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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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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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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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