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旭工ンジニアリング
四道・広・佐藤信義

メンテナンスの

暴 聴り1こあ響禽碑1加を問う必要がある。では、保全としで把握弗てきたコ・蕉
．
、

7慕羅ンピダンスとは何か。そこにメンテナンスの本質が見えてくる。．
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積極的な役割を持たせることができるかどうか

で、表来を拓けるかどうかが決まるのである、

そのとき必然的に、保全のスタンドポイントが

変わってくるハズだ（図表一1）、、

が1、凝縁1鵬綴、磁孫養動ナミツクな
業に問われていることは、いうまでもない。こ　li『メンテナンスヘの転換

うした時代にあって、「保全のコア・コンピタ

ンス」を考える意味とは何であろうか、，実は、

これを明らかにすることで、モノづくりの意義

がまったく違う側面から見えてくるのだ。

　モノづくりとは、モノをつくり出すことだ。

しかし、それはモノをつくる行為だけを指すの

ではない。つくることに関係するあらゆる要素

を含んでいる。いうまでもないことだが、これ

までは「設計してつくる」ということに大きく優

先順位が置かれてきた。反して、保全は後ろ向

きで人がやりたがらない仕事であり、優先順位

が低いうえに、コストだけを消費する必要悪と

して認識されてこなかっただろうか。

　ところが、つくっても売れない時代が本格的

に到来してしまった。モノづくりのコア・コン

ピタンスが問われるとは、優先順位の付け方が

問われているといい換えてよいだろう。つま

り、これまで優先順位が低かった要素に、より

　保全の新しい役割を見い出すとき、保全とい

うスタティックな（整然とした）これまでの役割

から脱却していかなければならない、よりダイ

ナミックな新しい役割に脱皮しなければならな

いっ海外ではサードパーティを含めて、メンテ

ナンス市場といえるマーケットが形成されてい

る。そこでここでは、スタティックなイメージ

を持つ「保全」という言葉ではなく、ダイナミズ

ムを期待しながら「メンテナンス 1という言葉を

使っていこう．

■メンテナンスとはマネジメントである！

　メンテナンスは、人問が関係するあらゆる領

域に存在するものだ。そこには、技術もあり、

ノウハウもあり、総じて知恵のカタマリである

といえる。この“メンテナンスを使って”より良

いモノづくりを実現していくには、「メンテナ

ンスとはマネジメントである」ととらえていく
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図表一1　メンテナンスのパラダイムシフト

懸惧

　メンテナンス披術の低下

クrローノ》レな市増

規制緩和

デフレの進行

地球璋境

パー
フダイ◎トダイナミツクなrメンテナンス1

　ことが重要になる ，つまり、漠然としたメンテ

　ナンスではなく、メンテナンスを使って何をす

　るかが重要なのだ、

　　このとき、メンテナンスに内在する知恵を

　「メンテナンス・ナレッジ」と名付けるならば、

　ナレッジ・マネジメントが有効な方法であろう

　ことはいうまでもない．、

　　パラダイムは海外を中心に、すでにシフトし

　ている，、メンテナンス・ナレッジのコアを伸ば

　すことで企業価値がどう高まるかを考え、コア

　の伸ばし方を具体的に考えていきたい，，

　　また、閉じた企業内の ・保全部署から、開け

　た独立企業として成長できるまでのコア・コン

　ピタンスという、新しいメンテナンスの役割の

　成長ストーリーを描いていきたい．

　　　ニここまで変貌している！
型∫二設備経営の現状

　日本のメンテナンスを取り巻く環境が大きく変

化している．これを、設備経営に比重を置いた観

点からとらえてみると次の、1、1（に集約される。

　（1）　環境変化の諸点

■国際化に伴うグローバルな競争

　企業間競争が、国内競争から国際的な競争と

なった。この結果、ISO取得などで ・般的に

なったグローバルスタンダード化が要求され、

また「企業が国を選ぶ」といわれる国際分業が加

EAM・F《糊の輿窺

速している． とくに中国を中心とするアジアの

急激な ll業化は、国内での素材型新」 二場の建設

を急激に減少させている、

　デフレ傾向は、国内での大型設備投資をする

余裕も奪っていて、既存設備をいかに有効活用

できるかがカギとなっている、

■規制緩和の進行

　国際的競争を助成するために、政府は大幅な

規制緩和を進行させている ，高圧ガス取締法、

電気事業法の改正に始まり、労安法、消防法の

改正が進んでいる，

　規制緩和によって、自己責任を明確化する必

要に迫られる、 しかし、それだけでなく、保安

に関係する投資や努力がメリットになるよう

に、自己保安インセンティブの付与が行われて

いる。規制緩和は、周期延長などによるメンテ

ナンスコストの削減とともに、新しいビジネス

チャンスの苗床にもなっているのだ

■長期にわたる不況とリストラの進行

　バブル崩壊後の金融不安、東南アジアの金融

不安などを経て、アメリカの景気後退と長期に

わたる不況が続いている。企業再編、統合が盛

んに行われており、明日はどうなるのか予測不

吋能な状況にある、「

　大幅なリストラ志向は、メンテナンスコスト

面でも削減を求めるようになった，メンテナン

スコストを追求すると、とたんに保安に関する

問題が前面に出てくる、。とくに化学工業におい
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図表一2　保全業務の課題　ベスト10
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　　　　腱品質の向上至：署1ぜ爺奪r

ては、爆発・火災の引き金になる。したがっ

て、安全サイドに偏りがちであった。しかし、

企業ももはや余裕がなくなっている。その一方

で初歩的なミスによる事故が多発しており、人

材不足によるメンテナンス技術力の低下も懸念

されるようになってきた。

■［丁技術の急激な進歩

　IT技術の急激な進歩によって、仕事の「手法

の改善」だけでなく「経営の戦略」そのものが変

革しようとしている。目的とするものは、経営

のスピードである。

　世の中の変革への対応が、そのまま技術力の

差となって表れる。自社だけの技術に頼ってい

る企業は遅れてしまう。強力なアライアンスが

求められているのだ。

　これをメンテナンス技術の面から見ると、設備

診断技術の向上と保全情報システムの進歩に近年

著しいものがある。これらの技術の進歩が、メン

テナンスコストの削減を可能にしている。

■地球環境問題への対応

　市場の淘汰から生き残るだけでなく、その存

在が許される企業であるためには、地球環境へ

の配慮が不可欠である。ISO14000への対応とと

もにCO2の削減などは、環境およびエネルギー

面で工場運営そのものに関わる問題となってい

る。その点から、単独の「メンテナンス技術」も

資源活用技術として脚光を浴びて

きている。

　（2）　メンテナンス現場への

　　二一ズ

　こうした変化のもとに、メンテ

ナンス現場では何が要求されてい

るだろうか。

　図表一2は、設備保全業務全般

についての課題について調査した

ものである。トップにあげられた

のは、メンテナンス技術の向上で

あり保全費の削減である。また、

故障を克服するための再発防止技

術が加わる。メンテナンスの使命

は常に変わらないようだ。

　　　　　　すべし璽　メンテナ
　　　　　　の技術力の低下
1尾華1，、隻I　 癖

　次に、メンテナンス技術面から見てみると、

どのような変化があっただろうか。この大きな

環境の変化にもかかわらず、停滞もしくは相対

的に低下しているのではないだろうか、，

　（1）加工組立型産業に多いトラブル

　従来の設備は、自社の保全マンの手で修復可

能な設備がほとんどであった。しかし最近は、

自社では対応できないほど設備が高度化・複雑

化している。高速化された設備、高度な材料の

使用、ブラックボックス化した設備、そして何

よりもIT化された設備の氾濫がある。

　これらの設備に手を焼き、そのトラブルを十

分に克服できずにいるケースが多く見られる。

とくに、こうしたとまどいは加工組立型産業に

多く見られる。これが国際競争力の低下にもつ

ながっているのではないだろうか。

　加工組立型産業の成立ちは、労働集約型の手

作業の組立が主体だった。その組立ラインが

今、急激に自動化・装置化されているのだ。そ

の一方で人材構成は変化せず、自動化・装置化

された設備に対処できるレベルの専門保全マン

も育てていない。図表一3は装置産業と加工組立

16 Plant　EngineerJan2002



産業における保全人員の比率を表

したものである。この表からわか

るとおり、加工組立産業には保全

人員が少なく、しかも一般的に若

い人が多い。メンテナンスについ

ての企業文化が希薄である。した

がって、トラブルを克服できない

でいる。同程度の設備でも、装置

産業では99％稼動しているところ

が、加工組立型産業では90％前後

で満足しているのが現状である。

　他産業のメンテナンスを知らない

経営者が、生産技術の向上に対し日

本特有の小集団活動だけに重点を置

き、専門技術を大事にしないことに

その原因があると推察するが、どうだろうか。

　（2）　装置産業における投資のツケ

　大型プラントに代表される装置産業では、高

度成長期に多くの工場が建設された。その後、

大きくリプレースされることなく、高効率を求

める小規模な増設、改造が行われ続けてきた・

これが日本の装置産業の生産性向上策だったの

である。

　しかし、遅れた国々は先進的で高効率な大型の

設備を投入し、一気に追いつこうとしている。こ

こにも日本の国際競争力の限界が見られる。

　とくに注意を向けるべき点は、生産の主要部

分に対しては能力アップや合理化で改造されて

手が加えられているが、ユーティリティなどの

付帯設備がそのままとなっている場合が多いこ

とだ。今、その設備の多くが老朽化期を迎え、

更新の必要性を迫られている。

　ユーティリティをあまりに放置しすぎたため

に、企業経営を圧迫するほどの投資というツケ

が回ってきたのだ。この投資を、技術的にどう

回避できるかが大きな課題となっている。最

近、寿命予測技術の確立を目指した設備診断技

術に取り組む企業が多くなったのは、このため

である。

　（3）　メンテナンス技術の理論化の遅れ

　筆者はこれまで、この間題を常々指摘してき

図表一3　業種別の保全員比率（保全員数／全社員）

o 10 20

　　　　　　　構腐比

0　　　40　　　50　　　60　　　70 80 90　　100
食晶 15，9尉

繊維 〔12．3％1

パルプ・紙 19．9鮒

化学 176殉

石油・石炭 （7、5％1

簾
ゴム製品 15．4％1

窯藁・土石 ㊧、2鰯

廻 餓鋼 （14，4％i

非鉄金属 〔ア．6剛

金属襲晶 凶．o％1

一般機械 13．1％1

電気槻械 13．4％1

輸送硝換械
1
4 1％1

績密橿械

の他製造錐

13．5％l

5、0脚 一 　　　一

二総酎 16．o％1

■＝保瓠　　「＝⑳値

たが、一向に解決しているように見えない。

　欧米では、RCM、RBM、RBIなどのメンテナ

ンスコンセプトが続々と生まれているが、日本

ではTPMだけである。この違いはどこから来る

のか。

　それは、ひと言でいえば、メンテナンスが経

営指標になっていないことから来るのである。

逆に、メンテナンスの運営が現場に任され過ぎ

ているのだ。大きな事故や故障が起きたときに

だけ、経営者も少しだけ問題視するのが現状で

はないだろうか。

　その現場では、KKD（カン、コツ、度胸）に基

づく経験の世界がいまだに幅を利かせている。

0．1％の突発故障が発生しても、製造現場では

「この保全理論は使いモノにならない」といわれ

る。ところが、実際はその経験豊富な保全責任

者のもとで非合理な作業を繰り返し、もっと高

い確率で故障が発生している。理屈どおりにや

れば故障を減らせるケースがほとんどである。

経営者や現場技術者が理解しやすい「保全理論

と共通の言葉づくり」が望まれるのは、そうい

う意味からなのである。現場という感覚を、変

に聖域化してはいけないのだ。

　気が付いてほしい。日本の得意とした生産技

術、その中でもメンテナンス技術が、国際的に

大きく遅れようとしているのだ。米国では橋や

Plant　EngineerJan2002 17



コア・コンピタンスだけを企業に残す時代

　「メンテナンス・アウトソーシング」「サードパーティ・メンテナンス」　頻繁に目に付くように

なった言葉たちだ。単にマスコミをにぎわしているだけでなく、ほんのここ数年で急激に現実化して

いることである。従来、企業の機密性を重視するあまり、保全は自前でやるものという固定観念が

あった。自分たちの設備は自分たちで守る。他人に自分たちの設備がわかるパズがない。その常識が

崩れようとしている。その背景にあるものは何であろうか。

　アウトソーシング事業の歴史は、米国における情報処理サービスに始まると思われる。その顕著な

例は、大統領選挙への出馬で知られるロス・ペロー氏が1962年に設立したEDS（エレクトロニクス・

データ・システムズ）である。EDSはアウトソーシングで顧客企業のシステム構築を請け負い、その

情報システム部門を合理化し、残された人員をEDSに移籍する。そして最終的にその部門ごと買収し

てしまう“リストラ請負業”だった。

　89年には、当時自前主義の強かったコダックが、情報システム部門の一部を人材ごとIBMに委託し

た。近年では、EMS（エレクトロニクス・マニュファクチャリング・サービス）の台頭があげられる。

エレクトロニクス・メーカーの製造そのものを請け負う企業のことである。ソニーがアメリカのソレ

クトロン社に工場を売却し、製造委託したことはまだ耳新しいことだ。

　こうした新しく出現したビジネスが、今や製造業の世界を大きく変えようとしている。事例はいく

らでも出てくる。GEが事業をサービス主体にして大きく飛躍した。電力事業の自由化によりIPP（電

力卸し供給〉企業が出現した。メンテナンスのアウトソーシングを促すビジネスモデルが続々と提示

され、環境が整ってきているといえる。

　一方、日本企業の多くは長引く不況を克服しようと、リストラを進めている。しかもグローバルス

タンダードに取り組む経営者は、雇用をはじめ従来からのタブーはすべてご破算にしてコスト削減を

行っている。聖域だった保全の世界も例外ではなく手が加えられる。この1つの手段としてメンテナ

ンス・アウトソーシングが脚光を浴びているのである。

　生き残りをかけている企業は、その機密を守るよりも問題を解決するスピードを重視し、その解決

策を外部に委託しようとしている。そして、企業にとってコア・コンピタンスとなる部分だけを残そ

うとしている。企業にとって、その存在価値は何かが問われているのである。そして、こうした視点

からメンテナンスの存在価値が問われているのだ。ダイナミズムを秘めた保全　　メンテナンスのコ

ア・コンピタンスとは何か。この問いに答えることが今まさに重要になってきている。

　道路などの公共投資を行う際に、設備診断技術

　で評価し、採算計算を行い、優先順位を付けて

　効率的な投資を行っている、，その政策を打ち出

　　して以来、設備診断技術の研究や事業が活発に

　なったと聞く。

　　国や企業にとって必要となった技術には、人

　が集まり発展する。目本は、まったく新しい視

　点から、メンテナンス技術を復活させる大きな

　運動が必要な時期にあるのではないか。

、臓媒全のコア．コンピタンス

　　ド

平㌧とは何か

　メンテナンスを取り巻く環境の大変貌，、、遅れ

つつある日本のメンテナンス技術「，これらを受

けて、メンテナンスのコア・コンビタンスとは

何であろうか。メンテナンスヘの要求をまとめ

てみると、それは設備資産の有効活用を図り、

この中で設備を活用しつつ生産性を向上させ、

儲かる保全を目指すことである，

　つまり、メンテナンスのコア・コンビタンス

は「利益を生み出す設備資産の運用」といえるの

ではないか。まさしく欧米で急成長している、

EAM（エンタープライズ・アセット・マネジメ

ント）やPAM（プラント・アセット・マネジメン

ト）の実現である。そして、これを可能にする

ためのキーワードは、運用面では「メンテナン

ス・アウトソーシング」であり、技術面では「ナ

レッジマネジメントによる保全の理論化」そして

「IT活用によるe一メンテナンスの実現」である。
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　　；　　　 1　 『…非匠1； 葦

旭エンジ竺ア9ング
四道　広・佐藤信麟

　　　　　　　　　　　　　　　アウトソ

えている。桑れは、 発注する側と受注する側の双方に、これまでの、と毒としてなれ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’合う関係を正す方向に動いていく。「協業の時代」が到来しているのだ。

　　　　　　　　　イ

　　　　　　dアウ

　シング痂寺飛を鍾薯新しい局面を連 轟、

　　ダイナミックなメンテナンスを成立させるカ

　ギとなるものが、メンテナンス・アウトソーシ

　ングである．アウトソーシングは、モノづくり

　のさまざまな而で新局面を拓くといえるが、と

　くに従来以Lに経営上の優先順位が高くなるメ

　ンテナンスにおいて、その意義は大きい

　　ここでは、設備ユーザーとアウトソーサー

　が、メンテナンスのハートナーとして協業して

　いくための具体論を展開したい，、

　　　　　どこまでアウトソーシン　ー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ド

　グするか？

　　設備ユーザーが、実はもっとも判断しにくい

図表一4　アウトソーシングの範囲
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　　　　　LB社パ篇　」
L輪．．轟灘羅社の範．」

、1は　　それが、どこまでメンテナンスをアウト

ソーシングするかということであろう、それ

は、その企業の置かれている環境や設備管理の

状態によって異なる ，それゆえ、外部に任せる

ことによって生じる企業のメリットとリスク

を、どのように把握するかがカギとなる。

　アウトソーシングによるメリットは、「メン

テナンスコストの低減」「設備の安定と生産性の

向L」「技術の維持・伝承」である、、一方、リス

クとしては、「設備安全の損壊」「企業機密の漏

えい」「白社要員の技術力低ド」などがある。

　これらの両側面を経営的な視点でしっかりと

らえ、あらかじめ高度なポリシーを持たなけれ

ば、アウトソーシングする「判断基準」は持ち得

ない

　図表一4は、メンテナンスをアウトソーシン

グする際の実行過程である。パターンは、ノくき

く分けて以ドのような2つである、

・A社ハターン：メンテナンス計画の立案から

　施工まで任せる

　B社バターン：施「段階から任せる

■A社パターン

　A社バターンは、その生産現場に比較的危険

性がなく、企業にとって機密性が薄い部門で採

用される、，こうした部門では、適切なメンテナ
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ンス要員が育っていないか、機器製作メーカー

任せになっている。そのため、メンテナンス費

が高くついているか、または故障を克服できな

いでいるケースが多い。アウトソーシングのメ

リットは大きく、ますます拡大していくだろう、，

■B社パターン

　B社パターンは、化学を巾心とした装置系の

企業で採用され、拡大している方法である。

　化学企業では爆発火災の危険性が常にあり、

法律でも厳しく規制されている。メンテナンス

計画を外部に委託することは、そのような大き

なリスクを伴う。したがって、“仕様書で決め

られたメンテナンス工事”の範囲内での施
［
：
を

任せるのだ。

タージであるといえる。

　 一方、ベンダーにとっては、ローリスク・

ローリターンを目指す契約でないと業にならな

い．日本ではメンテナンス保険が充実していな

いため、莫大な保証をベンダーが一手に受ける

ことなどできないからだ。

　また、情報システム系のアウトソーシング契

約では、一般契約事項とは別にベンダーが提供

するサービスの内容を記したSLA（サービス・

レベル・アグリーメント）を交わす。要求され

るサービスレベルとその計測方法を明確にする

ためである。メンテナンスについても、共通の

“計測できるメンテナンス品質のレベル”を定め

る研究力ご望まれる。

．1建㌶ぞ講灘職禦、弾ウトソーシングを
きている，まとめて発注し管理も委託すること　 毒蝶どのように進めるか
で、コストダウンと自社業務の効率化が進むか　　　戴・1：1；

　らである。

　　　、
　　　　　　；

　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　r　r　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　配

　　　　　r　　　　ぼ　　　　　　　　　セ　　　　ず　ず　　　　　　セ　セ　セ　　　　ず　ず　ず　　　　セ　セ　セ

　　　
　　　；

　　　　■　■　■　　　　r　r　r　　　　■　■　　　　　　r　r　r　　　　h　　　　　　r　r　r
　　　■　■　■　　　■　■　■　　　■　■　■

7、『’．WIN－WINな協業関係
　

　メンテナンス・アウトソーシングは、モノづ

くりと製造業の歴史的必然から生まれたもので

ある、，だからこそ、設備ユーザーとベンダーが

ともに利益を得る、WIN－WINな関係ができて

初めて成功するものといえる，、これは、両者が

対等の立場であることが前提条件だ。

　しかし、アウトソーシングする判断基準とポ

リシーを持てない設備ユーザーほど、ネゴを先

行させ、ベンダーが不利益を被る契約形態を結

ぼうとする。これでは、アウトソーシングの未

来が拓けないばかりか、モノづくりの未来が拓

けないことは前述したとおりである、、メンテナ

ンス・アウトソーシングは、ビジネスモデルの

1つなのだから。

■協業関係への課題　　契約の問題

　メンテナンス・アウトソーシングは、設備

ユーザーにとって他人に任せるリスクを負う代

わりに大きな利益を生む“ハイリスク・ハイリ

　仕事を外部に任せるためには、任せる範囲を

はっきりと契約書に明記できなければ不可能

だ。しかし、現状では“その仕事”の整理ができ

ていない設備ユーザーが多い、，アウトソーシン

グを進める以前の問題である。

　しかし、それでもアウトソーシングを進める

ために、任せた・任されていないのトラブルが

頻発する。設備ユーザーは、まずメンテナンス

の総作業を整理する必要がある。そして、不要

な作業を効率化し、場当たり的でなくしっかり

としたメンテナンス計画を立て、実行できる体

制にすることだ，、

　この“場当たり的でなくしっかりとしたメン

テナンス計画を立て、実行できる体制”を、当

社では「計画保全」といっている（図表一5）。そ

れでは、計画保全の具体的なステップを紹介し
よう、）

■ステップ1：メンテナンス作業の整理

　まず、メンテナンスの総作業を整理する。こ

のステップを行わずにアウトソーシングしよう

とすると、ほとんどは失敗に終わるのだ。

　図表一6は、総作業の推移を代表的な2つの工

場の例で表したものである。
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アウトソーサーの成長

　アウトソーシングの担い手であるアウトソーサー。その現状を知ることも大切だ。石油化学工業を

例にとって、メンテナンス発展の歴史とアウトソーサー出現の過程を見てみよう。

　日本は、高度成長期の昭和40年代に多くの企業が大型の設備投資を行った。当初は、海外技術を導

入しての工場建設。メンテナンスも同様であった。設備ユーザーは自社で研究開発を進め、設備トラ

ブルを克服しつつメンテナンスのノウハウやデータを蓄積していった。

　やがて、設備も安定しデータも豊富になってきた。しかしそれは、ベテランの保全マンが退職して

いき、設備のわからない設備担当者が増えてきたのと時期を同じくした。

　ここから、自社の知恵だけでは限界であり、他社の情報も知りたいという要望が出てきた。また、

従来主流であった機器設置メーカーによるメンテナンスでは、コストが高くつくという意識がユー

ザーに芽生え始めた。

　こうした背景を受けて、メンテナンス工事を請け負ってきたメンテナンス・サービス企業が任され

る範囲が、単体機器からプラントヘと拡大し、経験を積みつつ力を付けてきた。

　「アウトソーサー」には、2つの大きな流れがある。1つは、経験を積んできたメンテナンス・サービ

ス企業の流れ。そして、もともとユーザーであったエンジニアリング企業のメンテナンス部門からの

流れである。この2つが今、アウトソーサーとして登場している。そして、アウトソーサーの成長は、

従来どおりのメンテナンスを主体にしたものから、保全計画まで実施できるベンダーの出現まで、幅

広い状況を生み出している。

　将来的には、“主治医と専門医”のような協業体制が実現されるだろう。ユーザーのすぐ側にいて日

常保全に対応するベンダーと、近くにはいないが困ったときに役立つ専門性の高いベンダー。これら

がネットワークを組む時代を確信している。

図表一5　メンテナンス方式の分類

　まず、発展途h型の L場を見てみよう，修復

作業に多くの時問をとられ、メンテナンス準備

作業や、他係からの依頼作業など、その他作業

の非計画作業が多い。「やった方がいい」と思い

込んでいるだけのムダな作業、これが計画保全

への移行を阻害している。こうした場合は、非

計画作業の整理を行いつつ故障を減らす什組み

をつくり、計画保全体制を構築していく。する

と総作業件数は変わらないが、メンテナンス内

容が著しく良くなってくる。

　一方、成熟型の工場では、仕事の整理が進み

図表一6　メンテナンス総作業数の推移

計画保全体制も完成すると故障が激減する。総

作業件数も下がり、仕事の計画化が進む。そし

て、定期メンテナンス作業数が激減する。つま

り、CBM体制が構築されているのだ。

　仕事の仕組みそのものが完成されれば、Piξm

－Do　Seeのサイクルが回り、故障もメンテナ

ンスコストも自然に減少していく。まず「忙し

さ」を克服する仕組みをスタートさせ、そのう

えで計画保全体制を構築することがメンテナン

スを近代化させる一歩である。

■ステップ2：ジョブフローの作成
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図表一7　計画保全の構築

メンテナンス対象設備の設定

設備重要度ランクの設定

メンテナンス方式の設定

メンテナンスの目標、方針決定

メンテナンス計画の年成

メンテナンス業務の興施

・日常メンテナンス曳Co－Mo）

・検査・診断・修理・整備

・潤滑管理・クリーニング

・老朽化修理、更新・塗装

・改造・改善

メンテナンス工事の検収

メンテナンスの記鐸

機器管理システム

メンテナンスの進め方を決める
設備機器首嚥の作成

経営方針

生産計画
設備投資計画

メンテナンステータの解斯故障分梧

・メンテナンス長期計画システム

メンテナンス業務の計画化推進
メンテナンス計画表、メンテナンスカレンター’

メンテナンス依頼システム

メンテナンス費管理

メンテナンス巣峯手経、簑窒燵

計画外のメンテナンスの依頼
1ワークオーター’

メンテナンス業務管理システム

メンテナンス業務のスケジュール

をつくる

メンテナンス実績評価システム

改善の視点を探る
メンテナンス実績評価

MP設…†

　次は、整理された作業をもとに効率的な仕事

の流れをつくる。ムダな伝票や不要な作業を省

いたシンプルなジョブフローとする。メンテナ

ンス情報の管理システムはその中心となる。

データ整理をコンビュータ化するのである，

　重要なことは、自分たちの今までの仕事に合

わせてシステムのカスタマイズをしないこと。

市販のソフトで使い込まれた有用なシステムを

選び、仕事のやり方をシステムに合わせていか

なければ何にもならない。ITを使ってソリュー

ションを達成するとは、そういうことである。

日本企業には、この逆が多いので要注意だ。

■ステップ3：メンテナンス計画の策定

　いよいよメンテナンス計画の策定である。構

築フローに従ってメンテナンス対象設備を設定

し、重要度を定める。この重要度に基づき、個

別機器ごとにメンテナンス方式を設定する。メ

ンテナンス方式は技術的な裏付けのもとに、

CBMを採用しながらも計画的なBDM（Break
DownMaintenance）を大胆に取り入れるなどのメ

リハリをつける（図表一7）。

　このようにすることで、経営的にリーズナブ

ルなメンテナンス方針が明らかになり、メンテ

ナンス計画を作成し、実現可能なメンテナンス

予算を策定することができる。計画保全では、

このメンテナンス計画の策定段階が重視されな

ければならない。とくに、メンテナンス費予算

とメンテナンス計画との整合性が重要である。

　このようにしてでき上がったメンテナンス計

画を情報管理システムに登録し、発注単位でま

とめて発注仕様書を作成するのだ。

　こうした・連のきわめて合理的なプロセス

が、より経営的にメリットのあるアウトソーシ

ングを進める基盤となっていくのである、、
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　旭エンジニアリング

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四道一広・佐藤恒義

メンテナンス・ナレツジを

　　　　　　　蓄

い。し犀しr依然としてカン・コツの世界はそのままである。ナ，挺ッぶ．・マネジメ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヲゆントとは単なる流行用語ではなく、そうした閉じた世界を解き放つ道具なのだ。

　　計画保全に代表される合理的なブロセスが、

　メンテナンス・アウトソーシングの基盤となっ

　ていくことを述べてきた

　　しかし現在、それは盤石な基盤とはいえな

　い　では、盤石な基盤を支える具体的な「技術」

　とは何だろうか．

、、
　 使える理論と使えない理論

RBl（Risk　Based　lnspeclioll）など多くの考え方が

入ってくる， しかし、これを正しく翻i択し、

“現場の人が納得し現場で使える“やさしい言葉

に置き換える研究がなされていないのだ「、

　では、使える理論とは何か ・どのようにアプ

ローチすればμ∫能になるのか 筆者はその答え

の1つを、「ナレッジ・マネジメントによるアプ

ローチで、使えるメンテナンスの理論化をする

こと」に求めている

すでにタ丞べたように、メンテナンスを理i｛倫イヒ、

することが“せっぱ詰まるほど”重要な時代に

なっている．

　これまでも理論化に対し、まったくアプロー

チがなされなかったわけではない。ところが、

やはりメンテナンスは理論化されていない現実

がある ．その原因は何か．

　それは、現実に適用できない　　使えない理

論は、活きてこないからだといえる。さまざま

な研究やアブローチも同様だ．、これは、基礎研

究などを指して述べているのではなく、設備 l
l

学や経営工学などについていっている，、これら

は、現実を扱うものだからだ，

　一方、外来の理論は、RCM（ReliabihtyCenterd

Maimenance）、RBM（Risk　BasedManagement）、

ナレッジ・マネジメント
の暗黙知と形式知

　そこで、ナレッジ・マネジメントがこれまで

のアプローチとどう違うかが重要になる，、哲学

者マイケル・ポランニーが概念を提唱した「暗

黙知と形式知」，、ナレッジ・マネジメントとし

て、経営学に取り入れられてからよく使われる

ようになったという．整理するならば、

　「暗黙知」（Tacit　KEl（〕wledge）二脳のどこかに

　あって簡単に表現できない知

　「形式知」（Explicit　KnowIedgc）：簡単．にコード

　化できる知

ということになる。

　ナレッジ・マネジメントとしては、暗黙知か
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　　ら暗黙知が生まれる課程や、暗黙知を形式知に

　　変えていく課程、形式知を個人の暗黙知に変え

　　ていく課程が論じられているのだが、ここでは

　　もっと基本的なことを押さえたい。

欝i誌滋という問題

　＝， ¶蜜爾≡心ロ

　　ナレッジ・マネジメントの可能性を考える場

　　合、技能伝承の問題を取り上げるとイメージし

　ゃすいと思う。

　　　1人の技能者の技能をイメージしよう。ある

　作業をしていて、生産物（対象）がある反応をし

　た。すると、自動的にもう次の作業に移行して

もっとうまく伝わらない。技能者の中で形式化

できていないからである。高度な熟練技能にな

るほどそうした傾向が強いのだ。そこで、技能

はOJTで教育ということになるのだが、すでに

伝える側と伝えられる側の文化が違う。そのた

め、なかなかうまくいかない。

　仮に技能者の動きをビデオに撮って観察した

としても、観察する側とされる側の双方にとっ

て形式知でない要素を観察しているわけだ。つ

まり、視点がないから見落とすことになる。

　こうして、何をやってもうまくいかない技能

伝承を、ナレッジ・マネジメントならどのよう

にこじ開けるのだろうか。それが「暗黙知の形

式知」化なのである（図表一8）。

1編監灘翻：藻蔽斎男糎麟罵
うにそうしただけであ鳥しかし、生産物の反　誕轟糎…彬式知化とは冒語化だロ

∫，蔭がさっきとは異なり、微小に、ほんの少しだ

け変わった。そのとき、普通の技能者は前と同

じ動きをしたが、隣にいる熟練の技能者は違っ

た、、作業を止め、別の工具を取り出して、別の

作業を開始したのである。

　さて、ここで気付くように、技能者の無意識

の反応が暗黙知であるが、同時に隣の熟練技能

者の動きも暗黙知である。ひと言で暗黙知とい

うが、そこにはレベルの差が含まれている。

　問題はそれだけではない。対象がある反応を

したと仮定したが、次の瞬間にはどのような展

開をしているのか、微小な世界だけに予想もつ

かないということになる。技能がナノ・テクノ

ロジーだといわれるゆえんである。では、叫ば

れ続けていっこうに解決しない技能伝承の問題

とは、いい換えればどういうことになるか。

　集合教育などでは、インストラクターという

教えることの達人が教育する。しかし、そのイ

ンストラクター自身はとくに技能者というわけ

ではない。そこで、教育の成果としては、ごく

一般的な、あまりフレキシビリティのない知識

が教えられることになる。つまり、かなり表層

的なレベルの形式知である。

　これに対して、ある技能者を教師にしても、

　技能者が、自分の中の暗黙知を形式知化でき

れば、技能伝承の問題は・…気に解決する。しか

し、コトはそれほど単純ではない。なぜなら

ば、そこには文化が介在しているからだ。

　仕事のうえで文化を問題にする場合、「その

仕事が成立しているさまざまな条件」といい換

えた方がわかりやすいだろう。伝統的な技能者

ほど、古いしきたりや慣習を気にする。これ

は、変化する外の条件をそれによって締め出

し、変化しない条件に身を置こうとするからで

ある。実は技能というものも、設定された条件

のもとで有効なのだ。それを外の世界とつなが

なくてはいけないのだ。そこから答えが見えて

くるのではないか。

　まず、技能者と観察者との双方にとって視点

が明確になる。これがすなわち、「言語化」だ。

言葉を与えることが大事なのである。

　そして、言葉は外から、つまり観察者の側か

ら与える必要がある。なぜならば、その技能に

あらかじめ設定された条件を浮彫りにし、外の

世界とつなぐことができるものに変換しなけれ

ばならないからだ。

■CBMという‘‘形式知”
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図表一8　ナレッジ・マネジメントでできること

重くて開かないフタ

r暗黙知」 TaciIKnOwledgel

脳のどこかにあって
簡単に表硯できない知

「形式知」唱xpIlqt　Knowledge　

隔単にコ ト化できる知

ナレッジ・

こじ開ける

φ

㊥
〆

　
　
　
ヤ

φ形式知の
　　1付属品に変換

φ

内的世界→外的世界

Static→Dinamic

何に

でこど

使毘る
ナレツ聾
⊂骸試知》

どう影響する

し、つ

どのように

どんなタイミングで

　かつて筆者が、豊田利夫氏（現・日本診断．1二

学研究所・代表）のCBM（Condi“on　Based

Mainten紋nce）理論の講義を受けたとき、大きな

ショックを受けたことを覚えている。氏はこの

とき、バスタブ曲線を使ってCBM理論を平易な

言葉で語られた、

　当時、TBM（Time　Based　Maintenance）が最良

の方法だと信じて疑わなかった筆者にとって、

まさに目からウロコの落ちる大事件だった。こ

のCBMという言葉がなかったなら、そこまで明

確に形式知化できただろうか。何となく良さそ

うな理論だなという程度で終わったかもしれな

い。前に、メンテナンスの共通言語が必要だと

論じたのは、このためである。このCBMという

形式知は、ダイナミックなメンテナンスを構築

するうえで重要な役割を果たしていく。

リクスをつくって
してはいけない

技能伝承を例にとってナレッジ・マネジメン

トの可能性を述べてきたが、メンテナンス全般

についても有効な方法であろうと考えている。

　まず言語化して、視点をはっきりさせる。そ

して次に重要なことが、技能の例では条件に当

たるもの　　それがどのように成立しているか

という要素を明確にすることだ。いい換えれ

ば、どのようなプロセスで成り立っているかと

いうことになる。だからこそ出発点は要素ごと

のマトリクスをつくることにある。1つのビジ

ネス・プロセスが、前後左右のどのビジネス・

プロセスとつながっているかを明確にするに

は、ブロセス・マトリクスが非常に有効にな

る。

　ところが、そこで安心すると元の木阿弥に

なってしまうから注意が必要だ。あるプロセ

ス・マトリクスが完成すると、それは通常、そ

のときの形式化された視点でつくられている。

それを他のプロセスに適用しようとしたとき

に、問題が発生するのである。なぜならば、そ

のプロセスを排除している条件とまだ暗黙知の

ままの要素の両方があるからだ，、これでは、い

つ終わるともしれない泥沼になってしまう。

ヅジを力タマリ化す
要がある

　そこで、ナレッジをどういう形にしたらいい

かという“最終形のイメージ”を持っておく必要

がある。つまり、使えるナレッジにするという

ことだ。

　それには、1つの名前の下に、形式知とプロ

セスでパッケージされた“ナレッジのカタマリ”

というイメージが有効だろう。ナレッジとプロ
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CBMという形式知

　今、メンテナンスはすべてCBMに向かっている。しかし、TBMをしないと落ち着かないという人は

多い。そうした不安を、理論化した一すなわち形式化したCBM理論が払拭する。

　まず・米国の航空会社における調査がある。これによると、故障率が時間とともに増加するのは合

計して11％だけ。一方、故障率が一定ものは89％を占めている。また、故障の中で時間軸に関係する

ものとそうでないものの比率を調査すると、時間軸に関係するものは圧倒的に少ない。つまり、「多

くの設備は時間とともに摩耗し、これが要因で故障が発生する。したがって、その前に定期的に予防

保全しなければならない」という、これまでの共通概念はどうやら正しくない。

　次に、TBMにおける故障率と故障の頻度分布を見る。TBMでは、全体の2％が故障する時間を予防

保全タイミングとして、良好に運転されている設備を止めて予防保全をする。やれやれこれで安心だ

と思ってスタートする。多くの場合はこれで良好だが、ときには故障が発生する。これを繰り返して

いるのがTBM。暗黙知として経験的に認識している、いわゆる“いじり壊し”の典型だ。これを形式化

すれば、“予防保全後の初期故障”となる。

　これらの検証から導かれる結論は次のようなものである。

①多くの故障は時間軸に関係がなく、その他の要因から発生する。その強制劣化要因を調査して取

　り除くことが、故障を削減することにつながる

②良好に運転している設備は止めない方がいい。定期的に状態観測（診断）し、その結果に基づいて

　保全の必要性や周期を決める

　かくして・CBMについての形式知が形成される。この理論化によって、現場では自信を持ってCBM

に踏み切れ、コスト削減も可能となる。CBMの理論化は、ナレッジ・マネジメントの成功例なのだ。

セスが加 i二され、小さな部品（パーツ）化したも　　というのは、まさにそうした理由である。

徽齢1、1誌牽臨函椿、1メシテナンス．ナレツジ，

すいのも卉聞、だからこそできること．部、冒、化し　誉　マネジメントを開始した！

ないままで、個々の原料、つまり個々のナレッ　　翼

ジのままで扱おうとするから、汎用性や普遍性

のないものになってしまうのだ、、

　よく聞く、「白分の1二場のメンテナンスは自

分たちにしかわからない」「いつもいるメンテ会

社のあいつでないと、固有の条件がわかってい

ないから不安だ」「メーカーメンテナンスは高く

つくが、安心だ」といった声。それは、メンテ

ナンスを個々の現象だけで見ているからだ。

　設備を個々の機械要素でとらえていれば、そ

ういう条件にまったく左右されずメンテナンス

できる ，しかも、故障物理の世界では、故障モ

デルについての学問的知識ができ上がってい

る．形式知化されたものが、すでに準備されて

いるのだ。

　それなのに、メンテナンスの現場はいまだに

KKD（カン・コツ・度胸）の世界なのだ 、メンテ

ナンスにこそナレッジ・マネジメントが必要だ

　／り、上の考え方から、当社はメンテナンスとい

うビジネス・プロセスに対して、メンテナン

ス・ナレッジ・マネジメント（MKM）を開始し

ている。

　これは、新しいビジネスモデルを構築するた

めに、既存の保有技術を棚卸しして、これをさ

まざまな分類・組合わせ・置換えを出発、点に展

開しているものだ（図表一9）。ぜひ、参考にし

てほしい、，

　（1）MKMの展開方法

■第1フェーズ＝動機付けとグランド・デザイン

　既存保有技術の方向性と基準、すなわち“事

　業のあるべき姿”を設定する（図表一10）。この

　ためのゴール達成手段と実施計画を作成する

　次にチームづくりと動機付けを行う。、メン

　バーは、最高レベルの保有技術を持つ異なっ

　た分野のkも〔門家とする
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■第2フェーズ：技術情報の収集と整理・

分類

　技術情幸艮を、才支術的な側面から

　の分類（図表一11）と、事業商品

　的な分類（図表一12〉の両面から

　データ整理する。』6こんな情報

　がある”“こんな情報がほしい”

　というベースで作成する

　でき上がったデータをインデッ

　クス化して収集する

■第3フェーズ：技術の再設計と商品の創

　出・再構成

　技術分類をもとに、技術の新し

　い組合わせを検討する

　既存の商品に使われている技術

　と他の技術の罷換えを検討する

　スタート時の’事業のあるべき

　姿”に向かって、新商品のパッ

　ケージングを検討する

　（2）　MKMは、新技術・新商品の開発・創造の

　　　ためにある！

　こうしたMKMの展開方法のもとに、“事業の

あるべき姿”に対して新技術の開発、新商品の

創造を行うプロジェクトを開始した。

　このプロジェクトでは、その道のトップの専

門技術者にそれぞれの技術についてまとめても

らう．これをもとに、それぞれの専門グループ

で補足する、そして、ふたたび異なった分野の

専門家によって、新しい像を語り合うのだ、、

　專門分野についての暗黙知を形式知へ。さら

に、異なった専門分野の人が加わって、暗黙知

を形式知へと繰り返している。

　ある人にとっては形式知でも、他の人にとっ

ては暗黙知である場合が多いものだ、そこでで

きヒがった知識を、形式知として文章化する。

これを繰り返すことによって、より多くの形式

知力ご生1まれる．、

　 専門家にとって当たり前でも、「エ？　こん

な技術あったのか」と思う人がいたら、それが

組織として新しい技術になり商品になるという

ことは、多くの経験が語っている。

図表一11　技術的な側面からの分類
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図表一9　MKM展開のイメージ

　　　　　商品化　⇒蕎窒髭瓢ぞ5墨講

　　　　　できている

…一…一一
範一一一…一一一

　　　　　　商品化できていない技術

　　　　　　　　⇒離鷲農鐙こ、禰

　　全傭窮技繕

　　　　　　　　瞬離溜漉薇、鋸

これらを

・分類

・縄含わせ

・置換え

‘

商品を

嗣出・再構成
する

図表　10　MKMの展開方法

第1フエーズ：　　　　第2フェーズ：　　　　第3フェーズ1
事業部内の動機付けと　技術情報の収集と　　　技術の再設計と
グラント・デザイン　　整理・分類　　　　　　商品の創出・再橘成

方向靴　・アプ肝　頒
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　それでは、設備ユーザーとアウトソーサーが

ともにメリットを得る、こうしたマーケットを

日本で成立させるには、どうしたらよいのであ

ろうか、，

　それには、経営的な視点を現場で実現化して

いく「技術」が必要だ。ここでは、利益を生み出
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概要を示し、答えの1つを提示したいと思う。
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図表一†3　米国PAM市場の年度別推移

、最適資産管理の考え方

　総資産利益率の向上は、企業の基本戦略の1

つである。そして、そのための最適資産管理へ

の取組みが重視されている，）

　それには、生産設備の状態を適切に監視し、

その寿命を把握すること、弱点を補修・改善す

ること、生産効率を高めることが、きわめて重

要である。それらの達成には、以ドの3ステッ

プが必要だ。

　　第1ステップ：CBMシステムの構築と運営

　である。設備管理の方法を画期的に革新し、

　不要の仕事や突発的な業務を発生させない

　　第2ステップ：プラント・設備の寿命延

　長、エネルギーコスト低減などである。CBM

　化による寿命の適正化や、プラント・設備改

　善による寿命延長、設備稼動点の適正化（最

　適稼動効率による運転）などが含まれる

　　第3ステップ：以上の総合システム化

　最適資産管理の総合システムは、「PAMシス

テム」として、欧米ではその思想が定着化しつ

つある・その1つの例として、図表一13にARC

Autom＆ionNewsによるPAMシステムの年度別推
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図表一14　TBMとCBMの違い 図表一15　CBMの導入プログラム

「丁．㌧予防保全をしても、常に“ある程度の故障”が発生

・②予防保全によって、一時的に故障率が上昇

「3 保全周期が統計的に決定→オーバーメンテナンスになりがち

④複雑な機械に対して効果が少なく、適用できる機械（摩
　耗劣化型）の割合が少ない→約10％

⑤定期的な予防保全は、生産性（Availability〉を阻害

丁）定期的に状態観測（診断）を実施

→結果に基づいて保全の必要性や時期を決める

、2』 定期的に実施されるのは状態観測（診断）

→メンテナンスは、診断結果が必要性を示したとき随時

1
、
3 定期的な状態観測により劣化が生じていないと判断

→設備の運転はそのまま継続

1を設備を統計の対象としない

；設備を個々に観測して、決定論的にその信頼性を判断

　移予想を示す、、年率10％近い成長が予測されて

　いることがわかるだろう，，

　　重要なことは、第1ステッブのCBMシステム

　ができていなければ、第2ステップ、第3ステッ

　プは達成できないという点にある．

、賎喜Mシステムの構築

　一辱互

　資産の最適活用には、ブラント設備の状態を

監視・把握および解析することが重要である。

それを具体的に行う方法がCBMである。

　（1）CBMの特徴

　CBMの特徴を明確にするために、TBMと比
較してみよう（図表一14）。

　TBMは多くの場合、結果の定量的な記録を残

す仕組みになっていない。また、経時的な劣化

程度も不明である。このため、メンテナンス結

果から』』次の飛躍につながる価値”を生み出せな

いのだ。

　そのうえTBMをいつ行うかについては、設計

時点の寿命予測や過去の経験から決められてい

る。しかし、それが実際に正しいかは定量的な

記録がないので検証できず、それを変更する根

拠にも乏しい・，このため、旧態依然とした管理

がまかり通ってしまう。これでは、総資産利益

率の向上にはほど遠いといわざるを得ない。

　CBMはTBMのこうした弱点をちょうど反対

にした強みを持っている，総資産利益率を画期

的に向上させる管理方式がCBMなのだ・、

　（2〉拡大するCBMの適応領域

　劣化状態が時問軸とともに変化せず突然故障

するような設備や、CBMに要する費用よりも更

新などの費用が安価な設備には、CBMを採用し

ないことが普通だ．典型的な例は、電子部品や

蛍光灯であろう ，

　しかし、設備の劣化を表す状態量は1種類で

はない，．このため、新たな観測・評価技術の開

発や信号処理技術の格段に進歩とともに、CBM

が適応できる領域は、事実広がっている。CBM

化は今後さらに加速されていくと予測されるゆ

えんであろう。

　（3）CBM導入プログラムと設備一括診断

　CBM導入のプログラムを、図表一一15に示す，，

　同図の上から順に仕事が流れている。最後の

「診断の評価」の結果により、CBMシステムが妥

当であれば「設備診断」に戻って実務を繰り返

す．しかし妥当でなければ、「CBMシステムの
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図表　16　トラブルに対する影響度合いの評価

製品二」
、

誰備

図表一18　PAMシステムの概念図

人

安全上の影響

時間上の影響

　　　　り　　　　　費用上の影響

れ
失

質

遅

損

品
期
産

　
納
生

曳
　

　
ロ
　
　

事昏公

修復時間

修復費用

図表　17　RBlのブロセス

重要度大の設備の定義

　　　　↓

　定性的リスク評価
　　・損傷モード
　　・損傷原因
　　・損傷の影響度

　　　　↓

　定量的リスク評価

　　　　↓

リスクの達成目標値

　　　　↓

リスク目標値に合致する
検査プログラムの選定

知識の更新

構築」またはそれ少リ、前に戻り、計画の見直しを

実施する。こうした ・連の診断業務を、当社で

は「設備一括診断」と呼んでいる
、

躍M男騒欝篭雛編，、
ントを掲げておく ；

，

・最適な状態計測技術、計測内容、計測周期

　　・適切な基準値の設定

　　余寿命評価技術、評価方式の設定

　　異常値への対処方法

　　・CBMを実施するための現場の準備

　　　　戸「「　　　　納　　　　ず　ず　ず　　　　セ　ぬ　　　　ず　ず　ず　　　　セ　セ　セ
　　　　ル　セ　　　　ず　げ　　　　R■　「z　　・

　　　　　　ほ監il．望設備重要度と最適資源配分

　 　

設備管理に投人できる資源（入材、費用など）

には限りがある，、これらを合理的に最適配分す

ることが、経営Lの重要課題である．．このた

め、各設備には重要度に1，じじた設備管理を実施

する必要がある，

　設備の重要度は、トラブルに対する影響度合

いの評価で決まる、・影響の種類としては、安全

L、時問 ヒ、費用Lなどがあげられる，そうし

た考え方の例を、図表一16に示す。

■期待されるRBlの普遍化

　重要度による評価を定量的に与える方法とし

て、RBI（RlskBasedlnspection〉が研究されてい

る、 RB【手法としては、ASMEのWOG手法・
EPRI手法やAP置581などが有名だ、、前者は、米国

中心に原f・力発電プラントで、後者は精油所な

どで採用されている．図表一17にRB匹のプロセ

スを示す 、RBIは、現段階は試行の域にあるが、

事例を積み重ねての普遍化が望まれている、、

PAMシステムとは

　PAM（PlantAssetM乙tnagement）システムは、総

合資産管理のシステムだ。従来、個別のシステ

ムであった設備診断システム、ブラント制御シ

ステム、保全情報管理システムを 一元化した。

これに設備診断情幸1乏を加え、生産情報・システ

ム情報などを設備管理に活かすことによって、

より効果的な資産管理を目指したシステムであ

る、．その概念図を、図表一18に示す，一

　しかしPAMシステムの現状は、設備診断シス
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図表一19　「e一メンテナンス」システム

　サ　　
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診断センター

遠隔監視部 高渡テータ鰐析部

傾何管理部 効率性能解析部

精密診断部 ヂータ讐理E〉B

改善方式選窟部 寿命予測部

Web　Sen’er

保全情報部

針醐保全

　墓
無業務

ん．
ノ

　計画保全実施提案

実施業務

　テムに保全情報管理システムの一部の機能を付

　加したものが主体であり、比較的軽装備のもの

　が多い。

　　そこで当社では、より効果的な資産管理の

　「仕組み」とするため、「e一メンテナンス」システ

　ムを構築して提案している，

篭二、

專塁『e一メンテナンス』システム

　　図表一19に示すものが、「e一メンテナンス」

　システムの概要だ。総資産利益率の向上には、

　IT化が不可欠である。IT化の浸透に従って、知

　識の集約が加速する ，このため、CBMの技術レ

　ベルが飛躍的に向Lしていく。

　　前述した「設備 一括診断」のツールとして、「e

　一メンテナンス」システムが活用できるのだ，

　　（1）　「e一メンテナンス」への二一ズとコン

　　　　セプト

　　どのような環境下においても、企業の競争力

　は品質、コスト、技術にある。しかし、少人化

　が進む一方、かつてないスビードとフレキシビ

　リティが要求されている現在、競争力をどう追

求するかが変わってきたL、かつて目∫能であっ

た、熟練した技術者、高度な専門技術を持った

技術者を潤沢に各現場へ配置することは、ほぼ

不可能に近くなったといわざるを得ない，，

　こうした環境ドで、企業、il場が生き残る方

策は次のように考えられる，、

①各現場へ配置した多数の専門技術者を、少

　数化して集中配置しても、現場が機能する仕

　組みをつくり上げること

②専門技術をアウトソーシングし、必要な機

　能を確保すること

■メンテナンスヘの強い二一ズ

　とりわけ、専門技術者の保有がむずかしく

なっているメンテナンスの分野で、こうした

二一ズが高まっている。これらの二一ズに対応

する技術は、遠隔診断技術（e一メンテナンスシ

ステムによる ・括診断）と、その結果を現場に

反映するリモートメンテナンス（e一メンテナン

スの機能）の仕組みであろう、、すなわち、

㊤遠隔地でも、設備状態が適切に監視できる

　こと

②監視結果を評価・診断し、必要で具体的な

　対策を提示できること
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図表　20　1丁化診断のための情報

＊連続運転設備で途中停止による損失大

突発SIDによる環境・安全問題大

③設備の最適運用・最適状態が実現できるよ

　うに、蓄積データを解析して各種の有効な改

　善案を提示できること

④必要に応じて対策を実行できる「仕組み＝

　現地実行体制」があること

などである。

　とくに③は、日本人がもっとも得意として競

争力の源泉としてきた「改善」であり、遠隔診断

においても必須の機能といえよう。この改善機

能がなければ、大規模化のむずかしい国内工場

は、いずれ海外大型工場にコストで席巻され、

保有技術者数の差から品質でも敗北し、存在で

きなくなる危険性が大きい。

　（2）IT化診断システムとして

　設備の“状態量”を把握する診断は、通常は診

断技術者が現地に出かけていって行う方法がと

られている。一般的な診断器の場合、それが普

通であった。しかし、IT化診断システムでは、

コストの高い診断技術者が診断システムを抱え

て現地へ出向く必要性は少ない（図表一19）。少

人化が絶え間なく進む昨今では、現地で必要な

業務は極力減らす必要がある。

　図表一20は、IT化診断の実施場所を表したも

のである。従来の診断は現地で行うものが多

く、コストがかさむわりに、診断レベルは診断

技術者の技術力で決まるというリスクがツキモ

ノだった。IT化診断システムでは、ほとんどの

業務が遠隔地にある診断センターで行われる。

このため、低コストで高い診断レベルを期待で

きるのだ。

ムなどにより設備状態を監視・

ターネットを通じて送信される。

　ユーザー側から連続的または定期的に送られ

てきたデータは、診断システム、エキスパート

システム、解析システムなどにより診断・評価

し、次期のメンテナンス内容を明確にする、、こ

れとともに、必要に応じ改善内容を検討して、

評価結果と改善内容をユーザーに対して提示す

る。

　回転機器の診断を例に取ってみる。ユーザー

設備が稼動中に診断する内容は、初期診断、定

期診断、異常診断、分解整備前後診断、性能診

断などである。初期診断では、主として初期

データの採取、適正・不適正設備の診断を行

う。また定期診断では、状態傾向、正常状態の

確認などを異常の有無の評価とともに行う。

　遠隔診断のための主な技術は、振動法、AE

法、温度法、潤滑油法、赤外線法、各種非破壊

検査法など多岐にわたる。また、OSIなどの通

常行われている巡回点検のデータも、日常点検

管理システムを通して取り込めるので、点検業

務の大幅な効率化も図れるのだ。

　（4）　メンテナンス情報の保管

　メンテナンス情報は、生データで保管する。

一方、故障物理データは加工データとして残す

ようにする。典型的な例は、材料のS－N線図で

あるが、例として回転機器の劣化パターン図

を、図表一21に示す。

　同図表①は、各種・各サイズの回転機器が軸

受異常を発生してから、破損に至るまでの振動

　（3）IT化診断システムの構成

図表一19の下方は診断センター

におけるデータベースや解析シス

テム類を、上方はユーザー側のシ

ステムを表している。

　データは、ユーザー側の回転機

器診断システム、配管管理システ

ム、タンク底板診断システム、一

般静止機器システム、熱交チュー

ブ管理システム、電気ケーブル診

断システムおよび計画保全システ

　　　　　　　　言己霊羨し、　イン
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図表一21　ころがり軸受の劣化曲線

①実測データ
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の大きさを実測したデータを、横軸を時間軸と

して表したものだ。この方法では、測定したす

べての台数分の線が描けてしまい、実績データ

ではあっても、次からの評価に役立てにくい。

　これらのデータを1次加工したものが、同図

表②である。これは、振動の大きさを、変化点

からの倍率に無次元化処理したものだ。DN値

をファクターとしてまとめることが可能であ

り、各種回転機械の診断評価にも役立てること

ができる。

　このように、データは加工して保管・補強

し、寿命予測などの判定材料として活かしてい

くことが重要である。

　（5）　リモートメンテナンスの実施

　遠隔診断の結果に基づき、現場の改善と補

修・整備を行う実施部隊が必要である。その方

法として、「ユーザーが直接行う」「ユーザーが

　保全協力会社、メーカーなどに発

　注して行う」「メンテナンスのアウ

　トソーサーが代行する」などがあ

　げられる。

　　しかし、必要技術の確保とコス

　トの両面から、アウトソーシング

　が注目を集めている。アウトソー

　シングがこれからのメンテの主流

　になるだろうことは、すでに述べ

　てきたとおりである。

、慶・貌

講董近宋来の課題

　　本論のコンセプトは、「CBMの

　推進」「改善による寿命延長」「PAM

　システム」であり、それによる「資

　産の最適活用、総資産利益率アッ

　プ」である
，

　　また、その具体的推進法とし

　て、「設備一括診断」とそのツール

　である「e一メンテナンスシステム」

　を提示した，、これらは、現時点で

　設備管理の分野では最先端のコン

セプトであろう 》

　しかし、将来に向けての課題もある， メンテ

ナンスのコア・コンピタンスを伸ばしていく方

向性として、次のような課題を参考にされた
いこ，

　（1）診断技術の開発に抜けてきたこと

　診断技術は精度の向上を図るため、より局所

的に、より微細にその技術を開発してきた・

　これはきわめて重要なことであり、技術的に

は必然的なことである、、しかし、そのために人

問がもともと身に付けている、全体を把握し問

題点をグローバルに見つけ出すような技術開発

には、あまり関心を示してこなかった。

　たとえば、高圧ファンの基礎改善やメカニカ

ルシールの寿命延長対策は、局所的な技術では

対応できないものである。こうした反省に立っ

た技術開発が必要となってきている。
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■近未来の診断は、グローバルと局部の組合わせだ！

　ところで、情報技術の進化は、膨大な情報か

ら必要な情報だけを巧みに抜き取り、それらを

加工・診断する、いわゆるカクテルパーティ効

果を実現するところまで到達してきたように見

える。

　こうしたグローバルな診断と、これまでの局

部精密診断との組合わせ診断が、今後の設備診

断の主流となっていくのではないか。

　すなわち、グローバル診断で全体の劣化兆候

やその他の異常兆候を、オーバーオール的に把

握する。そして、何らかの変化の兆しを検知す

れば、』』その部位に対して”変化を正しく検出で

きる状態量で、精密に診断を実施する。

　とくに、頻繁に行われている正常確認点検や、

人間が容易に近付けない設備の検査や膨大な量の

設備などの管理について、近い将来、グローバル

診断化が実現するであろうと思われる。

　とくに注目できる状態量の対象としては、音

響、赤外線、レーザー、画像、AE、超音波、渦

電流などがあげられよう。

　（2〉開発はコラボレーションがキーワード

　　になる

　過去の技術開発は、日本の社会構造そのまま

に“縦割り”によるものであった。分野が異なれ

ば、たとえ他の分野ではかなり過去に常識と

なった技術でも、新技術として通用することが

少なくなかったのである、，コンクリートの診断

技術開発における信号処理技術などは、その典

型といえるのではないか、，

　こうした弊害を取り払い、分野をまたがった

技術の融合　　コラボレーションがこれからの

課題といえる。

　そして、その取組みの中心になり得るのは、

開発目的・二一ズを明確に押さえ、開発コンセ

プトを明示できる機関である。開発に当たるエ

ンジニアは、これを目指したいものである。

　（3）低コストセンサーの開発が急務だ

　設備管理における根本的な問いかけは、すべ

ての設備の劣化傾向と劣化速度を十分把握する

ことが、本当にできるのかということである。

　絶え問なく行われる製品品質の改良、製晶白

体の変更や能力変更、そのための小改造…。こ

れらによって、予測外の設備トラブルの危険は

常々つきまとうものだ、、

　したがって、すべての設備に及んだ「情報の

網羅性」が求められるといえる。そのため、低

コストで多機能の画期的な連続検知用センサー

の出現と、その信号処理技術の開発が望まれて

いるのだ（、

　（4）企業合併に勝るメンテナンス技術の統合

　メンテナンスのIT化は、物理的な距離を大幅

に短縮する、しかし、少人化が極限まで進んで

くると、同・敷地内の二1 二場内でも個々の運転

員、保全員にとっては、離れた設備は遠隔地に

あるのと同様である。

　当社でも、携帯モバイルによって遠隔地工場

の設備状態をリアルタイムに入手するシステム

を開発・実用化しているが、こうした技術はさ

らに急速に普及するだろう。

　すでに述べてきたとおり、IT化は情報を集約

化し、より適切な設備管理情報を提供してくれ

ることになる ，日本の製造業は、こうした真の

意味でのIT武装を加速して国際競争力を回復

し、国内生産を継続してほしいと願っている。

　そのためには、企業合併よりも、設備管理と

メンテナンス技術を統合する方が、より短時間

で具体的な成果を生み出すかもしれない。
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