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1　まえがき

1997 年 7月に制定された法律によって公共施設などの
建設、維持管理、運営などを民間の資金、経営能力および
技術的能力を活用する PFI（Private Finance Initiative）
の手法を、ごみ焼却分野でも 2000 年頃から利用する自治
体が増加している。
この PFI 事業には幾つもの方式がある。ごみ焼却分野
では、DBO（Design Build Operate）方式を適用する事
例がほとんどである。この方式では、まず、自治体がごみ
焼却施設の建設を計画する。次に、自治体または広域組合
などが建設費用を調達し、入札で決定した造機メーカーが、
設計（Design）、建設（Build）、運営（Operate）を行う。
なお、運営期間は通常 15～ 20 年である。
DBO方式の狙いの一つとして、事業期間中に発生する
ライフサイクルコストの削減がある。
富士電機は、ごみ焼却施設への商材として特高受変電

設備、高圧配電盤、無停電電源装置、分散型制御システ
ム（DCS： Distributed Control System）、プログラマブ
ルコントローラ、電動機、汎用インバータ、分析計、計測
機器などのさまざまな製品を豊富にラインアップしている。
これら製品を2章で述べるパッケージを適用し、プラント
を効率的に維持管理することでライフサイクルコスト削減
に貢献できる。
一方、世の中では AI 技術を適用した製品や IoT

（Internet of Things）技術を付加した製品が求められて
いる。
本稿では、これらの技術を適用した、富士電機の効率的
な維持管理を実現するごみ焼却施設パッケージを紹介する。

2　ごみ焼却施設パッケージの概要

ごみ焼却施設に求められる主な機能は、次の四つである。
最近では、そのうちの余熱利用が盛んになっている。
⒜　燃焼残さ中の未燃物を一定限界以下に維持しながら
計画ごみ量を焼却

⒝　公害規制値を超えない安定した燃焼
⒞　余熱利用設備を使った余熱や蒸気の所内外における
利用
⒟　発電設備を使って発電した電気の所内外における利
用
施設の安定操業のためには、焼却設備や公害防止設備、

発電設備などが安定して正常動作を継続することが不可欠
である。年度計画に基づいた焼却運転、ならびに休止中の
点検が重要である。
DBO方式による効率的な運転および維持管理をする上
で従来の運用において幾つかあった課題は、維持管理パッ
ケージを活用することにより、解決できる。

2 . 1 　運転支援システム
ごみ焼却施設では、さまざまな設備同士が関連し合って
いる。安全・安心な操業を維持するためには、複雑な制御
を行う必要がある。さらに、少子化や運転員の高齢化、グ
ローバル化に対応した外国人労働者の受入れなどの課題
もある。少子化による運転員の不足だけでなく、設備投資
予算の縮小で原価を低減するため運転員の作業量が増加し、
運転品質への影響が懸念される。
また、設備に精通した熟練運転員の定年退職が進んでい
る。その結果、現場力が低下し、作業忘れや作業ミスなど
が発生するリスクが高まり、安全・安心で安定した操業へ
の影響が考えられる。

効率的な維持管理を実現するごみ焼却施設パッケージ

古川　浩司  FURUKAWA, Koji

Waste Treatment Facility Package for Effi cient Maintenance

PFI（Private Finance Initiative）事業には幾つもの方式がある中、ごみ焼却分野では、DBO（Design Build 
Operate）方式を適用する事例がほとんどである。DBO方式の狙いの一つとして、事業期間中に発生するライフサイクル
コストの削減がある。富士電機は、技術ノウハウを伝承できる運転支援システムや異常兆候を検知し、最適な点検やメン
テナンスの時期を知らせる異常兆候早期検出パッケージや設備管理などの定型業務と突発的な故障対応など非定型業務を
最適かつ漏れなく支援する設備保全管理システムにより、プラントの効率的な維持管理に貢献している。

There are several business models of private fi nance initiative (PFI) projects, but the waste incineration sector almost always 
uses the design, build and operate (DBO) model.  One of the aims of the DBO model is to reduce the life cycle costs incurred during 
the project period.  Fuji Electric is contributing to effi cient plant maintenance by providing various kinds of systems for plant opera-
tion: operation support systems that allows inheritance of our cultivated technical expertise; early-stage abnormality sign detection 
package that detects abnormalities and inform operators of optimal inspection and maintenance schedules; and equipment mainte-
nance management systems that optimally and reliably support regular tasks, such as equipment management, and irregular tasks, 
such as providing guidance on sudden failures.
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一方で、それぞれの運転員が保有している技術に偏りが
あり、操作の順序やタイミングがまちまちである。熟練者
などが保有している個人のノウハウの共有化や継承が行わ
れないと、ノウハウの属人化によって設備の安定稼働を阻
害する要因にも成りかねない。
そこで富士電機は、技術ノウハウを伝承できるようにす
るため、図1に示すように PDCAサイクルを回しながら、
主に運転支援 PCと運転支援タブレットからなる運転支援
システムを構築した（図2）。
⑴　Plan
管理者は、運転員よりヒアリングした過去に発生した故
障発生時の対応手順を整理する。その中から、最も良い手
順を選ぶ。
⑵　Do
管理者は、選んだ対応手順を基に、運転支援 PCに作業

フローを入力し、完成する。
⑶　Check
実際に故障が発生した場合、運転員は運転支援タブレッ

トに表示された作業フローに従い作業を行う。
完了した作業実績が後から確認できるため、作業フロー

の改善などに役立てることができる。
⑷　Action
⑶で使用した作業結果により作業フローの問題点、改善

点を運転員と再度議論し、管理者は⑵で作成した作業フ
ローの最適化を行う。
また、他社 DCSと OPC（OLE for Process Control）

通信によりシステム連携も可能であり、いったん作成した
作業ノウハウを他事業所などへ流用することも可能である。
本運転支援システムの導入により、属人化したノウハウ

が経験値の異なる運転員に高いレベルで展開できるように
なる。最適運転による利益創出、安全・安心なプラント運
用が可能になる。さらには、図3に示すようにプラントの
実績データに基づいて運転計画の再調整を行うことができ
るなど、データ駆動型工場への変革につなげることができ
る。

2 . 2 　異常兆候早期検出パッケージ
ごみ焼却施設の DCSにおいて、さまざまな制御対象を

最適に制御するためにチューニングを行っている。一方で、
機器の経年劣化により変化する制御範囲に対応しながら、
プラント側（設備）の異常兆候を捉えることが重要である。
異常兆候早期検出パッケージは、制御範囲の変化に基づ

いて異常兆候を検知し、最適な点検やメンテナンスの時期
を知らせるシステムである。
以前は、プラント設備を運用する中で故障発生の予測は

画一的で限定的であったため、ほとんどの故障は予期せず
突然発生することとなり信頼性は十分でなかった。さらに、
発生した故障の要因の特定や、発生頻度の低い異常への対
処方法の決定に時間を要することもあった。これらは、熟
練の運転員の減少に伴い、異常への対処ノウハウが伝承さ
れずに欠落していることも原因の一つである。
そこで、異常兆候早期検出パッケージでは、ビッグデー
タを活用して異常兆候を高い信頼性で検知するシステムを
次の機能で実現している（図4）。
⑴　プラントデータ収集
トレンド、警報履歴、操作履歴を実績データベースに収

Plan（標準化）

CCAA

PP DD

現場問題発生
時の熟練運転
員の業務ノウ
ハウを具現化

Do（業務定義）
業務フローをシステムに展開

Action（業務フロー最適化） Check（実作業）

オンライン監視にて、業
務フローに沿って迅速に
対応

生産変更や問題発生時の
操作、結果による見直し
や改善を議論

図 1　現場技術伝承の PDCAサイクル
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○作業チェックリストとして活用
○工程移行後の実績値確認
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運転支援タブレット

○現場での工程確認と移行
○帳票手書き作業の撲滅
○写真による現場状態共有
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○OPCでシステム間連携
○連携による工程自動移行
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図 2　運転支援システム構成
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図 3　プラント実績データの統合と活用
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集する。
⑵　モデル自動生成
過去のプラントデータから監視対象を予測するモデルを

自動生成する。
⑶　パターン自動抽出
過去のプラントデータから監視対象が異常に至る過程で

出現するログの頻出パターンを自動で抽出する。
⑷　モデル自動更新
モデル生成およびパターン抽出は、自動的に随時更新し
予測モデルの精度の向上を図っている。
このようにして、前述の予測モデルに現在データを入力
して予測すると、異常パターンと逐次比較して異常兆候を
検知する。図5に示すとおり、今までは予備アラームが発
報して本アラームが発報する間の余裕時間が、改善後は異
常兆候が表れた時刻Aの時点（現時点）で、本アラーム

の発報時刻を予想し注意喚起を行う。このため、運転員は
さらに余裕を持って補正操作を行うことができるため、プ
ラントの異常を最小限に抑えることができる。
さらに、アラームの履歴データを基に作成した異常発生
時のアラームパターンと直近のデータを比較し、異常に至
るパターンとの類似度を指標にして異常兆候を検出してい
る。
これにより、モデルによる予測ができないような想定外
の動作が発生した場合、異常兆候パターンの補完が行われ
異常兆候検出機能の精度向上が図れる。

2 . 3 　  設備保全管理システム（メンテナンスステーション）
メンテナンスステーションは、次の機能によって設備機
器の状況を把握しながら、最適かつ漏れのない保全業務を
支援するシステムである。
⒜　設備情報の管理
⒝　部品情報および倉庫からの入出庫管理
⒞　点検作業の計画と記録
⒟　故障情報の起票と記録
⒠　設備保全に関するコストの出力
⒡　ユーザー固有の帳票へのデータ出力
プラント管理に必要な定型業務をシステム化し、突発的
な故障対応業務に集中できるようにサポートしている。
定型業務は、マニュアルに基づいた手順で進める業務で
あり、情報収集作業、定型帳票作成、定型の故障・復旧対
応、検査結果登録などがある。これらの定型業務は、力仕
事や繰返し作業であり、簡単ではあるが時間がかかる作業
が多い。
一方、非定型的な業務では、突発的な故障対応のように

深い経験も必要であり、マニュアルに落とし込むことが難
しい知見（暗黙知）に基づく状況判断や、臨機応変な対
応も必要である。具体的には、故障の要因分析、エネル

直近～現在のプラントデータ・ログデータ

過去のプラントデータ

過去のログデータ

異常兆候検知機能
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濃度圧力

流量

…

予測
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パターン自動
抽出機能

ログ 1
ログ 2
アラーム 1 …

温度

実績
データ
ベース

HCI
濃度

HCI
濃度

監視対象
（例）

監視対象
（例）

圧力
流量

ログ

ログ 1
ログ 2
HCI 濃度アラーム …

温度
圧力
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異常パターン①との
類似度 80％
異常パターン②との
類似度 5％

異常パターン①：
　ログ 1、ログ 4、HCI 濃度アラーム
異常パターン②：
　ログ 3、ログ 8、HCI 濃度アラーム

自動的に逐次更新→精度向上

○予測モデルに現在データを入力し、予測して異常検知
○異常パターンと逐次比較して異常検知

過去のプラントデータから監視対象を予測する
モデルを自動生成

監視する異常に至る過程で出現するログの
頻出パターンを自動抽出

異常発生の
兆候を検知

ログ

図 4　ビッグデータを活用した異常兆候の検知システム

監視対象の値
（例えばCO濃度）

時　刻時刻Ａ

予測を使った場合の余裕時間

上上限（本アラーム
しきい値）

上限（予備アラーム
しきい値）

実績
本パッケージによる予測

予測を使わ
ない場合の
余裕時間

CO濃度の予測アラームに対するガイダンス例
○二次空気増加
○Nox 濃度上昇注意

この時刻に
アラームが
発報すると
現在時点で予測

予測に基づく表示例（操作・注意点ガイダンス）

アラーム発報（実績）

図 5　モデル生成予測による異常兆候検知
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ギー・環境評価、安全・信頼度評価、検査結果の評価、保
全計画とコスト評価などの業務も含まれる。
保全業務の管理に必要な最もシンプルな機能構成を図6
に示す。
各機能は次のとおりである。

⑴　設備管理
設備の階層構成（場所や工程など）や属性データを管理
し、設備に基づく部品情報を管理する。
⑵　点検管理
設備に対する保全作業（定期点検、予防作業など）の入
力項目を登録・管理する。
設備の作業計画と作業実績の管理が可能であり、タブ

レット端末を使って現場でオンライン入力などのリモート
作業も可能である。

オプションとして、保守作業の進捗状況をロケーション
ごとに建屋や工程の図面にグラフィカルに表示することが
できるロケーション管理機能も持っている。
⑶　故障管理
故障が発生すると、設備管理者は故障に対応するための

作業指示書を起票する。この作業指示書を運転員が確認し、
故障対応作業を行い、作業結果を入力する。
これらの情報は、故障対応記録としてデータベースに登
録され、知識・ノウハウとして過去に発生した故障履歴を
参照する際に活用される。
また、故障対応を、現象、幾つかの要因、真の原因、処

置に整理し、過去トラブル調査を支援できる。
⑷　コスト管理
保全作業のコスト（時間、金額）を設備ごとに集計する。

⑸　交換部品・在庫管理
設備ごとの交換部品（交換周期・最終納期確認日など）

を登録・編集し、部品を倉庫の棚単位で管理し、交換部品
の在庫情報も管理する。
交換部品の在庫数と安全在庫数を管理し、日常点検時に

部品交換数などの実績を在庫数に反映する。
⑹　集計・分析管理
保全作業で行った点検や故障対応などの内容を経歴の

データシートとして出力し、データシートにピボットやマ
クロなどを自由に組み込み、再利用することができる。
これらの機能によって保全管理の業務シナリオに沿った

保全情報の管理や活用が可能なので、業務の効率化や知識
ノウハウの一元管理、周知などを容易に行うことができる。
このメンテナンスステーションでは、図7に示すように
まず業務フローをユーザーとともに作成する。ついで、業
務フローの目指す在り方を共有しながら、現状分析を行う。
再構築した業務フローに沿ってデータベースに反映するこ
とで、使いこなせるメンテナンスステーションとなる。

【定型帳票】

（6）集計・分析

（1）設備管理
設備・機器の階層と属性

（2）点検管理（定型業務）

作業
スケジュール
作業
スケジュール

【分析帳票】 保全履歴
（分析用データシート）
保全履歴
（分析用データシート）

日常点検

定期保全

予防保全

改良保全

…

計画・実績

モノ・人

（3）故障管理（非定型業務）

突発故障
（修理対応）

案件・実績
（知識ノウハウ）

（4）コスト管理

型式・在庫

（5）交換部品・在庫管理

図 6　保全業務管理に必要な機能構成
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図 7　メンテナンスステーションの使用モデル



特
集　

自
動
化
と
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
貢
献
す
る
計
測
・
制
御
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン

富士電機技報　2020 vol.93 no.1

60（60）

効率的な維持管理を実現するごみ焼却施設パッケージ

3　あとがき

効率的な維持管理を実現するごみ焼却施設パッケージに
ついて述べた。
今後、さらに進化した AI 技術の取組みを行い、運転員
の負荷軽減に貢献できると考える。
例えば、プラント運転支援システムと異常兆候早期検出

パッケージの連携を行い、運転員の手動介入回数を削減で
きれば、完全自動運転に向けた取組みが可能となり、最適
運転によるさらなる利益創出が期待できる。
一方、IoTを活用したモノと人の結び付きを強くするこ
とで、さらに安全・安心な設備運用が可能になると考える。
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