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サービスビジネスの動向と当社の取り組み

Tendency of Service Business and Yokogawa's Approach

保全業務においては，「設備管理」をキーコンポーネントと位置づけ，データの診断・分析に基づくソリュー

ション型サービスを指向している。また，テクノロジー・インフラ・リソース・ノウハウの4本の柱をベースに

した新しいサービスビジネスの展開を模索し，お客様のライフサイクルにおける経営効率改善に寄与していき

たいと考えている。
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Equipment management system has been developed as a key component of maintenance service,

and aims to provide a solution service based on its diagnosis and analysis of system data.  Moreover,

along with conventional warranty service, the new service business consisting of four factors such as

technology, infrastructure, resource and know-how can contribute to customers in optimizing manage-

ment efficiency of their system over the entire lifecycle.

1. は  じ  め  に

1997年にETS（Enterprise Technology Solutions）の新

しいビジネスコンセプトを提唱した。更には，長期経営

構想「Vision21&Action21」において，従来の中心事業で

あった計測ビジネス，制御ビジネスから情報ビジネスへ

と事業領域を拡大しつつ，サービスカンパニーへの変身

を宣言した（図１）。サービスカンパニーへの変身とは，

有形財（ハード・ソフト）を通じてサービスを提供するの

ではなく，サービスをお客様とのインタフェースにし，

有形財はサービスを通じて提供される形態へのビジネス

モデルの変革を意味するものである。このビジネスモデ

ルこそがソリューション提供型と言われるものである。

保全業務においても，TCO（Total Cost of Ownership）

の最適化からTVO（Total Value of Ownership）向上へと

変革し，お客様への提案活動を実践している。

本稿では，サービスカンパニーへの変身の過程を市場

動向と連携させながら，当社の取り組みの一端を紹介す

る。

2. 市  場  動  向

「Vision21&Action21」において，今日の状況を以下のよ

うに分析している。

①冷戦後のボーダーレス化・市場経済化の流れの中で，

産業再編成や戦略的提携による生き残りをかけたグ

ローバル大競争時代に突入していること。

② IT革命の進展により，国境・業種・時間の壁が取り払

われ，生活からビジネス，社会の仕組みまでが一変し

つつあること。

③国内経済は戦後最悪の不況に陥り，底入れ感はあるも

のの金融再編や有力企業の大リストラ，失業率の増大

など社会不安や閉塞感を招いていること。

④価値観の多様化に基づく「知識や知恵が価値を生む価

値創造化社会」が到来しつつあること。

これらの分析から，企業がこれから向かうべき道は必

然的にITの活用とサービス企業への変身であることが容

易に理解できる。

図１　サービスカンパニーへの変身
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一方，生産工場における設備保全，保守の動向に目を

移すと，製造業において保全に関わる人員は約56万人，

保守・保全費用は13.1兆円と相変わらず堅調であり，保

全の占める大きさと重要性を改めて認識することができ

る。しかし，同時に製造業における本業回帰や「選択と集

中」が見られ，保全部門での人員と投資の削減が実施され

ていることも報告されている。この結果，保全現場では

保全員の高齢化が進み，少子化の影響から後継者の確保

についての不安が高まっている。更に，製品故障率低下

や定期点検周期延長によるスキル維持が困難になってい

ること，使用機器の高機能化に対応した保全員の教育が

追い付かないことなどにより，アウトソーシングを視野

に入れた保全体系の再構築が検討されている。

3. メンテナンスへの取り組み

1980年代の定期保全（Time Based Maintenance）から

1990年代になると保全手法も多様化するようになった

（図２）。この背景には，以下のような要因がある。

・保全費用の削減

・計装機器の故障率低下（機器の信頼度向上）

・コスト効果を最適化する保全方法の研究

・規制緩和（例：高圧ガス製造装置の点検周期延長）

この結果，当社が提供するサービスも，役務提供型か

らデータに基づく保全形態の変更を含めたソリューショ

ン型に移行している。

3.1 キーコンポーネントとしての設備管理

保全業務における「設備管理」をキーコンポーネントと

して位置付け，TCO最適化からTVO向上に向けた取り組

みを展開している（図３）。また，業務範囲についても，

計装機器からプラント設備への横方向の展開と，情報シ

ステムを中心とするERP（Enterprise Resource Planning）

との連携を行う縦方向への展開を推進している。

3.1.1 データの蓄積

保全業務内容を明らかにすることは，無駄な作業や投

資を削減すための最短のルートである。これを実践する

ためには，現状把握が必要であり，データの蓄積が重要

である。既にお客様は，フィールド機器を始めとするプ

ラント設備に関するデータを設備管理システムに蓄積し

ながら日常保全業務を遂行している。

しかし，膨大なデータを入力する作業負担は大きいも

のがあり，簡素化を目指す動きが活発化している。当社

の巡視支援システム（IP-PAT）の活用やフィールドバス対

応機器の導入などは，データ入力作業を大幅に簡素化す

る効果がある。

3.1.2 データに基づく診断

保全業務における現状は，データの蓄積はしている

が，これを積極的に分析し活用するには至っていない。

設備管理を導入する本来の目的は，データを分析して

CBM（Condition Based Maintenance）を中心とした保全

形態へ移行することにある。当社が今まで蓄積してきた

診断技術，データ分析手法等を基盤に，お客様の保全

データ（保全履歴，保全基準，環境データ等）を分析して

傾向を管理することで，保全周期や保全作業項目の決

定，計装機器の更新等の提案をすることが可能となる。

この結果，TCO最適化とTVO向上に貢献できると考えて

いる。

本特集号では，この一端としてフィールド機器保全手

法の研究と循環型社会を意識したDCSバリューアップ事

例について紹介している。

3.1.3 計装機器からプラント設備への横展開

計装機器だけではなく，静機械，回転機械，電気設備

等のプラント設備へ保全領域を拡大することが急務であ

ると考え，常圧蒸留搭の防食制御，ボイラリチューニン

グや制御性改善等のサービス提供を行っている。これら

は，地球環境問題・資源枯渇への懸念などによる循環形

社会への貢献が求められていることも影響している。ま

た，回転機診断や配管の減肉診断等は既に確立された技

術があるため，積極的にアライアンスを実施することに

よって，設備管理機能の中における劣化モデルの拡充を

図っていく。

3.1.4 情報システムを中心とするERP層への縦展開

リアルタイム経営を実践することは，フィールド情

図２　保全形態の変化
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報，DCSやPIMS（Plant Information Management

System）の運転データの活用が必要となる。しかし，現

実は，運転データの活用やフィールドへのフィードバッ

クが充分ではない，という問題点が明らかになってい

る。この橋渡しをする部分として，MES（Manufacturing

Execution System）の中でも設備管理に注目している。

上位側で管理している操業計画，スケジュールデータ

と現場側で管理しているプラントや計装機器の稼動実

績，各種保全作業等のスケジュール管理データとの連携

をすることは，工場間での操業最適化を実践するために

必要不可欠になると考えられるからである。 また，リア

ルタイム経営を実践するためには，管理対象として計装

機器，プラント設備だけでなく，MES，ERPで稼動して

いるコンピュータやネットワークも含める必要があり，

益々設備管理の重要性が増すことになる。

3.1.5 IT（Information Technology）の活用

昨今のITの飛躍的進歩により，遠隔オフィスへの通報

や遠隔オフィスでの監視，診断が可能となり，専門家集

団による予防・予知保全支援体制が整いつつある。これ

は，適材適所での支援を可能にし，よりオペレータの負

担を軽減することで単純ミスによる操業率低下を防止す

ることができると考えられる。また，EC（Electronic

Commerce）との組み合わせによるMRO（Maintenance

Repair Operation）を実現し，最少在庫で，且つ最小コス

トで保全業務を運用することが可能となる（図４）。

4. 新しいサービスビジネス

4.1 ソリューションサービス提供

計装機器の提供とメンテナンスを主業務としてきた結

果，高度なメンテナンス技術を蓄積することができた。

この資産を基に，様々なサービス商品を開発し，お客様

の多様な要求に応え，顧客満足の獲得を目指してきた。

従来の定期点検修理，故障修復対応，修理及び校正の役

務提供型サービスに加え，CBMへの移行に対応した巡回

点検サービス，ソフトウェアバージョンアップ，環境及

び機器の各種診断，リモート技術を活用した遠隔監視と

修復，機器延命のためのリニューアルサービスなど多彩

なメニューを提供している。更なるブラッシュアップを

して，お客様のニーズに応えていくことが，保全業務に

おけるサービスの基礎である。今後は，「機能保証」の形

態から「稼動保証」，「効果保証」を中心にしたライフサイ

クルでのソリューション提案を実現すべく，新たなサー

ビス提供に向けた取り組みを始めた（図５）。

4.2 新しいサービスの提供

最近では，サービスを新しいビジネスの中核に構えて

事業を検討されているお客様から，当社が所有している

テクノロジー，インフラやノウハウの提供をご要求され

るケースが散見されるようになった。これを受けて，当

社が所有しているリモート関連のテクノロジー，横河レ

スポンスセンターを中心とするインフラ，全国サービス

網を中心としたリソース，及びノウハウを提供する新い

サービスの提供を開始した。

4.2.1 リモートサービス（テクノロジーの提供）

1988年，世界に先駆けてDCS（Distributed Control

System）に対するRMS（Remote Maintenance Support

system）の運用を開始し，技術とノウハウを蓄積してき

た。リモートサービスはこのノウハウと最新の通信技術

を結合し，リモート緊急保守，監視サービス，リモート

エンジニアリングサービスなどを提供するビジネスであ

る。お客様の自主保全体制の補完機能として，また保全

アウトソーシングのツールとして，コジェネ設備監視や

地域冷暖房設備保全など，多くの分野で今後の伸びが期

待されている。

4.2.2 コールセンターサービス（インフラの提供）

365日24時間対応のレスポンスセンターを，「We never

図４　ITを活用した設備管理システム
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sleep」のキャッチフレーズの下で運用を開始して７年が

経過した。コールセンターサービスは，この中で培った

インフラとオペレーションノウハウを活用し，他社が必

要としているコールサービスの代行を提供するビジネス

である。更にコールセンター構築を進める上でのインフ

ラ構築支援やコンサルティングの提供も行う（図６）。新

しい試みとして，IDC（Internet Data Center）に設置され

ている機器の運用監視代行サービスを開始した。

4.2.3 アウトソーシングビジネス（リソースの提供）

長期に亘る保守・保全業務を通して獲得した技術・ノ

ウハウ・人材を活用し，コアビジネスへの集中化を図っ

ているお客様の設備運用や，保全業務を受託するビジネ

スである。お客様の多様な要求に応えるべく，計装保全

一括請負（サードパーティーメンテナンス），情報基幹シ

ステム運用代行，浄水場・ゴミ焼却設備運用代行などへ

の対応を進めている。特に，この分野は今後急速に伸び

ると予想されているが，お客様との間

で「提供するサービスのパフォーマン

ス」を定義するSLA（Service Level

Agreement）への対応が課題の一つと

考えている。

4.2.4 コンサルティングサービス

（ノウハウの提供）

グループ全体で保有する技術・ノウ

ハウを結集し，電子購買システム・情

報システム・ネットワーク構築などの

導入，立上げ，運用及び保守に関わる

コンサルティングを行い，ノウハウを

提供するものである。例えば，プラン

トネットワークセキュリティコンサル

ティングやECサイト構築コンサル

ティングなどを開始した。

5. お  わ  り  に

サービスビジネスの最大の特徴は，形が無いことによ

り提供内容の自由度が高いことにある。これは，物の組

み合わせや仕組みを創意工夫（Create）し，販売（Sell）する

のではなく，提供（Offer）する形態をとることを意味して

いる。そして，設置して引渡し（Install）して終了するの

ではなく，サービスを実施（Implement）して結果を保証

するプロセスを経ると考えている（図７）。

サービスビジネスを創出するためのポイントは，お客

様のニーズとメーカのシーズの組み合わせの的確さであ

り，今後のサービスビジネス拡大のためには，豊富な経

験，才能豊かな人材とノウハウが不可欠である。更に

は，お客様の多用なニーズに応えるための体制を構築す

ることにある。

当社では，お客様を担当する営業とエンジニアがお客

様との協調を図り，データを共有し，且つデータに基づ

く積極的なソリューション提案活動を行うための体制を

昨年構築した。また，データを活用するための分析・診

断技術の確立，ITの積極活用も視野に入れたインフラ整

備を行っている。

本特集号では，当社におけるサービスビジネスの取り

組みの中から，特に注目すべき項目を中心にその概要を

紹介している。お客様の問題解決の糸口にして頂けると

幸いである。
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