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[要 約] 

本調査研究は、印刷産業および印刷産業機械業界における予防保全と保守管理の取り組

み実態を把握し、そこで明らかとなった課題や要望を踏まえ、今後の予防保全と保守管理

のあり方やリモートメンテナンスの方向等について検討を行うとともに、その結果に基づ

き、業界の取り組み指針としてメンテナンスのレベルアップのためのガイドラインを策定

したものである。 

 

第 1 章 調査研究の目的および概要 

1.1 調査研究の目的 

近年、印刷物は顧客からの高品質、高付加価値の要求とともに、多品種、小ロット、

短納期化等が求められ、また、印刷産業機械設備も高効率化、高機能化に伴い、より高

度な保守、保全技術を構築することが必要になっている。特に、高付加価値を要求され

る印刷物の製作にあたっては、自社機が故障した場合、他社への代替が出来ず、その印

刷業者に致命的なダメージを与える。 

本事業は、印刷産業および印刷産業機械業界における予防保全と保守管理に関する実

態を調査するとともに、課題を抽出し、ユーザーの予防保全への取り組みやメーカーと

して必要なユーザーへの情報提供、双方が共有すべき情報、機械メーカーとしてのサー

ビス体制のあり方、リモートメンテナンスの活用等について検討を行う。さらに、これ

らの結果を踏まえたうえで、今後の印刷産業機械業界として取り組むべき予防保全と保

守管理に関するガイドラインを策定することを目的とした。 

1.2 調査研究の概要 

本調査研究の実施にあたっては、事業全体の活動方針を決定するための全体委員会お

よび下記の①～④の項目については分科会を設置し検討を行った。 

①予防保全と保守管理の実態調査 

②リモートメンテナンスの取り組みに関する先進事例調査 

③印刷産業機械のリモートメンテナンスの活用促進に関する調査 
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④ガイドライン策定 

上記の予防保全と保守管理の実態調査では、印刷産業機械のユーザーおよびメーカー

に協力をお願いし、予防保全と保守管理に関するアンケート調査を行った。これらの結

果より予防保全と保守管理に関する実態および課題を把握することができたが、そのな

かでユーザーとメーカーのメンテナンスに関する考え方の違い等も浮き彫りとなった。 

リモートメンテナンスについては、工作機械や医療機器、複写機、昇降機などのメー

カーに協力いただき先進的な取り組み事例の調査を行った。このなかで印刷産業機械業

界として参考となる取り組みについて検討を行った。また、新聞輪転機を取り上げ、リ

モートメンテナンスの活用を促進するための実証テストを行った。ここでは機械の稼動

状況や機器のコントロール状態などのデータを収集し、リモートメンテナンスの利用に

関する課題について分析を行ったものであり、リモート診断やリモートメンテナンスに

よって品質不良や機械の不具合を察知し事前に事故等を防ぐためのツールの一つとして

利用するための有意性の明確化や運用方法等が課題であることが明らかとなった。 

ガイドラインは、メンテナンスのレベルアップを図っていくための指針と位置づけ、

メンテナンス活動の目指すべき方向として、（1）ユーザーとメーカーが取り組むべき基

本的な事項、（2）ユーザーとメーカーの取り組みを効率化するための統一化、（3）ユー

ザーとメーカーの取り組みを効果的に支援する技術の導入、の３項目について記述した。 

後に事業を総括し、今後の予防保全と保守管理を適切に実施するための方向等につ

いて検討を行った結果をまとめた。 

 

第 2 章 印刷産業機械の予防保全と保守管理の重要性 

本章は、印刷産業機械の予防保全推進のためには、メンテナンスが重要であることを

説き、これらの先進的な取り組みにおいて成果を上げている印刷会社 2社の事例を紹介

した。 

2.1 ライフサイクルメンテナンスの必要性 

ここでは、ライフサイクルメンテナンスの必要性を述べるとともに、印刷産業機械の

適用について示した。 

印刷産業機械では、製品は印刷物や本であり、必要なときに必要な量を求められる品

質で印刷あるいは製本できるように機械の状態を整備しておくことが、ロスの削減にな

り、利益への貢献になる。印刷産業機械において、ライフサイクルメンテナンスの実現

を図っていくためには、図 2.１に示すライフサイクルメンテナンス管理のループを回す

ことが必要である。すなわち、①のメンテナンス作業管理のループ、②のメンテナンス
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計画を含むループ、③の設備改善を含むループの 3つを回していくことが必要となる。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 2.１ ライフサイクルメンテナンスのフレームワーク 

（髙田祥三，ライフサイクルメンテナンス，JIPM ソリューション，2006．） 

 

2.2 印刷産業機械のメンテナンスにおける先進事例 

「予防保全」は、定期的に機械を止めて整備を実施する必要があるため、一見すると

生産性が落ちるように思われるが、メンテナンスを定期的に実施すれば、突発故障の減

少や品質の不具合が発生するリスクを低減でき、かつ、メンテナンス費用も下がる。こ

こでは、先進的なメンテナンス活動を実施している印刷会社の事例を示した。 

 

第 3 章 業界の予防保全と保守管理に関する実態 

近年、印刷産業における事業環境はたいへん厳しい状況となっており、特に生産設備

については、収益性を高めるための効率化やコストダウンが必要不可欠となっている。

これらの課題を解決するためには、ユーザーとメーカーが協力したうえで、機械を安定

的に稼動させるための適切な予防保全と保守管理を行うことが重要となっている。 

3.1 アンケート調査について 

当業界における予防保全と保守管理の取り組みの現状および要望や課題等を把握する

ため行ったアンケート調査の概要を紹介した。 

3.2 調査の方法 

調査票の発送方法、回収方法、結果の取りまとめの方法等について示した。 

3.3 アンケートの集計結果 

開 発 運 用

設計・製作
／改良

・ﾗｲﾌｻｲｸﾙ設計
・信頼性設計
・保全性設計
・MP設計

基本メンテナンス計画
（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ方式の選択）

・劣化・故障特性評価
－劣化・故障モード予測
－劣化・故障進展パターン予測

・保全技術有効性評価
・重要度評価
－故障影響度評価
－設備特性評価

メンテナンス作業
実施計画

メンテナンス
作業評価

・想定と実態との比較
・劣化故障事例記録

検査／監視・診断

・異常診断
・健全性診断
・余寿命診断

処置

・調整
・補修
・交換

①メンテナンス作業管理のループ

②基本保全計画を含むループ

③設備改善を含むループ

3つの管理ループ

①②③
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印刷産業機械のユーザーおよびメーカーの定期点検や状態監視保全、リモートメンテ

ナンス等の取り組み状況について考察した結果を紹介した。 

3.4 アンケート結果のまとめ  

アンケート調査の結果を見ると、ユーザーで機械の清掃、給油、調整といった 5S（整

理、整頓、清潔、清掃、躾け）を中心とした基本的な取り組みを積極的に行っていると

ころが多く、メンテナンスの意識の高さを感じた。 

ユーザーでは突発的な故障については、メーカーの迅速対応を望む意見が多くあった。

メーカーでは、ユーザーへの技術指導を中心にした定期点検計画書の作成や保全担当者

の教育のための取り組みを重視していることがわかった。業種によるメンテナンスの考

え方の温度差もあった。 

また、電気トラブルが多く指摘されていたが、これはセクショナルドライブで代表す

るように大型機械設備でも複数の動力系を持ち複雑な制御を行ったり、タッチパネルや

コンピュータによるプリセット機能の充実で電子機器部品等が増加したこと等が考えら

れる。このことは、ユーザーも突発故障に対応するための予備電気部品の保管や交換修

理等の知識が必要になってきていることを現している。 

機械設備等に対する予防保全の観点から、リモートメンテナンスによる修理の迅速化

や費用の削減等を期待する声も多くあった。 

 

第 4 章 リモートメンテナンスについて 

本章では、リモートメンテナンスを取り上げ、①他業界の先進事例、②新聞輪転機の

実証テスト、③業界が取り組むべき方向、の３項目に関する調査を行った結果を示した。 

4.1 リモートメンテナンスに関する先進事例 

リモートメンテナンスについて先進的な取り組みを展開している工作機械、医療機器、

複写機、昇降機、木工機械の事例を紹介した。 

4.2 リモートメンテナンス実証テスト 

業界におけるリモートメンテナンスの活用指針を検討するため、新聞輪転機を対象に

実証テストを実施した結果を紹介した。 

4.3 印刷産業機械におけるリモートメンテナンスの活用の可能性 

リモートメンテナンスの意味する機能は多様である。極言すれば、リモートメンテナ

ンスとは、機械とメンテナンスセンターの間で常時情報のやり取りを可能にすることと

いえ、それを用いてどのような機能を実現するかは、利用者が自らのメリットになるよ

うに決めればよいことである。 
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一般に、メンテナンスのレベルアップのためには、まず機械の稼動履歴や故障履歴を

記録し、分析することが必要である。しかし、このような機械の運用情報の収集と記録

は必ずしも簡単なことではない。リモートメンテナンスは、このような目的のために効

果的な技術と考えられる。なお、一般には、リモートメンテナンスのためのメンテナン

スセンターは機械メーカーにあることが想定されるが、例えば、各工場の機械の稼働状

況やメンテナンス状況を、本社のメンテナンスセンターで管理するためにこの技術を用

いることも可能である。 

また、メンテナンスのレベルアップを図るためには、メーカーとユーザーの協力体制

を構築することが重要であるが、そのための支援ツールとしてもリモートメンテナンス

の役割は大きいと考えられる。両者が機械の運用状況に関する情報を共有することで、

メーカーは必要なメンテナンスサービスの提供が可能になり、またユーザーはメーカー

のアドバイスに基づいた適切な予防保全活動を行うことが可能になる。このような協力

関係によって突発故障を削減することができれば、ユーザーがメリットを得ることはも

ちろん、メーカーにとっても故障修理の負荷の削減になる。 

 

第 5 章 メンテナンスのレベルアップのためのガイドライン 

5.1 メンテナンス活動の目指すべき方向 

印刷産業界では、トラブルが発生してから実施する「事後保全」がまだ多く行われ

ているが、これからは突発故障発生リスクを下げる「予防保全」へと移行し、生産計

画に対する遅れのリスクを低減することが望ましい。 

予防保全とは、図 5.1 に示すように「決められた時期に決められた内容のメンテナ

ンスを実施し、機械の状態を確認して、異常があれば修理」というサイクルを継続し

ていくことであり、これにより停止時間や故障回数、費用が削減できることは前述の

通りである。 

このような活動を継続して進めていくために必要と考えられることとして、 

①ユーザーとメーカーが取り組むべき基本的な事項。 

②ユーザーとメーカーの取り組みを効率化するための統一化。 

③ユーザーとメーカーの取り組みを効果的に支援する技術の導入。 

の 3項目について、印刷産業および印刷産業機械のメンテナンス活動の改善のため

のガイドラインとして述べる。 
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図 5.1 予防保全のサイクル 

 

5.2 ユーザーとメーカーが取り組むべき基本的な事項 

印刷産業機械のメンテナンス活動の向上を図っていくためには、ユーザーとメーカー

とが協力し合いながら、それぞれが積極的な取り組みを行っていく必要がある。 

機械ユーザーは、ミス・ロスを出さず「安定した品質を安定して出力→生産する」こ

とを目標に、表 5.1 に示すような取り組みを実施する必要がある。一方、メーカーもユ

ーザーのメンテナンス活動を支援するために、表 5.2 に示すような取り組みが必要と考

えられる。 

 

表 5.1 ユーザーが取り組むべきガイドライン 

項 目 ガイドライン 

A 保全技術レベルの向上 メーカーから保全に関する適切な技術指導を受けたり、

熟練者知識の共有化を図ったりするなど、自社内での保

全技術のレベル向上を目指す。 

B 自主的な定期点検の実施 メンテナンスの間隔を延ばすことは、リスクを増やすこ

とにつながるので、自主的に定期点検計画を立て、遅滞

なく実施していく。 

C メーカーへのメンテナンス

実施依頼 

自社では実施困難な高度な技術を要する点検および部品

交換等がある場合は、先送りせずメーカーへ依頼する。

D メンテナンスに関する教育

の実施と体制構築 

保全担当者の選任や機械使用者の社内教育など、保守に

関する社内体制を構築する。教育だけでなく、メンテナ

ンスの効果確認や時期、費用の管理も行う。 

 

 

定期清掃
定期点検

必要な
整備実施

故障率の
低下

余裕時間
発生

機械の
状態確認

①

②

③

④

⑤

定期清掃
定期点検

必要な
整備実施

故障率の
低下

余裕時間
発生

機械の
状態確認

定期清掃
定期点検

必要な
整備実施

故障率の
低下

余裕時間
発生

機械の
状態確認

①

②

③

④

⑤
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表 5.2 メーカーが取り組むべきガイドライン 

項 目 ガイドライン 

A 定期点検等に対するユーザ

ー支援 

推奨する定期点検の時期、項目や、メンテナンスの実施

方法等具体的で分かり易い情報をユーザーに提供する。

B 定期交換部品情報のユーザ

ーへの提供 

部品の交換時期、製造中止品および代替品、部品価格等

の情報など、保守部品に関する適切な情報を必要に応じ

てユーザーに提供する。 

C 保守・保全についてのユーザ

ー講習会実施 

必要に応じ、これらの定期点検、部品の交換時期や保守

管理の方法、体制などの講習会を開催し、ユーザーをサ

ポートする。 

D 定期点検サービスの実施 メーカーの定期点検サービスにより、予防保全を含むメ

ンテナンスを定着させる。 

E 迅速な保全支援体制の構築 リモートメンテナンス等の新技術を生かした迅速な保全

支援体制を構築する。 

 

5.3 業界で統一化が必要と思われる項目 

メンテナンスに関するユーザーとメーカーのスムースな意思疎通を図るためには、使

用する用語やそれらの意味の統一化が必要であり、用語の定義、点検フォーマット等の

検討を行った結果を示した。 

 

5.4 リモートメンテナンスなどの支援技術の導入 

印刷産業および印刷産業機械業界がリモートメンテナンスの技術を広く活用するため、

ここに搭載すべき機能など業界の統一化の整備が必要なことについて示した。 

 

第 6 章 調査研究のまとめ 

本章では、調査研究のまとめとして、メンテナンス等に関して各章で示した業界の取

り組み事例や課題等を踏まえ、メンテナンス活動の重要性を具体的に認識し、適切な対

応を推進していくことが必要であると説き、そのための具体的な取り組みの考え方等に

ついて記述した。 

 

 

 

この事業は、競輪の補助金を受けて実施したものです。 

http://ringring-keirin.jp/  
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