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要  旨  _________________________________________________  
現在オフィス機器メーカー各社において，お客様先に設置されたMFP (Multifunction 

Printer) とメーカーもしくは保守会社とをインターネットで接続し，遠隔保守をするサービ

スは広く普及している．近年は，遠隔保守サービスのいっそうの充実に向けて蓄積された

ビッグデータを解析し，故障予測を行うという活動が活発化してきている．リコーは故障予

測の【予兆検出ロジック】の開発に加え【予兆検出時のアクション】を明確に定めることで

フィールドでの故障予測の活用を実現させた．その結果，実際のフィールドでの活用を通じ

たアンケート調査より，故障防止に効果があり，かつ，顧客満足度向上にも寄与できること

が確認できた． 

ABSTRACT  _________________________________________________  
The remote monitoring and support service for multifunction printers (MFPs) installed in a 

customer’s office via the Internet is now the norm. In recent years, analyzing the big data for the further 

enhancement of the remote maintenance service, and doing the failure prediction has become active. In 

addition to the development of the warning detection logic of the failure prediction, Ricoh have realized 

the use of the failure prediction in the maintenance site by clearly defining the action at the time of the 

sign detection. As a result, it was confirmed that it was possible to contribute to the failure prevention 

and the improvement of the customer satisfaction from the questionnaire survey through the use in the 

actual field. 
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1. はじめに 

1-1 リコーのMFP保守サービスと@Remote 

リコーは全世界約200の国・地域においてMFP 

(Multifunction Printer, Fig. 1) の販売・サービスを展

開している．日本国内に絞ると全国約400ヶ所の

サービス拠点を有し，数千名の保守担当者が在籍

し，MFPの保守サポートにあたっている．なお，

ここでいうMFPにはプリンター専用機も含まれる． 

 

 

Fig. 1 RICOH MFP: RICOH MP C6004 series. 

さらに，お客様先に設置されたMFPとリコーと

をインターネットで接続し遠隔保守をするサービス

「@Remote」(Fig. 2) を2004年から提供している． 

 

 
Fig. 2 RICOH’s remote maintenance service “@Remote”. 

@Remoteの主なサービスには，カウンタ自動検

針，故障時自動通報，トナー自動配送などがあり，

お客様による修理依頼やトナー発注業務の手間を省

きつつ，MFPのダウンタイムを最小に留めること

ができる．現在では全世界で200万台以上にこの

@Remoteサービスが利用されている． 

1-2 故障予測について 

お客様のMFPの突発的な故障は業務の停滞を招

くため，保守担当者は緊急でお客様先へ出向き修理

を行う．このような場合，保守担当者は計画的な保

守対応ができないため，保守業務の効率は悪化する．

故障予測を行うことで故障の前兆（予兆）を保守す

る側で捉えることができれば，修理要請の前に保守

計画を立て，お客様の業務を止めることなく故障を

回避し，なおかつ保守効率を上げることができる．

上記，故障予測による一連の流れをFig. 3に示す． 

 

 

Fig. 3 Innovation of maintenance flow based on Failure 
Prediction. 

1-3 他社における故障予測の取り組み 

現在では@Remoteと同様のサービスをMFPメー

カーの各社が提供している．さらに，このサービス

を提供する中で蓄積したデータを解析し，故障予測

を行っており，その成果が報告されている1-3)．過

去の報告はいずれも取得したデータを様々な機械学

習や統計的手法にかけることで高い精度の故障予測

モデルを開発することに成功している．しかし，

我々はフィールドで故障予測を活用し効果を上げる
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には，故障を予測するだけでは不十分であると考え

ている．今回，リコーではフィールドで活用可能で

確実な効果に繋がる故障予測を実現するための方法

を開発し，実際にフィールドへ展開した上で効果を

確認した． 

以降では，2章でリコーのビッグデータについて

記述した後，故障予測モデルの開発方法を述べる．

さらに，3章で故障予測モデルをフィールドに展開

するためのシステムについて紹介する．最後に4章

で本活動による効果を示し，5章で全体のまとめと

今後の展開について説明する． 

 

2. 故障予測モデル 

2-1 リコーのビッグデータ 

リコーの故障予測の取り組みを実現する2つの

ビッグデータ「@Remoteデータ」「保守レポート

データ」について説明する． 

2-1-1 @Remoteデータ 

@Remoteサービスを運用するために200万台以上

のMFPそれぞれから毎日約6,000項目に上るデータ

が送信され，そのデータを長期に渡り蓄積している．

その蓄積したデータを@Remoteデータと呼んでい

る．データ項目は，シリアル番号（MFPの固体番

号），各種機能のカウンタ値，機器構成，発生した

紙詰まり・ソフトエラーなどの種類，機内を制御す

るためのセンサー情報など多岐に渡る．蓄積した

@Remoteデータの例をTable 1に示す． 

Table 1 Example of @Remote data. 

 

2-1-2 保守レポートデータ 

保守担当者がお客様先で実施する保守メンテナン

ス活動結果は，すべて保守レポート（データベース）

に記録される．上記シリアル番号と共に実施日時，

実施者，故障の種類，原因，処置内容，交換部品情

報などが記録される．故障の種類は，主なもので紙

詰まり，自己診断異常，印刷不良があり，それぞれ

が紙詰まり場所コード，自己診断異常コード，印刷

不良パターンでコード分類されている．これらは管

理しているだけで数百の故障モードに上る．蓄積し

ている保守レポートの例をTable 2に示す． 

Table 2 Example of Maintenance Report. 

 
 

2-2 故障予測モデルの開発 

2-2-1 故障予測モデルに必要な2つの要素 

リコーではFig. 4に示すように【予兆検出ロジッ

ク】と【予兆検出時のアクション】をセットにして

故障予測モデルと呼んでいる．これは予兆検出した

MFPに対しどのような予防メンテナンスを施すか

を提示しなければ保守担当者が行うべき作業がわか

らず，フィールドでの効率的な運用が困難となるた

めである． 

 

 
Fig. 4 Definition of Failure Prediction Model. 

 

送信日 送信時間 シリアル番号 カウンタA カウンタB ⇒6000項目
2017/9/4 11:21:45 0000000001 15000 20 ・・・・・
2017/9/4 11:21:46 0000000002 10000 23 ・・・・・
2017/9/4 11:22:24 0000000003 ***** ***** ・・・・・
2017/9/4 11:22:56 0000000004 ***** ***** ・・・・・
2017/9/4 11:23:03 0000000005 ***** ***** ・・・・・
2017/9/4 11:23:24 0000000006 ***** ***** ・・・・・・

・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・・・・

約6000項目

保守実施日 時間 保守員名 シリアル番号 故障種別 故障コード 処置内容 ・・・・
2017/6/2 11:30 西田 0000543210 紙詰まり 101 清掃 ・・・・・
2017/6/4 12:45 松島 0000543211 画像不良 20 部品交換 ・・・・・
2017/6/5 10:15 畑中 0000543212 ソフト不良 ***** ***** ・・・・・
2017/6/6 9:50 林 0000543213 紙詰まり ***** ***** ・・・・・
2017/6/7 15:00 西村 0000543214 ソフト不良 ***** ***** ・・・・・
2017/6/8 11:00 水野 0000543215 画像不良 ***** ***** ・・・・・・

・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

・
・
・

＋故障が発生しそうな
機器を見つける

故障未然防止に最適
な処置方法を提示

故障予測モデル

予兆検出ロジック 予兆検出時のアクション
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2-2-2 予兆検出ロジックの構築 

Fig. 4の左項にあたる予兆検出ロジック構築の方

法について述べる．予兆検出ロジック構築は

@Remoteデータと保守レポートデータを組み合わ

せて行っている．着目する故障モードの発生を目的

変数とし，日々取得する@Remoteデータを説明変

数として，機械学習手法を使って予測ロジックを導

き出す「教師あり学習」を採用している．またその

学習手法としては，決定木や重回帰など，作成した

ロジックの中身を人間が見て理解できるホワイト

ボックス手法を活用している． 

Fig. 5に示すようにデータサイエンティストが作

成した予測ロジックは，MFP設計者とサービス技

術のメンバーとの三位一体のチーム体制で，故障

モードと採用された説明変数との関係を故障メカニ

ズムの観点からレビューされる．データサイエンス

について十分なスキルがあるわけではない設計や

サービスのメンバーを含めた三位一体の検討活動が

実現できているのは，学習手法にホワイトボックス

手法を採用しているためである． 

 

 
Fig. 5 Trinity Model development. 

Fig. 6は予兆検出ロジックの事例である．ある故

障の発生と相関の高い@Remoteデータ項目を探索

したところセンサーYとセンサーZに絞り込むこと

ができた．Fig. 6内のグラフは，実際に過去故障が

発生したMFPの日々のセンサーYとZの推移である．

故障発生前から変動し始め，その先で故障が発生し

ていることがわかる．このケースでは保守担当者が

故障発生後に修理を行い，それに伴いセンサー値が

回復している．この相関関係を使ってセンサーY・

Zの組み合わせで検出ロジックを生成しておくこと

で予兆の段階で保守担当者へ対応を指示することが

でき，未然防止が可能となる． 

 

 

Fig. 6 An example of Failure Prediction Model. 

2-2-3 予兆検出時のアクション 

Fig. 4の右項にあたる予兆検出時のアクションに

ついて述べる．予兆検出時のアクションの立案は大

きく分けて2つの事項の決定からなされる．1つ目は

予兆検出したMFPへの予防メンテナンスの作業内

容の決定である．作業内容は，Fig. 7に示すように

過去の故障Aの修理内容と設計者から示唆される故

障メカニズムおよびサービス技術から示される修理

の作業性と処置コストを基礎情報として決定される．

2つ目は予兆検出したMFPへの保守担当者の対応形

態の決定である．ここでは保守担当者が予防メンテ

ナンスを行うためにそのお客様に「即座に訪問」す

べきか，それとも後日訪問機会があったタイミング
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で処置（「訪問時プラスワン」と呼ぶ）をしておけ

ば良いか等を決定する．例えば，「即座に訪問」は

修理措置のための費用の他に移動のための費用も必

要になるが，「訪問時プラスワン」では他作業を行

う訪問のついでに行うので，移動費用が追加で発生

することはない．どちらの対応形態を取るかでコス

トは大きく異なる．ここでの対応コストは後述する

「2-3 故障予測モデルの実装判断」にて利用するパ

ラメータとなる． 

 

 
Fig. 7 Viewpoints to decide optimal treatments. 

2-3 故障予測モデルの実装判断 

予測ロジックで検出したMFPも100%の確率でそ

の故障が発生するわけではない．検出後，一定期間

経過しても故障が見られないケースもある．検出し

たすべてのMFPに予防メンテナンスをすると，

「本来対処する必要のないMFPに対して予測に従

い予防メンテナンスしてしまうケース」が発生する． 

予兆保守活動が従来の故障発生後修理活動よりも

コストアップとならないことは重要である．そこで

Fig. 8に示すように過去データで運用シミュレー

ションを行い，運用上コストアップにならない故障

予測モデルになっているかどうかを評価している．

その評価結果によって故障予測の運用システムへの

実装判断を行っている．なお，予測の精度がやや低

いために運用上コストアップとなる場合は2-2-3で

記述した対応形態の決定に立ち戻る．コストアップ

とならないように対応形態を変えることで故障予測

モデルを実装可能にする工夫をしている． 

 

 
Fig. 8 Evaluation of Failure Prediction Model. 

2-4 実装した故障予測モデルの積み上げ効果 

故障予測モデル開発を行い，2-3節の実装判断を

通過した故障予測モデルの一覧のイメージをTable 3

に示す． 

Table 3 List of Failure Prediction Models. 

 

 

これまで開発してきた故障予測モデル群は，2006

年以降発売の@Remote接続された主要機種に対応

するものであり，これは現状の@Remoteに接続す

るMFP機器の95%以上のマシンをカバーしている． 

また，予兆保守による未然防止率を2-3節で述べ

た過去データによる運用シミュレーションから試算

しており，各機種において5%から10%程度を予兆

による未然防止活動で対応できている． 
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3. フィールド展開のためのシステム 

3-1 運用システムとフロー 

前節までに述べてきた故障予測モデル群を運用す

るシステムおよびフローをFig. 9に示す．故障予測

モデル群による診断は，診断サーバーにて行い，予

兆判定されたMFPはそれぞれのシリアル番号から

保守担当者を割り出し，保守担当者のスケジュール

に自動登録される．保守担当者は登録されたスケ

ジュールを確認し，機器診断カルテで診断結果の詳

細と指示内容を確認し，事前準備およびお客様との

調整の上，予防メンテナンスを実施する． 

 

 

Fig. 9 Operation system and the process flow. 

3-2 機器診断カルテ 

保守担当者が診断結果の詳細を確認するために，

ウェブブラウザを介して閲覧する機器診断カルテ 

(Fig. 10) を故障予測の展開に合わせて開発した．機

器診断カルテには対応形態と処置内容が表示される．

また，故障予測の情報に基づきアクションする際に

は，先々の懸念事項を一度のアクションですべて対

処することが望ましい．その観点で機器診断カルテ

は，故障予測診断結果だけでなく，紙詰まり発生状

況や各種定期交換部品の走行情報，ファームウェア

のバージョン情報などMFPの状態を総合的に確認

できるように考慮されている． 

 

 

Fig. 10 Device diagnostic Karte. 

4. 故障予測モデルの効果 

第2章の検討を経て開発した故障予測モデルは，

お客様先において実際に効果的なものであるかどう

か保守担当者へのヒアリング活動を通じて検証を

行った．リコージャパン(株)神奈川支社のフィール

ドにて診断結果に基づいた予兆保守活動を約200件

実施し，対応した保守担当者からその1件1件に対し

てアンケートの回答を得た． 

Fig. 11は「予兆保守活動の有効性」に関してまと

めたものであり，その結果96%の予兆保守活動につ

いて有効であるとの回答が寄せられたことがわかる． 

 

 
Fig. 11 Evaluation from maintenance workers for 

Predictive Maintenance. 

また保守担当者からのフィードバックコメント例

をFig. 12に示す．Fig. 11およびFig. 12に示されてい

るように，提示した予兆指示内容は，お客様先にて
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対応した保守担当者から見て適切なもので，故障未

然防止とCS向上に大きく寄与できている． 

 

 
Fig. 12 Feedback comments from maintenance workers. 

5. まとめと今後の展開 

5-1 まとめ 

故障予測に基づいた予兆保守活動を実現するため

には【予兆検出ロジック】だけでは不十分であり，

それに加え【予兆検出時のアクション】を明確に定

めることが重要である．今回我々は，上記2つの要

素を満たし，かつ運用上コストアップとならない故

障予測モデルを開発し，フィールドでの予兆保守活

動を実現した．さらに，机上の効果検証だけでなく

実際にフィールドでの活用を通じて，予兆保守活動

の有効性が96%であることを保守担当者の回答から

確認できた．この成果に基づき，2015年度からリ

コージャパン(株)の全国保守網に展開されている．

以上により，「故障が発生し事後に対応する（事後

対応）」から「予兆で事前に対応する（未然防止）」

へサービスのプロセスを変えることができた． 

5-2 今後の展開 

故障予測モデルの開発は現在も進めており，日々

進化させている． 

今後はこの活動を海外各地域に展開し，お客様の

故障未然防止とリコーの保守効率化をグローバルに

広げていく．また，今後発売する新製品においては

故障予測の幅の拡大と精度向上を，さらに進めてい

く考えである． 
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●自己診断異常Ａ予兆
実際にお客様のマシンに行
くと、その通りの状況だった。
コール防止に繋がった。

●手差ＪＡＭ予兆
和紙の紙粉で手差し部の
給紙コロが汚れていた。清
掃で汚れを除去できた。

●自己診断異常Ｂ予兆
お客様より「事前に故障を
防いで頂きありがとうござい
ます」とのお言葉を頂いた。
CS向上に繋がった。
●原稿JAM予兆
訪問前にお客様のマシンの
JAMが多発している場所が
わかるので、訪問時にすぐに
保守作業ができる。

保守担当者からのフィードバックコメント


