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まえがき

プラント設備機器の高機能化，高性能化，高信頼化の進

展とともに，設備の保全業務もより複雑化している。プラ

ント操業維持の観点からは，これらの複雑な設備の故障時

に，的確な判断を短時間で行う必要がある。

一方で，市販情報機器の小形化・高性能化の進展と無線

技術の発展により，小形軽量の端末装置［パーソナルコン

ピュータ（パソコン），PDA（Personal Digital Assistant）］

を無線により結合し，システムとして構築することが可能

となった。本稿では，小形軽量の可搬形情報端末装置と無

線システムとを組み合わせたマルチメディア情報端末と，

その応用システム例を紹介する。

システムの概要

２.１ システム構成例

マルチメディア情報端末システムのシステム構成例，お

よび各構成要素について以下に述べる。

マルチメディア情報端末システムは，プラント機器の巡

回点検データを管理する中央のセンタシステムと，巡回点

検や復旧作業を実際に行う作業員が携帯する情報端末，お

よびこれらをつなぐネットワークシステムから構成される。

図１に，マルチメディア情報端末システムの概略構成を示

す。

２.１.１ センタシステム

センタシステムはWindowsNT
〈注 1〉

が動作するパソコンで

構成され，データベース機能，映像表示機能を実行する。

実際のシステムにおいては，設備管理サーバや図面管理サー

バと共通化される。

２.１.２ マルチメディア携帯端末

現場で作業を行う作業員は小形の端末（ペンノートパソ

コン）を携帯する。この端末の OS（Operating System）

はWindows 95
〈注2〉

にペン入力機能（Pen Service for Windows

95）が追加されたものである。表１にマルチメディア情報

端末の仕様を示す。

このシステムでは，現場の映像をセンタへ送信したり点

検の進捗（しんちょく）をセンタへ通知するために，ネッ

トワークカードとカメラカードをマルチメディア情報端末

に装備している。これらのカードは PCMCIAカード（タ

イプⅡ）と呼ばれる標準仕様のものである。ネットワーク

〈注1〉WindowsNT：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注2〉Windows 95 ：米国Microsoft Corp.の登録商標
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図１　マルチメディア情報端末システムの概略構成

表１　マルチメディア情報端末の仕様 

Pentium 75 MHz 相当以上 

32 Mバイト以上 

510 Mバイト以上 

640×480（ドット） 

65,535色 

PCMCIA タイプⅡ×2スロット 

Windows 95 

250×170×40（mm） 

1.5 kg 以下 

 

CPU 

メ モ リ  

ハードディスク  

解 像 度  

表 示 色  

PCカードスロット 

OS  

大 き さ  

質 量  

＊Pentium：米国 Intel Corp. の商標 
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カードは後述するように二つのタイプ［構内 PHS（Per-

sonal Handy-phone System）と SS（Spread Spectrum：

スペクトラム拡散）無線 LAN（Local Area Network）］

を用意しており，システムの規模や構成に合わせて選択で

きるようになっている。図２に SS無線 LANカードとカメ

ラカードを実装した携帯端末の外観を示す。

２.１.３ ネットワークシステム

マルチメディア情報端末システムを構成する重要な要素

として，ネットワークシステムがある。端末を使用する場

所は不特定であるため，無線を用いたネットワークシステ

ムが必須（ひっす）である。無線系のネットワークは従来

の有線系のネットワークに付加される形で構成される。無

線系ネットワークシステムへの要求事項は以下の 5点であ

る。

無線免許が不要であること

ディジタル通信が可能であること

高速データ通信が可能であること

耐ノイズ性に優れ，かつ他の電子機器への障害波がな

いこと

秘話性に優れていること

以上の条件を満たす通信手段として，SS 無線 LANと

PHS の二つの方式を採用した。

設備のコストを比較すると，SS無線 LANはアクセスポ

イント（無線と有線の接続部分）の設置コストが比較的安

い。逆に，PHSはディジタル交換機（PBX）を設置する必

要があり，SS無線LANに比べてコスト高となる。したがっ

て，比較的規模が小さく，アクセスポイント数が少なく，

既存の有線 LANがあるシステムでは SS 無線 LANを利

用することが有利である。また，規模が大きく通信エリア

が広範囲にわたる場合は，PHS を利用することが有利で

ある。

伝送速度では，SS無線 LANが 1.6Mビット/秒（実効で

約 400kビット/秒），PHSが 32kビット/秒（実効で約 29

kビット/秒）とSS無線LANが PHSの 10倍以上の伝送速

度である。ただし，SS 無線 LANの場合，同一のアクセ

スポイントに複数台の端末が接続すると，伝送速度は

「（1.6Mビット/秒）/台数」に落ちるので注意する必要が

ある。

２.２ 機　能

マルチメディア情報端末システムの機能は次のとおりで

ある。

２.２.１ 巡回点検機能

巡回点検機能はマルチメディア情報端末を用いて，プラ

ント設備の点検を行う機能である。巡回点検機能はセンタ

システム上の支援機能と，マルチメディア情報端末上の実

行機能から構成される。従来の巡回点検と比較して，この

システムの導入効果は以下のとおりである。

点検順序や点検機器の位置を視覚的に示すルートマッ

プを用いることで作業効率が向上する。

あらかじめ点検プランとして点検を実施する機器を登

録できるので，曜日ごとや担当者別に点検機器を分ける

場合に有利である。

点検データを直接端末へ入力するので，点検シートか

らのデータ再入力作業量を省ける。

マルチメディア情報端末とセンタシステムがオンライ

ンで接続されているので，各機器の点検開始や点検終了

をセンタに通知でき，点検の進捗状況をリアルタイムに

センタで把握できる。

実際の点検実行時の画面イメージ（ルートマップ）を図

３に示す。

２.２.２ 映像伝送機能

プラント設備に異常や不具合が発生した際の対応作業に

おいて，現場の映像をセンタの操作員に見せる機能が映像

伝送機能である。現場映像はマルチメディア情報端末に接

続されているカメラによってディジタル化され，SS 無線

LANまたは PHSを経由してセンタのパソコンへ表示され

る。映像の表示性能は以下のとおりである。

解像度　： 320×240（ドット）

表示速度： 1画面/1 秒（SS 無線 LAN使用時）

1画面/4 秒（PHS使用時）

センタシステムでは複数映像の同時表示が可能（最大

4 端末まで）

２.２.３ ホワイトボード機能

プラント設備の故障復旧作業において，現場とセンタ間

で情報交換や情報共有が必要となる。従来は電話による音

声で行っていたが，細かい作業指示などは困難である。
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図２　情報端末の外観

図３　巡回点検実行時の画面例（ルートマップ表示）



マルチメディア携帯端末システムの適用

ホワイトボード機能は，会議などで使用されるホワイト

ボードを現場作業員とセンタの作業員に提供する。共通の

ホワイトボードに文字を書いたり，図形を描いたりして，

より細かいデータを共有し，現場とセンタが一体となって

復旧作業を行うことが可能となる。また，ホワイトボード

のデータをディスクに保存することもできるので，そのと

きの状況を後で確認することも可能である。

ホワイトボードの画面例を図４に示す。

応用例

上記各機能の応用例として，設備保全を支援する設備巡

回点検支援システム，および緊急時（故障時）のプラント

現場と監視センタ間の情報伝達を支援する現場協調作業シ

ステムの例を以下に述べる。

３.１ 組立ラインにおける設備巡回点検支援システム

このシステムは，工場（製造業組立ライン）の設備点検

をマルチメディア情報端末で実施するシステムである。設

備巡回点検支援システムの概略構成を図５に示す。

このシステムでは以下の理由により，ネットワークとし

て SS無線 LANを採用した。

組立ライン近辺までEthernet
〈注3〉

が敷設されている。

工場自体の規模が小さく，2台程度のアクセスポイン

トで点検範囲をカバーできる（同時使用は最大 4台を想

定）。

この設備管理システムの特長的な機能について以下に述

べる。

バーコードリーダによる点検表の表示

点検対象となる機器に認識用のバーコードを張っておき，

これを読むことにより該当機器の点検表を表示する。ルー

トマップ上からも機器の選択は可能であるが，バーコード

を用いることで所定の点検表を表示するまでの時間が短縮

〈注3〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標

され，点検表の選択ミスも防止できる。

センタでの点検の進捗管理表示

各機器の点検開始時と点検終了時にマルチメディア情報

端末からメッセージをセンタシステムで受信し，各機器の

点検状況（点検開始時刻，終了時刻，点検中，点検終了な

ど）を一覧表としてパソコンの画面に表示する。

点検ガイダンス表示

日常の機器点検では，担当者が代わったり多少複雑な点

検項目があったりする。このような場合のサポート機能と

して，点検ガイダンス表示機能を提供する。点検ガイダン

スは静止画，音声，動画を使用することができる。ガイダ

ンス画面の表示は点検結果を入力する画面から起動される

ので，点検方法が分からないときなど素早く確認すること

ができる。ガイダンスの作成はセンタ側のパソコン上の支

援機能を使うことで簡単に作成することができる。

前回データ表示・上下限チェック

点検結果の入力画面上に，前回の入力結果が表示される

ので今回の点検データの確認が可能である。さらに，数値

入力の際には上下限チェックを行い，範囲を超えたデータ

は入力できないようになっている。これにより，データの

入力ミスを防ぎ，データの異常から機器の故障を捕らえる

ことができる。

上位システムとの連携

巡回点検により取得した各機器の点検データはデータベー

ス化され，総合的な設備管理システムの一部として管理す

ることにより，より高度な活用を図ることができる。例え

ば，以下のような応用例が挙げられる。

日常点検データの傾向管理

傾向管理を行い，部品交換時期のガイダンスなど予防

保全的な適用を可能とする。
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図５　設備巡回点検支援システムの構成図４　ホワイトボードの画面例



マルチメディア携帯端末システムの適用

設備維持管理システムとの連携

点検時の部品交換情報を直接設備維持管理システムに

反映し，保守部品（予備品）の発注・手配の自動化や予

算管理を実現する。

３.２ 大規模プラント向け現場協調作業システム

このシステムは大規模プラントの設備故障時などにおい

て，現場とセンタ間で協調作業を支援する。現場協調作業

システムの概略構成を図６に示す。このシステムではネッ

トワークとしてPHS（構内用）を用いた。その理由は以下

のとおりである。

協調作業の対象となるエリアが広く，かつ建屋内が細

かく仕切られており，アクセスポイント（PHSの場合は

基地局）が多い。

敷地内だけでなく，遠隔の施設との協調作業も行う。

内線電話を PHS 化することで，どこでも電話が使用

できるようにしたい。

現場協調作業システムの機能と特長は以下のとおりであ

る。

現場映像の伝送表示

現場の作業員が使用するマルチメディア情報端末に接続

されたカメラを用いて，現場の映像をセンタのパソコンへ

表示する。PHSを用いるので，データを圧縮することで1画

面を 4秒で表示できる。

受信映像の記録

センタシステムで受信した映像のうち，必要な映像はサー

バのデータベースへディジタル保存される。保存する映像

には，異常の状況などのコメントが付加できる。後日，記

録された映像を用いて異常などの解析に有効活用できる。

ホワイトボード共有

図４で示したようなホワイトボードを現場とセンタで共

有する。このホワイトボードは最大 4か所と共有すること

ができる。ホワイトボードの内容はサーバへ格納すること

ができ，後の状況確認に有効である。

映像・ホワイトボードデータ管理

映像伝送によって保存された映像データとホワイトボー

ド共有で保存されたホワイトボードデータをデータベース

管理する。これらのデータを報告書に張り付けて利用した

り，対応作業の妥当性を確認する議事録として利用可能で

ある。

会話用 PHSの分離

センタと現場との会話は会話用の PHS を用いることと

した。これは，データ通信用と会話用を分離することでデー

タ通信の伝送速度を確保するためである。

以上のような機能を実現する現場協調作業システムを導

入することで，以下のような効果が期待できると考える。

緊急時や災害時にセンタから現場の状況を的確に把握

するための手段を提供し，迅速な意志決定を支援する。

センタと現場間の情報伝達，意思伝達を確実かつ迅

速に行うための手段を提供し，現場作業の効率と確実性

を向上させる。

あとがき

小形軽量の可搬形情報端末装置と無線システムを組み合

わせたマルチメディア情報端末と，その応用システム例と

しての組立ラインにおける設備巡回点検支援システムおよ

び大規模プラント向け現場協調作業システムを紹介した。

可搬形情報端末（パソコン）技術と無線システムは，今後

さらに小形化・高性能化・高機能化が見込まれ，よりユー

ザーフレンドリーなシステムとしてプロセス制御や組立産

業などさまざまな分野で，必要不可欠なシステムツールと

して普及するものと考える。
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図６　大規模プラント向け現場協調作業システム構成
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