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５．まとめ 

 
 [概 要] 

機械設備の維持・長寿命化、安全性の向上策としてメンテナンスの重要性が指摘されている。一方、現状

ではメンテナンスは人手によらざるを得ない作業も多く、人材不足や人件費の点も課題となっている。このため、

例えば機械設備のリモートメンテナンスや RFID などの活用、メンテナンス作業の軽減につながる新しい概念

の診断技術の導入など、新技術の実用化が期待される。これら先端技術を適用してメンテナンスの高度化、

自動化を達成し、合わせて低コスト化、ライフサイクルコスト低減、環境負荷低減のための技術的課題を抽出

し、その解決策について検討した。 

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 年目（平成 18 年度）には課題に対する解決策や将来のメンテナンスに向けた提案などを中心に検討した。

終年度にあたる平成 19 年度は、これまでの活動を踏まえ、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、メンテナンス高度化と概念拡張に向けた動向や将来へ向けた提言についてまとめた。 

具体的事例として次の 12 分野を取り上げた。 

①製鉄、②化学プラント、③大型火力発電プラント、④中小型発電、⑤一般廃棄物処理、⑥昇降機、⑦産業

用ロボット、⑧工作機械、⑨ジェットエンジン、⑩医療診断装置⑪電動機、⑫回転機械要素 

 

調査結果の概要は以下の通り。 

（１）機械メンテナンスの現状と課題 

調査を実施した 12 の製品分野の機械メンテナンスの現状と課題をそれぞれまとめるとともに、共通的な

課題を抽出した。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次の 5 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 
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。 

 

②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。 

 
③リモートメンテナンスなど通信技術を用いた省力化 

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。 

 

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、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有効と考えられる。 

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、支援システムを構築するためには労力、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。 

 

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。 

 

（２）機械メンテナンスの高度化と概念拡張 

ａ）メンテナンスの新潮流 

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いる。循環型社会では、一旦作ら

れたものをできるだけ有効に使うことが必要である。メンテナンスの目的は、対象の機能を 大限に発揮でき

るように機器の状態を管理することであり、機器をその寿命まで使い切るという点で、ライフサイクル管理の面

でも優れている。今後、メンテナンスが循環型社会形成に向けて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図る必要があり、そのための課題として次のようなことがあげら

れる。 

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 

４． ICT の活用 

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

はなく、経費の削減も必要となっている。そこで、メンテナンスには、科学的合理性と経済性の両方が求められ

ている。このような状況の下で、リスクベース工学の導入が進行している。リスクベース工学では決定論的な判

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。これを実施するためには技術者の人材育成が極めて重要である。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、関連する大学、産業界、

学協会が連携しながら解決の方策を考えていく必要がある。これらを推進するためには、資格認証制度の確

立は極めて重要な意味をもつ。 

 

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は従来の補修や改良ということではなく、その資産価値を 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と考えられる。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 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。 

そのためには、環境分野の ISO14001 のようなマネージメントシステム規格を策定することが必要となる。

その中には、実行のためのマネージメント体制の構築、メンテナンスのガイドライン（手順）の規定化、メンテ

ナンス情報の活用システムの確立などが盛り込まれることが必要と思われる。 

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(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、 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 適なレベルに設定する必要がある。そのためには、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・更新等を行う必要がある。発生する可能性のある損傷のモードを洗い

出し、使用材料の疲労強度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を把握することが必要となる。 

また、検査の頻度や補修の有無の効果をどのように勘案し、 適なメンテナンス計画を策定するかが重

要であるが、その解決策としてリスク評価に基づくコスト評価がある。想定されるメンテナンスのシナリオをい

くつか取り上げ、それぞれのリスクを金額に換算したライフサイクルコストを算出、比較することによりメンテナ

ンス計画の 適化、コストの低減を図るものである。その際、環境負荷への影響を考慮することが求められ

るようになってきつつある。また、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。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。予防保全のメリットとして、保守保全工数・費用の低減、機械システムの故障防止、長寿

命化、部品の使用履歴管理などがあげられる。 

異常や損傷の兆候を早期に検出するためには、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が重要である。 

また、要素部品の磨耗損傷の予知・予測だけでなく、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。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。 

 

④補助制度、規制緩和 

高度成長から低成長社会への移行にともない、大量生産・大量消費型社会から循環型社会への転換が

求められている。これに対応するため、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。資本主義における経済活動の基本である投資に対して利益を 大化する

原則から考えると、利益を 大化するとともに損失を 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。 

   メンテナンスへの投資による資産価値向上には次のようなメリットがある。 

１． 機器の更新や改造による性能や効率の向上 

２． 故障の防止による稼働率の向上 

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 小となるようなメンテナンスを選択することで 適化することができる。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 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、 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 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、 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 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。 

また、数多くの設備・部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。 

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。 

以上 
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