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FMEA を基にした PHM 設計(FMEA-based PHM Design)の実践
An actual Practice of FMEA-based PHM Design
㈱電通国際情報サービス 戦略ビジネス推進本部 インダストリアル・ビッグデータ部
○山崎 まりか
This paper introduces a methodology to optimize sensor architecture of product. Sometimes
product only contains sensors for control and performance monitoring purposes. In such case,
it is difficult to satisfy failure detection and diagnostics by these implemented sensors.
However impact of adding sensor after design fixed is big. Therefore it is important to
consider what and how failures could occur by FMEA and plan optimal sensor architecture at
design phase. This design approach is called PHM design and this leads successful design of
failure diagnostics coverage with minimum sensor sets of designed product.

ようにも予知に必要かつ十分な計測データ

1. はじめに

がわからないということが少なくない。 ユ
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同等の保証をすることは困難であるためコ

ているが、多岐に渡る対象製品の故障予知経
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験を通じ、いくつかの重要課題が浮き彫りに

要なのだが、特異な条件下で起きる故障デー

なってきた。

タを収集することは更に難しい。

まず最も悩ましいのが、そもそも製品は信

必要計測データは、計測する①対象、②位
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置、③方法・仕様を適切に検討する必要があ

れる前にメンテナンスもされるため故障の

るのだが、複雑化されたシステムや複合的に

出現率が小さい。そのため、データ分析にと

発生する不良に対し、マニュアル作業でエン

って理想的な故障データは手元にないこと

ジニアが網羅的に検討することは不可能に
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そこで故障解析、信頼性予測、故障用センサ
の最適化においてもコンピュータの解析技術
を活用し、効率よく検討する流れ(信頼性・可
用性・保全性・安全性(RAMS)のデジタル化)に
あると考える。
デジタル化とはいえ、重要なのは、設計者が
対象製品の故障を FMEA に落とし込むことであ
る。 更にどのように故障する製品かを把握し、
その故障メカニズムを理解し、影響度に基づき

図 2.1 PHM 手法

最適なセンサ配置を設計することが必要で、こ
のような設計作業を PHM Design と呼ぶ。

PHM の手法を大別すると PoF とデータドリ

PHM とは Prognostics and Health Management

ブン、また両方を活用したハイブリッド手法

の略で、ICT 技術の進歩に伴いモニタリング技

がある[1]。 PoF の良い点は、故障要因や故

術を利用した保全技術を軸とする機械のシス

障メカニズムを識別できることである。一方、

テム工学的な最先端保全アプローチである。

データドリブン手法の良い点は、複雑で密集

PHM は取付けたセンサから統計的(データド

システムに対応することである。 これらを

リブン的)に異状発生を早期検知し、大きなブ

融合させたハイブリッド手法(図 2.2)は、デ

レイクダウンを防ぐことが可能だが、故障モー

ータの無駄を省き、故障メカニズムに言及可

ドとその影響を理解し適切な位置や種類のセ

能な最も効率が良く精度の高い PHM 手法で

ンサを取付けなければ予測精度は上がらない。

ある[2]。

複雑で相互作用が避けられないシステムでは、
データドリブン手法が有益な気付きを与える
のも事実だが、故障モードや物理に基づく計測
検討なしでは価値ある結果が得られないこと
は間違いない。このようにデータドリブンが先
行的に発展した PHM 分野においても FMEA を活
用した計測点設計が重要で、高精度で無駄のな
い PHM 実現に効果が高いと考える。
図 2.2 ハイブリッド手法

2. PoF(Physics of Failure)とデータド
リブンを融合したハイブリッド手法

いずれの手法においても PHM を達成し、検
証するためには正しい計測点によるデータ

[1]

収集が要求され、これらの必要な計測点（デ

図 2.１は PHM の手法を示す 。

ータ）をものづくりの上流、設計段階で確実
に網羅し、後戻りを避けた Lean Design が重
要であることは言うまでもない。本論文では、
効率良く正しいデータを収集するため、FMEA
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を活用した PHM 計測点検討「FMEA based PHM
Design」が有効であることを示す。

ヘアドライヤー(図 4.2)の機能を次のよ
うに定義する。①電気エネルギーを熱エネ
ルギーに変換し空気を温め、②ファンで熱

3. 高次元データの取扱いやデータ不足
の課題

風を送る。この機能ブロック図を使って作
業フローを説明する。

データサイエンティストにとって次元の
呪いは大きな課題で、ビッグデータになれば
なるほどその呪いからの脱却が難しい。得て
してデータが多ければ良いということはな
いのだ。更に、予測精度が満足いかないケー

図 4.2 ヘアドライヤー

スのほとんどが品質の良いデータ不足によ
るものである。これは故障に対して感度の高

(1) システムの機能ブロック図を作成する。

いデータがない、データにノイズが多い、同

(図 4.3)

じ傾向の(相関の高い)データしかないなど

1. 電 気 ヒ ー タ ー (Heater) の 機 能 を

様々な場合が考えられる。 FMEA を活用した

「Convert」(変換する)と定義し、

PHM Design を実施することで、これらの課

入出力を「電圧」から「温度」と設

題も解決できると期待している。

定。
2. ファン（Fan）の機能を「Provide」

4. 実施要領

(供給する)と定義し、入出力を「電

本項で、PHM Technology 社開発 The MADe
Suite を 使 っ た 具 体 的 な FMEA-based PHM

圧」から「流量」と設定。(Fan の中
に細かい部品を追加)

Design の実施要領を示す。

4.1

PHM Design の作業フロー(図 4.1)

図 4.3 ヘアドライヤー機能ブロック図
(2) 各部品やコンポーネントの故障(異常)
図を作成する。
1. 電気ヒーター（Heater）の故障図(図
4.4)を作成。
2. (1)で定義した機能を阻害する原因
図 4.1

やメカニズム、不良を定義。（例：

PHM Design フロー

原因「Short Circuit」
、メカニズム
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(2)(3)(4)を基に洗い出す。本事例では

「焼損」、不良「断線」など）

12 ケース存在した。

図 4.7 ヘアドライヤー機能不全ケース
図 4.4 電気ヒーター(Heater)故障図
(6) (5)で洗い出された異常条件を検知・診
(3) 各故障(機能不全)に対する重要度を設

断可能な計測点とセンサ種類を検討す

定する。

る。

電気ヒーター(Heater)の重要度(例)：

1. 最終的にシステム機能不全に至る

検知の難しさ(Difficulty of

故障経路を全て抽出する。(本事例

Detection) : 2.0

では故障原因別パターンを含むと

発生頻度(Occurrence) : 4.0

全部で 144 パターンの故障経路があ

影響度(Severuty): 10.0 など。

った。) またリスクの集中箇所を確
認し、故障発生確率の高い部品を明
らかにする。(本事例では部品点数
が多いファン(Fan)が故障リスクが
高い。) 故障リスクが集中する箇所
には強制的に計測点を設定するこ
とも必要である。
2. コンポーネントの故障によって、下

図 4.5 電気ヒーター(Heater)影響度

流や周囲の反応を可視化し、故障の
(4) システムレベル FMEA(FMECA)を作成する。

依存関係マップを作成する。故障時
の出力変位(Deviation)パターンを
算出する。
（本事例では 4 パターン。）
3. 全ての部品故障を識別するために
必要な最低センサ数を計算する。
(本事例では 2 か所計測すれば、故
障時の変位 4 パターンを識別でき
る。)

図 4.6 電気ヒーター(Heater)FMEA
(5) (1)で作成した機能ブロック図を基にシ
ステム異常となる機能不全状態を
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4.2

遠心ポンプシステムへの FMEA- based
PHM Design 適用事例の紹介
PHM Design の概念を適用し、遠心ポンプ

システムの PHM に必要な計測点検討を行っ
た。4.1 項の手順に従い故障診断に必要な計
測点を検討し、既存の制御用やモニタリング
用センサで網羅可能な故障パターンの把握
と重要故障を検知・診断するために必要なセ
ンサ評価を実施した。図 4.8 は作成した遠心
ポンプシステムの機能モデルと故障図から
抽出した故障依存関係マップとその一例で
ある。この結果から、どの部品がより波及範
囲が広く(横軸)、どの部品が上流の故障影響
を受けやすいか(縦軸)がわかった。

図 4.7 計測箇所の分析
このような手順を踏めば、システムが複雑
になったとしても、機能フローと故障図(フ
ロー)、各出力の変位による周囲の反応を洗
い出し、その変位パターンを切り分けるのに
必要な計測点を解析することでセンサの必
要位置を機械的に特定することが可能であ
る。
本作業を応用すれば、現在の計測点がシス
テムの機能不全ケースの切り分けにどの程
度寄与しているのか、故障診断能力がどの程
度かを算出できる。PHM を実施するうえで、
計測点をありとあらゆる箇所に設置しデー

図 4.8 故障の依存関係マップ

タを収集すればより多くのデータを収集で
きるが、それらのデータ処理や取扱いやデー

また機能ブロック図から算出された故障

タ選択が困難になることは言うまでもない。

パターンの経路を抽出すると、実際に現場で

本手法を使えば、必要な場所に必要な計測点

起きている故障しやすい部品は故障経路が

を設定することができ、最小センサ数(デー

多い(リスクが高い)ことがわかった。

タ量)で確実に故障検知や診断ができるので
ある。

次に現状搭載されているセンサで検知診
断可能な故障カバー率を算出し、また改善す
るために必要な計測点を解析した結果を表
4.1 にまとめた。
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エ ン ス 技 術 を 融 合 し た FMEA-based PHM

表 4.1 計測能力診断結果
既存センサ
診断カバー率

現状

計測点数
追加後の

改善
キャパ
シティ

診断カバー率
計測点数
（追加必要数）

システム全体の

重要部品の

故障診断カバー率

故障診断カバー率

18.06%

9.52%

9点

77.78%

100%

27点

20点

(24点)

(17点)

Design とハイブリッド PHM が実現する保全
活動への影響は大きいと考える。設計段階で
製品の故障パターンと影響を綿密に検討し、
その結果を故障診断能力の検討に活用する
ことで、ものづくりの早い段階で高信頼性・
高保全性製品を保証することが可能で、さら

表 4.1 から以下の気づきが得られた。

により品質の高いデータを収集することが

(1) 既存の計測点では、システム全体の故障

できるに違いない。本手法を活用した PHM
で得られた高品質なデータを検証に活用し、

の 18%程度の故障しか診断できないこと。

更なる設計改善に役立てることができれば

(2) 重要部品においては故障の 10%程度しか

改善の好循環を効率よく生み出すことがで

診断できないこと。

き理想とするスパイラルアップを達成でき

(3) 計測点を追加すればシステム全体で 77%

ると期待している。

以上、重要部品については 100％の故障
診断が可能となること。
(4) システム全体で見たとき、必要な追加計
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FMEA を基にした PHM Design が有効であるこ
とを確認することができた。

5. 結論
高度な PHM を実現するためには、FMEA を
基に適切な計測点を設計段階で検討するこ
とが有効である。長年培った知見を基に作成
される FMEA と ICT 技術、高度なデータサイ

－342－

