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統合機器管理パッケージ “PRM”

Field Device Management Package "PRM"

フィールド機器の保全管理の効率化に寄与する統合機器管理パッケージPRM（Plant Resource Manager）を開

発した。FOUNDATIONTMフィールドバスに代表される双方向デジタルフィールドネットワークに対応した機器の予

防保全管理ができるなどの特長を持つ。機器の保全スケジュールや点検記録，及び機器の構成情報などの，機

器保全情報を複数の局面から分類・管理することで，多様化する保全方法に対応している。また，リモートバ

スを経由してフィールド機器の運転情報を遠隔地からオンラインで取得可能であり，フィールド機器の保全の

ための情報として活用することが容易である。本稿では，PRMの機能を中心に，フィールド機器情報の活用に

よるメンテナンスコストの削減，プラント操業におけるTCO（Total Cost of Ownership）削減への寄与について

述べる。
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Field device management package PRM (Plant Resource Manager) has been developed to improve

the efficiency of the maintenance management of the field device.  PRM has features like the preven-

tive maintenance management of the device, which corresponds to the digital interactive field network

typified by FOUNDATIONTM fieldbus and so on.  It corresponds to the diversified maintenance method by

classifying and managing the device maintenance information, such as the maintenance schedule, the

inspection record, and configuration information of the device, from two or more phases.  Moreover, it

is easy to be able to acquire operation information on the field device online via a remote bus and to use

the field device information for maintenance.  This document describes the function of PRM mainly,

and the contribution to the maintenance cost reduction by using of field device information and the

TCO (Total Cost of Ownership) reduction on the plant operation.

1. は  じ  め  に

製造業においても製品の低価格化，コスト削減要求は

益々大きくなっており，価格競争力の維持，最適コスト

の実現は企業存続の必要条件となっている。このため，

プラントのライフサイクル全体でのTCO（Total Cost of

Ownership）の最小化，及びTVO（Total Value of

Ownership）の最大化が求められている。その中でもプラ

ント操業におけるメンンテナンスコストは大きく，コス

ト削減要求は強い。

近年，FOUNDATIONTMフィールドバスに代表される双方向

デジタルフィールドネットワークが実用化され，フィー

ルド機器から多種多様な情報をオンラインで得ることが

可能となった。これにより，フィールド機器の故障予知

やプラントの予防保全が現実的となった。さらに，保全

スケジュールと保全点検記録との一元管理，及びより緻

密な予防保全との連携により，操業効率の向上とメンテ

ナンス費用の低減が期待できる。

フィールド機器のメンテナンスコスト低減という命題

に対して，統合機器管理パッケージPRM（Plant Resource

Manager）を，以下の方針に基づいて開発した。

（1）保全情報管理とオンライン機能の統合

オンライン機能と保全情報管理機能との連携によ

り，保全管理の作業効率向上を実現する。特に，以

下のオンライン機能はリモート診断を可能とする点

で重要な意味を持つ。

・機器状態の遠隔での監視

・機器の遠隔地からの校正
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（2）フィールド機器の機能向上に対応

マルチセンシング機能やリモート調整機能などの

フィールド機器の機能向上に対して，効果的な操作

機能を提供する。

（3）上位ドメインとの情報共有の容易化

フィールドドメインと上位ドメイン（MES及びビジ

ネスドメイン）との情報の共有化が容易にできる仕組

みを提供し，経営効率の向上に寄与する。

本稿では，プラント操業におけるTCO削減を実現する

PRMの特長と，PRMを利用した将来展望を論じる。

2.　PRMのアーキテクチャ

図１にPRMの位置付けを，以下にPRM

のシステム上の特長を示す。

（1）システム構築の柔軟性

PRMはクライアント／サーバ構成を

採用し，導入時は一台のクライアン

ト（PC）による管理から，システム規

模の拡大に伴う機器数の増大に対応

して複数のクライアント（PC）を増設

できる柔軟性を持っている。クライ

アントとサーバ間はEthernetで接続

されているため，遠隔地からの保全

情報及び機器情報，機器データの参

照ができる。

（2）データベースの信頼性

保全情報及び機器情報を保持するた

めのデータベースには，信頼性で定

評のあるOracle社を採用し，大容量

且つ24hの連続稼動を実現している。

（3）多様な機器をサポート

PRMが対象とする主な計装機器の種類を以下に示す。

・FOUNDATIONTMフィールドバス対応機器

・ハイブリッド機器（HARTなど）

・従来機器（4-20 mA）

・静止機器（ポンプなど）

PRMの機能は，管理される機器の能力，特にフィー

ルド通信機能の有無やレベルにより異なる。最もメ

ンテナンス効率の向上が期待されるのは，

FOUNDATIONTMフィールドバス対応フィールド機器であ

図１　PRMの位置付け

図２　保全情報の表示例
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る。一方，フィールド通信機能を持たない機器の場

合であっても，プラントに点在する機器を統括管理

できるため，最適なプラントの保全計画立案ができ

る。

3. PRMの機能

図２に保全情報の表示例（機器詳細情報表示画面と機器

点検記録画面）を示す。

PRMでは，保全作業が効率的に実施できるように，次

の機能を提供している。

・保全情報管理

・保全点検作業

・保全点検結果の記録と報告

以下に詳細に説明する。

3.1 保全情報管理

PRMが管理できる保全情報を表１に示す。

これらの情報は，機器に割り付けられた機器IDで識別

され，互いに関連付けられているため，情報の呼び出し

が容易になっている。履歴情報では機器への設定／調整

などの操作履歴，機器からのイベントや保守作業記録な

ど，機器に影響を及ぼす項目の履歴をデータベースに残

すことができる。またデータ以外にも，誰が，何のため

にという目的と共に記録することもできる。特に，記録

を残すだけでなく，パラメータ比較機能によって過去の

運転パラメータに容易に，且つ安全に戻せるなど，デー

タの復元性も考慮されている。

PRMでは，多数の機器から必要な情報を分かり易く取

り出すために，表２に示す機器ナビゲーション機能を

持っている。

プラントには規模に応じて数十から数千単位の機器が

存在し，且つ実際にプラントに配置した機器以外にも，

予備品の機器，点検中の機器，故障した機器などが存在

するが，本機能によって機器の特定が容易となる。

図３に，ネットワークビューによる機器構成の表示例

を示す。

3.2 保全点検作業

（1）機器の状態監視

遠隔での機器状態監視機能により，異常発生時に即

座に機器状態を確認でき，現場での監視作業を削減

できる。

・機器状態（機器の正常／異常）の確認の他，異常時

の機器のパラメータを確認できる。

・機器からの機器異常に対応したアラームイベント

の通知によって，機器の異常内容を確認できる。

これらの機能により，機器異常時のプラント運転の

影響度，対処方法，故障時の交換部品，交換機器の

有無等の情報提示が可能となる。

（2）機器の調整

FOUNDATIONTMフィールドバス対応のフィールド機器に

対して，遠隔でのキャリブレーション機能として，

以下の機能を実装している。

・パラメータ調整機能（パラメータ値を表示・比

較・設定）

・メソッド実行機能（Device Descriptionに記述され

たフィールド機器固有の調整手順を実行）

・ヘルパパッケージ機能（フィールド機器固有の

ツールを実行）

表２　機器ナビゲーション機能

表１　保全情報

図３　ネットワークビューによる機器構成の表示例

管理情報�

機器台帳�

保全情報�

部品リスト�

関連情報�

履歴情報�

機器設定情報�

内　　　容�

機器タグ名，機器タイプ，製造者，レビジョンなど�

保全スケジュール・保全メモ�

予備品情報を含む構成部品など�

機器の仕様書，部品構成など�

機器イベントや設定・調整・診断などの操作履歴�

機器への設定データ�

種　　類�

プラントビュー�

ネットワークビュー�

機　　　能�

プラント内での論理的な配置（プラント階層）にしたがって
表示する。�
使用状況に応じて，機器をプラントで使用中，予備品，
故障で修理中などの分類で表示できる。�

フィールドネットワーク構成にしたがって，フィールドネット
ワークの配線状況と共に表示する。�

クラスビュー� 機器をタイプ（ベンダ / 機器タイプ / レビジョン等）毎に表示
する。予備品の管理に最適な表示である。�
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図４　ドメイン構成

（3）バルブ診断

フィールド機器の中でも直接プロセスを操作するバ

ルブの診断は重要であり，バルブポジショナの高機

能化により，高精度なバルブ診断が可能となってき

た。

PRMでは，機器固有の診断機能をヘルパパッケージ

機能として，機器毎に用意されたツールによる診断

プログラムの実行環境を提供している。これによっ

て機器に最適な診断が実行でき，また起動や終了の

履歴も統一的に管理される。

バルブの情報を取得・蓄積することにより，バルブ

に対する統計的な予防保全が可能になる。統計的な

予防保全は，保守作業の効率化だけでなく，点検周

期の延長によるプラント運転稼働率の向上にもつな

がる。また，情報の蓄積によるより適切な調整は，

バルブの精度の向上につながる。プロセス量に直接

作用するバルブの精度の向上は，品質・収率の向上

に寄与すると言える。

3.3 保全点検結果の記録と報告

保全点検作業の結果を作業記録として管理すること

で，次回の点検の有効な情報源となる。オンラインで取

得した機器情報は，機器の点検記録の作成に有効であ

る。PRMでは，特に以下の点を重要視した。

・保全スケジュールに対応して点検記録が作成できるこ

と。さらに点検作業の完了承認機能により，作業ス

テータスが明示的であること。

・機器情報や保全点検記録を統一形式で印字できること

（セルフドキュメント機能）。

また，保守員の作業レポート作成支援機能として，

PRMに対してその自動作成や報告を支援する機能を持つ

ことが望まれる。PRMとE-mailやWWW（World Wide

Web）との連携は，上記のような保全作業報告に関して企

業内での事務業務の効率化の一助となるため，今後の検

討課題である。

4. フィールド情報の共有化

ビジネスドメインでは，イントラネットやインター

ネットにより，ビジネス情報の相互アクセスが可能な環

境が構築されている。ドメインギャップが指摘されたコ

ントロールドメインも，TCP/IPに代表されるオープンな

ネットワークで繋がれ，OPC（OLE for Process Control）

やWWWによりビジネスドメインと情報が共有されてい

る。

フィールドドメインの情報（フィールド情報）をビジネ

スドメイン，コントロールドメインに接続するのがPRM

である。PRMはフィールドネッワークと上位ネットワー

クの中継器となるだけでなく，フィールドネットワーク

を介して得られたフィールド情報（機器情報）を意味のあ

る形で，ビジネスドメインやコントロールドメインに提

供する。

図４にドメイン構成を，以下にその利用例を示す。

・PRMの機器設定情報を生産管理に提供（製造された製

品情報，品質とのリンク）

・PRMの部品情報を設備管理に提供（納期を含めた購入

情報，購入作業や購入計画とのリンク）

・PRMの機器診断情報を設備管理に提供（プラントの点

検計画，生産計画とのリンク）

ビジネスドメインに，コントロールドメインと共に

フィールドドメインの接続がなされてこそ，製造業にお

ける企業レベルから工場レベルまでのシームレスな情報

共有化が完成されたと言える。情報共有化によるサプラ

イチェーンの確立が，企業活動の最適化とスピードアッ

プをもたらすと考える。

5. お  わ  り  に

保全作業の効率化のキーとなるPRMの特長を述べた。

IT（Information Technology）の波は，あらゆる産業の仕

事のやり方を変革している。PRMは，フィールドネッ

ワークを通じて取得できる情報を有効に利用するための

プラットフォームであり，保守の最適化，及び効率的な

操業の実施と操業計画の立案，機器に関する業務改善を

もたらすものと期待している。PRMは，プラントの操業

及び保全のキーコンポーネントとして，プラントのTCO

最小化に大きな威力を発揮すると確信する。
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