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1　まえがき

生産設備の保全は、安定操業を実現する上で重要な要素
の一つである。設備事故は、企業イメージの低下と社会的
責任の不履行、経営責任などの経営リスクだけでなくお客
さまの安全にも関わるため、メーカーはお客さまと共に設
備保全技術の向上を図り、安全・安心な操業維持に取り組
んでいる。
また、近年は、現場の熟練運転員や保守員の高齢化が進

んでいることや、要員確保が困難になっていることにより、
設備の安定稼働や保全業務の負荷低減がより大きな課題と
なりつつある。
富士電機は、お客さまの設備のライフサイクル全体
の最適化に貢献するために、DX（デジタルトランス
フォーメーション：Digital Transformation）推進の一
環として、IoT（Internet of Things）や AI（Artificial 
Intelligence）などを活用したデータ活用に基づく、運転
支援や保全支援から構成される操業支援ソリューションを
開発し、展開を推進している。
本稿では、保全支援ソリューションの一アイテムとして、

IoTを活用した遠隔監視診断システムについて述べる。

2　従来技術・サービス

2 . 1 　分散型制御システムの概要
富士電機は、顧客の設備に分散型制御システム（DCS：
Distributed Control System）を多数納入している。
DCSは、各種の機器とネットワークから構成され、鉄

鋼、セメント、清掃工場など各プラントの運転制御を行う
重要な装置である。
富士電機が提供する監視制御システム「MICREX-VieW 

XX（ダブルエックス）」は、次の機器で構成される。基本
構成を図1に示す。
⑴　データベースステーション「XDS-3000」
プラントや各種プロセスのデータを一元管理する。
⑵　オペレータステーション「XOS-3000」
プラントの状態監視と操作や、データベースステーショ

ンで管理するトレンド、警報・運転履歴、帳票（日報・月
報）の表示を行う。視認性よく情報を集約し、オペレー
ターが安全に操業するためにサポートする。
⑶　コントロールステーション「XCS-3000」
各種現場機器からのデータ収集と、制御演算を行う。

⑷　エンジニアリングステーション「XES-3000」
画面やコントロールステーションのエンジニアリングや
メンテナンスを行う。

2 . 2 　DCSの故障解析情報
DCS の 故 障 解 析 情 報 で あ る RAS（Reliability, 

Availability and Serviceability）は、図2に示すよう
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図 1　「MICREX-VieW XX」の基本構成



特
集　

富
士
電
機
の
Ｄ
Ｘ
（
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
）

富士電機技報　2021 vol.94 no.3

制御システムのライフサイクルフルサポートに貢献する IoT を活用した遠隔監視診断システム

158（32）

に、コントロールステーションの運転状態や故障状態など
の“コントローラ本体の RAS”、I/O 機器の運転状態や故
障状態などの“ネットワーク RAS”、ネットワークアダプ
タの運転状態や故障状態などの“レガシーネットワーク
RAS”から構成されている。
プラントを操業するオペレーターは、監視操作を行う
XOS-3000のシステムコンディション画面で RASの情
報を確認できる。この情報は、運転状態の変化をリアル
タイムで把握するため、一定周期で情報を自動で取得した
RAS（集約 RAS）で表示される。これにより、運転状態
の変化があればすぐに対応できる。
より詳細な RAS（詳細 RAS）の情報を参照したい場合

は、エンジニアリングを行う XES-3000を使って手動で
取得する。

2 . 3 　DCSの保守サービス
富士電機は、2.2 節で説明した RASを活用し、次の保

守サービスを提供してきた。図3に富士電機が提供する保
守サービスを示す。従来のサポートは次に示すとおりであ
る。
⑴　事後保全と予防保全
設備や機器が故障した際に、敏速に修理や部品交換を行

う事後保全（事故発生基準）、および決められた計画に基
づき保全を行う予防保全（時間基準）
⑵　緊急時のコールセンター機能
24時間 365 日のコール受付対応

⑶　ロジスティクス機能
緊急保守用部品ストックと供給支援の対応

⑷　充実した国内外のサービス拠点による保守対応
最寄りの拠点技術者の派遣

⑸　設備診断サービス
環境診断などの設備診断サービスの提供

3　制御システムの保守サービスにおける課題

制御システムのライフサイクルにおいて、顧客からは、
“設備の稼働率を上げるため、故障した場合でもより早く
復旧したい”“劣化による突発的な故障による設備停止を
防止したい”“耐用年数に達したら更新するのではなく寿
命まで使い切りたい”といった要望が多い。
これらの要望を実現するためには、次に示す二つの課題

がある。
⑴　遠隔監視診断システムの構築
富士電機の技術者による対応を迅速化するため、現場か

ら離れた場所でも故障情報を入手、事前手配・準備を可能
にするシステムの構築が必要である。
⑵　予知保全技術の開発
これまで熟練技術者の知見やノウハウに頼っていた故障
解析を、正常状態を含めて収集した情報に基づいて自動で
解析することにより、予防保全（時間基準）から予知保全
（状態基準）への移行が可能になる。
富士電機は、これらの課題を解決した保守サービス（フ
ルサポート）を提供する。新たに追加したサービスについ
て4章以降に述べる。

4　IoT を活用した遠隔監視診断システム

遠隔監視診断を可能にするため、従来の RAS 収集・
解析機能を IoT を活用して高度化し、O&M プラット
フォーム

〈注 1〉

と連携したシステムを開発した。

4 . 1 　遠隔監視診断システムの概要
開発した遠隔監視診断システムは、これまでの RAS 収
集・解析を改良したものである。
遠隔監視診断システムは、オンプレミス

〈注 2〉

環境に組み込
まれ、収集機能、解析機能、表示機能、および O&Mプ
ラットフォーム連携機能を持っている。

コントローラ
本体の RAS

（CPU、メモリなど）

ネットワーク RAS
（E-SX バス、
FL-net* 関係）

レガシー
ネットワーク RAS

（Tリンク､PEリンク、
DPCS など）

詳細 RAS
手動取得RASを集約

詳細 RAS
調査

システム
アラーム

XCS-3000

XOS-3000 XES-3000

＊FL-net：一般社団法人 日本電機工業会の商標または登録商標

図 2　RAS の構成

　（1）事後保全と予防保全
　（2）緊急時のコールセンター機能
　（3）ロジスティクス機能
　（4）国内外のサービス拠点による保守対応
　（5）設備診断サービス

　○遠隔監視診断
　○予知保全（開発中）フルサポート

従来の
サポート

図 3　設備の保守サービス

〈注 1〉  O&Mプラットフォーム：ISO 18435（O&M統合モデル）

で定義された運転管理業務、保全管理業務、分析管理業務を

支援する機能があり、現場（フィールド）からデータを収集

し、オンプレミス、クラウドで新しい価値を創出して O&M

ソリューションを実現するための基盤システムである
⑴

。

〈注 2〉  オンプレミス：サーバやソフトウェアなどの情報システムを

使用者（通常は企業）が管理する設備内に設置・導入し、運

用することをいう。
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遠隔監視診断システムの構成を図4に示す。ここで“遠
隔”とは、技術担当者が現場で立ち合いをしていない状態
を示す。
遠隔監視診断システムは O&Mプラットフォームと連

携し、全国のサービス拠点の技術者が遠隔でサポートする。

4 . 2 　遠隔監視診断システムの機能
⑴　収集機能
⒜　RAS自動収集
従来、自動収集の対象が、集約 RASだけであった

が、詳細 RASも周期的および異常発生時に自動収集で
きるようにした。また、任意の時刻を指定して、XDS-

3000と XOS-3000のログファイルやダンプファイル
を一括収集する。
⒝　ネットワークデータ収集
制御 LANに接続された XCS-3000のネットワーク
情報（送受信カウンタ、各種状態など）を周期的に自動
収集する。
⑵　解析機能
⒜　RAS簡易診断
RAS自動収集機能を使って収集した XCS-3000のバ

イナリデータ形式の RAS 情報を自動解析し、故障など
の要因候補を遠隔監視診断システムで絞り込む。あらか
じめ分類した故障要因のどれに当たるかを自動照合する
とともに、RAS 情報をテキストデータに自動変換する。
同時に、抽出される複数の故障要因の組合せから対処方
法を自動的に決定し、簡易報告書として出力する。従来
は手動で情報を解析していたため、時間がかかったが、
本機能により簡易でも短時間で現場の情報が得られ、速
やかに現状把握ができる。
⒝　ネットワーク簡易解析
ネットワークデータ収集機能は収集した情報から制御
LANにおいて故障が発生している箇所をパターン解析
し、故障箇所を推定する。なお、この機能は汎用性が高
く、機能が限定されるアンマネージドスイッチで構成さ
れている制御システムにおいても有効である。

⑶　表示機能
⒜　システムコンディション表示
図5にシステムコンディション画面を示す。制御
LANに接続される各制御装置の稼働状態を、色別に表
示する。異常が発生した過去の日時を選択すると、収集
した RASの情報からその時の装置状態を再現し、原因
解明を支援する。
⒝　ネットワークカウンタ表示
ネットワークデータ収集機能は、収集した各 XCS-

オペレータステーション
XOS-3000

顧客の工場 サービス拠点

技術担当者

データベースステーション
XDS-3000

コントロールステーション XCS-3000

遠隔監視診断システム
（オンプレミス）

O＆M
プラットフォーム

クラウド

DCS

図 4　遠隔監視診断システムの構成

色別で稼働状況
を示す
赤：異常　
緑：稼働
　　（情報表示）

＊＊＊＊/＊＊/＊＊    ＊＊：＊＊

＊＊＊＊/＊＊/＊＊    ＊＊：＊＊ ＊＊＊＊/＊＊/＊＊    ＊＊：＊＊

図 5　システムコンディション画面

時　間

カ
ウ
ン
タ
数

正　常

異常の兆候

図 6　ネットワークカウンタの表示例
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3000の送受信カウンタをグラフとして時系列に表示す
る（図6）。その変化からネットワーク異常の兆候を事
前に把握できる。これにより、構成が複雑な回線におい
ても、ネットワーク品質の維持を支援する。
⒞　見える化ツールを使ったネットワークデータの表示
ネットワーク上に伝送されるパケットのプロトコル

を解析し、トークン遅延、メッセージ異常などのネッ
トワークの異常を表示する（図7）。従来のデータは数
字の羅列で、手動で解析していたが、見える化ツールに

より整理された情報が自動で表示される。これにより、
ネットワークの品質状態を容易に確認できる。

⑷　O&Mプラットフォーム連携機能
図8に、遠隔監視システムのO&Mプラットフォーム連
携機能を示す。
遠隔監視診断システムは、収集した各種 RAS 情報とそ

の情報を基に解析した診断結果などを定周期送信データと
して、クラウドに送付する。従来はオンプレミスで収集し
ていたが、O&Mプラットフォームと連携することで、ク
ラウドでデータを共有できる。これらは O&Mプラット
フォームのWeb画面で閲覧できる。また、故障発生時に
は、あらかじめ指定した宛先に O&Mプラットフォーム
からメールを送信し、サービス拠点のカスタマーエンジ
ニア（CE）がメールを受けとる。CEは、必要に応じて遠
隔監視診断システムから O&Mプラットフォーム経由で、
故障発生時の詳細 RAS（時刻指定送信データ）を取得し
て、緊急保守や制御システムの管理および保全計画などの
リモート支援を行う。

5　遠隔監視診断システムの導入による効果

従来、コールセンターで受け付けた後、CEが現地に赴
いて調査し、故障した機器の代替部品を手配していた。
遠隔監視診断システムを導入すると、サービス拠点で

メールを受け付けた後、O&Mプラットフォーム連携機能
を活用することで遠隔から調査が可能で、CEの現地への
派遣と代替部品の手配を並行して行うことができる。これ
により、図9に示すように、導入前と比較して障害発生か
ら復旧完了までに要するダウンタイムを、約 20%短縮で
きるようになった。このシステムにより、設備の稼働率を
向上できる。

6　予知保全

前述した遠隔監視診断システムのほかに、部品の寿命と
使用条件から各種機器や設備の交換時期を算出する“制御
システム部品寿命予測”や、ネットワーク上で伝送障害を
引き起こす兆候（ノイズ、断線、コネクタ異常など）を捉
える“ネットワーク予知保全”もライフサイクルフルサ
ポートとして将来実装予定である。

整理された情報が画面に表示される

図 7　ネットワークデータ見える化ツール画面

1. 簡易報告書
2. 分類結果

5. 詳細 RAS

3. 画面キャプチャ

クラウド

RASデータ

故障発生
連絡定周期の

データ収集

遠隔監視診断
システム

（オンプレミス）

O＆M
プラットフォーム

メール受付

サービス拠点

4. ヒストリカル
    メッセージ

＊＊＊＊/＊＊/＊＊    ＊＊：＊＊

＊＊＊＊/＊＊/＊＊    ＊＊：＊＊ ＊＊＊＊/＊＊/＊＊    ＊＊：＊＊

図 8　O&Mプラットフォーム連携機能

状況把握 CE手配 CE移動 現地
詳細調査

代替部品
手配

代替部品
送付 復旧作業 完　了電話

コール受付

完　了

20%
時間短縮

メール受付 状況把握 復旧作業
制御システム
遠隔監視
診断調査 代替部品

手配

CE手配

代替部品
送付

CE移動

遠隔監視診断
システム
導入前

遠隔監視診断
システム
導入後

図 9　遠隔監視診断システムの導入前後の障害修復時間比較
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例えば、ネットワークの突発的な障害に対する予知保全
は、障害発生を未然に防ぐだけでなく、無用な点検作業の
抑制にもつながる。また、部品寿命予測は、予備品在庫
を適正化できる。さらには、これら機能を活用する保全
計画機能は、点検作業を最適化でき、保守コストは 10～
20%削減できる見込みである。

7　あとがき

制御システムのライフサイクルフルサポートに貢献する
IoTを活用した遠隔監視診断システムについて述べた。
今後は、富士電機の DX推進の一環として、予知保全を
含む遠隔監視診断システムの機能を拡張することにより、
従来の事故発生基準・時間基準から、より高度な状態基準

の保守サービスを提供することで、お客さまの設備の安定
操業に貢献する所存である。
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⑴ 　福島宗次. 設備保全の最適化を支援する「設備管理まる

ごとサービス」. 富士電機技報. 2019, vol.92, no.3, p.161-

165.

原口　　隆
鉄鋼分野の計測制御エンジニアリング業務に従事。
現在、富士電機株式会社パワエレ インダストリー
事業本部プロセスオートメーション事業部技術第
一部。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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