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世界を先導する高水準の産業技術力を保持していくことが、わが国経済の持続的発展の重要な

原動力になりますが、このところの中国やインドをはじめとするアジア諸国の生産・技術力の向

上や、欧米諸国の差別化・高付加価値したもの作りの進展など、ここ10年余の間に世界の競争構

造は大きく変化し、わが国の産業技術力の相対的低下が懸念されております。 

このような状況を打開し、持続的成長を確保していくためには、より付加価値の高い財とサー

ビスを生み出し、より生産性の高い新事業、新市場を創出していかなければなりません。そのた

めには、新技術のシーズ創出につながる基礎研究から基本技術の創造、実用化、市場の創出まで

幅広い視野で、より有機的な産官学の連携を進め、絶え間のない革新技術を生み出していくこと

が必要不可欠なことと考えられます。 

このような認識のもと当会では、平成17年度に産官学連携を促進する場として機械メンテナン

ス高度化研究専門部会を設け、安全性・信頼性の向上等を目指した機械システムメンテナンスの

高効率化を実現するための調査研究を行いました。 

本報告書は、同調査研究の平成19年度の活動成果を取りまとめたものですが、各位のご参考に

供するとともに、本研究交流事業へのご指導、ご協力に対し厚く御礼申し上げる次第です。 

 

 平成 20 年 3 月 

 社団法人 日本機械工業連合会 

 会 長  金 井   務 
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は し が き 

 

機械メンテナンス高度化研究専門部会  

                      部会長 森 田   温    

（三菱電機株式会社 開発業務部長） 

 

近年、プラントや機械システムに関わる重大事故が多発しており、その安全確保のための体制

整備と信頼性向上につながる安全対策の実施が求められています。 

一方、BRICs諸国をはじめ発展途上国の技術力向上、先進諸国間の技術競争など世界の産業競

争力構造が大きく変化する中で、高付加価値化やコストダウンが求められ、その一環としてメン

テナンスに関わる予算、人員の削減などにも踏み込まざるを得ない状況もあります。 

また、資源節約、廃棄物削減等、環境面での社会的貢献が企業評価につながる状況下で、コス

ト等に起因する製品、装置の安易な交換、廃棄は企業価値を下げる要因にもなりかねません。 

このような背景の中で日機連では、メンテナンスを従来の維持・補修という概念から、機能の

グレードアップ化など企業の利益や競争力の源泉を生み出す新たな概念と捉え、その実現のため

の技術的方策と、先端機械技術の導入によるメンテナンスの高度化、機械化・自動化、省力化、

低コスト化を実現するための技術的課題について調査研究を行うこととし、平成17年度に機械メ

ンテナンス高度化研究専門部会を発足させました。 

本報告書は、機械メンテナンス高度化研究専門部会の平成19年度の調査成果として、機械関連

12分野の事例のメンテナンスの現状を把握するとともに、それらに共通する課題を抽出し、今後

の機械メンテナンスの高度化と概念拡張につながる方策について考察を行いました。関係各位に

ご活用いただければ幸いです。 

なお、今年度の専門部会の活動の中で貴重なお話をいただいた東京大学の酒井信介先生、早稲

田大学の高田祥三先生、見学に快く応じて下さったGE横河メディカルシステム㈱殿、新日本製鐵

㈱殿の関係者の皆様に心より感謝申し上げます。また、3年間に亘る調査活動にご尽力をいただ

いた委員各位に厚く御礼を申し上げます。 
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機械メンテナンス高度化研究専門部 委員名簿 

 

（敬称略、研究機関・企業名五十音順） 

 

部 会 長 三菱電機㈱ 開発本部開発業務部長 森 田  温 

副部会長 独立行政法人産業技術総合研究所  

広報部審議役 兼 先進プロセス研究部門付 石 川 雄 一 

幹 事 三菱電機㈱ 開発本部開発業務部企画グループ専任 大 寺 廣 樹 

委   員 ㈱ IHI 基盤技術研究所構造研究部強度評価グループ主査 馬 場 秀 成 

委   員 エンジニアリング振興協会  

研究理事・高度メンテナンス技術開発室長 朝 倉 紘 治 

委   員 ㈱ジェイテクト  研究開発センター研究企画部 

研究企画室主担当 武 田  稔 

委   員 ㈱ダイヘン 執行役員事業開発推進本部長 笠 上 文 男 

委   員 日立造船㈱ 理事 経営企画部リスク管理担当部長 安藤 真一郎 

委   員 富士電機アドバンストテクノロジー㈱  

生産技術センター 生産技術研究所所長 中 山 和 哉 

委   員 三菱重工業㈱  原動機事業本部サービス統括部主任 坂 田 文 稔 

事 務 局 日本機械工業連合会 常務理事 平 野 正 明 

  同   日本機械工業連合会 業務部長 倉 田 正 明 

  同   日本機械工業連合会 業務部次長 多 並 輝 行 

  同   日本機械工業連合会 業務部 戸 田    譲 
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原 稿 執 筆 分 担 
 

（敬称略） 

  

 

１． 石 川 雄 一 （独立行政法人産業技術総合研究所 広報部審議役 兼  

先進プロセス研究部門付） 

２． 森 田   温 （三菱電機㈱ 開発本部開発業務部長） 

３． 

 ３．１ 笠 上 文 男 （㈱ダイヘン 執行役員事業開発推進本部長） 

※3.1.1 のパワーポイント資料は、GE 横河メディカルシステム株式会社殿より提供 

 ３．２ 大 寺 廣 樹 （三菱電機㈱ 開発本部開発業務部企画グループ専任） 

    

４．  

 ４．１ 高 田 祥 三 （早稲田大学 創造理工学部 教授） 

※社団法人日本プラントメンテナンス協会「プラントエンジニア」,Vol38,No11,2006 掲載 

「特集 メンテナンスの新潮流」の内容を許可を得て転載した。 

 ４．２ 酒 井 信 介 （東京大学 大学院工学系研究科機械工学専攻 教授） 

 ４．３ 

 （以下、順不同、氏名五十音順） 

 ４．４  

 

 朝 倉 紘 治 （エンジニアリング振興協会 研究理事 

 高度メンテナンス技術開発室長） 

 安 藤 真一郎 （日立造船㈱ 理事・経営企画部リスク管理担当部長） 

 石 川 雄 一 （独立行政法人産業技術総合研究所 広報部審議役 兼  

先進プロセス研究部門付） 

 坂 田 文 稔 （三菱重工業㈱  原動機事業本部サービス統括部主任） 

 武 田   稔 （㈱ジェイテクト  研究開発センター研究企画部 研究企画室主担当） 

 中 山 和 哉 （富士電機アドバンストテクノロジー㈱ 

 生産技術センター生産技術研究所所長） 

 馬 場 秀 成 （㈱ IHI 基盤技術研究所構造研究部 強度評価グループ主査） 

    

５． 森 田   温 （三菱電機㈱ 開発本部開発業務部長） 
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平成19年度の活動概況 

日 時 会 合 名 実  施  事  項 

19.6.27 第3回幹事会 平成19年度の調査方針について検討した。 

19.7.30 第13回専門部会 平成19年度の専門部会活動（案）について検討した。 

19.9.4 第14回専門部会 技術開発研究委員会と共同で開催し、東京大学大学院工学系研

究科教授・酒井信介氏から「今後の機械メンテナンス分野の教育

と人材育成～産学連携製造中核人材育成事業の紹介を含めて～」

と題して説明を聞き、懇談した。引き続き、今後の見学先、深堀

テーマについて検討した。 

19.10.30 第15回専門部会

（見学会） 
GE横河メディカルシステム㈱ TAC（Technical Assistance 

Center）で開催し、フィールドオペレーション部長・鳥谷峯信

男氏から遠隔装置診断システムを組み込んだサービス体制

（InSite）等のリモート遠隔診断システムについて説明を聞

き、質疑応答を行った。引き続き、カスタマサポートセンター

長・村上隆夫氏の案内でコールセンター、サポートセンターを

見学した。次いで、絞り込みテーマと分担、今後のスケジュー

ル等について検討した。 

19.12.25 第16回専門部会 早稲田大学創造理工学部経営システム工学科教授・高田祥三

氏から「ライフサイクルメンテナンス」と題し、メンテナンス

の重要性、基本概念とライフサイクルメンテナンス・マネジメ

ント、メンテナンス計画手法等について説明を聞き、質疑応答

を行った。引き続き、メンテナンスの概念拡張・地位向上及び

報告書のまとめ方について検討した。 

20.1.25 第17回専門部会 
（見学会） 

新日本製鐵㈱君津製鐵所（千葉県君津市）で開催し、設備部

グループリーダー・大塚琢美氏から君津製鐵所における保全の

概要について説明を聞いた後、第4高炉、熱延工程を見学した。

引き続き、機械技術開発グループマネージャー・四阿佳昭氏か

ら製鉄設備のメンテナンスとトライボロジー活動について話

を聞き、質疑応答を行った。 

20.2.27 第18回専門部会 報告書目次案に関して、現状と課題と共通事項の捉え方など

全体構成、高度化と概念拡張に向けた方策に関する原稿分担等

について検討した。 

20.3.25 第19回専門部会 報告書の内容、構成について検討を行った。 
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１．緒 言 
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１．緒言 

 

機械メンテナンス高度化研究専門部会は、日本機械工業連合会の研究専門部会のひとつとし

て、2005年度に発足した。今年度はその3年度目の最終年度に当たり、産業界から8名、公益法人

から１名、公立研究機関から1名の計10名の委員体制のもとで、一昨年度と昨年度の調査結果を

踏まえた調査研究を行うこととした。 
近年、メンテナンスに起因する機械設備の重大事故が多発しており、機械設備の安全性・信頼

性を確保する上から、メンテナンスの重要性が指摘されている。また、機械設備の長寿命化（産

業廃棄物の削減）による地球環境の保全といった観点からも、メンテナンスの重要性が益々高ま

ってきている。 
一方、メンテナンスは人手に頼らざるをえない作業が多く、熟練技術者の高齢化に伴う技術の

継承、若手人材の不足や人件費の問題等、数多くの深刻な課題を抱えている現状にある。このた

め、現在人手に頼っているメンテナンスに対して、新たな先端技術の導入等によって、メンテナ

ンスの高度化、省力化、自動化を達成し、あわせて低コスト化を図ることが求められている。ま

た、従来、メンテナンスは機械設備の維持、補修、管理といった保守的なものとして捉えられて

きたが、企業に競争力や利益をもたらす継続的かつ改革的な生産行為の一部として捉え直すなど、

これまでのメンテナンスの概念を拡張することも大きな意義があるものと考えられる。 
そこで、本調査研究では、主として、以下の３点に関する調査研究を実施することとした。 
 リモートモニタリングなど先進的な取り組みを行っている企業現場等の見学・講演聴講に

よる技術の現状と動向の調査。 
 製品分野ごとの機械メンテナンスの現状と課題、技術動向の調査、5～10年先の将来展望

と課題・解決策の調査、製品分野に共通する課題の抽出。 
 共通的な課題としてのメンテナンス人材の確保・育成、技術伝承のための方策、ライフサ

イクルメンテナンス等のメンテナンスを巡る新潮流の動向、機械メンテナンスの高度化と概

念拡張に向けた取り組み等の調査と提言。 
初年度（平成17年度）は製品分野別にメンテナンスの状況と課題の把握を行い、共通課題を抽

出した。2年度目（平成18年度）には課題に対する解決策や、5～10年先のメンテナンスに向けた

提言などを中心に検討した。これらの活動を踏まえて、最終年度である本年度（平成19年度）は、

製品分野の調査対象を拡大するとともに、機械メンテナンスの共通的な課題、機械メンテナンス

の高度化と概念拡張に向けた動向等について、さらに調査を進めるとともに、将来へ向けた提言

について検討した。 
 本調査研究報告書は、本年度（平成19年度）の調査結果を取りまとめたものである。 
なお、製品分野ごとの機械メンテナンスの現状と課題に関しては、3年間に渡って調査した全製

品分野（12分野）について、一括した表の形に取りまとめて示した。 
 今後、本調査研究によって提示した将来に向けた提言等を具現化するために、個々の提言につ

いてのより具体的なアクションプランを策定することが望まれる。 
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２．調査研究の概要
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２．調査研究の概要 

 

2.1 調査研究の目的 

 

機械メンテナンス高度化の調査研究では以下の2つを主要な目的として実施した。 
 機械メンテナンスの現場の見学・調査等による現状の把握と課題の抽出 

機械メンテナンスは対象とする機械設備、システムによってメンテナンスに必要な技術や実

施状況が異なる。そこで、できるだけ多くの対象について機械メンテナンスの現状、課題を調

査し、まとめを作成した。また、その中から共通的な課題を明らかにし、それらの解決に向け

た方策についても検討した。 
 機械メンテナンス高度化、メンテナンスの概念拡張に向けた将来への提言 

熟練技術者の減少や少子高齢化の進展により人材不足が顕著となる一方、機械設備やシステ

ムは高機能化しており、メンテナンスについても高度なモニタリング・診断を安価に、できる

だけ人手を掛けずに行うことが求められている。また、地球温暖化防止の観点から、機械設備

のリサイクルやリユースについてもメンテナンスの視点での考慮が必要である。さらに、機械

メンテナンスを従来の維持・補修という概念にとどまらず、機能のグレードアップ等を含む継

続的な生産活動と捉えるなどの概念拡張を含む検討を行った。これらの検討結果についてまと

めを行った。 
 
 
2.2 調査研究の対象 

 

本専門部会の調査対象は以下の範囲とした。 
機械設備・システムとして、エンドユーザが使用する製品と、これらを製造するための製造設

備の両方を対象とする。ただし、機械、システムのライフサイクルが比較的短く、ライフサイク

ルの途中におけるメンテナンスをほとんど想定していない機器については、今回の調査対象から

除外した。 
 
 

2.3 調査研究の内容と方法 

 

実際の調査研究では、機械メンテナンスに関連する講演、企業の見学、本専門部会のメンバー

による討議などを実施した。 
機械メンテナンスに関連する2件の講演を実施した。1件は「今後の機械メンテナンス分野の教

育と人材育成」と題して、東京大学大学院工学系研究科 酒井信介教授からリスクベース工学、

メンテナンスに関連する規格、人材育成の現状、産学連携・製造中核人材育成事業などについて

講演いただいた。(本報告書4.2に掲載)もう1件は、「ライフサイクルメンテナンス」と題して、早
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稲田大学創造理工学部経営システム工学科 高田祥三教授からライフサイクルメンテナンスの概

念とマネジメントシステム、メンテナンス計画手法などについて講演いただいた。(本報告書4.1
に掲載) 

また、実際のメンテナンス現場を調査するため、2箇所を見学させていただいた。まず、GE横

河メディカルシステム㈱を訪問し、X線CTや磁気共鳴画像装置（MRI）など医療用診断装置に関

わる遠隔装置診断システムを中心に見学させていただいた。(本報告書3.1.1に掲載) 
もう1箇所は、新日本製鐵㈱君津製鐵所を訪問し、高炉や熱延工程などを見学するとともに、

製鉄所における計画的およびメンテナンスの考え方を伺った。（本報告書3.1.2に掲載） 
さらに、本専門部会では各種の機械設備・システムについてメンテナンスの現状と課題をまと

めるとともに、機械メンテナンスの将来に向けた提言についても議論を行い、その結果を取りま

とめた。（本報告書3.2、4.3～4.4に掲載） 
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３．機械メンテナンスの現状と課題 

本年度の機械メンテナンスの調査は、インターネットで急速に普及したブロードバンド等の高

速ネットワークを活用して遠隔地から保守するリモートメンテナンスと、長期間の使用が経過し

た特別仕様の大型生産設備での機能や性能を維持されている製鉄所での事例とを調査した。さら

に、本年度を含めた3年間での調査結果を、機械メンテナンスの課題として一覧表にまとめた。 
 
3.1 機械メンテナンスの実例 

 

3.1.1 医療機器のリモートメンテナンスシステム 

GE横河メディカルシステム株式会社は1982年に設立され、医療用画像診断装置であるCT、MR、

X線撮影装置等の製作、販売、サービスを提供されている。そうした先端技術製品の保守として

早くからリモートメンテナンスに取組まれ、実績をあげられていることから、機械メンテナンス

高度化研究専門部会では同社を訪問し、先進的な取組みを中心に調査を実施した。 
当日は、サービス統括本部、フィールドオペレーション部、部長の鳥谷峯信男殿とサービス本

部、カスタマサポートセンター長の村上隆夫殿から、GE横河メディカルシステムの事業概要やリ

モートメンテナンスを行っている遠隔装置診断システム：インサイト（In Site）について紹介を

頂き、さらに現場見学として、実際にリモートメンテナンスを行っているカスタマーサポートセ

ンターや電話対応を行っているカスタマーコールセンターを案内して頂いた。 
本報告にあたり、GE横河メディカルシステム株式会社の鳥谷峯信男殿、村上隆夫殿をはじめ関

係者の皆様にこの場を借りて御礼を申し上げる。 
 メンテナンスの対象 

国内での納入実績は、CTが約3,600台、MRが約1,500台、PETが約200台、NMが約700台、

血管撮影装置が約373台等であり、これらのシステム製品の合計は約9,000台とのこと。 
 メンテナンス方式 

電話とリモートメンテナンスとを併用し、24時間365日のメンテナンスを効果的に行われて

いた。リモートメンテナンスは1991年にサービスを開始し、現在はブロードバンド回線の採用

により、通信速度と接続信頼性とを飛躍的に向上させており、リモートメンテナンスの対象台

数は約7,400台にも達しているとのこと。 
 特徴 

リモートメンテナンスによるサポートの約50%は現地に行かなくても解決するとのこと。内

訳は約60%が誤操作を含むソフトウェアであり、部品交換を要するのは約40%とのことであり、

さらに現地に行く前に交換部品を準備できるというメリットもあるとのこと。 
 
GE横河メディカルシステム株式会社からのコメントとして、｢先端のテクノロジイと共に現場

のサービスエンジニアの能力も重視しており、故障を直す腕、事前に察知する目、顧客としっか

りと話ができる対応力等の人の育成にも注力している｣との意見と、当日の説明資料のうちの掲載

可能な部分の提供を頂いた。次頁以降に資料を掲載した。
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3.1.2 製鉄所におけるメンテナンス 

新日本製鐵株式会社君津製作所は、1965年に創業され、年間1千万トン以上の生産量は、製品

品質と共に世界のトップレベルであり、メンテナンスに関しても予知保全（CBM）や改良保全

（Corrective Maintenance）等の先進的な取組みをされていることから、機械メンテナンス高度

化研究専門部会では同社を訪問し、メンテナンス方式、設備の点検や保守の管理、メンテナンス

による摩擦低減や磨耗防止や潤滑による長寿命化や故障防止を図るメンテナンストライボロジー

に関する先進的な取組みを中心に調査を実施した。 
当日は、新日本製鐵株式会社君津製鐵所、設備部、PE技術企画グループリーダーの大野琢美殿

から設備やメンテナンス体制、メンテナンス方式や設備の点検や保守の管理等に関して説明を頂

き、技術開発本部、環境･プロセス研究開発センター、機械技術部マネジャーの四阿佳昭殿からは

先進的なメンテナンストライボロジーに関する取組みを紹介して頂き、製銑工程と熱延工程との

現場を見学させて頂いた。 
本報告にあたり、新日本製鐵株式会社の大野琢美殿、四阿佳昭殿はじめご協力を頂いた関係者

の方々に深く御礼を申し上げる。 
 メンテナンスの対象 

製銑工程内の高炉工程では、高炉に焼結鉱とコークスとを交互に装入し、炉内に1200℃の熱

風を送り込むことで、焼結鉱を還元し銑鉄を製造しており、この状況はオペレーションルーム

にて24時間連続監視されていた。熱延工程では、スラブを加熱炉で加熱し、粗圧延機と仕上げ

圧延機とによって帯状に連続で長く圧延し、コイル状に巻き取った熱延コイルを製造していた。

現場には作業者がほとんどおらず、全てのラインがコンピュータ制御されているとのこと。（本

段落はWebからの参考文献  も含めてまとめた）。 
 メンテナンス方式 

メンテナンスの背景として、故障レス化、高効率化、整備コスト削減、生産性向上と合理化

のニーズにより、現在は予知保全（CBM）と改良保全（Corrective Maintenance）とを融合し

たプロアクティブ保全（Proactive Maintenance）の考え方をされており、そのための体制は、

保全技術部門が「故障診断技術や故障防止、長寿命化等の技術開発」を実施、保全部門が「予

知保全や改良保全等の設備管理」を実施し、相互に開発成果やニーズ等の情報を交換して進め

ているとのこと。 
実務では計算機支援システムがあり、「設備管理標準に基づき点検や診断が計画され、その結

果も反映して工事が計画され、さらに具体的な資材発注や在庫管理及び工事発注や検定等がな

され、実績をも評価する」というシステムを活用されているとのこと（設備管理業務支援シス

テムADAMS）。また、設備診断の拡充によりメンテレス化をも目指しているとのこと。 
設備の更新は、高炉15年、コークス炉40年とのことであり、平成23年に君津製鐵所の高炉改

修工事を行う予定であるとのこと。工事は約80数日にわたるため、それに合わせて制御装置等

の設備をも補修するとのこと。 
 特徴 

製鉄所での機械メンテナンスの特徴は、a）設備が高温や水による腐食等の厳しい環境、b）

設備がオーダーメードであり動く機械が多く24時間の連続運転、c）多くの工程による保全項
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目が多数、d）設備は停止できないことから高信頼性を要求、等がある。さらに、基幹設備は

30～40年間使用されていることからメンテナンス要員には高い技能を必要としているとのこ

と。 
設備には、振動、電磁、加速度などのセンサを約1万点付けて監視しているとのこと。 
設備に使用しているベアリングは約10万個、油圧ユニットは約1,000基である。メンテナン

ストライボロジーは、先進して重点的に取組まれており、「潤滑系診断技術」と「潤滑性能向上

対策」と「日常の潤滑管理」との三位一体の活動による確実な効果と技術の定着とを進められ

ている。改良保全の例でもある、潤滑系機械部品の長寿命化のために開発された多数の技術や、

圧延機ロールネック軸受けの寿命改善事例、熱延仕上ワークロールの評価事例、ギアカップリ

ングの軸継手用グリース開発、油中コンタミナント管理の事例、潤滑管理の経済的効果等の成

果は学会に発表されているとのことであり、そうした最新事例を解説して頂いた。 
 
 

＜参考文献＞ 

 新日本製鐵株式会社君津製作所のホームページに記載された製品ができるまでの説明デー

タを引用。http://www.kimitsu.nsc.co.jp/process/process01.html  
及び http://www.kimitsu.nsc.co.jp/process/process05.html 

 市川，四阿：トライボロジスト，46，12（2001）907． 
 坂井，倉橋：潤滑，33，3（1988）181． 
 四阿，市川，藤井：トライボロジー会議2004秋-予稿集（2004） 
 北湯口，加藤：ＴＰＭカンファレンス2002予稿集（2002） 
 村山：潤滑経済，No.504（2007） 
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3.2 機械メンテナンスの現状と課題一覧 

本専門部会で取り上げたさまざまな分野におけるメンテナンスの現状および課題を表3.2.1に
まとめて示す。この表から、機械メンテナンスの課題には、各分野に固有のものがある一方で、

共通的な課題があることがわかる。共通的な課題をまとめたものを表3.2.2に示す。 
 

表3.2.1 各分野における機械メンテナンスの現状と課題 
分
野 

メンテナンスの現状 課題 

製
鉄 

製鉄所は大規模プラントであり、機械
設備は大型かつ長期に亘って使用され
る（高炉の場合、15～20年） 

プラント全体のシステムを考慮した保
守計画が、設計時点から策定されてお
り、組織化された保守体制の下に運
営・維持・管理されている 

単なる維持管理にとどまらず、性能向
上（アップグレード）を目指したメン
テナンス（改良保守）を実施している 

製鉄所は高温、腐食、磨耗などのストレスが
多く、また、24時間連続運転で多工程からな
るプラントであり、高信頼性が要求されるた
め、保守量が多い 

オーダーメードの設備やルーチンではない
作業、動く機械が多いなどの要因のため、保
守要員には高度な技能が要求される 

安価調達や外注再編、標準工数化などにより
メンテナンスコストの低減が求められる 

設備診断技術の高度化により、できるだけメ
ンテナンス作業なしで稼動することが求め
られる 

化
学
プ
ラ
ン
ト 

化学プラントは多数の装置、配管など
で構成された大規模システムであり、
また化学品を取り扱うことから環境保
全、安全、防災への配慮が必要である 

設備ごとに重要度、劣化度および点
検・整備方法などに応じた保全方式（予
防保全、改良保全、事後保全）を設定
し、計画、実行が行われている 

予防保全としてはTBM (Time Based 
Maintenance)およびCBM (Condition 
Based maintenance)が行われている 

システム規模が大きいことから、単独
でメンテナンスを行う部門を保有する
のではなく、協力会社などとともに取
り組んでいる 

複数の協力会社を含めたメンテナンス体制
の構築にあたり、それぞれの責任範囲の明確
化と全体として最適な活動となるような協
力体制の構築、維持が必要 

装置、配管などの劣化に対する合理的な寿命
予測法の確立が期待される 

協力会社を含む人材の育成、技術・技能の継
続的伝承 

大
型
火
力
発
電 

市場の自由化や海外資本の参入による
コスト競争が激化 

稼働中の火力発電設備は高度成長期に
運転開始となったものが多く、運転開
始から30年以上が経過 

メンテナンスの経験を積んだ熟練技術
者が退職 

経年劣化の進行により、これまで発生しなか
った損傷モードへの対応が必要となる 

火力発電設備のメンテナンスはマニュアル
化や標準化が遅れており、技術者の暗黙知に
依存する部分が多く、技術者の退職により、
的確かつ効率的なメンテナンスが維持でき
なくなる 

メンテナンス費用の抑制、設備の稼働率確
保、および両者を両立させるようなメンテナ
ンスの投資判断が求められる 

中
小
型
発
電 

大型ガスエンジン、中型ガスタービン
によるコージェネ発電設備は、法定点
検のほか高度な定期点検が必要であ
り、納入メーカへメンテナンスを依頼
する場合が多い 

メンテナンスの発注形態は中・長期契

運転管理とメンテナンスの一括請負へ対応
可能な体制の構築が必要である 

10MW以上の中型航空機転用ガスタービン
発電設備において、規制緩和による「自主管
理」が適用されると定期点検時の予備機によ
る対応範囲が拡大し、メンテナンス期間およ
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約が増加しつつある 
燃料代高騰などにより採算性が悪化す

る場合がある 
今後も省エネの観点から、熱需要の高

い工場などで分散型コージェネ発電設
備の採用が想定され、メンテナンス対
象設備は増加すると予想される 

びトラブル停止期間の短縮が可能になる。こ
れに向けて法改正による規制緩和が望まれ
る 

修理技術、寿命評価技術の高度化が求められ
ている 

リモート監視・リモートメンテナンスによる
予防保全など付加価値の高いメンテナンス
の提供が求められる 

メンテナンスコストの低減が求められる 
人材の確保・育成、予測保全技術のナレッジ

化による技術伝承、地元業者や協力会社の活
用などが必要となる 

一
般
廃
棄
物
処
理 

一般廃棄物処理は設備の高度化に伴
い、運転管理に高度なスキルを必要と
するため、運転管理とメンテナンスを
一体化して長期に亘る契約が増加 

一般廃棄物処理設備のメンテナンスは
点検・整備・補修を行う前に設備・機
器の汚れ落とし、現状復旧に係わる清
掃作業も多い 

包括的運営委託契約に対応した事業体制と
システムの確立。具体的には、運転要員とメ
ンテナンス要員の共通化など 

作業ロボットの開発・導入による３K作業の
排除 

メンテナンスにおける安全基準の策定 
法整備による設備延命化対策の推進 
メンテナンスコストの低減と既存設備の延

命化の要求が高まる 
少子高齢化や熟練技能者の退職による人材

不足への対応 
リモート監視システムによる設備・運転支

援、タイムリーなメンテナンスの実現 
ライフサイクルコスト・ベースでの長期保全

計画の策定 
RFID(Radio Frequency Identification)の導

入による在庫管理・履歴管理の効率化 
計測・診断・評価技術の高度化とデータベー

ス構築による統計と確率をベースとした予
防保全技術の高度化 

昇
降
機 

昇降機はビル内を安全、快適に運行す
ることが求められており、また、ミリ
単位の停止位置精度が必要である 

遠隔での異常監視、点検、診断などを
行うシステムを構築している 

万一の故障、停電、地震など緊急時に
おけるすばやい対応が求められている 

昇降機は公共性の高いものであること
からメンテナンスのための停止も利用
者に不便を強いないよう、できるだけ
短時間に行うことが求められる 

 

地震時などには、自動検知し、できるだけ安
全な位置へ移動、かごから外へ出られるよう
に対応することが求められている 

万一の故障時など緊急時には、利用者と情報
センターとの連絡が円滑に行われ、利用者に
不安を与えないような対応が必要 

昇降機は適正なメンテナンスを行っていれ
ば20年から25年以上の寿命を有しているた
め、技術者は多様な機種のメンテナンスがで
きることを求められる。 

ビル管理の観点から、昇降機の設置、運用、
維持・管理、最終的な撤去またはリニューア
ルまでのライフサイクルに亘ってトータル
コストの低減が求められている 

産
業
用
ロ
ボ
ッ
ト 

産業用ロボットは、1980年頃から急速
に普及し始めた。2006年には約8万5千
台のロボットが生産され、そのうち半
数が輸出された 

国内では、2005年末時点で約37万台の
ロボットが稼動している 

最新のロボットコントローラでは、自
己診断機能により内蔵の電子ファイル
によるマニュアルと連携させて、故障

多数の産業用ロボットからなる生産設備を
効果的に保守するための体制構築が課題 

国内以上の台数がある海外のロボットに対
しても効果的に保守できる仕組みの構築が
望まれる 

保守用部品は、急速な電子部品の変化に伴っ
て生産中止となる部品も多く、保守部品の調
達が不可能となる場合もある 

リモートメンテナンスにより、Webを介して
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の大半はユーザ側で修理が可能 
産業用ロボットのメンテナンスは、メ

ーカごとのサービス会社が各々独自に
行っており、ユーザは経年変化による
リスクを気にせず、故障するまで使用
するケースが多い 

遠隔地からロボットコントローラの状態を
把握するシステムを構築する。これにより故
障・点検時のメンテナンスが容易になる 

診断技術の確立。ロボットの標準的な動作に
対するモータ電流や機械振動、騒音などを計
測することにより、装置の状態が健全である
かどうかを診断する技術が望まれる 

工
作
機
械 

工作機械は機械加工、特殊加工など、
加工方法や用途は多様であるが、生産
財として広く用いられている 

工作機械は高い稼働率とともに初期の
性能をできる限り維持することが求め
られる 

工作機械には、機構部品、駆動装置、
電機電子部品など多様な部品が使用さ
れるが、長期に亘って使用するために
は、それぞれの部品の特性に合った適
正なメンテナンスが必要である 

故障時の生産に与える影響をできるだけ小
さくするように、定期的な保守によりMTBF 
(Mean Time Between Failures)を増大させ
ておくとともに、故障時のMTTR (Mean 
Time To Repair)をすることが求められる 

故障時には、故障部位の特定や部品の交換が
必要となるが、迅速な処理のため、初期段階
での正確な状態の把握が重要 

遠隔監視・診断は工作機械の状況を把握する
とともに、故障時にはサービス拠点へ情報を
通知し、対応することが可能である。しかし、
監視できる情報などに制約があることが多
く、さらにレベルの高い遠隔監視・診断が期
待される 

医
療
診
断
装
置 

X線CTや磁気共鳴画像装置（MRI: 
Magnetic Resonance Imaging）など医
療診断装置のユーザ（病院の医師、技
師）に対して、24時間電話受付のコー
ルセンター、24時間遠隔診断を行うサ
ポートセンターとしてサービスを提供 

リモートメンテナンスシステムを構築
しており、医療診断装置の状態監視、
遠隔診断、故障予兆の把握などを実施 

仮想専用線（VPN: Virtual Private 
Network）を用いたブロードバンド接
続に対応しており、ユーザの装置を用
いて遠隔操作によるリアルタイム操作
指導も可能 

予防保全分野はまだ技術開発の余地がある。
予兆を察知し、故障発生前に対応し、ダウン
タイムの削減が望まれる 

リモートサービス体制とともに、サービスエ
ンジニアの技術力が重要。人材の育成が不可
欠 

ジ
ェ
ッ
ト
エ
ン
ジ
ン 

航空機エンジンはアメリカ連邦航空局
もしくは欧州のEASA (The European 
Aviation Safety Agency)の要求事項と
して回転系の振動検出機器の設置が義
務付けられており、70年代からモニタ
リング技術が適用されてきた 

エンジンの各種性能パラメータおよび
温度、圧力などのモニター・記録が可
能であるが、それらに基づいた診断に
は至っていない 

ジェットエンジンは高い信頼性が求められ
ることから、モニタリング結果に基づいたメ
ンテナンスへの展開が求められている 

今後、モニタリングデータの活用によって故
障・不具合を事前に検知し、原因を除去する
ためにエンジン圧縮機のストールセンサな
どの実用化が求められている 

センサを用いた診断・予兆検知に基づく整備
がメンテナンスの主流となっていくと考え
られる 

電
動
機 

化学プラントなどでは、ポンプ装置や
送風ファンなどを駆動するために多く
の電動機が使用されている 

電動機ではコイルの絶縁劣化や転がり
軸受の磨耗など電気的、機械的な経年
劣化が発生する 

さまざまな稼動状況下で健全な状態を
維持することが求められており、高温
多湿、腐食性ガスなどの条件下では劣

メンテナンスは経験に基づく要素も多く、熟
練者に委ねられている一面もある 

交換が必要となった際の、異なるメーカ品と
の互換情報の共有化 

計画的メンテナンスにおける停止期間の短
縮。そのための事前の診断評価に基づく最短
時間のメンテナンスの実現 

熟練保全員の不足 
劣化状態の定量化方法の確立 
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化度合いに大きく影響する 寿命評価手法の実用化 
プラント停止による機会損失を含むコスト

の検討、適正なメンテナンス方法の提案 
稼動状態での常時監視、診断システムが望ま

れるが、低コストで提供できることが必要 
RFIDを応用して振動レベルや軸受の状態を

計測し、保全員が巡回することなく情報収
集、監視するシステムなどの開発が求められ
ている 

回
転
機
械
要
素 

機械設備の機械要素部品の損傷部位に
関する調査結果によれば、転がり軸受
の損傷が全体の29％と高い 

転がり軸受の主な診断方法としては、
振動法、油分析法などがあるが、更な
る信頼性向上、稼働率の維持を行うた
め、メンテナンスの高度化が必要 

メンテナンス高度化には故障原因の究明と
故障発生時期の正確な把握が必要 

損傷を防ぐためには転がり軸受を健全な状
態で使用するとともに、タイムリーな保全・
補修が必要 

メンテナンスの高度化を図るためには、使用
状況をリアルタイムにモニタリングし、異常
を早期に把握することが重要 

異常を検知するセンシング技術の確立やリ
アルタイムにモニタリングすることのでき
るネットワークの整備が望まれる 

 
表 3.2.2 機械メンテナンスの共通的な課題 

課題 内容 

ライフサイクルコス
トの低減、機械設備
の価値の維持・向上 

たとえば、寿命予測技術の高精度化により、タイミングよくメンテナンス
を行うなどしてメンテナンス費用を低減させるような取り組みが求めら
れている。また、適切なメンテナンスを実施することで機械設備の延命化
を図り、機械設備の価値維持、価値の低下抑制、あるいは、部分的な高機
能化などにより価値を高めるなど、できるだけライフサイクルコストを低
減できるような対応が求められている。 
なお、機械設備の価値については、機械設備本体の価値のほか、その機械
設備が生み出す価値、あるいは資源やエネルギーの有効活用やユーザの利
便性、製品の生産性など、対象となる機械設備により、考慮すべき範囲が
異なる。たとえば、ユーザの利便性については、メンテナンスのための停
止期間をできるだけ短縮するなどのことが求められる。 

機械設備の不具合早
期発見・対処、それ
に伴う機械設備の信
頼性向上、安心・安
全の実現 

診断技術の高度化などにより、機械設備の不具合を早期に発見し、軽微な
不具合のうちに対処することで、人的被害発生、機械設備の大きな損傷、
長期にわたる停止などのような重大不具合に至らないようなメンテナン
スが求められている。 
これを実現するための方策としては、従来の定期点検（TBM: Time Based 
Maintenance）だけでなく、CBM(Condition Based Maintenance)技術や
リモートメンテナンスにより、不具合の予兆を早期に把握するような取り
組みが行われている。 
ただし、早期発見のための診断機器・システムが適当な価格で入手でき、
長期間信頼性が保たれることが必要である。 

リモートメンテナン
スによる省力化 

電話回線、無線通信回線、インターネット、専用線などの通信技術を用い
た遠隔監視、遠隔診断などにより、機械設備がさまざまな場所（国内各地、
海外を含む）に設置されている場合にも、多くの人手や時間を掛けずにメ
ンテナンスを実現しているケースがある。メンテナンス事業者は情報セン
ターなどを設置して、機械設備の異常情報や診断結果を通信回線経由で収
集し、分析した上で必要な処置を行う、あるいは不具合発生時に技術者の
派遣を指示するなどの業務を実施する。ユーザがリモートメンテナンスの
料金に見合ったメリットがあると判断した場合、メンテナンス事業者と保
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守契約を結び、保守料を支払うことで実施されることが多い。 
このほか、RFID(Radio Frequency Identification)やセンサネットワーク
などの技術により、在庫管理や部品の在庫管理、ある程度広いエリアに分
散したセンサからの情報の収集を自動的に行うシステムも開発されてお
り、メンテナンスにも用いられつつある。 

メンテナンス技術者
の支援システムの構
築 

メンテナンスに必要な技術・技能は分野によってさまざまであり、かつ、
習得には長い年月を必要とするような場合もある。そこで、メンテナンス
に関連する技術・技能を知識データベース化しておき、それを活用するこ
とにより、熟練技術者でなくても、機械設備のどこに不具合があるかを見
つける場合などに支援してくれるシステムの構築が求められている。 
ただし、メンテナンスに関する知識データベースを構築し、支援システム
を作るためには労力、費用が必要であり、支援システムのもたらす効果が
それを上回ることが必要と考えられる。また、これまで、同じようなメン
テナンス業務を行っている企業間でも情報の共有化は少なく、各企業が独
自で知識データベースを構築するとなると無駄が発生するとともに、費用
も多額になるのではないかという危惧がある。 

人材育成、技術の伝
承 

団塊世代の大量退職等により熟練技術者、技能者が大幅に減り、技術伝承
が難しく、且つ少子高齢化、若手技能者のメンテナンス離れ等により人材
の確保が難しくなっている。この解決のためには関連業界の人材育成、メ
ンテナンス技術高度化による少数精鋭のメンテナンスシステムの構築、魅
力あるメンテナンス職場環境の醸成による若手人材の採用が望まれる 
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４．機械メンテナンスの高度化と概念拡張
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４．機械メンテナンス高度化と概念拡張 

 

4.1 メンテナンスの新潮流 

 

深刻化する資源環境問題の解決を目指して循環型社会の形成が目指されており、その中でメン

テナンスの概念の再構築が求められている。本特集では、循環型社会におけるメンテナンスの役

割を明確にするとともに、そのような役割を果たすために必要なメンテナンス管理のあり方を、

基本メンテナンス計画、メンテナンスデータ管理、運転とメンテナンスの統合の観点から論じる。 
本特集は2部構成になっている。4.1.1では、なぜ今メンテナンスにおいて新潮流が現れている

のかを、循環型社会形式の必要性との関連で論じる。4.1.2では、そのような新たなメンテナンス

概念のもとで、どのようなメンテナンス管理が求められているのかを述べる。 
 
4.1.1 循環型社会におけるメンテナンスの役割 

4.1.1では、循環型社会形成におけるメンテナンスの役割を説明する。さらに、それに対して現

状のメンテナンスの問題点を指摘し、その上で今後どのような方向でメンテナンス技術を発展さ

せていく必要があるかを論じる。 
 
 新たなメンテナンス概念確立の必要性 

人に「メンテナンスは重要か」と聞けば、ほぼ確実に「はい」という答えが返ってくるであろ

う。その一方、メンテナンスの裏方的なイメージは払拭しがたいものがある。さらに言えば、必

要悪と考えられている場合さえある。メンテナンスの重要性はこれまで繰り返し指摘されてきた。

また、その過程でメンテナンス技術も着実に発達してきた。それにもかかわらず、メンテナンス

のイメージ自体はあまり変わらないまま現在に至っているように思われる。 
しかし、本稿で指摘したいのは、「今後はこれまでなかったような変化が求められており、それ

に対してメンテナンス概念の再構築が必要になっている」ということである。 
いまなぜメンテナンスが重要なのかについては、直近では設備の老朽化と2007年問題、中期的

にはストック型社会への移行などが指摘される。前者については、具体的なデータとして、設備

平均年齢の日米比較を図4.1.1に示す1)。この図から、わが国の設備の平均年齢が過去ずっと上昇

傾向にあり、米国の値を大きく上回っていることがわかる。後者のストック社会への移行の背景

としては、社会の設備依存率が高まっていることがある。 
社会が必要とする設備が増えると、そのメンテナンスや更新の費用が増加する。国土交通省所

管の社会資本について、2002年以降の全投資額の伸びをゼロと仮定したときの、維持管理、更新、

新設、災害復旧のための各投資額の推移を予想したデータがある2)。それによると、2025年の状

況を2001年と比較すると、維持管理投資が約1.6倍、更新投資が約12.6倍に増加すると見込まれ

ている。したがって、維持管理・更新投資の合計額が総投資額に占める割合は、約21%から約51%
に増大することになる。このことから、今後はメンテナンスの効率化とメンテナンスに基づく設

備の延命が、非常に重要になることがわかる。 
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以上の議論は、量的な拡大の面からのメンテナンスの重要性の高まりの指摘であり、ある意味

ではこれまでの議論の延長線上にある。これに対して、ここでさらに指摘したいのは、メンテナ

ンスの位置づけを変える質的な変化である。それは、資源・環境問題の解決のために循環型社会

を実現するという課題の中で、メンテナンスが中心的な手段を与えるからである。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.1.1 日米製造業の設備平均年齢 

 

 重要性を増すメンテナンスの役割 
a）循環型社会の形成 

これまでの製造業では、顧客・社会が求める高い品質の製品を、適正な価格で効率良く供給

することが目標となっていた。この場合、効率を追求していたのは、モノをつくる過程だけで

ある。 
そのために必要な資源・エネルギーはコストさえ許せばいくらでも使い、またモノは売れる

限り供給するのが使命であるというのが、生産システムの議論の前提であった。その結果が、

大量生産、大量消費、大量廃棄の社会を生み、資源の枯渇、過大な環境負荷という深刻な問題

をもたらしている。 
ところで、よく考えてみると、われわれが必要としているのは、モノそのものではなく、そ

こから得られる機能である。したがって、生産活動の日的は、ひたすら新しいモノを社会に提

供していくことではない。社会やユーザーが必要とする機能を提供することが、本来求められ

ていることである。 
このような観点から、ユーザーの満足度を落とすことなく、環境問題を軽減しようというの

が、循環型社会形成の提唱である。キーワードは、「モノは循環、機能は更新」であり、いった

んつくられたモノをできるだけ有効に使うことで、廃棄物を減少させ、新たなモノの生産を抑

えようというものである3)。 
 

b）ライフサイクルの設計と管理 
循環型社会では、一定の機能を実現するために必要なモノの量を抑えることが目標となる。

その達成の程度は、以下に定義される環境効率と呼ばれる指標によって表される4)。 

環境効率=
環境負荷

提供価値
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この式の分母である環境負荷を低減する手段が、Reduce、Reuse、Recycleのいわゆる3Rで

ある*1。これらは、さらにさまざまな手段に分類される。たとえば、モノの循環のさせ方につ

いては、図4.1.2に示すような種々の経路がある。このような環境負荷低減のためのさまざまな

手段をライフサイクルオプションと呼ぶ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.1.2 さまざまな循環経路 

 

ところで、製品は複数の要素から構成されており、それぞれ異なった特性を持つ。そこで、

環境負荷の低減のためには、構成要素ごとにそれらの特性に応じたライフサイクルオプション

を選択する必要がある。ライフサイクル設計（またはライフサイクルデザイン）とは、このよ

うに製品を構成する要素ごとに適切なライフサイクルオプションを選択し、それを実現するた

めの製品設計と、製造、販売、使用、回収、再生などのプロセスを設計することである。 
この結果、その製品にどのようなライフサイクルをたどらせるのかが決まる。これを、ライ

フサイクルシナリオと呼ぶ。つまり、ライフサイクル設計においては、製品ライフサイクル全

体として達成したい目標を設定し、その目標を実現するための方策として、個々のライフサイ

クルオプションを選択し、それらの組合わせとしてのライフサイクルシナリオを設定すること

になる。 
一方、設計されたライフサイクルを実現してい

くためには、ライフサイクルを通じた一貫した管

理が必要である。これがライフサイクル管理（ま

たはライフサイクルマネジメント）である。ライ

フサイクル管理においては、その過程でライフサ

イクルシナリオが適切かどうかの評価を常に行

い、必要に応じて改善を図っていくことが重要で

ある。図4.1.3に、以上で述べたライフサイクル

設計と管理の基本手順を示す。 
 

c）ライフサイクル管理におけるメンテナンスの役割 
メンテナンスの重要性は、生産設備や社会インフラの分野では、これまでもそれなりには理

                                                  
＊1 循環型社会といっても文字どおりの循環だけを考えているわけではなく、Reduce－つまり削減が最初に検討すべき手段

である。 

図4.1.3 ライフサイクル設計と管理の基
本的手順 
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解されてきた。その半面、社会全体としては、その認知度は決して高くはなかった。しかし、

循環型社会形成の動きの中で、メンテナンスの役割を改めて見直す必要がある。 
すでに述べたように、循環型社会のテーマは「モノは循環、機能は更新」である。これは、

視点をモノから使用に移すべきであるという主張とも言える。使用できれば、つまり

必要な機能が提供されれば、媒体としてのモノは新品である必要はない。すでに存在するモノ

をできるだけうまく組み合わせて、必要な機能を発揮できるようにすれば、モノが潜在的に持

つ寿命を十分に使い切ることができるようになり、新造にかかわる資源・エネルギーを省き、

廃棄物を減少させることができる。 
モノの寿命を使い切るという点では、メンテナンスがもっとも優れたライフサイクルオプシ

ョンである。メンテナンスの目的は、対象の機能を最大限に発揮できるように対象の状態を管

理することである。モノを上手に使いメンテナンスを適切に行えば、一定のモノで長期間機能

を発揮できるので、環境効率を上げることができる*2。 
これまでの大量生産、大量廃棄の時代においては、新しいモノがよいという新品信仰が強く、

メンテナンスにはどうしてもマイナスイメージが付きまとっていた。たとえば、メンテナンス

フリーが理想とされるのは、そのような意識に基づいている面もあると思われる。メンテナン

スフリーというのは、製品を構成するすべての要素の寿命をそろえることで、製品の使用中に

要素の交換、補修などのメンテナンスを不要にするという概念である。 
確かに、一定期間使用した後にすべての構成要素の寿命が一斉に尽きるというのは1つの理

想かもしれない。しかし実際には、さまざまな機能的要求を満たしつつ、すべての要素の寿命

をそろえることは困難であり、かえってムダが出る場合が多い。むしろ、それぞれの要素が異

なった寿命を持つことを前提として、各要素の持つ寿命を最大限活用するような管理を考える

方が、環境負荷面でもコスト面でも有利になる可能性がある。 
さらに、信頼性の観点から考えても、あらゆる状況で壊れないような設計よりは、通常の使

用条件では壊れないようにし、例外的な使用条件で壊れることに対してはメンテナンスで迅速

に対応するようにする方が、ユーザー満足度を落とさずに環境負荷を下げられるという点で、

優れた設計かもしれないのである。 
このように、従来の考え方にとらわれずにライフサイクルを考えることにより環境効率の向

上を図ることが、循環型社会におけるライフサイクル設計・管理のねらいであり、メンテナン

スはそのための主要な手段を与えるものである。 
したがって、今後はライフサイクル設計・管理の視点からメンテナンスの意義を再考し、

その効率化と活用を図っていくべきである。その意味で、理想は「メンテナンスフリー」で

はなく、「プロダクションフリー」であるべきなのである。 
 

                                                  
＊2 ただし、使用中の環境負荷が大きいエアコンなどの製品では、機能アップグレードをしないまま使い続けるのであれば、省エ

ネ技術の進歩した新製品に更新する方が、製造に要する環境負荷を考慮しても全体としては環境面で優れている場合もある。 
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 現状のメンテナンスの問題 
前節で述べたように、循環型社会の形成が必要とされる中でメンテナンスに対する期待が高ま

っているにもかかわらず、現状のメンテナンスが十分に高いレベルにあるとは言いがたい。図

4.1.4は、機械保険事故統計に基づき、1996～2000年の間に発電設備において発生した709件の事

故について、原因別の事故件数と損害額を表したものである。発電設備の事故原因としては、「保

守の不良」が事故件数において38%、損害額においても39%を占めていることがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.1.4 発電設備の事故原因 

 

また近年、プラントでの事故件数が増える傾向にあるといわれている5)。この原因として、高

度成長期に導入された設備の老朽化が進んでいること、90年代の経済の低迷に伴って盛んに行わ

れたリストラにより、メンテナンス体制の弱体化や作業者のスキルの低下が進んだことなどが指

摘されている。また、いわゆる2007年問題で、熟練したメンテナンス員がいなくなり、今後は従

来のようなレベルでの設備の維持ができなくなるという不安もある。 
しかし、問題はこのような人や設備にあるだけではない。技術面でも、従来のメンテナンスが

必ずしも合理的に行われてはいないという問題がある。したがって今後、メンテナンスが循環型

社会形成の中で期待される役割を果たしていくためには、合理的なメンテナンスを可能にする技

術の確立を改めて図る必要があり、それによってメンテナンスの質と効率の飛躍的向上を目指す

べきである。このような面から現状のメンテナンス技術を考えると、以下のような課題があがっ

てくる。 
①  ライフサイクルの視点からのメンテナンス管理 
本来、メンテナンスはライフサイクル全般に関わる問題でありながら、ともすると運用段階

に閉じた活動となりがちであった。たとえば、メンテナンス計画を立てるためには、設備の各

部で生じる可能性のある劣化と、それによって引き起こされる故障の予測が必要である。この

ためには、設備の構造・機能の解析が必要で、設計情報の参照が不可欠である。ところが、通

常はこのような情報をメンテナンス段階で参照することは困難である。 
一方、設計段階で設定したメンテナンス管理の方法が、実際に運用してみると妥当でないこ

とがわかる場合がある。これは、実際の使用環境下で生じる種々の不具合が、設計段階での想

定と異なっているためである。 
そこで運用段階では、設計段階で想定した状況と実際のメンテナンスの実施結果とを比較し
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て、メンテナンス方法の見直しを行い、さらにその情報を設計段階にフィードバックすること

が必要である。しかし、現実には設計段階と運用段階の連携ができないために、ムダなメンテ

ナンスや不十分なメンテナンスを実施し続けている場合がある。 
このようにメンテナンスの効率化を図っていくためには、ライフサイクルを通じた一貫した

管理の中でメンテナンス活動を実施していくことが必要である。 
 

②  分散する知識・技術の統合 
メンテナンス技術を体系化し確立していくことを困難にしている1つの原因は、メンテナン

スの問題が対象（設備・業界など）ごとに扱われていることである。メンテナンスは現場に密

着した活動であるがゆえに、たとえば装置系工場、加工組立系工場、社会インフラなどのよう

に分野が違うと、それぞれ個々に議論をする傾向がある。また、それぞれの分野でメンテナン

スに携わっている人たちにも個別意識が強く、「ウチはヨソとは違う」「機械は1台1台個性があ

るのだから一緒にすることはムリだ」といった考えが強い。 
しかし本来、工学とは個々には違うものの中に共通項を見出し、それらの事実から一般的な

法則やルールを抽出することで知識の休系化を図り、さらにそれらの体系化された知識を、個

別の問題に適用することで問題解決を図るものである。つまり、「汎化」と「特化」という流れ

が、工学的アプローチの基本といえる。 
メンテナンスは種々の工学分野で横断的に必要とされる技術であるために、各分野ごとに知

識や技術が分散していて、それらを1つのまな板にのせて考えることが容易ではないという問

題がある。 
しかし、いつまでもそのようなことを言っていては、知識の統合や技術の発展が阻害され、

メンテナンス技術体系の確立が進まず、合理的なメンテナンスの実施と効率化の道が閉ざされ

てしまう。分野横断的に知識と技術を統合し、メンテナンス技術として体系化することが必要

である。 
 

③  メンテナンスデータの活用 
メンテナンスは、個々の製品・設備が使用される場で日々行われている。しかも、それらはそ

れぞれ異なった運転条件、環境条件で使用される。その結果、膨大なメンテナンスデータが日々

発生している。これらのデータを適切に収集し、分析し、解析活用することで、活動の改善を比

較的早いサイクルで実施できることは、メンテナンスの1つの特徴のはずである。 
しかし、実際にはメンテナンスデータを蓄積はしているが、それらを有効に活用していない

ということが多い。それは、いざ使おうとすると、目的に即したデータになっていないことが

多いからである。最初に活用の方法を決めないでメンテナンスデータを収集するために、必要

な項目が抜けていたり、分類が粗すぎたり、記録の仕方が不統一だったりするのである。 
膨大な量のメンテナンスデータが潜在的には利用可能なのであるから、前項で述べたように、

分野や対象設備の違いを超えてそれらをうまく統合することで、メンテナンス知識の蓄積と活

用が可能になるはずである。 
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④  ICTの活用 
ライフサイクルを通じた一貫したメンテナンス管理のためには、製品・設備の設計、製造、

使用、EOL（End Of Life）の各段階で多くの解析、評価を行っていく必要がある。これらを効

率的に実施していくには、コンピュータによる支援環境の整備が必要である。 
製品開発プロセスヘのコンピュータ利用は1990年代に急速に進み、デジタルプロセスや仮想

生産といったキーワードが盛んに使われるようになった。 
製品開発プロセスにおいては、開発リードタイムの短縮、開発コスト削減といった要求を、

品質を落とすことなく（あるいは、かえって品質を向上させながら）達成するために、従来下

流で行われていた種々の評価を、開発工程のより上流で行えるようにすることが求められてい

る。しかし、そのようなことをすると、設計への負荷が増大する。それをコンピュータ支援、

すなわちデジタル化によって解決してきた。 
一方、メンテナンスにおいてもライフサイクルを通じたデータ管理や種々の解析の実施には、

膨大な作業量が必要となる。しかし、それだから不可能とするのではなく、それをITの積極活

用により可能にしていくことが重要である。 
 

4.1.2 ライフサイクルを通じた一貫したメンテナンス管理の実現 

4.1.2では、循環型社会形成において現状のメンテナンスに求められる課題に対応するためのラ

イフサイクルメンテナンス技術について述べる6)。さらに最近注目されている運転とメンテナン

スの統合についても触れる。 
 

 ライフサイクルメンテナンスのフレームワーク 
メンテナンス活動は、設備が要求機能を満足した

状態で運転を続けられるように、設備の状態を管理

するためのものである。そしてそのためには、まず

どのような問題が設備に発生する可能性があるかを

予測する必要がある。それは、問題がわからなけれ

ば対策を検討することができないからである。図

4.1.5に示すように、まず発生する可能性のある劣

化・故障を想定し、その対応策を計画し、それを実

行・評価し、その結果を次のサイクルに反映させる

という管理ループを回すことが重要である。 
ここでの計画とは、具体的には予想される劣化・故障の対応方法として、どのようなメンテナン

ス方式を設定すべきかを決めることである。たとえば、事後保全にするのか、予防保全を適用する

のか、予防保全を行うとしても定期的な交換をするのか、あるいは定期的に検査を行ってその結果

に基づいて処置を施すのか、定期的といってもどのような周期なのか、検査の方法はどうするのか

などを決めることである。このような計画を、メンテナンス作業の計画と区別して基本メンテナン

ス計画と呼ぶ。 
基本メンテナンス計画を軸として、ライフサイクルを通じたメンテナンス管理を行うためのフレ

図4.1.5 ライフサイクルメンテナンスの
あり方 
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ームワークを示したのが図4.1.6である。この図には、基本メンテナンス計画を中心として3つの管

理ループが示されている。 
もっとも内側のループ（図4.1.6の①の矢印）が、使用段階におけるメンテナンス作業実施のため

のループである。ここでは、基本メンテナンス計画で選択されたメンテナンス方式に基づいて検査、

監視、診断、処置などのメンテナンス作業計画が立案され実施される。 
メンテナンス作業の結果は、基本メンテナンス計画時に想定された状況（劣化の進行や故障の発

生形態など）に照らして評価される。結果が想定した状況の範囲内であれば、そのまま次のメンテ

ナンス作業計画に移り、作業の実施・評価が繰り返される。 
評価の結果、想定された劣化・故障の発生状況と実際が異なっていて、選択されたメンテナンス

方式が妥当でないと認められたり、想定外の劣化・故障が発生しているなどの問題がある場合には、

基本メンテナンス計画に戻る。たとえばフィルターの定期交換で、フィルターがほとんど汚れてい

ないというような場合は、劣化速度の見積りが適切でなかったということで、周期の見直しのため

に基本保全計画に戻ることになる。すなわち、使用段階で得られたデータを考慮してメンテナンス

方式の見直し・改訂を行い、再びメンテナンス作業実施のループに戻ることになる。これが、メン

テナンス管理の第2のループ（図4.1.6の②の矢印）である。 
一方、基本メンテナンス計画の中で、改良保全が適当と判断された場合には、左側の開発段階に

戻って設備改良が行われる。たとえば、予想外の軸の折損事故が発生したのに対して、強度計算を

やり直してみたら設計に問題があって、改良が必要なことがわかったというような場合である。こ

れがメンテナンス管理の第3のループ（図4.1.6の③の矢印）になる。 
ライフサイクルを考慮したメンテナンス管理において重要な点として、ライフサイクル全体を通

した一貫した管理ということと同時に、変化への対応がある。設備は、運用中も常に同じ状態に置

かれているわけではない。 
設備年齢の増加に伴う変化だけでなく、運転条件、環境条件、あるいは設備改良による変化もあ

る。とくに最近は、製品ライフサイクルの短期化により変化が激しくなる傾向にある。このような

変化に対応して、常に設備が十分に

能力を発揮できるようにするため

には、メンテナンス管理の方法も柔

軟に変化できるようにしておく必

要がある。 
図4.1.6で示したフレームワーク

に基づいてメンテナンス管理を行

うことにより、これらの変化へ柔軟

に対応しながら、設備の維持・改善

を行うというライフサイクルメン

テナンスの目標が達成される。 
 
 

 

図4.1.6 ライフサイクルメンテナンスのフレームワーク
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 基本メンテナンス計画手法 
a）メンテナンス方式の分類 

メンテナンス方式の分類に関しては、JIS Z 
8115信頼性用語において、図4.1.7に示す分類が保

全の管理上の分類として示されている。ここでは、

保全を予防保全と事後保全に大別し、予防保全を

さらに時間計画保全と状態監視保全に分類してい

る。これらは通常、時間基準保全（TBM）および

状態基準保全（CBM）とも呼ばれている。また事後保全は、最初から事後保全を行うと定めて

実施する通常事後保全と、本来は予防保全のはずなのに故障してしまったときに緊急に実施す

る緊急事後保全とに分けられる。ただし、緊急事後保全は本来行われるべきメンテナンス作業

ではないので、メンテナンス方式とは言えない。 
JISの分類は広く知られているが、分類の基準が明確に示されていないために、しばしば混

乱する場合がある。たとえば装置産業などにおいて広く行われる定期点検は、通常時間基準保

全と状態基準保全の両方を含んでいる。なぜなら、時間基準保全は一定の時間がきたら処置を

行う保全方式であって、定期的に設備を検査して、その状態に応じて処置を施すというのは状

態基準保全だからである。 
そこで、ここではより明確にメンテナンス方式を分類するために、図4.1.8に示す処置基準、

タイミング・周期、処置方法の3つの分類軸を用いる。処置の基準とは、処置を何に基づいて

施すかによる分類である。タイミング・周期は、時間基準の場合は処置を行う時点を、状態基

準の場合は検査／診断を行う時点を規定する。また、処置方法は、実施する処置の内容を指定

する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.1.8 メンテナンス方式の分類 

 
b）メンテナンス方式の決定要因 

基本メンテナンス計画では、想定される劣化・故障モードごとに、前節で分類したメンテナ

ンス方式の中から適切な方式を決定する。この際、技術的要因と管理的要因を評価する必要が

ある。技術的評価は、技術的に意味のあるメンテナンス方式を選択するために行われる。一方、

図4.1.7 保全管理上の分類（JIS Z 8115）
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管理的評価は、メンテナンス実施のための予算や人員などの資源を、メンテナンス活動全体と

してもっとも効果が上がるように配分するために行われる。 
なお、メンテナンス計画手法としてよく知られているRCMでも、基本的には管理的評価と技

術的評価の組合わせでメンテナンス方式を選択している。また、最近注目を集めているリスク

ベースメンテナンス（RBM）は、管理的評価を劣化・故障のリスクに基づいて行う手法である。 
 

① 技術的評価 
メンテナンスの主な目的は、要素の劣化に

よって生じる故障に対処することなので、そ

の方式は劣化・故障の特性に依存する。劣化・

故障の特性といっても種々の側面があるが、

メンテナンス方式決定の観点からもっとも重

要なのは、図4.1.9に示す劣化・故障の進展パ

ターンである。 
図の縦軸は劣化・故障状態を把握するため

の観測状態量を示し、横軸は時間を表している。設備の状態は、正常期、兆候期、故障の3
つに分けられる。兆候期は、状態変化が検出限界を超えて劣化の進行が確認された時点から、

要求機能によって決まる機能限界を超えて故障状態に至るまでの期間を示す。 
劣化・故障の進展パターンは、劣化故障の予測性と、劣化・故障の進展速度から特徴づけ

ることができる。前者は劣化・故障が顕在化する時点tDをどの程度の確度で予測できるかと

いうことであり、後者は劣化・故障の兆候が顕在化した後、どの程度の速度でそれが進行す

るか（兆候期の長さτDに対応）を意味している。 
それぞれの項目を、たとえば2値で表すと、劣化・故障の進展パターンを図4.1.10に示すよ

うな4種に分類でき、それぞれに対して技術的に意味のあるメンテナンス方式が決まる。劣

化・故障の予測性がなく、偶発的に発生するのであれば、時間基準保全は技術的に意味がな

い。また、劣化・故障が突発的に発生、進行するものは、たとえ兆候を検知しても処置の余

裕がないので、状態基準保全は適応できない。 
ただし、劣化が漸進的に進行することがわかっていても、それを観測する実用的な診断技

術がなければ、突発的な故障として扱わざる

を得ず、状態基準保全を適用することはでき

ない。また、処置方法の選択においても、そ

の技術的な有効性を評価する必要がある。 
このように技術的評価では、予想される劣

化・故障の特性と、それらに対して適用でき

るメンテナンス技術の有無とその効果が主

な決定要因となる。 

図4.1.9 劣化・故障の進展パターン 

図4.1.10 劣化パターンの分類と適応可
能な保全方式 



－29－ 

② 管理的評価 
技術的評価によって、技術的に妥当性のあ

る保全方式を絞り込むことができるが、その

中でどの保全方式を選択するかは、管理的要

因を考慮して決定する。すなわち、管理的評

価では限られた予算や人員を、メンテナンス

活動全体としてもっとも効果が上がるよう

に配分するために、保全対象の優先度づけを

行う。このために考慮する要因としては、劣化・故障の影響度と発生可能性、および設備管

理特性があげられる。 
劣化・故障の影響度とは、劣化の結果として引き起こされる機能低下や故障による損失の

程度を意味する。影響にはさまざまな種類と範囲が考えられるので、適切な影響項目を選択

して評価する必要がある。 
図4.1.11は、生産設備を念頭においた影響項目の選択の枠組みを示すものである。影響対

象として、人、製品、設備、環境、すなわち3M＋環境を、影響の種類として、品質／安全、

コスト、時間、すなわちQ、C、Dの視点をとり、それらの組合わせから影響項目を抽出する

ようになっている。影響度は個々の項目ごとの評価を総合することで算出することになる。 
2番目の管理的要因である劣化・故障の発生可能性は、影響度に掛け合わせることで損失

の期待値、すなわち劣化・故障のリスクを見積もるために評価する。 
管理的要因の3番目の設備管理特性に関しては、一般に代替設備の有無、予備品の有無、

設備価格、運用経験の有無や程度などが評価される。これらは、原理的には影響度評価項目

の中に入れることも可能であるが、通常考慮すべき管理的要因として別に整理しておくとよ

い。 
 
c）基本メンテナンス計画の手順 

前項で述べたように、基本メンテナンス計画で

は、技術的要因の評価と管理的要因の評価を統合

してメンテナンス方式の選択を行う。図4.1.12に
その計画手順を示す。まず、メンテナンス計画の

対象となる設備を特定し、その構造、機能、運転

条件、使用環境などに関する資料を用意する。 
次にこれらに基づき、設備の構造と機能の展開

を行う。構造展開では、設備を構成する要素とそ

の属性を調べる。これは、設備に生じる可能性の

ある劣化現象を推定する劣化予測の基礎となる。

機能展開では、要素間の機能的関係を解析する。

これは、劣化がどのような設備の故障を引き起こ

すのかを推定する故障影響解析のために必要な

図4.1.11 影響項目の整理 

図4.1.12 メンテナンス方式の選択手順



－30－ 

ステップである。 
構造・機能展開の結果に基づき、劣化解析と故障影響解析を行う。劣化解析では、構造展開

で明らかとなった設備構成要素の形状、材質などの属性と他の要素との接続関係に基づき、運

転、環境条件に依存して要素に加わるストレスが引き起こす可能性のある劣化モードとその進

行形態を示す劣化進展パターンを推定する。 
メンテナンス方式は、劣化解析で列挙される劣化モードごとに選択される。ここで列挙され

ない劣化モードはメンテナンスの対象とならないので、発生可能性のある劣化モードを網羅的

にあげておくことが重要である。 
故障影響解析では、劣化解析で列挙された劣化モードごとに、それが設備のどのような機能

故障を引き起こすかを解析する。この解析は、機能展開で得られた機能関係をもとに行うこと

ができる。 
また、設備の構造は、たとえば「部品－ブロック－ユニット－設備」といったように階層的

にとらえることができる。多くの場合、それは機能の階層構造にも対応しているので、故障影

響解析においても、下位階層の故障から上位階層の故障に向かって故障現象を特定する。さら

に、各階層で故障現象をとらえるための状態量を特定し、起点となっている劣化モードの進展

パターンと機能関係から、その状態量の変化パターンを求める。 
このようにして求めた進展パターンに基づいて、前述のように技術的に見て妥当なメンテナ

ンス方式を選択する。さらにこれらの中から、最適なメンテナンス方式を選択するために管理

的評価を行う。このためのステップが影響度評価、発生可能性評価および設備管理上の特性評

価である。 
最後に、技術的評価と管理的評価を統合して、個々の劣化モードごとに処置基準、タイミン

グ・周期、処置方法の3項目からメンテナンス方式を決定する。 
なお、劣化モードごとに選択されたメンテナンス方式に基づいて、実施するメンテナンス作

業を計画する際には、メンテナンス対象部位や作業の類似性に基づき、周期やタイミングを調

整して、まとめて作業を実施することで能率向上を図ることが必要である。 
 

 メンテナンスデータ管理 
a）メンテナンスデータ管理の課題 

いかに設計段階で対策を講じようとも、あるいは運用段階で予防保全を徹底しようとも、劣

化・故障の発生をゼロにすることはできない。 
ただし、これらの劣化・故障の発生状況を記録・蓄積し、図4.1.13で示すようにそれらのデ

ータをライフサイクルの種々の段階にフィードバックし、活用できるようにするすることで、

設備の信頼性向上、運転・メンテナンスの効率改善が図れる。 
現在では、多くの企業でこのようなデータの収集、蓄積、活用の重要性が認識され、メンテ

ナンスデータ管理、MPデータ管理、不具合データ管理などと呼ばれる活動が行われている。

また、コンピュータやネットワーク技術を利用したデータ管理のシステム化も進んできている。 
しかし、実際のデータの収集、活用状況を見ると、それらが必ずしも有効に機能していない

ことがわかる。これは、データの具体的活用方法を明確にしないまま、収集方法やデータのフ



－31－ 

ォーマットだけを決めてしまっていることに原因があると思われる。そのため、いざデータを

利用しようとすると、必要なデータ項目がそろっていなかったり、記述内容があいまいで信頼

性を欠いたりといった問題が発生しがちである。 
それでは、劣化・故障データの活用の場面としてはどのようなものがあり、それにはどのよ

うなデータ表現が必要となるのであろうか。この問題を考える前提として、次項でまず劣化・

故障の因果関係のとらえ方を整理しておく。 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.1.13 予測データフィードフォワードと実績データのフィードバック 
の連携に基づく設備ライフサイクルデータ管理 

 
b）劣化・故障の因果関係の把握 

劣化・故障の因果関係において重要なことは、それが一対の原因と結果で表現されるわけで

はなく、因果の連鎖となっている点である。 
このような因果連鎖は種々の視点から把握できる。以下に3つの例を示す。 

 
① 劣化・故障メカニズムによる因果関係の把握 

劣化や故障の因果関係は、それらを生起する要因とメカニズムの連鎖として表現される。

メカニズムは、劣化メカニズムと故障メカニズムに大別される。劣化メカニズムは、ストレ

スを要因としてアイテムに劣化が生じ、その属性が変化することを表現している。 
一方、故障メカニズムは、劣化やその他の要因がアイテムの挙動の変化を引き起こし、つ

いには故障を発生させることを表現しており、挙動変化メカニズムということもできる。こ

れらにより、劣化による挙動の変化が故障、あるいは別の劣化の要因(ストレス)を生むとい

った関係を示すことができる。 
一例として、ベルトとプーリーからなる運動伝達機構における劣化・故障メカニズムを図

4.1.14に示す。ベルトの伸びは、ベルトにかかる張力というストレスが引き起す劣化メカニ

ズムによるものであり、その結果として張力低下が生じる。ベルトの張力低下は、ベルトに

よるプーリーの駆動という挙動メカニズムにおいて、抗力の減少に伴う摩擦駆動力低下によ
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るベルトのすべりと、プーリーの回転数の

減少を引き起こす。さらにベルトのすべり

はベルトの摩耗という劣化メカニズムによ

りベルトの摩擦係数低下を引き起こし、プ

ーリーの回転数をさらに落とす結果になる。 
 

② 機能関係よる因果関係の把握 
劣化・故障メカニズムによる因果関係の把握が現象面で因果関係をとらえるのに対して、

機能関係による因果関係の把握は、設備を構成するアイテム間の機能的なつながりに着目し

たものである。すなわち、アイテム間の運動、電力、信号などの伝達に着目してアイテム間

の機能関係を表現することで、劣化や故障の設備構造内での影響伝播という観点からの因果

関係の把握が可能である。 
 

③ 設備階層間での因果関係の把握 
もう1つの因果関係のとらえ方は、設備階層に対応させて因果関係をとらえるものである。

これは、「設備の故障の原因が、あるユニットの故障であり、その原因はある部品の劣化であ

る」というように、全体から部分に向かって、故障の原因を絞り込んでいく際の因果関係の

理解である。 
 

c）メンテナンスデータの活用場面 
前項で示したように、劣化・故障の因果関係の把握には種々の視点があり得る。したがって、

劣化・故障データを収集するといっても、どのような視点から劣化・故障の因果関係を記述す

るのかが問題となる。これに対しては、まず劣化・故障データの活用の場面を想定し、それに

適した因果関係の把握ができるように、表現方法を検討する必要がある。そこで以下では、代

表的な劣化・故障データの活用の場面と、そこに適した因果関係の記述を検討してみる。 
 

① 設計改良 
劣化・故障が起きにくい設備にするための設計上の改良に、劣化・故障データを活用する

場合である。このような設計はMP（Maintenance Prevention）設計と呼ばれ、そのために

運用中に集められるデータはMP情報とも呼ばれる。 
劣化・故障データを設計段階へフィードバックするためには、劣化・故障の生起と設備特

性との関係を明確にしておく必要がある。この目的には、要因と劣化の関係に着目した劣化・

故障メカニズムによる表現が適している。この際、劣化メカニズムの要因を、材質、はめ合

いといった設備構成要素の属性や接続属性のレベルまで詳細化しておくことが、設計での対

応を検討する上で必要である。 
 

② メンテナンス計画 
前述したように、メンテナンス計画では故障の起点となる劣化予測が重要である。このた

図4.1.14 劣化・故障メカニズムによる因
果関係の表現 
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めには、劣化・故障メカニズムによる表現が適している。劣化・故障データをメンテナンス

計画に活用するためには、故障の原因となった劣化メカニズムとその要因を、特定の設備に

おける事例としてだけではなく、一般性のある劣化知識として把握しておく必要がある。こ

のためには、同様の劣化を引き起こした事例から共通の要因を抽出し、他設備あるいは他部

位への水平展開を可能にする必要がある。 
また、メンテナンス計画においては、影響度評価も必要となる。このためには、アイテム

の劣化が設備の機能に影響伝播していく過程を調べる必要があり、機能関係の表現をもとに

した因果関係の記述も必要となる。 
 

③ 診断 
故障診断に劣化・故障データを活用するためには、観測された現象と処置対象となったア

イテムの劣化・故障との関係が明確になっている必要がある。 
診断においては、観測される故障現象から、原因となっている個所を特定することが先決

である。処置対象アイテムさえ特定できれば、たとえ故障の原因となっている劣化メカニズ

ムが把握できなくても、処置を行うことができるからである。この意味で、診断に対しては

設備階層間の因果関係の記述が有用である。 
 

④ 寿命分布の推定 
同様の設備が数多く使用されていたり、同様の部品が数多く使用されていて、比較的多く

の劣化・故障データが得られる場合は、累積ハザード法などの手法を用いて故障分布を求め

ることができ、寿命の推定やリスク計算の際の発生確率の評価などに利用できる。 
劣化・故障データから統計解析を行うためには、対象とする劣化・故障モードの分類があ

らかじめ適切に行われていること、処置内容により、劣化・故障モードを生じるアイテムの

更新の有無（新品状態に戻したかどうか）を的確に判断できるようにしておくことなどの注

意が必要である。 
 

 運転とメンテナンスの統合 
本稿では、これまで主としてライフサイクルの視点からのメンテナンス活動の統合を議論して

きた。これに対して、最近注目されているもう1つの視点がある。それは、運転とメンテナンス

（Operation and Maintenance：O&Mと略称されることが多い）の統合である。これまではメン

テナンスは閉じたシステムとして扱われ、評価も保全費や故障数など、メンテナンス活動に直結

する指標によって行われていた。 
これに対して、最近注目を集めているアセットマネジメントにおいては、対象設備でどれだけ

の収益を上げたか、すなわち、ROA（Return On Asset）が最終的な評価指標となる。このよう

な見方からは、運転とメンテナンスは別ものではなく、O&Mとして総合的に考えることが必要と

なる。 
たとえば経営的に見たときには、設備状態を維持するために運転を止めてメンテナンスを行う

べきか、設備状態の低下に応じて運転条件を緩和してでも次回の定期点検まで運転を継続するべ
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きか、というような判断が必要になるからである。なお、後者の場合のように、設備の状態に応

じた運転をすることを、CBO（Condition Based Operation）と呼んでいる。 
O&M統合に関しては、ISO/TC184/SC5/WG7でその基本アクティビティモデルの検討を行って

いる。図4.1.15は、その中で示されている参照モデルである7)。上下は生産システムの制御階層を

示しており、左列が運転、右列がメンテナンスで、中央列がそれらの統合のためのアクティビテ

ィを示している。 
今後、ライフサイクル設計・管理の中でのメンテナンスの位置づけを確立していくためには、

本稿で述べたような技術体系の確立とともに、メンテナンスの効果をライフサイクルの視点から

適切に評価する指標体系の構築が必要である。このような評価は、新しいメンテナンス・ビジネ

スモデルの開発にもつながると考えられ、それがまたメンテナンス技術分野の活性化を促すこと

が期待される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.1.15 ISO/TC184/SC5/WG7のO&M統合モデル 

 
 

引用・参考文献 

1)  2005年版ものづくり白書、経済産業省 
2)  平成14年度国土交通白書 
3)  吉川弘之、IM研究会編著：「逆工場」、日刊工業新聞社（1999） 
4)  L.D.DeSimone, F.Popoff 著、山本良一訳：「エコ・エフィシエンシーヘの挑戦」、日科技連

出版社（1998） 
5)  木村好次他：「経営のための保全学」、pp.16-18、日本プラントメンテナンス協会（2006） 
6)  高田祥三：「ライフサイクルメンテナンス」、JIPMソリューション（2006） 
7)  Industrial automation systems and integration-Diagnostics, capability assessment, and 

maintenance applications integration-Part 1：Overview and general requirements, 



－35－ 

ISO/TC184/SC5/WG7、Working Draft, 09/2006 
 
 
（出典：本節は社団法人日本プラントメンテナンス協会「プラントエンジニア」，

Vol138,No11,2006に掲載された「特集 メンテナンスの新潮流」の内容を許可を得て

転載した。） 
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4.2 今後の機械メンテナンス分野の教育と人材育成 

 

4.2.1 背景 

我が国の産業においては、長期化している不況の中で、プラント設備の新設は頭打ちの状態と

なり、老朽化設備の多くが様々な延命策によって今日も現役で稼動して、生産を支えている。そ

れにもかかわらず、国際競争力が急速に失われてきているという現実があり、あらゆる経費の削

減なくしては産業基盤の存続が困難な状況となっているi)。特に、生産活動に直結しない設備メン

テナンスの経費は、厳しい削減の対象とされている。老朽化設備の寿命延伸には適切なメンテナ

ンスの実行が不可欠である。一方、設備の長期連続運転は生産効率を上昇させるだけでなく、メ

ンテナンスの経費削減をもたらす。したがって、メンテナンスのあり方には必然的に科学的合理

性と経済性の両方が求められる。さらに、メンテナンスの科学的合理性と経済性は、産業の安全

確保に対する社会的責任を果たすものでなければならない。 
このような状況のもとで、リスクベース工学の重要性が高まっているii)。リスクベース工学で

は、白か黒かの決定論的な判断を行うのではなく、破損確率と影響度の積で定義されるリスクを

評価することにより、重要度を判断し意思決定に結び付けていく。このようにリスク評価の結果

に基づいて次回の検査計画を策定し、合理化していく考え方をリスクベース検査（RBI）と呼ぶ。

RBIの必要性は特に、石油精製、化学プラントの分野で早くから認識され、部分的な導入が進ん

でいる。今日、規制緩和に伴う自主保安の拡大とともに、よりメンテナンスにおける保安活動の

透明性、公開性が強く求められるようになってきており、RBIの必要性あらゆる産業に拡大しつ

つある。このようなRBIの背景となるリスクベース工学の導入は、欧米と比較してわが国は遅れ

をとっているように見受けられる。その原因の一つに人材育成の遅れがある。つまり、これまで

のわが国の基本的考え方は確定論的取り扱いであり、ことさらに確率論が前面に出ることは無か

った。しかし、上述のような背景のもとにリスクベース工学の必要性が高まると、確率論的取り

扱いは不可避となる。確率論的取り扱いの素養のある人材を育てることは一日にしてできること

ではなく、これまで長期に渡ってこのような活動が組織的に行われてこなかったことのつけが、

いま表面化しているように思われる。このような問題意識のもとに、東京大学を機関研究組織と

して産業界とともに、教育プログラムを開発する経済産業省・製造中核人材育成事業が平成17～
19年度の3年間に実施された。本稿ではこの活動概要と今後の展開について概要を説明したい。 

 
4.2.2 保全にかかわる近年の動向 

 維持規格の導入 
近年の保全にかかわる考え方で大きな分岐点となったのが、原子力分野での維持規格（日本機

械学会、2000）の導入である。それ以前は、供用段階での健全性維持の考え方は設計規格に基づ

いており、検査時に検出された欠陥に対しては、基本的には「補修／取替え」しか選択肢がなか

った。現実には、あらゆる構造物は時間の経過とともに経年劣化するのであり、検出されたあら

ゆる欠陥に対してこのような処置をしていたのでは、運用上は極めて不合理なことが要求される

ことになり、投入できる資源が限られていることを考えると、かえって安全性を損ねることにも

なりかねない。維持規格では、検査時に検出された欠陥は、破壊力学などによる評価が行われ、
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その結果に基づいて「補修／取替え」を行うべきか否かが判断される。「補修／取替え」が不要と

判断された場合には、次回の定期検査時へと対応を先送りできることになり、計画的な保全が実

現できるので、結果として稼働率の向上にもつながるというメリットがある。 

このように、維持規格の導入によって供用段階の健全性維持は大幅に合理化されたが、それで

も維持規格の運用経験の長い欧米では維持規格のみでは不合理な側面が残ることが経験されてい

る。つまり、検査時には維持規格で規定されていない部位からの損傷報告が多く、規定されてい

る部位についてはほとんど損傷報告がないという状態が発生する。つまり、検査プログラムと検

出される損傷状況との乖離が顕著になって来るのである。一般にわが国では、このような場合に

逐次検査項目を規定に追加していくようなことが行われるが、このようなことを継続していけば

やがては、全範囲の高頻度検査、という現実離れした状況になることは明らかで、行き詰ること

となってしまうのである。つまり、たとえ維持規格を導入したとしても、画一的に実施するよう

な方式では限界があり、検査結果に基づいて、評価を行い、その結果によって検査プログラムを

柔軟に変更するような仕組みが必要となるのである。このような方式のために有望な手法が、リ

スクベース検査(RBI)である。 

 

 リスクベース検査とは 

図4.2.1にリスクベース検査(RBI)の標準的な手順を示す。図中のリスク評価の部分に示される

ように、リスクは破損による影響度(COF)と損傷発生確率(LOF)の両者を考慮することにより評

価される。損傷発生確率のデータを得るためには、大別すると1．信頼性理論の活用による評価、

2．損傷データベースの活用による評価がある。信頼性理論は、汎用性はあるものの、高度の信

頼性理論の理解が求められる。一方、損傷データベースによる方法は、直接に各機器の情報を与

えるとともに、特別な処理を必要とすることなく簡易に利用できるという利点がある。ただし、

損傷データベース構築に当たっては種々の課題を解決しなければならない。このように、メンテ

ナンスの手順を、画一的に行うのではなく、リスク評価した上で、最も検査が必要な部位を特定

した上で検査の優先付けを行うところに特徴がある。この結果、投入できる資源が限られていた

としても、無駄な検査は排除し、本当に必要な部分に集中できるという利点がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.2.1 リスクベース検査の手順 

 

データと情報
の収集
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4.2.3 人材育成上の課題 

 産業保安分野における人材育成の必要性 
RBIの導入によって、画一的メンテナンスの弊害の多くが改善されることが期待される一方で、

RBIの実施に当たっては、事業者側にリスク評価、リスクマネジメントを実施する技術力が求め

られることになる。このためには、このような能力をもつ人材を育てることが極めて重要である。

その一方で、国際的な競争激化の中で、企業にとってメンテナンスは裏方業務としての認識が支

配的であり、ここにかけるコストは一定もしくは減少傾向であって、人材確保を困難にする状況

を加速している。従って、保全分野にたずさわる絶対的な人数が減少していることにつながって

いる。これは「2007年問題」に示されるように、保全分野においても、必要とされる人材は減少

しており、あと10年もすれば、保守保全に必要な人材を確保できない恐れすらある。 

一方で、電力やガス、大型プラントなどの設備のメンテナンスにあたっては、このような人材

不足とコスト削減を背景として、外注化が進んでおり、設備に対するノウハウや目的自体が分か

らず、メンテナンスに対する目的意識が欠如してしまっていることが指摘されている。アウトソ

ーシングの流れは、コスト的な面からも大きく変えることは難しいため、関連会社を含め、全体

を効率的にマネジメントする能力が保全現場においては求められている。 

このような絶対的な人材の不足は、一方で、技術の伝承を困難にすることも懸念される。特に

プラントや大型生産設備については、海外での建造が中心であり、保全を体験する現場自体が減

少してしまっている。メンテナンスにおいてはOJTによる経験が重要であることを考えると、そ

れを会得するための現場が減少することは、十分なメンテナンス能力を持った人材育成ができな

いことを意味する。 

これに対応するために、多くの企業では社内で蓄積した知識やノウハウをデータベース化し、

熟練者が蓄積していた情報を会社全体で共有化する動きを見せている。しかし、システム上でこ

れらの知識が共有化されていたとしても、技術者がその知識やノウハウを実際の現場で応用でき

なければ、単なる“情報”にすぎず、データベースは本当の意味で機能しているとは言えない。

熟練技術者の知識やノウハウが、過去の失敗事例に基づいていることを考えると、経験する場が

少なく、失敗も許されない若手技術者にとって、熟練技術者からの技術・技能伝承は比較的困難

であると言える。 

また年齢別の人員構成からの懸念もある。担当者の間で、親と子ほどの年齢差があると、コミ

ュニケーションも十分に成立せず、単に情報の受け渡しが行われるだけに終わることが指摘され

ている。 

 

 規制への対応 

強制の保安検査が縮小され、任意の定期自主検査が拡大する傾向にあっては、保全・メンテナ

ンスも競争の時代に入ってきたと言える。優れた保全・メンテナンスを効率的に実施する企業が

今後生き残ると考えられ、そのためにも優れた保全・メンテナンス技術者の確保が必要不可欠と

なっている。 

規制という観点から考えると、今後わが国での安全規制がリスクベースに進むにあたって、こ

れまでの決定論的扱いから確率論的取り扱いが求められる。また規格や制度のグローバルスタン
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ダード化に伴い、リスクマネジメントに対応できなければ国際競争力を失うという危惧がある。

つまり、国際的な商取引にも影響を及ぼすことが懸念されている。プラントや大型生産構造物に

ついては、リスク的取り扱いのグローバルスタンダードに対応できる能力が必要になる。メンテ

ナンスや保全といった分野では、専門性よりも、実際に生じた、もしくは生じている現象から、

どのようなリスクが想定されるのか、幅広い視点から分析し、想像する能力である。このような

ことを実施するだけの人材確保が全く間に合っていない状況にある。 

 

 安全文化の醸成 

工学上の技術としてみたとき、リスクベース工学は、それほど特殊の技術を要求するわけでも

なく、一見容易に実現できるようにも見える。それにもかかわらず、我が国ではなかなか定着し

ない、という現実がある。旧来型の決定論的規格に基づく規制方式にも捨てがたい良さがある。

学識経験者により策定された規格は、国により策定され、事業者側はこの規格の遵守により、安

全の確認ができる。規制側としても、規格への適合により容易に監査が実現できる。ところが、

このような管理方式は、事業者の実態と合わなくなったときに、不合理な管理方式を形式的に継

続しなければならなくなる。また、最新技術が開発されれば、本来管理方式も迅速に合理化され

るべきところ、なかなか柔軟に対応できない、などの問題を生ずる。欧米では、このような不合

理を改善することこそが、真の安全に結びつくことであり、また結果として企業競争力にも結び

つくことであることを理解しているからこそ、リスクベース工学が広く普及しているものと思わ

れる。リスクベース工学は、既述の通りに、誰かが決めた方式に従っていればよいというのでは

なく、自らが評価し、判断して意思決定することが求められる。その見返りとして、現場技術者

が、保全面での安全を実感として感ずることができるのである。そのためには、事業者自身に高

いレベルの評価能力が求められる。そして、その結果として起きることには自らが責任を持つこ

とが前提である。一方、規制する側は、これまでのような白か黒かというような監査方式では対

応できないので、規制する側も評価するための努力が求められることになろう。これは、単なる

技術の導入、ということを越えて安全文化の考え方を、大きく変えるものであると考えられる。 

 

 産学連携製造中核人材育成事業 

このような状況を踏まえ、東京大学大学院・工学系研究科機械工学専攻と、高圧力技術協会

(HPI)、民間企業6社の協力のもとに、経済産業省産学連携製造中核人材育成事業「機械構造物の

リスクマネジメント能力を持った保全技術者の育成」が平成17年度より開始された。この事業の

ねらいは、大学と産業界が協力することにより、リスクマネジメント能力を持った技術者の育成

を効率よく行うための教育プログラムを開発することである。図4.2.2に開発する座学講義と実践

演習講義、およびその相互の結びつきを示す。「リスクベース工学」などの学術的基盤とともに、

実際の「産業事故」にかかわる講義が含まれるなど、産学の連携によって効果的に教育プログラ

ムが開発されている。その一方で、「リスク低減マネジメント演習」では、企業内において最新の

非破壊検査法を演習により習得し、「CAE演習」では、大学の協力のもとに有限要素法演習を、

「リスクアセスメント演習」では、産業界の実務経験者の指導のもとに、サンプルプラントに対

するリスクアセスメント演習を簡易ソフトを用いて実施する。本事業の終了後には、自立化した
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上で開発教材を生かしていくことが考えられており、次に述べるリスクマネージャーの資格認証

の制度と連動するように、教育プログラムを活用することが検討されている。 

 

 リスクマネージャーの資格認証制度 

欧米のRBIガイドラインの中には、エキスパートパネルに関して言及されているものが多い。

つまり、リスク評価の実施者には必ずエキスパートを含めることを求めている。リスク評価は、

単独の人物で実施することは困難である。リスク評価を実施する人に加えて、材料評価、運転員、

設計者、保全技術者などさまざまなエキスパートによりパネルが構成される。このようなパネル

を統括するのがリスクマネージャーであり、さまざまな領域のエキスパートから有用な情報を引

き出してリスク評価を実施することになる。リスクベース工学の導入を促進するためには、リス

クマネージャーの育成が重要であると考えられる。もし、リスクマネージャーを意識した資格試

験による認証制度があれば、リスク評価者の枠組みも明確になり、このような能力をもつ人材の

輩出につながることが期待される。HPIでは、平成12年度より圧力設備診断技術者の資格認定制

度(HPIS F 101 2000)を実施しているが、リスクマネージャーの資格制度をこれに続くものとし

て位置づけることが考えられている。現在、認証制度に向けて「設備等のリスクマネジメントに

関する認証基準(HPIS)」案が検討されており、HPIの中に認定委員会を設置することが計画され

ている。その際に、産学連携中核人材育成事業で開発された教育プログラムを、資格試験のため

の講習会等で教材として活用することが考えられる。図4.2.3には、リスクマネージャーの資格認

証のための教育プログラムの考え方を示す。このように、リスクマネージャーの望まれる教育項

目は、製造中核人材育成事業のみで全てカバーされるわけではないので、HPIの圧力設備診断技

術者資格認証におけるレベル2の一部も取り込む形で、構成される。さらに、リスクマネージャ

ーとしてはリスクコミュニケーションのような社会科学的素養も求められるが、この部分につい

ては横浜国立大学の安心・安全の科学研究教育センターに参画していただくことになっている。

図4.2.2 開発する座学講義と実践演習講義の関係 
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図4.2.4には、平成12～15年度の間に、圧力設備診断技術者の資格を取得した人数を各県ごとに示

している。この後、図4.2.5に示すように平成16、17年度の間に、資格取得者の数は増加している

が、その中でも特に目立つのは茨城県の20人という増加数である。この理由は、茨城県の「鹿島

経済特区」において、高圧ガス設備、製造装置において、自主検査の対象装置の拡大、開放検査

周期の拡大などが計画されていることが大きく影響しているものと思われる。この経済特区の活

動にあたっては、検査員に対してHPIの圧力設備診断技術者レベル1の資格またはこれと同等の資

格を、供用適正評価者にはHPIの圧力設備診断技術者レベル2の資格またはこれと同等の資格を要

求している。この事例からも明らかなように、RBIのような新たな試みを、実践するにあたって

は、リスクマネージャーの資格認証制度は極めて重要なものであると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.2.4 圧力設備診断技術者の資格取得取得者数(平成12～15年度) 

図4.2.3 認証制度に向けてのカリキュラム構成 
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4.2.4 まとめ 

リスクベース工学の導入が、あらゆる分野で進行している一方でそれを実施するための技術者

の人材育成が極めて重い課題であることを述べた。単に、リスクベース工学の技術の普及のみで

はなく、平行して人材育成の仕組みを作っていくことが重要である。大学と産業界および学協会

が連携をとりながら、解決の方策を考えていく必要がある。その中で、資格認証制度の確立は極

めて重要なことであり、今後の発展に期待したい。 

図4.2.5 圧力設備診断技術者の資格取得取得者数(平成16～17年度) 
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4.3 高度化技術・提言 

 

メンテナンスの高度化は、機械システムや要素部品の適正な運転・使用状態を維持、管理し保

守保全を容易にするだけでなく、省エネルギー、省資源（長寿命、リユース）をも可能にする。

さらに、メンテナンスの高度化は機械システムの改良保全（グレードアップ化：機械システムの

高効率化、最適な機器、部品の選定など）にも関連する。改良保全の考え方の導入は、これまで

の受動的な保守保全から能動的な保守保全へとメンテナンスの概念を拡張すると共に、日本がモ

ノづくりを行う上で地球環境負荷を低減させるための概念として今後、益々重要性が高まるもの

と考えられる。 
以下では、機械メンテナンス高度化に向けた動向、今後の課題について述べるとともに、メン

テナンスマネージメントシステムとしての標準化、社会的制度の構築、規制緩和などの提言につ

いても言及する。 
 

4.3.1 メンテナンスマネージメントシステム 

大量なストックとして保有する機械設備や施設のメンテナンスは従来の補修や改良ということ

ではなく、今後は、その資産価値を最大限に利用するというアセットマネージメントの考え方を

導入するのがよいものと思われる。これらの設備や施設は可能な限り長寿命化し、ライフサイク

ルコストを最小とする管理を行うことが重要であり、単年度のメンテナンスコストを削減すると

いうことのみを目標とするのではなく、企業レベルでみたメンテナンスの効果を設備･施設の資産

価値として評価する総合的なマネージメントシステムの導入が望まれる。 
 

 メンテナンスマネージメントシステムの考え方 
環境分野のISO14000を参考に考えると保全についてもこのようなISO化が必要である。その際

に必要なことは①これを実行するマネージメント体制が構築されていること、②メンテナンスの

ガイドライン（手順）が規定化されていること、③メンテナンス情報の活用がシステム的になさ

れていること、④人材の育成と技術の伝承が管理されていることなどであろう。 

 

a）メンテナンス・マネージメント体制 
経営トップを長とするメンテナンスマネージメント体制が確立し、各々の役割がきちんと機

能していることが必要である。 
 

b）メンテナンスのガイドライン 
基本概念としては、①これまでの定期検査・事後保全と状態検査・予防保全がシステム的に

実施されており、状態検査技術も整備されていること、②日常保全と中長期保全が確立され

PDCA（プラン･ドウー・チェック・アクション）がきちんと回るガイドライン（手順書）が整

備されていることが重要である。 
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c）メンテナンス情報活用システム 
メンテナンスにおいては過去の損傷事例データが非常に重要で、これらがきちんと保存され、

フィードバックしながら活用されていることが必要である。従来の紙ベース情報の保存、最近

は電子データで保存はされているが有効活用についてはまだできていないことが多い。 
発生時の損傷データは暗黙値であり、これを使用できるように形式値化して適切な活用先へ

フィードバックすることである。つまり、①損傷事例のデータを活用するために必要な項目を

付記してだすこと（表出化）、②その事例の活用先（設計・調達・建設・運転・保全等）と関連

付けること（連結化）、③活用先で使用できるような情報に加工すること（価値化）、ついで④

関連先へフィードバックし、且つデータの共有化をはかる（共同化）ことである。つまりこれ

はナレッジマネージメントシステムであり、これを図で表すと（図4.3.1メンテナンス情報活

用システム）となる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.1 メンテナンス情報活用システム 

（出展： エンジニアリング振興協会平成17年度報告書） 

 

d）人材育成と技術の伝承 
教育・訓練をシステム化（キャリア・パス化）すると共に技術の伝承方法について考慮する

ことが重要であり、欧米メジャー石油ではマネージメントシステムの中に組み込まれており、

3年ごとに再訓練を受ける等、実施されている。 
 

表出化：データを数値化・文書化する

ネット利用を想定した上で、データを活用できる
標準化された形で数値化・文書化して表出する。

例：装置データ、運転データ、故障データ、点検
・補修データなどの保全データの記録

連結化：データを活用できる情報に整理・体系化
する

表出化データの階層化、活用先との関連付けを行
い、活用できる情報に変換し、整理・体系化する。
例：データの階層化、活用先、タイミングの設定

価値化：活用情報を汎用化し高度化する

連結化された情報を更に加工・編集し、情報利用
先で活用できる汎用情報に高度化する。

例：高度保全、設計へのフィードバック、解析評
価、基準更新など

共同化：活用情報を展開し共有する

価値化された情報をネット展開することにより、
他者に伝え共有する。

例：業務ツールへの連結仕組み、データベース参
照時にリスクに気づく仕組みなど

高度保全計画

延命と改良使用

日常保全

<あるべき姿>

運転（設備使用） 廃棄新規設計建設
ﾘﾆｭｰｱﾙ設計工事

データ

日常保全ループ高度保全計画ループ設計ループ

設計・高度保全計画・日常保全の各ループで、
表出化・連結化・価値化・共同化のサイクルを回す。
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 メンテナンスの評価 
メンテナンス部門は事故等のトラブルがなくて当たり前、もしトラブルがなくてもメンテナン

ス費用が増えると経営陣から追及されるのが落ちで、製造部門や営業部門に比較してよい評価が

されることがなかった。これではますますメンテナンス部門を希望する人も減少するし、安全・

安心等非常に重要であるメンテナンスの処遇が適正に評価されているとはいいがたい。そこでメ

ンテナンスの評価について次のように提言をする。 

メンテナンスを評価する項目として《メンテナンス費用》、《生産性》《安全・安心》、《CSR》、

《メンテナンスマネージメント》が考えられる。 

【メンテナンス効果】＝《メンテナンス費用》＊《生産性》＊《安全・安心》 

＊《CSR》＊《メンテナンス・マネージメント》 

となる。この関係を図で表すと図4.3.1となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.1 メンテナンスの効果関連図 

 
a）メンテナンス効果 

メンテナンス効果はライフサイクル（長期）に渡って考えることが肝要、つまりLCC（ライ

フサイクル・コスト）最小というのが設備としてはベストの状態といえる。このためには、最

近の持続可能性社会への志向等も考慮すると設備の長寿命化とCSR（企業の社会貢献）による

企業価

値向上

収 益

向 上

メンテ

ナンス

ＣＳＲ 

安全･安心 生産性 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費用 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 

環境負荷低減 長寿命化 最小LCC 

企業価

値向上

収 益

向 上

メンテナ

ンス 

ＣＳＲ 

安全･安心 生産性 

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ費

ﾒﾝﾃﾅﾝｽ･ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ
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企業価値の向上は欠かせない要件となる。 
 

b）メンテナンス費用 
従来から保全費（メンテナンス費用）削減は事業所の大命題としてあり、人員削減等の対応

を実施、高度なメンテナンス技術の開発や導入等については二の足を踏んでいた。 
この結果として人材の問題、技術伝承の問題、高度技術の不在の問題等が発生している。 
これからは適正なメンテナンス投資をして、人材教育や診断技術（状態把握技術＝CBM）等

の拡充、結果としてLCCが最小となるようにすることが重要である。 
 

c）生産性 
生産性を上げて収益の向上を図ることは企業の重要な目的である。メンテナンスも収益性へ

の向上効果があるので、これまでのように製造部門のみの手柄ではなくてメンテナンス部門の

評価も適正に行うことが重要である。 

 
d）安心・安全 

メンテナンスの大きな目的の一つに事故防止＝安心・安全がある。この効果評価は難しい。

石油精製、石油化学系ではリスクベースメンテナンス（RBM）という手法があり、これは損傷

の起こりやすさ（縦軸）×被害の大きさ（横軸）の2軸で評価されている。これらプラントには

機械設備も含まれており同様にRBMで評価されている。この縦軸（損傷の起こりやすさ）で効

果としての評価ができるものと思われる。検査の回数が多い、高度な検査技術が導入される、

等で損傷の起こりやすさが減ってくる、すなわち効果が大きい。 

 
e）CSR（Corporate Social Responsibility） 

一般的には企業の社会貢献と訳されており、通常的には環境負荷軽減を含めて社会貢献に対

応している。メンテナンスがどのように効果を発揮するかは難しい面もあるが、事故軽減や環

境負荷軽減効果は大きいと考える。 

 
f）メンテナンス・マネージメント 

これまでの定期検査に基づいたメンテナンス（事後保全）を行うのでは駄目だというのは周

知の事実となってきている。そこで重要なことは上記4つの項目はメンテナンスシステムの上

で効果を発揮すること我期待される。この評価としては； 

① メンテナンス体制が確立されて、且つ機能しているか？ 

② メンテナンスマニュアル（ガイドライン）がきちんと整備されているか？ 

③ 経営者からの指示と現場からの情報が相互に伝達されているか？ 

④ 損傷情報が有効に活用されているか？ 

⑤ 人材育成がきちんと行われているか？ 

等であろう。これは優良事業所としての評価と同様である。 
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4.3.2 劣化評価データやライフサイクルコスト評価に基づいたメンテナンス技術の高度化につ

いて（顧客の要求に即した提案型メンテナンスの現状と課題） 

 背景 
経済のグローバリゼーションの流れが加速する中で、日本の各企業は世界規模での競争（メガ

コンペティション）に打ち勝っていかなくてはならいない。そのための施策として、国際競争力

確保すなわちコスト競争力確保が重要な経営課題となる。 
生産現場における設備メンテナンスという観点からコスト競争力を高めようとした場合、設備

の保守・管理費の無駄をなくし、その最適化を行うこが必要となる。 
すでに多くの企業において、このような努力は行われており、設備の維持・管理に対するアプ

ローチも、以前からの一定期間をおいて保全を繰り返す時間基準保全TBM（Time Based 
Maintenance）からメンテナンス対象物の現在の状態を検査等で評価し、対策が必要な箇所のみ

に対して処置を施す状態基準保全CBM（Condition Based Maintenance）が広がりつつある。 
ここではさらに、長期的な視野に立った保守・管理費の最適化のアプローチとして、ライフサ

イクルコスト（LCC）評価に基づいたメンテナンス計画例を紹介するとともに、それを用いたメ

ンテナンスの高度化について述べる。 
 
 LCC評価に基づくメンテナンスの最適化 

プラントや機械設備を長期にわたって効率的に運用するためには、検査の頻度・精度やメンテ

ナンスの時期・規模等を最適なレベルに設定する必要がある。言い換えると、プラントや機械設

備の故障発生を抑え高い稼働率を維持しつつ、検査・メンテナンス等のコストを削減することで

ある。それを達成するためには、プラント・設備の構成要素である機械・機器の劣化を把握し、

故障・破損が生じる前に、適切な補修・補強・更新等を行わなくてはならない。 
プラントや機械設備の劣化を把握するためには、それらに発生する損傷のモードを洗い出すこ

とから始まる。簡単な例で言えば、回転機器ならば疲労と磨耗，高温機器ならばクリープや腐食

などである。損傷モードが明らかになれば、用いられている材料の疲労強度線図（S-N線図）や

クリープ破断曲線等から当該機械・機器の運用開始からの劣化度（累積損傷）を算出するととも

に、各種の検査も併用して余寿命等を把握する。 
現在の設備の劣化度を把握した後は、今後実施すべき検査の種類・頻度、補修・補強等の有無

の判断を実施する。その際重要となるのは、当該設備を今後どのように使い続けるかである。設

備の寿命には、大きく分けて2種類あり1)、いわゆる設備として使用に耐えられなくなる物理的寿

命，設備としての運用は可能だが、世の中の進歩により、求められる機能を満足しなくなる機能

的寿命とがある。多くの設備の場合、前者の物理寿命までの使いきり、その後に更新となるが、

半導体製造装置のように技術革新が日進月歩の分野においては、後者になるものも少なくない。 
使用開始からの劣化の度合いと、残りの使用期間から、今後の検査活動と補修等の計画を立案

する。ここで重要なことは、検査の頻度や補修の有無の効果をどのように勘案し、最適なメンテ

ナンス計画を策定するかであるが、その解決策としてリスク評価に基づくコスト評価2)がある。

ここでのリスクは以下の式で表される。補修の時期を遅らせれば、それだけ劣化が進むことに

なり、破損や不具合が発生する確率は徐々に高くなる。一方、検査を頻繁に実施することによっ
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て、それらの予兆を確実に捕らえることで確率を抑えることも可能となる。 
影響の大きさについては、破損・不具合により設備が停止した場合の補修費，納期遅れによる

ペナルティーな等、全ての損失額を勘案した金額となる。これにより、リスクを時間の関数とし

ての金額という見える形にする。この際、発生確率を厳密な値（定量的評価）で評価することは、

非常に時間・コストがかかるため、半定量的および定性的に評価する手法3)が提案されており、

通常はそれらの手法に拠ることになる。 
 

リスク＝発生確率×影響の大きさ   
 

金額に換算したリスクと検査・補修のための必要経費と足し合わせることで、設備の累積投資

額が明らかとなる。検査の頻度や補修の有無を変えることで、そのトレンドは変化するため、“リ

スク”+“運用経費の累積額”をある金額に抑えたうえで、もっとも運用経費累積額の安いもの

を選択すればよいことになる。 
高温機器4)と陸上機械に対して本手法を適用した場合の例をそれぞれ図4.3.2、図4.3.2に示

す。図4.3.2は高温機器のある部位に対して、今後20年使用した場合を想定して算出したライフ

サイクルコストの例である。図中のオプション①は当該部位を改造した場合であり、オプション

②は改造せずに2年毎の検査を実施し、破損箇所があれば補修を実施するものである。①の改造

の場合、検査は不要となり、かつ損傷が起きにくい構造に設計変更することを想定しているため、

破損確率の上昇もなしと評価され、ほぼ水平な直線となる。図より本機器を20年使用する場合は、

検査して使い続けるよりも、改造工事を行った方がコストを低減できることがわかる。なお長期

間の運用に関わる投資金額を評価する場合、その間の金利の影響が結果を左右する場合があり、

そのような場合は運用期間の各年での投資額を式で示す現在正味価値（NPV：Net Present 
Value）に換算した金額を用いる必要がある。 

∑
= +

=
n

i
ir
iCFNPV

0 )1(
)(
   

ここで、 )(iCF ： i年後の投資額， r：金利である。 
図2は補修時期を変えた場合のLCC評価例である。前提条件として補修箇所は3箇所（部位①，

部位②，部位③）あり、そのうち部位③については、すでに損傷（き裂）が発見されている場合

である。図中の各シナリオは以下のとおりである。 
 

シナリオ①：部位①を6年後，部位②を2年後，部位③をすぐに補修する場合 
シナリオ②：部位①を2年後，部位②を4年後，部位③をすぐに補修する場合 
シナリオ③：部位①を10年後，部位②を8年後，部位③をすぐに補修する場合 
シナリオ④：なにも補修しない場合 

 
図より、なにも補修しない場合（シナリオ④）は、部位③の損傷確率が上昇するため、年を追

う毎にLCCが上昇することがわかる。これは部位③が破損した場合の影響度（損害金額）が大き
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いため、その分のリスク（金額）が高いためである。このような評価を行うことにより、リスク

の影響を加味したLCC評価に基づくメンテナンス計画が提案可能となる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

図4.3.2 改造または検査・補修戦略に対する運転期間とLCCの関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.3.2 改造または検査・補修戦略に対する運転期間とLCCの関係 
 
 
 LCCに基づくメンテナンスの高度化するための施策 

では現在実施されているLCC評価に基づくメンテナンス計画例を示した。今後もこのように

メンテナンス計画を最適化し、設備の運用コストを低減させ、コスト競争力を確保しようとする

動きに大きな変化はないと思われる。そこで、今後LCCに基づくメンテナンスの高度化を行って

いう上で考慮すべきアイテムを以下に述べる。 
 

① 環境負荷への考慮 
日本は2008年から2012年の間の温室効果ガス（主にCO2）平均排出量を1990年比で6％削減
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することを目指している。しかしながら、2005年には、6％削減とは逆に、7.8％程度増加して

しまっているのが現状である5)。したがって、CO2を多く排出する企業等は、抜本的なCO2削減

技術を導入するか、排出権を国内外から購入する必要に迫られる。高温機器などは、運用温度

を上げることにより、CO2の排出が減少するものがある。そのような機器に関しては補修・改

造メンテナンスによるコスト削減効果（コスト差額）がよりこれまでより大きくなることにな

り、よりメンテナンスの重要度が高まることになる。 
同様なことが、メンテナンス時に排出される廃材や廃油の処理に関してもいえる。リサイク

ルの枠組みに組み込まれた鉄やアルミ等と違い、廃油等は回収業者に費用を払って引き取って

もらうのが普通である。近年、環境負荷に対しては厳しい目が注がれており、これら環境負荷

要因となる物の抑制技術を採用することで、LCCを低減することが可能になる。しかしながら、

このような技術は、供用中の設備に途中から採用することは困難である場合が多く、設計段階

から組み込まれていることが必要となる。したがって設計・企画段階において、メンテナンス

時の発生コストを抑える仕込みをしておくことが重要である。 
以上のような製品の環境負荷を評価する方法として、LCA（ライフサイクルアセスメント）

があり、既に実施している製品もある。また日本は国策として3R（Reduce，Reuse，Recycle）
を推進しており、メンテナンスを高度化するには、それらリンクさせることによって減税等の

各種の優遇措置と絡ませる高度な戦略が必要となる。 
 

② 規格化，基準化への取り組み 
LCCを何例か実施した経験から、このような提案型メンテナンス法を社会に広げる上で解決

すべき問題点として以下のようなことがある。 
 

 損傷データベースの不備 
 評価手法の規格整備 

 
損傷データベースは、前述の損傷発生確率を算出する上で貴重な基礎データとなる。欧米で

は、事故事例とその頻度等がデータベース化されている例3),6)が多く、日本よりリスク評価をす

る環境が整っていると言える。日本では損傷事例は恥という文化があるためか、企業内などで

はその資料が整理されていても、それが外に出る傾向にはない。国や地方自治体が管理してい

る機械・機器に関してだけでもそのようなデータがユーザー側によって蓄積されると、リスク

評価するうえで参考になると思われる。なお、プラント配管の損傷データベースについては、

国家プロジェクトによりその整備が進みつつあり、配管以外の分野にも整備が進むことを期待

したい。 
評価手法については、ここで示したリスク評価に基づくLCC評価例も多くの中の1例にすぎ

ず、通常は設備メーカー各社が独自の手法・手順によってLCC評価が行われていると言わざる

をえない（一部、ユーザーが主体的に実施している事例もある）。また、LCCに基づくメンテ

ナンス計画の提案等は比較的規模の大きな設備に対して実施するのが普通であり、評価結果を

受け取るユーザーはその裏づけを取るため、メーカー側にその詳細な基礎資料の提出を求める
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ことが多い。しかし、それにはメーカーの設計ノウハウ等があるため、開示できない場合が普

通であり、結局はこれまで通りの時間基準メンテナンスを採用しているユーザーも見うけられ

る。また、仮にLCC評価に基づく長期のメンテナンス計画を採用した場合、想定外の損傷が発

生し、設備を運用する上で大幅な追加コストが生じた際の責任はユーザー負担とするのか、評

価側が負担するのかという問題点もある。このような問題点を排除するためのひとつの方策と

して、LCC評価の大枠を規格化する必要があると思われる。手法が規格化されることにより、

評価結果の信頼性が増し、評価を受け取る側がそれを受け取り易い環境になると思われる。 
なお、リスク評価手法については国内規格制定の動き7)があり、今後LCC評価方法にも拡張

されることが期待される。 
 
参考文献 

1）高田，ライフサイクルメンテナンス，JIPMソリューション（2006） 
2）木原，富士，RBI/RBM入門，日本プラントメンテナンス協会（2002） 
3）例えばAPI 581，Risk Based Inspection Base Resource Document，（2000） 
4）富士，弥富，馬場，化学装置，47，No.12，44（2005） 
5）環境省編，環境・循環型社会白書 平成19年版，ぎょうせい 
6） 例えばOREDA（Offshore Reliability Data Handbook），4th Edition，Det Norske Veritas，

Norway（2002） 
7）平成18年度 戦略技術開発（構造物長寿命化高度メンテナンス技術開発）報告書，財団法人 

エンジニアリング振興協会（2007） 
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4.3.3 予防保全技術 

これまでの機械システムのメンテナンスは、故障箇所や原因を究明し適切な対策を講じる受動

的な保守・保全により信頼性の向上や稼動率の維持を行ってきた。例えば、機械システムに使用

される機械要素部品の損傷原因（図4.3.3）から、要素部品の損傷や寿命を支配する要因として

摩耗損傷の占める割合が高く、過酷な使用条件下で使われていることが推測できる。これに対し、

その損傷メカニズムを把握した上で、過酷な使用条件による潤滑不良や取付け不良を改善すると

ともに機器、部品を定期交換する保守・保全が行われてきた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3 機械要素の損傷原因1) 
 
しかしながら、日本国内での少子高齢化による保守・保全要員の減少とメンテナンスコストの

増加が大きな課題となっており、旧来の受動的かつ定期的な保守・保全からの脱却が必要である。 

このような中、様々な分野・業種の設備・施設向けに機器の各種状態のセンシング・モニタリ

ング技術，診断方法の開発が進められている。図4.3.3に、機械要素部品の主な診断方法を示す。

振動法、油分析法、温度測定法が全体の8割弱を占めているが、これらの診断方法は、要素部品

の損傷が進展した結果を検出する方法であり、主に保守・保全の交換時期を把握するための診断

法となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4.3.3 機械要素の主な設備診断方法1) 
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また、特に安全性の確保や迅速な対応が重要な分野（例えば医療、プラントなど）の機械シス

テムや設備機器においては、ネットワークを介した遠隔監視やリモートサポートなどのリモート

メンテナンスが行われている。急速に普及しているブロードバンド等のネットワークを用いて、

機械システムの状態を常時監視し、緊急対応や保守・点検時期を提示するシステムが運用されて

いる。また、リモートサポートシステムを構築することで、場所や時間の制約を受けずに装置の

運用に関する「迅速できめ細かな支援」を実現している。 
今後、保守要員減少への対応やメンテナンスコスト低減、機械システムの信頼性向上に向けて、

異常や損傷の兆候を早期に発見し、損傷要因を取り除く予防保全の考えが重要となり、上記のモ

ニタリングデータや診断方法を利用した高度な予防保全技術を開発することにより、機械システ

ムの故障防止や長寿命化を促す取組みを行う必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
異常や損傷の兆候を早期に検出するためには、材料内部欠陥や潤滑状態を適時把握できる診断

技術が必要であり、超音波探傷、AE法、RI法等の新しい検出方法、信頼性の高い分析方法、複

数の診断方法の相関・補完に着目した高度な精密診断技術の開発が求められ、特に、損傷モード

と計測パラメータの選定及び整合性のとれたデーターベースを構築することが重要となる。例え

ば、切削加工時の刃物の寿命を予測できる異常診断技術や、金型内部での微弱な振動計測と分析

とにより金型を寿命限界まで使用する試みがなされている。 
更には、機械要素部品の摩耗損傷の予知・予測だけでなく、電気電子部品も含めた劣化や腐食

伸展などに伴う突発的な損傷や故障の予測技術の開発も求められる。これらは、使用環境（温湿

度、塵埃、腐食性ガスなど）や使用状況（稼動時間、運転間隔・頻度、負荷、異常動作など）に

大きく影響されるため、それらを考慮した劣化指標や余寿命を定量化していくことが重要であり、

センシングやモニタリング技術を高度化していくと同時に、機械システムの劣化・寿命を総合的

に判定するシステムの構築が求められる。 
これまで述べた高度な予防保全技術を実現するためには、メーカ単独での取り組みでは困難が

予想されるため、業種・分野を超えた横断的な取り組みが望まれる。また、予防保全技術におけ

る損傷・故障の予測手法については、ユーザに対して根拠開示を行うことにより、理解と予防保

全などの提案型メンテナンスに対する協力を得ることが重要である。 

【参考文献】 

1) 社団法人潤滑油協会 潤滑管理効率化促進調査報告書 平成7年3月 

＜予防保全のメリット＞ 
①保守保全工数・費用の低減 

適正な使用条件下で使用することで、保守・保全頻度

が低減可能 
②機械システムの故障防止、長寿命化 

異常や損傷の兆候を早期に検知することで、計画的な 
保守保全と改良保全が可能 

③要素部品の使用履歴管理やリユースに役立つ 



－54－ 

4.3.4 補助制度、規制緩和 

メンテナンスの技術は、従来の維持・補修という概念から、機能のグレードアップ化等も含め

て機械・設備のライフサイクルでの最適化へ向けて大きく進歩を遂げており、更なる高度技術の

開発も取り組まれている。高度成長から低成長社会への移行に伴って大量生産・大量消費型社会

から循環型社会への転換が求められる現在においては、技術の進歩に合わせてメンテナンスの技

術を最大限に生かす社会的な工夫が必要である。そのためにはメンテナンス技術を活用して資源

循環型社会の形成に寄与しようとするユーザに対し、適切なインセンティブを与える社会的仕組

みの構築も重要である。その結果として、メンテナンスの質・効率の向上と同時に、市場拡大に

繋がることも期待される。 
ここでは、その具体的な取組みの一例として、メンテナンスに関連する「補助制度の創設」、「法

改正による規制の緩和」について提言する。 
 
a）廃棄物処理施設への補助制度 

地方自治体が処理責任を持つ都市ごみを処理する国内の廃棄物処理施設は、処理能力ベース

では既にほぼ十分なレベルに達しているが、老朽化による更新時期を迎える施設も多い。ごみ

処理の継続性を確保しながら既存施設を建替えるには新たな建設用地を確保する必要があり、

さらに多額な建設資金が必要となるが、建設・運営主体である地方自治体の予算の逼迫や新た

な建設用地の確保難などから、現有施設を運転しながら改修し耐用を延長する施設の延命化に

対するニーズは高い。 
このニーズに対応して、現在は補助（交付金交付）対象範囲外である既存施設の延命化工事

も補助対象範囲内に含めるよう拡大することは、循環型社会の実現に向けた3R（施設の再利用、

再生利用、解体廃棄物の発生抑制）の推進とも合致し、施設のライフサイクル・コストの低減

と、新たなメンテナンス市場の拡大による経済効果も期待される。 
 

b）中小型発電設備での規制緩和 
航空機転用型ガスタービンを使用した中小型コージェネ発電設備について、10MW未満の小

型設備は「自主管理」とされているため、別途予備機を保有していれば定期点検時やトラブル

発生時に予備機へ換装した上での対応が可能である。その結果、発電設備の停止期間を最小限

に抑えることができる。一方、10MW以上の設備の場合には、電気事業法施工規則により事前

届出や点検・補修後の審査が必要とされているために予備機への換装への対応は容易ではなく、

定期点検時やトラブル発生時には数か月にわたって発電設備を停止することが必要となってい

る。 
ガスタービン設備の信頼性が向上してきたこともあり、規制緩和により10MW以上の設備へ

も「自主管理」範囲を拡げることで、10MW未満の設備と同様に定期点検・メンテナンス期間

の短縮やトラブル時の発電設備停止期間の短縮が可能となり、設備運転効率が向上し、事業者

の負担軽減に繋がるとともに、発電設備の普及促進も期待される。 
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4.4 概念拡張 

 

機械メンテナンスは、機械設備の安全性・信頼性の確保、長寿命化（産業廃棄物の削減）によ

る地球環境負荷の低減といった観点から、その重要性は益々高まってきている。しかしながら、

特に、産業用ロボットを初めとした生産設備に対する機械メンテナンスは「直接的に生産性や品

質の向上といった利益を生まない」との意識が強く、「故障した際にメーカを呼び、機能を回復さ

せれば良い」との使用者判断が優先され、現場での重要性の認識は低いようにも思われる。一方、

設備が古くなると、点検や修理等に要する時間や費用が増大し、故障による生産計画への支障が

増加してくるのも事実である。 
このように、従来、メンテナンスは機械設備の維持、補修、管理といった保守的で受動的なも

のとして捉えられてきたが、今後は、企業に競争力や利益をもたらす継続的かつ能動的な生産行

為の一部として捉え直すなど、これまでのメンテナンスの概念を拡張することが重要ではないか

と考えられる。 
 

4.4.1 Asset Managementの概念の導入 

メンテナンスを従来の維持・補修にとどまらず、設備の稼働率や構成部品の破損に伴う損害額

などを指標として、その資産価値を最大限に利活用するための投資と考える概念としてAsset 
Managementの導入・適用が一部の設備分野で進められている。現状ではユーザやメーカによる

独自システムの構築に留まっているが、メンテナンス費用の抑制や投資判断の指標としてメンテ

ナンスの最適化を図るために、設備・施設全般により広く導入されることが望まれる。 
メンテナンスへの投資を「利益を生まないコスト」として削減することにより、短期的には利

益を増加させる事ができる。しかし、多くの機器はメンテナンスを実施しなければ破損や故障の

発生確率が増加するため、メンテナンスへの投資の削減は結果として将来の機器の破損や故障の

確率を増加させることになり、長期的には必ずしも適切な経営戦略ではない。すなわち資本主義

経済における産業活動の根本である投資に対して利益を最大にするという資産価値最大化の観点

からすると、利益を最大化し、損失を最小化する投資概念、すなわちAsset Managementが最適

な経営戦略と考えられる。 
ここで、メンテナンスへの投資による資産価値の向上には3つのメリットが考えられる。 

 機器の更新や改造による性能や効率の向上 
 故障の防止による稼働率の向上 
 取替えによる、検査コストの低減 

まず、上記に示す性能や効率の向上するための機器の更新や改造への投資は、得られるメリ

ットが直接利益として見えるため、評価しやすい。そのため、性能や効率を向上させるメンテナ

ンス投資よりも、性能や効率の向上による利益が大きくなる投資を実施することになる。 
それに対して、上記に示す故障の防止のための投資は、得られるメリットは故障が発生しな

い事によるメリットであり、性能や効率を向上させるメンテナンス投資と比べてその評価が難し

い。しかし、機器の故障が多発すると、その対応に伴う一次損害だけでなく、企業のイメージや

ブランドのイメージが失墜し、新規顧客の獲得、そして人材の採用において不利を被る等の二次
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損害が発生する。 
この場合、発生したであろう故障による損害額の期待値を指標とすることになる。 
ここで、機器の故障の発生にはばらつきがあり、また機器の状態を直接反映している検査結果を寿

命の評価に反映しやすい事から、確率論に基づくRBM（Risk Based Maintenance）が用いられる。

なお、リスクという言葉に負のイメージがあるため、Reliability Based Maintenanceとも呼ばれる。 
図4.4.1に、Asset Managementに基づく機器全体のメンテナンスの概念図を示す。図4.4.1

の横軸は実施するメンテナンスメニューの数、縦軸は損失を示し、メンテナンスメニューを実

施するための費用と機器の故障による損害額の期待値の和で表される。縦軸の損失の値が小さく

なるほど、利益が増加する事になる。 
実施するメンテナンスメニューの数が増加すると、メンテナンスにかかる費用が増加し損失は

増加する。しかし、その一方で機器の故障が低下し、稼働率の向上等のメリットにより損失は減

少する。ここで、機器を維持管理するために必要な費用は、メンテナンス費用と機器の故障によ

る損害額の期待値の和と考えられる。よって、損失には最小値があり、そのポイントまでのメン

テナンスメニューを実施する事が最適なメンテナンスとなる。 
 

図4.4.1 Asset Managementに基づく機器全体のメンテナンスの概念 

 
次に、図4.4.1に機器を構成する部品毎のAsset Managementに基づくメンテナンスの概念を

示す。横軸は機器の使用時間、縦軸は損失である。損失とは、メンテナンス費用と機器の破損や

故障による損害額の和で表される期待値である。メンテナンスを実施せずに機器を使用した場合

の損益の期待値は、破損や故障の累積確率の曲線に破損や故障による損害額を乗じた曲線となり、

機器の使用期間全体の損益の期待値はA点の値となる。これに対しB点のタイミングにおいて、破

損や故障の確率を低くするメンテナンスを実施すると、メンテナンス費用の分だけ経済リスク額

がＣ点まで増加する。しかし、その後の使用において破損や故障の確率が低い状態を維持できる

ため、機器の使用予定時間における経済リスク額はD点となる。すなわち、B点でのメンテナンス

を実施することにより、使用終了までの経済リスク額をA点からD点まで減少することができる。

 

実施する実施するメンテナンスメンテナンスメニューの数メニューの数

損失損失
[[円円]]

メンテナンス費メンテナンス費
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損失損失＝＝メンテナンスメンテナンス費＋費＋故障による損害額の期待値故障による損害額の期待値

最適な
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多い多い少ない少ない
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損失損失＝＝メンテナンスメンテナンス費＋費＋故障による損害額の期待値故障による損害額の期待値

最適な
メンテナンス

多い多い少ない少ない

大大

小小



－57－ 

このような経済リスクの推移を、メンテナンスメニュー毎に作成し、使用終了時点の経済リスク

額を最も低減できるメニューが最適なメニューとなる。B点のタイミングにより使用終了時点の

経済リスク額は異なるため、そのタイミングについても各メニュー毎に最適化を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図4.4.1 機器を構成する部品毎の Asset Managementに基づくメンテナンスの概念 
 
現在、上述のようなAsset Managementに基づくメンテナンスは、石油化学プラントや発電プ

ラントを対象として導入または導入検討が進められており、国内外のユーザやメーカがそれぞれ

独自にシステムを構築し、機器のメンテナンスに適用されている。 
なお、ユーザやメーカ毎に異なる構成部品の破損確率や損害額の算出などを解決する必要があ

るため、まずは産学協同または業種・業態連携により、データベース構築と所定項目の入力によ

り簡易に算出できるプラットフォームの構築を進めていくことが望まれる。 
 

4.4.2 機械システムとメンテナンスを一体としたソリューション 

ライフサイクルを考慮して機械システムとメンテナンスを一体としたソリューションをユーザ

に提供することにより、総合的なパフォーマンスの向上を図る。 
従来、メンテナンスは機械システムが本来持つ機能を発揮できるようにするための維持・補修

と位置づけられ、付随的、受身的なものと見なされてきた。また、メンテナンスには費用を要す

ることから、できるだけメンテナンスが不要な機械システムが望まれている。しかしながら、ど

んな機械でもまったくメンテナンスなしで長期に亘って稼動し続けることは不可能であり、ライ

フサイクルを考慮してメンテナンスまで含めた機械システムをソリューションとして提供するこ

とが有効と考える。 
これによるメリットとして、次のようなことが考えられる。 
１．メンテナンスを含めた機械システムのソリューションを提供することにより、不具合発生

率の低減が期待でき、総合的なパフォーマンスを高めることが可能となる。 
２．不具合の発生が安全性に関わるような場合、メンテナンスを含めたソリューションを提供

することで安全性を高め、ユーザにも安心感を与えることが可能となる。 
３．不具合に起因する停止時間の短縮、メンテナンスに要する時間の短縮が期待できる。 
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４．ライフサイクルを考慮することにより、できるだけ過不足のないメンテナンスを提供する

ことができ、トータルのメンテナンスコストを低減することが期待できる。 
５．老朽化や性能低下に対してライフサイクルの観点からの検討結果に基づいて、機械システ

ムを継続して使用するのか更新するのかユーザに判断材料を提供することができる。また、

新機種で消費エネルギーの低減や使い勝手の向上など機能向上があった場合、それらの情

報を提供することも可能である。 
６．機械システムを更新・廃棄する場合も、それまでの使用状況、メンテナンス状況などの情

報を有しているので、部品の再利用、リサイクルなどに使用できるか否かの判断がしやす

い。 
なお、このようなソリューションが有効となる対象は、ある程度以上の規模の機械システムで、

長期に亘って安定的に稼動することが求められるようなものと考えられる。商品寿命が短いもの

や、不具合が発生しても代替手段などによってあまり問題が発生しないような場合にはこのソリ

ューションの効果は小さいと思われる。 
 

4.4.3 メンテナンスと運転・運営の一体化 

近年の「事後保全から予防保全へ」、「定期保全から状態監視保全へ｣の流れの中で、製品・設備

の運転中のデータ・情報の監視は、最適なメンテナンスの計画・実施のための重要な要素である。 
設備の運転とメンテナンスを一体化して運営し、運転データ・情報を確実に共有化することに

より最適なメンテナンスが可能となり、ライフサイクル・コストの低減、メンテナンス技術者の

効果的な育成にも寄与できる。さらに、上流（計画・設計）分野へのフィードバックによるノウ

ハウ蓄積、技術の高度化への取組みも容易となり、新製品開発のスピード･アップやライフサイク

ルでのトータル・ソリューションの提供へと繋がることも期待される。 
公営の廃棄物処理施設の場合、民活による建設メーカへの包括運営（運転・維持・補修）管理

の委託方式を採用する例が増えている。その中で、運転状態監視方式として遠隔からのコンピュ

ータ監視が採用される場合には、運転現場での日常監視と比べて長期的スパン（視点）での状態

把握・傾向管理が容易であり、効率的、経済的なメンテナンス計画が立て易くなると同時に、設

計・製造の上流への情報提供により製品・設備の改善・高度化に繋げることも容易になる。 
 

4.4.4 グレードアップ化、レトロフィット 

機械設備の延命化、廃棄物削減、投資コスト抑制などの観点から、最新型部品等との交換によ

る機能改善（グレードアップ化やレトロフィット）を、メンテナンスの概念に含めることによっ

て、メンテナンスの概念を拡張することが重要になるであろう。 
産業用ロボット等の生産設備の場合、コンピュータ制御のためのプログラマブル･コントローラ

や各種センサー等、自動化に必要な最新の部品の進歩は著しく、機能が充実し高性能化している。

そこで、設備点検の時期や増産計画への対応の際に、メンテナンス（オーバーホール）と同時期

に、従来の制御装置を最新機種に交換すること（レトロフィット）によって、少ない投資による

生産設備の機能・性能の向上や増産対応が実現可能となる。このように、継続的に生産設備の改

良を実施することが、新たなメンテナンスであると捉えることが重要である。 
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数多くの設備・製品で構成される各種プラント施設の場合は、構成する個々の製品・部品には

物理的・機能的な寿命に差があり、また技術の進歩に伴い次々と代替新製品が出現する中で、適

時、新規機能を有する製品・部品を部分的に取り入れ、交換することによって、機能の維持・回

復・向上を図る例が多い。特に、高機能化、小型化、低価格化など技術進歩が急速であり、それ

に伴ってメーカ保守サポート期間が短縮される傾向にある電子制御・コンピュータ関係の製品・

部品などは、部分更新での対応が必須である。 
廃棄物処理施設の例では、施設全般の制御を行うコンピュータ設備において、構成部品を含め

たメーカ保守サポート期限を勘案し、メンテナンスの一環として後継機種・新製品への設備一式

の同時更新をユーザへ提案し、実施されている。こういった対応は、オーバーホールに合わせて

計画的、かつ比較的短期間での更新工事が可能となり、その結果、施設操業への影響も少なく、

投資コストも低く抑えられ、さらに機能改善に繋げることが可能であり、ユーザ側から見たメリ

ットも大きい。 
このグレードアップ化やレトロフィットの有効性を向上させるためには、単純な部品の交換の

レベルではなく、構造系と制御系の機能部品ごとのモジュール化設計を発展させていくと同時に、

ベースとなる（交換を行わない）機械設備の余寿命予測技術の高度化と、適正な時期のメンテン

ナンス（オーバーホール）の実施などを行う必要がある。  
このように、広範囲な製品分野において、有効性のあるグレードアップ化やレトロフィットを

実現するためには、技術面や事業性、採算性などの観点から、大きな困難が伴うものと推定され

るが、今後その重要性はますます高まるであろうことから、長期的・戦略的な課題として、産学

官連携、業種・業態連携によるプロジェクトとして推進されることが大いに望まれる。 
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５．まとめ 

 

本専門部会では、次の三つの観点から3年間にわたり機械メンテナンス高度化に関する調査研

究を行ってきた。 
 

1）機械メンテナンスの現場の見学・調査等による現状の把握 
2）製品分野ごとの機械メンテナンスの現状と課題、技術動向の調査、および将来展望 
3）機械メンテナンスの高度化、メンテナンスの概念拡張に向けた検討 
 
４章までの内容をあらためて俯瞰すると、次のようになる。まず、さまざまな分野における機

械メンテナンスの課題を一覧として掲げるとともに、各分野に共通的な課題をまとめた。さらに、

機械メンテナンスの高度化・概念拡張に向けて、提言を含む検討結果を示した。これらをまとめ

ると次のように述べることができる。 
 

 機械メンテナンスの現状と課題 
機械メンテナンスの中でも、分野ごとにメンテナンスへの取り組み状況、基本的考え方、必要

な技術・技能などが異なるが、比較的共通的な課題として以下の項目を抽出した。 
 
①ライフサイクルコストの低減、機械設備の価値の維持・向上 

適切なメンテナンスを実施することでメンテナンス費用を低減するとともに、機械設備の延

命化を図り、機械設備の価値の維持、あるいは、部分的な高機能化などにより価値を高めるな

ど、できるだけライフサイクルコストを低減できるような対応が求められている。 
 
②機械設備の不具合早期発見・対処、それによる信頼性向上、安心・安全の実現 

診断技術の高度化などにより、機械設備の不具合を早期に発見し、不具合が軽微なうちに対

処することで、人的被害発生、機械設備の大きな損傷、長期にわたる停止などのような重大不

具合に至らないようなメンテナンスが求められている。これを実現するための方策としては、

CBM（Condition Based Maintenance）技術やリモートメンテナンスにより、不具合の予兆を

早期に把握するような取り組みが行われている。 
 
③リモートメンテナンスなど通信技術を用いた省力化 

通信技術を用いた遠隔監視、遠隔診断などにより、機械設備がさまざまな場所（国内各地、

海外を含む）に設置されている場合にも、多くの人手や時間を掛けずにメンテナンスを実現し

ているケースがある。このほか、RFID（Radio Frequency Identification）やセンサネットワ

ークなどの技術により、在庫管理や、分散したセンサからの情報の収集を自動的に行うシステ

ムも開発されており、メンテナンスにも用いられつつある。 
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④メンテナンス技術者の支援システムの構築 
メンテナンスに必要な技術・技能は分野によってさまざまであり、かつ、習熟には長い年月

を必要とするような場合もある。そこで、メンテナンスに関連する技術・技能を知識データベ

ース化しておき、それを活用することにより、業務の遂行を支援してくれるシステムの構築が

有効と考えられる。 
 
⑤人材育成、技術の伝承 

団塊世代の大量退職等により熟練技術者、技能者が大幅に減り、技術伝承が難しく、且つ少

子高齢化、若手技能者のメンテナンス離れ等により人材の確保が難しくなっている。この解決

のためには関連業界の人材育成、メンテナンス技術高度化による少数精鋭のメンテナンスシス

テムの構築、魅力あるメンテナンス職場環境の醸成による若手人材の採用が望まれる。 
 
 機械メンテナンスの高度化と概念拡張 

a) 循環型社会に向けたメンテナンスの潮流 
資源の枯渇、過大な環境負荷を抑制するため循環型社会が望まれており、これに適合したメ

ンテナンスが必要となる。そのための課題として、①ライフサイクルの視点からのメンテナン

ス管理、②分散する知識・技術の融合、③メンテナンスデータの活用、④ICT （Information 
and Communication Technology）の活用などがあげられる。また、メンテナンスの効果をラ

イフサイクルの視点から適切に評価する指標体系の構築が必要である。 
 
b) 今後の機械メンテナンス分野の教育と人材育成 

産業の国際競争力を維持、向上するためには適切なメンテナンスを実施し、生産効率を上昇

させるだけでなく、費用の削減も必要となっている。これを実現する手法として、リスクベー

ス工学の導入が進行している。リスクベース工学は決定論的な判断を行うのではなく、破損確

率と影響度の積で定義されるリスクを評価することにより重要度を判断し、意思決定に結び付

けるものである。これを実施するためには技術者の人材育成が重要である。単にリスクベース

工学の技術の普及のみではなく、並行して人材育成の仕組みを作っていくことが必要であり、

関連する組織が連携しながら解決の方策を考えていく必要がある。また、資格認証制度の確立

も重要である。 
 
c) 機械メンテナンス高度化技術・提言 
①メンテナンスマネージメントシステム 

機械設備や施設のメンテナンスでは、その資産価値を最大限に利用するアセット・マネージ

メントの考え方を導入するのが適当と考えられる。これらの設備や施設では可能な限り長寿命

化し、ライフサイクルコストを最小とする管理を行うことが重要で、企業レベルでみたメンテ

ナンスの効果を設備･施設の資産価値として評価する総合的なマネージメントシステムの導入

が望まれる。 
また、メンテナンスの効果を評価する際、メンテナンス費用、生産性、安全・安心、CSR
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（Corporate Social Responsibility）、メンテナンスマネージメントなどの項目に着目し、最終

的に企業価値向上や収益向上への寄与を評価することで、従来のメンテナンスに対する評価を

変えていくことが望まれる。 
 
②劣化評価データやライフサイクルコスト評価に基づいたメンテナンス技術の高度化 

プラントや機械設備を長期にわたって効率的に運用するためには、検査の頻度・精度やメン

テナンスの時期・規模等を最適なレベルに設定する必要がある。そのためには、発生する可能

性のある損傷のモードを洗い出し、当該機械・機器の運用開始からの劣化度（累積損傷）を算

出するとともに、各種の検査も併用して余寿命を把握することが必要となる。 
損傷データベース構築や評価手法の規格化などについても一部で動きがあり、今後、ライフ

サイクルコスト評価にも反映されることが期待される。 
 
③予防保全技術 

保守要員減少への対応やメンテナンスコスト低減、機械システムの信頼性向上に向けて、異

常や損傷の兆候を早期に発見し、損傷要因を取り除く予防保全の考えが重要である。そのため

には、内部状態を診断する技術の開発のみならず、信頼性を向上するために複数の診断方法の

相関・補完に着目した診断方法の確立や、損傷モードと計測パラメータの選定及び整合性のと

れたデータベースを構築することも重要である。また、劣化や腐食伸展などに伴う突発的な損

傷や故障の予測技術の開発も求められる。これらは、使用環境や使用状況に大きく影響される

ため、それらを考慮した劣化指標や余寿命を定量化していくことが必要である。更に、機械シ

ステムの劣化・寿命を総合的に判定するシステムの構築が求められる。このような予防保全技

術を実現するためには、メーカ単独での取り組みでは困難が予想されるため、業種・分野を超

えた横断的な取り組みが望まれる。 
 
④補助制度、規制緩和 

メンテナンス技術を活用して資源循環型社会の形成に寄与しようとするユーザに対して、適

切なインセンティブを与える社会的仕組みの構築が有用と考えられる。たとえば、新たな設備

への更新が困難な既存の廃棄物処理施設に対して、長寿命化や高機能化の改修を行うための補

助制度の創設、発電設備のように法規制があるものに対する規制緩和や法改正等により、メン

テナンス事業の促進を図ることが望まれる。 
 
d) メンテナンス概念の拡張 
①アセット・マネージメントの概念の導入 

メンテナンスへの投資削減は短期的には利益を増加させるが、長期的には破損や故障の発生

につながるため、必ずしも適切ではない。利益を最大化するとともに損失を最小化する投資、

すなわちアセット・マネージメントの考え方が適切な経営戦略と考えられる。 
アセット・マネージメントの考え方に従うと、メンテナンスに要する費用と想定される機器

の故障による損失額の和が最小となるようなメンテナンスを選択することで最適化すること
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ができる。また、機器の経年劣化に対しても、ライフサイクルを通してメンテナンスに要する

コストと故障による損失額が最小となるようなタイミングで適切なメンテナンスを行うこと

が望ましい。 
 

②機械システムとメンテナンスを一体化したソリューション 
ライフサイクルを考慮して機械システムとメンテナンスを一体としたソリューションをユ

ーザに提供し、総合的なパフォーマンスの向上を図る。メリットとして、次のようなことが考

えられる。１）不具合発生率の低減、２）安全性の向上、安心感を与える、３）不具合による

停止時間の短縮、メンテナンス時間の短縮、４）過不足のないメンテナンスを実現し、総合的

なメンテナンスコストを低減、５）老朽化や性能低下に対して、継続使用するのか更新するの

かユーザに判断材料を提供可能、６）機械システムを更新・廃棄する場合、それまでの履歴、

メンテナンス状況などの情報に基づき、部品の再利用、リサイクルなどの判断が可能。 
 
③メンテナンスと運転・運営の一体化 

近年の「事後保全から予防保全へ」、「定期保全から状態監視保全へ｣の流れの中で、製品・

設備の運転中のデータ・情報の監視は、最適なメンテナンスの計画・実施のための重要な要素

である。設備の運転とメンテナンスを一体化して運営し、運転データ・情報を共有化すること

により最適なメンテナンスが可能となり、ライフサイクル・コストの低減、メンテナンス技術

者の効果的な育成にも寄与できる。さらに、上流（計画・設計）分野へのフィードバックによ

るノウハウ蓄積、技術の高度化への取組みも容易となり、新製品開発のスピード･アップやラ

イフサイクルでのトータル・ソリューションの提供へと繋がることも期待される。 
 
④グレードアップ化、レトロフィット 

機械設備の延命化、廃棄物削減、投資コスト抑制などの観点から、最新型部品等との交換に

よる機能改善（グレードアップ化やレトロフィット）を、メンテナンスに含めることによって、

メンテナンスの概念を拡張することが重要になるであろう。 
例えば、産業用ロボット等の生産設備では、コンピュータ制御のためのプログラマブル･コ

ントローラや各種センサー等の進歩は著しく、高性能化している。そこで、設備点検の時期や

増産計画への対応の際に、制御装置を最新機種に交換すること（レトロフィット）によって、

少ない投資で生産設備の機能・性能の向上や増産対応が実現可能となる。 
このように継続的に機械設備の改良を実施することが、新たなメンテナンスであると捉える

ことが重要である。グレードアップ化やレトロフィットの有効性を向上させるためには、単純

な部品の交換のレベルではなく、構造系と制御系の機能部品ごとのモジュール化設計を発展さ

せていくと同時に、ベースとなる機械設備の余寿命予測技術の高度化と、適正な時期のメンテ

ンナンスの実施などを行う必要がある。 
広範囲な製品分野で有効性のあるグレードアップ化やレトロフィットを実現するためには、

技術面や事業性、採算性などの観点からの検討が必要であるが、長期的・戦略的な課題として、

産学官連携、業種・業態連携によるプロジェクトとして推進されることが望まれる。 
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