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プラントでは日々様々なデータが出力されている。この多種多量のデータからシステムの健全性を確認するた

めに，どのログの何を確認すれば良いのかわからないといったお客様の声を聞くことがある。このような課題に

対応するのが Plant Healthcare Service である。本サービスでは，お客様の Operational Technology（OT）アセッ

トから定期的にデータを収集する Digital Transformation（DX）プラットフォームを活用し，データの分析結果

に基づいた OT アセットの健康状態に関する情報をお客様に提供する。その情報を基にお客様がリスク評価と最

適な保全計画を実施することで，プラントの保全を実現するものである。本稿では，Plant Healthcare Service が

提供するお客様価値と３つのサービスについて紹介した後，今後の展望について言及する。

While producing products, plants output a variety of valuable data. However, it is often 
difficult for plant owners to effectively use the data to ensure the health of the system. 
Yokogawa’s plant healthcare service helps solve this issue; its digital transformation (DX) 
platform periodically collects data from customers’ operational technology (OT) assets, analyzes 
the data, and determines the condition of the assets. Based on this output, customers can 
precisely assess risks and optimize and implement a maintenance plan. This paper explains the 
value brought by this service to customers, its three core features, and its future development.

1. はじめに

Operational Technology（OT） ア セ ッ ト の イ ン テ リ
ジェント化に伴い，プラントには多種多量のデータが
様々な所に様々な形で存在している。しかし，それら
のデータを有効活用できず，課題を抱えるお客様は多
い。本稿では，様々な OT アセットから収集したデータ
を Digital Transformation（DX）プラットフォームであ
る Managed Service Suite（MSS）上で活用し，お客様の
課題に対処するプラント・ヘルスケア・サービス（Plant 
Healthcare Service；PHS）の概要と事例を紹介する。なお，
PHS には３つのサービスがあり，Purdue model(1) に従っ
たアーキテクチャでの PHS スコープは， PHS for Security
が L1 ～ DMZ，PHS for system assets が L1 ～ L3，PHS 
for field assets が L0 となる（図 1）。

図 1 Purdue model に示す PHS スコープ

2. Plant Healthcare Service が提供するお客様価値

PHS では，多種多量のデータを整理・整頓し，意味の
あるデータだけを見える化し，その情報に基づいてお客
様が容易に次のアクションを起こせるようにする。それ
により，お客様によるアクションを通してメンテナンス
効率の改善，メンテナンスコストの削減，OT アセット
のパフォーマンス向上，計画外プラント停止の削減など
に寄与する。このことが PHS をご利用いただくお客様に
とっての価値となる。表 1 に，各 PHS によるお客様価値
の一覧を示す。
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3. Plant Healthcare Service for security

近年プラントで稼働している制御機器として，一般的
な IT 技術をベースにした製品が増えてきた。横河の提供
する制御システムにおいても，Human Machine Interface

（HMI）などのアプリケーションは，Windows に代表さ
れる OS の上で動作している。加えて，アンチウィルス
ソフトウェアなどのセキュリティソフトウェア，ドメイ
ンコントローラやバックアップソフトウェアなどの補助
的なソフトウェア，ネットワークスイッチ・ファイア
ウォールなどの IT ネットワーク機器も，制御システムを
構成するコンポーネントとして稼働している。

これらの機器やソフトウェアは自身の動作に関するロ
グや設定を保持することができ，またそれを外部へ出力
することも可能である。記録される情報は，ソフトウェ
アおよびハードウェアとしての動作や，セキュリティに
関わる操作など多種多様であるが，ログとして出力され
るこれらの情報は細かいだけでなく，意味が捉え難いも
のが多い。また，単体のログとして見ると意味をなさな
いが，各種ネットワーク機器や複数のシステムから取得
したログを照らし合わせることによって，ネットワーク
を通して行われた侵入や改竄といった振る舞いを浮き上
がらせることも可能となる。

制御システム上に存在する複数の機器やソフトウェア
から収集される膨大なログから傾向を捉えることを，プ
ラントのオペレーションやメンテナンスをメイン業務と
するお客様が日常業務の中で遂行することは困難である。
PHS for Security では，MSS を通じてこれらの情報を収集・
解析することで，制御システムにおけるセキュリティ状
態を監視し，必要であれば追加調査・防御・修正活動を
お客様と一緒に行っていくことを目指すサービスである。

3.1 レポーティングサービス
PHS for security では，お客様のシステムから MSS を

通じて収集したセキュリティに関するデータを解析し，
お客様に定期的にレポートするサービスをメインに展開
していく。

レポート作成のワークフローを，図 2 に示す。お客様
システム（図中の Customer) より収集したデータは，グ
ローバルに展開する Operator チーム（図中の Operator 
Team) へ集約される。一部のデータは下記 Y-SOC にて解

析をされ，その結果を Operator チームが取りまとめてレ
ポートとして作成する。作成されたレポートは各海外拠
点のお客様担当者が実情に合ったレポートとなっている
かを確認したうえで，お客様へ提出される。ログ解析は，
多数のデバイスから収集したログを突き合わせて傾向を
分析する必要がある。横河には社内 Security Operation 
Center（SOC）として Y-SOC が存在し，社内のセキュリティ
ログの解析を行っている。本サービスでは，MSS より収
集した通信ログや Windows のイベントログといったロ
グの解析作業を，Y-SOC の所有する解析システムを通じ
て行う。これにより，セキュリティ解析作業の知見の集
約と，必要なシステムへの投資を抑えることを実現して
いる。

図 2 PHS for security レポーティングサービス 
ワークフロー

3.2 OT-SOC サービス
レポーティングサービスを拡張したサービスとして，

お客様のシステムを 24 時間 365 日監視し，セキュリティ
の問題が発生した際に，通報・是正を行う OT Security 
Operation Center（OT-SOC）の設置と監視サービスを計
画している。ワークフローは前述のレポーティングサー
ビスと類似しているが，レポーティングサービスで得ら
れた知見をベースに解析ロジックの自動化を進め，より
短周期でセキュリティインシデントの発見と対応が可能
となるよう，ビジネスプロセスの整備および企画を進め
ている。

4. Plant Healthcare Service for system assets

Distributed Control System（DCS）の構成機器である
Human Interface Station（HIS） や Field Control Station

（FCS）には，CPU やメモリの使用率，プラントのイーサ
ネットワークの負荷，イベントログといったアセットの
健全性を示すステータス情報がある。故障対応から予防
保全へと舵を切るには，これらの情報を監視して，異変

表 1 PHS によるお客様価値
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の兆候を早期に発見することが肝要となる。MSS はこれ
らのステータス情報を収集し，ダッシュボード上に可視
化して統合管理することを可能とするプラットフォーム
である。PHS for system assets の基本構成は，このデー
タを活用したアラームのメール通知サービスとレポー
ティングサービスから成る。本サービスの概要を，図 3
に示す。メール通知サービスは，お客様がダッシュボー
ドを見ることができない場合でも即座に異変を認識でき
るように，あらかじめ設定した閾値を超えた場合に，そ
の情報が登録されたお客様にメール通知されるサービス
である。さらに，その情報は，本特集号で紹介している
マネージドサービスを提供するチームに共有され，共有
された情報に基づいて，お客様と必要なアクションを決
定することが可能となる。

レポーティングサービスでは，YOKOGAWA の Service 
Desk が MSS により収集された情報に対して傾向分析を
行い，その結果を共有する。蓄積された情報に対して分
析を行うことによって，リアルタイムの情報だけには発
現してこないような，蓄積された情報の中に潜むリスク
を洗い出し，そのリスク軽減に向けた最適な保全計画の
立案をサポートする。

PHS for system assets ではさらに，環境診断用のデバ
イスである Online Diagnosis Unit（ODU）を併せて設置
することによって，温度，湿度，腐食性ガス，塵埃といっ
たシステムの寿命を左右しうる設置環境データを MSS 経
由で収集・診断し，上記のレポーティングやメール通知
といったサービスに組み込むことが可能となる。

図 3 PHS for system assets の概要

MSS のリモートインフラを活用することで，さらに次
のようなサービスも提供可能となる。

 � Alarm & Event（A&E）因果関係解析
プラントオペレーションにおいては少人数化や効率化
が進められており，システムから生じるアラームの最
適化はこれらに欠かすことのできない要素の一つと

なっている。多数の不要なアラームが生じている状態
のまま放置されていると，クリティカルなアラームが
見過ごされる可能性が生じる。A&E 因果関係解析では
定量的なアラーム情報だけでなく，アラーム同士の因
果関係や，そのアラームに対するオペレーションといっ
たアラームの挙動を機械学習を用いて分析することで，
対応を要する必要性の高いアラームの抽出を行い，不
要なアラームを削減するといった効率改善に貢献する。
 � 運転手順最適化解析ソリューション
現場で使用されている標準運転手順書は，策定当初の
まま更新が行われず，現在の手順に適合していないの
に放置されていることがある。そのような手順書はオ
ペレータが参照しなくなり，熟練者と若手の間に作業
手順のばらつきを生じさせるケースが散見される。運
転手順最適化解析ソリューションでは，収集された
DCS 操作ログを基に操作手順を機械学習により可視化
し，手順書と実際の操作の差異やオペレータ間のばら
つきを明らかにする。その結果を基にお客様とワーク
ショップを行い，最適な操作を導き出すことで手順書
の標準化・最適化を行う。
 � 有効性比較分析サービス
操業上の改善課題を特定するにあたっては，同一シ
ステムを使用している他のプラントや同業他社のプ
ラントとの比較分析がその手法の一つとなりうる。
有効性比較分析サービスでは，導入済み Industrial 
Automation（IA）システムの有効活用度を示す有効性
インデックスを自動的に収集・計算し，他のプラント
の値と比較分析することで，最適なプラントオペレー
ションの実現に向けた提案を行う。

5. Plant Healthcare Service for field assets

HART や FOUNDATION Fieldbus に代表される通信機
能を有したセンサーは，プロセス値を伝送する以外に，
自己診断・プロセス診断などのステータス情報を通知し
ている。これらステータス情報は，重要トラブルが発生
する前に，重要度の低い別のステータス情報として通知
される場合がある。そのようなステータス情報を傾向監
視することは，後に起こりうる重要トラブルを未然に防
ぐために必要なアクションである。しかし，プロセス情
報とは異なり，保全目的で利用されるステータス情報を
取り扱うためには，専任担当者の配置や日常ワークフロー
としての定着が課題になるケースが多い。PHS for field 
assets は，センサーおよびポジショナーが通知するステー
タスを健康情報としてまとめ，まとめた情報をダッシュ
ボード上およびレポートとしてお客様に届け，さらにお
客様と一緒に問題の原因と対策を考え，保全活動向上を
目指すサービスである。このサービスフローを，図 4 に
示す。

MSS YOKOGAWA 
Service Desk

情報共有

通知 分析・サポート

System asset
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図 4 PHS for field assets サービスフロー

新規発生したステータス異常のみをモニタリングする
ことが，本サービスでのアラーム監視の基本となる。し
かし，大半の機器はサービス開始直後から何らかのス
テータス異常が生じており，大量のステータス異常の中
から必要な新規ステータス異常だけを捉えることが困難
なお客様は多い。ステータス異常のデータを細かく分析
すると，レンジの設定異常や，使用していない第２セン
サーが未設定である等を伝える，所謂設定ミスに関する
ステータス異常で埋め尽くされているケースが散見され
る。機器のステータス異常を保全アクションとして有効
に利用するためには，このような設定ミスなどの静的要
因を解決することが，サービス導入時に最初に行うべき
アクションとなる。PHS for field assets では NAMUR シ
グナルの分類を利用し，ステータスを Failure，Out of 
Specification，Maintenance Required，Check Function
の４つのカテゴリーに分けてお客様に報告を行っている。
早急なアクションが求められる Failure を別にすれば，初
期段階では Out of Specification を優先してアクションを
とることを勧めている。

お客様への報告はステータス情報だけでなく，ステー
タス異常が発生した原因・リスク・改善アクションなど
の考察を付加して提供している。また，お客様とのヒヤ
リングによって実施の優先度が高い重要機器や使用年数
の長い機器を絞り，通常よりもステータス情報の収集周
期を短く設定することも提案している。重要機器は運転
系と保全系の双方で同じバスを利用しており，このバス
トラフィックを上げないようにするためには，重要機器
に絞って実施することが効果的な処置である。

横河は長年のフィールド機器管理の経験からお客様
の状況に寄り添い，常に最適解を導くための検討を行っ
てきた。この PHS for field assets も，その前身である
Asset Performance Report（APR）での経験が活かされて
いる。この APR でのユーザー活用事例を２件紹介する。

【事例１】状態監視による機器の状態確認
プラント設備管理（Plant Asset Management;PAM）を

使い，フィールド機器から出力されるステータスを保全
員が１日１回確認していた。恒常的に発生する異常につ
いては，この方式でプロセス情報と併せて原因を対策す
ることができていたが，レポートを導入したところ，あ
る機器のステータスが頻繁に異常と正常を繰り返してい
ることが分かり，定修時に確認したところ，センサー部
の劣化が確認された。レポートで機器の状態だけでなく
アラーム発生頻度を確認することで，劣化段階で素早く
対応することができた事例である。実際のレポートの抜
粋を，図 5 に示す。

図 5 実際のレポートの抜粋

【事例２】状態監視によるバルブのメンテナンス費の削減
バルブのオーバーホールは作業時間と費用の両面にお

いて大きな負担であったが，状態監視を行い，このオー
バーホール作業を本サービスで評価することで，オーバー
ホールの必要なバルブに対してのみ作業を実施する方式
に変更することができた。その結果，時間と費用の無駄
を大きく削減することに成功した。図 6 は，現場据付の
バルブ例を示す。

図 6 現場据付のバルブ例

自己診断
プロセス診断

PRM/Insight Suite AE(ISAE) セ
ンサーやバルブポジショナーな
どから診断情報を定期的に収集
する。

PHS for field assets は，MSS ダッ
シュボードとして保全情報を提供
する。PRM が複数台の場合でも，
MSS の 1 画面から管理することが
できる。

データを元に，お客さまと課題可
決方法を探る。

MSS

解析期間中にアラームが発生した頻度を
カウントした数 (Frequency) に注目。
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6. Plant Healthcare Service の今後の展望

今後は，MSS 上でリアルタイムに状況を把握できる
ダッシュボードを拡充し，OpreX Managed Service のデ
リバリーチームが迅速に対応できるように，プロセスを
構築・整備・運用していく。その運用経験を踏まえ，最
終的にはお客様が保守・保全業務の一部を横河へアウト
ソースできるような体制を構築していきたい。
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