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環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている。また、今世紀には
従来の生産プラントの保全管理に加えて、公共インフラ設備が保全の時代に突入するといわれており、lT時代の到来とあいまっ
て、遠隔保全（Remote Maintenance）を中心とした新しい保全技術と設傭管理ソリューションの様相が一変しつつある。本連
載では、「保全管理システムCMMSの進歩と企業資産管理システムEAMの登場」「予知保全技術の進展とプラント資産管理シス
テムPAMへの進化」「最新の設備診断関連技術の進歩と市場拡大」と論を進めていく。まず、欧米における最新の設備管理ソリュ
ーションであるEAM（Enterprise Asset Man8gemen1）の進展状況を紹介する。

CMMSが「企業資産管理システム（EntcrpriseAsset

一一一一

7．設備曽瑠の歴史と現況1）
一一一一一一一一

MamgemenピEAM）」へ・cBMが「プラント資産
管理システム（P1汕1tAssetMmagemen1：PAM）」へ

本論に人る前に、わが国の設備管理の歴史を

と進化して、現在に至っている。

概観してみる（図表一1）．1950年代の初めに■平
防保全（Preventive

Mainte−1ance：以下、PM）が導

本連載では、これらメンテナンス関連ソ
リューションの現状と最新の話題を紹介する。

人されたが、60年代後一半から70年代初期に、そ

の欠点を是正する目的で、現在の主要な保全方

2．PMとその基本思想

式となっている「全員参加の牛産保企（Total
ProductivcMain1emnce：TPM1〕」「予知保令方式
（Predictive

Maintenance／Condition

Based

2−1 PMの定義
戦後導人されたPMは、次のように定義され

Maintenance：CBM）」および「信頼性保全

る。『運転中の機器またはシステムの機能を維

（1Re1iabilityC㎝teredMaintenance：RCMl）」が開発

持するために、事前に計固された特定の範囲に
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対して定められた時間内に行う点検活動と保全
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図表一2

討されている「ブロアクティブ保

機械設備の時間的劣化特性を示すバスタブ（Ba1h−Tub〕曲線

全（ProactiveMainte㎜nce1PRMl〕」

や、H本における「改良保全」に通
じるものである。

日本における改良保全をCM

初期不良期

偶発故障期間

（幼年期〕

（冑壮年其月）

摩耗故障期
1老年期）

故
障
率

（C01TectiveMaint㎝ance）と訳すこと

があるが、これは1憤例に従った呼
び方で、本来は「事後保全（Break−
Down

Maintemnce）」を意味する。

使用年数

改良保全を．11iしく英訳すれば
Machinc Reliabili1y1mprovemen1by
DesignC11angeとなる．

図表一r

すなわち、改良保全の概念は止確には欧木に

存在せず、これが最近（後述するように、著者

日本における設備管理関連技術の歴史

1960〜70年代
「．予防保全方式

は改良保全を進化させたものと思っている1）故

（Preventive Maintenance1PM〕
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障原因除・去型保全というべき「プロアクティブ
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テイブ保令（PRM）」に発展する、当時としては
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これに対して「事後保全（Corrective
Maintenance＝CM）」とは、『故障または機能不良
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2−2 PMの基礎理論とその問題点2＝』
PMは、設備が絢卜宇的に劣化するというバス
タブ山線を前提としている（図表一2），、すなわ

ち、基本的には保企対象となる設備機粋の故障

率が、バスタブ山線の右上がりの年齢依存型特

ている、。

性を有するときだけ意味を持つ．二
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次節に紹介するように、予防保全の理論的根

信頼度Rωを秒犬母数を持つワイブル分布と

拠を与える研究が行われてきたが、これらはす

仮定すれば、（2）式を数値的に解くことができ

べてバスタブ曲線が前提である。しかし、この

る。

劣化は時問的なバラッキが大きいため、PMで
は定期点検や分解検査が重要視されてきた。

最適な保全周期や点検周期は単位期問の総合

当然ながら、（2）式の解が存在するのは、以
下の場合となる。

劣化特性が年齢依存型であること

保全コストCω（事後保全コスト十予防保全コ

予防保全コストが事後保全コストより安い

スト）を最小とする保全周期丁である。

（C・＞q）とき以外は解が存在しないこと

対象設備の信頼度関数を尺丁、、事後保全コス

図表一3は、総合保全コストC、。jを評価関数と

トをC。、予防保全コストをC、とすれば、次の

したときの、最適予防保全周期を示す。同図表

（1）式を最小とする周期丁出として求められる。

から、予防保全が意味を持つのは劣化特性が年

α（1一κ（τ）〕十C、刷τ）

齢依存型であること、つまりα＞1が必要であ
ること。そうでない場合は、最適保全周期肋汀

c（γ）＝

丁

∫、舳〕

（1）

→oo、つまり「予防保全しない方が儲かる」こと

（1）式を最小とする保全政策が最適保全政策

であり、最小とする肋言最適保全周期である。
（1）式から、次の（2）式を得る。

を意味している。

このように、PMにおける保全周期や点検周
期などの基本政策が、理論的に計算可能となっ

たが、これはあくまで設備の劣化特性が摩耗型

Cρ／α
λげ〕τ一」1一則τ）｛＝

（2）

1■cρ／cわ

であること

言い換えればハスタフ曲線が右

上がりであることを前提としている。
図表一3

総合保全コストと最適保全周期

ところが、米国・NASAのMSG（Maint㎝ancc
SteeringGroup）の調査によると、機械設備の約

89％がこのような時間依存型の劣化特性を示さ

生
涯
保
全

ず、古典的なPMは理論的に適用不可能となっ

た。すなわち、図表一4に示すように、古典的
PM理論によれば89％の機械設備に対して、最
適保全周期τはト糊となり、予防保全しない方

コ
ス

卜
C（τ）

が儲かるということになる。

このような予防保全（PM）の本質的欠陥を克

／最遭更新時期
τ廿

服するために、予知保全（CBM）や信頼性保全
（RCM）が誕生した。この問題をCBMやRCM、

設備更新時期τ［年］

または改良保全の欧米版である「プロアクテイ
図表一4

89％の機械設備に古典的予防保全は無益1？

ブ保全（PRM）」を用いて、いかに解決していく

かについては、本連載で改めて詳述する。

89％の機械設備の最適保全政策は保全しないこと！

故障率

3．生涯保全工学

〃CLCε）9」

80年代から、「設備のライフサイクルコスト
（L此Cyc1eCosting：LCC）」が盛んに議論される
ようになった。
時閤［年］
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図表一5

ライフサイクルメンテ
ナンスの概念
運転保全段階

製作据付け試運転段階

計画段階

研究計画設計 製作据f寸け試運転 運転保全1 運転保全2 運転保全3
（初期故障期）（偶発故障期）（摩耗故障期）

欝

f』

↑ 一
u F一
再生加工段階

廃棄段階
廃棄

再生
廃棄

撤去工事段階

溶解原料化部品馬生部分再生全体再生仕分け運送撤去工事

廃棄

・（3）

LCC＝C＋P．C

全工学（Maintenancc CenteTed Life Cycle
EngineeringピMCLCE）」として、また環境分野
では「ライフサイクルアセスメント（LifeCycle

ここで、ポンプの取得価格Cjと故障確率P

AssessmenピLCA）」として導入が開始された。

は、後述する安全指数（Safe1ylndex）により次式

周知のように、LCAは環境分野で家電などに実
用中であり、MCLCEは関連学会で研究が進行

で表せる。

中である。

C＝20exp（O．223−3〕

・一古…（一÷）

図表一5の生涯保全コストが最適となる保全

（4〕

活動を支援する技術体系が、生．涯保・全工学であ

る。生涯保全工学では、次式で定義される生涯

「リスク管理工学（Risk

Management

保全コストが最低となる保全政策を追求する。

Engincering）」や「設備診断技術（CDT）」の分野

すなわち、『生涯保全コスト＝取得コスト十保

で、従来の安全率に代わって導人された安全指

全コスト十運転コスト十エネルギーコスト十環

数と呼ばれる母数（Parameter）であり、次節（次

境コスト十廃棄再生コスト』を最小とする最適

号掲載）で示す（8）式の∫1と同じである。つまり

保全政策の研究が続けられている。

（8）式でβ＝∫1と置いたものである。

ライフサイクルメンテナンスの立場に立った
保全最適化理論は、筆者が過去2年問、東京大
学大学院で主査として参画したメンテナンス研

り、最適な設計安全指数βと故障確率、取得価

格、期待ライフサイクルコストなどを求めるこ

究会C分科会の研究報告に詳しい〕＝。ここでは、

とができる。

宇宙ステーションのポンプの、ライフサイクル

このように、リスク管理工学や設備診断技術
で開発された計算法を逆輸入することで、設備

保全モデルを紹介する。

ポンプのライフサイクルコスト（LCC）は、取
得コストC、古女障確率片、古父障による手員害C・を

用いて、次式で表せる。

（4）式を（3）式に代人して微分することによ

のライフサイクルの言平価が可能となった。
※木丈1いにi一」

記されている参

考文1猷については、次川二まとめて紹

介する
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環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている。また、今世紀には
従来の生産プラントの保全管理に加えて、公共インフラ設備が保全の時代に突入するといわれており、lT時代の到来とあいまっ
て、遠隔保全（Remote Maintenance）を中心とした新しい保全技術と設備管理ソリューションの様相が一変しつつある。本稿

は、欧米における最新の設備管理ソリューションであるEAMの進展状況を解説する「保全管理システムCMMSの進歩と企業資
産管理システムEAMの登場」の後半である。

これは、起こり得る故障の

4

リヌクを基準とした保全の書完方4〕5〕

①発生頻度（OccurrenceRanking）：0
②結果の重大さ（Se．erityRanking）：8

4−1

リスクとは何か？

③診断の容易さ（DetectingRanking）1D

リスク評価に基づく保全方式の研究が、アメ

を、それぞれ1−1Oの数字で表して、その積和

リカ電力研究所（EPRI）を中心に進められてい

で当該故障のリスクから見た故障の重大さの尺

る。その結果、原子力発電所や軍用機器の保全

度とするものである。

に大きな効果を上げている1コ21。

すなわち、リスク積和（㎜N）は、

リスクは、当該故障の生成確率：月と、それ
による損害の大きさ（結果の重大さ）：cの積和

〃

R・N一Σα×・1×D1……・・…・・……・…・…（・）

〜＝1

として、次のように定義される。

で定義される。

〃

Ri・・一Σp1×C……………・・…・………（・）

j＝1

4−3

ここで計算されるリスクに応じた保全や点検
を行うのが、リスク基準保全（Risk−Based

安全率（SF）から安全指数（S1）へ

周知のように、従来の設備設計においては安
全率（Safety

Factor1SF）が用いられてきた。

Maintenance：RBM）の基本的な考え方である。

4−2

8
SF＝一一……………・一……………・・…・（7）
L

リスク積和によるリスクの評価

リスクは（5）式により定義されるが、より現

場的な評価尺度として、リスク積和（Risk
ProductNumber：RPN）がある。
56

ここで、8＝破壊強度、L＝負荷

これは、強度（s）や負荷（L）のバラツキなど

が考慮されておらず、技術的にきわめて不十分
Plant
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である。

な設計指標である。

これを改善するため、リスク解析においては
次式で示される安全指数（Safety㎞dex：SI）が使
用される。

図表一7は、同じく米国の原子力発電所にお
けるRBIによる検査コスト削減効果である。対
象設備1，2ともに検査コストが3分の1以下に削
減きれている。また、図表一8は同所で㎜；Iを用

S1＝、一

fム

∫

・（8）

〉σ、j＋σj

いて、検査作業員の放射線被ばく量を削減した
例である。

S1は、設備診断技術の開発当初から筆者が正

このように、RBIは原子力発電所などの重要

常分布と異常分布のかい離度の尺度、つまり診

設備の保全管理、安全管理、環境管理に大きな

断精度の尺度として、「識別指数」の名のもとに

成果を上げつつある。

実用してきた式と同一である。
これが安全指数（SI）としてリスク管理工学に

このSIを用いて、強度や負荷の変動やバラツ

60の数40
20

キを考慮した、合理的なリスク評価および設計
手法が開発されている。

﹁OO検査80個所

しい限りである。

﹁20

的な設備の強度設計を可能としたことは、喜ぱ

﹁40

逆導入され、これにより危険率を顧慮した合理

RBlによる原子力発電所検査個所数削滅の実例司二

図表一6

0

4−4

リスク基準検査（RBl）の効果実例

1

2

3

4

5

検査設備番号

リスク基準保全の考え方を用いて効果的な検
査を目指す方式を、リスク基準検査（Risk−Based
InsPection：RBI）というo

リスク管理に基づいて、経済的な予知保全
（PredictiveMa㎞ten㎜ce：PDM）を目指すのが欧米

の設備管理の動向といえる。

図表一7

値万ドル）
1．4
1．2

図表一一6に、㎜Iの考え方を採用して、原子力

RBlによる検査コスト削滅効果4＝

検1．O

口RB1採用前
■RB1採用後

査0．8コス0．6

発電所の検査個所を削減した実例を示す。設備
1−5のうち、いずれも検査個所が4分の1以下に
削減されている。

ト0．4
0．2

0

これはリスク管理工学の手法に従って、各主

設備1

設備2

要機器の検査個所ごとの定量的リスクを計算し
て、リスク積和（㎜〕N）によりリスク管理の見地

図表一8

RBlによる検査作業員の被ばく量削減4ヨ

から見た設備重要度分類で、検査個所を取捨選
択した結果である。

この考え方は、現在のあらゆる設備管理活動
に応用できる。つまり、「故障をゼロにする」必

要はなく、「故障による損害をゼロにする」努力

をするべきである。設備管理においては、故障
そのものが困るのではなく、「故障による損害
（つまり定量的リスク）」があってはならないの
Plan1Engineer

Sep．2001

57

これまでの説明で、「信頼性保全（RCM）やリ

設備故障を回避するという理由でCMMSが優先

スク基準保全（RBM）は、非破壊検査を含む広義

されるが、これは企薬資産を最適に活用すると

の設備診断技術（CDT）を、いかに効率的・経済

いう企業目的に合わない。

的に適用するかという方法論を提供するもので

EAMはこれらのバッティングを回避し、企業
資産を最適に活用することで、資産の投資回収

ある」ことを認識されたと思う。

今後、予知保全（CBM）を経済的に導人して実

用するために、RCMとRBMの基本手法を適切
に採用しなければならない。

（Retumofasset：R0A）を最大化することを目的
としている。

EAMソリューションを使用していると、とに

設備診断技術（CDT）は、その名のとおり「技

かくROAという言葉が頻出する。EAMはシス

術」であるから、それが効果的であるかどうか

テム最適化埋論を用いて、生産品質情報と機械

は使い方

状態情報を基本にした、ジャスト・イン・タイ

つまり「RCMとRBMの基本手法」

による適切な診断設備や診断箇所の選定、およ

ム保全（juSt−in−timemaintenanCe）を目指したソ

び診断頻度の決定にかかっている。

リューションシステムである。

5

設備保全シヌテム（CMMSフから企
業資産嘗理システム（εA〃）へ

言い換えるとEAMは、企業業務を従来の製品
中心システム（Pmducトcentricview）から、プロセ
ス・設備中心システム（Process−orasset−centric

5−1企業資産管理システム（EAM）とは何か

VieW）に変更しようとするソリューションであ

（1）

る。

CMMSからEAMへ

一部の読者は気付いていると思われるが、現
在、欧米のソフトウェアベンダーは従来の「設

備保全システム（CMMS

lComputerized

（3）EAMおよびPAMの主要機能

図表一9に、EAM／CMMSシステムとPAMシス
テムの位置付けを示す。ひと口でいえば、企業

MaintemnceManagementSystem）」を、「企業資産

資産管理システム（EAM）は設備管理コンピュー

管理システム（EAM：Enterprise

タシステム（CMMS）が進化したものであり、プ

Asset

Mmagem㎝t）」と改称し始めている。

ラント資産管理システム（PAM）は予知保全コン

この理由は、製品の製造やサービス提供に必

ピュータシステム（CBM）が進化したものであ

要な、すべての企業資源を有効に活用するた
め、多くの欧米の生産工場が、企業資源計画シ

る。

ステム（ERP：EnterpriseResourcePlaming

理に必要な、

したがって、EAMの主要機能としては保全管
設備ドキュメント管理

System）を採用していることによる。
（2）CMMSとEAMの整合

保全スケジューリング

これらのシステムは当然のことながら、受注

保全工事発注

から出荷に至るすべての企業活動と密接な連携

都品在庫管理

が必要である。しかし、従来の保全管理システ

・購入資材管理

ム（CMMS）は、設備管理部門が主として保全業
務を効果的に管理するために使用されてきた。

典型的なCMMSは、企業の企業資源計画シス

保全修理履歴管理
統計的予測

などのほか、上位システムERPとの連携および

テム（ERP）とは独立して運営されている。その

整合機能、最適保全方式や最適保全時期決定の

ため、CMMSとERPの整合をとるためには、手

ための支援機能などを具備する。

動によるバッティング回避（toavoidco㎡icts）が

（CBM）の進化したものであるから、

必要である。

点検検査計画の作成機能

全社ERPとCMMSがバッティングした場合、
58

一方、PAMは予知保全コンピュータシステム
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いうまでもなく、今後の資産管理には遠隔広

オンライン設備監視

オンライン品質性能監視

域性が必須である。ここでは、産■業機器メー

オンラインデバイス監視

カーの全設備ユーザーに、Wcbサービス会社の
Web関連ソリューションを活用して、顧客の産

オフライン｛二検
・警報応答

業用保全プロジェクト（B

・校正管理

Maintenance

u

s

i

n

e

s

s−B

a

sed

Prqiect）の収益性を高めようとして

などを主機能として持つ。
1﹂

現在、欧米で実州中のE

A

図表一9

M／

EAWCMMSシステムとPAMシステムの位置付け

1
一

CMMSシステムとPAMシステムの
1一
■⊥■■ ︑Mシステムの︺に示す口三業資産管理シーEAM︶1一カーとWeb漣携して︑遠芋理システムlasedEnterprise︶供給を行う傾≠や制御機器シ︑ソフトメー

供給SCM

機能分担を図表一10に示す口

出荷SCM

主生産ライン（EPR〕

5−2遠隔広域企業資産管理シ
ステム（Web−EAM）
最近、産

業機器メーカーとWeb

サービスメーカーが連携して、遠
／Web−EAM：Web−based

EAM／CMMS

生産管理システム（EPS）

隔広域企業資産管理システム
Enterprise

AssetManagement〕の供給を行う傾
向が見られる。

産■業用の電気機器や制御．機器シ
一ビス会社が︺設備
すなデバイス︑予一クルの収益性人とするWeb一⊃ている︒

協同で、フロセスや設備

PAM

ライン制御システム

ステムメーカーと、ソフトメー
カーといったWebサービス会社が
すな

わち構造物、機械、デバイス、予

ライン品質計測と設備状態監視診断〔P1ant

Measurements

and

Condition

Monitoring）

備部品のライフサイクルの収益性
（profit與bi1ity〕を最人とするWeb−
一

EAMの供給をねらっている。
；ドキュメント管理機能（Document

Management）

O

機能

保全スケジュール（Maintenance
工事発注1Work

Order

Schedu1ing〕

○

Processing）

○

O

部品在庫管理（Parts1nventoα）
資材購入システム接続（Purchasing

System

保全修理履歴（Maintenance＆Repair
統計的予測（Statistical

lnteraction）

P1anning〕

オンライン設備監視診断（RealTimeConditionMonitoring）
オンライン品質性能監視1Real

Time

Peけormance

Monitoring）

オンラインデバイス監視（Rea1TimeDeviceMonitoring）
オフライン点検機能（Sampling
警報応答（Alarm

○

○

O

O
O
O
O

lnspection〕

Response）

校正監視（Calibration

○

O

History）

Prediction）

点検検査計画機能（lnspection

○

EAWCMMSとPAMの

・

図表一10

○

O

Monitoring〕
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図表一11

EAWCMMSの市場予測7コ

図表一12

EAWCMMSのソフトウェアおよびサービス

の需要予測7、

（百万ドル）

3．00
2．50

（百万ドル〕

2000

需2・00
要1．50
額1．00

需

ソフトウェア

1500

要1000
額

0．50
0．00

サーピス

500

r99920002001200220032004（年度）

0

199920002001200220032004（年度）

いる。

これはもちろん、従来の意味での設備管理
5−3

サービスや保全修理サービス（人貸業的な保全

EAM／CMMSの市場予測7〕

作業）を指しているのではない。設備管理や保

（1）年16％の伸びが予測されるEAM市場

企業資産管理システム（EAM）と、その前身で

全技術を、EAM／CMMSの名にふさわしいソ

ある保全管理システム（CMMS）の市場には、従

リューションととらえた市場予測であること

来の保全管理システムの専門ベンダーのほか、

を、とくに強調しておきたい。

重電機器メーカーや計装制御機器メーカーも参
入して、激しい競争が展開されている。

この予測の成否は、生産プラント企業および
ベンダー白身の努力にかかっている。

その理由はIT時代を迎えて、
次回は、欧米における設備診断技術（CDT）と

設備管理や保全管理の遠隔化
・設備管理や保全管理のアウトソーシング化

予知保全（CBM）戦略を核とした「プラント資産

設備管理や保全管理のソリューション化

管理システム（PlantAssetManagement）」の進展状

公共施設の保全時期への突入
といった、最近の設備管理分野の世界的動向を

況を紹介する。
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言曼備言多断シリーズ・全5誉』ll」lPM

1ほか．、、．、

環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている・また・今世紀には
従来の生産プラントの保全管理に加えて、公共インフラ設備が保全の時代に突入するといわれており・lT時代の到来とともに・
実用中の予知保全（Condiiion B8sed Maintenance1CBM）ソフトも、遠隔保全管理技術（RemoteMain−enance Management）

関連技術と最適化ソリューションを包含したプラント資産管理システム（PlantAsse1Management1PAM）へと進化しつつあ
る。本稿では、予防保全／Preventive Main1enanoe：PM）の持つ理論的欠陥と、それを克服するために誕生した予知保全
（CBM〕、および信頼性保全（RCM）について概説する。

障が、定期修理作業後の1週問に集中している
ことがわかる。また、いったん安定したと思わ

7．予防保全（P〃）の周題点

れる機械が、大修繕後1ヵ月程度でまた故障し

1−1PMの問題点
はじめる（理由は、いまだもって不明である）の
1960年代当初、米国においては航空機の大型
は、保全の現場担当者は感覚的によく理解でき
化と整備量の膨大化により、信頼性および安全

ると思われる．

性確保に苦慮していた。
また、鉄鋼業、石油化学莱、電力業界におい

筆者が現役時代の経験でも、定期保企の終r
後1週問は、保全担当者は外出禁．ILで異常発生

ても、生産設備の大型化、複雑化、高速化に伴
い、予防保全作業量と保全コストが限界に達し

に備えたものであった1
つまり、故障を予防するための定期予防保全

ていた、、

が、逆に故障を増加させる原因になっている疑

さらに、上記の設備の変化に伴い、突発故障

いがある。

による．生産損失は非常に大きなものとなってい

た。しかし、莫大な予防保全コストにも関わら
ず、突発故障は増加の一途をたどっていた。

1−2現実の機械部品の劣化特性
第1回で述べたように、PMの基本哲学は設備

「予防保全（PM）は、本当に設備の信頼性向上

劣化を示すバスタブ曲線である（図表一2）。

に有効なのか」「定期オーバホールが逆に故障を

PMが有効であるためには、故障率が時間と

増加させる原因になっていないか」 このよ
うな現場管理者の根強い疑問に答えるために、

ともに増加する時間依存型劣化特性である必要
があるが、現実の機械部品は本当にバスタブ曲

米国の火力発電所で調査された記録が図表一1
である。

線のような劣化特性をしているのであろうか？
これは、永年のあいだ世界中の保全担当者が

同図表からは、驚くべきことに58％以上の故
58

等しく持ち続けた疑問であった。
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図表一1

2．従来のPMぽ膏害無益
故

火力発電所の定期修理後の故障発生状況

2000

障「500

2−1MSGによる機械部晶の劣
化特性調査
こうした現場の保全担当者の疑
問を解明するため、．専門家による

時

間「000

秀500
0

r

r

閤

2

週

プロジェクトチームMSG

1

（MaintcnanceStechngGmup）が編成

週
閤

された。そして、まず航空機用機
械部品の劣化特性調査を行ったと

図表一2

2

3

1

3

週
間

1

4

週
闇

1

1

2

力
月

2

3

壬

力

力
月

以
上

3

月

設備のバスタブ曲線

ころ、当時の保全担当者にとって

驚くべき調査緕果が出たことは第
初期不良期

1回でも触れた。実に89％以上の
航空機用機械部品の劣化が、時問
依存型（Age−RelatedDeterioration）で

1幼年馴

偶発故障期閤

摩耗故障期

（青壮年期）

（老年期）

故
障
率

なく、従来の1持間基準予防保全
（TBM）では効果がないことが判明
したのである（図表一3〕．

同図表から、

使用年数

①4％以下の機械部品の劣化特
性が、古典的なバスタブ曲線に

図表一3

航空機用機械部晶の劣化特性2）

従う

②劣化曲線に、摩耗領域（aging
region）を持つ6％である賄線A・

B、直線増加型の曲線Cも摩耗型

11％の部品が
定期予防保全可
能な劣化特性

と見なせば、ll％の部品が年齢

□｝＼
2％
5％
7％

依存型劣化特性となる

③逆に、89％の部品劣化特性は
年齢に依存しない。有効使用期

。
B

「4％

C

間内では故障率は一定、つまり

故障は偶発型であることがわか
る（曲赤泉D・E．F）

④72％の機械部品が初期不良特
性を持つことに注目したい（曲
線A・F）。この劣化特性を持つ

89％の吾庫品は

定期予防保全
（TBM）では効

D

果のない劣化特
性

68％

E

・機械に対しては、定期保全がか

えって故障を増加させるという
ことになる

F

⑤72％の機械部品（曲線A・F）に

対しては、設傭診断技術による
Plan1Engineer

Oo一．2001
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図表一4

図表一5米国における機械劣化特性の調査結果

68％の機械設備（曲線F）の最適保全は無保全
68％の機械設備の最適保全政策

は保全しないこと！

口偶発型劣化特性（％〕
口日書間依存型特性（％〕

故障率
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製造■1■≒質診断もしくはr事診断が重要である
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8
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7
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調査年度

ことを示している

そこで、木同のNASAを中心とした保全閑連

ilβllもっとも多く（68％）の機械部品が、初期時

点でパスタブ舶線と1司様な特性を示すが、決

組縞k体が、1978年、85年、93年の3回にわたっ

して年齢依存劣化領域を持たない（曲線F）こ

て同様の調査を行った、、結米は図表一5にホす

とがわかる、＝、つまり、68％の機械部品に対し

ように、68年の第1回調査糸、≡イ果を補強するもの

ては、予防保全は無益（故陳を減少きせない）

となった．いずれも占典的なPMが効果を発揮

であるぱかりでなく、有害（故障を上憎やす）で

する機微設備の割合は、lO％内外であることが

あることになる

判閉したのである仁．

2−2

が前述のように89％を占め、l1上1時の保全担当者

68年のMSGグループの調査では、偶先故障刺
機械部晶の劣化は年齢に依存しない

結、論として、89％以．卜二の機械郁、品の劣化は年

を驚かせた。そして、第2回の78年の調査では

齢に依存せず、古典的な定1時予防保全は無益で

さらに92％の高率を∫］ミし、保全担当考に「機械

あることがわかる。

設備の劣化特性はバスタブ舳線に従わない」と

に示すように、68％の機械設備（l1l1線F）に対し

すなわち、占典的PM理論によると、図表一4

いう確信を持たせるに至った≡。
最新の93年の調査では、故障率が経時的に一1二

て「最適保全政策は保令を行わないこと」とな

昇傾向を有する摩耗型劣化特竹を持つ機械設備

る、．実に89％以Lの機械部品、に対して、従来の

の割合は、1ケタに減少して7％となった。

PMは理論的に打害無益であることが判明した

のである口

3．新しω保全方武の誕生と進展

すなわち、
定其サ」オーバホール（Schedu1edO．erhau1）1よ若干

の例外を除いて、航空機のような複雑な機械
設備においては効果がない
予防保令の万法が効果的でない（予防保全の

PMの眼界に閑する調脊結果が、理在の新し

い保全管理千法を生み出したといえる。
日本の組、ンニ産業における「全員参加のPM」（す
なわちTPM）

方法にムダが多い）

1炊米とr1本で開発された「設備診断技術

ことが指摘されたのである。

（CDT）」と「予知保全（CBM〕」

米国で1期発された「信頼性中心保企（RCM）」

2−3

米国による機械劣化特性の調査結果

以トの調脊結朱はあまりにも衝撃的で、従来
の学説を缶定するr勺容であった仁そこで多くの
保全剖
60

！当者から、再湖査の要望が出された。

1ヨ本の改良保全の進化と思われる「プロアク
ティブ保全（PRM）」
予知保全（CBM）の進化した「プラント資産管
理（PAM）」
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予知倶全坂術の違艮と
ブラント貫置百哩シス
テムPAMへの違化（下）
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1≡1本酸藺工学研究所
代轟研究吝

■筆者プロフィル196r年熊本大学。エ学昔晒気エ学弄斗を卒業、新日本製鉄に入キ±。
同干士で設僑多脈圭術の聞発に携わる．その後、九州工業大学・情報工学郡機械システムエ

掌科教授を経て、2001年から現職。設備診断技術に関する
して舌厳している・王著に■図…兄

…曼備言断ノ■」一ス

わが国における第一人者と

全5蒼一1」lPMlほか

多郭

工学憎±
環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている、．また、今世紀には
従来の生産プラントの保全管理に加えて、公共インフラ設備が保全の同寺代に突入するといわれており、lT時代の到来とともに、
実用中の予知保全（Condition Based M畠intenance1CBM）ソフトも、 遠隔保金管理技術（Remote M8in1enance Management）

関連技術と最適化ソリューションを包含したプラント資産管理システム（PlantAsset

Managemenl1PAM）へと進化しつつあ

る。本稿は、予防保全（Preventive Mainienance：PM）の持つ理論的欠陥と、それを克服するために誕生した予知保全（CBM）、
および信頼性保全（RCM〕について概説する後半である。

図表一7に、航空機の保全コスト削減におけ

4設備診断妓術の魔第と予知保含の導ス

る予知保全（CBM）の効果を示す。同図表から明

らかなように、97年当時の保全コストはその他

前述したように、生産設備の大型化・複雑
化・高速化に伴い、突発故障による損害が膨大
なものとなってきた。

の経費を含めて最大のコスト要因であった。

予知保全（CBM）と信頼性保全（RCM）の採用
により、その他の経費（燃＊斗十人件費）の1敷増に

また、予防保全に要する保全コストも鉄鋼業
や石油化学および航空機などの運輸産業におい

も関わらず、保全コストは一定に抑えられてい
る。

ては、全売上高の10〜20％に達し、経営上・財
務上の最大の障害となっていた。

5信頼性保全シヌテム3，

そこで、信頼一性保全（RCM：Reliability−
CenteredMainten釦1ce）の手法を用いて、設備診断

技術（CDT）を効率的に運用する予知保全が採用

70年代の保全コストの激増要因を抑え、民問
航空機の運賃や生産工場のコスト管理を適正に

され、大きな成果を収めてきた。

した技術的要因は、上記のように予知保全

図表一6は米国民問航空機の保全方式の採用
状況である。1964年当時は定期予防保全が約60
％、予知保全が約40％であった。その後、設備

（CBM）と信頼性保全（RCM）の採用であった。

監視技術や診断技術の信頼一1生・経済性の改良と

60年代当初、米国においては航空機の大型化
と整備量の膨大化により、信頼性および安全性

ともに、信頼性保全（RCM）とリスク管理（RIM）

確保に苦慮していた。この事態を打破するため
専門家によるプロジェクトチーム（MSG）が実航

による予知保全の効率化によって、90年代では

空機で調査した結果、80％以上の航空機の機械

予知保全（CBM）の採川率が90％を超えるように

設備の劣化が、時閉依存型（Age−Related

なった．

Deterioration）ではなかった。つまり、従来の時

64

Plant

Engineer

Nov．200「

図表一6

図表一7

航空機機械部晶の保全方式の変遷ヨ＝

航空機の保全コスト肖1」減における予知保全

（CBM）の効果ヨ
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間基準予防保全！TBM）はほとんど効果がないこ
図表一8

とが判明した．．すなわち、

RCMの基本手順

定期オーノく一ホール（ScheduledOverhnu1〕は若
1．システムの定義

①システム分割

②機能・信頼姓ブロック図

十の例外を除いて、航空機のような複雑な機
械設備においては効果がない

予防保全の方法が効果的でない（予防保全方
法にムダが多い）
2．重要保全項目の定義

①FTA

亘1コストバレート図

ことカ寸旨オ商された、、

これら従来の時間基準予防保全の欠一点を抜本

的に改善するために牛まれた手法が、信頼性保
全（RCM）である。信頼性保全（RCM〕は、次の4

解
析
段
階
3．重要故障モードの選定

①FMEA

■

1＆FMECA

ステップで進められる（図表一8〕，

①システムの信頼性および操業情報の獲得お
よび定義
②重要保全項目（MS1：Maint㎝ance

Significant

4．保全項目の選定

Decision

Tree

Analysis

items）の定義。すなわち、安全性やコスト増

加に連なる故障項目のリストアップ

③すべての重要保全項目（MS1〕について、故
障モード、原因、診断可能性の調査
（工〕すべての重要保全］貞Ll（MS1〕について、最

適保全方法の選定、故障頻度の削減策、損害

軽減方法の策定
信頼性保全（RCM）は、当初は民間航空機や軍
用機器の整備に導入された．

実
行
段
階

↓

6．案施と修正

①実行＆修正

②データ解析

時問基準予防保全（TBM）によるオーバーメン

テナンスの削減、予知保全（PDM〕導人による保

／1）保全のトレーサビリティ（Traceability）

観点から、保全に関わる意一占決定や、

情報が正確に記述される点が最大のメリットと
される。
（2）

実行計画作成

・般産業界におい

ても、次の効果が期待できるとされている。
長期的

5．スケジューリング

全作業最の削減、

戸備品在庫量の削減などに効

果が大きいこ
／3）保全作業の合理化（Rationalizalion〕

不必要な予防保全作

コスト削滅（Costsaving）
Plant
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業、未完成または管理が
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ない保全作業の削減に効果がある、、食品■ll」巣で

Mainユcn㎜ce）」という．

の実例では、信頼竹保全（RCM）導人前の保全作

のが適切と忠われる．、

業量24000人■1持を1200（〕人／時に削減した実例

ω一し刑保全

と翻訳する

いくつかの欧米企茱で、このプロアクティブ

がある、、、

保令を導人して、劇的な保令コストの削減がll』．

（4）

能なことが舳｝されている．．その基本的考え方

プラント改良（Plantimrovement）

設備の故障馴人1や保全性不良原1天1の解閉によ
る設備改良に刻］呆がある．

は、TPMでいう「原P（1系にきかのぼれ」というこ

とである．TPMの考え川こ慣れたわれわれ□本

（5）教育効果（Education）

人には当然のことであるが、「設f」祐診断技弔1サを

全利：員の技能技術とモラルの1「1」．Lに効呆があ

川いて原閑系σ）パラメータを科学的に監視診断
して、劣化や摩耗など故障原困を事1うi∫に除ムせ
よ」ということである．二

欧米の文献によると、「予知保企（PDMjは故

6．プロアクティブ保全

障の微候を監視し除去するが、プロアクティブ

塊在の設備管理におけるコスト節減の傾向
は、機械摩耗や故障の恨木原レ（1（rO（〕tCauSeS）に焦

点を絞ったメンテナンス・ソリューションに1
いている、，デュポン千

・」

1＝によると、メンテナンス

はプラントにおいて制御可能な最

大の経費舳H」

（mainte㎜nceist11e1nrgcs1expendilurcinap1antiで

あり、それは多くの企業で年問の企業利益を超
このような保令コストを削減するために、言生
備そσ）ものを劣化させないことが軍要であると

いう考え方で、劣化や故障を防1トするための事

1打保全活動を総称して、「プロアクティブ保全
（PRM：Proactive

Maintenance）」という．これ

は、端的にいって一劣化防．止型保全である．

これに対して、故陳や劣化を見付けて対1一じす

る保令を「リアクティブ保全（RAM：Re蜆ctive
図表一9
＾プロアクティブ保全：PRM
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する．プロアクティブ保企を故1二章事前1舌動
（Riilurcproactive〕、従来の予防保乍を故障反応型
（fllilurereac1ive）と表現している．、

図表一9に、プロアクテイブ保全！PRM〕と他
の保企

方式の比較をン」ミす．．．

プロアクティブ保全は、従一来の保企戦略では

達成できなかった劇的な保全コストの削減を可

過している一、

予知保全：PDM

保全（PRM）は故障の原困を監視し除上する」と

（Proactive

（Productive

予防保全1PM

（Preventive

事後保全1BM

（Breakdown

能にする保全

の沁〕を浴びている、二．しかし、TPMでいう「原
因系にさかのぼれ」の理念に沿って「原1天1系に設

備診断披術を適刷して、劣化や故障の原囚をヰ食
出して除去するノ∫式」であり、わが国にはこの

概念は古くから存在したものと思われる．

プロアクティブ保令では、修正アクション
（C（WeCtiVe蜆C−iOn）のターゲットを故障の微候

プロアクテイブ保全（PRM）と他保全方式の比較

Maintenance〕

Maintenance）

Maintenance〕

Maintenance〕

方式として、全廿界の保企管理者

雲

振動、温度、油申金属摩耗粉、アライメントなどの監視診断

コレステロールと血圧を監視しタイエットする

心電図や超音波診断装置により心臓欠陥を診断する

定真月的オーハーホールおよび部品交換
心臓発作が起こってから病院に駆け込む

大きな生産損失と保全予算が必要

P1a耐EngineerNov．200「

（foiluresymptoms）ではなく、■■改障の根本原因
（

Come1・slone

orContamimnt

Contro1〕」といわれる．，

failul・crootcauses）を取≡り除くことに樹く．＝、した

がって、その基本フィロソフイは機械寿命延長
のための保令沽動にあ

■

7．プラント資産嘗理システムヘ7）

〕、従・来｛去のように、

故障していないのに安令のために修理する
故障をルーチンまたは正常の出・来事として受
1ナ人牙しる

定期保全の名のもとに．重要故障修理を先取り

口本でも、設備診断披術による予知保全ソフ
トウェアが各社から市販されている二．海外では

最適資産管理の考え方から、これを進化させた
ソフトウェアを「プラント資産管理シ．ステム
（lPAM：PlantAsse1Management〕」として市場化し

する
ことを排除する、、

ている．一．．

故障の根本原因の多くはその故障形態に隠さ
れ、またその形態1・コ体が原囚とされることがあ
る．、たとえぱ、軸受の突発故障は多くの場合は

澗滑不良で片づけられるが、根本原1丑1は潤滑油
の汚染11フィルター不良を含む〕もしくは軸受の

7−1PAMの機能
プラント資産管理システム（PAM

）とは、従来

の設備監視診断ソフトに品質操業監視診断ソフ
トと予知保全戦略

ノフトを附1］口し、1．二位の

取付け不良にある．．TRWの報告によると、軸受

EAM／CMMSシステムとの連携を容易にしたソ

損傷の根本原レく1の第・一は潤滑油汚染であり、そ

リューションソフトである（図表一10）二．

すなわち、「PAM＝設備監槻診断ソフト十操

の90％は設計寿命工J、前に故障している、．

プロアクティブ保全の一基本精神は、H本から

学んだとされる、．欧米の文

献では、新口本製

業品質監キ見言参陸斤ソフト十予知イ呆6≧＝戦田各ソフト」
といえる、二

鉄・名古屋1製鉄所で引．l1l．．土1系統汚染管理プログラ

従来の設備診断ソフトは、振動や音響信号な

ムでポンプの取梓え頻度を5分の1に削減した例

ど機械的状態変数が主体であった。PAM実現の

や、川崎製鉄で汕圧系統の汚染管理プログラム

ためには、設備診断技術をさらに一般化して、

によって（信じがたいことであるが）97％の故障

振動、音響、1、」力などの機械信号の監視診断

を削吉成した例などが引用されている二

解析

現在I、この方法が適用されているのは、主と

電流、電力など電気信号の監視診断解析

して油圧系統や潤滑系統である、、プロアクティ

潤滑油／作動油Ll」の金属摩耗粉の監視診断解

ブ保令（lPRM）への第1ステップは、潤滑洲1、作

析

亜力汕、ギヤ油、トランスミッション液などの汚

潤滑油／作動油の油質劣化や汚染監視診断
赤外線1．註度画像による監視診断解析

一染管理プログラムの整備である。

プロアクティブ保企（PRM〕のたy）の某

本的汚

非破壊検．査技術による構造物の監視診断解析

染管理プログラムは、次の3ステップにより導

CCD

人される、、二．

機能

1l工1機械油系統の目標清浄レベルTCL（target

画像やボア．スコープによる遠隔．腐食診断

などの機能を備えなければならないコ

また、品質や操

Clean1inC∬lOVCl〕の設定
1：1互、l1目標清浄レベル（．TCL）を実現するための

フィルター設備と汚染除去設備の選定
（至」清浄レベルの定期監視

業状態の監視診断機能とし

て、

品質変数（寸法精．度、材料精度など）のオンラ
イン監視言参断解ヰ斤

汚染監視があって初y）て汚染制御が可能なの

電力や効率など機器効率変数のオンライン監

であり、その意1味で「浦の汚染監視は汚染制御

視診断解析

のコーナーストーン（Contaminant

制御装置のギ要制御変数や制御定数のオンラ

Monitoring：The

Pla耐EngineerNov．2001
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プラント資産管理システム（PAM）の機能と位置付け

図表一10

企業資源計画システム
（Enterprise

Planning

資産管理・保全管理

Resource

（Enterprjse

System：ERP）

プラント資産管理システム

→

Asset

Management：臥M／CMMS〕

（PlantAsset

Management：

PAWSystem〕

プラント情報監視システム（操業品質、制御系、設備、デバイス、潤滑系統、油圧系統、作動油系統の惰報
操業情報

制御系情報

晶質情幸冒

オンライン監視

過度現象モニター

サンプリング情報

r．ライン速度

r．製品寸法

r．流量情報

r．振動

r．軸振動

r．潤滑油汚染度

2．電力量

2．製品精度

2．温度情報

2．温度

2．潤滑情報

2．作動油汚染度

3．環境情報

3．製品性能

3．バルプ情報

3．電流

3．プロセス情報

3．冷却水汚染度

■

図表一12

設備診断とPAMのサプライヤの市場占有率筥＝■

最適な診断周

アラームレベルの最適設定
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コ
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プラント資産管理システ

ム（PAM）の市場予測9j1o）

①

99年度における設備診断システ

ムとPAMシステムを合計した世界
の市場規模は、約6億9000万ドルと推定され
る。現状では、そのうち90％を設備診断システ

ムが占めているが、PAMソフトの伸び率は高
く、直近で10％を超えると推定されている。

設備診断システムの市場は、状態監視診断の

600

遠隔化、ネットワーク化、インテリジエント化

400

が急速に進行している。また、各種変数（振
動、音、電流など）の携帯型無線測定機器が状

200

O

コ

①

コ■

太

図表一11

○

「999 2000

O「

02

03

04

年度

態収集器（condition

collector）と呼ばれ、PAMシ

ステムの重要な構成機器となりつつある。

図表一11に設備診断システムおよぴやAMシス

テムの市場予測を示す。どちらも急速な伸びが

イン監視診断解析

予測されている。

などの機能が追加されねばならない。

次に、予知保全戦略ソフトの機能として、
予知保全レベル（常時．監視か定期点検かなど）

最適な診断方法
68
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現状では、設備診断システムがPAMシステム
の約9倍を占めているが、伸び率は設備診断シ
ステムが7％に対してPAMシステムが30％であ
Nov．2001

る。今後はPAMシステムの伸びが急速で、近い
将来は売上高の逆転が予測される。つまり、今
後は技術に絞った設備診断システムよりも、設
備診断により最適な資産管理を目指すソリュー
ションウェアであるPAMシステムが主流となる
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と

多・数＝

環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている。また、今世紀には
従来の生産プラントの保金管理に加えて、公共インフラ設備が保金の時代に突入するといわれており、lT時代の至1侠とともに、
実用中の予知保全（ConditionBasedMaintenance1CBM）ソフトも、 遠隔保全管理技術（RemoteMaintenanceManagement）
関連技術と最適化ソリューションを包含したプラント資産管理システム（PlantAsset Man昌gement1PAM）へと進化しつつあ
るユ本連載の結びとして、本分野の最近の技術的傾向とトピックスおよび最新の設備診断技術の研究動向を紹介するとともに
将来の市場動向を概観する、、

②■振動解析（vibration㎜a1ysis〕

1．設備診断技術の動向

■一一■一一■■一一■■一i■

■3推線監視（・1・・1…m・・lt・1・gj

l1工1j整続オンライン監視（ContinuouS

1T時代を迎え、設備診断関連ソフトおよび機

onlinC

m㎝it011ng）

器製造者（以下、CDT関連ベンダーという）や

⑤汕分析（oilmalysis）

ユーザーの動向に村して、次のような」般的傾

⑥赤外線サーモグラフィ！i

向が指摘できる。

th㎝110grap11y）

n

r

r

a

T

e

d

τ電動機診断（motordi日gmsis）

1−1診断機器およびサービスのシステム化

⑧非破壊検査（non−destructiveeval㎜tion）

設備診断閥連ソフト、機器、サービス、教育

を総合したCDT閥連ベンダーが多数登場して、
従来の専「π」別診断業者は小＝数派となりつつあ

る口

⑨超音波検査（ultmSOniCS）

i⑩機械のバランシングや心山しなどの修復技
術（corr㏄tive−ools

such

alignm㎝t

and

ba1ancing〕

米因の設備診断関連機器およびソリューショ
ンソフトベンダーの製品系列を参考に、最近の

1⑪顧客教育および訓練
⑫関連専門研究会の主催

診断技術茉界の動きを兄てみる、、、すると、設備

などである。

診断機器やサービスの捉供だけでなく

as

診断関

連ソリューションの総合メーカー1に成長しつ

ここで見られるように、診断の広い分野（振
動解析から、油分析、赤外線サーモグラフイ、

つあることがわかる一＝、

超音波検査などの非破壊検査まで）にわたり、

典型的な捉供事茉は、

その機器、センサー、ソフト、サービス、教育

①PAMソフトウェア／P1antAsselMmagement
SOftWa・e）
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にわたる事業を展開している。
①は、これまでに解説したプラント資産管理

Plan−EngineerDe〇一2001

システムPAM（P1舳Asse−Managem㎝t）の範
ちゅうのソフトウェアで、設備診断関連の惰報
収集とともに、上位の企業資産管理システム

EAM（E庇輔seAssetM㎜agement）との連携に配
慮したソリューションソフトである。

い。

1−2

設備診断技術のlSO規格化

設備診断が生産プラントの生産機械設備だけ
でなく、上下水遣施設や橋、トンネルなどの交

②は、いわゆる狭義の設備診断業務で、振動

通土木施設、ビルや一般住宅など、あらゆる施

解析により設備の異常の兆候や原因を診断する

設の最適管理に必須の基本技術と見なされるよ
うになり、世界共通の基準が必要となりつつあ

ための機器およびサービスである。

③の無線監視には、携帯型無線点検システム
と常時設置型無線監視システムがある。これと

る。

こうした風潮を受けて、国際標準機構IS0

通常の携帯型点検データ収集器PCC（Portab1e

（㎞伽舳㎝訓αgam刎㎝㎞S蜘㎝：以後、

C㎝diti㎝Co1lector）を準備している。

IS0と略称）で、その規格化が検討されている。

④の連続オンライン監視システムでは、従来
の設備診断データだけでなく操業品質データ、

2001年4月時点でIS0規格化が検討されている
分野は、

制御装置の主要変数監視データなどが連続監視

①振動診断（Vib正ation）

できるようになっている。

②油分析診断（1ubhcantm釦ysis）

⑤〜⑦の油分析、赤外線、電動機関連診断

③心出し診断（aligment）

は、いまや設備診断分野必須の重要技術とみな

④バランシング診断（ba1ancmg）

され、後述するようにそのIS0規格化が検討さ

⑤予測法（prognos㎏）

れている。

⑥赤外線サーモグラフィ診断（infmred

⑧⑨は、広義の非破壊検査技術であるが、最

血・m・釘・phy）

近では橋やトンネルなどの交通関係、ダムや上

⑦電動機電流診断（el㏄㎞c釦㎝鵬ntma1ysis）

水道施設などの公共施設の監視や診断が重要と

⑧性能診断技術（pe血m㎜cem釧ysis）

なってい乱そのため、古典的非破壊検査技術
と併用して光ファイバーを用いた応力分布セン

サーなど、構造物監視用の新技術が開発されて

⑨AB信号診断（acousせce㎡ssi㎝）
である。

IS0規格化の特徴は、単に診断法や診断機器
に対する規楮化だけでなく、異常の修復方法や

いる。

また、最近の著しい特徴は、診断関係のベン
ダーが診断サービスだけでなく、その修復技術

診断技術者の資格検定を含むことである。

前出の③④項は回転機械の重要な修復技術で
あり、この分野に含めて規格化することは、設

も合わせて提供していることである。
⑩の「バランシングと心出し」がそうで、「こ
こが悪いです」というだけでなく「治してあげま

す」といわなければ、商売にならない時代が来

備診断技術が真に設備保全の中核技術に成長し
たことを物語っている。

また、資格検定については、もっとも進行し

ている振動診断の分野で見ると「振動診断士

ている。

また、業界の主要ベンダーは⑪⑫の顧客教育

（vib曲㎝sp6ci独t）」として4階級の技術士の創設

と関連研究会議の開催などを通じて、設備診断
関連技術の有用性と重要性を広く社会にアピー

が検討されている。

ルしている。

Certificati㎝Bodies）や訓練教育機構（丁醐ini㎎

関違企業が大学や研究機関と協力して、独力
で診断技術に関する国際会議を開催するなども

0rganizati㎝）、検定実施機関（Examimtion

なされており、日本の同業各社も参考にされた

を支える中核技術に成長する日が、そこまで来

PI日nt

Enging6r

そのためには、国家による認定機関（Nad㎝a1

C㎝ter）が必要となる。設備診断技術が設備管理

D6c■2001
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遠隔監視と遠隔診断関連の一連の機・器が開発

ている．

図表一1に、設備診断技術州SO規格化され、

され、E−MOMTORと称して商品化されてい

診断披術土認定制度ができたときの国際的ISO
実施体制の想定図をポす。右下欄に振動診断検

サーや応カセンサーが開発され、配線工事の不

定体制が示されているが、将来は熱画像診断、

要な振動監視システムが市販されている。

る。たとえば、無線発信機能を備えた振動セン

油分析診断、電流解析診断、AE解析診断など、

また、熱画像やCCDカメラによる腐食画像診

専門別の1SO規格認証機関と診断披術士検定機

断などが、構造物やパイプなどの診断に実用さ

関が必要となる。

れている。このほか、まだ高価ではあるが、音
響や振動の空間分布を観察できる音響ビジョン

や振動ビジョンが、研究室などで実用されてい

2．技術的トピックス

る。

IT時代の到一来を迎え、インターネット指向の

こうしたインターネットによる遠隔監視を一

診断法やPAM（PlantAssetManagement）システム

般に電千モニター（E−M0N1T0R）という。今後

が必須となりつつある。

の設備監視診断システムは、電子監視診断シス

遠隔メンテナンスが言舌題となっているが、こ

テム（E−M㎝itoringandDiagnosisSystem）が主流

のうち最初に実用化されたのがインターネット

になることは明らかである。

による遠隔監視や遠隔診断である。

図表一2にE−MON1TORの構成を示す。同図か
ら明らかなようにE−MON1TORの構成要素は、

とくに電機設備などは、専門の遠隔監視専門

会社が欧米のみでなく国内でも多数登場し、激
しい競争のうちにも高い成長率を示している。

設備監視ソフト（Su岬e川ance）

精密診断ソフト（Diagnosis）
携帯型無線点検ソフト（Po血able）

2−1遠隔監視と遠隔診断
図表一1

過渡状態監視ソフト（Transient）
設備診断技術に関するlSOの国際認証と検定体制の想定図

「

国際認証機関
（＾ccredita岱on

Bodies）

lSO国家委員会
（Advis岬Co㎜ittee〕

教膏劃11練機関

ペンダー
（VENDOR〕

国家認証機関

非営利団体

独立機関

lNON−PROF1下一〇RG）

（lNDEPENDENT）

振動診断
（VlBRATlON）

油分析診断
ANALYSlS〕

（OlL

熱画像診断
lTHERMOGRAPHY）

検定試験実施機関
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非営利団体

ペンダー

独立機関

tNON−PROFlT−ORG〕

（VENDO只〕

（lNDEPENDENT〕

Plan−Engi［eer

Deo．2001

品質性能監視ソフト1Pc㎡omance）

卜下水道や大型ダムなどの公共施設が、

制御装

ら保企の時代に突人するといわれている．この

置監視ソフト（Control）

煙設か

を主要機能として持つほか、インターネット構

方

成のためのLANハVANを備えている。
すでに解説したプラント資産管理PAMとの関

構造物の保全技術と知的監視診断技術の研究が

面の先進国である米国では、このような大型

盛んである、二

また、メンテナンス時代の構造物に適する、

係は、

次のような新しい

PAM＝E−MONlTOR＋予知保全戦箔

建

設構造物の研究も．盛んであ

る。

スマート構造物（SmalてStruCture）とは体系化さ

ということになる。

れた監視川センシングシステム（StruCtural1y

すなわち、E−MONlTORは現場情報収集機能
と診断機能に重点を置いたシステムであり、

integratedsensingsystem）を持った構造物である

PAMはこれにシステム最適化理論による

スマート適応構造物（smalてadaptivestructure〕と

は、センサー情報により構造物状態を制御で

戸知保

全戦略ソフトを付加したものといえる。

きる構造物をいう
知的構造物（in−ellig㎝t

2−2

性能・効率・エネルギーの監視診断技

StruCmre）とは、セン

サー情報により構遣物を制御し、かつ過去の

術

経験により学習が可能な構造物である
このような新しい構造物の実現には、当然の

ポンプなどの流体機械のライフサイクルコス

トを見ると、図表一3に見るようにエネルギー
コストが95％ともっとも高く、次いでメンテナ
ンスコスト5％、原価償却コスト1％となってい

ことであるが、構造物監視診断技術が必須な重
図表一3

る。このようにライフサイクルコストの観点か

95

「00

ら見て、設備監視診断技術を省エネルギー目的

油圧ポンプのライフサイクルコスト

80
ト 60
40
冤 20
コ
ス

に使用した製品が、欧米で高い伸び率を示して
いる。

0

すなわち、ポンプの圧力や流量などを常時監

エネルギー

保全

賛本

視診断して、個別監視とともにオンラインで効

率を計算し、常に最高効率点で運
図表一2

転することにより、エネルギーコ

電子モニター（E−MONlTOR〕の構成

ストをm〜20％削減した例が報告
設備監視ソフト

されている。

（SURVElLLANCE〕

精密診断ソフト

（DlAGNOSlS）

このような運転情報を同時に監
視して、プラントの最効率運転を

目指すシステムがPAMである。

PAMシステムの重要な機能とし

携帯無線点検
（PORTABLE）

て、性能・効率・エネルギーの監
視診断

葦

＝1壌嚢裏≡窮琴宇君＝＝1

譲曜璽撃曝．聯≡

過度状態監視

（TRANS1ENT〕

技術が発展するであろう。

2−3

スマート構造物の出現と

山N／WAN

その知的監視技術11〕

ソリューション

性能監視
（PERFORMANCE）

21世紀の日本は橋やトンネル、
Planl

Eng：neer

Dec，200r
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図表一4

□

構造物監視用の腐食フユーズ「1・

なお、次号では新しい設備監視

診断アルゴリムを紹介する。そし

腐食フユーズの原理
（金属腐食によりファイバーの形状カ｛変化〕

て最終回では、・最近のメタ戦略を

■■．

用いたアルゴリズムの紹介とCDT
とPAMの市場予測を取り上げる。

■」
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設備診断闘運妓術の
進歩と市場拡六（中）

豊田利夫
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O
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目本診断工学研究所
代表研究者
工学博士

■筆者プロフィル 1961年 高㌧Pi学・工学呂「『電薫工宇科を卒業 ￥、斤El本製秩に入社．
周社で設備呂．過駐灘圭二の開発に携わる その後、九叩工業大寧・情報工学音r疋騨械システムニ

学科教授を経て

2001年から現騒、設備計断技術に閏する、わが国における羊一人者と
設備…＾匿シリ
ズ・王5誉・」IPM ほか 多数。

して活躍している．三菩に下囲説

環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている。また、今世紀には
従来の生産プラントの保全管理に加えて、公共インフラ設備が保全の時代に突入するといわれている，、IT時代の到来とともに、
実用中の予知保全（Condition Based Maintenance：CBM）ソフトも・ 遠隔保全管理技術（Remote Maintenance Management）
関連技術と最適化ソリューションを包含したプラント資産管理システム（PlantAsset Management：PAM）へと進化しつつあ
る。本連載の結びとして、本分野の最近の技術的傾向とトピックスおよび最新の設備診断技術の研究動向を紹介するとともに

将来の市場動向を概観する。本稿は、その2回目として新しい設備監視診断アルゴリムを紹介する、

て、この規格を利用すれば人間の経験や感覚に

3新しω設催視診断アルコリムの紹）命7ω

マッチした、ロバストな簡易診断基準が作成で
きる。

iT時代となり、設備診断に関わるハードやソ
フト、通信手段が整備されてくると、その中核
となる診断アルゴリズムが重要となる．

詳細は文献に譲ることにして、Lリ、下に結果だ
けを示す。、

回転機械の振動基準を、診断対象機械の正常

逆にいえば、どのような診断ソフトウエアや

時の平均振動値とISO振動規格の持つ原理のみ

E−MONiTORも、内部に高精度でロバストな診
断アルゴリズムを内蔵していないと意味がな

を用いて下記のように作成する

い〔

の平均値を聖とすれば、

，

すなわち、診断対象機械が正常なときの振動
正常領域は、

3−1

振動のISO規格を用いたロバスト簡易

？？？

領域＝（0．5−2．0）X9……………（1）

診断1アI

れている。この規格が定められた回転機械の根
本原理に立ち戻れば、広い範囲で有効に適用で
きる、簡易診断のための振動判定基準が作成で
きる，、

図表一・5は、回転機械の振動に関するISO規格

危険領域は、

注意領域＝（2．0−10）Xg・

︵ノ一

回転速度や負荷状態の安定した回転機械に対
しては、国際的に規格で振動許容範囲が定めら

危険領域は、

危険領域≧10Xg……

・（3）

と決定できる，

である，、この規格には、振動に関する人間のこ

すなわち、機械良好時の振動値Xgを測定して

れまでの経験や蓄積が詰まっている、，したがっ

おけば、その2〜1〔）倍までが注意ゾーン、10倍
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図表一5

を超えたら危険ゾーンとなる。
（nm！sl

45
28
18

規格に採用された振動の基本原理
に基づいてつくられている。その

値

効2、8

周知のように設備診断技術は、

usU／tolerabIe／

耐える
耐える
t。齢le）

耐える
t。1臨le〕

aIbwabIel

許容
albwab 創

許容

laIlowablel

良好

良好

良好

0．28
0．18

good〕

good）

中型機械

小型機械
15k

goodl

goodl

良好

0，45

Wまで

（1）

5−75kWの

小型機械

術と、異常の種類や原因を同定す

許容

arIowablel

0，71

異常の有無を診断する簡易診断技

型機械

殊基礎上
3QOkWま

このうち、機械のオペレーター

大型機械（A）

大型機械（B）

塁礎の固有振
数以下で運
される大型

塁礎の固有振
数以上で運
される大型
械

械

2）

る精密診断技術に分類できる。
や点検員が

。1翻
許容

1，8
1．12

耐える

／鼻

用判定基準として実用できる。

4．5

pe，認libiel

巻

にロバストで精度の高い簡易診断

実

よる簡易診断18）

pe，愚ble）

7．1

転速度などに影響されない、非常

無次元特徴パラメータに

不可

不可

不可
not l
lpermissiblel

pe，磯 bIe）

11．2

ため、回転機械の容量の大小や運

3−2

不可

倍以上
L
→
亭危険→塗
ノ︐
冒︑

この式は簡単ではあるが、国際

回転機械の振動国際規格

の機械

国

回

設備が正常か異常か

を見極めるための故障検出機能
が、保全実務上はもっとも重要か
つ基本となる。
図表一6

異常は、「構造型異常」「摩耗型

回転機械の振動波形と異常の関係

異常」「自励型異常」に分類できる

が、振動波形とその確率密度関数

x（t）一

｝

は図表一6に示すように、それぞ
れ特徴ある形状を呈する。

したがって、振動の大きさを無

、圃
ゴ

視した（振動の実効値が1となるよ

キ

1

ジ

P（x）

尾〆 一
＼＼匡亙］

うに正規化した）複数の無次元特

徴パラメータの適用が有効であ

刎

る。

＼「塵圃

回転機械の状態を予測するに
は、その状態変化に対して鋭敏に

反応するパラメータが必要とな
る。そこで、「運転条件の変化の影響を受けに
くい」「標準値や判定基準値が常に一定に設定で

きる」などの利点を持つ無次元兆候パラメータ

を、状態予測用兆候パラメータとして定義す

・異常が発生すると、ひずみ度と尖り度が大き
くなる
である。

これは、機械の負荷や回転数、サイズ（大型
／型）に関係しない。

る。

すなわち、

ひずみ度と尖り度は機械が正常ならば、とも

ひずみ度：β1

翻幽…・

・（4）

にゼロを示す
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これらの結果から、状態予測用兆候バラメー

3

4

1−8

4

Y）

／﹁r

κ

︹↓

＝

ゐ

度
︶

づノ

︑︒︑

Σ

・（5〉

タは、

一般に機械が、正常状態にあるとき、ある

値のまわりをランダムに変動するが、ひとたび
故障が発生すると故障の進行とともに変動しな
ここで、x、；時閤1における加遼度振動、兄平

均値、邸データ点数、＄：刀口速度振動の標準偏

がら増加していくということが推測される。

図表一8は、歯車の局所摩耗による劣化過程

差とずる

をy二1η（、92）として、線形回帰式によって予測

このような無次元特徴パラメータを使用する

した結果である。なお、これらの予測は歯車交

と、

換前のデータのみを用いた。また、予測個数は

無次元特徴バラメータ値が診断対象設備の仕

様や運転状況に影響されない

4、予測値信頼限界は95％である．

ここに紹介した方法は、従来の線形予測法を

正常時の値は常にゼロであり、ゼロ値からの

設備状態予測川に改良して適用したものである

偏差がひどくなるほど故障の過酷度が高い

が、

判定基準が設備仕様や運転状況に関係なく一
意的に定めることができる

最尤寿命，点が予測できる

最短寿命点が予測できる

などの優れた利点がある．

・次期点検日が指摘できる

歯車に局所摩耗が発見された後、約3週間お
きに採取された加速度振動に対して、ひずみ度

と尖り度を求めたデータを図表一7に示す。測
定同数6、7は歯車交換後の値である．

などの利点がある。

これにより、劣化傾向管理による予測技術が
現場要求に応えられるレベルに到達したといえ
る，、

図表一7 尖り度による歯車摩耗の劣化傾向管理（データ
は三菱化学の提供による）

3−3

多変量解析による簡易診断技術157

設備診断技術は、周知のように簡易診断技術
と精密診断技術からなる。まず、簡易診断技術
への多変量解析理論の導入例を見よう。

図表一9に示すように、1セットの回転機械を

管理するためには、通常12−36個の状態変数
（ここでは振動値）を測定する必要がある。

この36個の振動値は、それぞれ異なる基準値
と判定基準を持つので、原理的には36個の劣化
図表一8

歯車の次期点検日、修理指定日および最尤寿命

の予測

それでは現実的でないので、変数を減少する

峰＝exp／ 1841＋0．447xl、「，

10

傾向管理図が必要である。

ためN個の振動値をベクトルXで表現して、

一

q

・（6）

x＝［XI，xユ，L，x厚1・

1

5

ひずみ度

：
『一
旨，

で表す。

効率的な劣化管理を行うため、N個の振動ベ

o

5

次最
期短
点寿
検命

日

クトル持つ情報を失うことなく小数の統合化特

最10
尤
寿
命

徴パラメータTに統合して管理する。
T＝、ヂ（XI，Xユ，L，X配）

測定回数（回）

60

PIant

Engineer

Jan，2002

一◎・・・…

一・一・・一99。（7）

統合化特徴パラメータTを計算する関数は、

関する式をラグランジュの未定乗数法を用いて

マハラノビスの距離などの種々の距離関数、多

変形すると、

変量の主成分、情報理論式などが使用可能であ

（Σ一λ1）1二〇

・（8）

る⊃

統合化特徴バラメータの採用により、1つの
機械セットの振動情報を1枚の劣化傾向管理図

となる。

で管理できるようになる，

の固有値λに等しい ，すなわち、Σの最大の固

これはΣの固有方程式であり、zの分散はΣ

しかし、統合化特徴パラメータだけでは正確

有値に対して、zの分散が最大になる、また、

な診断が不可能である・、そのため、必要なとき

各ii成分は次の条件を満足する，、

には図表一10のように、個別振動値が判定基準

条件1：第1主成分ZIの分散が最大である（ZIに

とともに表示可能となるよう設計する．

最大の情報が集約される）

条件2：第2主成分zユは第rk成分ZIは無相関
3−3

多変量解析理論による異常の精密診断

複雑なプロセス異常診断を1

で、その分散が2番目に大きい（Ziに関係のな

1的

図表一9

とするシステムでは、電流、速
度、制御変数、品質情報など、き

回転機械の簡易診断用の振動測定個所
設備コード

ド

フラア＝

統合化特徴パラメータ傾向菅理シート

固有コ

ド

わめて多数の状態変数が必要とな

機回転多空

ヨ！璽由継手図ころかリ蝦

る、また、機械が複雑になって故

設備名称

振動信号のような単・信号だけで

宇藤値

2

6

3

il

5
ブロワ

このような問題に対処するため
に、最近は多変量解析理論による

機械概陥図

←薗

も、必要な無次元特徴バラメータ

鄭減

工場茎称

聰立置口す噸由受

障の種類が多くなると、たとえば

の数が多くなる。

王な出茅

」定条件

1

動定位葦

動機

4

2

3

4

5

6

H

精密診断アルゴリズムも開発され

〉

ている。ここでは、その入口を見

A

てみる：

パラメータ数が多いと劣化傾向

図表

変量解析法の主成分分析法を用い

150DO

Value

て、少数（ここでは2個）の兆候バ

ラメータに統合することを考え
る。

off

10

個別振動値と統合化特徴パラメータ

iii■

管理や故障検出が面倒なので、多

VaiueofZ

10000−

10000

50⊂10

ここで、特徴パラメータベクト
1

ルをX、Xの分散共分散行列を

■■■

mean

．Σ1とな

）0

ることから求められる．このVに
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2

4

己

12

盒

」，．．

〃＝1のもとで、zの分散を最大に

11

vaIue

華

表す、、

8910

square

毒山

123456

i「1幸

として、統合された主成分zはz二

する1は、zの分散VがV；1

＿

RoQt

Σ、係数ベクトルを1二［1i、ム．…、11，］

1Xと

㌧

辺
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図表一11

統合特徴パラメータによる異常診断

図表一12 統合兆候パラメータによる歯車異常検出の実
例（データは三菱化学の提供による〉
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司仕で設備診断振術の開発に携わる，，その髪 九州工業大学・情報工享琶匡機城システムlr
字科教擬を経て、2001年から現職、 設備診断芋吉術に関ずる、わが国における簗一．、1・、者と
P卜、巾ほか、多数。

環境問題や地球温暖化問題の熾烈化に伴い、資源回収型省エネルギー産業構造への転換が迫られている。また、今世紀には
従来の生産プラントの保全管理に加えて、公共インフラ設備が保全の時代に突入するといわれており、IT時代の到来とともに、
実用中の予知保全（ConditionBasedMaintenance：CBM〉ソフトも、 遠隔保全管理技術（RemoteMaintenanceManagement）
関連技術と最適化ソリューションを包含したプラント資産管理システム（PlantAsset Management：PAM）へと進化しつつあ
る。本連載の結びとして、本分野の最近の技術的傾向とトビックスおよび最新の設備診断技術の研究動向を紹介するとともに
将来の市場動向を概観する，，

的挙動などが不明な場合が多い。このような場

4．メタ戦諮を用ωた精密診断アルコリス払

合は、ファジー理論による診断が有効である．
図表一・13に、筆者たちによるファジー診断の

ファジー理論（Fuzzy）、ニューラルネット

実例を示す。ここでは詳細は省略するが、同図

ワーク（NeuraINetwork）、遺伝的アルゴリズム

に見られるように異常の確信度を数値で示すこ

（GeneticAlgorithm〉、遺伝的プログラミング

とができる。

（GeneIicPrograming）などの理論を一括して、メ
タ戦略（HeuristicStrategy）と称する。

また、ファジー理論を用いた最適保全政策理
論も研究されており、十分に実用に耐える理論

メタ戦略理論によると、

が完成している41。

複雑な非線形の数式も容易に解ける
・理論的に

一部矛盾するような過去の経験も考

慮できる

4−2

ニューラルネットワークによる自動異

常診断23）

・学習や知識取得に優れた性能を発揮する

ニューラルネットワークは数値データの処理

などが可能なため、非常に高精度かつ知的で柔

に強く、データの学習と自己組織化能力に優れ

軟な診断アルゴリズムを構築できる。

ている。図表一14に、ニューラルネットワーク

本稿では著者たちの研究に基づき、最近のメ

タ戦略による精密診断アルゴリズムを紹介す

による診断実例を示す。同図に見られるよう
に、学習データ以外のデータでも、ニューラル
ネットワークは正確に異常を指摘している。

るD

ニューラルネットワークによる異常診断は、
4−1

ファジー理論による異常診断22）

次のような利点がある。

現場での設備診断において、設備の明確な故
障メカニズムや、それに対応する兆候群の理論
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図表一13
ファジー理論による
異常診断
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多変量解析との併用により、診断の信頼区問

や診断精度を導入できる
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図表一14

ニューラルネットワークによる知的自動異常

診断

，霧 ㌻1岨・

遺伝的アルゴリズムによる異常診断23）

故障状態を敏感に反映する最適兆候パラメー
タを、遺伝的アルゴリズム（以下、GA）により
自己組織的に抽出する方法について、♪り、下に概
説する。

図表一15のように、遺伝子を設定すること
で、交差や突然変異などGAの操作を行うこと
ができる。GAでは、各世代における個体の優

防→α☆
P、一α窪灘

「l

防一G議星＼・一eβ・
炉｝←［β・

防一
P7一α考

遡

劣を判定するのに適応度を用いる、、診断では、

兆候パラメータの異常識別感度を表す「識別指
標：D．1」を適応度として、識別指標が高い個体
を次世代に残す。

異常診断に用いる識別指数：D、1は、分布間の

幽1一♂1△？・◇￡一。βd

かい離度を示す．D．1≧3ならば、見逃し率は

も◇芽つ→一β「i

0．03％以下である。

自動生成された最適兆候パラメータの計算式
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図表一15

GAによる最適兆候パラメータの自動生成191

を用いると、ほぼ100％の識別指
数を持つ高精度診断が可能である

親
一

ことが確認されている。
×

また、ミスアライメントの検出

／＼
／＼
／＼ ●／＼ 鮪
〈／＼八八入PI

PI

P2

P3

P4

PI

P3

P2

P4

P3

率は、ほぼ100％に向上してい
る。従来法と比較して、傑出した
P1

診断精度を得ている。

5、CD7とRAA初市場予測9少10，

1999年度のCDTとPAMを合わせ

節0で交差
子

突然簸／＼

／＼

7／＼

●＋

＋

On

O．5

詳突然変異⊥八＼〈／＼／

た世界の市場規模は約700百万ド
ルである。2004年度には約1140百
万ドルに成長し、平均成長率は約
10．5％と見られている。また、

2004年度のPAMの売上げはCDTの
30％に達すると見られている。つ
まり、CDTの年成長率は7％、
PAMの年成長率は30％と見られて

いる。図表
図表一16

世界のCDTとPAMの成長予測9）

体で約7％の成長が見込まれるが、ハードウェ
アの成長率は2％、ソフトウェアの成長率は13
％、サービスの成長率は17％と予測される（図
表一17）。つまり、今後の設備診断業界は主と
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いうことである。
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図表一17

16に、CDTとPAMの

成長予測を示す。
次に、設備診断のみの成長予測を見ると、全

2004（年度）

＋PAM関係

6，今後の劒慌

＋全体

1999〜2004年の設備診断関連製品の伸び率予

測9）

最近の保全管理と設備診断技術について、欧
米の動向を中心として、その一端を紹介してき

（％）

た。本連載が業務の一助になれば幸いである。

40
35
30
成25
墨20

ここで強調したいのは、rr時代を迎えて、設
備保全に関わる基本思想（哲学）や方式、保全技

術が激変しているということである。
これは20世紀の「建設・製造と使い捨て」の時

15
10

代から、21世紀の「保全と再生循環」の時代の到

来を迎えた、必然の技術的潮流と考える。

最近の欧米の関連文献を見ると、次のような
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保全に関する新しい言葉がよく見られるる

保全の新潮流となりつつある。

とくに、後者の遠隔状態監視診断業務につい

すなわち、

①信頼性保全：RCM（ReliabilityCentered

②設備生涯保全：LCM（Life

Cycle

（売上げ）は毎年2ケタという著しい伸びを示し

ている。これらについては、今後の設備保全の

Maintenmce）

③状態基準保全：CBM（ConditionBased

新しい潮流を示す

道しるべ

として注目したい

ものである。

Maintemnce）

④予知保全＝PDM（rヤedicdveMain蝕enan㏄）

⑤保全管理システム：CMMS（Computerized
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