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  納入した製品をお客様に末永く使っていただくには，基本性能のみならず高い信頼性を確保

することがメーカの責務と考える．そのため，製品に関する豊富な経験に基づき，お客様設備の

稼働率を高める各種サービス関連技術開発を進めている．本論文では，幾つかの製品事例によ

り，当社のサービス関連技術の一端を紹介する． 

  

   

 
 
|1. はじめに 

当社は大型発電プラントなどの受注品から，フォークリフトや紙工機械などの中量産品，さらに

家庭用エアコンなどの量産品まで幅広い製品を扱っている．製品規模は違うものの，販売後お客

様に安心して使っていただくには，基本性能のみならず高い信頼性を確保することが重要と考え

る．当社は，製品ごとの設計，製作，試運転，保守と言った全ライフサイクルにわたる情報を保有

しており，これを活用しお客様に応じ設備稼働率を高めたり，性能改善を図るサービス関連技術

を開発している． 

以下の章では，代表的な製品事例により，当社のサービス関連技術の一端を紹介する． 

|2. 巡回サービス支援システム（紙工機械） 

近年，お客様からの既納設備に関する予防保全や品質の安定化などに関する相談が増加し

ている．これに対応するため，当社では，お客様の工場にサービスマンが出向いて機械診断を行

い，稼動率の向上や性能改善につながる提案を行う，巡回サービス活動の拡大を進めている．こ

こでは，お客様のご要望に迅速に対応するために開発した巡回サービス支援システムの機能を，

紙工機械を例に紹介する(図１)． 

2.1 巡回サービス支援システムの機能について 

(1) お客様情報一元管理機能(カルテシステム) 

従来，部門別に個別のシステム上で分散管理されていた機械仕様・製造情報・サービス履

歴などに関する情報を，一元管理できるカルテシステムを開発した．これにより，お客様名から

すべてのサービス情報を瞬時に探し出すことができる．また，後述の運転診断結果とも関連付

けることで，個々の機械を効率良く運転いただくため交換部品や補用品の需要時期を予測し

て，お客様のニーズを先取りしたサービス提案を行っている． 
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(2) 携帯端末診断機能 

巡回サービスは携帯端末を用いて行う．この携帯端末には，巡回前にカルテシステムから抽

出したお客様の機械に関する情報が保管されている．このため，巡回サービス時にサービス員

は，画面表示に従い検査項目の診断結果をその場で携帯端末に入力していくことで，機械診

断を短時間で行うことが可能となった． 

(3) 報告書作成機能 

サービス員が入力したデータを処理して，自動的に診断結果の報告書を作成することができ

る．さらに診断内容に応じ，必要な交換部品リストのほか見積書が，その場で提出可能となっ

た．またこの診断結果はカルテシステムに登録され，次回以降の提案に活用される． 

 

図１ 巡回サービスを支援するＩＴシステムの概要 

2.2 巡回サービス支援システムの効果 

上述の機能を適用することにより，生産現場の稼働率向上・性能改善につながるサービス提案

を，迅速にお届けすることが可能となりお客様からも高い評価をいただいている． 

巡回サービス活動は，お客様設備の稼働率を高めるための重要な活動であり，紙工機械以外

の多くの製品にも展開している． 

|3. 遠隔監視サービス技術（ガスタービン） 

次に設備稼働率向上を支援する遠隔監視技術を紹介する．地球規模で環境問題への関心が

高まる中，発電事業会社においてもこれまで以上に高効率化，低炭素化への要求が高まってお

り，また電力の安定供給のため，発電設備を安定的に稼動させることが重要になっている．当社

では 1999 年に高砂製作所に遠隔監視センターを設立し，ガスタービンプラントの運転保守サー

ビスメニューの一つとして遠隔監視サービスを提供し，世界各国のお客様の運転支援を行ってい

る． 
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3.1 遠隔監視システム 

遠隔監視システム概略構成図を図２に示す．遠隔監視システムは，発電設備の運転データを

発電所内に設置されたデータサーバにて収集，通信回線を利用して遠隔監視センターに送信す

ることにより，設備の運転状態を遠隔監視センターで常時監視できるようにするシステムである．ま

た運転データは監視端末上にリアルタイム表示されるとともに，センター内のデータサーバに永

久的に保存される．これによりリアルタイム監視はもちろん，過去の運転データを容易に調査でき

るようになった． 

 

図２ 遠隔監視システム概略構成図 

3.2 遠隔監視サービス 

遠隔監視システムの導入によって，従来にはない迅速な運転支援が可能となった．遠隔監視

センターでは，お客様の発電設備が安全で安定的に運転できるようサポートするため，専門スタ

ッフが 24 時間体制(３交替)で運転状態を監視し，トラブル発生時の迅速な原因究明や復旧支援

を行っている(図３)．従来お客様からの情報に頼るしかなかったトラブル発生情報を，遠隔監視セ

ンターでは発生直後に把握でき，トラブル発生時のデータに加え過去のデータも即座に収集，分

析可能となったため，問題解決に要する時間は飛躍的に短縮された．またトラブルの未然防止，

早期発見のための異常診断技術の向上にも力を入れている． 

  

 

 

図３ 遠隔監視サービスの概念イメージ  
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3.3 異常診断技術 

ガスタービンの運転監視において，従来の異常診断は各種運転パラメータが管理値以内で運

転されているかどうかというものであった．管理値を超えればアラームが発生し異常検知できる

が，その時点で既に機器の損傷が進んでいるケースも少なくない．一方で，遠隔監視システムの

導入によりトラブル事例の解析が進むと，多くの重大トラブルにおいてアラーム発生前に“小さな

兆候” が現れていたことがわかった．つまり，その“小さな兆候”を早期発見できれば損傷を未然

に防ぐ，あるいは 小限に抑えることができる(図４)．しかしながら，ガスタービンの監視パラメータ

は主要なものだけでも 100 項目以上あり，大気条件や運転条件など様々な要因により変化するた

め，運転員が通常のリアルタイム監視において，画面を見ながら瞬時にそれらを判断，検知する

ことは困難である． 

当社の開発した異常診断システムでは，MT 法(マハラノビス・タグチ法)と呼ばれるパターン認

識の技術を適用することで，正常パターンからのわずかな逸脱，すなわち異常の“小さな兆候”を

検知可能である．MT 法では，多変量データをもとに正常な集団を単位空間と定義し，対象デー

タの単位空間からの距離(マハラノビス距離)を求めて異常を判定する．これにより，従来(図５)のよ

うに多岐にわたるパラメータ各々を確認することなく，マハラノビス距離という一つの指標のみによ

ってガスタービンの運転状態を総合的に診断することが可能となった．また直交表を用いて SN 比

を求めることで，原因の特定も可能である(図６)．遠隔監視センターでは，これらを自動化・システ

ム化して運用しており，アラーム発生前の“小さな兆候”を早期発見することで，重大トラブルの未

然防止に寄与している．また異常診断を含めた遠隔監視サービスによって機器の損傷や計画外

停止を 小限に抑えることができ，稼働率向上につながっている． 

このガスタービンで開発した異常診断を柱とした遠隔監視技術は中量産品への適用も進めて

いる． 

 

 

 

図４ 小さな兆候  図５ 従来のトレンド監視 

  

  

図６ ＭＴ法を適用した異常診断  
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|4. 補用品受発注及び在庫管理技術（火力発電プラント） 

お客様の機械の性能を維持するには，定期的な補用品交換が重要である．特に大型プラント

では，定検時に欠品が発生しないよう，適切な時期にお客様が必要とする補用品を納める必要

がある．また緊急手配にも対応できるよう，見積引合い及び各種照会に要する時間を削減し，迅

速な受発注及び発送を行うとともに，お客様が容易に補用品選定を行える仕組みを提供する必

要がある． 

ここでは，中量産品で実用化している補用品ポータル機能を，受注品である火力発電プラント

に適用し，お客様の補用品受発注業務を効率化するサービスについて紹介する． 

4.1 補用品受発注システム 

図７にシステムの構成，また図８にシステム画面例を示す．本システムは，あらかじめ当社にて

整備した補用品データベースを基にリストを作成し，お客様はこのリストから購入を希望する補用

品を機器のカテゴリ別検索及び補用品名称，補用品 ID などのキー検索によって迅速に探し当て

ることが可能である．お客様は補用品検索後，Web 上で詳細データを確認する，又は当社に詳

細情報をインターネットにて照会することで補用品を特定し，所望する補用品を当社に発注する

手続きに進んでいただく．補用品発注後は，Web 上から発注した補用品が現在どのような状況

(受注受付，発送済みなど）にあるかを確認することができ，安心して業務を進めていただくことが

できる． 

 

図７ システム構成  

 

 

 

図８ システムの画面例  
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4.2 在庫管理システムとの連携 

在庫情報を当社と共有いただけるお客様に対しては， 適な補用品在庫管理サービスも提供

している．すなわち，当社で在庫情報を監視し定検時に不足が予測される補用品については補

充を促すなど各種サポート情報をお客様に提供している．また，お客様の定検計画をサポートす

るとともに，お客様とのコミュニケーションツールとしても活用している． 

本システムは，海外輸出プラントで運用を開始しており，お客様からも好評をいただいている．

今後は，構築したシステムをプラットフォームとし，順次国内のお客様を含め適用プラントを拡大し

ていく予定である． 

|5. 改造・置換工事メリット試算による提案サービス技術（コンプレッサ）

大型機械では，長期間お客様に使用いただくものが多い．当社では 新技術の適用で，既存

設備の信頼性向上と低コスト運転を実現する各種改造サービスメニューの充実をはかっている．

こうした改造や置換工事による経済性や環境改善効果を，お客様の設備情報や地域特性を考慮

して評価し，お客様メリットにつながる改良提案活動を積極的に進めているが，ここでは，コンプレ

ッサを例に紹介する． 

5.1 納入機カルテシステムと訪問巡回支援機能 

図９にカルテシステムと巡回支援機能を連動させた適用イメージの画面を示す． 

納入機カルテシステムは，紙工機械で説明したシステムと同じもので，納入号機番号から，機

械仕様，お客様情報，不適合情報など，納入機の全ライフサイクル情報を瞬時に取り出すことが

できる． 

 

図９ 納入機カルテシステムと訪問巡回支援機能 

訪問巡回支援機能は，カルテシステムに蓄積された保守履歴情報と地図情報とを連携させて

表示し，優先的に訪問するお客様を選定するためのツールである．例えば，定期点検後一定期

間経過などの条件で，地図上でお客様所在地を確認しながら，巡回訪問する事前準備を抜けな

く実施するなどの使い方も可能である． 

5.2 改造・置換工事提案システム 

改造・置換工事提案システムは，装置の改造や置換えによるお客様プラントの性能・信頼性向

上，コスト低減を定量的に示すシステムで，図１０に画面のイメージを示す．例えば，この例では，

既存設備の置換えにより，プラント単位キャパシティあたりの蒸気コストと CO2 排出量を約 15％削

減可能であるという試算結果が得られている． 
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図１０ 改造・置換工事提案システム 

コンプレッサや駆動機の置換によって得られる動力低減効果を，地域別のエネルギーコストや

CO2 排出原単位などの情報と組み合わせて，経済性及び環境性の改善効果に自動で換算し，

定量的な効果として評価できる． 

本システムにより，改造・置換サービスによるメリットを正確に理解いただき，お客様設備の価値

向上につなげている． 

|6. まとめ 

現在，サービス技術強化のため全社 e-サービス PJ を推進中である．これは製品が異なっても

サービス業務は共通する点が多いためで，その一環として全社でサービス技術の交流会を定期

的に実施している．この結果，多くの製品を扱う強みを活かし，受注品，中量産品，量産品のサー

ビス技術を横通しすることで，多彩なサービスメニューを整備している．ここで紹介した技術は，そ

の一例である． 

今後も当社製品を使っていただいているお客様のメリットを 大化できるサービスを提供するた

め，技術開発を進める所存である． 

 


