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聞こえてきますか、技術の鼓動。

保全・サービス技術特集



お問合せ先：電機システムカンパニー 産業・サービス本部 サービス事業部 電話（042）585-6044

製品図面，障害履歴，技術資料，連絡体制等，お客様のシス�

テムに関するすべてのデータを一元管理。電話でのリアル�

タイムな情報と合わせて，よりスピーディな解決をめざします。�

お客様のシステムとコールセンターのホストを接続。故障発生�

時，詳細な情報を収集し，適切な障害対応を行います。また，�

定期的にお客様のシステムに対応する遠隔診断も実施します。�

富士電機が誇るシステムのエキスパートたちが，24時間365�

日フルタイムで待機。いつ，どんな時でも、お客様のシステム�

を強力にバックアップできる万全の体制が整っています。�

障害の受付にはじまり，故障部位の特定，対処方法まで，�

きめ細かくサポート。そのほか，当社納入システム・商品�

や保守全般にわたる技術相談など，幅広く対応します。�

すべてのお客様に，安心して満足してシステムをお使いいただくために。障害受付をはじめ，�
さらに多様化するニーズに先進の機能で応える，それが「富士電機コールセンター」です。�

すぐ応える。すぐ動く。この安心が，富士電機のソリューション。�

●24時間365日フルタイム対応�

●CTIシステムによる，迅速・的確な解決�

●リモート診断サービス�

●障害対応から技術相談まで�

◎情報通信システム，電機システム，水処理システム，産業制御システムから，電気機器，計装機器，情報機器まで，トータルにサポートします。�

 はい， �
富士電機コールセンター�

でございます。�

0120-24-9194
共通受付�

2 4 時 間 � ク イ ッ ク フ ォ ロ ー �

富士電機コールセンター�

コンピュータ受付用�
0120-24-9277

電機計測受付用�
0120-585-0230

計測受付用�

0120-582-2731
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保全・サービス技術特集

情報インフラ技術の発展とともに，保全・

サービスは IT を駆使したさまざまなツール

を武器とし，お客様に対し適宜的確なサービ

スをご提供するため日々進化を続けている。

富士電機は，お客様へのサービスを一層向

上させるべく，IT を広く採り入れた「富士総

合メンテナンスシステム」を構築した。この

システムではお客様システムの安定稼動・延

命化に貢献できる仕組み，また，お客様の保

全合理化に貢献できる遠隔診断サービスやそ

れによる故障傾向の測定など，システムのラ

イフサイクル全般において寄与できる多様な

ツールを準備している。

表紙写真はこれら富士電機の保全・サービ

スおよび各種情報の発信基地となる「コール

センター」とお客様サイトにおける保全・

サービス技術をイメージ的に表現している。

表紙写真



サービスは経営理念

フォード 1世は 100 年前，奉仕主義（the Spirit of

Service）を経営理念にした。高信頼性の大衆車 T型を開

発，普通の人が年収以下で買える低価格を狙った同期生産

方式を開発した。飛ぶように売れる歴史的 CS（顧客満足）

を実現させ，労働者には 2.7 倍の賃金を払った。20年間に

1,500万台作った。利潤を目的でなく奉仕経営の手段に置い

た。奉仕目的に徹するとき，長期最大利潤が得られると言

っている。これに開眼させられ，「いかに相手に得をさせ

るか」を私は経営研究の理念にしている。以上のフォード

システムは時代を超えた経営模範と言える。

21世紀の日本は高度サービス社会になる。それは産業構

造のサービス化と高知化である。20世紀初めの 6・3・１社

会（1・3・2 次産業の構成割合）が，100 年の間に，中で

も’60年代前後の20年間に，新たな 6・3・１社会（3・2・１

次産業の割合）に変わった。新時代のサービス 3次産業が

高知識化
インテリジェント

した。これの問題点は，世界の先進国に比べて生

産性と高知創造性の低いことである。

ここにおいて我々の「サービス」という語への卑近認識

を改め，経営理念への昇格と，21世紀の主役の認識へ深め

ること，そして創造と生産性を高めることを提案したい。

守りのサービスの保全ビジネス

保全は守りのサービスである。それは新ビジネス開発の

危険と成功の冒険性の少ない生産型ビジネスになる。保全

は劣化設備の低価値体を，全快設備の高価値体へ加工変換

する一つの生産システムである。この保全システムの「生

産システム同構造性」に気付き通暁することが，保全体制

を作る鍵になる。保全に QDC管理のあるのはここからき

ている。例えば，保全 Qにはクルー技能派遣
ディスパッチング

への保全難

度 Qがあり，評価への出来ばえ Qのあるのは，生産の品

質管理から導かれる。

設備システムは，機能性と信頼性までは良く作っている

が，保全作業性の出来が悪い。分解（これは同時に組立）

に手数がかかり，目的修復の効率が悪い。また劣化は損耗

劣化と付着劣化からなるが，後者へは清浄保全，食品設備

ではサニタリメンテナンスになる。これへの出来が悪い。

保全の ITは，設備側の信頼性向上と保全側の管理シス

テム構築に応用される。設備要素に状態発信機能
イ ン テ リ ジ ェ ン ト

を付し，

世界に就役している設備の構成要素の負荷と劣化データを

集め，壮大なフィールドテストの解析システムを作ってい

く。そのワイブル分布のパラメータγの数倍化を追究して

いく。これが保全の基本課題である。

保全側の管理は，同時施工の保全 QDC計画，内外に及

ぶ資材と保全クルーの編成，通信体制の確立，完工カルテ

の整備に至る，管理と改良への ITシステムである。

保全のアウトソーシングは，相手の自主保全力を育て，

地域の保全体制を探り，メーカー保全との包括体制を，客

先奉仕主義で作っていく。病院設備の CTなど，メーカー

全依存であったものを自主保全を進めて効果を上げている。

創成のサービス

サービスビジネスの新開発分野は，産業域のほか，人間

人生域，環境・社会・行政域など無限にある。例えば国保

の赤字が問題になっているが，社会保険事務所には大勢の

人がいる。富士電機が開発した産業廃棄物運搬車の走行路

監視の ITS もそうである。

投資など産業の設備計画支援では，過去事例研究，大き

な失敗の学びが貴重である。ライフサイクルから見ると，

最盛期・最後増設・余剰投資の誤りが，造船・鉄・自動車

など業種を超えてなされて来た。流通・金融バブルも公共

投資もそう言える。故障はなぜなぜ分析をして改善するが，

投資誤謬は隠される。MITのダワー教授は，日本は些細

なことに偉大で，偉大なことに些細と言っている。

メーカー保全は，さらに成長期の完全発現保全，外部変

化への改造性の織込み，生涯分析と次代進化を対象にして

いく。それは，嫁いだ設備の生涯付人
つきびと

である。設備は生家

と主家と社会に，語りたいことを沢山持っている。その真

言を聞き，担当部署に伝えていく。時には別メーカーの設

備を奨めるなど，相手を主（lord）としての逆命忠臣の行

為が，自社を発展させる王道になるであろう。

守りのサービスと
創成のサービス

熊谷　智徳（くまがい ちとく）

放送大学客員教授 名古屋工業大学名誉教授 工学博士
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まえがき

日本国内の産業界は2000年以来の情報技術（IT）関連，

半導体業界の一時的な好調により回復基調で推移した。し

かしながら製造業全体としては，各企業の合理化を主体と

した経営努力による成果が見られるものの，設備投資の面

では抑制，停滞の状況にある。

一方で，各企業の IT 化，グローバルな合従連衡，およ

び公益事業（電気，ガス，上下水道，廃棄物）の自由化・

民営化への動きの中で，各企業は，生き残り，事業の発展

をかけ自らのコア事業へ集中し，片や設備の運転維持，設

備管理をアウトソーシングする傾向が現実となりつつある。

富士電機は，このような市場の要求にこたえるべく，お

客様のアウトソーシングを引き受ける総合プラントメンテ

ナンスなどのビジネスモデルを含む複合的なサービスメ

ニューを開発し，お客様へ最適なサービスソリューション

を提供し始めた。

サービス分野の動向

サービスの領域は広いが，ここでは設備の保守・保全

サービスと，近年この領域から広まりを見せている各種

サービスソリューションについての動向を述べる。

設備の保守・保全サービスの領域では，ITを駆使した

サービスにより，一層の保守・保全サービスの効率化を図

ることができるようになってきた。また，設備投資抑制傾

向の中での設備の延命化や余寿命診断を実現する各種サー

ビスの提供も行われてきている。さらに設備の障害リスク

を評価し，全体として最適なメンテナンスを提供しようと

する RBM（Risk Based Maintenance）手法が注目されつ

つある。

近年，単なる製品や設備に対する修理，保守・保全サー

ビスを提供するということだけでなく，お客様の設備全体

のライフサイクルにわたる投資を最適化するための切り口

や方策も求められてきている。すなわち，お客様を取り巻

く事業環境の変化に対応した，選択と集中の戦略の中で，

いわゆるお客様施設のノンコアプロセスに対して，投資を

最適化したいということである。その結果，サービスの領

域は設備の修理，保守・保全サービスだけではなく，お客

様施設の中のノンコア分野をアウトソーシングするニーズ

にまで膨らんできている。

ノンコア分野のアウトソーシングサービスにおいては，

お客様の保全費，エネルギー効率，設備稼動率，設備資産

高などの顧客の経営指標に関連する主要パラメータを直接

改善するサービスソリューションを提供するビジネスモデ

ルが出現し始めてきた。この種のサービスソリューション

で特徴的な事柄は，確固としたサービスの要素技術および

インフラストラクチャー（インフラ）を基礎に，事業リス

ク評価システムを組み込んだ契約形態（SLA：Service

Level Agreement），さらにはリース，債券化をはじめと

したファイナンススキームをも取り入れていることである。

ファイナンススキームの例としては，電力小売りの自由化

を機会に電力小売事業に進出すると同時に事業に必要とな

る膨大なキャッシュフローを証券化し，自社のリスクを

ヘッジしつつ膨大なキャッシュを市場から調達するという

ビジネスモデルの展開を始めた企業もある。すでに欧米で

はノンコア分野のアウトソーシング市場が顕在化しており，

この分野で多くの実績をあげている企業もある。

一方で，新たなサービスの広がりの例としては，IPP

（Independent Power Producer），ESCO（Energy Ser-

vice Company）などの電力という財をもとにしたサービ

スや，地方自治体の PFI（Private Finance Initiative）事

業などがあり，今後，これらの市場の拡大が期待できる。

また，情報系のサービスとして出現したアウトソーシング

〔ASP（Application Service Provider），データセンター，

ホスティングなど〕は特に投資資源の限られた中小企業の

経営を支援するサービスとして広がり始めてきた。

メーカーやベンダーが従来から提供しているお客様に納

入した製品や設備の修理，保守・保全サービスは，それ自

体，効率化や新しい技術を取り入れながらも，今後，お客

様の業績，価値を向上させるサービスソリューションとし

て発展していくと思われる。

保全・サービス技術の現状と展望
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保全・サービス技術の現状と展望

予防保全技術の動向

設備保全の変遷を考えると，事後保全時代を経て，その

後設備ごとに定めた交換修理，調整を定期的に行うことで，

設備の状態を回復維持し故障，障害を予防する予防保全が

主流となり現在に至っている。近年のセンサ技術，情報処

理，伝送技術，診断技術などの進歩は目覚ましく，これら

の技術を背景にさまざまな電気設備用診断技術が開発され，

実用化されてきている。従来は設備を一定期間停止し，

種々のデータを計測して設備状態を把握し良否判定をする

方法が主力となっていたが，停止時間の極小化や突発的停

止を防止するため，オンラインで設備の常時状態監視を行

い，機器の劣化傾向管理や事故に至る前にプレアラームを

発信する診断装置技術も研究開発され実用化されている。

一方，運転中の設備や機器があとどの程度の期間まで使

用可能かを把握し，故障に至る前に更新したいという市場

要求があり，余寿命診断技術として研究開発が進み，油入

変圧器などは実用化されている。余寿命診断技術が確立さ

れていなく，今後の研究課題となっている機器では劣化の

度合いを把握する劣化診断が活用されている。診断技術は，

予防保全システム技術と相まって進展している。

予防保全と診断の体系を図１に示す。

予防保全技術の中でも診断技術は重要な要素技術であり，

以下に概要を述べる。

３.１ 異常診断による予測保全

特別高圧・高圧の変圧器や開閉機器などの受変電機器，

高圧電動機などに関しては長年にわたる研究開発ならびに

フィールドデータの蓄積により現在では機器の健全性を確

認するための異常診断技術はほぼ確立している。油入変圧

器の診断技術については1965年（昭和40年）に油中ガス分

析による診断方法を確立し，大容量器はオンライン化を採

用している。ガス絶縁開閉装置（GIS）の場合，事故点標

定，GIS 内部での部分放電などを検出し，異常の有無をオ

ンラインにて常時監視する方法が実用化されている。

３.２ 劣化診断による予測保全

受変電機器，回転機，情報機器の電気的・機械的・環境

的・経年的ストレスなどによる劣化度合いを評価するため

種々の劣化診断法が実用化されている。高圧電動機ではコ

イルの絶縁レベルを評価するための絶縁劣化診断法は1970

年代中ごろから実用化されている。電動機の劣化評価法と

して近年では，これに加えて絶縁補強材の熱劣化診断技術

が一部実用化されている。熱劣化診断法は富士電機独自の

ものであり，回転機に使用されている絶縁補強材の熱劣化

を評価する技術で，直流電動機電機子巻線や発電機の回転

子は電気絶縁法が適用できないため，この方法での劣化診

断が実施されている。情報機器の例ではプリント基板やユ

ニットをサンプル回収し，プリント基板の腐食劣化調査，

IC 端子部の析出物質（ウィスカ）の有無，IC 開封調査な

どによる劣化診断法が実用化している。図２にアルミ電解

コンデンサの電解液を調べる X線 CT像法の断層像を示

す。

３.３ 余寿命診断

システムや設備機器がいつまで所期の機能を維持できる

かを推定することができれば，無用の停電を防ぎ設備の長

期にわたる安定操業を確保することができる。現状では研

究開発ならびにフィールドデータをベースに機器の余寿命

を推定することが主要機器で試みられている。油入変圧器

はコイルに使用されている絶縁紙の機械的強度（引張強度）

の低下と寿命判定とに相関があるため，これを寿命判定の

因子としている。最近では診断の簡略化のために，絶縁紙

の熱劣化による変色が非可逆であることに着目した絶縁紙

の測色による余寿命診断技術が研究されている。また，回

転機のコイルでも非破壊の絶縁診断データから余寿命推定

を行う手法が確立している。

現在も診断技術の向上に向けた研究が続けられており，

本特集号ではその一部を紹介する。

保全・サービス技術の展望

設備の長期安定操業と，保守・保全業務の合理化を実現

するためには，緊急対応体制や情報化武装を行ったカスタ

マーセンターなどのインフラ整備をはじめ，前述の診断要

素技術と，それらの自動化・オンライン化が重要となる。

従来はごく一部の装置・機器に対してのみ，オンライン

診断やリモートメンテナンスが可能だったが，ITの進歩

により遠隔でのメンテナンス機能が充実され，劣化診断，

寿命診断などのオンラインサービスが広範囲に実現されて

きた。本章ではコールセンターをはじめ富士電機の最新サー

ビス要素技術と今後の動向を概説する（図３）。
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保全・サービス技術の現状と展望

４.１ 富士電機のコールセンター

CTI（Computer Telephony Integration）システムとデー

タベースサーバから構成される支援システムを保有してい

る。また，リモートメンテナンス支援を支えるセンター機

能でもある。24時間 365 日フルタイムで顧客からの障害発

生受付・問合せに迅速に対応し，技術相談窓口対応機能や

リモートメンテナンス受信・解析機能，情報配信機能など

を含めた CRM（Customer Relationship Management）

機能を装備している。将来的にはお客様への管理情報公開

や，電子商取引などに向けた機能拡充が行われる。

４.２ リモートメンテナンス

対象設備の稼動状況を遠隔から通信回線で定期的に収集

して，故障発生時のMTTR（平均修復時間）短縮と，故

障兆候の有無を見極め予防処置を促すまでに進化させた。

対象機種はディジタル化された装置が主体で，分散型制

御システム（DCS），コンピュータシステム，無停電電源

装置（UPS），自家発電装置，可変速制御装置，プログラ

マブルコントローラ（PLC）など EIC（電気，計装，コン

ピュータ）設備全体に対応可能である。主な機能・特長は

次のとおりである。

装置を停止させずに遠隔から予防点検が可能である。

遠隔から専門家による故障診断ができ，富士電機のネッ

トワークを用いて CEとの連携が図れる。

予防処置のスケジュール化で保全コストを低減できる。

リモートメンテナンス端末を用いることにより，機械

設備・生産ラインやプラント全体のリモートメンテナン

ス化にも対応可能である。

遠隔からの運転プログラム更新などのリモート操作機能

が将来的には必要になると予測する。

４.３ オンライン診断

突発故障などで停止させてはならない重要設備を対象と

しており，オンライン診断により故障予測を狙ったシステ

ムであり，次の ～ の構成要素からなる。

電気系オンライン診断

富士電機独自のディジタル型マルチリレーなどを使用し，

電動機の軸出力や高調波電流ならびに漏れ電流を監視する

ことで，電動機の絶縁劣化やフィルタの目づまりを事前に

検出できる。

回転機械系オンライン診断　

回転機械の故障要因でかなりのウエイトを占める振動を，

周波数分析や包括線処理により劣化部位と程度を特定する。

プラント系オンライン診断

プラント生産ラインの流量・圧力などの検出や，PLC

などからの情報を基に，プラント全体の機能低下，生産設

備ラインの機能変化をとらえる。

機能・特長は次のとおりである。

劣化の状態，部位の特定・程度を周波数分析や傾向管

理，および将来傾向を予測する傾向予測により明示し，

具体的な対策方法を指示できる。

故障が発生する前に適切な処置を行い，突発故障によ

る設備の停止を未然に防止できる。

電気設備や回転機械からプラント全体までのオンライ

ン診断が可能である。

故障兆候の診断アルゴリズムのさらなる精度向上により，

オンライン診断の適用範囲は拡大していく。

４.４ 施設管理情報オンライン提供

顧客の施設に関する設備台帳や，設備の障害履歴・保守

点検履歴，設備図面，さらには長期保全計画を作成すると

ともに，顧客に代わって管理を行いインターネットを通じ

てタイムリーに情報を提供する。特長は次のとおりである。

電子メールや iモードなど，顧客とのあらゆる通信手

段に対応可能である。

最適な長期保全計画の立案が可能であり，設備維持管

理コストを抑制できる。

生産プラントシステムの延命・更新までの最適ライフ

ライン作成を実現可能としている。

お客様は初期投資が不要である。

保全・サービス技術の現状と展望を網羅的に紹介した。

今後は各システムの精度向上とコストダウンが命題であ

り，さらに提供するサービスを定量評価し，明文化した契

約にてサービス品質を保証する SLA対応など，さらなる

機能拡充を図っていく。

あとがき

今回の特集は，保全技術だけでなく，もう一歩お客様側

へ踏み込んだサービスソリューションを含めた「保全・サー

ビス技術」とした。富士電機はお客様に貢献できる技術・

サービス商品を提供していく所存であるが，この分野では

特にお客様の現場感覚，経験に基づいたニーズに沿った開

発が重要であり，関係各位の一層のご指導・ご協力をお願

いする。
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まえがき

保全・アフターサービスの役割は，お客様に納入したプ

ラント・機器の安定稼動をさまざまなツール，システム，

体制で維持することである。納入プラント・機器で特に緊

急性を要する異常が発生した場合には迅速な対応を必要と

し，盤石の体制を構築する必要がある。

富士電機はお客様に対するサービス体制強化を目的に，

1999年10月に総合電機メーカーとしては初の全機種対応の

「コールセンター」の運用を開始した。本稿ではこの概要

を紹介する。

コールセンターのコンセプト

富士電機のコールセンターはお客様のさまざまな要求に

対応すべく以下の四つのコンセプトで運営を開始した（図

１）。

Full Time

24時間 365 日，お客様のシステム・機器に関する質問・

相談・障害修復に対してフルタイムで対応する。

Full Net

お客様のシステム・製品に関連する社内外のスタッフと

のネットワークや効率的な情報インフラストラクチャーシ

ステムにより，いかなるときでも対応する。

Full Data

製品図面，障害履歴，技術資料，連絡体制など，お客様

のシステム・製品に関するすべての情報を一元管理し的確

に対応する。

Full Products

電気機器，計測機器から情報通信機器に至るまで，富士

電機が販売した全システム・製品についてコールセンター

で対応する。

コールセンターの支援システム

前述のコンセプトを満足し，お客様の要求に対し，より

よいサービスを提供することを目的に三つの支援システム

を構築した。

CRM24（Customer Relationship Management 24）

CTI（Computer Telephony Integration）

RMS（Remote Maintenance System）

以下にこれらの支援システムの概要を記述する。

３.１ CRM24

CRM24はお客様のシステム・製品をトータル的にサポー

トするサービス事業の基幹システムである。

図２のようにお客様にかかわるすべての情報は社内各部

門と連携して一元的に管理されることによりお客様へ的確

な保全の提案ができる。

３.１.１ CRM24のシステム構成

CRM24はデータベースサーバおよびWebサーバから

構成されている。ハードウェア，OSについてはフルタイ

ム稼動を実現するためにシステムの信頼性・安定性を重視

したものを選択し，データベースについても二重化，

RAID（Redundant Array of Inexpensive Disks）などの

バックアップ機能を備えている。

フロントオペレーター用クライアント端末には CTIと

の連携機能を有する専用ソフトウェアを搭載している。

（3）

（2）
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（4）
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図１　富士電機のコールセンターオペレーションルーム



コールセンター「CRM24」

また，技術支援専門部署および情報提供先のクライアン

ト端末には社内各部門が同等の情報を扱えるようWebブ

ラウザを搭載している。さらに，障害や保守の対応を実施

する CE部門にはモバイルパソコンを導入し，出先での呼

出し・指示および報告が可能な環境を構築し，顧客対応の

迅速化を図っている。

CRM24は多くの社内関係部門が利用するため，社内の

LAN・WANおよびモバイルネットワークをフルに活用

し，情報の共有化を図っている。

お客様の問合せに対し，迅速な対応を可能とするために，

現状のお客様のシステム・設備・機器の稼動状況が量，質

ともに整備されている必要がある。

そのために過去の納入設備情報および製作情報をディジ

タル化するとともに，現在の保守情報とあわせ「顧客設備

ごとのカルテ」をファイルシステムおよびデータベースシ

ステムで構成した。

また，Webおよびデータベース技術を使用し，各業務

システムとのリンクを図ることにより，システムの独自性

を守りつつ，お客様に関する情報の集約を図っている。

図３にシステムとデータベースの構造を示す。

３.１.２ CRM24の管理情報

顧客情報，技術情報および品質情報の 3 種類でお客様の

さまざまな要求に応じられるよう万全の情報を整備してい

る。以下に管理情報の概要を記す。

顧客情報

基本情報，納入設備，社内連絡体制など

技術情報

図面，マニュアル，機種連絡体制など

品質情報

要求履歴，定期・障害保守情報など

（3）

（2）

（1）
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コールセンター「CRM24」

３.１.３ CRM24の情報提供

集約された情報の中には，お客様のシステムで発生した

故障情報のように，社内担当に対し早急に配信すべき情報

とシステムの安定稼動のために長期的な視野に立ち加工・

分析を必要とする情報が存在する。CRM24は情報の性質

に応じて適切な配信を実現している。

これら配信された情報はフィールド保守・営業活動と連

携して，お客様のシステムの安定稼動に寄与する保全提案

情報・品質分析情報として活用される。

また，システム利用者の個人情報，組織情報および二つ

の ID 情報により，配信先を特定し機密性を高めている。

図４に CRM24における情報の連携を示す。

３.２ CTI

CTIはコールセンターを運営するうえで，必ず必要と

なる支援システムで，顧客情報の検索時間を短縮する機

能・社内関係部門へのコンタクトなどの機能を備えている。

図５に CTIを中核とした受付の流れを示す。

３.２.１ 受付機能

前述のように，コールセンターでは24時間 365 日フルタ

イムでお客様の要求・問合せを受け付ける体制を構築して

いる。この体制を維持する機能として，CTIとメールサー

バを組み合わせることにより，電話，携帯電話による受付

はもとより， 電子メールおよび FAXにても受付可能な

体制を構築している。また，オペレーターの技術スキルを

あらかじめ登録することにより，適切なオペレーターに電

話を接続する自動着信呼出し切分け機能を有している。

３.２.２ 情報検索機能（ナンバーディスプレイ機能）

コール受付時，ナンバーディスプレイ（電話番号通知サー

ビス）情報を検索キーに CRM24の情報を検索し，即座に

該当するお客様の情報をオペレーターの画面に表示する仕

組みを実現している。

表示する情報はお客様の基本情報，設備情報，過去の受

付・障害・保守履歴のほか，図面・技術資料などのお客様

に関するすべての情報を表示できる。

３.２.３ 通話録音機能

お客様の大切なニーズを正確に受領するために，オペレー

ターとお客様の会話を録音し，一定期間保存する機能を備

えている。

また，この録音されたお客様の要求は社内Webを通し

て現場の CEに正確に伝えるためにも使用される。

３.２.４ メディア情報変換機能

お客様の要求を確実に現場のＣＥに伝達するための機能

で，要求受付メディア（電話，FAX，電子メール）を CE

が保有する情報メディアに対応して変換する機能である。

情報変換の例は次のとおりである。

FAX による受付/メールに変換して伝達

電子メールによる受付/音声に変換して伝達　

電話による受付/音声メールに変換して伝達

３.２.５ エスカレーション機能

受付案件の処理レベルに応じた専門部署への受付情報転

送機能である。具体的にはナンバーディスプレイ機能によ

り検索・表示されたお客様の情報画面をそのまま転送でき

るものである。

この機能により，受付案件においてお客様，コールセン

ターのオペレーターならびにエスカレーション専門部署に

おける情報の共有化が図られる。

３.３ RMS

お客様のシステムの安定稼動を目指すうえで，前述のさ

まざまな情報および支援システムのほかに，機器の稼動状

況を遠隔から監視するリモートメンテナンス機能が重要な

ツールとなる。

お客様のシステムに故障が発生したときにコールセンター

で故障情報を収集する仕組みと，逆にコールセンターから

定期的にお客様のシステムにアクセスし，故障兆候の診断

（3）

（2）

（1）
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図４　CRM24の情報連携
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をする仕組みを用意している。

また，診断で得られた各機器の測定数値はトレンド情報

として蓄積され，機器の予防保全・保全提案の情報として

お客様に適宜，報告される。

現在は DCS（分散制御装置），UPS（無停電電源装置），

コンピュータ，燃料電池，自家用発電機などのシステムが

対象機種となっている。

なお，詳細については，本特集号の別稿を参照されたい。

コールセンターを中心としたサービス商品の

提供

コールセンターの CRM24，CTI 装置，Web 公開技術お

よび RMSを応用したサービス商品として下記を開発し，

提供している。

コールセンター構築サービス

無人設備オートコールサービス

リモートメンテナンスサービス

施設管理情報提供サービス

あとがき

以上，富士電機のコールセンターおよびその支援システ

ム CRM24などの概要について紹介した。

富士電機のコールセンターは支援システムとともに今後

もお客様に対するサービス力向上を指針とし，常に発展を

遂げるよう，電子図面情報の CAD化による情報の階層管

理，インターネットリモートメンテナンス機能，無人通報

システムの開発などのさまざまなアイテムを状況に応じて

付加していく所存である。

（4）

（3）

（2）

（1）
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解　説 SLA

SLAとは，Service Level Agreementの略語である。

直訳すればサービスレベルの契約書であり，IT 分野

のビジネス成長に伴い近年身近なものになりつつある。

サービス業者は，顧客が満足できるレベルのサービス

業務を維持することを約定書である SLAという形で

答えている。契約に違反すれば，契約違反に対する損

害賠償がなされる。

SLAが目指しているのは，サービスのレベルを確立

することであり，業務の状況を測る方法を所有するこ

とである。

SLAを構築するための主な目的は次の 3 点である。

客観的な検討

調整的な情報

積極的な奨励策（3）

（2）

（1）



松井　幹雄

サービス商品・メンテナンス作業

に関連する品質保証業務に従事。

現在，電機システムカンパニー産

業・サービス本部サービス事業部

品質保証部担当課長。

小鷹　照幸

サービス商品の企画および価格政

策ならびに顧客設備情報ツールの

構築に従事。現在，富士電エンジ

（株）技術サポートセンター業務部

主任。
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まえがき

低成長経済下の製造業は，大量生産・大量消費・大量廃

棄の時代から適量生産・適量消費・ゼロ廃棄の時代への過

渡期を歩んでいる。なかでも直接生産をつかさどる各工場

では，設備の集約化や同業企業間提携などによって，生産

能力の維持・向上に努めている。これらの状況を設備管理

の観点から見ると，現状では既存設備の改善と延命に重点

が置かれていると思われ，「最適な投資」で設備の安定稼

動を維持させる「最適な保全」が求められている。

富士電機は，この二つの「最適化」を実現するために従

来の時間計画保全に長期保全計画と寿命・劣化診断技術を

加えて機器の状態に応じた保全方法にするとともに，ユー

ザー業務の一部を支援・代行するサービスを行っている。

本稿では，情報系システムの保全体系である富士総合保

全管理システムのサービスメニュー「COMET」（Cus-

tomer Oriented Maintenance and rEfreshment Technolo-

gy）を紹介する。また，COMETを支える要素技術につ

いては，本特集号の別稿で説明する。

情報機器の保全方法

２.１ 保全のPDCA

長期にわたって稼動している制御監視システムを今後も

安定的に稼動させるために以下のような課題が挙げられる。

保全費用の適正化〔TCO（Total Cost of Owner-

ship：システムの導入から運用・管理にかかわる総所有

コスト）の削減〕

予防保全，点検周期の延長

保守対応の延長（延命化を含む），余寿命の予測

故障時の復旧時間短縮

ソフトウェアの保守（バージョンアップなど）

保全・運転業務の外注化

COMETは，これらの課題に対して図１のように保全設

計・計画の立案（Plan），定期点検・故障修復の実施（Do），

劣化診断・保全履歴の分析（Check）による保全活動の改

善（Action）を繰り返すことで安定稼動を狙っている。

２.２ 長期保全計画

制御監視システムの高信頼運転と長寿命を目指すには，

表１に示す機器の使用時間（頻度）とともに故障率が上昇

する劣化型部品（有寿命部品ともいわれ，部品自身の特性

として設計寿命があるもの）を計画的に交換する。設置環

境の悪化は表２に示すような影響を与え，システム全体の

故障率を押し上げて信頼性を低下させるので，環境を監視

して良好な状態を維持しつつ，環境に起因する故障を未然

に防止するために分解・清掃・整備などの定期点検を実施

する必要がある。

一方，規制緩和によって設備管理は，企業の自己責任原

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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　設置環境の改善�
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図１　保全サイクル

表１　劣化型部品�

種　別� 部品名称� 寿命の目安�

機械的可動部品�
ファン，フロッピーディスク，�
ハードディスク�

CRT，ランプ，液晶�

電解コンデンサ，電池�

リレー，スイッチ類，ヒューズ，�
ホトカプラ�

3～5年�

3～5年�

2～15年�

5～15年�

表 示 機 器 類 �

化　学　部　品�

摩 耗 型 部 品 �
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則となり，設備の稼動率向上と総保全コストの低減の両立

を図る保全が要求されている。このために長期保全計画の

提案を行っている。

これは各機器の設置環境に応じた劣化型部品の交換，点

検，診断技術の適用，機器の部分更新などを設備の運用計

画とシステムの計画寿命に基づいて，めりはりをつけて長

期的に策定し，着実に実施するもので，以下の利点がある。

システムの計画耐用年数で保全費用の累積を算出する

ため，種々の保守項目費用の定量的比較ができる。

取替えが計画されている部品については，積極的に点

検範囲の見直しや点検・診断の省略もできる。

保全対象の優先順位づけができる。

サービスメニュー体系と概要

COMETは，図２のようにシステムの誕生から運用・維

持・更新・廃棄までのライフサイクル全期間にわたる保全

サービスを体系化したものである。保全計画に基づく予防

保全を実施し，劣化診断結果と保全データベースに登録さ

れた保守履歴の分析による保全方法の改善をしながらシス

テムの安定稼動と延命化を図る仕組みとなっている。

３.１ 保全コンサルティング

システムの信頼性を維持するための保全計画や改善事項

の提案と費用をコンサルティングするメニューである。

保全計画

劣化型部品の交換やユニット類のオーバホール時期を保

全計画書にまとめ，その費用もユーザーの事情や優先順位

などを考慮して実現性の高い計画を提案する。

システム機能改善

ハードウェア，ソフトウェア，現場機器などの追加・改

造工事や環境診断，劣化診断で発見された不適合を是正す

るための空調設備の更新工事や，機器側での防じん・気密

性向上の環境改善工事を実施する。

３.２ 予防保全

システムも人間と同じように日常の健康管理を怠ると思

わぬ病気（故障）が起こる。病状の早期発見と故障を未然

に防止するためのメニューである。

点検整備

機械設備の定期点検にあわせて制御システムの精密点検

を行い，不適合の発見・処置および予防交換を実施する。

予防交換

機器に使用されている劣化型部品を新品に交換する，ま

たはオーバホール処置を行う作業である。

巡回点検（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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環境要因による�
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点検整備，予防交換，巡回点検，�
リモート監視点検，予防処置�予防保全�

障害受付対応サービス，リモート調査，�
ハードウェア保守，ソフトウェア保守�事後保全�

環境診断� 寿命（劣化）診断�現状診断�

保全教育，リモ－ト支援，保全技術サービス，�
オープン製品保守�

保全支援�

運用支援，運用管理代行�運用管理�

保全設計�

設備計画�
システム�
稼動� システム更新�

延命処置�

図２　サービスメニュー体系

表２　設置環境の影響�

環境状態� 機器への影響�

高　温　度�

™故障率の増大，寿命の低下，アナログ信号の誤差増大�
 （動作時），グリースの劣化�
™誤動作（動作時・起動時），機器の過熱（動作時），さび�
　や腐食の進行�

低　温　度�

高　湿　度�

™アナログ信号の誤差増大（動作時），誤動作（動作時・�
　起動時），グリースの性能低下�

™結露と汚損の複合による電食や誤動作（急激な温度変化�
　時），さびや腐食の進行�
™絶縁低下，グリースの劣化，トナーの固化�

低　湿　度�
™静電気放電による機器の誤動作および故障，プリンタ用�
　紙などの紙送り不良�
™記録媒体の伸縮・変形による動作不良�

™結露と汚損の複合による電食や誤動作（高湿時），装置�
　内温度のばらつきによる誤動作�

™フロッピーディスクなどのアクセスエラー，キーボード�
　やタッチパネルの接触不良や誤動作�
™絶縁低下や短絡（導電性じんあい），接触不良（絶縁性�
　じんあい），吸湿による腐食の促進�
™エアフィルタの目づまりによる装置内部の温度上昇�
 （強制空冷方式）�

じんあい付着�

™スイッチやコネクタの接触不良，配線の断線，配管の局�
　部腐食，漏れ電流による電食�
™プリント配線のマイグレーションやウィスカによる短絡，
　内外装の発錆（はっせい）や局部的腐食�
™機器を構成する金属材料の発錆，摩耗，腐食疲労，破断�

腐食性ガス�

温度変化「大」�

（1）�
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最寄りのサービス拠点の技術員が装置状態の見聞と故障

履歴やリトライ回数などの記録を点検する。あわせて，周

辺機器の簡易点検整備を行うオンライン点検作業である。

リモート監視点検

ユーザーシステムとサービス拠点，またはコールセンター

を通信回線で接続して構成機器やネットワークの稼動情報

を遠隔から収集する。収集した情報から故障兆候の有無を

解析し，故障が発生する前に適切な処置を提案する。

予防処置

プリント基板上に蓄積されたじんあいや腐食性物質を除

去する「洗浄」処理と，部品の保護や腐食進行を防止する

「コーティング」処理がある。

３.３ 事後保全

故障発生時の速やかな修復対応を実現するメニューであ

る。24時間 365 日フルタイムで稼動するコールセンターと

全国90か所のサービス拠点がユーザー連絡に対応する。

障害受付対応サービス

障害発生時の連絡先，アドバイス，技術員派遣，部品出

庫など障害を復旧する作業とその支援を行う。

リモート調査

障害発生時にユーザーシステムとコールセンターを通信

回線で接続し，構成機器やネットワークの稼動情報を遠隔

から収集する。故障部位の特定や要因を判断することが可

能であり，障害復旧までの時間短縮を実現している。

ハードウェア保守

障害復旧時に交換した不良品の故障解析，故障部品の特

定と修理を行って，健全な状態に戻す作業である。一般的

には故障品の単体修理が多いが，障害復旧に際して原因の

特定が難しい場合は，複数ユニットをまとめて交換する。

ソフトウェア保守

富士電機が作成したソフトウェアの改造・改版作業であ

る。また，機器の故障や交換に備えてバックアップの作成

やバージョン管理なども実施する。

３.４ 現状診断

システムの安定稼動を維持するために設置環境と劣化度

合いを定量的に把握する。また，メーカー自身の保守能力

も評価する診断メニューである。

環境診断

装置が設置されている場所の環境因子（温度，湿度，じ

んあい，腐食性ガスなど）を調査する。環境に起因する不

具合の発見・防止や点検周期などのシステム保全計画を策

定するために有効なデータである。

寿命診断

システムの更新計画を策定するために稼動中装置の部品

を解析し，その特性変化から余寿命を推定する。さらに，

システム全体の寿命は，保守履歴に基づく故障率の傾向と

機能の陳腐化具合およびメーカーの保守能力（部品供給可

否，修理対応可否，技術員の確保など）で判断する。

３.５ 保全支援

ユーザー保全業務を支援するための技術相談や製品・保

守の教育や部品・消耗品の供給，製品・保全情報の提供な

どのサポート作業で構成されるメニューである。

保全教育

システム構成装置に関する操作・取扱い方法や日常の保

守方法などの技術教育をユーザーサイトで実施する。

リモート支援

機器のシャットダウンやプログラム保存など非定常的な

操作を確実に実行するためユーザーシステムとコールセン

ターを通信回線で接続して，操作手順の監視やアドバイス

（2）

（1）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）
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表３　サービスコース�

分　類� 提供メニュー�

サービスコース�

ベ
ー
シ
ッ
ク�

保全計画�
保全計画書�

保全費用コンサルティング� ●�

●�

エ
コ
ノ
ミ
ー�

●�

●�

ロ
ン
グ
タ
イ
ム�

●�

●�

プ
ロ
ロ
ン
グ�

●�

●�

環境診断�
標準方式�

簡略方式�

●�

◇�

●�

●�

●�

●�

◇�

●�

○�

○�

○�

○�

●�●�

寿命診断�

劣化診断�

ハードウェア余寿命診断�

保守性診断�

点検整備�

分解・清掃・整備�

精度点検�

機能動作点検�

運転立会い�

●�

●�

●�

●�

予防交換�

巡回点検�

劣化部品交換�

オーバホール�

ボード・ユニット交換�

◇�

稼動中点検・問診�

運用支援�

●：契約メニュー　　○：提案メニュー　　◇：機種別対応�
空白：個別対応�

無人設備オートコールサービス�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�●�●�●�

◇�

◇�◇�

リモート�
監視点検� ◇�

システム機器監視点検�

ネットワーク監視点検�

ネットワーク障害調査�

◇�

◇�◇�◇�◇�

◇�◇�

リモート�
　　調査� ◇�

機器障害調査�

代品レンタル�

保守期間延長サービス�

ハード�
　ウェア�
　　保守�

保全技術�
サービス�

保守部品引取修理�

◇�

ー�ー�ー�ー�障害受付�
　対応�
サービス�

平日受付対応サービス�

24時間受付対応サービス�

デ
イ
タ
イ
ム�

●�

ー�

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン�

●�

●�●�●�●�●�●�

技術相談サービス� ●�●�●�●�●�●�

●�●�●�●�●�●�

ー�

ー�ー�ー�●�ー�ー�

◇�

◇�◇�

◇�

システム�
機能改善�

システム機能向上更新�

環境改善工事� ○�

○�

○�

耐環境性能力向上改造� ○�○�

整合性コンサルティング� ●�

○�



富士メンテナンスサービスメニュー「COMET」

を提供する。

保全技術サービス

保全に関する技術的な相談から製品情報の提供，部品販

売，代替品の開発・提供，運転・保守要員の派遣，故障媒

体からのデータ復元などさまざまなメニューを用意してい

る。

オープン製品保守

パソコンに代表される汎用製品を産業用途に利用した場

合の保守業務を統括する作業である。他社製品の保守をス

ムーズに行うために複数の保守契約を代行する。

３.６ 運用管理

保全業務を合理化するシステムの開発や提供，設備の運

転・維持管理などのアウトソーシングを提供するメニュー

である。

運用支援

巡視点検支援システムや無人設備オートコールサービス

などのユーザー保全業務を合理化するシステムの開発や提

供を行う。

運用管理代行

ユーザーに代わって設備の運用や維持管理およびドキュ

メントの作成，保守契約の締結などを行う業務である。

３.７ サービス契約

前述したサービスメニューからユーザーの求める保全に

必要なものを選択したサービスコース（表３）が用意され

ている。

予防保全：ベーシック，エコノミー，ロングタイム

延命対策：プロロング

事後保全：デイタイム，ホットライン

あとがき

保守・保全は，ユーザーとメーカーの境界に位置する業

務であるため，その主導がメーカー，ユーザー，第三者な

どさまざまである。従来は，故障復旧時間の短縮と保全コ

ストのミニマム化を目指した事後保全が主体となっていた。

現在は，システムやプラント全体のライフサイクルコスト

を削減し，かつ最大の保全効果を得るためにオンライン診

断技術を利用した傾向管理と予知保全が定着化しつつある。

今後とも，ユーザーの満足度を向上させるため，サービ

スメニューの拡充と体制整備を図っていく所存である。

参考文献

電子情報技術産業協会. 産業用情報処理・制御機器設置環

境基準. JEIDA-63-2000.
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解　説 TCO

TCOとは，Total Cost of Ownershipの略語である。

パソコンの普及によって企業内には，業務ツールと

して一人１台，情報共有サーバとして部門１台など大

量のパソコンが導入され，これに伴いネットワーク運

用やシステム管理などの目にみえない費用が発生して

いる。この実態を調査したアメリカのガートナー社に

よって最初に「TCO」が提唱され，世の中に広まった。

日本語では，「総所有費用」とか「所有維持費用」な

どといわれる。あるシステムの構築・設計などの導入

費用およびシステムの存続期間に要する運用・管理に

必要な経費の総額であり，購入費や人件費だけでなく，

導入検討，間接管理，要員教育，保守管理などすべて

の費用を合計したものである。

一般にシステムのコストは導入費用のみを対象に判

断しがちであるが，システムの生涯を考えた場合，導

入費用は氷山の一角で，TCO 全体からすれば，維

持・管理に要する費用が非常に大きな割合を占めてい

るのが実態である。最近では，システムの計画段階で

TCO削減を目指した設計思想を取り入れる場面もあ

り，TCOの総合的な評価の必要性が高まっている。
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まえがき

リモートメンテナンスの目的は，MTTR（Mean Time

To Repair）の短縮と MTBF（Mean Time Between

Failure）の改善である。これを簡単に表現すると，突発

故障の内容を的確に把握し，スピーディな故障復旧対応を

実施することと，故障を事前に予測し予防処置を可能にす

ることである。

富士電機は，より進化させたリモートメンテナンス技術

により命題解決を図っている。対象も EIC（電気，計装，

コンピュータ）設備全体を包含しており，最新技術である

リモートメンテナンス端末をはじめ，機械設備・生産ライ

ンやプラント全体のリモートメンテナンス化も実現可能で

ある。以下にその概要を紹介する。

制御システム（DCS）のリモートメンテナンス

２.１ システム概要

DCSリモートメンテナンスシステム（システム名：

AMS）は，ユーザーの制御システムとメーカーのサポー

トセンターに設置されているセンターシステムを通信回線

で接続し，①リモート監視・点検と，②リモート障害調査

の二つの機能を有している。DCSのエンジニアリングワー

クステーション（EWS）にリモートメンテナンスソフト

ウェアを付加するだけで容易に実現できる。図１にシステ

ム構成実施例を示す。

従来は，センターシステムがスタンドアロンなため収集

したデータを共有することができなかったが，センターシ

ステムをWebサーバ方式とすることで，支援部門間のデー

タ共有を可能とした。

対象とする制御システムは，三世代前の富士電機のプロ

グラマブルコントローラ（PLC）MICREX-PⅢシリーズ

から最新の AXシリーズまで幅広い。

２.２ リモート監視・点検

リモート監視・点検は，システム構成機器やネットワー

クの稼動情報を遠隔から 1 ～ 2か月ごとにデータ収集する。

リモート点検項目は，①コントローラ装置の CPU負荷率，

②ヒューマンマシン装置のHDDエラー兆候，③ネットワー

クの通信エラーカウンタなどであり，それらのデータを基

に故障の兆候をとらえることで，故障発生の未然防止を図

る。診断内容は，報告書として自動作成するため，各ユー

ザーに対し均一な技術サービスを提供できる。

２.３ リモート障害調査

リモート障害調査は，万一の障害発生時にサービス拠点

やサポートセンターのブラウザから故障情報を収集し，故

障箇所の特定や障害原因を究明することで適切な処置と障

害復旧時間の短縮を目指したサービスである。

従来は，RAS（Reliability, Availability, Serviceability）

情報を解析表示するにとどまっていたが，データベース技

術の応用により，故障原因解析と処置方法を自動指示する

機能や過去の障害実績データとの照合による原因特定機能

を持たせている。サービス員のみならず支援バックアップ

要員とのデータ共有も可能となり，複雑化した障害に対し

ても迅速な対応を可能とした。

２.４ 今後の取組み

前述した故障予測・故障解析・機能更新など，実質的な

リモートメンテナンス
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図１　システム構成実施例



リモートメンテナンス

遠隔でのメンテナンス機能の開発を予定している。

さらに今後は，顧客設備の保全情報とリンクした最適な

保全計画やその実績管理，さらには劣化診断，寿命診断の

オンラインサービスへと展開していく所存である。

クライアント・サーバシステムのリモート

メンテナンス

クライアント・サーバのリモートメンテナンスシステム

は，運用管理ソフトウェアのリモートメンテナンス機能を

使用しており，お客様のシステムの運用監視サーバと富士

電機の「コールセンター」に設置したリモート端末である

運用管理クライアントを通信回線で接続して運用する。障

害発生時には，コールセンターの専門技術員がエラーメッ

セージの受付と切分けを行い，リモート端末からログイン

し，データ収集と障害調査を行う。

３.１ リモートメンテナンスの機能

故障発生時に迅速な障害切分けを行い，早いシステム復

旧を目的としており，次の機能を有している。

３.１.１ システム監視機能

サーバのハードウェア障害の監視

メモリ，電源，ディスク障害，温度異常

ソフトウェア障害の監視

OSの障害，システム資源不足，OSのブートメッセー

ジなど

サーバソフトウェアのユーザー作成メッセージ監視

３.１.２ ネットワーク監視

サーバ間やサーバと各種グループウェア，パソコン

（PC），ネットワークコンピュータ（NC）間のネットワー

ク障害監視

３.２ 導入事例と導入効果

図２に導入事例を示す。

サーバ 12台，パソコンおよびネットワークコンピュー

タ 280 台を対象として，24時間 365 日のコールセンター監

視体制で運用している。フルタイムで遠隔監視することに

より，設備の安定稼動に寄与し，障害発生時には，迅速な

システム復旧対応を行っている。

また，障害受付実績データを蓄積して分析を行うことに

より，障害解析の迅速化とシステム改善につなげている。

図３は，運用開始から 6か月間の障害受付実績を要因別

に表したものである。この図から，ネットワークとソフト

ウェアに関するトラブルが大半を占めていることが分かる。

従来は，ハードウェアの故障箇所の特定や原因の推定に重

点が置かれていたが，ネットワークやソフトウェア主体の

リモートメンテナンスが中心となってきている。

３.３ 今後の課題

今後は，事後保全としてのリモート調査から，故障の兆

候をとらえて故障発生を未然に防止する予防保全に重点が

移行する。リモートメンテナンスの機能充実，さらにアプ

リケーションソフトウェアを含めて，システムメンテナン

（3）

（2）

（1）
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リモートメンテナンス

スへの機能拡充が必要である。

UPSのリモートメンテナンス

国家的 IT戦略推進とコンピュータシステムのダウンサ

イジング，そしてリスク回避のための分散システム化によ

り多数の小容量無停電電源装置（UPS）を導入するケース

が増加している。また，一方では UPS 保守員を持たない

ケースが増えているため，装置に対するメンテナンスフリー

の要求が強くなっている。高信頼度が要求される UPSに

とって保守点検は欠かすことはできないが，お客様のラン

ニングコスト削減意識が高まり保守契約意識が低下してい

る。そのため，お客様にとっては低コストでメーカーを問

わず設備を安全にメンテナンスできる統合管理システムへ

の要求が高まってきた。

４.１ UPSリモートメンテナンスの動向

従来のリモートメンテナンスシステム

24時間故障監視機能とモニタリング機能を有し，障害発

生時の迅速対応要求にこたえるべく，UPS 内部の設定デー

タや RASデータ受信が主体であった。お客様にとって，

故障発生頻度は少なくても24時間遠隔故障監視機能と障害

時の解析機能は必要不可欠である。しかし，コストメリッ

トは顕著でなかった。

これからのリモートメンテナンスシステム

部品寿命に影響が大きい UPSの温度環境測定やバッテ

リーテストなどを可能とし，リモートメンテナンスによる

故障予測的な診断機能を高めることにより予防保全を行う。

小容量 UPSの保守体系比較例を表１に示す。今後は，

従来のオンサイトメンテナンスだけではなく，リモートメ

ンテナンス主体へ移行し，オンサイトメンテナンスは部品

交換の発生する３年に 1 回とする。オンサイトメンテナン

スによる人件費を低減し，ランニングコストの低減要求に

こたえるメンテナンス体系を可能とする。

４.２ マルチベンダー・マルチデバイス対応リモート

メンテナンスシステム

標準プロトコル JEMA-MIB 対応の LANインタフェー

スに AI/DIカードを付加することにより，充電器や周辺

盤などの機器やメーカーを問わないマルチベンダー・マル

チデバイスへ対応したリモートメンテナンスシステムであ

る。これらをネットワーク接続で TCP/IPプロトコルに

て通信し，高速なマルチベンダー・マルチデバイス対応の

統合管理リモートメンテナンスシステムを実現する（図４

参照）。

日常保守用のお客様側モニタは，停止時でもインタフェー

スが直接センター側へ伝送する機能を有する。パソコンの

寿命時にはパソコンだけ取り換えればよく，システムの置

換えは不要である。

富士UPSの場合

標準実装 LANインタフェースと監視ソフトウェアによ

り故障履歴までの詳細データを低コストでモニタリングが

できる。

他社製UPS・周辺盤の場合

アナログ入力で AC220Vまでの電圧 4チャネルと専用

クランプで電流 4チャネルまで入力ができ，簡易波形トリ

ガ機能による監視ができる。ディジタル入力 8チャネルに

よる状態監視とトリガ機能による故障監視機能および温度

センサを内蔵した温度管理機能を有している。

４.３ 新しい保全サービス

UPSの専門知識のないお客様でも安心して装置が導入

できるように，装置の管理をメーカー側が保全サービスと

して請け負っている。リモートによる点検データの提供に

加え，Webサーバにて過去の障害履歴や部品交換周期な

どのデータをいつでも閲覧できるように管理し，お客様の

管理負担を軽減したサービスを提供する。

Webサーバサービスメニューは次のとおりである。

データ閲覧：点検，障害，履歴，部品交換周期

リアルタイムメンテナンス：動作故障状態・履歴，バッ

テリーテスト

オンサイトメンテナンス受付：オンサイトメンテナン（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）
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図４　マルチベンダー・マルチデバイス対応リモートメンテナンスのシステム構成

表１　小容量UPSの保守体系比較例�

メンテナンス体系�
リモート�
メンテナンスなし�

オンサイトメンテナンス� 1回/1年� 1回/3年�

リモートメンテナンス� ー� 1回/3月�

15年に必要な人日�

※装置寿命15年，通常点検年1回2人日の場合�

30人日� 10人日�

リモート�
メンテナンスあり�
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ス受付，交換部品販売

情報提供機能：新製品情報，日常保守方法

自家発電装置のリモートメンテナンス

近年の設備・施設管理においては，顧客側の設備監視に

代わってメーカーにおいて遠隔監視するサービス形態が増

えつつある。

特にコージェネレーション設備は，民生用から産業用ま

で幅広く導入されてきたが，監視・管理する専門技術員が

いない場合は，メーカーによる24時間遠隔監視がコージェ

ネレーション設備導入の必要条件にまでなってきた。また，

夜間・休日における監視員・保守員の負担軽減を目的とし

た導入も進んできた。

このような状況から，富士電機は産業用監視制御装置

（名称：LOGFINE-V）を発展させてコージェネレーショ

ン設備向けに24時間監視システム（名称：TOMFINE-V）

を開発し納入してきた。

５.１ 24時間遠隔監視システムの3方式

24時間遠隔監視システムは，24時間遠隔監視センターに

て監視を行う監視装置を装備することは当然であるが，導

入されるコージェネレーションシステムの大小に合わせて

三つの方式を用意している。

５.１.１ オンサイト監視装置装備方式

大中規模設備を対象とし，お客様側である程度設備の運

用監視を行う場合に用いられる。オンサイト監視装置を発

電設備側に装備し，遠隔監視センターにおいても監視装置

により運用監視をサポートする。

５.１.２ オンサイト検出端装備方式

小規模容量のコージェネレーションシステムを対象とし，

上記５.１.１項の方式ではコスト的に負担が大きくなる場合

に用いる。オンサイト監視装置を省略し，遠隔監視センター

設置の監視システムにおいてコージェネレーション設備の

監視をサポートする方式である。お客様側での専門技術員

を省略できる。

５.１.３ 故障通報方式

上記５.１.２項よりさらに簡便なシステムであり，常時監

視は行わず，故障発生時に24時間監視センターに故障通報

する方式である。

５.２ コージェネレーション監視装置（TOMFINE-V）

本装置は，入力用 PLCを 3 台まで増設することで，プ

ロセス入力（AI，PI，DI）最大 4,056 点の監視が可能であ

る。

オンサイト監視装置装備方式による24時間遠隔監視シス

テムの概要を以下に記す。

５.２.１ システムの構成

システム導入例の全体構成は図５に示すとおりである。

変換器盤（センサなどの信号入力部）

各種入力装置のほか，PLC（MICREX-Fシリーズ）を

内蔵し，状態，故障および計測値を LAN経由にてパソコ

ンへ伝送している。

オンサイト監視装置

PC/AT
〈注１〉

互換機である汎用のパソコンを使用している。

OSとしてはWindows
〈注２〉

NT 4.0を用い HCI（Human Com-

munication Interface）は，市販のパッケージソフトウェ

アをカスタマイズして低コストで使いやすい監視装置を実

現している。

24時間遠隔監視装置

パソコンの構成はオンサイト監視装置と同様の構成であ

る（24時間コールセンター内設置）。

５.２.２ 機能概要

通常状態では，状態・故障監視，アナログ計測データ収

集，帳票作成などを実行している。

事故が発生すると，オンサイト監視装置から24時間遠隔

監視装置に対して警報通知されるとともに，故障情報ファ

イルが送信される。

遠隔監視装置は，事故が発生した顧客名，故障内容，発

生時刻などを表示する。また，本装置をネットワーク接続

することにより，技術者（品質保証，設計など）が現場の

データ解析を同時に実施でき，故障要因の特定が迅速に行

える。

今後は予防保全（故障予測）を含めた機能の充実を図っ

〈注１〉PC/AT：米国 International Business Machines, Corp. の

商品名称

〈注２〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標
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24時間遠隔監視装置�

図５　システム構成導入例
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ていく。

可変速装置のリモートメンテナンス

産業プラント用ドライブ制御システムの高機能化・複雑

化に伴い，可変速ドライブ装置も同様の進化を遂げてきた。

この進化に対応するため，可変速装置を保守する支援シス

テム（以下，保守支援システムという）として，タッチパ

ネル型コンソールやパソコンを利用したローダが開発・製

品化され，可変速ドライブ装置導入時の設定・調整作業か

ら日常の保守まで使用されてきた。さらに，複数の可変速

ドライブ装置を同時に監視したいという要請にこたえるた

め，プラントを構成するすべての可変速装置や PLCの内

部データを集中監視するプラント集中監視システム（商品

名：FORS）を開発・製品化し，お客様から高い評価を得

ている。

６.１ 保守支援システムの用途

保守支援システムの用途を整理すると，次の 4 種類に大

別される。

装置導入時の設定・調整

故障部位の特定と復旧

日常的な装置の監視・管理

プラントライフサイクルを通した装置の保守

これらの用途，使用者などについて整理したものが表２

であり，用途により適用する局面，使用者も大きく異なる。

既存保守支援システムを使用する場合，その使用者には各

可変速装置に対する深い知識が求められるため，さまざま

な局面や使用者を考慮すると，従来の保守支援システムだ

けでは十分ではない。さらに，最近の保守省人化や熟練保

守員の減少の流れは今後ますます加速することが予想され，

新たな保守支援システムが必要となっている。

６.２ 可変速装置の保守支援システム

富士電機ではさまざまな局面や使用者に最適な保守支援

システムを開発・製品化している（図６参照）。この中で

集中監視システム（FORS-7000）とフィールドWebアダ

プタがリモートメンテナンスを指向した保守支援システム

である。

FORS-7000は各装置の内部データおよびプラントの記

録データを公衆回線やインターネット経由でリモート収集

することができる。

フィールドWebアダプタは各装置個々に設置され，各

装置のWebサーバとして機能する。このアダプタとネッ

トワークで接続されたパソコンのWebブラウザにより装

置をビジュアルに監視・操作することができる。

これらを利用すればユーザーの保守を容易にできる。加

えて，問題発生時には富士電機がお客様に対し的確なアド

バイスを提供することが可能となり，お客様が実施する保

守全般への負担を大幅に軽減することが可能となる。今後，

これらリモートメンテナンスに対応した保守支援システム

の拡充を図っていく所存である。

ネットワークアダプタ

７.１ インターネット技術をフィールド機器へ応用

インターネット，イントラネットのホームページを閲覧

（4）

（3）
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ブラウザ，電子メール�
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ACS，ICS
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図６　可変速装置の保守支援システム

表２　保守支援システムの用途と使用者，対応製品�

使用時期�用　途�

ドライブ装置の設定・�
　　　　　　　　　調整�

故障部位の特定と復旧�

日常的な監視・管理�

プラントライフサイクル�
　　を通した装置の保守�

装置導入時，装置交換時�
など（使用頻度小）�

突発的，緊急度大�
（使用頻度小）�

時間・日・月など�
（使用頻度大）�

建設ー更新ー破棄までの�
長期間（使用頻度大）�

装置個別�

装置個別または�
複数�

設備の全装置�

設備の全装置，�
予備品・消耗品�

装置の設定・調整，�
オンラインモニタ（装置個別）�
トレースバック（装置個別）�

オンラインモニタ（複数の装置）�
トレースバック（複数の装置）�

装置のオフラインモニタ�
帳票作成機能�

装置の状態（設定・履歴など）�
管理�
予備品・消耗品管理�

対象装置� 支援システムに必要な主な機能�

ユーザーの保守担当者，�
メーカーの調整担当者�
（設備・装置への知識要）�

ユーザーの保守担当者，�
メーカーの調整担当者�
（設備・装置への知識要）�

ユーザーの操業担当者，�
ユーザーの保守担当者�
（設備・装置への知識不要）�

ユーザーの保守担当者，�
ユーザーの調達担当者�
（設備・装置への知識不要）�

使用者�

ドライブ装置付属の�
タッチパネル，ローダ�

集中監視システム�
（FORS-7000）�

フィールドWeb�
アダプタ�

設備管理システム�

主な対応製品�
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することにより情報の活用が広がってきた。このホーム

ページの閲覧がWeb 技術であり，情報をWeb 化するこ

とによりネットワーク上のあらゆる場所から情報を取り出

せる。しかも，インターネットの汎用ブラウザを利用した

閲覧方法のため，閲覧先ごとの専用ソフトウェアが不要で

ある。このWeb 技術をフィールド機器の監視，メンテナ

ンスに適用したのが富士電機のフィールドWebアダプタ

であり，ドライブ装置の遠隔監視，リモートメンテナンス

などに適用される。

７.２ フィールドWebアダプタの概要

フィールドWebアダプタは，監視対象の機器が持つ支

援ツールとのインタフェースを TCP/IP（Ethernet
〈注３〉

）上の

ネットワークへ接続化するとともに，対象機器を簡易

Webサーバとしてネットワーク上のWebブラウザから監

視，設定を可能にする。

また，ネットワーク経由での支援ツールの遠隔操作を可

能にするものである。図７はWeb 監視システムの構成例

で，フィールドWebアダプタは最寄りのパソコンによる

構内のローカル監視から公衆回線を使用した遠隔監視まで

のWeb 監視端末として適用することができる。

〈注３〉Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標

７.３ フィールドWebアダプタの特長・機能

監視対象機器の RS-232Cポートから同機器の演算デー

タ，RASデータを収集し，Ethernetのプロトコルにコ

ンバートしてネットワーク上のパソコンに出力する。

ネットワーク上のパソコンへはWebサーバ機能と電

子メール機能により設備監視，メンテナンスへの適用を

容易にしている。

Webサーバ機能

フィールド機器ごとのホームページを作ることにより

最寄りのパソコンを通して遠隔監視ができる。

メール発信機能

動作状態（保守，障害情報など）を即時メッセージと

して自動通信する。

透過コマンド機能

RS-232Cの支援ツール接続もネットワーク経由に簡

単に変更可能である。この専用の支援ツールを介するこ

とで，対象機器へのきめの細かい操作・設定と第三者か

らの違法介入を防止できる。

省スペースで既存機種へも簡単に接続できる。また，

各種フィールド機器へのカスタマイズも可能である。

RS-232C 経由のケーブル接続で，既存システムを変更

することなく対応が可能である。また，32ビット RISCチッ

プ，リアルタイム OSを搭載し，各種フィールド機器への

カスタマイズを容易にしている（機種ごとのWeb 対応は

（3）
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（1）
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ホームページで遠隔操作�

機器情報�
の表示�

機器の�
制御�

①パソコン，携帯端末による監視�
　汎用ブラウザを使ったデータ表�
　示（専用ソフトウェアは不要）�
　状態変化，故障を電子メールで�
　受信�

②遠隔監視，リモートメンテナンス�
　への適用�
　汎用ブラウザを使ったリモート�
　監視�
　データ収集と表示�
　データ管理�

図７　Web監視システムの構成例
表３　Web機能の概要�

Webサービス：ネットワーク部�

ネット�
ワーク�
サービス�

コネクタ�

アダプタ�
インタ�
フェース�

フィールド機器側シリアルインタフェース部�

通信モード�RS-232C

通信方式� 全二重，半二重，調歩同期式�

転送速度�
4,800，9,600，19,200，38,400，57,600，�
（115,200）ビット/秒�

キャラクタ�
構成�

データビット：7，8ビット�
パリティビット：奇数，偶数，なし �
ストップビット：1，2ビット�

フロー制御�
/信号�

フロー制御：Xon/Xoff，CTS/RTS（ハードウェア），�
なし/制御信号：DSR，DTR

コネクタ� Dsub 9P（オス）×1チャネル�

™RS-232CとTCP/IP 間ソケット�
™ユーザープロトコル（アプリケーション�
　で透過，非透過コマンド制御の組込み可）�

Webサーバ�ホームページ機能�

電子メール� 動作状態の自動メール送信機能�

電源電圧�
AC100V 50/60 Hz　5W�
（ACアダプタによる。本体は＋5 V単一）�

外形寸法�
61.0×102.5×28（mm）�
（ケース材質：難燃性プラスチック）�

LAN�
プロトコル�

TCP/IP，UDP，FTP（クライアント），�
TELNET，HTTP，SMTP，ICMP，AEP/�
RARP，DHCP（クライアント），PPP

物理層�

モジュラージャック　RJ-45×1チャネル�
（2LED/シールドタイプ）�

10Base-T
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別途必要）。Web機能の概要を表３に示す。

図８はフィールドWebアダプタを用いたドライブ装置

のWeb 監視の表示例である。

フィールドWebアダプタは，RS-232Cを持つ機器であ

ればファームウェアを入れ替えることによりさまざまな機

器への対応が可能である。富士電機では，このフィールド

Webアダプタを使用してフィールド機器への監視対応の

拡大を順次図っている（図９参照）。

あとがき

幅広い用途に向けた各種リモートメンテナンスシステム

の概要を紹介した。今後はさらなるリモートメンテナンス

の機能向上と，安価な製品の提供に向け努力する所存であ

る。ユーザー各位のご指導・ご支援をお願いする次第であ

る。
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図９　フィールドWebアダプタの機種展開

下記項目から選択� 設定データ一覧表� LEONIC-M500
設定データ一覧� No. 項　　目� 設定値�単位�設定範囲� 備　　考�

0 周波数指令値� 0.0 Hz 0～200デジタル内部データ表示�

実際値表示�

運転状態表示1

運転状態表示2

HOME

アナログ出力設定�

MICREX伝送表示�

故障原因・管理データ一覧�

下記項目から選択�

設定データ一覧�

デジタル内部データ表示�

実際値表示�

運転状態表示1

運転状態表示2

HOME

アナログ出力設定�

MICREX伝送表示�

故障原因・管理データ一覧�

1 定格周波数� 50.00 Hz 1～200

2 最低周波数� 2.0 ％� 0～100

3 ベース周波数� 50.0 Hz 1～200 設定範囲は定格周波数まで�

速度設定�
0

100％周波数�

4 トルクブースト周波数� 0.0 ％� 0～100 設定範囲はベース周波数の％設定�

5 定格電圧� 400 V 40～440

6 一次抵抗電圧補償� 0.0 ％� 0～10

7 トルクブースト電圧1 0.0 ％� 0～50 定格電圧に対する割合�

8 トルクブースト電圧2 0.0 ％� 0～10 定格電圧に対する割合�

9 トルクブースト電圧3 0.0 ％� 0～100 定格電圧に対する割合�

10 トルクブースト電圧3時定数� 0 ms 0～9999

11 正転寸動周波数� 0.0 Hz 0～200 定格周波数まで�

12 逆転寸動周波数� 0.0 Hz 0～200

13 寸動モード加減速時間� 5.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

14 HLR加速時間� 60.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

15 HLR減速時間� 60.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

16 HLR急減速時間� 5.00 Sec 0.2～650 コンソールは4桁設定�

速度指令�
0

速度検出�
0

ASR出力�
0.0

磁束演算値�
100.0

0.0

電流制限�
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100.0

100.0

HLR

PLG

ASR ÷�
＋� －�

Δτ�

＋�

＋�

＋�

＋�

0.0
OBS

磁束�

図８　Web監視の表示例



吉田　　浩

サービス商品・メンテナンス作業

に関連する品質保証業務に従事。

現在，電機システムカンパニー産

業・サービス本部サービス事業部

品質保証部担当課長。

吉野　久男

特別高圧開閉機器の製造技術・受

配電設備の予防保全業務に従事。

現在，電機システムカンパニー産

業・サービス本部サービス事業部

営業技術部担当課長。

北谷　保治

サービス商品，保全業務における

要素技術の開発に従事。現在，電

機システムカンパニー産業・サー

ビス本部サービス事業部営業技術

部担当課長。
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まえがき

生産設備では，「操業安定」と「保守・保全の合理化」

が重要な課題となっている。特に連続操業の IT 関連設備

においては顕著である。例えば，MTBF（平均故障間隔）

は 2 倍，MTTR（平均修復時間）や保守・保全費は従来

の 1/2など，具体的な目標を目指す企業が出てきた。

こうした要求にこたえるべく，富士電機も数年前から

「回転機械オンライン振動診断システム」（EDIOS）を開

発し，システムの機能アップを進めてきた。今回，従来の

回転機械系のみならず，電気系およびプラント・生産ライ

ン系を含む，総合的なプラントオンライン診断システムを

構築したので，その概要を紹介する。

全体構成

オンライン診断システムは，次の三つの診断系から構成

されており，コールセンターまで含めた総合診断支援シス

テムを構築できる。

全体構成を図１に，概略機能を表１に示す。

プラントオンライン診断システム
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吉田　　浩（よしだ　ひろし） 吉野　久男（よしの　ひさお） 北谷　保治（きたたに　やすはる）
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コールセンター�

電気系�
ステーション�

高圧系�
ユニット�

CT CTZCT

VT

高圧ケーブル�
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カ
メ
ラ�
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プラント系�
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図１　全体構成

表１　診断対象と概略機能�

診断系� 主なセンサ�

電　気　系� 電圧・電流�

劣化診断の項目例�

絶縁劣化，軸出力�

内外輪きずなど�

生産ライン機能低下�

振　動�

PLC情報・計測信号�

回転機械系�

プラント・�
生産ライン系�
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２.１ 電気系の劣化兆候診断

電流，電圧を演算加工して，漏れ電流や高調波，ならび

に電動機の出力を監視して，電気設備の絶縁劣化やフィル

タの目づまりなどを事前に検出する。さらに，高圧ケーブ

ルの絶縁劣化の連続監視も平行して行い，劣化をとらえる。

２.２ 回転機械系の劣化兆候診断

回転機械（電動機，軸など）に取り付けられた，振動セ

ンサからの加速度振動を周波数分析や包括線処理によって，

劣化の部位と程度を特定する。

２.３ プラント・生産ライン系の劣化兆候診断

制御装置〔プログラマブルコントローラ（PLC）など〕

や，流量・温度・圧力信号などの情報を基に，プラント全

体の機能低下，生産設備ラインの機能変化をとらえる。

電気系オンライン診断

半導体，ITをはじめとする各分野において長期にわた

る安定操業への要求に対し，電気設備のウエイトは高い。

系統の過負荷や地絡事故などに起因する突発的停電を防止

するため，常時オンラインで設備の監視ならびに絶縁レベ

ルなどの傾向管理を行い，設備状況を把握する技術の研究

が鋭意進められてきた。オンライン監視技術の進歩にあわ

せて点検の延長化などの合理化も実現できるようになって

きた｡

以下に高圧系，低圧系で構成するオンライン診断の実施

例ならびに導入効果について述べる。

３.１ 高圧電気系オンライン診断

３.１.１ 高圧保護系

このオンラインシステムでは保護・計測・監視・伝送機

能が組み込まれたディジタル形多機能リレーを使用して高

圧保護システムを構成している。多機能リレーからの信号

を電気ステーション（PLC）に伝送し，PLC 機能でデー

タ管理，傾向管理，プレアラーム信号の受発信の管理を行っ

ている。このシステムの主な診断機能は以下のとおりであ

る。

電流・電圧・電力・高調波・零相電流に対するプレア

ラーム処理

測定項目の傾向管理

主要データの記録管理

故障時復旧支援など上位の運転・保守支援システムへ

のデータ提供

３.１.２ 高圧CVケーブルのオンライン絶縁監視

従来，高圧ケーブルの絶縁劣化に起因する地絡や焼損事

故防止に対しては設備停止時，オフラインにて絶縁試験を

行い高圧ケーブルの健全性を確認していた。このシステム

は高圧ケーブルの絶縁抵抗をオンラインで常時監視するた

めのシステムである。

以下にこのシステムで採用している直流電圧重畳法を説

明する。運転中の高圧ケーブルに数十 Vの直流電圧を重

畳すると劣化度に応じて直流漏れ電流が流れ，それを傾向

管理することによってケーブルの劣化状態を 3 段階で表示

する。測定回路の例を図２に示す。

このシステムの診断機能として，このほかに防食層絶縁

抵抗，遮へい導通抵抗測定を組み込んでいる。

３.２ 低圧電気系オンライン診断

３.２.１ 低圧電気系診断

ディジタル形多回路マルチリレーと PLCを組み合わせ

た構成としている。多回路マルチリレーは 1 台で10回路の

監視ができる集合形配電監視ユニットであり，このシステ

ムの診断機能としては以下のとおりである。

電流・電圧・電力・高調波・零相電流に対するプレア

ラーム処理。プレアラーム信号の受発信

測定項目の傾向管理

主要データの記録，監視

電動機の軸出力監視からの故障兆候の検出

流入高調波電流に対する計測，傾向管理の監視画面例を

図３に示す。この図により，異常な高調波電流の流入有無

が分かる。

３.３ 導入効果

電気系オンライン予防保全システムの導入による主な効

果としては以下が挙げられる。

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　流入高調波電流の監視画面例
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図２　直流電圧重畳法の測定回路
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測定データを傾向管理することにより事故発生前にア

ラームを発信し，対応することで突発的な故障を防止で

きる。例を以下に記す。

高圧ケーブルの絶縁抵抗や低圧回路の漏れ電流の傾

向監視やプレアラームの発信をする。

電動機の軸出力を連続監視することにより，それに

伴う故障兆候（フィルタの目づまり，配管の漏れなど）

の検出ができる。

故障発生時，故障部位検出によりMTTRの短縮が可

能である。

絶縁検査，保護リレー特性試験の自動監視（常時監視，

自動点検）による点検周期の延長化が可能である。

データ管理や管理帳票の自動作成による省力化が図れ

る。

回転機械系オンライン診断

４.１ 概　要

回転機械の一連の故障要因を図４に示す。これにより，

故障要因の 70 ％は加速度センサによって検出可能である

ことが分かる。これらの故障要因は傾向管理や危険レベル

に達するまでの期間も予知できることから，回転機械系オ

ンライン診断は，市場要求に十分寄与できるシステム構成

となっている。また，センサ数16チャネルの最小システム

から順次拡大が可能であることや，それぞれ単独（電気，

機械，プラント）系でもよいし，複数系でも組合せが自由

であることを特徴としている。

４.２ 構成原理

構成原理は下記のとおりである〔以下の ～ は，図５

中の①～⑤に対応する〕。

振動計（加速度センサ）から，加速度（振幅，周波数）

を採取する。

簡易診断により絶対値判定をする。しきい値を超えた

ときは上位ステーションへ測定値を送り，精密診断を実

施する。

精密診断では，波形・周波数分析を行い，劣化部位の

特定をする。

故障部位の特定とともに，劣化の程度を判定する。

傾向管理とともに，危険レベル到達までの時間（期間）

を予知する。

４.３ 診断事例

表２に診断事例を示す。

プラント・生産ライン系オンライン診断

自動生産ラインの例では，故障発生から復旧までの修復

作業時間の比率は，故障部位の特定に 70 ％，復旧作業に

30 ％の時間を要している。そのため，本プラント・生産

ライン系オンライン診断は，これらの重み付けを考慮し，

故障診断機能と復旧支援機能にて構成している（図６参

照）。
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（1）
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図４　回転機械の故障要因
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図５　回転機械系オンライン診断の構成原理

表２　診断事例�

事例1

現　　象�
傾向管理の中間帯域・高帯域が上昇，精密診断実施。�
高帯域のスペクトルが全域で高く，グリース枯れの�
典型的な兆候�

故障原因� グリース枯れ�

機 械 名 �クーラグレード�

事例2

現　　象�
軸受にグリースを注入するも，またすぐに�
傾向管理値上昇（低帯域：1か月間データ）�

故障原因� 軸受外輪きず�

機 械 名 �石油搬送ファン�

事例3

現　　象�
インペラ側取付センサの1か月のアベレージと�
ピーク値が急増�

故障原因� 軸受交換時の心出し不良�

機 械 名 �燃焼ブロワ�
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５.１ 故障診断機能

故障発生時の診断だけでなく，マルチメディア情報も含

んだ総合的な故障予測診断を実現している。また，オンラ

インデータ収集は，メタルケーブルだけでなく，プラン

ト・生産ラインの設置環境に応じて，無線 LAN（Local

Area Network），SS（Spread Spectrum）無線，PHS

（Personal Handyphone System）などを使用することが

できる。

５.１.１ 故障予測診断

各種の計測信号および制御装置から取り出すディジタル

情報から，プラントや生産ラインの稼動状況を総合的に診

断する。設備単位の生産時間，電力量，回転速度，振動，

流量，温度などのオンラインデータを収集および解析する

ことにより異常兆候を事前に検出し，突発故障を防止する。

主な構成機能を以下に紹介する。

シナリオ監視機能

プラントの立上げ，停止，ジョブ切換などにおいて，あ

らかじめ予測された挙動，操作タイミングなどをシナリオ

として設定する。そのシナリオに基づき，異常挙動を検出

し，故障予測を可能とする。

例えば，回転機械の始動時における回転速度の理想曲線

と遅れ時間の上下限をグラフィカルに定義し，しきい値監

視を実施している。

アナログ相関監視機能

単純な上下限しきい値の監視だけでは，複雑な条件下で

の異常挙動の検出は困難な場合がある。この機能は，相関

のあるプロセス変数に対して正常な相関分布領域内にある

か否かで異常監視を行うものである。

シーケンス監視機能

PLCなどのシーケンス装置が出力する信号を記録およ

び解析することにより，設備の誤動作原因を確定させる。

シーケンス異常は，設備を停止し，点検しても異常箇所を

見つけることは困難である。そのため，正常稼動時の記録

をもとに監視し，信号のオンオフタイミングのずれを検出

することにより異常シーケンスを特定する。

故障履歴による推論機能

設備の稼動時間および稼動環境（温度，湿度など）を監

視し，過去の保全記録（故障状況，交換部位，運転時間な

ど）と照らし合わせることにより，適切な予防保全スケ

ジュールを決定する。

５.１.２ マルチメディア診断

計測信号およびディジタル状態信号だけでは，プラン

ト・生産ラインの故障を的確に診断することが困難な場合，

遠隔にてカメラ画像，音，振動，におい情報など（マルチ

メディア情報）を取り込み，故障部位の特定や故障予測診

断の精度を向上させる。

人間の五感に代わる機能

プリセット情報（位置，角度，ズーム）による定点監視

やマニュアル操作によるカメラ画像，音およびにおい情報

を活用する。におい情報は，ケーブルの発熱を検出し，未

然に絶縁破壊を防ぐことを目的にしている。

蓄積機能

指定箇所のマルチメディア情報を定周期に保存する機能

を有している。また，取り込んだマルチメディア情報に文

字情報をはり付け，稼動履歴として保存する機能を有して

いる。

iモード機能

どこにいても，プラント・生産ラインの稼動状況の監視

を可能とするために，iモードを利用した電子メール通報，

iモードサイト監視を実現する。

５.２ 復旧支援機能

MTTRの短縮を目的とし，保全員のスキルに左右され

ない復旧支援を行う。

５.２.１ 復旧ガイダンス機能

故障部位のズームイン的なマップ表示を行うとともに，

音声による復旧ガイダンス機能を有している。

５.２.２ 保全履歴・予備品管理

過去の保全履歴（故障状況，復旧方法，修理履歴など）

および予備品在庫のデータベース機能を有し，復旧を支援

する。

あとがき

今後はより診断精度を高く，より安価なシステムを提供

したいと考えている。今後ともユーザー各位のご指導・ご

支援をお願いする次第である。
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図６　プラント・生産ライン系オンライン診断の機能構成
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まえがき

電子装置で構成される制御システムなどは公共・産業分

野で不可欠な役割を担っており，安定稼動が求められてい

る。電子装置の劣化要因の一つである腐食は，その置かれ

た環境の影響を受けやすい。周囲環境が悪ければ，言い換

えると腐食性ガス濃度が高ければ，電子装置の期待寿命は

一般的に短くなる。また近年では電子装置の余寿命を予測

し，延命・更新対策を行うといった予防保全のアプローチ

が求められている。

上記の観点から，電子装置の置かれた環境を調査して把

握することはきわめて重要であり，さらに，腐食状況を把

握して具体的な対応を取ることが電子装置の安定稼動に必

要である。

本稿では電子装置の劣化に影響する環境因子の中でも腐

食性ガスを中心に，その種類・測定方法を述べる。また，

周囲環境の変動を受けない製造環境実現や防食法検討のた

めに環境調査を実施した事例についても紹介する。

腐食性ガスの性状と電子装置の故障モード

（社）電子情報技術産業協会（JEITA
〈注〉

）が定める規格で

は，環境因子による電子装置への影響を調査するときの項

目として，表１に示す腐食性ガスをあげている。

電子装置の構造が微細化・薄膜化するに従い，影響を及

ぼす腐食性ガス濃度の下限が低くなり，ppb（parts per

billion：10億分の 1）オーダーの腐食性ガス濃度で致命的

損傷を起こしかねない。特に硫化水素は湿度がゼロ（実環

境ではありえないが）であっても電子装置に多用されてい

る銀や銅と反応し，湿度の増加に伴って反応速度，すなわ

ち腐食速度が増加することが知られている。これらの金属

は電気特性上，使用が避けられない材料であり，信頼性確

〈注〉JEITA：（社）日本電子工業振興協会（JEIDA）と（社）日本電

子機械工業会（EIAJ）が2000年11月に統合して誕生し

た組織

保のためにこれまで以上に封止などのパッケージングも含

めた，腐食性ガスとの接触防止が重要になってきている。

電子装置の故障モードと，関連する腐食現象を図１に示

す。腐食性ガスが影響しない酸化のような腐食現象もある

が，腐食性ガスと水分の存在によって，腐食という化学変

化は促進される。硫化水素が存在する高湿度環境下で，運

用開始から 1 ～ 2か月でマイグレーションが発生した例を

図２に示す。分析評価の結果，パッケージ内部のリードに

塗布された銀ペースト中の銀がマイグレーションを起こし

て短絡していることを確認した。

腐食性ガスの調査方法

調査方法としてはガス種とその濃度を測定する方法と，

（1）
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図１　電子装置の故障モードと関連する腐食現象

表１　腐食性ガスの種類とその特徴�

腐食性ガス� 特　徴�

二酸化硫黄�
（SO2）�

銅，鉄，亜鉛やアルミニウムを腐食させる。化石燃料の�
燃焼ガス，製鉄・製紙工程の排出ガスなどに含まれる。�

硫 化 水 素�
（H2S）�

銅や銀を腐食させる。相対湿度の増加により，腐食速度�
が顕著に増大する。地熱ガス，下水処理工程，生物分解�
により排出される。�

窒素酸化物�
（NO2，NO）�

空気中の湿分により硝酸を形成し，銅，鉄，ニッケルや�
アルミニウムを腐食させる。自動車排ガスなどに含まれ�
る。�

塩　　　素�
（Cl2）�

空気中の湿分により塩酸を形成し，銅，すず，銀や鉄を�
腐食させる。製紙工程や上水処理工程などで排出される。�

アンモニア�
（NH3）�

銅や黄銅を腐食させる。化学肥料製造工程やフェノール�
樹脂からも排出される。�
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30日間における腐食膜厚を測定する方法に分けられる。こ

れらの中でよく利用されている方法の一例を表２に示す。

常に腐食性ガスが存在する地熱環境などではその濃度変

化は少ないが，一般的な設置環境では濃度変化があると考

えられる。したがって，腐食性ガスの調査には時間をかけ

て期間平均の濃度または腐食膜厚を測定するのが望ましい。

加えて簡便さ・調査コストの観点から，富士電機では主に

市販の腐食性ガス測定キットによる腐食性ガス種・濃度の

測定と，無酸素銅試験片の腐食膜厚の測定を採用し環境診

断を行っている。瞬時値の測定が求められる場面において

は，表２に挙げた項目の中から適切な方法で対応している。

３.１ 腐食性ガス測定キットによる測定

本キットは金属試験片をケースに収納しており，測定箇

所に30日間放置した後，試験片の変色度合いを色見本と比

較して二酸化硫黄，硫化水素や塩素系ガスの有無とその大

まかな濃度が評価できる。1996年から2000年にかけて，10

事業所の合計66か所において測定した各腐食性ガス濃度を

JEITA規格に定められた区分で整理した結果は図３に示

すとおりで，区分１～４にわたって硫化水素の存在が頻繁

に確認される。区分１～４が示す各腐食性ガスの濃度範囲

は，表３に示す。なお，硫化水素の最高濃度は 240 ppbで

あった。

３.２ 無酸素銅試験片による腐食速度の測定

表面を清浄にした 30 × 30（mm）の無酸素銅試験片

（JIS C 1020）を 30 日間測定箇所に暴露した後，0.1mol/L

塩化カリウム水溶液中で陰極還元法を用いて試験片表面を

還元する。還元時に流れた還元電流から腐食膜厚を計算し，

この腐食膜厚の大小から環境を 4 段階に分類する方法であ

る。本手法は Instrument Society of Americaの規格に規

定されている。

環境調査の実施例

４.１ 周囲環境の変動を受けない製造環境の実現

電子部品は微細化・薄膜化が進んでおり，その製造には

環境が清浄であることが不可欠である。そこで周囲環境の

変動を調査するため，腐食性ガス調査キットを用いて工場

周辺の環境調査を通年で実施した結果を図４に示す。工場

周辺の環境変化の大きな特徴は，夏から冬にかけては工場

（3）

（2）
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図２　ICリード間のマイグレーションによる発生例
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図４　電子部品工場周辺の二酸化硫黄濃度の推移例

表２　腐食性ガスと腐食膜厚の測定方法�

分　類� 測定方法�

検　知　管�
測定対象ガスと反応する薬剤が入ったガラス管に大気を通気�
し，薬剤の変色長さからガス濃度を求める。ガス濃度は瞬時�
値である。�

ろ　紙　法�
測定対象ガスを中和できる薬品で湿らせたろ紙を一定期間暴�
露した後，定量分析する。ガス濃度は平均値（積算値）であ�
る。�

液 体 捕 集 �
大気をインピンジャ溶液吸収法で超純水に補集し，イオンク�
ロマトグラフ法でイオン成分を定量分析する。ガス濃度は瞬�
時値である。�

腐食性ガス�
測定キット�

測定箇所に1か月間暴露した後，試験片の変色度合いからガ�
スの存在とその濃度を測定する。ガス濃度は平均値（積算�
値）である。�

試験片暴露�
金属試験片を一定期間暴露した後，質量変化や膜厚測定から�
腐食膜厚を算出する。腐食膜厚は平均値（積算値）である。�

二酸化硫黄�
塩素系ガス�
硫化水素�
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図３　腐食性ガスの JEITA区分の分布

表３　JEITAの規定する腐食性ガス濃度範囲�

区分�

SO2�

H2S�

Cl2

腐食性�
ガス�

≦40�

≦3�

≦2

1

≦80�

≦10�

≦10

2

≦200�

≦100�

≦100

3

≦5,000�

≦10,000�

≦1,000

4

（単位：ppb）
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敷地境界付近，春から初夏にかけては自工場の煙突付近の

二酸化硫黄濃度が工場の空気取入れ口より高いことであっ

た。これらの特徴は，自工場のボイラ排出ガスと工場周辺

のビニルハウス加温用のボイラ排出ガス中の二酸化硫黄に

起因していた。製造環境をより清浄に保つため，自工場ボ

イラ燃料を硫黄分の少ない燃料に変更し，ケミカルフィルタ

を増強した。

４.２ 地熱発電所における防食法の検討

制御設備の更新にあたり，環境を把握し防食法を検討す

るため，1か月間腐食性ガス調査キットにより調査を行っ

た。調査状況は図５に示す。調査の結果，部屋の入口を二

重ドアにし，部屋内に硫化水素除去装置を導入することで，

200 ppbあった硫化水素を 10 ～ 20 ppbまで下げられるこ

とを明らかにした。さらに電子部品をコーティングするこ

とを検討し，腐食試験によりその有効性を確認したうえで，

ICリードなど金属が露出している部分は硫化水素との接

触防止のため，コーティングを施した。その後，設備を更

新して 4 年が経過しているが，腐食による問題は発生して

いない。

あとがき

腐食性ガスを中心に，測定方法，測定データと環境調査

の事例を紹介した。腐食は，材料と環境の兼ね合いで発生

するものであり，腐食性ガスは環境因子の一つである。電

子装置劣化の診断にあたっては環境の温度，相対湿度，た

い積じんあいの評価や分析的手法による劣化現象の調査も

含めた総合的な評価が必要である。

今後は環境調査と電子装置の劣化度合いのデータを蓄積

し，環境調査の結果から電子装置の余寿命を推測するとい

うアプローチを行い，納入されたシステムの安定稼動に貢

献したい。
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まえがき

回転機は，生産設備に幅広く利用されている動力源であ

り，その出力範囲は広く，機種は非常に多い。

ここでは，主として一般産業分野に広く用いられている

交流機の予防保全について，高圧機・低圧機巻線絶縁を中

心に富士電機の取組みを紹介する。

巻線の予防保全手法

富士電機では，回転機の巻線絶縁の予防保全手法として，

図１に示す手法を用意している。機械に応じて，最適な手

法を組み合わせて適用することにより，現在の状況および

余寿命の推定が可能であり，ユーザー各位の設備管理の計

画・立案に有益な情報を提供できる。

高圧回転機の絶縁診断
～

富士電機では，2000年末までに，7,000 台余の絶縁診断

実績を有している。その内訳は，電圧階級別に見れば図２

に示すように，その大半を 3 kV 級機が占めている。また，

3 kV級機を絶縁方式で見ると，図３に示すようにシェラッ

（3）（1）
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図１　回転機巻線の絶縁診断手法
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クマイカ絶縁機が半数近く，まだまだ稼動中であることを

現している。シェラックマイカ絶縁は，2 世代前の天然樹

脂による絶縁方式であり，絶縁診断の結果では，絶縁劣化

が著しく，更新または巻替えの推奨を行ったものが約半数

あり，その 10 ％近くが実際に更新あるいは巻替えなどの

処置を行っている。

大型発電機巻線（コイル単体真空含浸絶縁）では，実際

に長時間運転された実機コイルの絶縁診断特性値と破壊電

圧との相関関係（重回帰分析）から，絶縁診断によって現

時点の絶縁耐力と余寿命を推定する方法を開発した（重回

帰法）。

現在の絶縁耐力と運転に必要とされる絶縁耐力から余寿

命の推定が可能となった。同様な手法により，高圧電動機

巻線でも余寿命推定が可能であり，近い将来，実用化が期

待される。

中・小型高圧電動機の信頼性評価

設置台数の最も多い 3 kV 級の中・小型高圧電動機では，

絶縁診断を行うにしても，運転の停止，大型機と同じ時間

とコストを要し，必ずしも経済的ではない。

富士電機では，絶縁の開発時および絶縁評価のデータか

ら，運転データをベースに電動機全体の信頼性を机上で評

価する新しい手法を開発した。この手法は，3 kV 機の絶

縁劣化は主として熱劣化によることを前提としているが，

回転子，冷却器などを含めた全体の信頼性を評価するもの

で，その手順は次のようである。

運転データの収集

電動機の運転データ〔電流値（負荷率），運転時間，始

動頻度など〕を収集する。電流値から巻線の温度上昇が推

定でき，運転時間の累積から巻線絶縁の熱劣化度および始

動頻度からかご形回転子の機械的疲労度が推定できる。

Ｆレジン/Ｓ（スタビラスチック）絶縁の温度と運転時

間による絶縁耐力（信頼性）の低下，かご形回転子の始動

頻度による機械強度（信頼性）の低下状況を図４，図５に

示す（初期の信頼性を 100%として）。

電動機全体の信頼性評価

図６の信頼性評価表に示すように，電動機各構成品の評

価項目ごとに持点（持点の合計は 100 点）を与え， で求

めた信頼性をかける。各構成品も同様に行い，その合計点

を求め電動機全体の信頼性を，表の３ランクに評価する。

この信頼性評価結果の例を図６に併せて示す。

信頼性評価に基づく予防保全

この評価法は， の運転データをユーザー側で収集して（1）

（3）

（1）

（2）

（1）

（4）
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いただき，富士電機が設計データ，実験データに基づき評

価するので，ユーザー側には診断費用は発生しない。

この評価法は，多数運転されている電動機の中で，個々

の信頼性の位置づけ，ランク付けが可能となり，図１のよ

うに，その後の予防保全に対する計画を立案できる。

絶縁材料の熱劣化診断

高圧回転機の固定子巻線は，巻線のみならず，スロット

部のくさび，コイルエンド部の間隔片および縛りひもから

構成されている。これらの絶縁材料の劣化（熱劣化が主体）

は，絶縁診断では検出できない。

これらの絶縁材料は，巻線全体を機械的に固定する機能

を担っているが，劣化によりその機能が損なわれると，巻

線が振動などの機械的損傷を受け，絶縁破壊に至る恐れが

ある。

このような背景から，絶縁材料の熱劣化程度を機械的強

度面から評価する試験法（物理化学的評価法）を開発した。

すでに大型回転機をはじめ，100 件近い実績を持っている。

絶縁診断で評価できない発電機回転子巻線絶縁では，こ

の熱劣化診断と固定子巻線の絶縁診断の両方から発電機全

体の劣化程度を総合的に把握することができ，機械の更新，

絶縁更新など予防保全の計画に有効である。

運転時の絶縁監視装置（部分放電モニタ）

機械の運転中に絶縁状態をオンラインで監視できれば，

停止に伴うコストや診断コストを抑えることができ，大き

なメリットとなる。

絶縁劣化が進むと，部分放電の発生が増大し，巻線事故

に発展する可能性が大きくなる。部分放電をオンラインで

監視できれば，事故を未然に防ぐことができる。このため，

オンラインの計測が行われている。富士電機では，以前か

らオンラインモニタの開発を進めており，スロット中にセ

ンサを設け，部分放電を検出する方法について実用化を

図っている。

低圧電動機巻線の予防保全

産業界で最も多く利用されている低圧電動機は，出力的

には小容量機ではあるが，プラントあるいは設備上，重要

機であるケースも多く，そのトラブルは操業に大きな影響

を及ぼす。したがって，低圧電動機とはいえ，巻線の劣化

傾向を把握し，早期の予防保全策を講ずる必要がある。

（5）
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図６　高圧電動機の信頼性評価表（例）
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低圧機の巻線絶縁不具合

富士電機における最近10年間の巻線焼損例を形式別，焼

損部位別に示せば表１のようになる。形式別では開放形が

多く，焼損部位ではほとんどがコイルエンド部である。ま

た，焼損現象は，すべて同相間あるいは異相間のレヤー

ショートである。このように，低圧機の巻線焼損は，高圧

機とは様相が異なり，低圧機の絶縁信頼性はエナメル線の

絶縁特性に負うところが大きい。

図７に，焼損電動機（全閉形）から採取したエナメル線

（PEW線）の破壊電圧の経時変化を示す。

低圧機の予防保全

低圧機は有効な診断手法がないのが現状であるが，表１

の焼損部位，図７のエナメル線の破壊電圧の低下から，低

圧機の予防保全としては，①運転後10年をめどにオーバホー

ルの実施，ワニス処理による絶縁補強と巻線間の機械的強

度の強化（振動防止），②運転後15年以上を経過している

電動機では，代表機を選び，エナメル線の破壊電圧を測定

し，現状の劣化度合いを評価し，他機との計画的な置換え

あるいは巻替えの実施，などの処置を取られることを推奨

する。

あとがき

富士電機の回転機巻線絶縁の診断技術（余寿命診断）に

ついて紹介した。高圧回転機の一部の巻線では，精度よく

余寿命診断が行えるようになったが，電動機巻線の余寿命

診断は今後の課題である。

使用台数の多い 3 kV 級電動機の信頼性を机上で評価す

る新しい手法についても紹介した。

今後もユーザー各位の設備保全のために，技術開発を行っ

ていく所存であり，ユーザー各位のご協力をお願いしたい。
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まえがき

現在の高度な情報社会では，高品質の電力が安定に供給

されることが要請され，変電設備の維持管理の高信頼度化，

高効率化が要求されている。

一方，昨今の低成長経済下では，設備能力増強などの機

会が減少し，寿命限界一杯まで使いきり，更新投資を繰り

延べしたいというニーズが高まっている。

こうした社会情勢を受けて，主な変電機器の一つである

変圧器の絶縁異常・劣化診断技術の研究開発が盛んに行わ

れている。特に最近では劣化による絶縁余寿命推定に対す

る関心が高くなってきている。

本稿では，関西電力（株）と富士電機が共同で研究を進め

ている測色による変圧器の劣化診断方法の現状と最新技術

の概要を紹介する。

変圧器の劣化診断方法

一般に油入変圧器の寿命は，経年使用によりコイル絶縁

紙の機械的強度が低下して，事故時の短絡機械力などで絶

縁紙が破損し絶縁破壊の引き金となる可能性が生じた時点

までといわれている。そこで，変圧器の余寿命，すなわち

あと何年間その変圧器が健全な状態で運転できるかという

ことを推定することが非常に重要になっている。

現状の劣化診断の概略は，図１に示すように三つの方法

があるが，コスト面と運転中での診断対応技術を考慮して

図中①，②の併用で実施されているケースが多い。

富士電機では特に①の方式で，新技術のヘッドスペース

法を採用し高感度・高精度分析の時間短縮化と少油量分析

化を達成している。本システムの外観を図２に示す。

（3）
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絶縁紙の測色による劣化診断技術

絶縁劣化診断法として最も一般的に行われる電気的方法

に，メガーによる簡便な絶縁抵抗の測定方法がある。本劣

化診断技術は余寿命診断のメガーを指向したもので，絶縁

紙を直接測色するものである。

現状の油入変圧器の劣化診断はいずれも平均重合度を測

定あるいは推定するもので，寿命に直結する最も温度の高

いコイル絶縁紙の重合度を直接推定できるものではない。

そこで，診断精度のさらなる向上を図るため，絶縁紙が

劣化すると変色することやその呈色反応が非可逆的である

ことに着目し，油入変圧器に用いられているクラフト紙を

加熱劣化させた際の，測色による色差などの表色値と平均

重合度や油中フルフラールなどの劣化指標との相関を実験

調査して，既設の油入変圧器を分解することなく外部から

劣化診断できる手法の開発を強力に進めており，以下にそ

の技術の一部を紹介する。

３.１ 内視鏡型光ファイバ式測色計

複雑な変圧器巻線構造の，劣化が最も進行する高温部の

コイル絶縁紙の測色を，屈曲した冷却油道の中に入り込み

分解せずに行うための内視鏡型光ファイバ式測色計の構成

を図３に示す。

この装置は，ライトガイドを内蔵した先端首振りで外径

3mmのフレキシブル光ファイバセンサを採用している。

これにより従来では外部からの挿入が難しい巻線部位への

到達が可能になり，熱劣化の激しい同一部位を直接的に，

また時系列的に計測ができて，その劣化の傾向から診断精

度を向上することが可能となる。コイル絶縁紙の変色状態

のその場計測による劣化診断の可能性が期待できるもので

ある。

３.２ 測色による劣化診断

クラフト紙が加熱劣化するとその色相は，初期では淡黄

色であるが劣化に伴って濃い黄色から黒ずんだ色に変化す

る。図４に 130 ℃加熱時のクラフト紙の変色度合いを示す。

また，色差と平均重合度の関係を図５に，色差と油中フル

フラール量の関係を図６にそれぞれ示す。さらに実器の調

査結果として，実器絶縁紙の色差と平均重合度の関係を図

７に示す。絶縁紙の平均重合度残率 40 ～ 50 ％を絶縁紙の

寿命とするならば，色差10前後が寿命として考えられる。
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図２　ヘッドスペース法による油中ガス分析システムの外観
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図５　加熱実験による絶縁紙の色差と平均重合度の関係
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絶縁紙の測色による変圧器の劣化診断技術

なお色差は，国際照明委員会（CIE：Commission

Internationale de l’Eclairage）で規格化された L＊a＊b＊表

色系を用いた。ΔE＊a＊b＊表色系では，L＊は明度を，a＊，b＊

は色度を示し，空間的には図８のように表される。

ここで色差（ΔE＊a＊b＊）は，未劣化油浸絶縁紙のΔE＊，

a＊，b＊を基準として式 から算出した。

ΔE＊a＊b＊＝（ΔL＊）2+（Δa＊）2+（Δb＊）2 1/2 …………

これらの実験検討から色差と平均重合度によい相関があ

ること，そして現場において簡単に平均重合度の推定がで

きることなどの特徴があり，劣化診断の一つの手法として

適用が可能であると考えられる。

あとがき

以上，油入変圧器の異常・劣化診断技術の現況と富士電

機が取り組んでいる測色による絶縁余寿命予測技術の一端

について紹介した。

変圧器は変電機器の中で重要な位置を占める機器であり，

常に健全な状態で運転されることが大切で，その劣化状態

の把握と更新時期の判断を的確に行うべく，これら技術の

より一層の向上が要望されている。今後ともセンサの高信

頼性化・長寿命化，診断アルゴリズムの最適化，実測値に

基づく劣化診断精度の向上に向け努力していく所存である。
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図８　L＊a＊b＊ 表色系の色差図
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まえがき

保全技術・ノウハウの共有化・伝承，設備の信頼性・安

全性・経済性の確保，計画的かつタイムリーな保全の実施，

設備の増設・改造・変更の容易性の確保など，保全活動に

求められる要件は数多くある。これらの要件に対して IT

（情報技術）を応用・駆使し，システム化することが保全

業務の合理化・省力化に有効な手段となっている。

また，従来以上にお客様へのサービス向上を目的とした

IT 活用によるサービスの提供や保全業務の効率化は，今

後ますます発展していくと思われる。

富士電機では，お客様の企業価値向上に役立てうるよう

ITを活用した保全・サービスを提供している。本稿では

その事例を以下に紹介する。

施設管理情報オンライン提供サービス

昨今の目覚ましいインターネットの発展は，次々と新し

いサービスを生み出している。特に，ISDNや今後出てく

るであろうブロードバンド（広帯域通信）などによる伝送

スピードの飛躍的な向上は，これまでに実現できなかった

大量なデータの転送や表示パフォーマンスの向上をもたら

している。一方では，携帯電話の普及は iモード〔（株）

NTTドコモの情報提供サービス〕に代表される新しい通

信技術や情報提供技術を見いだしており，今後も次世代携

帯電話へとさらに発展していくものと考えられる。

ユーティリティを中心とした施設の管理は，これまで設

備台帳や図面類を中心に，一部ではローカルな設備管理シ

ステムの導入も行われているが，データ登録の煩わしさや

設備投資の問題もあり，いまだに紙ベースで行われている

のが実態である。

富士電機は，これまでローカルなシステムとして提供さ

れてきた施設・設備管理システムを，インターネットを利

用した情報提供サービスとして実現した。このサービスで

は，お客様の施設に関する設備台帳，過去の障害履歴や保

守点検履歴，設備図面，長期保全計画などを作成するとと

もに，お客様に代わって管理を行い，インターネットを通

じて，タイムリーに情報を提供する。また，ご契約をいた

だいたお客様には，保全にかかわる最新情報（保全技術・

製品情報，寿命部品・リサイクル部品・リース機材情報，

技術教育講座情報など）を無償にて提供する。

本サービスの特徴は，富士電機のコールセンターで採用

している CTI（Computer Telephony Integration）シス

テムと連動している点にあり，これにより多様化するお客

様との情報交換（電話，FAX，電子メールなど）の一元

化を図り，より一層のサービスの向上を図っている。

図１に情報提供の仕組みを示す。

２.１ 設備台帳情報サービス

お客様に代わって行う，次の六つのサービスを用意して

いる。また，お客様のご要望により選択可能である。

調査サービス

お客様の設備構成機器を部品レベルまで調査する。

台帳作成サービス（2）

（1）

保全・サービスの IT
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図１　施設管理情報オンライン提供サービス



保全・サービスの IT

お客様に代わって，設備台帳の作成と修正を行う。

管理サービス

お客様の設備構成機器を部品で管理し，情報の提供を行

う。また，必要に応じてデータの更新を行う。

通知サービス

消耗部品の交換や定期点検の時期を管理し，お客様への

適切な通知を行う。

調達サービス

修復部品や消耗部品の在庫数量を管理して，適正在庫に

従い部品を調達して届ける。

伝達サービス

トラブル発生時にはお客様に代わって，メーカーに出動

要請を行うとともに，お客様の連絡体制に従い状況の通知

を行う。

２.２ 保全履歴情報サービス

お客様の設備の過去の保守履歴・障害履歴および点検デー

タ（設備の設置環境データも含む）を管理し，情報の提供

を行う。

２.３ 長期保全計画情報サービス

お客様に代わって，過去の保守履歴・障害履歴および点

検データを基に，設備の保全計画を長期スパンで立案・作

成して，的確な保全情報の提供を行う。これにより，効率

的な保全計画（ランニングコストの平準化など），設備維

持コストの削減，さらにはプラントシステムの延命化を図

ることができる。

２.４ 図面情報サービス

お客様に代わって，煩雑な図面登録と管理（バージョン

管理，保存，保管）を ISO9001に準拠して行う。また，

情報の提供はインターネットだけではなく，紙や電子デー

タなど必要に応じて配送も行う。

２.５ 今後の検討課題

お客様との通信手段が多様化する中，あらゆるものに対

応していかなければならない。現在，iモード対応サービ

スを検討中である。

保全情報管理システム

保全情報管理システムは単なるパッケージ販売メニュー

ではなく，導入側（ユーザー）の業務形態，インフラスト

ラクチャー（インフラ）事情などを考慮に入れたうえで，

「壊れない設備・ライン作り」「壊さない運用環境作り」を

最終目標とした仕組み作りを支援するソリューションであ

る。また，システムの効果的な導入ステップや，導入にあ

たっての課題整理などについても，お客様との共同作業に

てまとめ，目標を共有化したうえで導入を進めていくこと

も特徴である。

①パッケージ商品を導入してみたものの，自社の業務形

態などに合わず，活用が思うように進まなかった，②保全

業務の改善の必要性は認識しているが，どこから手を付け

てよいのか分からないなどというお客様に最適なソリュー

ションである。

３.１ 安定操業実現の要素

安定操業の維持は製造業における恒常的なテーマといえ

る。本テーマを構成している要素を分解してみると，①生

産・製造計画精度，②調達・製造・ストック・物流効率，

③製造品質，④設備能力，⑤製造要員・設備稼動効率，⑥

製造スキル，の 6 項目に大別される。

さらに安定操業を支える安定的な供給能力の維持を考え

た場合，設備能力の在り方，製造要員や設備の稼動効率向

上施策，製造スキルの維持・向上の方策など，現状資源の

有効活用が課題となる。

本システムは，「安定した供給能力維持」を行うために

「設備を止めない〔MTBF（平均故障間隔）の向上〕」「止

まったら迅速に復旧する〔MTTR（平均修復時間）の短

縮〕」ことを目的とした，製造設備の安定操業を支援する

情報システムの在り方について提案するものである。

３.２ 保全活動におけるPDCAサイクルのあるべき姿

保全活動は大きく分けて以下の三つのステップにて展開

される。

日常保全「設備が故障したら素早く復旧する」

製造ライン部門による異常の早期発見・通知と保全部門

による迅速な原因特定・復旧処置の実施。

予防保全「故障が起きないように予防処置を行う」

製造ライン部門による操作ミスのない標準作業作り，日

常点検の実施と保全部門による予防点検の実施。

設備の設計品質「故障の起きない設備を作る」

保全部門による故障原因の分析と，設備設計部門による

改良施策の立案，設計仕様への織込み。

製造設備の保全活動は製造・保全・設備設計の各部門が

密接にかかわり合うことで安定操業の維持を実現できる。

図２にそのかかわり方（PDCAサイクル）を示す。

一方，現場の状況を見ると，

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）
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ステップ1〔日常保全〕�
設備が故障したら素早く復旧�
すること。�
　　異常の早期発見・通知�
　　迅速な原因特定・復旧処置�

ステップ3〔設計品質〕�
故障の起きない（直しやすい）�
機械を作ること。�
　　故障原因の分析による，機械の�
　　改良策�
　　立案・実施（組込み）�

ステップ2〔予防保全〕�
故障が起きないように予防処置�
を行うこと。�
　　操作ミスのないガイダンス作り�
　　日常点検の見直し�
　　予防点検の実施・見直し�

Check Action

Action

Plan

Do
MTBF向上�

トレーサビリティ�

MTTR短縮�

Plan

図２　保全活動におけるPDCAサイクルのあるべき姿



保全・サービスの IT

設備の稼動状況が把握できず，故障時の状態がつかめ

ない。

保全活動の記録がばらばらに管理されている。

保全要員，製造要員のスキルやノウハウにばらつきが

ある。

などにより，理想的な PDCAサイクルが実現できず，結

果として，

故障原因特定に時間がかかり，目標の稼動率を維持

できない。

予防保全の改善ポイントが見えず，同じ故障を繰り

返し起こす（後追いで処置を実施する）。

といった状況になっているケースが見受けられる。

３.３ 保全活動を支援する情報システム

３.２節にあげた現場の状況は，情報収集・ノウハウ共有

環境の整備が十分でないことに起因することが多い。保全

活動の PDCAを効率よく回す手助けとして，保全活動を

支援する情報システムの導入は効果的といえる。しかし，

現状の業務の流れや，通信インフラなどの状況を考慮せず，

安易に導入した場合，結果的に「動かない仕組み」「使え

ない仕組み」となってしまう。このため，情報システムを

保全活動サイクルに組み込む場合，十分な現状把握と，適

用範囲の検討，関連メンバーがなじむための導入ステップ

の計画が重要なポイントとなる。図３および表１に保全部

門における情報システム導入の進め方を示す。

３.４ 保全情報管理システムの特徴

富士電機の提案する保全情報管理システムは，保全活動

の PDCAサイクルを視野に入れ，情報システムを積極的

に活用した仕組み作りと，その仕組みに基づいたシステム

の構築を提案するものであり，単なるパッケージ群ではな

い。本システムは，保全活動を支援する情報システム構築

の，企画（Plan）ー導入（Do）ー運用（Check）ー改善

（Action）までをトータルに支援するものである。以下に

その特徴を記す。

既存のインフラを有効活用する。

すでに導入が進んでいるネットワーク環境，パソコン環

境などを有効に利用することで，インフラ整備コストをミ

ニマムに情報環境を構築する。

小さく始めて大きく育てる。

将来の到達点を見据えたうえで，情報化をできる範囲か

ら進めていけるように，また，ステップバイステップで構

築できる機能モジュール群から構成される。表２に機能モ

ジュール一覧を示す。さらに，ステップバイステップの構

築方法を図４に示す。

トレーサビリティを確保する。

何が，いつ，どこで起きたのか？　が見える仕組みを実

現し，故障発生要因の調査や，ほかの事象との相関関係を

顕在化する支援環境（ツール）を提供する。

いつでも，どこでも必要な情報を入手できる。

モバイル端末を活用し，蓄積された保全データを必要な

場所で，必要な時に，必要な内容を取り出せる環境を構築

する。

保全情報管理システムは「統合保全サーバ」「設備稼動

情報収集ゲートウェイ」「モバイル環境構築ツール」「分析

支援・高度監視ツール」の四つのブロックで構成され，シ

ステムの全体イメージは図５のとおりとなる。

３.５ 各ブロックの特徴

統合保全サーバ

統合保全サーバは，設備管理に必要となる設備台帳機能，

保全計画機能，保全記録・履歴管理機能，図面・ドキュメ

ント管理機能をWeb 環境にて実現するためのサーバであ

る。また，設備台帳機能は，設備を構成する部位・部品の

階層管理を可能とする。保全計画機能では，定期保全（定

期点検など，一定時間にて保全を実施するもの）計画のほ

かに定量保全（消耗品など，稼動時間・回数により交換時

期が変動するもの）計画立案も支援する。

設備稼動情報収集ゲートウェイ

設備稼動情報収集ゲートウェイは，製造設備の運転状況

をWebにて閲覧可能とする機能と，故障発生，故障内容

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（b）

（a）

（3）

（2）

（1）
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表１　システム導入の進め方�

実施項目� 実施概要�

目標の設定�フ
ェ
ー
ズ
1
�

フ
ェ
ー
ズ
2
�

フ
ェ
ー
ズ
3
�

システム導入にあたり，具体的に何を達成する�
のか，目標（定量，定性）および制約される事�
項を整理・設定する。�

目標・制約事項をもとに，システム化すべき範�
囲について，提案書を作成する。�

富士電機の提案を基に，業務運用との FIT/�
GAP 分析を各必要機能サンプル画面によりシ�
ステム要件の詳細整理を実施する。�

開発アウトライン�
決定�

要件調査�

要件調査結果を基に，実現機能の整理を行う。�要件整理�

プロトタイプで実現する機能の設計を行う。�システム設計�

プロトタイプで実現する機能の製作を行う。�プロトタイプ製作�

プロトタイプシステムにより，全体システム構�
築のための必要情報を収集する。�

ベンチマークテスト�

各機能および各機能連携を使った業務構築の改�
善課題を抽出，整理する。�

運用評価�

運用評価結果によりステップ2以降にて実現す�
る機能を再設計する。�

改善レベルアップ�

設備台帳�
図面管理�
システム�
の導入�

ガイダンス�
システム�
の導入�
�

高度監視�
システム�
（原因推定・�
　兆候検出）�
　の導入�

台帳整備�
保全計画�
整備�
点検・処�
置履歴蓄�
積�

点検端末�
の導入�
　データ�
　整理�

効果測定�
チューニ�
ング�

分析支援�
システム�
の導入�
　要因分析�
　相関分析�

稼動情報�
収集装置の導入�
　データ整理�

ガイダンス�
整備�
効果測定�

立上げフェーズ� 業務改善フェーズ� 自動化実現フェーズ�

図３　システム導入の進め方（システム構築のステップ例）
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稼動情報などを電子メールにて通知する機能を有し，オー

プン環境での設備稼動情報収集環境を実現する。

モバイル環境構築ツール

モバイル環境構築ツールは，モバイル端末と無線機器

（無線 LAN，構内 PHS，携帯電話など）により，統合保

全サーバに蓄積されている保全情報を必要な場所で入手で

きる。故障発生時の事例検索や処置ガイダンスの入手，定

期点検シートの閲覧・入力などに有効なツールである。

分析支援・高度監視ツール

分析支援・高度監視ツールは下記により構成される。

設備稼動情報と故障発生要因の相関分析支援ツール。

設備の時系列的な稼動状況の監視や異なる 2 変数の

相関関係による監視（エリア監視）を実現する高度監

視ツール。

発生した故障の要因を過去の事例（発生した事象，

点検箇所とその状態，特定された原因）から推定し，

原因特定を支援するツール。

フィールド保全管理システムPOJ
〈注１〉

POJ（Point Of Job）はインターネット技術と携帯情報

端末の応用により，POS（Point Of Sales）システムと同

様に，人と仕事のデータを仕事時点で収集し，定量的な管

理を実現するフィールド保全管理システムである（図６参

照）。

４.１ システム構成

POJサーバ（Webサーバ）

センターに設置し，サービス拠点のネットワークターミ

ナル，およびフィールドのサービスマンの携帯情報端末へ

POJサービス機能を提供する。

ネットワークターミナル

パソコンを利用し，POJサーバと携帯情報端末間の仕

〈注１〉POJ：富士電エンジ（株）の登録商標

（2）

（1）

（c）

（b）

（a）

（4）

（3）
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表２　機能モジュール一覧�

機　能� 商品名�

PLANTIA
〈注〉�設 備 管 理�

（小規模版）�

設 備 管 理�
（Web版）�

構成管理�
　システム�

図面・ドキュ�
　メント管理�

NEOfiling

プロセス�
　データ監視�

NEOPDS

プロセス�
　　高度監視�

NEO�
　intelli-�
　　gence

故障原因�
　　特定支援�

NEOactl

異常対応�
　ガイダンス�

NEO�
 operation

巡 視 点 検 �
NEO�
patrolman

映 像 記 録 �NEOvideo

稼動情報収集�
ゲートウェイ�

概　要�

設備台帳管理機能，保全周期管理・計画機�
能，保全記録・履歴管理機能など設備管理�
業務に必要な機能を豊富に用意したコア�
パッケージである。�

小規模版設備管理システムの機能をWeb�
環境にて実現できる。設備を構成する部�
位，部品などツリー階層にて参照できる。�
また，図面・ドキュメント管理機能を標準�
で装備。関連する設備図面，操作マニュア�
ルなどを設備台帳に関連づけて登録・参照�
可能である（利用者側端末に専用ソフト�
ウェア不要）。�

Web環境でドキュメントの登録・閲覧がで�
きるオープン設計のファイリングシステム�
である。部門導入から全社導入までスケー�
ラビリティに対応することが可能である。�

設備運転情報の監視・制御に必要な各種機�
能を標準で用意したオープンアーキテク�
チャのデータ収集システムである。�

設備運転情報から異常兆候検出や状態推定，�
 2変数間相関監視などを行う高度監視ソフ�
トウェアである。�

蓄積された事例情報を活用し，異常発生時�
の原因推定を行うソフトウェアである。�

異常対応時の操作ガイダンスをビジュアル�
に表示するソフトウェアである。プロセス�
高度監視，設備異常対応支援などとの連携�
が可能である。�

携帯端末と無線を活用した，巡回点検業務�
支援パッケージである。�

設備異常発生時の前後の映像を記録・再生�
するパッケージである。設備異常停止要因�
の分析などに最適である。�

設備の状態をブラウザから閲覧可能とする�
装置である。あらかじめ設定したDI/DO/�
AI の値の参照（瞬時値，AI トレンドなど）�
やDOの遠隔操作が可能である。また，電�
子メールにて故障情報などを指定先に自動�
送信することも可能である。�

Web PIO

導入コンサ�
ルティング�

〈注〉PLANTIA：日揮情報システム（株）の商品名�

データ入力�
　サービス�

ステップ1�
　　　　〔日常保全〕�
�
設備が故障したら素早�
く復旧すること。�

設備稼動情報収集・�
監視故障アラーム発報�

処置ガイダンス�
表示�

作業標準作成�
ガイダンス作成�

点検端末�
（モバイル）� 保全計画立案�

原因推定支援�

設備台帳・図面・ドキュメント管理・点検・処置記録�
（情報共有環境）�

データベース�
（設備稼動情報・保全活動情報，図面，マニュアル，ガイダンス）�

稼動情報統計・分析�

ステップ2�
　　　　〔予防保全〕�
�
故障が起きないように�
予防処置を行うこと。�

ステップ3�
　　〔設計品質〕�
�
故障の起きない�
（直しやすい）�
設備を作ること。�

図４　ステップバイステップによる情報システムの構築方法（例）

お客様�
お客様�
お客様�

機械組込みコンポーネント�お客様納入機械�

設備稼動情報収集ゲートウェイ�
　Web PIO，ネットワークアダプタ�

ソフト�
ウェア�
PLC

SCマト�
リックス�

ファンク�
ション�
ブロック�

POD MICREX-SX

統合保全サーバ�
　設備台帳システム�
　保全記録・計画立案システム�
　図面管理システム�
　設備稼動実績データベース�

公衆回線，インターネット�

電子メール，ワークフロー�
による業務連携�

構内回線（LAN，�
構内PHS）�

分析支援・高度監視ツール�
　インテリジェントナビゲータ�
　プロセス高度監視システム�
　故障原因特定支援システム�
　異常対応ガイダンスシステム�

モバイル環境構築�
ツール�
　巡視点検システム�

サービス部門�

営業部門�

設計部門�

図５　保全情報管理システムの全体イメージ
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事データ中継機能を有し，フィールドの仕事管理を行う。

携帯情報端末

POJサーバからの仕事データをもとに，フィールドデー

タの入力を行う。

図７にこれら構成要素ごとのソフトウェア機能構成を示

す。

４.２ POJサービス機能

サービス機能の流れを図８に示す。

管理台帳

フィールド保全の対象となる設備，機器，概念（作業前

打合せ，清掃，作業後顧客報告など）を登録する台帳であ

る。ユーザーによる自由な管理項目設定と，複数の台帳登

録機能を提供する。

仕事台帳

管理台帳の管理対象ごとに，作業内容と手順を仕事標準

として登録する台帳である。作業効率分析のための標準作

業時間の登録と集計表示機能がある。作業内容の登録は

フィールドにおける普遍的な仕事項目を選択して，表示さ

れるテンプレート画面で登録する。代表的な仕事項目は次

のとおりである。

™数値：電圧，電流などの測定で数値を入力。上下限値

の設定が可能。

™確認：仕事の実施を確認。

™判定：選択肢を最大20項目まで定義。仕事実施時に適

当な選択肢を一つ選択。

™所見：総合所見など，特別な文字入力項目。

™交換：定期交換品の交換管理。

™補充：予備品の補充管理。補充量の上下限値設定あり。

™調整：電圧，電流，流量などの調整項目の設定。適正

値，上下限値の設定あり。

™積算：電力，流量などのメータ値の読取り。データベー

ス（DB）上では前回値との相違から使用量を

登録。

™演算：特定の仕事項目間で演算式を設定し，計算結果

を自動入力する項目。

仕事プラン台帳，仕事表配信

仕事台帳で登録した各種仕事項目（標準作業内容）の階

層化および仕事の順序を設定し，標準的な仕事プランとし

て登録する。フィールドの保全業務遂行では，管理者は必

要な仕事プランに担当者，実施スケジュール，機材などを

設定して割り当てた担当者へ配信（ファイル転送）する。

仕事表，保全データ入力

管理者から配信された仕事表（仕事プラン）は担当者が

携帯情報端末にダウンロードする。端末画面には，設定さ

れた階層構造，手順に従ってデータ入力画面が表示される。

作業終了後，仕事結果のアップロードを行い，POJサー

バのデータベースに登録する。

工程管理

登録済みの担当者ごとに，配信した仕事プランの予定，

実績，承認状況などをスケジュール管理する。

保全データ承認

アップロード後の仕事データは，あらかじめ管理者権限

に設定された管理者が点検項目単位で承認する。ここで承

認された仕事表のみが，報告書作成機能が利用可能となる。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）
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中間生成�
ファイル�

端末アプリ�
ケーション�

中間生成�
ファイル�

実行系アプリ�
ケーション�

リレーショナルDB

WWWサーバ�

サーバOS

支援系アプリ�
ケーション�

SQL�
CGI

HTML�
CGI

画面データ�

ファイル転送（FTP）�

端末OS

WWW�
ブラウザ�

端末OS

POJサーバ�
（Webサーバ）�

携帯情報端末� ネットワーク�
ターミナル�
（汎用端末）�

〈中間生成ファイル〉�
　　保全手順�
　　保全内容�
　　前回保全結果�
　　今回保全結果�

図７　ソフトウェア機能の構成

サービスマン�

フィールド�

POJサービス�
現場�
�
　仕事時点で�
　データの入�
　力，参照�

ネットワーク�

サービスマンへの情報流通�仕事の実態�

ネットワーク�
ターミナル�

POJサーバ�
（Webサーバ）�

ネットワーク�
　　ターミナル�
�
　サービスマンへの�
　データ中継，仕事�
　管理�

センター�

センター�
�
　POJサービス�
　機能提供�

ユ
ー
ザ
ー
地
域
密
着�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト�

イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト�

図６　フィールド保全管理システムPOJの特徴

仕事マスター�仕事マスターデータの設定�
（仕事対象と仕事ノウハウのDB化）�

《フィールド保全業務》�

管理台帳の管理対象�
ごとに登録する仕事�
標準�

プラン� プラン�

仕事1
作業1
作業2
作業3
作業4
作業5
作業6

仕事2
作業1
作業2
作業3
作業4
作業5

①管理台帳� ②仕事台帳� ③仕事プラン台帳�

仕事表� 仕事表�

④仕事表�

⑤工程�
　管理�

⑦仕事�
　実施�

⑥仕事表�
　ダウン�
　ロード�

⑧仕事結果�
　アップ�
　ロード�

⑨仕事結果�
　承認�

⑩報告書作成�

⑪仕事結果分析�

〈物〉�
　建築物，機器，�
　備品ほか�
〈概念〉�
　場所，顧客，�
　作業ほか�

台帳A
台帳B
台帳C

担当者�

仕事機材�

スケジュ－ル�

担当者�

仕事プラン�
選択�仕事マスター�

見直し�

仕事機材�

スケジュ－ル�

図８　POJサービス機能の流れ
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報告書作成

承認済み仕事データを選択し印刷指定すると，POJサー

バから PDF（Portable Document Format）ファイル形式

で報告書データがネットワークターミナル側に転送されて

くる。報告書データの参照・印刷は，無償配布されている

Adobe Acrobat Reader
〈注２〉

をインターネットからダウンロー

ドして行う。

４.３ その他

図９は将来機能も含めた POJサービス機能を示してい

る。今後，バーコード発行，読取り機能を追加し，作業効

率の向上を図る予定である。

あとがき

ここに紹介した IT 活用による保全サービス技術は，お

客様，メーカー双方の保全にかかわる経営資源（人，物，

金）の合理化・効率化，最適化を実現するうえでのツール

の事例である。ITの発展とともに今後とも新しい形態の

サービスの開発に取り組んでいくが，前述のように，お客

様の企業価値をいかに高められるかという視点に立った製

品開発を行うことが重要と考えており，他の保全技術開発

とともに，整備・拡充を図る所存である。

〈注２〉Adobe Acrobat Reader：米国アドビシステムズ社の登録商標

（7）
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作業者A

2001年1月16日�
　　作業リスト�

作業者B

作業者C

作業者D

作業者E

《将来機能》�

作業員名札�

出勤登録�

バーコード�
読取り�

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク�
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回�

作
業
結
果
確
認�

ネットワーク�現場� センター�

サービス�
マン�

CFカード�

ネットワーク�
ターミナル�

携帯情報端末�

POJ�
サーバ�

マルチ�
ユーザー対応�
担当者DB�
仕事項目DB�
プランDB�
結果データDB�
顧客情報DB

担当者管理�
仕事項目・�
プラン作成，�
配布管理�
プラン工程�
管理�
結果承認管理�
報告書作成�
データ分析�

手順表示，�
デ－タ入力�
簡易報告書�
出力�
オンライン，�
プランダウン�
・アップ�
ロード�
オンライン�
メール連絡�

出動�

図９　POJサービス機能

解　説 CTI

CTI（Computer Telephony Integration）とは，コ

ンピュータと電話を結び付ける仕組みの総称である。

CTIそれ自身は単に，コンピュータと電話機や電子

交換機との間での情報のやりとりをするための決めご

とにすぎない。しかし，そこに適切な業務アプリケー

ションと顧客データベースが加わると，企業と顧客と

の関係は一変するほどのパワーが生まれる。例えば，

自動音声による応答と顧客データベースと連動するこ

とで，顧客からの問合せ電話に出る前に，顧客の名前，

顧客のプロフィールや過去の対応履歴，購入履歴など

の必要な情報をタイムリーに引き出し，迅速で的確な

顧客対応を行うことで顧客満足度の向上に貢献するこ

とができる。

このような One to Oneマーケティング*を実現する

CTIは，顧客獲得戦略の要（かなめ）として多くの企

業に注目されるようになってきている。

＊One to Oneマーケティング：多様化する顧客一人一人のニー

ズやウォンツに対し，最新の情報技術を駆使することにより行

う顧客囲い込みのマーケティング。



江上　富三

計装システムの試験，上下水道電

気・計装システムの品質管理に従

事。現在，電機システムカンパ

ニー情報システム本部品質管理部

長。電気学会会員。

佐川　　学

上下水道用電気・計装・コンピュー

タシステムの設計に従事。現在，

電機システムカンパニー環境シス

テム本部水処理システム事業部公

共技術部課長。電気学会会員。
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まえがき

上下水道施設は，管理する施設であるといわれている。

一般土木技術のほかに機械，電気，化学，生物，水質など

の知識と経験が必要であり，公共施設の中でもその取扱い

の困難な施設である。

上下水道の効用は，維持管理によって大きく左右される

ことから，維持管理業務は，施設全体の信頼性を確保する

とともに，その機能を十分に発揮させるために欠かせない

業務となる。

上下水道施設の電気設備はコンピュータ，分散制御シス

テム，マルチメディア対応機器が運用管理の中枢システム

となり，高機能化，高信頼度化によりますます複雑化，高

度化，広域化している。さらに，高度な技術を身に付けた

技術者の確保が困難な状況にあることから，限られた人員

で効果的な維持管理への対応が求められている。

下水道分野においては，施設管理が責務となっている自

治体・管理組合の財政圧迫・人員削減・高齢化に伴い，維

持管理の一部を業務委託で対応することが増加している。

また，2000 年12月の生活環境審議会の答申により，水道

事業における第三者への業務委託などに関する水道法改正

案が2001年の通常国会に提出された。

このような動向から，今後ますます上下水道における業

務委託は加速するであろう。本稿では最新のメンテナンス

技術であるリモートメンテナンスシステムと水道の業務委

託の在り方について述べる。

水環境保全の動向

水環境と水処理の向上のため，行政側から「安全でおい

しい水の供給」「渇水や地震に強い水道づくり」「流域水環

境の保全」「閉鎖性水域の汚染防止」などの政策が打ち出

されており，富士電機はそれらの政策と整合性をとり，水

環境に残された課題の解決を目指し，単体製品からシステ

ム製品まで幅広くソリューション技術を提供している。

２.１ 上水道分野

上水道は「おいしい水」と「安定供給」を目指し，取水

の毒物検知，クリプトスポリジウム対策などの水質センサ

が採用され，かび臭物質の分解，色度成分の分解に優れた

効果のある高度処理設備が導入されている。また，効率的

運用を図るため，コンピュータによる水運用制御，分散制

御システムによるプロセス制御，監視が数多く採用されて

いる。

２.２ 下水道分野

下水道では，処理場での脱窒素・脱りん処理により水環

境への富栄養化低減策が進められている。しかし最近，幾

つかの処理場において，生物硝化阻害による窒素除去性の

悪化がみられ，原因として，化学工場からの有害物質混入

が疑われている。毒物モニタリングシステムが下水道分野

においても導入の拡大が予想される。

２.３ 水環境保全の支援

水質新時代における水道の果たすべき使命は，単なる量

的確保から，「安全でかつおいしい水」の提供にある。し

かし，一方で，水環境全体の悪化や水源となる河川の突発

汚染事故など質的向上に対するマイナス要因が大きいこと

も事実である。さらに，震災など異常発生時の応急給水や

迅速な復旧など水道のシステムとしての危機管理能力もク

ローズアップされている。これからの水道システムでは，

このように大きな課題を背負いながら質的向上を目指さな

ければならない。そのためには，これまでの浄水プロセス

中心の水質監視体制に加えて，浄水場出口から給水末端ま

での総合的な水質の自動監視体制を確立することが急務で

ある。

富士電機は，バイオ・光学・化学技術を応用した水質セ

ンサ，広域化する施設の情報通信技術，高度化・複雑化す

る設備の運転支援システムなど，水環境保全のソリューショ

ン技術を提供していく。

上下水道施設のリモートメンテナンスとこれからの
維持管理
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２.４ 水道の方向性

現在，上水道では，さまざまな水質問題や地震・浸水な

どの災害に的確に対処でき，利用者の多様な要望にこたえ

ることのできる水道構築が課題となっている（2000年12月

の生活環境審議会水道部会の検討より）。水道事業の見直

しの方向性としては，次の二つとされる。

経営基盤を強化するための水道事業者の選択肢の充実

利用者の視点から水道に対する信頼向上施策の充実

この中で，経営基盤の強化として，水道事業における第

三者への委託の制度化および一体的経営の単位での水道事

業の認可が挙げられており，施設管理の一体化，事業経営

の広域化などにより，技術基盤・財政基盤を強化し，自立

した水道へ向かっていく。一方，水道の信頼向上施策とし

ては，利用者の多い学校，商業施設などの自家水道の安全

性確保のために，専用水道の規制対象の拡充・水道事業者

の検査によるビル，マンションなどの受水槽水道の管理体

制の強化，利用者への情報提供の充実などが盛り込まれて

いる。

リモートメンテナンスシステム

新しいメンテナンス技術として，リモートメンテナンス

システムが注目を浴びている。本システムは，公衆回線を

用いて，システム構成機器の稼動状況を遠隔地から監視す

る機能を有する。

システムの異常時に，遠隔にて各構成機器の稼動状態デー

タ（RAS 情報）やソフトウェアの稼動情報を得ることが

でき，部分的なソフトウェアの修正も実施可能である。

本システムの導入により，

異常発生時の迅速対応〔MTTR（平均修復時間）短

縮〕

異常予測による予防保全の実現

が可能になった。

監視制御システムのリモートメンテナンス対象構成を図

１に示す。

ユーザー側にパソコンを設置し，富士電機のコールセン

ター間を公衆回線で接続して，リモート操作による状況監

視・調査を行う。リモート操作結果から障害要因の切分け

を行い，サービス拠点との連携により，障害の早期対応が

可能になる。また，コールセンターとサービス拠点は社内

LANで接続しており，ユーザーのシステム構成情報，製

品情報，障害履歴情報などが確認でき，浄水場で運用して

いる。

これからの維持管理

４.１ 上下水道施設の維持管理

ライフラインとしての上下水道は高普及時代を迎え，さ

らに高い水準の基盤整備を実現しつつある。自治体では，

基本的なサービスを維持するための維持管理の重要性がま

すます増大している。

維持管理は，施設・設備の建設，運転・保守，安全・防

災，事業費の管理など事業体の広範な情報を有機的に管理

することが必要である。しかしながら，自治体の財政圧迫，

人員削減，高齢化などに伴い，維持管理を業務委託するケー

スが増大している。

４.２ 富士電機の業務委託メニュー

４.２.１ 概　要

2001年の通常国会に，水道事業における第三者への業務

委託などを盛った水道法改正案が提出された。これに対応

すべく，富士電機では，上水道分野における業務委託メ

ニューをそろえている。

４.２.２ 業務委託化の動向

業務委託については，単に現状の浄水場の施設・設備の

ままで業務を委託するだけでなく，効率化を推進するため，

新たな技術・手法を検討すべきである。富士電機では，維

持管理の高度化を実現するために各自治体に対して業務分

析の提案を実施している。委託管理業務の改善を成功させ

るには，標準化，無人化，広域化などを含めた総合的な解

決など立案が重要と考えており，どの業務をどの範囲まで

委託するかなどを提案している。図２に業務分析の展開手

順を示す。

（2）

（1）

（2）

（1）
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図１　リモートメンテナンスシステム構成
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図２　業務分析の展開手順
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４.２.３ 業務委託のメリット

業務委託の範囲は，

設備の保守点検（スポット）

設備の年間保守設備運転

設備の補修業務

などがある。

ここでは，自治体から業務委託される範囲を，

維持管理の全面委託

運転・監視・操作の委託

水質管理の委託

に分類してそれぞれのメリットを表１に示す。委託の範囲

として，運転・監視・操作および水質管理は，電機メーカー

の強みが発揮でき，自治体に対して「水の安全，安心，安

定を提供できる」ものと考えている。

４.２.４ 業務委託における新技術の導入

富士電機の統括管理業務のスタンスは，一時的な維持管

理にとどまらず，管理業務の中から最適な維持管理を提案

するものである。富士電機の技術および体制について図３

に示す。さらに維持管理業務の中身として，図４に示すデー

タどおり，六つのテーマに分類している。

幾つかの事例を以下に記す。

システム（構成機器）の維持管理

システムの運用中に発生する疑問・トラブルをトータル

で解決・支援するものである。図５にシステム構成を示す。

施設・設備の維持管理

単なる機器･施設の保守・点検にとどまらず，パソコン

システムを用いた設備台帳の一元管理や，マッピングシス

テムによる管路などの総合的な維持管理を行う。図６にシ

ステム構成を示す。

水質試験業務における維持管理

場内での通常の水質試験業務に加えて，給水端末水質測

定装置（給水水質モニタ）の導入により，配水管末端での

毎日検査を自動測定，一括集計し，効率的なデータの収

集・管理を行う。また，富士電機の水質管理サービスは監

視・検査だけでなく水質の管理項目についての報告業務を

代行する。図７にシステム構成を示す。

水質管理サービスメニュー

水質管理サービスメニューとして，次のものをそろえて

（4）

（3）

（2）

（1）

（c）

（b）

（a）

（3）

（2）

（1）
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図３　富士電機の技術および体制
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図４　富士電機の維持管理業務
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図５　システム（構成機器）の維持管理

表１　業務委託のメリット�

委託の範囲�
業務委託によって�
生まれるメリット�

維持管理�
　全面委託�

運転・監視�
　　・操作�

水 質 管 理 �

™人事管理，労務管理が軽減で�
　きる。�
™委託管理の一括管理が可能に�
　なる。�

™経営の安定化が図れる。�

メリットとなる理由�

™業務を一括して委託する�
　ことで，お客様はその委�
　託業者だけを管理するた�
　め�

™リース，割賦，PFI 契約�
　などが可能なため�

™プラント運転の安定性や効率�
　性の大幅向上が期待できる�
　（エレクトロニクス関連など�
　の各種先端技術の適用が期待�
　できる）。�

™電機メーカーが監視設備�
　など各種先端技術に精通�
　しているため�

™職員の労働条件を改善できる�
　（夜間・土日祝日の労働回避�
　など）。�

™運転員の派遣が可能なた�
　め�

™水質・浄水技術者の確保が困�
　難な現状に対し，人材確保が�
　容易となる。�
™全国から安価でサービスのよ�
　い指定機関の選定が可能にな�
　る。�

™富士電機が全国規模で人�
　材の確保が可能なため�
™全国の指定機関の価格，�
　サービス内容などの情報�
　を豊富に把握しているた�
　め�

™専門的な検査の委託により水�
　質を保障できる。�

™水質に関する研究機関と�
　連携しているため�
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いる。

™メニュー１：水質監視サービス

™メニュー２：水質検査サービス

™メニュー３：届出データの作成・管理サービス

™メニュー４：運転支援ガイダンスサービス

水質管理サービスメニューの概要を図８に示す。

水道情報共有化システムの推進

さまざまな水道に関する情報を効果的に連携させる水道

情報共有化システムを構築する。図９にシステム構成を示

す。

富士電機の維持管理業務全体構成

以上述べてきた富士電機の維持管理業務の内容をまとめ

ると，図 のようになる。

あとがき

上下水道事業は，地域環境や生活環境に直接かかわりを

持ち，社会的使命を負っている。また，環境変化や社会の

ニーズに迅速に対応できる事業体質も求められる。

本稿では最新のメンテナンス技術とこれからの維持管理

を主体に記述した。上下水道の維持管理対象は幅広く，高

度化が要求される分野である。制御技術とシステム技術に

よって，上下水道の維持管理の高度化に寄与していく所存

である。１０
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図６　施設・設備の維持管理
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まえがき

富士電機では電力会社や公営企業に数多くの監視制御シ

ステムを納入している（150システム以上が稼動中）。こ

れらはライフラインを支える，電力系統や発電所，ダムな

どの監視制御を行うシステムであり高い信頼性を要求され

るが，最近の電力自由化，電気料金引下げなどの社会情勢

から電力会社の設備投資が削減され，更新周期は長期化す

る傾向がある。そのためシステムの維持管理には保守業務

が重要な役割を担っている。

一方，近年の標準化，オープン化の流れは電力分野にも

押し寄せており，ハードウェアのライフサイクルの短期化，

汎用ソフトウェアの適用，マルチベンダー化など，新たな

保守上の課題も発生している。このような環境下での富士

電機の電力用監視制御システムの保守への取組みについて

述べる。

電力用監視制御システムの特徴と取組み

電力用監視制御システムの信頼性要求に対して，富士電

機では以下の取組みをしている。

２.１ 信頼性の高いハードウェアの採用

電力用監視制御システムは24時間連続運転が要求される。

このため，ハードウェア自体に高い信頼性が要求される。

電力用監視制御システムには，部品の選定，設計からの

各フェーズにおいて，信頼性を確保する対策が十分に施さ

れた製品を使用しており，フィールドでの故障発生率は汎

用品の数分の一である。

２.２ 停止範囲を局所化する設計

電力用監視制御システムでは，通常二重系またはそれ以

上を構成し信頼性を確保している。ハードウェアの故障復

旧や点検などの停止作業は，運用系の機能を維持したまま，

極小時間で行わなければならない。

富士電機では二重系間の結合を疎とすることで，故障，

点検などによる停止が他系に影響しない構成のシステムを

提供している。

また，保守面では構成品のユニット化や活線交換の技術

により，停止部位を局所化する設計を施している。

電力用監視制御システムの保守内容

高い信頼性を持つ電力向け監視制御用コンピュータシス

テムであるが，長期間安定的に稼動させるためには，保守

契約を基に次の事項を実施することが必要である。

最適な動作環境・設置環境のもとで稼動させるために

日常の維持管理を実施する。

定期的に機械的調整，電気的調整，検査などを実施す

る。

障害の前兆を確実に把握して分析し対策を施す。

定期的に劣化摩耗部品を交換する。

表１に顧客要望に対する保守契約の効果を示す。

以下，富士電機で提供している保守業務の内容を説明す

る。

３.１ ハードウェア保守

ハードウェア保守は定期点検などの予防措置と障害対応

が主な業務となる。

（4）
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表１　ユーザーの要望と保守契約の効果�

ユーザーの要望� 保守契約の効果�

高稼動率維持�

™総合的保守による故障率の低下�
™ユーザーに代わる保全計画の立案�
™予防保守による劣化部品の事前交換�
™定期的な検査による予防保全�
™エラー兆候の早期発見�
™システムの総合的な診断�

保守コスト低減�

™保守技術の改善・向上�
™熟練エンジニアの対応が可能�
™消耗品の交換�
™保守費の予算化が容易�

円滑な維持運用�

™ユーザーのシステム理解の支援�
™保守部品の適正配備�
™アフターサービスの一元化�
™保守コストの最適化�



電力用監視制御システムの保守

定期点検

定期点検はシステムの健全性を維持し障害の要因や兆候

を事前に把握・除去し障害の発生を事前に防止する活動で

あり，システムを停止して実施する精密点検と稼動状態の

まま実施する普通点検に分けられる。通常，電力用監視制

御システムでは精密点検は 1 回/年，普通点検は 1 回/3 ～

6か月の周期で行われる。

予防対策

システムの構成要素のうち標準保守期間内に寿命到達と

なる機器・部品について，定期的な交換またはオーバホー

ルをユーザーに推奨する。また，他ユーザーへの納入シス

テムで発生した障害について，ユーザーへ回避策を推奨す

る。

障害対応

障害対応はオンコール対応と障害復旧がある。オンコー

ル対応では，システムの取扱いなどに関するユーザーから

の問合せへの対応，障害発生時の一次対応，操作ミスによ

る障害時の復旧支援などを行う。

障害復旧では運用への影響を速やかに回避するための仮

復旧措置を行った後，障害発生部位を特定し部品交換など

を実施する恒久措置を行う。

富士電機では24時間対応のコールセンターを構築し，フ

ルタイムで対応を図るとともに，納入した監視制御システ

ムに関する製品図面，技術資料，障害履歴，連絡体制など

のデータをコールセンターシステムで一元管理し，迅速か

つ的確な対応を行っている（図１）。

３.２ ソフトウェア保守

ソフトウェアについては経年劣化は発生しないため定期

点検は最小限でよいが，膨大なソフトウェアの保守管理が

主な業務となる。また電力用監視制御システムでは電力設

備の更新や増強に合わせた，機能改造が頻繁に行われるた

め，ソフトウェアおよびデータベース（DB）の世代管理

が重要である。表２に電力用監視制御システムのソフトウェ

ア保守上の特徴と問題点を示す。

定期点検

ハードウェアの定期点検に合わせてエラーログの採取，

点検を行い，障害の要因や兆候を事前に把握・除去し障害

の発生を事前に防止する。

予防対策

ハードウェア同様，他ユーザー納入システムで発生した

アプリケーションソフトウェア障害について，ユーザーへ

回避策を推奨する。また，オペレーティングシステム

（OS）や，パッケージ製品のバージョンアップの管理とユー

ザーへの情報提供を行う。

障害対応

障害発生時にハードウェアとソフトウェアの原因の切分

けを行う。ソフトウェア障害の場合には，運用を継続する

ための仮復旧措置を行った後，障害の解析とソフトウェア

の改修を行う。

富士電機ではソフトウェアの効率的な保守のために，ソ

（3）

（2）

（1）

（2）

（3）
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図１　コールセンターシステム

表２　集中制御所システムのソフトウェアの保守上の特徴と�

　　　問題点�

ソフトウェア分類� 保守上の特徴と問題点�

OS，�
市販ミドルウェア�

™従来は納入時点でバージョンを凍結していたが現在�
　はハードウェアや市販ソフトウェアとの互換性の関�
　係でバージョンアップの必要が生じてきた。�
™バージョンが二つ以上古くなると調査などの対応が�
　困難になる場合がある（最新版と一つ前の版の二世�
　代しかサポートしない場合）。�

アプリケーション�
ソフトウェア�
（電力用ミドル�
　ウェアを含む）�

™納入時点でのバージョン凍結が原則である。�
™不具合の改修および機能増強工事でバージョンアッ�
　プが進む。�
™長期にわたり保守できる人員の確保が難しい。�

市販ソフトウェア�
™保守契約の締結が保守の前提条件となっている。�
™不具合の改修を含めてのバージョンアップに伴い，�
　OSのバージョンアップが必要になる場合がある。�

デ ー タ ベ ー ス �
™ユーザーメンテナンスが主流となっているが，変電�
　所新設などではメーカーメンテナンスもあるため，�
　世代管理を行う必要がある。�
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図２　リモートメンテナンスの構築例



電力用監視制御システムの保守

フトウェアの更新の履歴をデータベース化し，保守管理を

行っている。また，50システム以上の系統監視制御システ

ム，配電自動化システムにリモートメンテナンスを導入し，

障害発生時の原因調査や復旧までの時間短縮を図っている。

図２にリモートメンテナンスの構築例を示す。

保守期間の長期化に対する取組み

４.１ 保守長期化に伴う課題

富士電機では電力用監視制御システムについて，標準保

守期間10年，延長保守期間 5年の計15年をめどに保守サー

ビスを提供しているが，最近では15年以上経過したシステ

ムについても，保守の継続を要求されている。

保守サービスを長期にわたり実施するには以下の課題が

ある。

保守部品の確保

保守技術の維持継続

経年劣化によるハードウェアの寿命

ソフトウェアの保守限界

４.２ 課題への取組み

保守部品の確保

富士電機では，システムメーカーとして自社製造品と他

社製造品を組み合わせて，監視制御システムを構築し顧客

に納入している。自社製造品の場合には納入システムの保

守期間を考慮して，保守部品の確保を行うが，他社製造品

についてはシステム稼動中に保守対応が打ち切られる場合

がある。富士電機では調達先メーカーの保守中止のタイミ

ングで保守部品を確保し，以降はシステムメーカーとして

独自の保守を行う。保守部品の確保は保守契約された全稼

動システムの運転終了までを想定し行う。図３にシステム

メーカーの保守対応期間を示す。

保守技術の維持継続

富士電機では保守契約期間中は保守契約を前提として当

該システムの保守技術を持つ技術員を確保し保守技術の維

持を行っている。

経年劣化によるハードウェアの寿命

制御用コンピュータの構成品には 5 年程度で寿命となる

ものもあるが，オーバホールの実施によりシステム全体と

して延命を図っている。オーバホール内容としては，ディ

スプレイ装置に搭載されるブラウン管の交換，各装置の電

源ユニットに使用される電解コンデンサの交換，磁気ディ

スク装置の回転部の交換，冷却ファンの交換などである。

またオーバホールが不可能となった装置，部品については

代替品の開発を進めている。

ソフトウェアの保守限界

ソフトウェアはハードウェアのような経年劣化はないが，

機能の陳腐化，機能改造，障害対応の困難化などの問題が

ある。ソフトウェアについては一般的に保守に要する労力

はハードウェアに比較して大きく，さらに設計担当者でな

いと解析が困難なケースも多くある。富士電機では，保守

契約期間中はソフトウェアメンテナンスの技術者を確保し

技術の維持を行っている。

これらの対策により保守期間の長期化に対応しているが，

保守限界に達する前の適正な時期にシステムの更新を推奨

している。

オープン分散システムの保守

電力用監視制御システムの分野でもオープン分散システ

ムの適用が進んでいる。オープン分散システムにおいては，

従来の監視制御用コンピュータシステムの保守とは異なっ

た視点からの考慮が必要となる。

５.１ オープン分散システムの定義

オープン分散システムは，ハードウェアおよびソフトウェ

アの構成として，汎用のワークステーション，サーバ，業

界標準の OS，パッケージソフトウェアが適用されたシス

テムである。表３に監視制御システムにおけるオープン分

散システムのメリットと課題を示す。

５.２ オープン分散システムの保守への取組み

富士電機では，オープン分散においても電力用監視制御

システムに要求される信頼性を損なうことがないよう考慮

している。

システム設計時点における取組み

システムに採用する主要サーバは，オープン性を持ちつ

つも，実績ある制御用コンピュータの高信頼性を継承した

シリーズを選択している。また基本OSやミドルウェアは

オープン化を損なわない範囲で，富士電機あるいは富士電

機グループ会社の製品を採用し，保守効率化を図っている。

汎用製品の保守の取組み

オープン分散システムでは周辺機器や支援系のワークス

テーションに汎用品が採用されることが多く，製品のライ

フサイクルが短いことから，従来行っていた保守部品の確

保だけではなく，代替品・後継品への対応が重要となる。

代替品・後継品の適用の際にはソフトウェアのバージョン

アップが必要となる可能性もある。富士電機ではシステム

メーカーとしてユーザーに対して，汎用ソフトウェアや周

辺機器の情報を提示しシステムの保守計画を支援している。
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図３　システムメーカーの保守対応期間



電力用監視制御システムの保守

５.３ オープン分散システムでの保守契約の重要性

オープン分散システムの保守業務は従来の定期点検や故

障復旧に加えて，汎用ハードウェア，ソフトウェア製品の

開示された障害への対応など，システム全体のサービス業

務が含まれる。こうした保守業務は富士電機が汎用ソフト

ウェア，ハードウェアベンダーと保守契約を締結すること

により実現している。このため，エンドユーザーと富士電

機との保守契約は必須（ひっす）である。またマルチベン

ダーシステムにおいて，ベンダー間の保守責任範囲を明確

にするうえでも保守契約は有効であり，顧客に契約の締結

を推奨している。

あとがき

以上，電力用監視制御システムに関する保守への取組み

を紹介した。ライフラインを支える意味で監視制御システ

ムの保守業務は重要な役割を担っている。近年の保守業務

を取り巻く状況はシステム運転期間の長期化や，オープン

分散化，マルチベンダー化など，厳しいものがあるが，す

べての電力用監視制御システムで保守契約が締結されるよ

う，富士電機ではより効率的な保守メニューを提供し，ユー

ザーのライフサイクルプランをサポートしていく所存であ

る。
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表３　オープン分散システムのメリットと課題�

メリット�時　期� 課　題�

システム導入時�

™高機能・高性能な製品が容易に入手可能である。�
™最新技術の導入が可能である。�
™マルチベンダー開発によってよい製品を組み合わせてシステムが�
　構築できる。�
™品質の安定したDFS（DeFacto Standard：業界標準）製品を�
　活用できる。�

通常運用時�

運
用
保
守
時�

™高性能なGUI（Graphical User Interface）環境が実現�
　できる。�

拡張・改良時�
™ソフトウェア資産の継承が可能である。�
™複数ベンダー間の接続が容易である。�
™逐次最新技術の導入が可能である。�

障害対応時�™ユーザーの切分けできる障害の範囲が拡大する。�

（3）�

™ベンダー間のとりあいや責任の明確化が必要である。�
™DFS製品のカスタマイズの範囲の見極めが必要である。�
™DFS製品の性能予測，負荷予測の事前検討が必要である。�
™DFS製品のバージョンアップへの対応が必要である。�

™製品のライフサイクルが短く，同一製品・型式での保守期間が短い。�
™システム管理者（運用・保守）が必要である。�
™セキュリティ管理が必要である。�
™運用・保守コストが従来システムに比して増える。�

™DFS製品のバージョンが変わるごとに組合せ検証が必要である。�
™バージョンアップが頻繁に行われ，保守の考え方が確定しないため�
　負担が増大する。�

™障害の解析や原因究明・改良が限定される。�
™性能についても同様に限定される。�
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まえがき

日本の水力発電の歴史は古く，1960年代以前に建設され

た水力発電設備もいまだに数多く稼動している。従来，こ

れらの長期にわたり稼動した水力発電設備の改修は，老朽

化の著しい部分のみを対象に初期の状態に復旧する工事が

主に行われていた。

一方，1997年12月に開かれた地球温暖化防止京都会議で

は，京都議定書が採択され，わが国でも「2008～2012年の

５年間で1990年実績に比べ温室効果ガス排出量を 6 ％削減

する」という対応を迫られている。

こうした中で，水力を含む自然エネルギーは，地球温暖

化防止対策に有効であり，地球的規模の環境問題に貢献す

る発電方式として，その重要性が改めて認識されている。

特に水力発電は，二酸化炭素を出さないクリーンエネル

ギーである水力資源を有効に活用するものであり，既設水

力発電所においても，より性能のよい水車・発電機に更新

し，いわゆる発電所の年間発生電力量を増加させようとす

る機運が高まっている。

こうした既設水力発電設備の再開発に伴う周囲環境への

影響はきわめて少なく，かつ経済的である。

そこで，既設水力発電所の現在の立地条件と運転状況を

詳しく調査し，最も効率のよい水力発電所への見直しを行

い，出力および年間発生電力量の増加を重視する近代化が

重要な課題となっている。

本稿ではこの新たな考えを軸に，総合的な経済性を考慮

した最近の既設水力発電装置の改修技術を紹介する。

出力および年間発生電力量増加の改修手法

水力発電所は，建設されてから30～40年を経過すると，

機器の老朽化が進み，特に水圧および流水を受ける部分に

摩耗および腐食が発生して，建設初期の性能が望めない状

態となる。また，電気部分についても絶縁材の枯れなどに

より絶縁耐力の低下をきたし，その限界に近づいているこ

ともあり得ると考えられる。

一方，現在の設計・製造技術や使用材料などは日進月歩

であり，当時とは隔世の感がある。

したがって，老朽化の進んだ水力発電所においては，部

分的な改修を行うより近代的な手法により発電所全体を再

生し，出力，発生電力量などの増加を図るのが得策である。

立地条件および環境変化の見直し

建設時からの取水量の変遷および放水路水位変動の調査，

ならびに今後の変化の可能性について見直しを行う。

発電設備の見直し

発電所の経歴および機器老朽化の進行を調査するととも

に，運転上の不都合や不便の有無などを見直して，性能アッ

プを検討する。

経済性の検討

改修範囲と経済性についての検討を行う。

近代化例

３.１ ランナ更新による年間発生電力量の増加

水力発電所における水車の運転条件，すなわち運転落差，

運転流量には幅があり，その発電所特有の運用形態によっ

て運転頻度の高い落差・流量域がある。また，建設当初の

運転計画における落差・流量と運転頻度の関係が変わって

きている場合など，効率がよいだけでなくその発電所の運

用形態に最適なランナを設計することによって水力資源を

より有効活用できるものとなる。ランナ設計に必要な対象

発電所の運転条件は，ダム水位や流量，出力，運転時間な

どが記録されている運転実績から運転頻度の高い落差，流

量の調査などによりランナ設計条件を把握できる。

富士電機では，水車の性能開発手法として古くから流れ

解析技術を導入してきており，近年の数値解析技術とコン

ピュータソフトウェア・ハードウェアの急速な進歩により，

現在では三次元粘性流れ解析技術が実用化され，より高精

度の水車性能予測が可能となっている。この流れ解析技術

を適用することによって，既設水車の固定部を流用したま

ま，水力発電所の運転条件に最適なランナを短期間のうち

に設計できるようになった。三次元粘性流れ解析技術を適
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用して設計した13万 kW立軸フランシス水車ランナの解

析結果例を図１～３に示し，旧ランナの例を図４に示す。

図１は最大出力時，図２は部分負荷時のランナベーン入

口側から見た翼面の圧力分布と流線を表した図で，圧力分

布を色の変化で表しており，部分負荷時における翼負荷が

バンド側へ片寄ることが分かる。

図３は新ランナ，図４は旧ランナの最大出力時における

負圧側翼面の圧力分布を表した図で，赤色が濃くなるほど

その部位の圧力が低いことを示しており，旧ランナは広い

範囲で圧力の低い部分があるが，新ランナはなだらかな圧

力変化を示しており，旧ランナほど圧力が低下する部位は

ない。このような三次元粘性流れ解析においてランナ内部

の損失が計算され，新ランナに更新した場合，発電所の年

間発生電力量は約 2％増加することが予想でき，また，ラ

ンナベーン入口キャビテーションや翼面キャビテーション

が改善されることも確認している。このランナは現在，製

作上の経済的メリットがある溶接構造が採用され製作中で

あり，完成後に現地効率試験で性能確認が実施される予定

である。

３.２ 固定子の近代化更新

現在，固定子巻線絶縁方式として一般的に採用されてい

る合成樹脂系エポキシ絶縁方式は開発後すでに40年を経過

し，この絶縁方式の経年劣化寿命データも図５に示すよう

に多数蓄積され，また個別発電機の非破壊絶縁診断結果を

用いた巻線の残存破壊電圧および余寿命を予測する技術も

確立されてきた。それらのデータによれば，予防保全の観

点で寿命を定義した場合，この方式の巻線寿命はおよそ35

～40年であり，採用初期の巻線は更新時期に達している。

寿命が近づいた固定子巻線を更新する方法として，以前

は巻線のみの巻替えが多かったが，近年は巻線のみならず

鉄心・枠を含めた固定子全体を更新する傾向にある。これ

は老朽化した鉄心の再生あるいは更新工期短縮の理由もあ

るが，より積極的な狙いは絶縁システム，巻線・鉄心設計

などに最新技術を導入して固定子全体の近代化を図り，低

損失化，すなわち年間発生電力量の増大に寄与させること

にある。

低損失化の方法としては，巻線構成，鉄心溝形状，通風

溝構成，鉄心材質などの改善が考えられる。固定子低損失

化は巻線温度の低減効果もあり，固定子の長寿命化にも寄

与する。

なお，さらなる低損失化を希求する場合，改修範囲は拡

大するが，固定子損失低減による温度低減メリットを冷却

風量の減少に振り向けて，風損低減を狙うことが可能であ

る。図６に，固定子近代化更新と風損低減を同時に採用し

た場合の損失低減効果試算例を示す。この試算例では，発

電機効率 0.8 ％相当分の損失低減効果が得られた。
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図１　三次元粘性流れ解析例（最大出力時）

図２　三次元粘性流れ解析例（部分負荷時）

図３　三次元粘性流れ解析例（新ランナ負圧側翼面）

図４　三次元粘性流れ解析例（旧ランナ負圧側翼面）
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最近の技術

４.１ 水　車

４.１.１ 可動羽根水車のランナベーン用電動サーボモータ

水車操作機構には古くから油圧サーボモータが使用され

てきたが，水車の小容量化に伴い電動サーボモータが数多

く採用されるようになった。既設水力発電所においても，

既設の油圧サーボモータを電動サーボモータに置き換える

ことにより圧油装置や空気圧縮装置などが撤去できるため

周辺機器が簡素となり，維持コストの低減や保守性の向上

が図れる。このため，カプラン水車などの可動羽根水車に

おいてもランナベーン操作用電動サーボモータの開発が望

まれている。図７に，10,000 kW程度までの可動羽根水車

を対象としたランナベーン操作用電動サーボモータの機構

を示す。発電機の上部に設けた駆動用電動機の回転力は減

速機および直動機構を介してランナベーン操作ロッドに伝

達される。このとき，駆動用電動機の回転速度を，減速機

出力側の回転速度が水車軸の回転速度と同期もしくは差動

となるよう制御することにより，ランナベーンの位置保持

や開閉操作が行えるようになっている。この電動サーボ

モータは立軸，横軸いずれの可動羽根水車にも適用するこ

とが可能である。

４.１.２ ハイブリッドサーボモータ

既設水力発電所においてガイドベーン操作用油圧サーボ

モータを電動サーボモータに置き換える場合，電動サーボ

モータの寸法が大きいことから既設の限られたスペースに

設置することが困難な場合がある。

ここで紹介するハイブリッドサーボモータは，駆動用モー

タ・可逆圧油ポンプおよび油圧シリンダを一体化したもの

であり，油圧シリンダへの圧油供給は可逆圧油ポンプによ

り直接行う方式である。したがって，圧油装置，空気圧縮

装置など周辺機器や配管が必要なく，可逆圧油ポンプのモー

タ回転速度を制御することでガイドベーンを開閉操作する
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方式であり，電動サーボモータと同様な電気制御となる。

油圧シリンダの油圧を高く設定することで小型・大容量化

も可能であり，電動サーボモータより大幅に小型化でき，

既設の限られたスペースに設置することが可能となる。図

８にハイブリッドサーボモータの外観を示す。

４.１.３ 耐土砂摩耗技術

中国をはじめアジア地域では河川中の土砂混入量が非常

に多く，耐土砂摩耗技術が重視されている。また，国内に

おいても水車オーバホール間隔の延長化の観点から，耐土

砂摩耗性改善の要望が強くなっている。

ここに紹介する耐摩耗技術は，タングステンカーバイド

の溶射によるハードコーティング，耐摩耗材塗布によるソ

フトコーティング，カプランランナベーン防食片などに適

用する耐摩耗材成形部品の 3タイプを施工箇所の特異性な

どに応じて選択できる。

ハードコーティングはシートライナ，カバーライナ，ラ

ビリンスなどの寸法許容差の厳しい部位に適し工場にて施

工する。ソフトコーティングは施工が容易なことから，ラ

ンナベーンなど施工面積が広い場合に経済的である。いず

れも実験で高い耐摩耗性能が確認されている。

図９にカプラン水車のランナベーンにソフトコーティン

グを施工した例を示す。

現在，中国の黄河流域の発電所で実証試験が継続されて

おり，今後，実機への適用拡大が期待される。

４.２ 発電機

４.２.１ 軸受の近代化更新

従来，軸受回りの更新といえば，主に老朽化した部品，

例えばメタルや冷却管を単に新品に交換する例が多かった。

しかしながら，今後は下記のことを考えたより積極的な更

新計画が求められる。

低損失軸受構造の採用

将来の保守の簡素化，維持修繕費の低減

部品製作技術の変遷・進歩への対応

約30年前の設計技術と現在の設計技術を比較した場合，

例えば軸受面圧比においても 20 ～ 30 ％高く，軸受損失は

15 ～ 20 ％低減できる可能性がある。加えて，最近製品化

技術が確立しつつある樹脂軸受で高面圧化を図ればさらに

その効果は大きい。

しかしながら，大幅な軸受損失低減は，油槽内部の構造

寸法，支持部品やスラストランナの構造変更も伴うので，

損失低減化のみでなく，保守性，維持修繕費低減など，複

合的効果が期待できる更新案により費用対効果を高めるこ

とが求められる。

例えば，昔の軸受は複雑な形状の冷却蛇管内蔵方式を採

用している場合があるが，この冷却蛇管を単に新品と置き

換える場合は，外部別置冷却器方式で採用されているシェ

ル＆チューブ型冷却器に比べ２～ 3倍の費用がかかる。こ

れは，冷却蛇管方式が依然として手作業中心の製作法であ

るのに比べ，シェル＆チューブ型冷却器は製作工程の機械

化・近代化が格段に進歩しているからである。

したがってこの場合は，軸受更新と同時に部品製作技術

の進歩に対応した近代的な外部別置冷却方式を採用すれば，

保守の簡素化と同時に将来の維持修繕費低減メリットをも

得ることができる。

むろん，軸受の空冷化が可能な場合はそれを採用するこ

とがベストであることは言うまでもない。

４.３ 制御技術

４.３.１ 水力発電所群の集中監視制御システム

従来から水力発電所はほとんどが無人化されており，拠

点ごとにミニコンピュータやエンジニアリングワークステー

ションを適用した集中監視制御システムが導入されてきて

いる。しかし，これら従来のシステムは主機の単機容量が

小規模であり，かつ対象発電所が少ない地点に導入するに

は高価なシステムであった。

近年，パソコンの処理能力の向上や GUI（Graphical

User Interface）に優れた OS（Operating System）の出

現などを背景に，HCI（Human Computer Interface）な

らびに主制御部分をパソコンによって構成し，大幅なコス

（3）
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図８　ハイブリッドサーボモータの外観 図９　耐土砂摩耗技術ソフトコーティング例
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トダウンに寄与している。

本システムはパソコンを 2 台用いた並列システムを標準

としており，各発電所とは 1：Nテレコンで結合し，シス

テム間の結合はプライベート LANを適用することによっ

て設備を最小としている。このシステムの主な機能は次の

とおりであり，対象発電所が数か所から10か所程度の集中

監視制御システムに最適である。

各発電所の制御・操作機能

各発電所，事務所の監視・記録機能

各発電所の帳票作成機能

通信機能

図 に制御所システムの実施例を示す。

あとがき

以上，出力および年間発生電力量増加を軸に，最近の水

力発電装置改修技術の概要を紹介した。

地球温暖化防止や純国産エネルギーという観点から，水

力発電装置の改修による発生電力量の増加は，今後もます

ます重要視されると考えられる。

今後の既設水力発電装置の近代化計画において，今回紹

介した技術が生かされれば幸いである。
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図１０　制御所システム実施例
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まえがき

原子力分野では，「原子力発電所の品質保証指針（JEA

GE4101）」に基づいてプラントの安全運転や品質管理が徹

底されているが，近年の原子力関連施設の臨界事故を契機

に改めて安全と品質の管理が重視されてきた。2000年に

「原子力災害対策特別措置法」が制定され，環境放射線レ

ベルが毎時５マイクロシーベルト（μSv）で10分以上継続

した場合には，原子力事業者による官庁，自治体への通報

義務が制度化され，モニタリング機能の強化についても規

定された。

富士電機は，原子力施設向けに多くの放射線管理システ

ムを納入している。これらのシステムは，施設内外の放射

線を測定して監視するシステムや施設で働く作業者の放射

線被ばくを管理するシステムであり，施設における放射線

管理業務の遂行に必要なものである。

前述のような背景から放射線管理システムには，故障発

生を可能な限り低減して24時間連続的に稼動することが要

求されている。

また，被ばく管理システムについては，従来の個人線量

計（フィルムバッジ）を廃止して電子式個人線量計だけの

データにより，個人や作業ごとの線量を一括管理する運用

へ切り替えた電力会社もあり，他の電力会社でも同様な計

画が進行中である。今後もこの動向は続き，線量計の測定

性能からコンピュータのソフトウェア処理，データのバッ

クアップ機能を含めたシステム全体の信頼性向上が望まれ

る。

富士電機では放射線管理システムの品質維持のため計画

的な保守，予防保全や延命化などのサービス提供のほか，

最近では納入システムにおいても保守支援機能を構築して

いる。

本稿では放射線管理システムの保守概要と最近，開発納

入した故障診断の自動化について紹介する。

放射線管理システムの保守概要

放射線管理システムの保守には，ユーザーによる日常点

検と定期点検，メーカーによる定期点検がある。表１に主

なシステムの保守点検概要と予防保全の内容を示す。

メーカーが実施する定期点検は，ユーザーとメーカー間

で保守契約を締結して定期点検を年 1回程度実施している。

メーカー点検では，専用の測定機材，テスト用機材，テス

トプログラムを用いる精密点検，分解点検が主であり，ま

た予防保全として部品交換などの対応を併せて実施する

ケースが多い。富士電機では，これらの対応を各地区の保

守サービス員が担当しており，各地区での定期点検データ

を品質保証部放射線システム試験課に集約し，障害の原因

究明や特定化された故障要因に対しての水平展開を実施し

ている。

近年，メーカーによる保守・点検は，従来の健全性の確

認という観点から，予防保全を含めた点検内容の充実，さ

らに次回点検までの品質保証の要求など，そのニーズは多

様化している。今後，メーカーとしてはこれらに対応でき

るサービスを行っていく必要があると考えている。

放射線管理システムの故障診断の自動化

放射線管理システムは，測定対象物や適用形態により放

射線センサの種類が多く，障害解析や予防保全の技術は標

準化しにくく，さらに故障診断の際にはモニタ情報だけで

なく，プラント運転情報も収集して経験者が時間をかけて

対応しているのが現状である。

近年，日本原子力研究所高温工学試験研究炉向けに統計

手法や人工知能（AI）を用いた故障診断機能を備えた放

射線管理システムを納入したので以下に紹介する。

３.１ 故障診断機能の概要

このシステムは，放射線モニタの測定データや状態デー

タをオンラインでコンピュータに取り込み，そのデータか

ら異常発生時の原因がプラントの運転状況によるものか機

（1）
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器の故障かを切り分け，さらに機器故障時にはその原因特

定と対応方法を診断・支援するものである。

３.２ 放射線の監視と故障診断処理

図１に示すように施設全体の放射線測定，監視状態を系

統図やマップ図として画面で監視できるようにしている。

また，放射線レベル変動時にリアルタイムでデータのトレ

ンドグラフ，異常・警報発生履歴などの詳細情報を図２の

ように画面として出力できる。

これまでの通常の監視画面では，建家の平面図とモニタ

位置，指示値，警報地点の色変りによる表示が通常行われ

ている。この故障診断処理の警報表示では，平面図上にモ

ニタ位置が色変りするほか，モニタ位置を中心にして指示

値に対数比例して半径が変わる円が表示されるもので，画

面を見て直感的に警報の発生位置と影響の範囲が推定でき

るようになっている。

３.３ データ解析手法

モニタ指示値が高くなった場合には，そのまま推移する

と今後どのくらいの指示値となるかを二次曲線フィッティ

ングなどで推定し，トレンド折れ線グラフで表示する機能

を持たせている。また，このデータ解析には次のチェック

機能を加えて解析結果がより有効になるよう工夫している。

データトレンドチェック（回帰曲線種類の選択可能）

故障診断レベル高・低チェック

統計変動チェック（3シグマ法）

関連モニタとの相関チェック（関連する複数モニタの

状況から同時性，異時性をエキスパート知識で総合判

断するもの）

３.４ AI 適用

また，AI 開発用ソフトウェアの採用により，過去の経

（4）

（3）

（2）

（1）
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表１　放射線管理システムの保守点検概要と予防保全�

システム名称� 構成機器� 保守点検内容� 予防保全内容�

放射線管理�
　　システム�

被ばく管理�
　　システム�

放射線検出器（半導体，電離箱など）�
指示ユニット�
電源ユニット�
伝送機器�
記録計�
コンピュータシステム�
プリンタ�
ダストモニタ装置�
サンプリングポンプラック�

電子式個人線量計�
同貸出装置（充電器）�
入退域読取りゲート�
コンピュータシステム�
プリンタ�
線量計設定器�
作業コード入力装置�

汚染検査装置�

放射線検出器（プラスチック，ガスフローカウンタ）�
指示ユニット�
電源ユニット�
伝送機器�
コンピュータシステム�
プリンタ�

①ユーザー日常・月例点検�
　運転動作状態確認�
　目視点検および清掃�

②ユーザー定期点検�
　動作確認試験�
　線源校正（検出効率）�
　電圧チェック�
　警報試験�

③メーカー定期点検�
　検出器特性検査（BG，アンプゲインなど）�
　入出力特性確認�
　測定スペクトル検査�
　線源校正（検出効率，分解能）�
　電圧チェック�
　機能確認（テスト回路，テストプログラム）�
　警報試験�
　計器単体点検�
　導通，絶縁，耐圧，リーク�
　ポンプ開放点検�

④リモート保守�
　コンピュータディスク交換時の立上げ�

①寿命診断�
™機器，計器劣化診断�
™コンピュータ診断�

②システムの機能改善�

③環境診断�

④予防交換�
™電気的寿命のある主なもの�
　　バッテリー�
　　液晶バックライト�
　　電解コンデンサ�
　　プリンタ�
　　ハードディスク�
　　電磁弁ソレノイド�

™機械的寿命のある主なもの�
　　リミットスイッチ�
　　駆動部部品�
　　モータ�
　　ポンプブレード�
　　バルブOリング�
　　パッキン類�
　　ファン交換�

�
約5年�
約5年�

随時�

随時�

�
�
1～2年�
1年�
5～7年�
5年�
2年�
5年�
�

5年�
5年�
5～8年�
1年�
1年�
1年�
2年�

図１　放射線モニタの状態監視画面例

図２　放射線モニタの測定結果詳細表示画面例
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験を蓄積したデータベースから故障発生事象の推定原因と

対応策が照会できる。

例えば，あるモニタの測定値に変化があったとき，まず

プラントの影響でないことを切り分け，次に各システム構

成品の自己診断出力内容から故障した機器・ユニットを特

定し，最後に機器・ユニットの内部情報を収集し，故障原

因を特定し，該当ユニット交換などの対応方法を指示する。

このAIデータベースは情報蓄積型であり，異常診断ルー

ル，想定事象，対処方法の新規作成，更新，削除が行え，

ユーザー側で運転経験情報の蓄積に伴う故障診断処理の充

実が図れる（図３）。

３.５ 保守への活用

ユーザー側で積み重ねた運転実績を AIデータベースへ

反映し，これらの情報から今後のシステムの故障低減対策

や予防保全の技術向上に活用していくことができる。

放射線管理用コンピュータのリモート保守

放射線管理システムでは，リモート保守やネットワーク

保守を可能にしている。リモート保守は，電話回線で富士

電機の保守支援システムと接続してユーザーシステムのハー

ドウェアやソフトウェアの保守を支援するものである。ネッ

トワーク保守は，施設の防護区域内などの立入制限がある

場所にコンピュータが設置されている場合，防護区域外の

ユーザー事務所などの指定されたネットワーク端末から保

守を行うものである。また，障害発生時の障害解析，復旧

処置についても，これらの保守方法にて迅速な対応が行え

る。ハードウェアの保守は，RAS（Reliability, Availabil-

ity, Serviceability）情報の収集により，オーバホールや部

品ユニット交換を支援する。ソフトウェア保守では，ハー

ドウェア交換時のバックアップ，簡易なプログラム修正を

実施している。

放射線管理システムでは，作業者の個人情報を取り扱う

ものもあり，セキュリティ確保のため外部接続には注意が

必要であり，リモート保守の例はあまり多くない。このた

め，保守時，異常発生時は，ユーザー側でもシステム状態

などを確認できるような保守画面を設け，保守支援や一時

対応の迅速化を図っている。

あとがき

放射線管理システムは，取り扱うデータの重要性から今

後一層の信頼性向上が要求され，従来の管理や監視機能に

加え，得られた監視情報を有効に利用することで，故障診

断が容易なシステム構築が望まれる。さらに，システム上

のオンラインデータによる故障原因の特定には限界がある

ため，プラント定期点検時の収集データや他プラントの情

報なども含め，より多くの蓄積データから解析を迅速にす

るシステム作りならびに点検サービスメニューの充実が今

後の課題である。

一方，電子式線量計や読取りゲートのデータ評価解析，

使用頻度情報からの計器の劣化診断は，今後の被ばく管理

システムの重要なテーマと考える。

富士電機では，これまでの経験を生かしながら放射線管

理システムの技術開発を進め，これらの要請にこたえてい

く所存である。

最後に，本稿で紹介した放射線管理システムの異常診断

機能の設計・製作にあたり，多大なるご指導をいただいた

日本原子力研究所の関係各位に対し，厚く謝意を表する。

参考文献

野村俊文. 高温工学試験研究炉における放射線管理モニタ

と情報処理. 保健物理. vol.35, no.1, 2000, p.127-135.

神谷英世ほか. 高温工学試験研究炉（HTTR）の放射線管

理設備. 富士時報. vol.71, no.4, 1998, p.225-229.

（2）

（1）

（2）

257（57）

富士時報 Vol.74 No.4 2001

異常診断用ポップアップ画�
面をタイル状に並べ，画面�
ハードコピーをサーバに送�
信した後，異常診断用画面�
をすべて消去する。�

センサ関連影響範囲図�
と線源関連影響範囲図，�
あるいは系統図を表示�
（ポップアップ画面）�

トレンドグラフ�
表示処理�

推論ルールを検索し�
合致事象を洗い出す。�

推定原因と�
対応策を表示�
（ポップアップ�
　画面）�

故障診断�
メニュー�
の表示�

全モニタの異常・�
警報履歴リストと�
選択モニタのリア�
ルタイムトレンド�
グラフを並列表示�

診断メニュー�
① 推定原因と対応策�
② トレンドグラフ�
③ 影響範囲図または系統図�
④ 診断処理終了�

診断項目をマウスで�
クリック入力�

任意の診断対象時刻，�
あるいは異常発生・復帰の表示行を�
マウスで選択入力�

「原因不明」�
　を表示�

故障診断の�
終了要求か�

YES

NO

YES

NO

NO

NO

YES

NO

NO

NO

系統図，影響範囲�
図の表示要求か�

トレンドグラフ�
の表示要求か�

YES

処理対象時刻が�
選択されたか�

故障診断処理�
スタート�

故障診断処理�
エンド�

YES推定原因と対応策�
の表示要求か�

YES

YES

合致する想定事象�
は存在するか�

異常発生は�
認められるか�

図３　故障診断処理フロー



258（58）

カンパニー別営業品目

富 士 時 報

編集兼発行人

発 行 所

印 刷 所

発 売 元

谷 恭 夫

富 士 電 機 株 式 会 社
技 術 企 画 室

富士電機情報サービス株式会社

株 式 会 社 オ ー ム 社

平　成 13 年 3 月 30 日 印　刷

平　成 13 年 4 月 10 日 発　行

定価 525 円（本体 500 円・送料別）

2001 Fuji Electric Co., Ltd., Printed in Japan （禁無断転載）

〒141 -0032 東京都品川区大崎一丁目 11 番 2 号

〒151 -0053 東京都渋谷区代々木四丁目 30 番 3 号

（ゲートシティ大崎イーストタワー）

（新宿コヤマビル）

〒101 -8460 東京都千代田区神田錦町三丁目 1 番地

電 話（03）3233 －0641
振替口座 東京6－20018

電 話（03）5388 －8241

編 集 室 富士電機情報サービス株式会社内
「富士時報」編集室

〒151 -0053 東京都渋谷区代々木四丁目 30 番 3 号
（新宿コヤマビル）

電 話（03）5388 －7826
FAX（03）5388 －7369

第 巻 第 号７４ ４

電子カンパニー

流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
情報・通信・制御システム，水処理・計測システム，電力システム，放射線管理システム，FA・物流システム，環境シス

テム，電動力応用システム，産業用電源，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，電力量計，

変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，省エネルギーシステム，新エネルギーシステム

機器・制御カンパニー

電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配

電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機器，電力監視機器，交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマブルコント

ローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送機器，インダクションモータ，同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモー

タ，ファン，ポンプ，ブロワ，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，UPS，ミニUPS，

磁気記録媒体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリシック IC，

ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショーケー

ス，ホテルベンダシステム，カードシステム



メーカーやベンダーが従来から提供している，お客様に納入した

製品や設備の修理，保守・保全サービスは，それ自体，効率化や新

しい技術を取り入れながら，お客様の設備の長期安定操業と保全業

務の合理化を実現させていかねばならない。今後はさらに，お客様

の設備全体のライフサイクルにわたる投資を最適化していくという

視点に立ち，お客様の業績・価値を向上させるサービスソリュー

ションとして発展していくと思われる。

保全・サービス技術の現状と展望

阿武　英文 中原　泰男 渡辺　修身

富士時報 Vol.74 No.4 p.203-205（2001）

富士電機は1999年10月，お客様に対するサービス体制強化を目的

に「コールセンター」の運用を開始した。コールセンターには，お

客様のシステムに関するすべての情報を管理（集約，加工，分析お

よび配信）する CRM24システム，要求案件を迅速に処理するため

の CTIシステム，およびシステムを遠隔で監視・診断するリモー

トメンテナンスシステムの支援システムを設置し，24時間 365 日体

制で対応している。本稿では，各支援システムの機能・仕組みをま

じえながら富士電機のコールセンターを紹介する。

コールセンター「CRM24」

滝沢　　繁 佐藤　　守 藤本　尚道

富士時報 Vol.74 No.4 p.206-209（2001）

COMETは，コンピュータ，分散型制御装置，テレメータ・テ

レコントロール装置，FAパソコン，無停電電源装置などの情報機

器を対象とした保全内容のコンサルティング，定期点検・診断，障

害修復および設備の運転・維持管理までも含めたサービスを体系化

したものである。その体系は機器の設置環境に応じた保全計画と稼

動状態に応じた保全により，ライフサイクルにわたる保全費用を低

減しながらシステムの安定稼動を維持することが狙いである。本稿

では，COMETのサービスメニュー体系と概要を紹介する。

富士メンテナンスサービスメニュー「COMET」

松井　幹雄 小鷹　照幸

富士時報 Vol.74 No.4 p.210-213（2001）

近年の設備・施設管理においては，顧客サイドでの設備監視に代

わってメーカーにおいて遠隔監視するサービス形態が一般化してき

ている。本稿では，富士電機が納入している設備（制御システム，

クライアント・サーバシステム，無停電電源装置，自家発電装置，

可変速装置など）の概要とそのリモートメンテナンスを紹介する。

リモートメンテナンス

福島　宗次 辻本　　豊 西村　英二

富士時報 Vol.74 No.4 p.214-220（2001）

生産設備では，「操業安定」と「保守・保全の合理化」が重要な

課題となっている。例えば，MTBF（平均故障間隔）は 2 倍，

MTTR（平均修復時間）や保守・保全費は従来の 1/2など，具体

的な目標を目指す企業が出てきた。こうした要求にこたえるべく，

回転機械系のみならず，電気系およびプラント・生産ライン系を含

む，総合的なプラントオンライン診断システムを構築した。

プラントオンライン診断システム

吉田　　浩 吉野　久男 北谷　保治

富士時報 Vol.74 No.4 p.221-224（2001）

電子装置の劣化要因の一つである腐食は，湿度や腐食性ガスと

いった環境の影響を受けやすい。防食対策立案や予防保全を行うた

めには，電子装置の置かれた環境を調査することがきわめて重要で

ある。本稿では環境因子のうち腐食性ガスについて，その種類・測

定方法を述べる。また，周囲環境の変動を受けない製造環境実現や

防食法検討のために環境調査を実施した事例も紹介する。

腐食性ガスによる電子装置の劣化診断技術

久保 登士和

富士時報 Vol.74 No.4 p.225-227（2001）

富士電機では，産業界で幅広く使用されている交流機の固定子巻

線の予防保全についての技術開発を進めている。高圧機に関しては，

一般的な絶縁診断，絶縁診断データからの余寿命推定法，独自に開

発した中・小容量機の新しい評価法，部分放電モニタを紹介する。

また，高・低圧機に使用されている絶縁材料の熱劣化診断法，およ

び高圧巻線とは異なる低圧巻線について焼損例から予防保全法を紹

介する。

回転機巻線の劣化診断技術

佐々木 洋敏 芳賀　弘二

富士時報 Vol.74 No.4 p.228-231（2001）

現在の高度な情報社会では，高品質の電力が安定に供給されるこ

とが要請される。一方，昨今の低成長経済下では増容量による設備

更新は減少し，寿命ぎりぎりまで現状の設備を使用したいという

ニーズが高まっている。こうした社会情勢から，油入変圧器の劣化

状態の把握や更新時期の判断を的確に行うべく劣化診断技術の向上

が求められている。本稿では，変圧器の劣化診断の現況と，最新技

術である測色による余寿命予測技術の取組みの一端を紹介する。

絶縁紙の測色による変圧器の劣化診断技術

羽田野 伸彦 仲神　芳武 宮　　良一

富士時報 Vol.74 No.4 p.232-234（2001）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

Fuji Electric started the operation of Call Center  in October

1999 with the aim of reinforcing the customer service system.  The

Call Center is equipped with the CRM24 (customer relationship man-

agement 24) system that manages (collects, processes, analyzes and

distributes) all information on the customer systems, the CTI (com-

puter telephony integration) system to quickly deal with customer

requirements, and the remote maintenance system for remote moni-

toring and diagnosis.  It opens 24 hours throughout the year.  This

paper describes the Call Center including the function and setup of

each support system.

Call Center “CRM24”

Shigeru Takizawa Mamoru Sato Naomichi Fujimoto

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.206-209  (2001)

Repairs and maintenance services conventionally offered by manu-

facturers and vendors have to be improved in their own efficiency and

take in new technologies so as to realize long-term, stable operation

and rationalize maintenance work.  In the future, from the point of view

of optimizing customer s investment for the life cycle of whole equip-

ment, service solutions to improve customer s business results and

valuation will be developed.

Recent Status and Outlook of Maintenance and 
Service Technology

Hidefumi Anno Yasuo Nakahara Osami Watanabe

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.203-205  (2001)

In the management of equipment and facilities in recent years, a

form of service by means of manufacturers remote monitoring instead

of customer s monitoring is becoming general.  This paper describes an

outline of the equipment supplied by Fuji Electric (the control system,

client-server system, uninterruptible power supply, private power gen-

erating equipment, variable-speed drive, etc.) and the remote mainte-

nance for the equipment.

Remote Maintenance

Souji Fukushima Yutaka Tsujimoto Eiji Nishimura

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.214-220  (2001)

The COMET systematized services for consulting on the mainte-

nance of information equipment (such as computers, distributed con-

trol equipment, telemeter/tele-control equipment, industrial personal

computers and uninterruptible power supply), periodic maintenance/di-

agnosis, and repairs, including equipment management.  This service

system is aimed at maintaining stable operation while reducing the life

cycle maintenance cost by means of a maintenance plan suitable for the

operating environment of equipment and maintenance suitable for the

operating condition.  This paper outlines the COMET service menu

system.

Fuji Maintenance Service Menu “COMET”

Mikio Matsui Akitomo Kotaka

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.210-213  (2001)

Corrosion, a factor of electronic device degradation, is sensitive to

environmental factors such as humidity and corrosive gases.

Environmental research is a very important technique for electronic

devices to make plans against corrosion and preventive maintenance.

This paper describes the types and measurements of corrosion gases

among environmental factors.  Also we introduce some examples of

our environmental researches on manufacturing environment free from

ambient air pollution and corrosion control for devices.

Diagnostic Technology of Electronic Device 
Degradation by Corrosive Gases

Toshikazu Kubo

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.225-227  (2001)

Stable operation  and rational maintenance  become essential

subjects in production facilities.  For example, some companies hold up

concrete targets such as two times the MTBF (mean time between

failure) or half the MTTR (mean time to repair) or maintenance cost.

To meet these requirements, Fuji Electric has built an online inte-

grated plant diagnosis system not only for rotating machine systems

but also for electrical systems and plant/production line systems.

Online Plant Diagnosis System

Hiroshi Yoshida Hisao Yoshino Yasuharu Kitatani

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.221-224  (2001)

Fuji Electric is developing preventive maintenance technique for

the stator windings of alternating machines widely used in industry.

W ith regard to high-voltage machines, this paper describes general

insulation diagnosis, the method of estimating life expectancy from

insulation diagnosis data, the new evaluation method of our own for

small and medium capacity machines, and the partial discharge moni-

tor.  Also it introduces the thermal degradation diagnosis method for

insulating materials used in high-and-low-voltage machines and pre-

ventive maintenance for low-voltage windings different from high-volt-

age ones derived from burnout examples.

Insulation Diagnosis Technique for Rotating
Machine Windings

Hirotoshi Sasaki Kohji Haga

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.228-231  (2001)

The present high information society requires the stable supply of

high-quality electric power.  On the other hand, equipment renewal to

increase capacity has reduced under recent low economic growth and

there are growing needs for using existing equipment to the utmost

limit of life.  Under these social circumstances, it is required to

improve deterioration diagnosis technology to grasp the deterioration

degree of oil-immersed transformers and precisely make a decision on

renewal time.  This paper describes the present status of transformer

deterioration diagnosis and a part of the latest diagnosis technology, life

expectancy estimation using colorimetry.

Deterioration Diagnosis of Insulating Paper for 
Oil-Immersed Transformers by 
Spectrophotometric Colorimetry

Nobuhiko Hatano Yoshitake Nakagami Ryoichi Miya

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.232-234  (2001)



インターネットをはじめとした IT（情報技術）の発展は，保全

業務の合理化・省力化を実現するうえで非常に有効な手段となって

いる。今後，お客様へのサービス向上を目的とした IT 活用による

保全サービスの提供や保全業務の効率化は，ますます進展していく

と思われる。富士電機では，お客様の企業価値向上に役立てうるよ

う，ITを活用した保全・サービスを各種提供しているので紹介す

る。

保全・サービスの IT

原　　敏行 東谷　直紀 宮野　　隆

富士時報 Vol.74 No.4 p.235-240（2001）

上下水道施設は環境問題対策，公共工事コスト縮減，施設の広域

化など，取り巻く環境が大きく変化している。また，ライフライン

としての高い水準の維持管理が求められる。本稿では複雑化・高度

化する監視制御システムのリモートメンテナンスとこれからの維持

管理の業務改善について紹介する。特に業務委託とさまざまな管理

サービス，業務支援システムを提案する。

上下水道施設のリモートメンテナンスとこれからの維持管理

江上　富三 佐川　　学

富士時報 Vol.74 No.4 p.241-245（2001）

高い信頼性を要求される電力用監視制御システムにおいて保守業

務は重要な役割を持つ。近年はシステムの更新周期の長期化が進み，

技術者や保守部品の確保などの課題が発生している。一方，オープ

ン分散化，マルチベンダー化など汎用製品を多用したシステムも増

えつつあり，従来の定期点検や故障復旧にとどまらない保守が求め

られている。このような環境下での富士電機の電力用監視制御シス

テムの保守への取組みを紹介する。

電力用監視制御システムの保守

高橋　　省 池内　一志

富士時報 Vol.74 No.4 p.246-249（2001）

原子力施設の安全，品質に対する要求が高まる中，放射線管理シ

ステムの信頼性向上と予防保全が重要な課題である。本稿では富士

電機が納入した放射線管理システムの保守，予防保全技術の現状を

述べる。また，統計手法や AI（人工知能）を取り入れた異常診断

機能を開発し，放射線監視システムに組み込んで納入した例を紹介

する。このシステムは故障時の原因解析結果や対応策をコンピュー

タからリアルタイムで出力できる。

放射線管理システムの保守

青山　　敬

富士時報 Vol.74 No.4 p.255-257（2001）

地球温暖化防止策として，自然エネルギーを使用する風力・太陽

光発電などの導入が加速されてきている。また，既設水力発電装置

の近代化による性能向上は，環境面や経済性に優れ最も身近に取り

組むことのできる重要な手法の一つである。本稿では，環境変化や

運転条件に適合させたランナの設計，固定子の近代化更新による低

損失化の実績を紹介するとともに，最近の水力発電装置の改修技術

として，ランナベーン用電動サーボモータ，ハイブリッドサーボ

モータ，耐土砂摩耗コーティング技術，軸受の近代化更新などを紹

介する。

既設水力発電装置の近代化

村田　幸雄 相澤　茂雄

富士時報 Vol.74 No.4 p.250-254（2001）



Information technology (IT), including the internet, is very effec-

tive in rationalizing maintenance work and reducing labor.  The offers

of maintenance services and the improvement of maintenance effi-

ciency utilizing IT aiming at better service to customers are expected

to develop more and more.  This paper introduces various maintenance

services utilizing IT which Fuji Electric offers to help customers

improve the enterprise value.

Maintenance Utilizing Information Technology

Toshiyuki Hara Naoki Azumaya Takashi Miyano 

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.235-240  (2001)

The environment of water and sewage treatment plants are faced

with great changes such as measures to be taken against environmen-

tal problems, reduction in public construction expenses, and a wider

district assigned to a plant.  In addition, high-level maintenance as a life

line is required.  This paper describes the remote maintenance of com-

plicated, sophisticated supervisory control systems and improvements

in future maintenance work.  In particular, maintenance on commis-

sion, various management services, and maintenance work support

systems are proposed.

Remote Maintenance of Water and Sewage Treatment
Plants and Future Maintenance

Tomizo Enoue Manabu Sagawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.241-245  (2001)

Maintenance work plays an important role in the supervisory con-

trol system for power systems where high reliability is required.

Recently, intervals between system renewals have become longer, and

this causes problems in keeping engineers and parts for maintenance.

On the other hand, systems using many general-purpose products from

multi-vendors increase and require maintenance beyond conventional

regular inspection and restoration.  This paper describes Fuji Electrics

activities in the maintenance of the supervisory control system for

power systems under these circumstances.

Maintenance of the Supervisory Control System for 
Power Systems

Satoru Takahashi Kazushi Ikeuchi

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.246-249  (2001)

As the safety and quality of atomic power facilities are more

strongly required, the reliability improvement and preventive mainte-

nance of radiation monitoring systems are important.  This paper

describes the maintenance of radiation monitoring systems delivered

by Fuji Electric and the present status of preventive maintenance tech-

nology.  Also it introduces the case that we developed a fault diagnosis

function adopting a statistics technique and artificial intelligence (AI)

and delivered a radiation monitoring system including this function.

This system can output a fault analysis result and a countermeasure

from the computer in real time.

Maintenance of Radiation Monitoring Systems

Kei Aoyama

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.255-257  (2001)

The introduction of wind power and photovoltaic generation that

use natural energy to prevent global warming has been accelerated.

The performance improvement of existing hydroelectric equipment by

modernization is environmentally and economically superior, and is an

important technique that can be taken up near ourselves.  This paper

describes examples of runner designing to meet environmental

changes and operational conditions and stators with loss reduced by

modernization, and also recent hydroelectric improvement technolo-

gies, such as electric servomotors for runner vanes, hybrid servomo-

tors, coating technology against wear by sand and modernized bear-

ings.

Recent Technologies for Hydroelectric Modernization

Yukio Murata Shigeo Aizawa

Fuji Electric Journal  Vol.74 No.4 p.250-254  (2001)
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