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1　まえがき

生産設備の安定操業・効率化を目指す上で，設備保全は
必要不可欠である。設備事故は企業イメージの低下・社会
的責任の不履行・経営責任など経営リスクにも直結する。
そのため，安全・安心のために設備オーナーとメーカーは
共に設備保全技術の向上に取り組んでいる。
近年の IoT（Internet of Things）の進展により，これ
まで収集できなかったデータが収集できるようになってき
ている。これらのデータを使ったアナリティクス・AIな
どの新たな分析によるスマートメンテナンスが始まりつつ
ある。
本稿では，プラント・工場の電気設備の管理課題に対し

て設備保全の最適化を支援する「設備管理まるごとサービ
ス」を例に，電力の安定供給に不可欠な電気設備の品質向
上とメンテナンスの高度化を実現する設備保全技術につい
て述べる。

2　電気設備の設備管理課題

公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会のメンテ
ナンス実態調査報告

⑴

によれば，設備管理上の重要課題の上
位は次のとおりである。
⑴　故障の再発・未然防止技術
トラブル原因からの再発防止対策，劣化による故障を監

視・診断により未然にトラブルを防止する技術の開発が課
題である。
⑵　人材の育成・確保の方法
プラント建設を経験してきた高度な知識・保全技術を持
つ人材は高年齢化してきている。熟練者のノウハウ継承と，
高度な知識・保全技術を持つ次世代の人材をどのように育

成・確保していくかが課題である。
⑶　高経年設備対応
生産高を優先し長期間設備を稼動させているため，設備

の老朽化が進んでいる。事故がなく設備の稼動を続けるた
めの保全コストの適正化が課題である。
⑷　生産性向上・効率化
製品を製造し販売する本来事業として，製品の生産性向
上・効率化は経営上，高い優先度で取り組むべき課題であ
る。
⑸　保全のマネジメントサイクル
上位方針から設備保全方針を策定し，中長期保全計画・
年度保全計画を作成し，管理していくことが課題である。

3　「設備管理まるごとサービス」の概要

富士電機は，メーカーとして納入した製品のメンテナン
スを顧客から委託を受ける形態でサービスを提供してきた。
しかし，設備オーナーである顧客は，機器のメンテナン
ス・トラブル対応だけでなく，設備管理業務全般に対する
支援サービスを求めている。
設備管理まるごとサービスを提供するためには，長年の
実績で培った顧客からの信頼の上に，次の技術要素・人的
対応などの実現が重要である。
⒜　現場ニーズ（顧客・サービス）をくみ取ったサービ
ス商材

⒝　機器のオンサイト診断と遠隔監視を融合する技術
⒞　顧客業務を分析し，課題の抽出とソリューションの
提案を行う設備保全コンサルティング

⒟　富士電機のサービス技術者の専門技術向上やサービ
ス技術者の多能化
⒠　サービス技術者のモノからコトへの意識改革

設備保全の最適化を支援する「設備管理まるごとサービス」

福島　宗次  FUKUSHIMA, Soji

“Comprehensive Equipment Management Service” Supporting Optimization of Equipment 
Maintenance

生産設備の安定操業・効率化を目指す上で，設備保全は必要不可欠である。設備オーナーは，機器のメンテナンスやト
ラブル対応だけでなく設備管理全般に対する支援サービスを求めている。富士電機は，日常点検から費用管理までの設備
運用・管理の最適化により，設備保全費を低減し，故障未然防止，故障修復時間短縮など，設備の安定稼動を目指す「設
備管理まるごとサービス」を提供している。これにより，管理対象設備と顧客の業務面において，課題の特定，課題の解
決策，継続的な改善など，設備保全の最適化を支援し，安全・安心な設備運用・管理に貢献することができる。

Equipment maintenance is essential for stable operation and effi ciency of production equipment.  Equipment owners are seek-
ing support services that cover not only equipment maintenance and troubleshooting, but also comprehensive management of the 
equipment.  Fuji Electric provides Comprehensive Equipment Management Services, aimed at stabilizing equipment operation by  
preventing malfunction and shortening repair times, as well as reducing equipment maintenance costs by optimizing the operation 
and management of equipment, covering from a daily check to cost management.  Our services contribute to the safe and secure 
operation and management of equipment by delivering support for optimal equipment maintenance, involving identifying issues, 
providing their solutions, and conducting continuous improvement, in terms of customers’ business and equipment management.
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⒡　富士電機の機種ごとの相談窓口であるコンタクトセ
ンターの集約による顧客情報と遠隔監視情報などの一
元的管理と活用

3 . 1 　「設備管理まるごとサービス」の狙い
図1に示すように，設備管理の業務は，保全戦略・計画
の立案から始まり，保全の実行，保全データ管理，設備管
理，さらには保全要員の教育・訓練など多岐にわたる。ま
た，日常点検から費用管理までの日常業務において，設備
運用・管理の最適化により，設備保全費を低減し，故障未
然防止，故障修復時間短縮により設備の安定稼動を目指し
ている。

3 . 2 　「設備管理まるごとサービス」の提供の流れ
富士電機が提供する設備管理まるごとサービスは，管理
対象設備と顧客の業務面において，課題の特定，課題の解
決，継続的改善の流れに従って提供する。表1に設備管理
上の課題と解決策を示す。
⑴　課題の特定
設備保全計画の立案時の課題（顧客側），その保全計画
の実施上の課題，実績管理の課題，保全要員・保守部品・
保全費用管理の課題など，リスク評価を含めた総合設備診
断により顧客と相談しながら課題を特定する。
⑵　課題の解決
特定した課題に応じて，表1に示した①保全計画，②設

備更新，③設備監視，④保全管理方案の解決策を提案する。
⑶　継続的改善
導入した解決策の効果を，収集したデータから評価・分

析し，保全計画を見直す。点検周期の見直しや，管理方法
の改善，機器の更新などを含め，さらなる改善を図る。

4　サービスを実現するシステム

設備管理まるごとサービスのシステム構成を図2に示
す。設備管理まるごとサービスは，フィールドデバイス，
IoTプラットフォーム，O&M（O&M：Operation and 
Maintenance）サービスプラットフォーム

⑵，⑶

，O&Mサー
ビスアプリケーションで構成される。IoTプラットフォー
ムは，フィールドデバイスから送られてくる現場データを
収集するエッジコントローラ，サービスアプリケーション
の実行環境を提供するサーバシステム，それらをつなぐ通
信機能，ならびに収集したデータを分析・解析するアナリ
ティクス・AIで構成されている。

顧客の管理対象設備

狙い：プラント・工場の電気設備の管理課題
に対して設備保全の最適化を支援

① 設備運用・管理の最適化（設備保全費の低減）
② 設備の安定稼働（故障未然防止，故障修復時間短縮）

○日常点検
○定期点検
○突発トラブル対応
○作業管理
○設備業者対応
○ドキュメント管理
○台帳管理
○作業管理
○部品管理
○費用管理
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図 1　「設備管理まるごとサービス」の狙い

表 1　設備管理上の課題と解決策

課　題 解決案

設備全般
○  設置設備の全体像を見たい
○  設備保全を見直したい
○  設備投資計画を立てたい
○  社会的責任と安全を確保したい

総合設備診断
○  総合設備診断サービス

保全方針
○  設備の重要度に応じたメンテナン
スを実施したい
○  故障の再発・未然防止を図りたい
○  高経年設備を安定稼動させたい

保全計画
○  メンテナンス計画
○  設備のストレス状況，品質状況
に応じたメンテナンスの実施

○  個別機器の設備診断

高経年稼動設備
○  老朽化した機器を更新したい
○  更新時に最新技術を導入したい
○  設備品質を高めたい
○  設備稼動率を上げたい

設備更新
○  機器更新
○  品質向上機器の導入
 ・電源安定化
 ・省エネルギー化など

設備異常
○  停止時間と再稼動時間を縮小した
い
○  良好なメンテナンスにしたい
○  社会的責任と安全を確保したい

設備監視
○  遠隔監視装置の導入
 ・稼動監視
 ・遠隔保守
 ・劣化診断など

保全管理業務
○  保全要員の管理を効率化したい
○  保守部品の管理を効率化したい
○  保全データを有効に活用したい
○  保全要員を確保・育成したい

保全管理方案
○  設備管理支援ツール導入
 ・O&M支援
 ・ウェアラブル遠隔支援など
○  教育・育成支援
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O&Mサービスプラットフォームは，5章に記載する運
転管理，保全管理，分析管理機能を備えている。設備管
理対象となる機器の共通監視ユーザインタフェース（UI）
をテンプレートとしてそろえている。
O&Mサービスアプリケーションは次の四つがある。
⒜　VCB一括遠隔監視
⒝　高圧機器部分放電監視（オンサイト）
⒞　データセンター遠隔監視（開発中含む）
⒟　蓄電池遠隔監視
これにより，設備管理対象機器の稼動情報・アラーム情

報などを中心に，異常兆候を判断する機器固有情報を選
定し，その情報を監視・診断する UIをテンプレートで定
義・設定できる。

5　稼動情報と保全情報の統合と分析

図3に示すようにO&Mサービスプラットフォームは，
ISO 18435（O&M統合モデル）で定義された運転管理業
務，保全管理業務，分析管理業務を支援する機能がある。
対象機種から収集した稼動情報と，人の作業に関わる点検
情報や故障情報などの保全情報を統合し分析する。

5 . 1 　運転管理機能
運転管理機能は，設備管理の場面では対象機器の稼動情

報などを収集・蓄積する。対象機器の情報は，エッジコン
トローラからインターネットを経由してクラウドのサーバ
システムに蓄積し，O&Mサービスアプリケーションで遠
隔監視する。

5 . 2 　保全管理機能
保全管理機能は，設備管理支援システムで入力された点

検情報や故障情報などの保全情報を管理する。具体的には，

設備台帳（設置年，メーカー情報，保守連絡先，消耗品リ
ストなど）を基にした設置場所，点検計画・実績，故障履
歴・対応記録，交換部品の在庫状況，保全実績などの情報
である。

5 . 3 　分析管理機能
分析管理機能は，稼動情報と保全情報を統合する。その

上で，稼動・状態・傾向監視や，認識・診断・予測・最適
化，リスク・影響度・環境負荷などの分析・評価を行う。
この分析・評価の結果を基に，運転計画への反映，保全

計画の修正・見直しなどに反映する。これにより，設備運
用・管理の最適化による設備保全費の低減，設備の安定稼
動による故障未然防止，故障修復時間短縮を行うことがで
きる。

6　導入事例

6 . 1 　稼動率改善
図4にO&Mサービスプラットフォームを用いた稼動情
報と保全情報の統合による稼動率改善事例を示す。
稼動情報の一つである生産実績（図4⒜）を，運転管理
機能から取得する。例えば，生産計画よりも著しく生産実
績が低下した⑴～⑷と，故障発生状況からなる保全情報
（図4⒝）を比較して，故障が発生した設備を特定できる。
図4⒞は，保全管理機能から取得した，保全情報の一つ
である設備Aの点検情報を示している。設備Aの点検情
報と故障発生状況の傾向を分析すると，設備Aの故障発
生前に点検項目 1のデータが小さくなり，点検項目 2の
データが大きくなる傾向があることが分かる。この分析結
果から点検項目 1のデータ，点検項目 2のデータの点検
周期を短くすることを点検計画に反映することで，故障発
生検知精度が上がり，事前に故障の発生を予測できる。ま
た，故障前に計画的に保全作業を実施することで，故障を
未然に防止して設備の稼動率を改善できる。
図4⒟は，設備 Aの故障前後の稼動情報を示しており，

操業最適化エネルギー管理 設備管理

O＆MサービスプラットフォームIoT サービスアプリケーション  

IoT プラット
フォーム

O＆Mサービスアプリケーション

アナリティクス・AI

サーバシステム

エッジコントローラ

データ収集 フィードバック

フィールド
デバイス

図 2　システム構成

＊1：クラウド遠隔監視システム
＊2：AI エンジン・BI（Business Intelligence）ツール
＊3：設備管理支援システム

運転管理 *1 分析管理 *2 保全管理 *3

運転計画

稼動情報 保全情報

アナリティクス・AI

AI

保全計画

運転監視 データ分析
保守点検・異常修復

図 3　O&Mサービスプラットフォームの機能構成図
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これを統計解析することで，新たな稼動データ間の相関関
係を発見することができる。図4⒠に統計解析した設備A
の各稼動情報のデータ相関を示す。この事例では，故障が
発生する前に，データが正常時の相関から大きく離れた値
を示すことが分かる。
したがって，データ相関から判明した設備Aの稼動情
報にしきい値を設定して重点的に監視することで，異常を
事前に検知して設備異常停止を回避し，稼動率を改善する
ことができる

6 . 2 　障害修復時間の短縮
図5は，遠隔監視システムを導入した場合の障害発生か
ら対応完了までの障害修復時間の比較である。障害や異常
兆候などを検知すると，O&Mサービスアプリケーション
は異常通知メールを発信する。富士電機のサービス技術者
は，メールを受け取ると即座にO&Mサービスアプリケー
ションに接続して状況を詳細に把握し，原因を特定して対
応を手配する。これにより，ある事例では，導入前と比較
して異常を検知してから復旧完了までに要する時間を，約
30%短縮できるようになった。

7　あとがき

設備保全の最適化を支援する「設備管理まるごとサービ
ス」について述べた。
富士電機の IoTソリューションは，“Small，Quick 
Start & Spiral-up”をコンセプトに，“フィールドデバイ
スと解析・最適化技術を生かし，お客さまにとっての新た
な価値を創出します”をキャッチフレーズとして進めてい
る。その中で，IoTサービスアプリケーションとしての設
備管理ソリューションは，運転管理と保全管理からその情
報を分析管理することで設備保全の最適化を目指すサービ
スとして取り組んでいる。
アナリティクス・AIの適用は，限定的領域ではあるが
成果を上げている。現在，エッジ側での適用が主流である
が，今後は，稼動情報と保全情報の統合加速や長期間デー
タの活用など幅広い情報を評価・活用するため，クラウド
での適用を進めているところである。
設備保全分野では設備保全コンサルティングのニーズが
高く，そのノウハウを生かし，さまざまな設備保全商材を
提供し継続的にお客さまに寄り添う設備管理まるごとサー
ビスで，設備保全費の低減，故障未然防止・故障修復時間
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短縮により，安全・安心な設備運用・管理に貢献する所存
である。

参考文献
⑴　公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会. “2018年度

メンテナンス実態調査報告書概要”. 2019-04.

⑵　保川幸雄ほか. IoTから始まる新しい価値創出ソリュー

ションの現状と展望. 富士電機技報. 2018, vol.91, no.3, 

p.124-129.

⑶　山田隆雄，福住光記. 富士電機IoTプラットフォームの全

体像，富士電機技報. 2018, vol.91, no.3, p.157-160.

福島　宗次
電機・計装システムのフィールドサービス業務，
技術管理業務，ビジネス企画業務に従事。現在，
富士電機株式会社パワエレシステム インダスト
リー事業本部フィールドサービス統括部事業企画
部主席。電気学会会員。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE3B7562970A4E67306E3068883A7901307E305F306F30FB96505BE130FC30EB308430A430F330BF30FC30CD30C330C8304C7D317567300190E14F59308B305F3081306E302000410064006F0062006500200050004400460020008765F8666E305C4F10626B3069905730663044307E305930023053306E302D8A9A5B67305C4F106255308C305F3020005000440046002000D530A130A430EB306F3001304100630072006F0062006100740020004A30883073302000410064006F00620065002000520065006100640065007200200038002E0030002000E54E4D9667308B954F30533068304C3067304D307E3059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName <FFFE5B004E4FE389CF50A65E5D00>
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


