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1章  本事業の概要・背景・目的・調査内容 
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1.1 本事業の概要 
 

東京電力フュエル＆パワー（以下、東電 FP）が保有する IoT 技術を駆使した高度なオペレーシ

ョン＆メンテナンス（以下、Ｏ＆Ｍ）及びプロフェッショナル人材育成に関するノウハウを活用

し、ベトナム社会主義共和国の VIETNAM ELECTRICITY（以下、EVN）に対し、中長期的なＯ＆Ｍサ

ービスの実施可能性調査（以下、本 FS）を行う。 

EVN 保有の火力発電所は、海外メーカー（特に中国製）が多く、発電設備の性能低下や計画外

の設備停止が頻発している。これらの不具合を低減させるために、本調査事業では IoT 技術の導

入に向けた発電設備の現場調査と、質の高い火力発電所運営に欠かせない人材育成手法について

調査を実施する。 

 

1.2 本事業の背景 

 

1.2.1  IoT 技術の導入 

 

世界の潮流となっている IoT 技術の導入による高度なＯ＆Ｍについて、EVN 社内で検討を実施

しているが、技術面・費用面等の理由により導入が困難な状況となっている。定期的に実施して

いる技術交流にて EVN から東電 FPへサポート要請を頂き、IoT 技術の導入に向けた実施可能性調

査を行う。 

 

1.2.1  人材育成サービス事業化 

 

火力発電所の運営に重要となる人材の育成について、EVN では様々な人材育成を実施してきた

が人材育成基盤の構築には至っていない。そのため EVN では今後３年程度の期間で人材育成基盤

の構築プロジェクトの実行が EVN 社内で承認されたが、どのような育成手法で実行するのが効果

的なのか模索しており、EVN から東電 FPへサポート要請を頂いた。東電 FPとして、EVN 社員の効

果的な人材育成手法を構築するにあたり、現状の把握を実施する。 

 

1.3 本事業の目的／調査内容 

 

IoT 技術の導入未実施であることや人材育成基盤の構築を検討していることなど、今後の事業

展開が大きい EVN に対し、様々な国が IoT の導入や人材育成サービス支援を進めている。東電

FP にて、これまで培ってきた技術、ノウハウを活用し本 FSや今後の実証試験を早期に実施する

ことで、EVN との連携を強化し日本の技術やノウハウが適正に評価される仕組み作りを構築し、

中長期的に電力インフラのＯ＆Ｍサービス事業を展開する。 
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1.4 本事業の調査内容 

 

1.4.1  IoT 技術の導入 

 

EVN への IoT 技術の導入にあたり、発電設備の設計データや過去の不具合データ、各種運用デ

ータの取込み及び蓄積状況が重要となる。これらが不足している場合には不具合検知精度に影響

を及ぼす恐れがあるため、事前に運用データ等の調査を実施する。事前調査では、現地の火力発

電所にて設計データの保管状況や運用データ等の取り込み、蓄積状況、システムネットワークの

構成を確認する。 

 

1.4.2  人材育成サービス事業化 

 

人材育成サービスの事業化として、EVN 社員の技術力を確認するスキルチェックシートの作成

を行う。スキルチェックシートは、個々の弱点を洗い出し、弱点部位を補う研修プログラムの提

供を行うために活用するものである。 

本 FSでは、EVN 本社の人事部および火力発電所にて、これまでの人材育成手法の確認や発電所

Ｏ＆Ｍ従事者への聞き取り調査にて、東電 FP が実施している人材育成手法とのベンチマーク比較

を実施、EVN 社員に適した人材育成手法を調査する。 

 

 

  

 



   4 

2章  IoT 技術の導入 
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2.1 本調査の調査対象地点 
 

2.1.1 対象発電所 
      VIETNAM ELECTRICITY (EVN)       THAI BINH 火力発電所   1 号機 

 

2.1.2   発電所概要 
 １号機 ２号機 

定格出力 300MW 同左 

蒸気条件 116.7bar.a 538℃／40.11bar.a 538℃ 同左 

ボイラ設備 

（使用燃料） 

FW 社 (FOSTER WHEELER) 

（石炭） 

同左 

タービン設備 富士電機 同左 

発電機設備 富士電機 同左 

制御装置 横河電機 同左 

※丸紅が EPC 契約を締結、保障期間は 1号機が 2020 年 1 月 16 日，2号機が 2020 年 3 月 22 日である。 

 

   
     

 
写真 2.1.2-1 Thai Binh 火力発電所 
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2.2 IoT システム導入に関する評価 

 

2.2.1 現状分析 

(1) IoT システムの概要 

本 FS で導入検討を行う IoT システムは、発電所の制御システムとクラウドをオンラインで

接続し、収集した運転データを分析、予兆検知・性能（熱効率）管理を行う。本方式は既に東

電 FP弊社の火力発電所や国内外のお客さまとシステムを接続した実績のあるシステムである。 

オンラインで接続された運転データは、弊社の遠隔監視センター（以下、DAC：Data Analyzing 

Center）で分析・設備診断を行い、対策案を発電所へ提案し、トラブルの進展を早期に発見・

対策を行うことで、計画外停止の削減と熱効率の向上に資する発電所業務支援が可能である。 

 

図 2.2.1-1  クラウドを活用した IoT システム 

 

 

図 2.2.1-2  IoT システムを活用した発電所支援業務フロー 

(2) IoT システムの接続 
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IoT システムと発電所制御システムとの接続点を、ThaiBinh 火力発電所より入手したシス

テム構成図と現地調査結果を基に検討した。（ATT 2.2 – 1 EVN システム調査） 

 

 

 

 

図 2.2.1-3 発電所制御システムとの接続 

 

調査の結果、ThaiBinh 火力発電所の制御装置（DCS：Distributed Control System）は横河

電機製 CENTUM シリーズとなり、１号、２号、共通設備という単位で構成されていることが判

明しました。 

接続点は設備構成に影響を受けないシステムの共通エリアにあるハブを選定しました。ま

た、改造時は DCS の設定変更が必要となるが、起動停止は不要でオンライン状況下での改造が

可能である。 

  

DAC クラウド 

③ネットワーク 

②インターフェイス 

① 接続点 

発電所電気室 
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(3) インターフェイスの検討 

 

 

接続要件 

① 通信プロトコル：OPC 

② 既設取りだし：共用エリアのハブ 

③ 既設メーカー手配 

OPC サーバと Firewall を増設し、CENTUN

からの信号を出力 

④ DAC ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ手配 

・CENTUM からのデータ受信と DAC へのデータ

連係を行うために、PI ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽを増設。 

・ｾｷｭﾘﾃｨ確保のため、Firewall を設置。VPN を

構築する。 

・光ケーブル接続のため、ルータ／メディア

コンバータを設置 

 

本構成は日本のシステムセキュリティガイド

ラインに準拠している。 

図 2.2.1-4 インターフェイ装置の設置 

 

各インターフェイス装置は、サーバラックにまとめ、発電所の電気室に設置する計画である。 

（ATT 2.2 – 1 EVN システム調査）。 

 

(4) ネットワーク環境 

① 通信業者の選定 

インターネットと接続するために、通信業者の選定を行う必要がある。発電所調査の結果、

ThaiBinh 火力には VIETTEL（通信会社：インターネット回線を供給、日本で言えば KDDI

や NTT に相当）のケーブルが布設されていることが判明、VIETTEL の供給エリアに

ThaiBinh 火力が含まれていると判断し、本計画でも VIETTEL を選定する計画である。 

② 構内接続点 

VIETTEL との接続点は、発電所管理棟（Admission Building）の 1FL である。 

③ 接続点からインターフェイス装置まで 

VIETTEL との接続点からインターフェイス装置までを光ケーブルの接続が必要である。発

電所調査の結果、光ケーブルの空き芯があり、ThaiBinh 火力発電所に確認し利用許可を

得た。しかし、一部追加で布設する必要がある箇所が残っている。 

（ATT22-2 Thai Binh 構内光ケーブル調査） 

 

既設 

増設 

② ③ 

① 

④ 
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2.2.2 問題点 

(1) EVN セキュリティルールの確認 

2月19日にEVN本社においてセキュリティルールの確認を行い、以下について確認した。 

① セキュリティを検討するプロジェクトチームが出来ていないので回答には時間が必

要となる。 

② 海外のネットワークに接続するには、セキュリティレベル４を満たす必要がある。 

（一方向ゲートウェイを設置することが望ましい。） 

③ 制御ネットワークを海外のネットワークを接続することは、今後必要なことだと考え

ている。質問をリストにして連絡してほしい。プロジェクトチームを形成し、正式な

見解として回答する。 

 

(2) ベトナム情報通信省 MIC への申請 

EVN セキュリティルールの確認に加え、情報通信省 Ministry of Information and 

Communications（以下、MIC）への申請が必要かもしれないと回答を受けた。 

不明点は以下の通り。 

① 申請する内容が不明確で、調査が必要である。 

② 申請から許可までに必要な期間の確認が必要である。 

 

2.2.3 課題 

(1) 改造工事の実施 

ThaiBinh 火力発電所の運開日は 1号 2018.1.16／2 号 2018.3.22 となり、保証期間は運

開日より 2年間である。 

設置者である丸紅と ThaiBinh 火力発電所の間で保証条件を維持するために、保証期間

内の改造は不可という条件が設定された場合、工事の実施が難しくなる可能性がある。 

今後、ThaiBinh 火力発電所と確認を進めていくが、改造工事が出来ない場合は、メール

等を活用したオフライン連携を検討する。 

 

(2) 1 号機停止工事との整合 

システムの改修はオンラインで実施可能だが、可能であればプラント停止時に実施する

とより安定した改造工事が可能となる。適切なタイミングでの停止工事を検討する。 

来年度における停止工事の予定は以下の通り。 

１号 2019 年 6 月 1 日～2019 年 6 月 14 日、2019 年 10 月 15 日～2019 年 10 月 18 日 

２号 2019 年 4月 1日～2019 年 4 月 14 日、2019 年 10 月 1 日～2019 年 10 月 14 日 

 

(3)  EVN セキュリティルールの確認とベトナム情報通信省 MIC への申請 

EVN と詳細な協議が必要である。 
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2.2.4 提案事項 

(1) クラウドを活用した IoT システムの採用 

 

 

図 2.2.4-1  クラウドを活用した IoT システム 

 

(2) IoT システム導入に向けて、EVN とベトナムベトナム情報通信省 MIC に対応したセキュリ

ティルールの確認 

 

(3) EVN とベトナム情報通信省 MIC に対応したセキュリティ装置の設置 
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2.3 予兆検知システムに関する評価 

 

2.3.1 現状分析 

(1) 予兆検知システムに必要な資料確認 

事前に要求した予兆検知に必要な資料リスト（表 2.3.1-1）について確認を実施、資料確認

の結果、予兆検知システムの構築が概ね可能であると判断できた。 

 

表 2.3.1-1 資料リストと確認結果 

No. 資料リスト 確認結果（○：必要データ有、△：一部不足） 

1 運転データタグリスト ○ 全タグリストを確認 

2 設備系統図 ○ 

各系統図を確認 

・ボイラ設備、タービン設備、排ガス処理設備 

・灰処理設備、水処理設備、共通設備 

3 システム構成図 ○ 横河電機製 DCS システムを入手 

4 運転データ △ 

性能試験前後における運転データを入手 

過去データ検証に必要な１年分のデータは後日

入手する予定 

 

(2) タグ選定 

タグリストから予兆システムに利用するタグを選定する。性能試験に関するデータも入手

出来たことから、精度の高い予兆検知モデルの構築が可能である。 

 

2.3.2 問題点  

特記無し。 

 

2.3.3 課題 

(1) 運転データの入手 

モデル構築に必要な運転データ 1～2年が 2月 28 日時点で未入手である。DCS システムに運

転データがストレージされていることだけを確認した。FS 断面ではモデル構築に必要な信号

の確認とストレージの存在だけ確認できれば良いので、データの抽出までは実施していない。

また、データの抽出には、ThaiBinh 火力の承認が必要であり、FS断面であらかじめ依頼を行

うことで、システム構築時に速やかに入手できるようにした。 
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2.3.4 提案事項 

(1) 機械学習を活用した予兆検知ステムの導入 

過去データを活用し、運転の標準状態となるモデルデータ（教師データ）を作成し、リア

ルタイムデータと比較することで、推測値を設定する。実測値と推測値の偏差が大きくなっ

た場合に警報を発報する予兆検知システムを構築する。 

本システムを導入により、従来警報の設定値が固定値であったことに対し、従来より早

く、従来では気づけない異常の予兆を検知することが出来る。 

 

 

 

図 2.3.4-1 予兆検知システムの仕組み 
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2.4 性能管理システムに関する評価 

 

2.4.1 現状分析 

(1) 性能管理システムに必要な資料確認 

事前に要求した性能管理に必要な資料リスト（表 2.4.1-1）について確認を実施、資料確認

の結果、IoT 技術を活用したプラント性能管理が概ね可能であると判断できた。（ATT24-1～24 

性能管理システムに必要な資料） 

資料リストの「石炭性状」、「石炭使用実績」項目を確認したところ、分析項目の一部データ

については Thai Binh 火力発電所での把握が難しいことを確認した。不足している分析項目

は「石炭性状の元素分析値」と「石炭の混炭状況（混炭率）」である。これは「プラント全体

の熱効率」ならびに「ボイラ効率」の算出において必要となるため、これらの効率値をより正

確に算出し管理する上では対策が必要である。 

 

表 2.4.1-1 資料リストと確認結果 

No. 資料リスト 確認結果（○：必要データ有、△：一部不足） 

1 運転データタグリスト ○ 全タグリストを確認 

2 設備系統図 ○ 

各系統図を確認 

・ボイラ設備、タービン設備、排ガス処理設備 

・灰処理設備、水処理設備、共通設備 

3 性能試験データ ○ 

性能試験報告書を確認 

・受取性能試験データ 

・至近の性能試験データ 

4 設計ヒートバランス図 ○ 
各設計ヒートバランス図を確認 

・BMCR、100％、75％、60％、30％ 

5 性能補正カーブ ○ タービン熱消費率補正カーブを確認 

6 石炭性状、石炭使用実績 △ 
石炭性状データを確認 

・元素分析値および混炭比率データが不足 

7 ボイラ予想性能データ ○ ボイラ設備性能データを確認 
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写真 2.4.1-1 資料リスト確認の様子 

 

(2)日常性能管理手法のヒアリングおよび現場確認 

 日常的に実施しているプラントの性能管理手法について、担当者へヒアリングを実施、Thai 

Binh 火力発電所における性能管理は中央操作室で勤務しているオペレータが実施していた。

また、運転日誌等の記録管理方法は以下のように管理していた。 

 

① 運転状態の変化を運転日誌へ記録 

② 定期的に運転に関する主要パラメータを採取（手取り） 

※上記①、②よりその値をチェックすることで運転状態の変化を捉えていた。 

 

   

写真 2.4.1-2 オペレータが記載している運転日誌 
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写真 2.4.1-3 パラメータ採取の様子 

 

(3)IoT 技術を活用した性能管理導入のメリット 

ヒアリング結果より、発電所内の年間目標の１つとして「燃料消費量」を掲げ、その計画値と

実績値の管理を行っていた。 

IoT 技術を活用した性能管理（＝熱効率の維持、燃料費の削減）は「燃料消費量」の目標値を改

善できることが期待でき、ThaiBinh 発電所のメリットに繋がると考える。 

 

2.4.2 問題点 

(1)石炭分析データの把握 

 プラントの熱効率を正確に算出する為には、石炭性状値を正しく把握する必要がある。 

外注業者が行う「プラント性能試験」ではその業者が石炭性状の分析を実施し、その結果を基に

プラントの熱効率を算出していた。 

一方、日々使用している石炭の性状データは炭鉱元より共有されていたが、ThaiBinh 火力発電

所で把握できる分析項目は「石炭粒度」、「水分」、「灰分」、「揮発分」、「発熱量」、「硫黄分」の６項

目であった。 

    

   

写真 2.4.2-1 発電所で把握可能な石炭性状（分析結果） 

 

 

龍度 

水分 

灰分 
揮発分 
発熱量 

硫黄分 
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「プラント全体の熱効率」および「ボイラ効率」をより正確に算出するためには、上記 6 項目

に加えて「石炭の元素分析値」と「石炭の混炭状況（混炭率）」の情報が必要となる。 

 

 

図 2.4.2-1 プラント熱効率算出のイメージ 

 

 (2)日常性能管理 

 日常の性能管理は中央操作室のオペレータにより「運転日誌」ならびに「主要パラメータ採取」

にて確認・管理されていた。 

中央操作室には監視用 DCS が設置されており、性能管理用の監視画面が設定されていることを

確認した。しかし、その値は正しく表示されておらず、日常の性能管理には使用できない状態で

あった。 

2.4.2(1)で述べた通り、石炭分析データが正確に把握できていないことがこの値を正しく表示

できない原因の１つと考えられる。 

 

 

 

 

ボイラ効率 

・石炭性状（元素分析値等） 

・石炭発熱量（混炭状況等） 

・ボイラ運転データ 

プラント全体の熱効率 

・ボイラ効率 

・タービン効率 

タービン効率 

・タービン運転データ 

・蒸気・給水熱量データ 
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写真 2.4.2-2 中央操作室監視用 DCS 性能管理画面 

 

2.4.3 課題 

(1) 石炭分析データの把握 

2.4.1(1) 「性能管理システムに必要な資料確認」より、性能管理に必要な資料は概ね揃っ

ていることを確認した。また、性能管理における熱効率算出において、タービン効率（ヒート

レート）の算出は可能であると判断できた。 

一方、「プラント全体の熱効率」および「ボイラ効率」の算出は石炭性状値の一部データが

不足していることから、より正確な値を算出することが困難である。効率算出に必要となる石

炭分析値（元素分析値）と石炭の混炭状況（混炭率）を把握できるかが課題である。 
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【対策案-1】 

 ◎石炭性状設計値の代用 

  2.4.1(1) 「性能管理システムに必要な資料確認」より、石炭性状の設計値があることを確

認した。これらの値を代用することで、熱効率を算出することが可能となる。 

   ただし、実際に使用している石炭の性状値と設計値には乖離があることが想定される。そ

の乖離幅を含め、設計値を代用しても性能管理上問題ないか検討が必要である。 

 

 

写真 2.4.3-1 石炭性状（設計値） 

 

【対策案-2】 

 ◎外注による石炭性状分析 

  炭鉱側または専門業者（例：性能試験を行っている業者）への外注による石炭性状分析。 

日々使用している石炭性状が把握できれば、より正確に熱効率を算出することが可能である。 

 

対策案-1,2 については、次回発電所訪問時にヒアリングを実施し、課題の対策を検討する。 

 

2.4.4 提案事項 

(1)IoT 技術を活用した性能管理 

 IoT 技術により性能管理に必要な運転データを接続し、表 2.4.4-1 の性能管理フローに基づ

いた日常の性能管理手法を提案する。性能管理フローの PDCA を展開することで熱効率の維持

（＝燃料費の維持・削減）が可能となり、最適なタイミングでの設備補修を見極めることが

可能となる。 
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表 2.4.4-1 日常性能管理フロー 

 

【日常性能管理手法】 

① 性能管理に必要な管理項目を設定し、日常的に監視・分析（性能管理レポートで評価） 

② 管理項目に変化が生じた際は、その原因分析を実施 

③ ②の結果を踏まえ対策を検討（必要により監視項目を追加） 

④ 必要に応じて作業停止（数日～数週間規模）もしくは定期点検にて点検修理を実施 

⑤ 点検修理の効果は性能試験を行い評価 

 

(2)IoT 技術を活用した性能管理 

 ◎オンライン（リアルタイム）による運転中プラントの性能監視 

 

 

図 2.4.4-1 運転中の性能監視画面（トレンド監視） 

◎性能管理レポート（月間）による分析・評価 
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図 2.4.4-2 性能管理月次レポート 

 

調査結果から ThaiBinh 発電所は IoT 技術を活用した性能管理の導入により、日常性能管理の精度

を向上させることで、年間目標としている「燃料消費量」を適切に管理することが可能となる。 

 また、「燃料消費量」を適切に管理することは、CO2 排出量の削減にも寄与する。 

 

2.5 次年度以降のスケジュール 
 

次年度は、IoT システムの導入に向けたセキュリティ要件の確認を行う。今回の調査で確

認した結果をもとに、次々次年度以降の IoT サービスの概略スケジュールを以下に示す。 

 

表 2.5-1 IoT サービスの導入スケジュール 

 



   21 

3章  人材育成サービス事業化 
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3.1 本調査の調査対象地点 

 

3.1.1 対象発電所 

      VIETNAM ELECTRICITY (EVN) POWER GENERATION JOINT STOCK COPERATION 3 (GENCO3) 

 VinhTAN 発電所   2 号機 

 

3.1.2 発電所概要 

 

 ２号機 

定格出力 1,244MW（622MW×2缶） 

ボイラ設備 

（使用燃料） 

(中国製) 

亜臨界圧ボイラ 

（石炭） 

タービン設備 中国製設備（タンデム型） 

発電機設備 中国製設備 

 

 

  

写真 3.1.2-1 VinhTan 火力発電所 
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3.2 過去の調査結果 

 

3.2.1 現状分析 

本 FSで提供を検討しているスキルチェックシート及び Reliability-Centerd Maintenance

（以下、RCM）のサービスは東電 FPがこれまで蓄積してきた人材育成手法及び技術力の伝承を

目的とした価値ある育成手法である。スキルチェックシートは、通常の業務にて展開されるＯ

ＪＴにて習得した技術の見える化を確認できる。 

 

 

図 3.2.1-1  人材育成の効果 

 

3.2.2 問題点 

 近年の我が国とは異なり人件費が大きくないため、技術力向上による人員削減について関

心が低い。また、発電所事態の設備性能があまり良くないことから、これ以上設備が悪化し

ないように維持・管理をする必要がある。しかしながら、所員の技術力レベルは能力のある

人材が限られており、全体的な底上げが必要であるが、そのような環境が整っていない。 

 

3.2.3 課題 

 3.2.2 よりベトナム国では人が余っていることを考慮して、人を削減は特に提案せずに人

を育てる環境を整える事を提案していくことが重要である。人が多くいるが人材が育つため

に必要なものを明確にすることで、意欲的に人材育成に励んでもらうようにする。 

 

3.2.4 提案事項 

 個々人がどの程度のレベルにいるのかを明確にできるサービスを提案する。それにより明

確となった技術レベルの弱点に対して技術力向上に必要な研修サービスも継続して提案する。 
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3.3 運転部門に関する評価 

 

3.3.1 現状分析 

(1) EVN GENCO 3 VinhTan 2 発電所運転員の育成状況調査 

1) 調査目的 

これまで東電 FP では、人財育成センター（旧 火力技能訓練センター）が効果的な人材育

成の方策に関して長年取組んできた結果、発電所運転員のスキルアップを図るためには、

下記３つの要素が必要かつ効果的であり、これらを反映することで運転業務品質を向上

することができ、安全なプラント運転を可能とすることができると考える。 

 

①  運転日常業務（操作、監視、巡視）に関するスキルチェックシートを活用した「個人

のスキル把握」 

      ［効果］ ・運転員各々の強み、弱み等の特徴を把握でき、その特徴にあった適切か

つ効果的なＯＪＴ指導やＯＦＦＪＴ研修が実施可能である。 

            ・スキルの把握による適正な評価が可能。 

            ・運転業務において必要な知識・技能の習得度が見える化されており、各   

個人が習得すべき項目が明確。 

 

②  日常業務では体験頻度が低く身につきにくい「重大トラブル対応操作トレーニング」 

      ［効果］ ・ヒューマンエラー等による計画外停止が低減できる。 

           ・的確な操作で、トラブルによる被害の拡大を防止できる。 

            ・トラブルによるユニット停止から早期に復旧することができる。 

 

③  ①②について、階層に対応した「運転員スキルレベルの確認」（認定制度） 

［効果］ ・各個人が目指すべき目標が明確となり、向上意識の定着。 

 

   本 FS は、VinhTan2 火力発電所（以下、VinhTan 火力発電所）運転員の育成方法を調査・分

析し、東電 FPが培ってきた効果的な人材育成手法に関する展開の可能性を調査することを目

的とする。 

   特に、①の「個人のスキル把握」について重点的に展開の可能性を確認するものである。 

 

(2) 調査方法・項目 

【調査方法】 

   VinhTan 火力発電所において、発電所長、発電所関係者、GENCO3 本社関係者、EPS 本社関

係者と全体打合を実施し、調査目的・内容について共有を図ると共に、運転及び保修部門に

共通した人材育成方策等について確認を行った。 

   また、以下列挙した項目について、運転・保修に分かれてヒアリング形式及び関係資料に

よる確認と現場確認を行った。 
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 【調査項目】 

1) GENCO3（VinhTan 火力発電所）の運転業務（発電設備、共通設備、燃料設備）に関わる体

制等の調査 

① 発電所設備概要の確認。 

② 発電所運転組織体制表をもとに、組織体制、人員配置状況、業務分担の確認。 

③ 運転員の業務実施状況を確認。 

 

2) 運転員の人材育成実施状況の調査 

    ①．人材ローテーション考え方等の調査 

（ａ）新規採用からシフトマネージャーになるまでの人員配置方法の確認 

（ｂ）各ポジションにおける教育実施方法の確認 

    ②．人材育成コンテンツの調査 

      運転員育成を目的として実施している方策について、以下の事項を確認する。 

（ａ）各個人のスキル確認方法 

       ・各個人が習得しているスキルについてどのように把握しているか。 

     （ｂ）重大トラブル対応操作に関する訓練実施方法 

       ・トラブル対応などＯＪＴでは、身につかないスキルに関する教育方法の確認。 

 （ｃ）運転員スキルレベルの確認（認定制度）実施状況について 

   ・各階層に対応したスキルレベルの認定方法を確認する。 

 

(3) 調査対象 

  ヒアリング調査対象者は、以下のとおりである。 

1) GENCO3 本社 

部署 担当 人数 

技術部 人材育成担当 １名 

 

2) VinhTan 発電所 

部署 担当 人数 

発電日勤 人材育成担当 １名 

発電当直 運転員 ５名 

 

 

(4) 調査結果 

各調査項目に対するヒアリング結果は以下のとおり。 

1) GENCO3（VinhTan 発電所）の運転業務（発電設備、共通設備、燃料設備）に関わる体制 
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図 3.3.1-1 VinhTan 火力発電所運転員組織図 

 

① 配置人員（１班あたり５３名） 

（ａ）発電設備系 

   ・中央操作室：１０名（シフト長、ボイラ・タービン・電気運転員） 

          ・ローカル ：１４名 

      （ｂ）燃料系 

         ・燃料操作室： ４名（班長、燃料運転員） 

         ・ローカル ：１３名 

      （ｃ）共通設備（水処理系等） 

         ・ローカル ：１１名 
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2) 業務実施状況 

 

① 中央操作室 

 

 

 

② ボイラローカル 

・４名でボイラ上半分、下半分で業務分担している。（２ユニット） 

・巡視及び中央操作室の指示で操作実施。 

・空調室が待機室となっている。リーダーはいない。 

  

  

 

③ タービンローカル 

・タービン建屋 各フロアー（３ＦＬ）で業務分担している。（３名） 

・巡視及び中央操作室の指示で操作実施。 
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④ 脱硫ローカル 

・操作盤から監視・操作が可能。 

・中央操作室からの指示は電話またはトランシーバー 

・脱硫操作室と現場は、交替で業務実施。 

  

 

⑤ ＥＰ・石炭灰ローカル 

・操作盤から監視・操作が可能 

・中央操作室からの指示は電話またはトランシーバー 

・操作室１名、現場２名（２ユニット）の配置 

  

 

⑥ 助燃油、空気圧縮機ローカル 

  ・現場にあるコンプレッサ全てを管理（１人） 

・起動時に使用する助燃油を補充する担当も実施。 
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⑦ ＣＷＰローカル 

・ＣＷＰの運転管理を実施。 

  ・トラブル時は中央操作室からの指示により操作する。 

  

写真 3.3.1-1 VinhTan 火力発電所現場設備 

 

3) 人材ローテーション実施状況 

・ボイラ系の新規採用者を例にとると、脱硫ローカル等で現場設備を理解した後、ボイ

ラローカルを経て中央操作室ボイラオペレータに昇格、シフト長となるローテーショ

ンとしている。 

・各ポジションへのステップアップは、昇給試験によりスキルの確認を実施。 

・タービン、電気系についても同様。 

・燃料運転員、水処理等共通設備運転員から発電設備中央操作室への異動はなし。 

 

  

図 3.3.1-2 人材ローテーション 
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4) 人材育成コンテンツ 

① 各個人のスキル確認について 

GENCO3 による単発の机上研修や各職場で学ぶための研修資料・警報対応要領などは

あるものの、各個人の習得スキルをチェックするものは整備されていない。 

       

  

写真 3.3.1-2 ボイラローカル 研修資料 

 

② 研修実施状況 

各個人の能力に合った研修を受講させるのではなく、企画した研修を一律受講させ

ている。運転員は発電所に２００人程度配置されており、全員受講することは困難で

ある。そのため現時点は、年数を重ねても能力が上がらず、同じ職位で過ごすものも

存在する。 

また、若年層の研修は、発電所に研修内容を一任しており、一般知識に関する研修

は、大学教授等に外注する場合も多い。 

 

③ 重大トラブル対応操作に関する訓練実施方法 

トラブルを実機に近い形で再現、実機同様に操作ができるシミュレータによる訓練

が理想的であるが、GENCO3 組織内で、シミュレータを保有していないことから、シ

ミュレータ訓練の実施は困難である。 

そのため、トラブル対応スキルの習得は、事故時対応基準等を机上で学習してい

る。 

 

④ 運転員スキルレベルの確認（認定） 

前述の人材ローテーションで次ステップ（配置）に行くために、試験制度を導入し

ている。同じポジションであっても段階別に試験制度が整備されており、それぞれの
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スキルレベルを認定する運用を展開している。試験は、机上試験と面談にて合否判定

している。 

机上試験は下記３問で、技術関連の問題は５０問の問題集の中から出題される。 

 

       １問：会社経営に関する問題 

       ２問：企業倫理に関する問題 

       ３問：技術関連の問題 

 

表 3.3.1-1 例）脱硫運転員から昇給していくケース 

  

 

3.3.2 課題 

 

① 運転業務（操作、監視、巡視）については、中央操作室及び各ローカル等に分業されて

おり、多くの人員により運営されているため、安定的にプラントを運転するためには一

人一人のスキル習得は重要な要素となっている。 

    また、各個人の習得スキルを見える化し、上位職が部下の強み、弱みを把握することは、

効果的な育成を行う上で大切な対策である。しかし、VinhTan 火力発電所においては個人

のスキルを見える化する制度が不足している。 

 

② 日常業務では発生頻度が低く身につきにくい「重大トラブル対応操作」は、机上による

基準類、操作方法だけでは習得が困難である。そのため、シミュレータを使った実技訓

練が必要である。 
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③ 運転員スキルレベル確認については、試験によりステップアップする運用を行うなど、

的確な方策を実施している。しかし、試験内容が簡易であり、適切なレベル確認が実施

されていない様子であった。東電 FP の認定試験との比較は表 3.3.2-1 のとおり。 

 

表 3.3.2-1 認定試験内容 

 東電 FP 認定試験 VinhTan 火力発電所 昇給試験 

筆記試験 

・試験問題：３０問 

・全て技術・技能の問題 

・70％程度が問題集から出題 

 問題集 全８００問程度 

・試験問題：３問 

・会社経営、企業倫理、技術各１問 

・全て問題集から出題 

 問題集 全５０問程度 

実技試験 

・シミュレータでの実技試験 

・試験内容 

起動停止操作 

  ユニットトリップ対応操作 

・試験時間 約１００分程度 

・なし 

面 談 ・認定試験実施後のフォローと

して実施 
・実施 
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3.3.3 提案事項 

① 運転スキルチェックシートの作成支援 

    運転員の効果的な育成を目的として、スキルチェックシートの作成を提案する。 

 

図 3.3.3-1 スキルチェックシート概要 

 

    ・スキルチェックシートは、設備に対応した運転に必要なスキルを列挙する必要がある

ことから VinhTan 火力発電所に対応したスキルチェックシートを作成。 

    ・対象範囲は、人材ローテーションでシフト長までステップアップできる発電設備運転

員とする。（燃料設備運転員、水処理等共通設備運転員は対象外） 
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図 3.3.3-2 （参考）東電 FPスキルチェックシート 

 

② シミュレータトレーニング支援 

トラブル対応スキル習得には、シミュレータトレーニングが効果的かつ重要な方法であ

るが、現状 GENCO3 組織内でシミュレータを保有していないことから、将来を見据えて下

記を提案する。 

     ・東電 FP 人財育成センター シミュレータでのトレーニング 

・将来設立されるトレーニングセンターでの訓練方法等の運営支援 

 

③ 認定実施方法支援 

VinhTan 火力発電所昇給試験内容についてより的確なスキルレベル確認となるよう

見直しの支援を行う。 

 

3.3.4 総括 

    発電所運転員のスキルアップを図る３つの提案事項のうち、第一にスキルチェックシー

トを作成し運転員のスキル見える化を目標とした提案を実施する。 

   日常運転業務スキルのベースを築いた後、シミュレータ訓練、認定試験実施方法について

検討することが望ましい。 

  



   35 

3.4 保修部門に関する評価 

 

3.4.1 現状分析 

(1)  EVN GENCO3 VinhTan 火力発電所の保全計画業務の調査 

1) 調査目的 

   VinhTan 火力発電所では、主要設備の不具合や性能低下により、計画外停止が頻発してい

る。このような状況から、EVN を始め GENCO3 本社から「計画外停止の低減」が求められてい

る。これに対し発電所の取組みは、石炭火力発電設備の機器毎に最適な保全計画の立案をす

べく、検討チーム（以下、RCM チーム）が組織された。この RCM チームは、信頼性を重視した

保全計画手法の適用に向けた調査・検討に取り組んでいる。 

      EVN は、まず GENCO3（VinhTan 火力発電所）を始めに保全計画手法を導入させ、設備機器点

検計画の合理的な管理を行うことができる保全計画手法の構築を目指している。今後は、そ

の保全計画手法を各発電子会社に展開し、「計画外停止の低減」等の発電所運営上の課題解決

に向け、取り組もうと計画している。 

   このような観点から、発電設備の実態にあった保全計画手法の構築を目的とした保全計画

スキルの向上は、発電所の運営品質の向上に貢献するものであり、「東電 FP 版 RCM をベース

とした最適保全計画手法の研修」を提案する余地があるか、今後の事業実施可能性の調査を

実施する必要がある。 

   本調査は、GENCO3（VinhTan 火力発電所）の組織体制・運営目標や設備診断・保全計画全般

に関わる業務を始め、メンテナンス要員向け研修体系等の現状を調査・分析することで、上

述に述べた研修を始め、人材育成を柱とする海外事業展開の可能性を調査することを目的と

する。 

 

(2) 調査方法・項目 

【調査方法】 

  GENCO3（VinhTan 火力発電所）において、発電所長、発電所関係者、GENCO3 本社関係者、

EPS 本社関係者(EVN のメンテナンス会社)と全体打合を実施し、調査目的・内容について共有

を図ると共に、運転・保修共通した人材育成方策等について確認した。 

   以下列挙した項目について、運転・保修に分かれてヒアリング形式及び関係資料による確

認と現場確認を行った。 

 

 【調査項目】 

1) GENCO3（VinhTan 火力発電所）の運営目標、およびメンテナンス業務（保全計画、設備診

断、保守・工事、設計・積算・発注）に関わる体制等の調査 

① 発電所の運営目標 

② 発電所組織体制表をもとに、メンテナンス組織体制、業務分担の確認。 

③ ＧＥＮＣＯ本社、およびＥＰＳと発電所のメンテナンス業務区分の確認。 
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2) メンテナンス業務のうち保全計画に関わる基準・マニュアル類、およびメンテナンス業務

に関わる事項の確認 

① 設備点検計画の考え方等の調査 

(a) 保全計画に関わる基準・マニュアル類の有無、および設備点検計画の考え方 

(b) 基準・マニュアル類の理解状況 

② 保全計画に必要な設備診断レベル等の調査 

設備機器点検報告書サンプル、および設備診断の取組み状況の確認を目的に以下

事項を調査する。 

(a) 設備機器の点検報告書等の管理ポイント、標準化の状況について 

       ・補機ポンプおよびモータ設備の報告書サンプル確認 

(b) 至近定期点検の点検計画の考え方について 

       ・大メンテ、中メンテ、小メンテの定期点検について、主要設備・機器の点検内

容の考え方、体制を確認する。 

・定期点検以外の不具合対応についても体制を確認する。 

(c) 不具合発生頻度が高く、出力に影響する設備・機器について 

       ・計画外停止のリスクが高い設備・機器の把握 

③ RCM 手法をベースとした最適保全計画の構築有無、今後のスケジュール 

(a) 保全計画手法の取組み状況 

(b) 設備診断技術 

 

3) GENCO3 本社、発電所の人材育成・教育に関する調査 

       ・育成プログラム確認 

       ・人材の計画的な配置･ローテーション 

       ・スキルチェック･認定制度 

       ・発電所の研修設備設置状況 

 

(3) 調査対象 

  ヒアリング調査対象者は、以下のとおりである。 

1) GENCO3 本社 

部署 担当 概要 

技術部 
RCM 担当 

技術関係本社総括担当 
１名：本社メンテナンス業務総括 

人事部 人事担当 １名：本社人事担当業務 

 

2) VinhTan 火力発電所 

部署 担当 概要 

技術部 RCM チームメンバー １名：発電所メンテナンス業務 
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3) GENCO3 メンテナンス子会社 EPS 本社 

部署 担当 概要 

技術部 RCM 担当 

技術関係本社総括担当 

１名：検査・修理業務の計画実施 

 

4) VinhTan 火力発電所 EPS 

部署 担当 概要 

工場長 工場長 １名：検査・修理業務の総括 

副工場長 工場長業務補佐 １名：検査・修理業務の総括補佐 

技術部 ＲＣＭチームメンバー １名：検査・修理業務 

 

(4) 調査結果 

  下表（表 3.4.1-1）に各調査項目に対するヒアリング結果をまとめる。 

 

表 3.4.1-1 ヒアリング調査結果 

調査項目 調査内容 VinhTan 火力発電所 GENCO3 本社／EPS 

1）GENCO3 VinhTan 火力発電所の運営目標、およびメンテナンス業務に関わる体制等の調査 

① 

運営目標 

･VinhTan 火力発

電所の運営目標

について 

･発電所運営品質の向上を目

的に以下項目を目標として

いる 

ａ．アベイラビリティの向上 

  ･実績値：８０％程度 

  ･目標値：８４％ 

ｂ．保全コストの低減 

  ･具体的な数値、規模感に

ついては、ヒアリング調

査できていない（回答を

得られなかった）。 

･GENCO3 本社の発電所運営目標

は、左記項目と同様である。 

･この目標を達成するための手

段の一つとして、本社指示で

RCM （ Reliability-Centerd 

Maintenance）手法の導入が検

討されている。RCM 手法を適用

し、設備･機器毎の保全計画の

作成を目標とする。 

②組織体制，

業務分担 

･発電所組織をも

とにメンテナン

ス組織体制、業務

分担の確認 

･発電所（組織表の開示無し） 

ａ．運転部：オペレーション

業務 

ｂ．技術部：メンテナンス業

務 

･発電所技術部メンテナンス

業務 

 ａ．長期メンテナンス計画 

･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

技術部：検査･修理業務 

･発電所 EPS メンテナンス業務 

ａ．診断･工事業務の受注 

設備診断･工事予算化の実施 

設備診断結果、不具合による

小修理仕様書の作成、および

予算書作成 
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   小メンテ（1年毎）,中メ

ンテ（2年毎）,大メンテ

（4 年毎）等の発電所メ

ンテナンス方針を策定 

ｂ．保全計画（保全方式、保

全周期）の策定（RCM チ

ーム） 

ｃ．診断･工事等の発注 

ｄ．工事予算の発電所承認 

  仕様書に対する予算の

妥当性確認（予算書作

成：EPS） 

ｅ．不具合対応 

主要設備不具合時（比較

的大きな不具合）の修理

方針･仕様書の作成、メー

カー協議の実施 

ｂ．工事･修理に伴う管理 

    施工管理（安全･品質･工程）

を実施している。工事記録･

点検履歴を作成･管理して

いる。 

ｃ．保全計画（保全方式、保全周

期）の策定（RCM チーム） 

ｄ．不具合対応 

 発電所技術部と協力し、原因

分析と再発防止対策を検討、

対策の実施を行う。 

③GENCO3 本

社との業務

区分 

･本社との 

業務区分 

･発電所業務（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ関係） 

ａ．発電所長期メンテナン

ス計画 

ｂ．発電所予算の計画 

ｃ．その他は上記②に記載 

･GENCO3 本社業務（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ関

係） 

･長期メンテナンス計画の承認 

･発電所予算の承認 

･研修の提供（RCM 研修、その

他） 
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2）保全計画に関わる基準・マニュアル類、およびメンテナンス業務に関わる事項の確認 

① 

設備点

検計画

の考え

方等 

（ａ）保全計画に関

わる基準・マニュア

ル類の有無、および

設備点検計画の考え

方等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

･保全計画の考え方 

ａ．保守契約･期間 

  プラントメーカ（機器ベン

ダー）との 2年保守契約が結

ばれている。保守契約期間内

は、契約に基づいた設備点検

仕様を基本とする。 

ｂ．保全計画の適用（ａ項に

限らず） 

  主要設備（ボイラ,タービ

ン,電気）は、プラントメーカ

指示（推奨）に従い、点検計

画･仕様を立案する。関係者

（発電所技術部,EPS 技術部,

必要に応じてプラントメー

カ）で協議により決定する。 

ｃ．基準･マニュアル類 

  設備機器点検計画（基準･

マニュアル）は作成されてい

ない。 

･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

保全計画業務 

ａ．主要設備以外 

  小設備（補機）は、プラン

トメーカ指示（推奨）通りで

は無く、発電所技術部、EPS 技

術部の関係者で協議の上、点

検仕様の確定、および点検計

画の作成をする。 

 

 小修理とは、発電停止が伴

わない修理のことである。 

 

ｂ．作業手順･検査要領書 

 EPS では、設備毎の作業手

順･検査要領書が作成されてい

る。 

 

 

 

（ｂ）基準･マニュ

アル類の理解状況 

･基準･マニュアル類の理解状

況 

ａ．保全計画に関する基準･

マニュアル類の整備がされ

ていないため、確認不可。 

ｂ．運転マニュアルは、設備

毎に作成している。運転マ

ニュアルに検査･診断項目

を反映したマニュアルであ

る。 
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② 

保全計

画に必

要な設

備診断

レベル

等の把

握 

（ａ）補機代表例の

ポンプ･モータ設備

報告書のサンプル

確認 

 ･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

･報告書サンプル 

ａ．報告書サンプル提出は、

GENCO3 本社の確認が必要で

あるため、開示することが

出来ない。 

ｂ．報告書には、対象機器の

管理ポイント･許容値の記

載がある。 

（ｂ）至近定期点検

の点検計画の考え

方 

･大･中･小定期点検他について 

ａ．至近定期点検の対象機･時

期 

 2 号機大メンテ 60 日を実施

（2018 年 09 月 08 日－2018

年 11 月 06 日）。 

ｂ．保守契約について 

 保守契約（2年毎）は、更

新せずに初回大メンテを実

施。 

ｃ．定期点検の点検計画 

 保守契約を更新していない

が、上記 2）①（ａ）－ｂ

に記載の保全計画の考え方

に従い計画している。 

ｄ．上記の定期点検の体制 

 機器ベータの技術員、およ

び消耗部品類を始め定期交

換部品の手配を含めメーカ

ー発注。ＥＰＳ＋ベンダー

技術員の体制にて定期点検

を実施している。 

ｃ．定期点検外で発生した不

具合 

  小修理以外は、上記ｄ項と

同様に、メーカーで対応を

依頼する。 
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（ｃ）不具合発生頻

度が高く出力に影

響する設備･機器

について 

･計画外停止のリスクが高い設

備 

ａ．ボイラ設備のうちチュー

ブリーク発生頻度が高い設備

状態である。 

ｂ．2号機定期点検（大）の

着手前は、定格出力 622MW に

対し 500MW 程度の出力であっ

た。ボイラ性能の低下が著し

い運用状態である。 

ｂGENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

ポンプ･モータ等の補機設備 

 回転機は、振動診断チームに

よる予兆管理を実施してい

る。不具合の発生頻度は高く

ない。 

③ 

RCM 手

法をベ

ースと

した最

適保全

計画の

構築有

無,今

後のス

ケジュ

ール 

 

（ａ）保全計画手法

の取組み状況 

･発電所 

ａ．取組み状況 

発電所（運転部、技術部

他）、EPS 技術部で構成され

る RCM チームが組織されて

いる。 

チーム規模は、10名体制で

研修受講や適用検討に向け

活動中である。 

ｂ．取組み成果 

RCM チームが機能していな

い。最適保全計画手法の適

用検討、および設備機器点

検計画の作成が進んでいな

い状況である。 

 

･GENCO3 本社 

ａ．取組み状況 

本社技術部は、2）①運営目

標に記載する RCM 手法をベ

ースとした最適保全計画手

法を発電所に展開できよう

に以下取組みを実施してい

る。 

ａ-1．一般的な RCM 手法

をベースとした研修

を発電所に提供 

ａ-2．EVN 水力発電所で展

開済みの RCM 手法を

石炭火力に展開可能

か発電所と検討中 

ｂ．進め方 

 まず、石炭火力の補機設備

から上記 RCM 手法の適用が

可能か進めている。 

 RCM を始め最適保全計画手法

は、Vinh Tan 火力発電所に

適している手法を調査検討

中である。EVN 水力の手法含

め適用に向け何社か精査し

ている。 
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（ｂ）設備診断技術 

 ･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

回転機振動については、振動

チームで測定器を用いた故障

の予兆管理を行っている。 

3）GENCO3 本社、発電所、メンテナンス子会社（EPS）の人材育成・教育に関する調査 

発電所

の人材

育成方

針 

育成プログラム確認 

･発電所 

ａ．育成方針 

  ･オペレーションおよびメ

ンテナンス技術ができる

技術者の育成を目指して

いる。 

ｂ．研修機会の提供 

  ･発電所所員 200～300 名

の中から育成指導者を選定

する。その育成指導者を対

象に off－JT の機会を 

提供する。 

･育成指導者は、off－JT

と OJT で若手を始め社員の

育成を実施する。 

･GENCO3 本社 

ａ．育成方針 

 ･左記方針に基づく研修機会

の企画･提供を実施してい

る。（ある程度のレベルに達

するが、目標達成に至らな

い状況である。） 

ｂ．研修機会の提供 

  各種研修の企画は、本社

人事組織部にて計画する。 

 〔主な研修コース〕 

  ･基礎研修（社内講師） 

対象者：新人～ベテラ

ン 

･専門研修（社内･社外講

師） 

対象者：選抜 

〔社外研修コース〕 

･高度専門研修（専門家講

師） 

ｃ．研修企画側の感想 

 ･研修を企画するが、スキ

ル向上が見られない（評

価方法不明）。 

 

･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

ａ．育成方針 

 ･設備診断および保全計画が

できるメンテナンス技術者

の育成。 
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ｂ．研修機会の提供 

･VinhTan 火力発電所のﾒﾝﾃﾅﾝｽ

要員は、70 名在籍してい

る。 

･GENCO3 本社の主催の研修に

参加 

人材の計画的な配

置･ローテーション 

･人材が不足していることか

ら、ローテーションが出来

ない状況である。 

･GENCO3 発電子会社化以降、

発電所採用の新人は、運転

部門に限定される。（ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

部門の経験無し） 

･ガス火力と石炭火力で人材ロ

ーテーションが実施されてい

る。 

･左記子会社化以降、発電所

EPS 採用の新人は、メンテナ

ンス部門に限定される。（運

転部門の経験無し） 

スキルチェック･認

定制度 

･発電所 技術部 

･技術部要員に対する専門ス

キル（設備診断、保全計

画）を確認する認定制度等

は、確認出来なかった。 

 

･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

ａ．メンテナンス要員の社内

認定制度 

  技術部所属のメンテナンス

要員に対し、8段階レベルチ

ェック制度を導入してい

る。 

 作業員に対しては、5段階

レベルチェック制御を導入

している。 

ｂ．8段階レベルチェック 

 Level-1：1年目 level-

5：11 年目 

 Level-2：2年目 level-

6：16 年目 

 Level-3：4年目 level-

7：20 年目 

 Level-4：7年目 level-

8：25 年目 

 各認定レベル内容は、発電

所概要から専門パート（機

械、電気制御）毎の理論か

ら実務的な内容である。詳
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細資料については、GENCO3

本社の了解がなければ開示

できない。 

研修設

備 

発電所の研修設備設

置状況 

発電所 技術部 

･メンテナンス研修設備は無

い。 

 

･GENCO3 メンテナンス子会社

（EPS） 

ａ．研修訓練設備 

ａ－1．研修設備は、設置し

ていない。廃棄設備

を活用したメンテナ

ンス訓練を実施して

いる。 

ａ－2．トレーニングセンタ

ー組織の立上げにつ

いては、将来的にも

計画は無い考えであ

る。 

 

(5) 調査分析 

  表 3.4.1-1 ヒアリング調査結果から、メンテナンス業務のうち最適保全計画手法の適用に向

けた取り組み（適用検討、教育等）状況について、東電 FPと比較分析する。 

 

表 3.4.1-2 保全計画手法の適用に向けた取り組み比較 

比較対象 

 

比較項目 

EVN 東電 FP 

EVN 水力発電所向け 

TNB 版 RCM 手法 

GENCO3 VinhTan 

火力発電所向け RCM 手法 

東電 FP 版 RCM 手法 

最適保全計画 

1． 基準･マニュア

ルの展開状況 

･水力発電所の各機器

への RCM 手法ベース

とした最適保全計画

を展開済み。 

･2017．TNB 版 RCM 導入 

･2018．9月 水力展開

済 

･EVN 水力版を石炭火力へ

展開可能か調査検討中

である。 

･RCM チームによる検討が

進んでいない状況であ

る。 

･2004 年に「設備機器

保守指針」を策定

し、ガス火力および

石炭火力へ展開済。 

･本指針は、14年以上

の運用実績があり、

設備実態、運用実績

等を考慮して改定を

適宜実施している。 

2．特徴 

･水力発電所の主要設

備毎に保全方式･周期

を定めている。 

 

 

－ 

･発電プラントを構成

する全ての機器・部

位毎に適切な保全方
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式,および保全周期が

管理できる指針であ

る。 

･「設備機器保守指

針」は,一般的なＲＣ

Ｍ手法で作成した保

全計画ではない。 

･設備実態,運用実績,

今後の運用計画に応

じた合理的な保守管

理を行うために,当社

が長年蓄積したノウ

ハウを盛り込んでい

る。 

3．保全計画の考

え方 

･1 項の最適保全計画に

基づき実施。 

･ヒアリング結果およ

び提示資料から、主

に TBM 手法である

（写真 3.4.1-1 参

照）。 

･プラント運開後4年程度

と新しいことから、特に

主要設備は、プラントメ

ーカの推奨内容（検査項

目･インターバル等）に

よるメンテナンス計画

で実施している。 

･TBM による保全周期の考

え方である 

･運転･不具合データ,

点検記録から適切に

プラント状態を把握

して、保全計画に反

映する。 

･保全方式：予防／事

後等 

･保全周期： TBM 管理

以外に様々な視点で

管理する。 

4．設備診断技術 

－ 

･保全方式･保全周期の根

拠 

 自社の設備診断技術に

基づく保全方式･保全周

期の考え方はない。 

･プラント停止が伴う大･

中･小メンテナンスおよ

び不具合対応は、プラ

ントメーカの推奨等に

依存する。 

･補機設備の回転機振動

については、振動チー

ムで測定器を用いた故

･保全方式･保全周期の

根拠 

  保全方式等の決定

は、設備･機器を構成

する物性の特性を適

切に把握し、負荷運

転状態による寿命評

価方法を独自に確立

する等、根拠を明確

にしている。 

 上記のように、設備

診断技術を各専門パ
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障の予兆管理を行って

いる。 

ートで保有してい

る。 

5．保全計画手法

に関する教育･

研修 

－ 

･RCM チームは、GENCO3

本社主催の最適保全計

画手法に関する研修を

受講し、適用に向けた

調査を行っている（TNB

版 RCM 手法ベース）。 

 

･上記研修以外は、特に

保全計画手法を学ぶこ

とができる研修は無

い。また、社内講師も

いない。 

 

･保全計画を取り組む組

織として RCM チームが

発足した。EVN 水力版を

石炭火力に適用可能か

検討しているが、機能

していない。 

･Off－JT としては、各

パート認定研修およ

び応用研修にて、機

器の劣化要因･メカニ

ズムを踏まえた点検

方法の習得を始め、

良否判定根拠や不具

合時の処置方法につ

いて、研修設備を用

いて理解する。 

 

･設備機器保守指針が

整備されていること

から、off－JT で習得

した知識･技能を現場

機器に応用し OJT 教

育として、更に理解

を深める。 

 

･保全を専門とする本

社組織と発電所が一

体となり最適保全に

取り組んでいる。 

 

 

写真 3.4.1-1 EVN 水力発電所 RCM（抜粋） 
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表 3.4.1-3．EVN 水力発電所版 RCM 抜粋 

 
 

(6) 調査分析のまとめ 

1) 基準･マニュアルの展開状況について 

   設備実態にあった保全計画手法の調査･適用検討は、RCM チームで実施している。具体的

には、EVN 水力発電所版の RCM 手法を石炭火力発電所に展開可能か検討を実施している。 

しかし、表 3.4.1 ヒアリング調査結果（ 2）③項 EPS）および表 3.4.1-2 分析結果（1

項）から、計画どおり検討が進んでいない状況であることが分かった。 

検討が進まない要因として考えられる点を以下に記載する。EVN 水力発電所版の RCM 手法

の写真 3.4.1-1 に示し、図中の赤枠部分の抜粋を表 3.4.1-3 に EVN 水力発電所版 RCM 抜粋表

として示す。 

 

 要因１：発電方式が異なるため、単純な水平展開で対応できない。 

水力発電設備と石炭火力発電設備を比較すると、後者の方がシステム的に複雑

である。また、発電方式が異なるため単純な水平展開では無く、全体・サブシ

ステムを踏まえた上で、信頼性を重視する保全計画の策定が必要である。 

 

 要因２：プラントメーカ推奨のＴＢＭをベースとした保全計画手法である。 

表 3.4.1-3 に示す EVN 水力発電所版 RCM は、点検部位･方法およびインターバ

ルのみの TBM をベースとした管理である。 

   以上の２つの要因があることから、単純に石炭火力の設備実態にあった保全計画として、

水平展開することができないと考えられる。 

 

2) 保全計画の考え方について 

   表 3.4.1-3 に示す EVN 水力発電所版 RCM 抜粋は、前項１）－要因２にも記載したが、プ

ラントメーカ推奨の TBM をベースとした保全計画である。 

従って、保全方式、周期を決定するアプローチが単純である。東電 FP 版 RCM 手法による

最適保全計画は、「その設備･機器に対してなぜその保全方法が必要なのか，その策定と根拠

づけを明確化していくアプローチ手法」である。この基本的な考え方に相違点がある。

VinhTan 火力発電所は、前述に記載する東電 FP版と同等の基本的な考え方を独自に考える

べきである。 

 

１．RCM（ﾚﾋﾞｭｰ）
統計（集計） ｼｽﾃﾑ:ﾕﾆｯﾄ2

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ：
提案課題 点検ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ 実施状況 点検部位 測定方法 ｺﾒﾝﾄ

主にI/Oﾃｽﾄ 点検ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ見直し
定期的にﾁｪｯｸ，

PLCのﾒﾝﾃﾅﾝｽ
2年／1回 DTD PLC

定期的にﾁｪｯｸ，

YV1ﾊﾞﾙﾌﾞのﾒﾝﾃﾅﾝｽ

審査

点検ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙ見直しYV1ﾊﾞﾙﾌﾞCTL2年／1回
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3) 設備診断技術について 

   表 3.4.1-2 4 項に示すように、設備診断に基づく結果を保全方式･保全周期へ反映する考

え方が無いことから、不具合データおよび診断データの体系化等が必要である。不具合デー

タについては、履歴と処置内容をソフト管理しているヒアリング結果を得ていることから、

このデータを保全に利用できないか検討する価値はあると考える。 

 

4) 保全計画手法に関する教育･研修について 

   VinhTan 火力発電所の最適保全計画の検討進捗は、ゼロベースの状況であることから RCM

チームの保全計画を検討するメンバーへの再教育が必要である。最適保全手法に対する理解

と実設備への展開方法に、重点をおいた研修が必要である。 

具体的には東電 FP版 RCM 手法をベースとした最適保全計画を体験できるような研修メニ

ューの提案が有効であると考える。 

 

3.4.2 問題点 

3.4.1-2（6）項の調査分析まとめから、最適保全計画の取り組みに対する問題点を上げる。 

 

1) 不具合データの蓄積と利活用、および保全計画業務に関する経験・知識が不十分 

・プラントメーカとの保守契約、または技術指導員による依存度の高い設備診断に加え、保

全方式（TBM）の確定アプローチが単純であることが問題点の背景として上げられる。 

  ・保全計画手法の基礎知識を実機設備へ展開するための方法（手順、必要なデータと分析方

法等）がイメージできていない。これらを指導できる者がいないことも問題点の背景とし

て上げられる。 

 

2) トラブル影響度評価を考慮した保全計画ができていない。 

・ある設備の機器トラブルが発生した場合、システム全体またはサブシステムの系として、影 

響度評価を分析した上で、必要な保全方式を検討する必要がある。しかし、システムに及ぼ

す影響を適切に把握、分析できるエンジニアがいない。 

・上記の背後要因としては、設備機器図面類、取り扱い説明書等の図書類の整備が不十分なこ

とも上げられる。 

 

3.4.3 課題 

 

  発電所の運営目標である「アベイラビリティ向上」、「保全コストの低減」を改善するには、

石炭火力の設備実態にあった最適保全計画手法を適用し、設備機器保守指針の策定が必要であ

る。VinhTan 火力発電所の保全計画に関わる課題は、以下である（図 3.4.3-1）。 

 

 

 【課 題】 
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 『発電所設備の実態にあった設備機器保守指針の策定』  

 

 

図 3.4.3-1 保全計画に関する課題 

 

3.4.4 提案事項 

 

 前述の課題である「発電所設備の実態にあった設備機器保守指針の策定」は、発電プラントを

構成する設備全てに展開するには中長期的な時間を要する。従って一般的には、補機ポンプ・モ

ータの比較的簡易な設備から最適保全方式の適用検討を進めることになる。 

 しかし、課題を解決するには、3.4.1-2（6）項の調査分析のまとめに記載したように、保全計

画の考え方がＴＢＭベースであることに加え、教育・研修が充実していないことから現状、RCM チ

ームで課題を解決することが困難であると判断する。 

従って、以下研修を RCM チームに対して提案する。 

 

【提案研修】 

 『東電 FP 版 RCM をベースとした最適保全計画の作成体験研修』  

     ・研修の目標など全体的なイメージを図 3.4.4-1 に示す。 
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図 3.4.4-1 提案研修の全体イメージ 

 

 上記の研修を提案することで、保全計画スキルの向上を図ることができるほか、発電所の運営

品質の向上に貢献できる。従って本研修提案は、事業実施の可能性の観点から、EVN（GENCO3）に

対し有効であると判断できる。 
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4章  日本（東電 FP）への優位性 
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4.1 ベトナム（EVN）に対する他国の動向 

 

 IoT 技術の未導入である EVN へは各国の電力会社およびメーカーが提案を実施している。本 FS

で把握できた競合他社は以下となる。 

 

表 4.1-1 各国提案状況 

国 会社名 提案内容 

マレーシア TNB 
・IoT 技術導入の提案 

 提案のみで導入に向けた調査等の進捗はない。 

韓国 KEPCO 
・IoT 技術導入の提案 

 提案のみで導入に向けた調査等の進捗はない。 

米国 GE 
・IoT 技術導入の提案 

 提案のみで導入に向けた調査等の進捗はない。 

韓国 DOOSAN 

・IoT 技術導入の提案 

 VinhTan4 及び VinhTan4 拡張（石炭火力発電所）へ運転・

保守・修理の最適化に向け、IoT 技術導入の可能性を EVN

の子会社である GENCO3 と調査中。 

 

4.2 日本企業（東電 FP）の競争的優位性 

 

 IoT 技術を活用した不具合の予兆検知やプラント性能管理を実施している電力事業者や機器メ

ーカーは世界に数多く存在するが、長年にわたり培ってきた O＆Mのノウハウやビッグデータに裏

付けられた不具合予兆検知やプラント性能管理を実施できるプレイヤーは限定される。 

下記データは EVN に対し IoT 技術の提案および長年 O＆Mを実施している NTB（マレーシア）の

発電プラントと計画外停止率※について比較を実施した値となる。 

 

※APEC 質の高い電力インフラガイドライン実績指標に基づいた算出値 

【LNG 火力】 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 平均 

東電 FP A Plant 0 0.59 0 0 0.56 0.23 

東電 FP B Plant 0 0 0 0.04 0 0.01 

東電 FP C Plant 0 0 0 0.5 1.19 0.33 

東電 FP D Plant 0 0.34 0.13 0.22 3.6 0.85 

東電 FP E Plant 0 1.79 0 0 0 0.35 

東電 FP F Plant 1.15 0.48 0 1.0 0.08 0.54 

東電 FP A～F Plant Average 0.19 0.53 0.02 0.29 0.90 0.39 

TNB A Plant 3.89 0.21 1.41 3.18 2.43 2.22 

図 4.2-1 LNG 火力における計画外停止率（％） 
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 比較した年度およびプラントの結果にはなるが、5ヶ年平均を比較すると東電 FP（0.39%）に対

し TNB（2.22%）と高い計画外停止率となっており、東電 FPの O＆M の質が評価できる。  

 

TNB 保有の発電プラント以外では、EVN の火力発電プラントと「APEC 質の高い電力インフラガ

イドライン実績指標」を用いて、計画外停止率および熱消費率の増分を比較した実績があるため

下記に示す。 

 

※APEC 質の高い電力インフラガイドライン実績指標に基づいた算出値 

【石炭火力】 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 平均 

東電 FP A Plant 0 1.91 0.83 3.32 0.04 1.22 

東電 FP B Plant － 0 0.99 0 3.22 1.05 

EVN A Plant 4.22 9.11 4.69 0.44 1.66 4.02 

EVN B Plant 9.45 4.75 8.52 4.32 19.15 9.24 

EVN C Plant － － － 11.92 3.89 7.90 

EVN D Plant － － － 3.02 1.43 2.22 

図 4.2-2 石炭火力における計画外停止率（％） 

 

 EVN プラントの主な計画外発生要因はボイラチューブリークとなっている。（多い時は１ヶ月に

１回程度）問題点としては、不具合発生時の水平展開（類似設備への反映）が未実施なこと、不

具合原因の特定が実施されていないこと及び材質の組織変化や割れ状況が未点検のため弱点部位

や劣化状況が把握できていないことが確認できた。 

 

【熱消費率の増分】 

 

 上図の通り、東電 FP は営業運転開始後 40 年～50 年経過したプラントも熱消費率を維持

（300kJ/kWh 以下）しているが、EVN プラントは運開後 7年程度で熱消費率が上昇（600 kJ/kWh）

している状況となっている。問題点としては、性能低を起こしている状況が把握できていないこ

と、不具合状況を検知、カイゼンする仕組みが整備されていないこと及び専属の性能管理者が配

置されていないことが確認できた。 

 

 上記に示した通り、EVN プラントのほか競合他社の運転実績と比較した結果、東電 FP の優位性

が確認できる。これは、長年蓄積した O＆M技術や日々の最適な運転状態の維持、更には人材を組

織的・体系的に育成していることが上げられる。これらの実績を用いて、EVN 保有の火力発電所に

対し IoT 技術を活用した高度な O＆M および人材育成基盤の構築を行うことで、日本（東電 FP）

の技術を適正に評価して頂き、中長期的な O&M サービス事業を展開する。 
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5章  結論
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5.1 結論 

5.1.1  IoT 技術の導入 

 IoT 技術の導入に向け Thai Binh 火力発電所を調査した結果、IoT システムの接続やネ

ットワーク環境について確認が完了し東電 FP の DAC での遠隔監視が可能である。ただ

し、DAC へのオンライン接続にはベトナム情報通信省 MIC による Firewall の認証が必要

となるため、引き続き EVN 本社および Thai Binh 火力発電所と継続的な協議を実施する

必要がある。 

また、不具合予兆検知や性能管理に必要となる各種データや図面等も整備されている

ため、制度の高い不具合予兆検知および性能管理が可能と判断できる。 

次年度以降は、IoT 技術を導入し東電 FP の IoT 技術の効果を示し、計画外停止の低減

によるアベイラビリティの向上および熱効率の維持・向上による燃料費の削減、環境負

荷の低減することで事業化を目指す。 

事業化後は、不具合予兆検知および性能管理を主軸として事業展開を図り、日本の技

術力の輸出とベトナム国での O＆M技術レベルの発展に貢献する。 

 

5.1.2  人材育成 

 人材育成サービスの事業化に向け、Vinh Tan 火力発電所を調査した結果、運転員のス

キルを確認するチェックシートの導入および発電設備の最適な保全計画スキル研修の導

入が可能である。 

 EVN 本社の方針として人材育成基盤の構築プロジェクトを実行しているため、先ずは

東電 FP の人材育成手法である「個々の能力の見える化」と「弱点部位の補完研修」、更

には個々の能力を格付けする「認定制度の導入」を提案し事業化を目指す。 

また、本 FS の実行中に EVN 本社の副総裁との会合を実施し、ベトナム国内に「人材育

成センター」の設立が EVN 社内で承認されたことを確認した。設立される人材育成セン

ターに、東電 FP の人材育成手法を取り込むことで、事業の拡大を図る。 
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