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IBM Predictive Maintenance
and Quality（PMQ）
生産設備や機器の稼働率とパフォーマンスを最大化させる「予知保全ソリューション」
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予防保全から予知保全へ─進化する保全業務

求められる設備・機器の

ています（図）。

メンテナンスの効率化とコスト削減

しかし、センシング技術や情報技術の進化により、
さらに効率的な次

先行き不透明な経営環境が続く中、設備投資や運用予算は厳しく

まず、計画的な予防保全を一歩進めたのが「状態基準保全」です。

管理されています。しかし、それによって設備の可用性や信頼性は

設備や機器のリアルタイムの状況を見える化し、生じている事象に

本来の期待値を満たせていないのが現状です。さらに、設備や機

対してより迅速な対策を可能にします。例えば、稼働中の機器から

器のダウンタイムや部品の品質低下が発生した場合、顧客の信頼

のセンサーデータを監視し、事前に設定された閾値を超えたら部品

を損ねるだけでなく、安全性の面からも大きなリスクです。また故障

を取り替え、超えないうちはそのまま使い続けるといった対応が可能

世代型の保全スタイルが出てきました。

や急なメンテナンス、品質問題による操業停止は製造現場に無駄や

になり、コスト面でメリットが生まれます。

非効率をもたらします。そのような中、先進的な企業では、物理的な

さらに、現状把握にとどまらず、将来に向けた予測を加えた保全業

資産やオペレーション・プロセスを最適化することで計画通りの操業

務の手法が「予知保全」です。統計解析や機械学習を用いること

を実現し、ROI（投資収益率）の最大化に取り組み始めています。

で、人の経験や勘では対応しきれない複雑な生産工程などにも対

そこで注目されているのが、現状を見える化し、将来何が起こるか

応。生じた事象の原因を究明し、ルールを発見して将来起こり得る

を予測し、対策をとることで保全業務の高度化を図る「予知保全

ことを予測し、推奨されるアクションを提示します。

（Predictive Maintenance）」
という手法です。

PMQはこうした一連の工程をソリューションとして提供することで、

IBMの予知保全ソリューション「IBM Predictive Maintenance

お客様の保全業務の変革を可能にし、高度なメンテナンスを実現し

and Quality（PMQ）」は、多数の設備や機器を保有する企業が

ます。

それらを適切に稼働させ稼働率とパフォーマンスを最大化すること
で、保全コストの削減や製品の歩留まりの改善など、経営効率を高
めることを支援します。

〈適用領域〉
PMQを生かせる分野は、製造業にとどまりません。
現場レベルの資 産、例えば 消 費財や家 電、自動販売 機、重 機、

現状を見える化し、さらに予測を加えることで

ネットワークでつながったさまざまな交通機関や建物などの保全

高度な保全業務を実現する「 PMQ 」

業務にも活用いただけます。

実際の設備保全業務の取り組み状況を見ると、多くの企業では故障

るばかりでなく、過剰なメンテナンスの防止は人的コストの削減につ

の都度、対策を講じる「事後対応」か、機器の利用経験や実績に

ながります。また保全業務の最適化により、メンテナンスのための無

基づき定期的に点検や修繕をする「計画的な予防保全」が行われ

駄な在庫も抑えることができるなど、人・モノ・金の最適化を図ります。

故障予防やダウンタイムの回避により直接的な保全コストを削減でき

図．設備保全業務における習熟度モデル
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将来何が起こるのか
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データ収集から意思決定支援に至る一連のサイクルをサポート

複数ソースからデータを収集、分析し、異常を予測検知、

⑤ 意思決定／対策適用：運用、保守、修理、または設備コンポー

リアルタイムで適切な対処法を提示

ネント交換等、作業員が洞察に基づく行動を行えるように、必要

PMQは設備異常を予測検知し、現場のフィールド・エンジニアの

す。また保全システムへの作業指示を出すこともできます。

な指示情報をレポートやダッシュボードで確認することが可能で

意思決定をリアルタイムにサポートすることで、コストのかかるダウン
タイムを回避し、保全費の削減に貢献します。
複数のソースからデータを収集・分析し、異常を起こす原因を追究

サイクルを回すために必要なツールをパッケージ化

した後に、適切な対処法を推奨アクションとして提示することで、

PMQでは、この一連のサイクルを自動で回すために必要なテンプ

十分な情報を得た上での意思決定をサポートします。

レートやソフトウェアなどすべてがパッケージとして提供されます。こ

実践においては、次のようなステップで進められます。

れにより、お客様は短時間で精度の高い予知保全業務を行うこと

① データの収集／統合：センサーデータ、保全、修繕に関するデー

が可能になります。

タなど、設備・機器の持つ多様なデータを収集し統合します。

例えば機械の故障を予測したい場合、必要なモデルのテンプレート

② データの分析／解析：収集された膨大なデータを加工し、デー

が事前に用意されていて、それをもとにお客様のビジネス・ルールを

タの相関から設備・機器の故障の予測モデルや過去のデータに

登録すれば、上記のステップごとのシステムを個別に開発することな

基づく故障の予兆モデルを作成します。

く、サイクルを回す仕組みが出来上がります。

③ 詳細調査／原因究明：異常が起きた際の原因を追究するととも
に、予兆の内容を把握します。

保全業務は、一度分析して完了するものではありません。分析結
果が意思決定者に対して必要な情報として伝わり、現場での改善

④ アラートおよび推奨されるアクションの表示：PMQに搭載さ

がなされて、再び情報収集へと戻る、そのPDCAを繰り返しつつ改

れたルールエンジンを活用して、社内のビジネス・ルールを取り

善を重ねていくことが重要です。その仕組みをトータルにご提供す

込み、異常に対し適切な優先順位で適切な対応が取れるよう、

るのがPMQなのです。

アラートや推奨アクションを定義します。

図．PMQ の運用サイクル
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意思決定／対策適用
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基幹システム
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ユースケース

製鉄業の生産工程：
設備起因の品質欠陥を低減し、動作不良を事前防止

ここでは予知保全の仕組みが実際にどのようなところで活用され、効果を発揮しているかについて、製鉄業の生産工程を一例にご紹介し
ます。

ある製鉄所では、高級鋼生産の増大など多様な鋼種と複雑な操業要件により、運転障害が増大していました。設備障害の

課題

65％は監視や点検 / 診断により事前予防が可能ですが、25％は設備要因の品質欠陥のため事前予防が難しく、設備
要因の監視が課題になっていました。しかし、
これまでは生産 - 設備 - 品質データが散在していて連携が難しく、設備障害と
品質欠陥の相関を予測することが困難でした。

ソリューション

PMQの導入により、設備異常を検出し、設備要因の品質欠陥を分析する統合設備管理プラットフォームを構築しました。
予測分析機能を活用して機械特性外れ（品質基準を満たさないこと）などが発生しやすい操業条件をモデリングすること
で、障害発生を抑制すると同時に、精整・検査ラインでの先行対応を行えるよう、品質管理のPDCAサイクルを迅速に回す
仕組みを構築しました。

導入効果

このプロジェクトによって、設備要因による品質欠陥を防ぎ、
コストのかかる計画外停止を防止することが可能になりまし
た。従来の計画的な予防保全から一歩進んで、状態基準保全や予知保全を活用した保全業務の高度化を実現しています。
◦リアルタイム（50ミリ秒単位）に状態変化を分析、動作不良を防止し、
リスクベースのアラートを提供
◦設備要因による品質欠陥モデルの実装に基づく、適正操業条件のフィードバック
◦操業エラー防止のためのリアルタイム操業ガイドの提供による、巻き込みや折れ込みの防止

図．予測型アラートの仕組み（製鉄業の事例）
製鉄業の圧延工程では、製品の質的変化が操作ミスにつながり計画外停止を引き起こすことから、
「どのような操業条件の場合に製品の品質異常が起きるの
か」をモデリングし、
リアルタイムに状態を監視することで、想定外のライン停止を予防する

操業条件
1. 転送バーの状態

（温度、品質＆サイズ）

2. 処理条件
3. 施設の状況

異常偏差

質的変化

操作ミス
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悪影響

巻き込み
または折れ込み
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作業ロール変更
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巻き込み

プロセスフローとデータ活用

スラブ

RF（再熱炉）

RM（粗圧延機）

母線、プロセスおよび設備の変更
（50ミリ秒以内）

ラウンドアウトテーブル

FM（仕上圧延機）

DC（ダウンコイラー）

50ミリ秒ごとの
制御履歴

予測型
アラート

稼働データ

品質推移
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フィールド・エンジニアが
直感的に意思決定しやすいダッシュボードを提供

予知保全業務で最も重要なのは、製造現場のフィールド・エンジニアの迅速な意思決定です。PMQ はエンジニアが直感的に意思決定し
やすいダッシュボードを提供し、設備保全業務の高度化をサポートします。
次に、実際にどのようにご利用いただけるかについて、
「鉄鋼製造プロセスを遠隔モニタニングしているシーン」を想定した画面例を使って
ご紹介します。

1. 設備の稼働状況の可視化
まず、設備の状態を数値（ヘルススコア）で示し、可視化します。プロセス全般にわたるリアルタイムの状況が把握できる（画面上A）とともに、工程・
機器ごとの稼働状況を詳細に見ていくことができます。
画面上Bに縦に並んでいるReheating（再加熱）/Roughing（粗圧延）/Finishing（仕上圧延 )/Coiling（巻付け）は鉄鋼製造プロセスの工程です。そ
れぞれの脇にあるRF1/RF2といったアイコンは、各工程の機器の名称です。
下段右側では、FM1という仕上圧延を行う機器の1 号機の稼働状況を示しており、ヘルススコアはおよそ75％で推移し、最終日に低下している（＝
作業指示が遅れる可能性が高い）ことが分かります。注）画面中央の緑の点線部分参照
こうしたリアルタイムでのモニタリングによって稼働状況の傾向を把握すると同時に、
いつどのようなアラートが出たかも瞬時に把握できます。

A

稼働状況（全般）

稼働状況（各機器）

FM1という機器の情報を

B

各工程と機器の名称

表示。全般的なレポート
に始まり、時系列 の ヘル
ススコアの 推 移 や、有用
率 の 傾 向、パ フォー マン
ス、イベントのログ、異常
の 発生状況 など、詳細 な
情報を確認できる。

2. KPIの推移をモニタリング
異常が検出された場合、予め定められたKPIの推移をモニタリングし、
ヒートマップでその原因を追究することができます。
画面例では、圧延力のKPIが落ちているのに対して原因を探るために、圧延機のセンサーデータなどの詳細情報を表示しています。

異常の検出傾向と履歴

各工程と設備の名称

予め設定された各 KPI の推
移をリアルタイムでモニタリ
ングすることで、異常の原因
を絞り込む
異常 が 検出された 項目の
詳細情報も容易に確認可能
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3. 原因分析と取るべきアクションのリコメンド
リスクの
KPIをモニタリングする中で気になるものをクリックすると、
高い項目が画面右上に表示されます。そして、
それを受けて取るべき
アクションのリコメンドがその下（画面右下）に表示されます。
画面例では、仕上圧延機 1 号機のベアリングと多軸フライス盤の故障
リスクが高く、ベアリングの回転の音や振動の振幅を確認すること等
が推奨されています。

過去のデータから障害の原因とルール
を発見して、リスクの高い項目を表示
上記の予測結果に基づき、推奨される
アクションを表示

4. 相関関係・因果関係のメカニズムの説明
レコメンドに関して、
その相関関係・因果関係のメカニズムが説明されます。それによって、
納得のいく意思決定をすることができます。
画面例では、
故障の可能性や予知モデルが示されています。

作成した機器の故障モ
デルによる、時系列で
の故障確率の推移

故障が発生した際の各
センサーデータ間の条
件分岐をわかりやすい
図（Decision Tree/ 決
定木）で表示

5. メンテナンス・スケジュールの指示
各機器のメンテナンス・スケジュールを確認すると、機器によっては予定を繰り上げてメンテナンスを行うべき（日付指定）といったアラートや、別の
機器はスケジュール通りでOKなどという表示が出ます。
この例では、
仕上げ圧延機の1号機と4号機のメンテナンス・スケジュールについて、4号機は予定通りでよく、1号機は緊急検査が推奨されています。

予定されているメンテ
ナンス・スケジュール

推奨されるアクション
と繰り上げた日時を
表示

IBM Predictive Maintenance and Quality（PMQ）
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ソフトウェア、サービス、研究所など、IBMの総合力でお客様をサポート

ベスト・プラクティスに基づく

は、個々の部品ソリューションの寄せ集めとは比べものにならない価

実証済みのアーキテクチャー

値をお客様に提供します。
こうした製品・技術の背景には、技術の研究・開発を行い、ナレッジ

P M Q は、クラウド上とオンプレミスのどちらでも使 用できる事 前

を日々蓄積し、実業務への適用を進めている研究所があります。ま

構成済みのソフトウェアです。利用の際は、データはクラウドで収集

た、経験豊富なコンサルタントやプロジェクト・マネージャーが多数お

し、分析はオンプレミスで行うハイブリッド環境での使用も可能で、

り、ITスペシャリストと共同で、お客様の導入プロジェクトをご支援し、

お客様はそれぞれのニーズに応じて、最適な環境を選ぶことができ

成功に導きます。

ます。
多様な設備や機器を持ち、複雑な工程からビジネスが成り立つ環
PMQはIBMがグローバルで培ってきたベスト・プラクティスに基づく、

境下では、保全業務におけるシステムの活用は不可欠です。

実証済みのアーキテクチャーを基盤としています。

PMQは、特定の機器や工程をまたいだトータルな見える化を行うこ

具体的なソフトウェアとしては、データベースに「IBM DB2」、統計

とで現状把握を容易にし、予測分析機能によって事象の原因追究

解析や機械学習を行い、予測モデルを構築する「IBM SPSS」、
レ

や予兆の把握までを実現します。さらに、設備や機器の管理の自

ポーティング機能を担う
「IBM Cognos」
といったツール群を提供。

動化だけでなく、作業にかかわる人間の作業についても示唆を提

市場でも高い競争力を持つIBM製品で構成し、統合された環境

供することで、会社全体のパフォーマンス向上に貢献します。

図．IBM の強み
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IBMソリューションはこれからのケイパビリティーと機能を統合し、お客様に価値を提供します
「…統合されたソリューションは、個々の部品ソリューションの寄せ集めをはるかに凌駕する…」
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