�

温度が非常に高くなっています。
JEIDA-29， JEIDA-63による温度上限
の評価はClassSです。�
�
温度変化が大きくなっています。
JEIDA-29， JEIDA-63による温度変化
率の評価はClassBです。�
�
湿度が非常に高くなっています。
JEIDA-29， JEIDA-63による湿度上限
の評価はClassSです。�
�
浮遊塵埃量が非常に多くなっています。�
�
腐食環境はISA-S71.04 G.3～G.X相当
です。�
�
絶縁抵抗が著しく低下しています。機
器の汚れ具合や空調状態を確認し処
置する必要があります。�
�
接触抵抗が著しく増加しています。機
器の腐食状態を確認し処置する必要が
あります。�
�
吸気温度が高く，機器の設置環境基準
を逸脱しています。�
�
回転数が低下しています。ファンを交換
する必要があります。 

図3　収集データ例（CPU負荷率）

表3　診断メッセージの例

図4　収集データ例（温湿度）


