技術・製品の紹介

「最適整備」保全システム
１. はじめに
21 世紀当初，製鉄，化学等の製造業において，グロー

障箇所を特定し，部品調達後に故障箇所の集中整備を行い，
短時間に復帰させる技術を有している．

バル化に伴う国際競争力の強化や設備の生産性向上が求

「最適整備」とは，『これらの高度な診断・解析技術を

められ，大量リストラ等の合理化が行われた．さらには

駆使し，
「短工期，高品質な補修／整備」を実施すること』，

2007 年問題に対応するため，業務のアウトソーシングが

すなわち，過去に亀裂等の損傷を起こした機器の原因分析

急務となり，自社のコア業務部分までをも含め一括発注が

結果や故障率の高い機械の診断解析結果に基づき，計画的

行われた．このような中，2003 年に製鉄所ガスホルダー

かつ短期間で確実な補修や整備を実施することにより，突

の爆発事故，タイヤ工場の火災事故，さらに石油タンクの

発による損失と保全の総合コストを最小化し，さらには設

火災と事故が多発し，この原因の一端が製造業のリストラ，

備の連続運転を可能にすることを意味する．当社の「最適

設備の老朽化および業務のアウトソーシングにあると考

整備」により設備オーナーの安定稼動と収益改善に寄与で

えられている．

きると考えている．

このような背景を踏まえ，設備オーナーは，コア業務を
自社内に担保し，それ以外をアウトソーシングする形態を

３.

取り始めている．現在，設備オーナーとメンテナンス会社

３.１

は一致協力して，設備を連続運転させることを目標に，そ

静止機器／配管保全
静止機器

静止機器の保全では，漏洩等により設備が突発停止にな

の業務範囲を明確に分け PDCA サイクルを実行している．

らない限り，通常は定修時または計画的に機器を開放検査

設備オーナーは保全方針・年間基本計画を策定し，メン

し，必要に応じ補修を行う．その検査および補修工事のフ

テナンス会社はそれに基づき詳細計画，日常保全および定

ローを図１に示す．特筆すべき内容について以下に説明す

期保全計画を作成し，承認を得て保全を実施する．さらに

る．

そのデータを解析し，設備改善，基準改訂および保全業務

①よごれ検査

改善の提案を行う．設備オーナーはそれを受けて，次年度
の計画に反映し保全方針を出す．
当社はこれらの PDCA サイクルを確実に実行すること

機器開放直後に内容物の付着状態や堆積状態を確認す
る．これは,金属表面検査の際に減肉や亀裂が確認された
場合の発生原因究明の手がかりとなる．場合によっては，

と，設備オーナーに満足いただける P（生産性），Q（品

生産性の確認のために重要な検査項目であり，継続的な観

質），C（コスト），D(納期) を提供するために，「最適

察が必要である．日常保全において懸念される問題点解決

整備」1)と称する保全システムを考案し推進している．以

のため，重要なアイテムである．

下にその内容について概説する．

②金属表面検査／肉厚測定
金属表面検査は，まず，目視検査を実施し，異常が確認

２. 「最適整備」とは
設備オーナーの喫緊の課題は，次の通りと考えられる．

された場合，PT や MT 等の非破壊検査によって，表面に
おける亀裂・減肉等の有無を確認する．亀裂が確認されれ

①技術要員は，コア技術に集中させる．

ば，その深さを超音波等で計測し，減肉が確認されれば，

②変動する業務量に対して，固定技術要員を少なくする．

超音波板厚計にて板厚を計測する．また，ふくらみ等が確

③保全計画から実行までの時間を短縮させ，さらに計画段

認されれば，超音波を用いて板厚内部のブリスターの有無

階での綿密な検討により，追加変更を減少させる．
④機能的で，保全性の高い設備をつくり維持する．
⑤他社の事例を入手し，自社で水平展開する．
当社の役割は設備オーナーと連携を深め，これらの課題

や配置を確認する．
肉厚測定は定点を決め，その部分を定期的に超音波にて
肉厚を測定し，腐食速度の評価を行う．腐食速度が大きい
場合，よごれ検査のデータや運転条件を参考にして総合的

を技術的に解決し，設備の長時間稼働を実現していくこと

に判断することになる．

である．

③亀裂評価と補修

当社では，静止機器や配管については，老朽化した設備

亀裂は，SUMP 検査等のミクロ的観察によって原因を

の診断を実施し，的確な補修方案を策定し，設備オーナー

特定する．亀裂補修の必要性について評価を行う場合は，

承認のもと短時間に補修を行う技術を有している．また，

「圧力機器の亀裂状欠陥評価方法」2)を基に，実施する．

回転機械においては，日常保全の段階で診断を実施し，故
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補修が必要となる時は，亀裂の発生原因を明確にし，経
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４.

年劣化した材料，負荷応力および腐食環境の状態を考慮し

回転機械保全

回転機械の保全方式は，一般的に機械の重要度によって，

て的確な補修方案を作成する．つまり，脆化材料が補修溶
接に耐えられるかの確認，負荷応力発生の原因特定および

BM（Breakdown Maintenance：事後保全)，TBM（Time

運転プロセスの変更はほとんど不可能であるため亀裂発

Based Maintenance：定期保全），CBM（Condition Based

生部分の環境遮断等を検討する．

Maintenance：予知保全）に分類される．
BM では，異常が発生した時に予備機に切り替え，故障

当社は，設備オーナーから損傷した設備の一部を入手し，
その亀裂を様々な手法で補修実験し，最適な方法を確立し

した回転機械を整備している．しかし，これでは突発工事

ている．さらに，データベース化した補修実績を基に検討

が多発した場合，生産効率や品質だけでなく，安全面にも

を加えることで，現場での補修を短時間に完了させること

大きな影響を与えることになる．
TBM では，定期整備実施後も頻繁に故障が繰り返し発

が可能となっている．また，この補修については，設備
オーナーの承認後に実施することは自明である．

生するような設備がある．この場合，保全コストが高くな

④データの解析と保存

り生産にも影響が出てくる．異常や故障のメカニズムを解

よごれ検査，金属表面検査および補修の記録等は保存し，

明するとともに，根本的な原因を除去する整備を実施する
必要がある．

次回の開放検査に反映させる．検査仕様については，必要

また，重要な回転機械は，運転中に異常な兆候を発見し

に応じて変更する．

た場合，タイムリーに異常の程度，異常の部位，余寿命を

３.２ 配管

把握する必要がある．

配管の保全は，静止機器と同様に定修時や計画的に検査

日常保全で状態を簡易診断し，異常状況を把握した上で，

と補修を行う．その手順は，静止機器とほとんど同様であ
るが，全ての配管を検査することは不可能であることから，
計画的に配管ラインを特定し，集中的に検査を行っている．

保全計画を立案し整備するのが CBM である．当社では，
この CBM 方式を提供しており，CBM を的確に実施する
ためには，最新の診断技術に基づき，異常部位を特定，故

近年，ガイド波等を用いたスクリーニング検査が普及し

障原因を究明し，短時間に整備しなければならない．

ているが，老朽化した配管ではガイド波が届かず，スク

当社で実施している回転機械の保全フローを図２に示

リーニング検査は不可能である．現在，目視検査が主流で

し，以下にその内容を概説する．

あるが，限界があり，検査方法の確立が急がれる．

①日常点検・傾向管理

検査記録については，静止機器と同様に保存し，次回検

日常点検において，問題を解決すべく対象機械の生産プ

査に反映させている．問題は，正確な配管図面がない場合

ロセス・稼動状況・品質状況などの運転情報，機械システ

が多いことであり，現在，優先順位をつけて，現場の配管

ムの構造，基礎・配管の劣化状況などの状態情報および過

状況を図面化し，検査記録を残している．
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静止機器・配管に対する保全フローと保全上必要な技術
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回転機械に対する保全フローと保全上必要な技術
（
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策定

設備オーナーの業務所掌範囲）
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去の故障・整備などの履歴情報を収集・分析する．

生産サイクル

分析結果により診断方法を選定し，振動信号などの現場

生産

計測，オイルなどのサンプリングおよび現場実態調査を行

生産

計画

建設

い，傾向管理を続ける．
②異常診断・整備提案
保

計測した信号，またはサンプルを詳細に解析し，この結

全

製作

果と収集したあらゆる情報を総合的に分析し，機械の劣化

計
画

機能性改善

状況，異常箇所，余寿命，整備の要否および時期，必要か

サイクル

つ適切な応急措置について判断する．

ﾃﾞｰﾀ

整備が必要と判断した場合，直ちに生産状況を考慮し，
整備時期を調整すると共に開放検査要領や整備・補修要領

詳細

解析

設計

保全サイクル

を作成し提案する．設備オーナーの承認後に，推定した故

計画

補修

障による交換部品の確保を行うと同時に，整備までの間に
安全運転のための適切な応急措置を実施する．

実施

計画

③分解検査・整備

保全

整備

設備改善工事

診断

検査要領に基づき，回転機械を分解し，重点項目につい

解析

て細かく検査し，検査結果を記録する．分解検査の結果と
図３

診断推定結果を照合し，劣化の程度，故障の根本的な原因
（

を特定した上で，現場で整備手順を見直し，異常原因を徹

「最適整備」保全システム
設備オーナーの業務所掌範囲）

底的に除去する整備を実施する．
必要に応じてレーザ心だし技術やフィールドバランシ
ング技術を駆使し，整備品質の確保と工期短縮を図る．

６.

まとめ

2007 年 9 月 14 日に開催された総務省所管の「第 653

④試運転確認・データの解析と保存
整備後は，試運転と状態確認を行い，整備報告書を作成

回統計審議会」において，「プラントメンテナンス業」が

する．通常運転再開後，振動診断・解析を実施し，整備・

日本標準産業分類に例示されることとなった．当社はプ

修復の結果を確認する．また，継続的な状態管理により，

ラントメンテナンス業を営む者として，責任を持って設

対象機械の劣化傾向，または故障再発状況を把握する．同

備オーナーに対して「痒いところに手が届く」メンテナン

時に，異常再発防止や保全管理方法改善の提案を行う．

スを提供していかなければならない．

５. 今後のメンテナンス事業の方向性

腐食損傷部補修技術，回転機械診断解析技術，保全管理技

今後は，これまで開発・蓄積してきた腐食損傷評価技術，
設備オーナーは，機能的で，保全性の高い設備をつくり，

術，および補修整備ノウハウをパッケージ化し，提案型メ

維持することを課題としている．その対策の 1 つが定修に

ンテナンス，メンテナンスソリューションといった新しい

おける設備改善工事の実施である．当社は永年，国内外で

サービスを付加した「最適整備」保全システムを設備オー

多くのプラント建設を行い，そこで培ってきた技術と技能

ナーに提供すると共に，設備オーナーと一体となって，メ

を有しており，それがこの課題解決に対する強みとなって

ンテナンスの効果を最適にすることを追求していきたい．

いる．
さらに，設備オーナーの設備改善工事の計画段階で，日

炭矢

芳男（技術本部

技術部）

劉

信芳（技術本部

技術部）

常保全や定修時に収集・解析したデータを反映させること
で，より安全・安定操業のできる機能的設備に更新するこ
とが可能となる．
当社の永年培ってきた建設エンジニアリングと，現場で
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実績を上げているメンテナンスエンジニアリングの双方
を提供することで，設備オーナーの課題解決を可能にする
と考えている（図３）．
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