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横河電機の保守サービスは顧客への価値訴求を目的に大きく変化を遂げようとしている。COVID-19 により加

速したデジタル化の動き，オフィスや工場におけるリモート環境の促進，サイバーセキュリティの脅威，IT と

OT（Operational Technology）領域の接近，プラント機器・制御機器の複雑さ，少子高齢化による熟練技術者の

減少といった多くの複雑な課題に直面するお客様に貢献することが保守サービスには求められている。横河電機

は，これらの課題を解決する保守サービスとして，OpreX Managed Service をリリースした。OpreX Managed 

Service は DX プラットフォームを活用し，ITSM（IT Service Management）ベースのチケットシステムを導入し

ている。顧客に 24 時間対応のマネージドサービスを提供し，人，プロセス，テクノロジーを融合させることで，

顧客のプラントの保守リスクを低減させ，効率を改善し，安全性を高め，保守コストを削減することに貢献する。

本稿では，この OpreX Managed Service が提供する価値，開発に至った背景，サービスの概要を紹介するととも

に，今後の課題について述べる。

Providers of maintenance service must try to address the various issues faced by industry. 
These issues include the need for digitalization, which has been accelerated by COVID-19, 
improvement of the remote work environment, cybersecurity threats, the ongoing convergence of 
IT and operational technology (OT), increasingly complex plant and control equipment, and the 
scarcity of skilled engineers. Yokogawa’s OpreX Managed Service helps solve these challenges by 
utilizing its DX platform and IT service management (ITSM)-based ticketing system. Yokogawa 
combines customers’ core elements of people, processes, and technology through its 24/7 managed 
service, and helps reduce plant maintenance risk, improve efficiency, ensure safety, and reduce 
maintenance costs.

This paper outlines the major characteristics of the OpreX Managed Service and describes the 
background of its development, the value and services it provides, and issues to be addressed in 
the future.

1. はじめに

横河電機の保守サービスは，顧客への価値訴求を目
的に大きく変化を遂げようとしている。その背景には
COVID-19 により加速したデジタル化の動き，オフィス
や工場におけるリモート環境の促進，サイバーセキュリ
ティの脅威，IT と OT（Operational Technology）領域の
接近，プラント機器・制御機器の複雑さ，少子高齢化に
よる熟練技術者の減少などの多くの複雑な課題がある。
顧客の保守の取り組みは，これまで故障対応への迅速な
対応が鍵となっており，横河電機はツールの提供，迅速
に対応できるサービス体制の構築を行ってきたが，そこ

に新たにデジタル技術を使ったリモートからの保守サー
ビスを提供するニーズが出てきた。顧客が抱えるこれら
の課題に対応し，顧客へ貢献することが横河電機には求
められている。

これらの課題を解決するための新しい保守サービスと
して，横河電機は OpreX Managed Service をリリースし
た。本稿では，この OpreX Managed Service の概要を紹
介する。本稿を通して，横河電機が取り組む新しいサー
ビスビジネスの展開について理解を深めていただけたら
幸いである。

2. OpreX Managed Service がお客様にもたらす価値

2.1 プラント設備機器の保守におけるリスク
OpreX Managed Service は，顧客のプラント設備機器

の運転・保守に関して稼働リスクを軽減し，プラントの
可用性を向上させることにより，お客様に資産の寿命の
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延長，機器稼働の効率化，コスト削減などの価値を提供
することを目的としている。OpreX Managed Service は
横河電機が開発した MSS（Managed Service Suite）に基
づいて提供される。MSS はモジュールベースでスケーラ
ブルなプラットフォームであり，24 時間週７日にわたり
プラント機器を常時監視するサービスの提供を可能にし
ている。この最新の保守サービスにより，顧客が直面す
る次の課題の解決を目指している。
(a) 多くのプラントでは過去の実績に基づいた安全管理

指標が導入されている。しかし，これは過去に起こっ
た事象に関しての指標であり，将来を見据えたもので
はない。実際に事故やトラブルが発生した要因は氷山
モデルに例えられるように，ごく一部の事象が表面に
現われているに過ぎず，隠れた要因が多くあると考え
られている。

(b) プラントシャットダウンによる生産ロスは年間生産
量の５％に相当し，プラントシャットダウンの典型的
な要因は主に人と設備に関連する問題と考えられて
いる (1)。

(c) 製造機器の故障原因の内，経年劣化は 18% 程度で，
残りの 82% はランダムな原因であるにもかかわらず，
現在のプラントメンテナンスは主に経年劣化を対象
に予防および修正を実施する傾向にある (2)。

(d) プラントや施設は過酷な環境に立地していることが多
く，砂漠や極寒地域，あるいは海上に存在する場合もあ
る。このような場所に保守要員を絶えず配置し，プラン
ト設備機器を良好な状態に保つことは容易ではない。

2.2 お客様にとっての価値
近年，工場で行われているメンテナンスは，故障した

機器を特定して交換するという事後対応型が一般的であ
るが，これは予算管理が困難である上，プラントのダウ
ンタイムが増えるなどの欠点がある。DX プラットフォー
ムを用いたプラント設備機器のリモート監視は，そのよ
うな課題を解決するために有効である。つまり，顧客の
資産の健全性，信頼性，セキュリティステータス，なら
びにプラント全体の状況を常に俯瞰できる一つのダッ
シュボードを共有し，リスクを視覚化することを可能と
する。これらのデータソースを使用して，既存の設備機
器のデータと統合およびデジタル化し，データ分析を行
うというサービスを組み合わせることにより，さらに実
用的な情報に変換することも可能である。このようにデ
ジタル化されたプラットフォームと組み合わせた OpreX 
Managed Service は，顧客に次の価値を提供する。
(a) 不要な予防保守を削減して直接的および間接的な保

守コストを節約し，機器の安全稼働リスクを軽減する
ことにより状態ベースの予知保全に変える。

(b) 機器の状態に関するデータを収集し，リスク分析を含む
実用的な情報に変換し，適切なアクションの優先順位を

設定する。主要な指標に基づいて可用性，安全性，及び
セキュリティに関するコンプライアンスを管理する。

(c) 顧客は煩わしい日常の機器点検作業から解放され，保
守作業をより効率的に行うことができる。収集した
データは，スペアパーツのライフサイクル，状態監視，
可用性などの管理に使用できるため，計画的な保守が
可能となり，予算管理の簡易化にもつながる。

(d) 顧客は自らのコアビジネスをより明確に認識し，目的
に合ったマネージドサービスのサポートを受けるこ
とにより，組織の人，プロセス，テクノロジーの統合
を図ることができる。

3. OpreX Managed Service が生まれた背景

OpreX Managed Service が生まれた背景には２つの流
れがある。１つは，横河電機がこれまで提供してきた，
生産制御システム CENTUM の健全性を遠隔に監視する
VPSRemote である。関連ソフトの改廃のため 2023 年に
サービス停止になるにあたり，最新の DX 技術を導入し
た次世代サービスを提供しようという動きが始まった。
VPSRemote は，日本国内を中心に海外も含めて 300 社
以上に導入された実績がある。

もう１つは，横河電機がこれまでに遠隔ソリューション
を使って監視する機能を実現してきたという実績である。
横河電機は欧州を中心にいくつかのプロジェクトを通し，
大手のエネルギー会社に対して，サイバーセキュリティの
保守や，分散生産制御システム（DCS）などのシステム製
品およびフィールド計器の健全性を監視する遠隔ソリュー
シ ョ ン を 提 供 し て き た。 こ の 章 で は OpreX Managed 
Service の実現につながったこれらの背景を紹介する。

3.1 VPSRemote
VPSRemote は，図 1 に示すように顧客の本社，工場，

横河電機のレスポンスセンターを接続し，対象システム
の稼働状態を常時監視するとともに，サービス員が最適
な対応を提供するためのインフラである (3)。

図 1 VPSRemote の概要
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対象システムは DCS，安全計装などの機器に加えてプ
ラント情報管理システム等のソリューションベースのソ
フトウェアであり，このインフラを用いて，リモート保
守サービス，システム監視サービス，ウイルス対策アッ
プデートサービスを提供している。特にリモート保守サー
ビスでは，不具合が発生した際に 24 時間対応のグロー
バルレスポンスセンターが顧客に迅速にコンタクトする
ことで，障害に対応する時間を短縮している。

また，インフラとしての機能を用いて，日本国内のみ
ならず海外を含めた複数プラントに対して，顧客の技術
担当者が本社から運転支援や遠隔エンジニアリング支援
を行うことが可能である。2012 年に従来のリモートメ
ンテナンスサービスを継承して始まったこのインフラは，
当時としては先進のリモートソリューションとして導入
された。しかし，使用していたサードパーティソフトウェ
アの競合他社による買収，使用していたサーバーのサポー
ト停止などにより，2023 年を目途にサービスを停止す
ることになった。それをきっかけに，顧客へ提供する監
視サービスを新たな DX 技術を取り入れた故障予知を実
現するサービスへと転換することにより，さらなる付加
価値の提供を目指すに至った。

3.2 NAM-GLT プロジェクト（オランダ）
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV（NAM） は Shell

と ExxonMobil が 50% ずつ出資する合弁会社である。Stork 
GLT のコンソーシアムのメンバーの一員として，横河電機
は，NAM がガス田採掘権を持つオランダにある世界最大の
ガスフィールドの一つ（図 2）(4) に，制御システムとフィー
ルド機器を導入する Groningen Long Term（GLT）プロジェ
クトに関わった。ガスの生産設備において日々の保守作業
を行うにあたり，遠隔地に散らばっているクラスターサイ
トを訪問することなくリモートで保守作業が遂行できるよ
うに自動化が進んでいる (5)。このプロジェクトを通して得
た DCS，安全計装，フィールド機器の予防保全に関する経
験が，OpreX Managed Service 立ち上げの参考になった。

図 2 NAM-GLT サイトマップ

3.3 Shell SecurePlant
横 河 電 機 は，2015 年 に Shell が グ ロ ー バ ル に 推 進

する SecurePlant プロジェクトの実現に向けて，Cisco 
Systems, Inc. と協業して包括的なサイバーセキュリティ
管理サービスの提供を開始した。これは，全世界に分散
する Shell の工場の制御システム向けに Microsoft 更新プ
ログラムおよびアンチウイルスソフトウェアの定義ファ
イルを配信するサービス，プラント制御システムにおけ
る実装状態のリアルタイムな監視サービス，実装された
制御システムのセキュリティ管理に関するヘルプデスク
サービスから成り，これらのサービスを 24 時間にわた
り提供した。Microsoft 更新プログラムおよびアンチウ
イルスソフトウェアの定義ファイルの配信サービスは，
Shell が各制御システムのサプライヤから入手した情報
を統合して SecurePlant に配信するというものであった。
リアルタイム監視サービスは，横河オペレーションセン
ター（図 3）から配信状況や個々の制御システムにおけ
る適用状態を集中監視して，プラントのサイバーセキュ
リティの一元管理を行うというものであった (6)。このプ
ロジェクトでの経験を通してセキュリティという観点
の監視サービスを実践する経験を積んだことが，OpreX 
Managed Service を立ち上げるきっかけとなった。

図 3 横河オペレーションセンター（オランダ）

3.4 Yamal LNG プロジェクト（ロシア）
横河電機は 2014 年に，ロシア連邦ヤマル・ネネツ自

治区サベタに LNG 製造設備を建設するプロジェクト向け
に，制御システムと安全計装システムを受注した。これは，
ロシアの大手ガス会社 Novatek とフランスの Total の合
弁会社である JSC Yamal LNG が進めたプロジェクトで，
ロシアで最も大規模な資源開発プロジェクトの一つであ
る（図 4）(7)。
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図 4 Yamal LNG

このロシアの極寒の遠隔地で保守を安全かつ効率的に
行うために，横河電機はリモート保守サービスを提供し
ている。このプロジェクトを通して得た機器の状態を遠
隔地から集中監視する経験が，OpreX Managed Service
の実現に大きく寄与している。

4. OpreX Managed Service の概要

OpreX Managed Service のビジネスコンセプト（図 5）
は，顧客の機器を監視するテクノロジーとチケットシス
テムベースの監視サービスを導入し，顧客に必要な情報
を必要なタイミングに提供し対応を促すことで，人，プ
ロセス，テクノロジーの融合を実現する。それにより，
顧客のプラントの保守に関するリスクを軽減し，経営効
率の最適化の実現に貢献することである (8)。そのために，
デジタル化されたプラットフォームを提供し，ITSM の管
理プロセスに則った 24 時間にわたる監視サービスとチ
ケットシステムを組み合わせたプロセスを導入している。

図 5 ビジネスコンセプト

横河オペレーションセンターが提供するソリューション
は，顧客に提供するツール・サービスのスコープと提供形
式により次の種類に分かれる。いずれのツール・サービス
も，ビジネスモデルの変革を実現するためにリカーリング・
サブスクリプションモデルの年間契約を基本としている。
(1) ツールとして提供：

■ Essential edition
リモート接続とファイル転送機能を持った簡易版の

サービスツールであり，保守契約のメニューの一つ
として DCS のリモート接続サービスに使用する。

(2) サービスとして提供（図 6）：
■ Cloud edition

横河電機が管理する Cloud 環境に接続する複数の
顧客へ標準化されたサービスを提供する。

■ Premium edition
顧客に特化した環境を構築し，お客様のニーズに
合ったサービスを提供する。

図 6 サービスタイプ

以下，OpreX Managed Service の特徴を列挙する。

4.1 Managed Service Suite (MSS）
OpreX Managed Service は，MSS というオープンソース

ソフトウェアをベースに構築したデジタル化されたソフト
ウェアプラットフォーム上でサービスを提供する。MSS は
シングルウィンドウダッシュボードを提供し（図 7），そ
の中で状態および予測ベースのマネージドサービスの提供
と，資産の健全性と運用のステータスの監視，セキュリティ
と安全性のパフォーマンス管理および変更管理を行う。

図 7 MSS Dashboard
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MSS は次のような情報をデジタル化して統合管理する。
(a) プラントシステム，コンピューティングアセット，

ネットワークアセット，フィールドアセットの健全性
監視，状態ベースのメンテナンス，予測マネージド
サービスの実現。

(b) IT と OT の両方の脅威情報を含むサイバーセキュリ
ティに対する監視サービスの提供。

(c) 主要な安全パフォーマンスに関するデータの収集と
それに続くリスク管理を含むプラント安全管理。

MSS は，このようにプラントシステムとアプリケー
ションから情報を収集し，データをフィルタリングする
ことにより品質の高いデータを取得し，実用的な情報と
して提供する。多くのプラント設備機器やアプリケーショ
ンには MSS で使用するテキストログやコードが存在する
ため，MSS が設備機器やアプリケーションからデータを
収集するためのインタフェースの構築が可能である。

図 8 に示す通り，MSS は２つの主要なコンポーネント
で構成されている。１つは中央から状態監視を行うセン
ターコンポーネントであり，もう１つはプラントに置か
れてアセットからのデータ収集を行うサイトコンポーネ
ントである。この２つのコンポーネントにより，安全な
システム間監視，ファイルとデータの交換，安全なユー
ザーからシステムへのリモートアクセスの機能が提供さ
れる。センターコンポーネントは，オンプレミスサーバー
または横河電機が管理する Cloud 環境のどちらかで動作
させるかの選択が可能である。サイトコンポーネントは
オンプレミスサーバーであり，顧客は VPN を介してセン
ターコンポーネントのダッシュボードに接続する。

図 8 MSS 構成図

4.2 プラント保守リスク管理の改善
サイトコンポーネントは接続するアセットを自動検出

し，それらに関する情報を自動的に収集し，情報に基づ
いたリスクベースの意思決定を行うと同時に，予期しな

い運用上の影響を回避する。ダッシュボードを使用する
ことにより，顧客は OT 環境に関する最新情報に基づい
てリスクを監視，検出および管理できるようになる。ダッ
シュボードは，資産インベントリー，可用性，健全性，
パフォーマンス，安全性，およびセキュリティのステー
タスに関する考察を提供する。

MSS を使用することにより，横河電機や他のベンダー
が認定した Microsoft 更新プログラムのリストまたはア
ンチウイルスソフトウェアの定義ファイルが自動的に収
集され，各サイトサーバーに配布される。これにより，
脆弱性を抱えた状態から，更新プログラムやアンチウイ
ルスソフトウェアの定義ファイルが適用されるまでの時
間が短縮され，より迅速な展開が可能となり，リスク軽
減にもつながる。

4.3 プラントメンテナンスの有効性と効率の向上
横河電機の製品とシステムをつなぐインタフェースを

構築することにより，統合管理に必要な情報収集が自動
化され，それにより手作業が最小限に抑えられ，人的エ
ラーが排除される。また，オプションとして他社製品と
の接続も可能であるため，これにより問題をフィルタリ
ングし，有益な情報にのみ焦点を当てることにより，提
供するサービスの有効性が向上する。ITSM プロセスとテ
クノロジーの統合により，常に変化するプラント環境へ
の効率的かつ迅速な保守サービスが可能となる。

4.4 プラントメンテナンス情報を活用したサービスの提供
プラントのメンテナンス情報を活用したサービスの提

供を受ける中で，横河電機のネットワークセキュリティ
の専門家，システム機器の専門家，フィールド機器の専
門家などから顧客はさまざまなサポートを受けることが
できる。このサービスは ITIL（Information Technology 
Infrastructure Library）に則った標準的な手順に基づいて
提供される。RASCI（Responsible, Accountable, Support, 
Consult, Inform）のマトリックステーブルを事前に取り決
めることにより，顧客が選択できる機能およびタスクにつ
いて，横河電機と顧客との間で役割と責任範囲を決定す
ることができる。現在二種類のモニタリングサービスがあ
り，１つは MSS 自体の健全性をモニタリングするプラッ
トフォームサービス，もう１つは顧客のアセットの健全性
をモニタリングするプラントヘルスケアサービスである。

4.5 プロアクティブなプラントメンテナンス監視と管理
プラントの保守を行うにあたり，前述のプラットフォー

ムサービスとプラントヘルスケアサービスを提供するこ
とにより，故障保全または予防保全型の保守から，予測
可能な状態ベースの保守への変換を実現し，顧客の保守
業務において問題が発生する前に問題を検知して対応で
きるようにする。これにより，機器の可用性，有効性，
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パフォーマンスを最大化し，プラントのダウンタイムを
回避することは顧客満足度の向上につながる。

4.6 標準構成による Availability と Performance の実現
MSS は機能ごとに構成されており，そこに効率的かつ

効果的なプラントの保守を可能にする仕組みが組み込ま
れている。顧客の既存のアセットやアプリケーション構
成を変更せずに自動的にデータ収集を行うことが可能な
ため，運用コストが削減できる。

4.7 モジュール性，柔軟性，スケーラビリティの向上
MSS はモジュール式の機能構成であるので，関連する

機能やサービスを選択できる柔軟でスケーラブルな構造
になっている。機器情報のデータの保存期間に応じたデー
タストレージ容量を選ぶことにより，サービスを中断す
ることなくアセットを追加登録することが可能である。

5. 今後の課題

横河電機は顧客からの最新の要求やインプットを製品・
サービス開発に取り込み，定期的に製品リリースを行っ
ていかなければならない。そのためには，ユーザーであ
る顧客やサービス提供に関連する横河電機の地域拠点か
らのフィードバックを常時入手できる仕組みを築く必要
がある。その仕組みは，プラットフォームとしての仕組
みとプロセスとしての仕組みが両立したものであること
が望ましい。

顧客のプラントアセットの種類は多岐にわたっており，
横河電機が納入した機器だけではなく，他社の機器の状
況も同時に監視したいという要求が強い。その場合は，
顧客固有の要求として，他社が納入した機器やアプリケー
ション，ソフトウェアとのインタフェースを開発する必
要がある。既にこの試みは始まっているが，他社とのパー
トナー関係の構築が鍵となるため，特に競合他社の機器
の場合には難しさがあることが今後の課題である。

新しいビジネスに取り組む上で，顧客に接しているア
カウント営業やサービス担当営業のセールスマインドを
変えていく必要もある。顧客に訴える付加価値を備えた
サービスを提供するためには，顧客の経営課題やプラン
トの保守課題を的確に理解するコンサルティングビジネ
スのアプローチが有効である。顧客のビジネスを深く理
解可能な知識を持ち，顧客の課題を見出すコンサルアプ

ローチを実践する人材を育成する必要がある。

6. おわりに

本稿では，横河電機が次世代サービスを目指してリ
リースした保守サービスソリューションである OpreX 
Managed Service の概要を説明した。SDGs への対応や
DX による技術革新によって，社会・経済・市場に大きな
変化が起きている現代のビジネス環境において，顧客へ
の価値提供を実現する新しいビジネスモデルの創出に取
り組む横河電機の状況を，読者の皆様に理解していただ
けたら幸いである。
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