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[要 約] 

(1) 設備管理技術の変遷 

従来は、設備は故障したら修理すると言う考え方が一般的であったが、故障による稼働

率の低下を回避するために予防保全が提案された。1960 年代に、アメリカで信頼性中心保

全方式 RCM、が開発され、内在する危険、及びその程度を知るためのいくつかの危険度評

価手法が開発されてきた。 

アメリカ石油協会が 1996 年にリスク基準メンテナンス検査計画方法(RBI)を提案し、リ

スク基準メンテナンス（RBM）活動が盛んになっている。RBI を適用することによって、保

全回数、保全コストが大幅に削減された例などが紹介されている。 

日本では、故障メカニズムに基づく寿命予測手法である LEAF(Life-span Estimation 

Analysis based on Failure mechanisms)が提案され実用化が進められている。ここでは設

備を機能展開し、各構成要素に対して特定の劣化がどのようなメカニズムで進展するかを

故障物理によって想定し、保全カレンダーに反映する仕組みで設備管理を行うものである。 

(2) 近の設備事故 
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近年増加している設備事故の主要な原因は経年劣化である。背景には高経年設備の増加、

団塊ベテラン層の減少、中堅・若手への技能伝承の遅れ、保全費用の圧縮など複合的な要

因が挙げられている。 

(3) 設備管理技術を取り巻く動向 

米国ではわが国に比べて早くから設備の維持管理基準の検討がされ、米国機械学会、石

油学会などを中心に維持規格の体系が整備されてきた。わが国では規制緩和の動きと共に、

設備の自主保安の動きが加速されており、実効性を重視した安全規制への転換が促進され

ている。 

経営戦略的なシステムとして、ROA の視点を取り入れてステイクホルダーの利益を 大

化するための設備保全が求められている。保全業務の PDCA サイクルを実行するためのシス

テムや仕組みが存在することを前提として、それらのシステムから保全データを取り込ん

で評価し、戦略化するというより大きな PDCA を行うことによって新たな戦略システムとす

ることが進められている。 

(4) 設備診断技術の動向と設備管理技術 

設備診断技術は設備管理技術の重要な部分を構成している。予防保全の経年劣化による

故障への対策のみに有効であるとの理論的欠陥を克服するために予知保全 CBM、および信

頼性保全 RCM が誕生し、さらに、劣化原因除去型保全であるプロアクテイブ保全 PRM が設

備保全戦略として提案された。設備診断は過去の様々な手法が開発され、実用化されてき

たが、各種の設備診断技術の総合化・システム化が進められており、精度の向上や設備診

断データによる寿命予測などの新たな展開が検討されている。 

(5) 今後の設備管理技術と新しい設備産業の展開 

近の設備管理技術の主要な要素技術には、RCM、RBI/RBM、LEAF、CBM などがある。LEAF

は網羅性の確保、原因に遡った故障メカニズム、寿命予測に特徴があり、RCM、RBI/RBM は

故障影響の把握や保全方式の選択などの経営管理上の利用に特徴がある。 

設備管理の目的は、ステイクホルダーの利益の 大化であるが、このためには、アセッ

トマネジメントの考え方、即ち、ROA の 大化を目指すことが求められている。設備産業

界では、ライフサイクルコストを下げるため高経年設備管理が重要な課題である。今後は、

潜在的な劣化現象を把握して対応することが必要であり、劣化管理の網羅性が重要な視点

である。さらに、劣化程度を適切に見極め評価するための、検査、診断、寿命予測、およ

びデータ管理等の技術が重要である。 

 

第 1 章 設備管理技術の変遷 
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1.1 事後保全から予防保全 

従来は、設備は故障したら修理すると言う考え方である事後保全が一般的であった。保

全コストはかからないが、設備が大型化し、生産システムが複雑になるにつれて、設備の

故障によって生産が停止、または操業度が下がることが大きな損失につながるようになっ

た。そこで、故障による稼働率の低下を回避するために提案されたのが予防保全である。

この方法は、部品が寿命に達する前に交換するので、交換時期を何時にするかが問題とな

る。 

1.2 信頼性中心保全（RCM） 

1960 年代に、アメリカでは航空機の大型化と整備量の増大によって、どのようにして航

空機の安全を確保するかが大きな問題になった。そこで 1965 年、アメリカ航空連邦局、ユ

ナイテッド航空、ボーイング社の3者で新しい保全の体系が検討された。その成果がMSG-1, 

MSG-2, MSG-3 として発表された。これらは、ボーイング 747、ロッキード 1011、ダグラス

10 の時間計画保全に活用された。これらの手法を活用して、RCM(Reliability Centered 

Maintenance)、信頼性中心保全方式が航空機分野のみでなく、発電所、建築システムなど

様々な分野で活用されている。 

1.3 危険度評価法の試み 

設備の安全を確保し、事故･故障を未然に防ぐために、設備にどういう危険が含まれてい

るか、内在する危険を知ることが重要である。内在する危険、及びその程度を前もって知

るために、いくつかの手法が開発され、使用されてきた。その主要な方法は、次の通りで

ある。 

1960 年代から開発されてきた信頼性解析の方法のひとつがフォールトツリー解析

（FTA：Fault Tree Analysis）である。頂上事象と呼ばれるシステムの特定の故障、事故

などの結果に対して、基本事象と呼ばれる統計的に独立と考えられる故障原因などの要素

との関連を、主に論理的 AND と論理的 OR で表される図的に表現したものである。 

 イベントツリー解析(ETA：Event Tree Analysis)は帰納的な論理図である。ある初期事

象から出発して、色々なシーケンスをとることにより、どのような状態になるかを明らか

にするものである。 

 HAZOP は、プロセスシステムの設計又は運転に際して設定されている基準となる条件か

らのずれ(Deviation)に注目して、このずれの発生する原因とその影響を調査して、その対

策を検討するものである。 

FMEA は、帰納的解析手法の一つであり、システムの各要素の故障モードを残らず列挙し、

その故障モードが発生した場合に、システムや機器にどのような影響を与えるかを解析す
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る。その故障が発生する原因、故障がシステム機器や運用する人間に及ぼす危険や故障検

知方法などを検討し、信頼性を損なう可能性の大きい故障モードを未然に除去する方法で

ある。 

近年動的な解析のための手法が必要とされ始めた。システム信頼性解析手法の一つであ

る GO-FLOW 手法では、時間依存性の解析、複雑な動作モードを持つシステムの解析、動的

システムの解析など、フォールトツリーにない優れた機能を持つといわれる。 

1.4 リスクベース保全 

アメリカ石油協会が 1996 年に石油産業設備を対象とした 初のリスク基準メンテナン

ス検査計画方法(RBI)を提案し、それ以降の欧州でも規格化の動きがあり、リスク基準メン

テナンス（RBM）活動が盛んになっている。 

RBM では、リスクを破損の起こりやすさと被害の大きさの積と定義し、故障、事故など

をリスクという量的な概念で捕らえ、安全と危険の大きさを連続した量として扱い、リス

クの大きさによって危険度を評価するものである。リスク解析を行い、 もリスクの大き

いものから優先順位をつけることができることで、リスクが大きいものに保全の努力を集

中し、保全費用を削減できる。アメリカなどでは、RBI を適用することによって、保全回

数、保全コストが大幅に削減された例などが紹介されている。 

わが国においても RBM に関心が高まり、2001 年には日本高圧力技術協会に「RBM 専門研

究委員会」が発足し、2006 年には、化学工学会から「設備管理の為の検査有効度ハンドブ

ック」が出され、RBI をベースとした検査有効度の概念をわかりやすく解説し、検査有効

度の表を作成するなどの活動を行っている。日本における RBI/RBM の事例はそう多くない

といわれているが、いくつかの例を紹介した。 

1.5 故障物理に基づく設備管理技術 

LEAF(Life-span Estimation Analysis based on Failure mechanisms)は故障メカニズム

に基づく寿命予測手法であり、部品・部位を起点に機能を明確にして機能に対するストレ

スを考え、各々の部品・部位のストレス毎に故障を考えた上で寿命予測の精度を上げてい

くシステムである。ここでは設備を機能展開し、各構成要素に対して特定の劣化がどのよ

うなメカニズムで進展するかを故障物理によって想定し、保全カレンダーに反映する仕組

みで設備管理を行うものである。膨大なデータ入力を避けるために設備を型式分類するこ

とで機能展開の自動化部分を増加させることや、劣化モードの適用をデータベースから自

動検索し数学モデルを適用することでより高度な余寿命計算を行う。熱交換器などを対象

として LEAF を利用した設備管理の研究開発が行われ、システムの実用化が進められている。 

1.6 まとめ 
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従来は、設備は故障したら修理すると言う考え方が一般的であったが、故障による稼働

率の低下を回避するために予防保全が提案された。1960 年代に、アメリカで信頼性中心保

全方式 RCM、が開発され、内在する危険、及びその程度を知るためのいくつかの危険度評

価手法が開発されてきた。アメリカ石油協会が 1996 年にリスク基準メンテナンス検査計画

方法(RBI)を提案し、リスク基準メンテナンス（RBM）活動が盛んになっている。日本では、

故障メカニズムに基づく寿命予測手法である LEAF(Life-span Estimation Analysis based 

on Failure mechanisms)が提案され実用化が進められている。 

第 2章 近の設備事故 

2.1 近の設備事故の概要 

高圧ガス、都市ガスおよび LP ガスの各分野で、事故件数が急増しており、経済産業省

は平成 20 年 7 月より、産業保安関係事故の低減に向けた取り組みを開始した。平成 19 年

の高圧ガス事故報告件数は平成 12 年の約 6倍となっている 

2.2 設備事故の特徴と原因 

「産業事故調査結果の中間取りまとめ」(H15 経済産業省)では経営における「安全・保

安」の位置づけの中で『各企業の経営トップは、「産業事故」が発生した際の従業員等の生

命、企業活動していく上での信頼・信用・安心感の喪失、ひいては近隣の日常生活や地域

経済への影響を熟慮し、「産業事故」は経営資源の配分ミスによる「経営の失敗」とも言え

る事態であることを厳しく認識することが必要である。』としており、保全を取り巻く環境

は単に生産阻害に伴う経済的損失という内向きの要因だけでなく企業の社会的責任という

外向きの要因への対応を迫られるものとなってきている。高圧ガス保安協会が取り纏めた

事故事例データベースにおける原因のトップは劣化であり、誤操作、点検不良、認知確認

ミスの順になっている。劣化の要因としては腐食が も多く、亀裂・摩耗・疲労と続いて

いる。背景には、高経年設備の増加に伴う対応の技術的困難さがあり、佐藤信義氏によれ

ば、従来から行われているような、「トラブルの発生を受けてから類似トラブルを含めて再

発防止対策を行う方法」では、考えられる類似箇所は広範囲におよび、該当箇所数は相当

に多くなるため事故を防ぎきれないとし、対応するには、すべてを見逃さないという方法

論であり、それに必要なのは網羅的な劣化の抽出が必要である。」と指摘している。 

2.3 設備保全費用と設備保全技術者の変化 

 2006 年度の設備保全費は製品出荷額の 2.1%（6.2 兆円）であり、率・金額ともに漸減傾

向となっている。反面、維持補修投資は製品出荷額の 1.1%（3.2 兆円）で、率・金額とも

に漸増傾向となっている。製品出荷額が増加していることから、保全費を抑制しながらも、

維持補修投資を行うことで生産量の増大を図っていることが伺える。 
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保全部門の人員は過去一定の水準を保って来たが 2006 年度は対前年比▲40%と大幅に削減

されている。2006 年の推計従業員数は 2005 年に較べるとほぼ横ばいであることから、保

全部門人員の絶対数も大幅な減少が見られる。 

保全費用の圧縮・高経年設備の増加・保全部門人員の削減などと保全を取り巻く環境が厳

しくなるに伴い、「人材育成」、「故障の再発・未然防止」、「高経年設備対応」などが課題認

識としてクローズアップされている。また、「保全メネジメント」、「保全データの活用・分

析」などベテラン層の減少や蓄積された保全データを有効に活用できる人材が不足してい

る状況が伺える。 

2.4 まとめ 

近年増加している設備事故の主要な原因は経年劣化である。背景には高経年設備の増加、

団塊ベテラン層の減少、中堅・若手への技能伝承の遅れ、保全費用の圧縮など複合的な要

因が挙げられている。 

第 3章 設備管理技術を取り巻く動向 

3.1 設備安全に関する政策・基準の動向 

米国ではわが国に比べて早くから設備の維持管理基準の検討がされてきた。米国機械学

会(ASME)では圧力容器に関して、石油学会(API)では石油プラントの維持規格について検討

し、制定してきたが、 近では、両者の合同委員会なども進められ、米国では API 及び ASME

とも維持規格の体系が整備されてきたといえる。 

 わが国においても、原子力発電の維持規格が日本機械学会により 2000 年に制定された。

規制緩和の動きと共に、設備の自主保安の動きが加速されてきた。この規制緩和と自主保

安は、形式的や建前論に片寄りがちな安全規制から実効性を重視した安全規制への転換が

促進されることとなり、このためには、国民の英知を結集して安全の根幹である科学的合

理性を追求・活用することや、民間規格=学協会規格策定に産・官・学が協力する体制の強

化に一層努めることが必要である。 

3.2 経営戦略的な設備管理 

 経営戦略的なシステムとして、ROA の視点を取り入れてステイクホルダーの利益を 大

化するための設備保全が求められている。背景として、保全の経営的な評価を行うこと、

装置産業においては高経年設備が増加し、且つ保全の人材が確保できにくい事情から今後

の保全の実行に課題があることがあげられる。CMMS/EAM 等の保全業務の PDCA サイクルを

実行するためのシステムや仕組みが存在することを前提として、それらのシステムから保

全データを取り込んで評価し、戦略化するというより大きな PDCA を行うことによって新た

な戦略システムとすることが進められている。 
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3.3 まとめ 

米国ではわが国に比べて早くから設備の維持管理基準の検討がされ、維持規格の体系が

整備されてきた。わが国では規制緩和の動きと共に、設備の自主保安の動きが加速されて

おり、実効性を重視した安全規制への転換が促進されている。経営戦略的なシステムとし

て、ROA の視点を取り入れてステイクホルダーの利益を 大化するための設備保全が求め

られている。保全業務システムから保全データを取り込んで評価し、戦略化するというよ

り大きな PDCA を行うことによって新たな戦略システムとすることが進められている。 

第 4章 設備診断技術の動向と設備管理技術 

4.1 予防保全の課題 

 設備診断技術は設備管理技術の重要な部分を構成している。設備診断技術を視点として

設備保全や設備管理技術の展開について述べた。事後保全から次に展開したのは予防保全

PM(Preventive Maintenance)であるが、この予防保全には経年劣化による故障への対策の

みに有効であるとの理論的欠陥があり、設備保全費の削減および新たな保全方式が必要と

なった。 

4.2 保全方式の進展 

予防保全の課題を克服するために予知保全 CBM(Condition Based Maintenance)、および

信頼性保全 RCM(Reliability Centered Maintenance)が誕生した。さらに、日本でいう改

良保全の欧米版と思われる劣化原因除去型保全であるプロアクテイブ保全 PRM(Proactive 

Maintenance)が設備保全戦略として提案された。プロアクテイブ保全 PRM は現在欧米で盛

んに議論されている方式であるが、設備診断技術の原因系への適用成果として評価できる

考え方である。これらの関連技術を包含したシステムとしてプラント資産管理システム

PAM がある。 

4.3 設備監視診断の進展 

設備診断技術の 近の新しい技術を述べた。設備診断は過去の様々な手法が開発され、

実用化されてきたが、 近は 1社によってこれらの多くを実施できるようになり、各種の

設備診断技術の総合化・システム化が進められている。この結果、精度の向上や設備診断

データによる寿命予測などの新たな展開が検討されている。 

4.4 まとめ 

予防保全の経年劣化による故障への対策のみに有効であるとの理論的欠陥を克服するた

めに予知保全 CBM、および信頼性保全 RCM が誕生し、さらに、劣化原因除去型保全である

プロアクテイブ保全 PRM が設備保全戦略として提案された。各種の設備診断技術の総合

化・システム化が進められており、精度の向上や設備診断データによる寿命予測などの新
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たな展開が検討されている。 

 

第 5 章 今後の設備管理技術と新しい設備産業の展開 

5.1 設備管理技術の要件と要素技術 

無事故・低コストで既存のプラントを運営するためには、経年劣化による設備上の弱点

を的確に把握し、当該部品・部位をタイムリーに取り替えることが 重要課題である。そ

のための技術的条件は、4 つの基本的要素、すなわち、①網羅的、②論理的、③予測的）、

④管理的である。 近の設備管理技術の主要な要素技術には、RCM、RBI/RBM、LEAF、CBM

などがある。 

5.2 各設備管理技術の特徴 

RCM は、機器を構成する要素が故障した場合に、それが全体にどのような影響を与える

かを評価し、その大きさから管理すべき部位と故障モードを決め、それに対する有効な保

全方式を決定する解析手法である。RCM は過去の保全情報を基に検査周期を設定する。 

RBI/RBM は、故障の発生確率とそれによって生じる損害額の積をリスクと定義し、リス

クの大きい劣化モードを優先的に管理する方法である。リスク評価は、安全に関する評価

と、経済性にかかわる評価を行う。 

LEAF は機器を構成する機能を部品・部位レベルに分解してその機能を阻害する要因（ス

トレス）から、劣化モードの推定、故障に至までの過程を整理することで故障発生のメカ

ニズムを論理的に把握し、部品・部位の寿命を予測する手法である。機器機能展開するこ

とで部位・部位の故障を網羅的に抽出することができる。また、機器機能展開と環境条件

によって劣化モードの網羅的抽出を行うため、故障メカニズムを解明し、部品故障の関連

性を把握することができ、2次故障に至る故障を整理できる。 

LEAF は網羅性の確保、原因に遡った故障メカニズム、寿命予測に特徴があり、RCM、

RBI/RBM は故障影響の把握や保全方式の選択などの経営管理上の利用に特徴がある。 

5.3 今後の設備管理技術の課題と方向 

設備管理の目的は、ステイクホルダーの利益の 大化であるが、このためには、アセッ

トマネジメントが必要であり、ROA の 大化を目指すこととも言える。設備産業界では、

ライフサイクルコストを下げるため高経年設備管理が要求されている。今後は、従来の方

式で対処しても故障を十分に防ぐことは難しく、特に、潜在的な劣化現象を把握して対応

することが必要であり、劣化管理の網羅性が重要な視点である。さらに、劣化程度を適切

に見極め評価するための、検査、診断、寿命予測、およびデータ管理等の技術が重要であ

る。 
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5.4 まとめ 

設備産業界では、ライフサイクルコストを下げるため高経年設備管理が重要な課題であ

る。今後は、潜在的な劣化現象を把握して対応することが必要であり、劣化管理の網羅性

が重要な視点である。さらに、劣化程度を適切に見極め評価するための、検査、診断、寿

命予測、およびデータ管理等の技術が重要である。 

第 6章 決言 

(1) 設備管理技術は、予防保全から信頼性中心保全方式が開発され、同時に事故･故障を未

然に防ぐために内在する危険を知るための危険度評価手法が開発されてきた。さらに、リ

スク基準メンテナンス検査計画方法(RBI)およびリスク基準メンテナンス（RBM）活動が盛

んになっている。 近は、故障メカニズムに基づく寿命予測手法である LEAF(Life 

Estimation Analysis based on Failure mechanisms)が提案され実用化が進められている。 

(2) 近年増加している設備事故の主要な原因は経年劣化である。背景には高経年設備の増

加、団塊ベテラン層の減少、中堅・若手への技能伝承の遅れ、保全費用の圧縮など複合的

な要因が挙げられている。 

(3) 経営戦略的なシステムとして、ROA の視点を取り入れてステイクホルダーの利益を

大化するための設備保全が求められている。保全業務システムから保全データを取り込ん

で評価し、戦略化するというより大きな PDCA を行うことによって新たな戦略システムとす

ることが進められている。 

(4)予知保全および信頼性保全が誕生し、さらに、劣化原因除去型保全であるプロアクテイ

ブ保全 PRM が設備保全戦略として提案され、設備診断技術の原因系への適用が進められて

いる。設備診断は様々な手法が開発され、各種の設備診断技術の総合化・システム化が進

められている。 

(5) 設備産業界では、ライフサイクルコストを下げるため高経年設備管理が重要な課題で

ある。今後は、潜在的な劣化現象を把握して対応することが必要であり、劣化管理の網羅

性が重要な視点である。さらに、劣化程度を適切に見極め評価するための、検査、診断、

寿命予測、およびデータ管理等の技術が重要である。 

 

 

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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