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まえがき

保全技術・ノウハウの共有化・伝承，設備の信頼性・安

全性・経済性の確保，計画的かつタイムリーな保全の実施，

設備の増設・改造・変更の容易性の確保など，保全活動に

求められる要件は数多くある。これらの要件に対して IT

（情報技術）を応用・駆使し，システム化することが保全

業務の合理化・省力化に有効な手段となっている。

また，従来以上にお客様へのサービス向上を目的とした

IT 活用によるサービスの提供や保全業務の効率化は，今

後ますます発展していくと思われる。

富士電機では，お客様の企業価値向上に役立てうるよう

ITを活用した保全・サービスを提供している。本稿では

その事例を以下に紹介する。

施設管理情報オンライン提供サービス

昨今の目覚ましいインターネットの発展は，次々と新し

いサービスを生み出している。特に，ISDNや今後出てく

るであろうブロードバンド（広帯域通信）などによる伝送

スピードの飛躍的な向上は，これまでに実現できなかった

大量なデータの転送や表示パフォーマンスの向上をもたら

している。一方では，携帯電話の普及は iモード〔（株）

NTTドコモの情報提供サービス〕に代表される新しい通

信技術や情報提供技術を見いだしており，今後も次世代携

帯電話へとさらに発展していくものと考えられる。

ユーティリティを中心とした施設の管理は，これまで設

備台帳や図面類を中心に，一部ではローカルな設備管理シ

ステムの導入も行われているが，データ登録の煩わしさや

設備投資の問題もあり，いまだに紙ベースで行われている

のが実態である。

富士電機は，これまでローカルなシステムとして提供さ

れてきた施設・設備管理システムを，インターネットを利

用した情報提供サービスとして実現した。このサービスで

は，お客様の施設に関する設備台帳，過去の障害履歴や保

守点検履歴，設備図面，長期保全計画などを作成するとと

もに，お客様に代わって管理を行い，インターネットを通

じて，タイムリーに情報を提供する。また，ご契約をいた

だいたお客様には，保全にかかわる最新情報（保全技術・

製品情報，寿命部品・リサイクル部品・リース機材情報，

技術教育講座情報など）を無償にて提供する。

本サービスの特徴は，富士電機のコールセンターで採用

している CTI（Computer Telephony Integration）シス

テムと連動している点にあり，これにより多様化するお客

様との情報交換（電話，FAX，電子メールなど）の一元

化を図り，より一層のサービスの向上を図っている。

図１に情報提供の仕組みを示す。

２.１ 設備台帳情報サービス

お客様に代わって行う，次の六つのサービスを用意して

いる。また，お客様のご要望により選択可能である。

調査サービス

お客様の設備構成機器を部品レベルまで調査する。

台帳作成サービス（2）

（1）
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図１　施設管理情報オンライン提供サービス
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お客様に代わって，設備台帳の作成と修正を行う。

管理サービス

お客様の設備構成機器を部品で管理し，情報の提供を行

う。また，必要に応じてデータの更新を行う。

通知サービス

消耗部品の交換や定期点検の時期を管理し，お客様への

適切な通知を行う。

調達サービス

修復部品や消耗部品の在庫数量を管理して，適正在庫に

従い部品を調達して届ける。

伝達サービス

トラブル発生時にはお客様に代わって，メーカーに出動

要請を行うとともに，お客様の連絡体制に従い状況の通知

を行う。

２.２ 保全履歴情報サービス

お客様の設備の過去の保守履歴・障害履歴および点検デー

タ（設備の設置環境データも含む）を管理し，情報の提供

を行う。

２.３ 長期保全計画情報サービス

お客様に代わって，過去の保守履歴・障害履歴および点

検データを基に，設備の保全計画を長期スパンで立案・作

成して，的確な保全情報の提供を行う。これにより，効率

的な保全計画（ランニングコストの平準化など），設備維

持コストの削減，さらにはプラントシステムの延命化を図

ることができる。

２.４ 図面情報サービス

お客様に代わって，煩雑な図面登録と管理（バージョン

管理，保存，保管）を ISO9001に準拠して行う。また，

情報の提供はインターネットだけではなく，紙や電子デー

タなど必要に応じて配送も行う。

２.５ 今後の検討課題

お客様との通信手段が多様化する中，あらゆるものに対

応していかなければならない。現在，iモード対応サービ

スを検討中である。

保全情報管理システム

保全情報管理システムは単なるパッケージ販売メニュー

ではなく，導入側（ユーザー）の業務形態，インフラスト

ラクチャー（インフラ）事情などを考慮に入れたうえで，

「壊れない設備・ライン作り」「壊さない運用環境作り」を

最終目標とした仕組み作りを支援するソリューションであ

る。また，システムの効果的な導入ステップや，導入にあ

たっての課題整理などについても，お客様との共同作業に

てまとめ，目標を共有化したうえで導入を進めていくこと

も特徴である。

①パッケージ商品を導入してみたものの，自社の業務形

態などに合わず，活用が思うように進まなかった，②保全

業務の改善の必要性は認識しているが，どこから手を付け

てよいのか分からないなどというお客様に最適なソリュー

ションである。

３.１ 安定操業実現の要素

安定操業の維持は製造業における恒常的なテーマといえ

る。本テーマを構成している要素を分解してみると，①生

産・製造計画精度，②調達・製造・ストック・物流効率，

③製造品質，④設備能力，⑤製造要員・設備稼動効率，⑥

製造スキル，の 6 項目に大別される。

さらに安定操業を支える安定的な供給能力の維持を考え

た場合，設備能力の在り方，製造要員や設備の稼動効率向

上施策，製造スキルの維持・向上の方策など，現状資源の

有効活用が課題となる。

本システムは，「安定した供給能力維持」を行うために

「設備を止めない〔MTBF（平均故障間隔）の向上〕」「止

まったら迅速に復旧する〔MTTR（平均修復時間）の短

縮〕」ことを目的とした，製造設備の安定操業を支援する

情報システムの在り方について提案するものである。

３.２ 保全活動におけるPDCAサイクルのあるべき姿

保全活動は大きく分けて以下の三つのステップにて展開

される。

日常保全「設備が故障したら素早く復旧する」

製造ライン部門による異常の早期発見・通知と保全部門

による迅速な原因特定・復旧処置の実施。

予防保全「故障が起きないように予防処置を行う」

製造ライン部門による操作ミスのない標準作業作り，日

常点検の実施と保全部門による予防点検の実施。

設備の設計品質「故障の起きない設備を作る」

保全部門による故障原因の分析と，設備設計部門による

改良施策の立案，設計仕様への織込み。

製造設備の保全活動は製造・保全・設備設計の各部門が

密接にかかわり合うことで安定操業の維持を実現できる。

図２にそのかかわり方（PDCAサイクル）を示す。

一方，現場の状況を見ると，

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

富士時報 Vol.74 No.4 2001

236（36）

ステップ1〔日常保全〕�
設備が故障したら素早く復旧�
すること。�
　　異常の早期発見・通知�
　　迅速な原因特定・復旧処置�

ステップ3〔設計品質〕�
故障の起きない（直しやすい）�
機械を作ること。�
　　故障原因の分析による，機械の�
　　改良策�
　　立案・実施（組込み）�

ステップ2〔予防保全〕�
故障が起きないように予防処置�
を行うこと。�
　　操作ミスのないガイダンス作り�
　　日常点検の見直し�
　　予防点検の実施・見直し�

Check Action

Action

Plan

Do
MTBF向上�

トレーサビリティ�

MTTR短縮�

Plan

図２　保全活動におけるPDCAサイクルのあるべき姿
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設備の稼動状況が把握できず，故障時の状態がつかめ

ない。

保全活動の記録がばらばらに管理されている。

保全要員，製造要員のスキルやノウハウにばらつきが

ある。

などにより，理想的な PDCAサイクルが実現できず，結

果として，

故障原因特定に時間がかかり，目標の稼動率を維持

できない。

予防保全の改善ポイントが見えず，同じ故障を繰り

返し起こす（後追いで処置を実施する）。

といった状況になっているケースが見受けられる。

３.３ 保全活動を支援する情報システム

３.２節にあげた現場の状況は，情報収集・ノウハウ共有

環境の整備が十分でないことに起因することが多い。保全

活動の PDCAを効率よく回す手助けとして，保全活動を

支援する情報システムの導入は効果的といえる。しかし，

現状の業務の流れや，通信インフラなどの状況を考慮せず，

安易に導入した場合，結果的に「動かない仕組み」「使え

ない仕組み」となってしまう。このため，情報システムを

保全活動サイクルに組み込む場合，十分な現状把握と，適

用範囲の検討，関連メンバーがなじむための導入ステップ

の計画が重要なポイントとなる。図３および表１に保全部

門における情報システム導入の進め方を示す。

３.４ 保全情報管理システムの特徴

富士電機の提案する保全情報管理システムは，保全活動

の PDCAサイクルを視野に入れ，情報システムを積極的

に活用した仕組み作りと，その仕組みに基づいたシステム

の構築を提案するものであり，単なるパッケージ群ではな

い。本システムは，保全活動を支援する情報システム構築

の，企画（Plan）ー導入（Do）ー運用（Check）ー改善

（Action）までをトータルに支援するものである。以下に

その特徴を記す。

既存のインフラを有効活用する。

すでに導入が進んでいるネットワーク環境，パソコン環

境などを有効に利用することで，インフラ整備コストをミ

ニマムに情報環境を構築する。

小さく始めて大きく育てる。

将来の到達点を見据えたうえで，情報化をできる範囲か

ら進めていけるように，また，ステップバイステップで構

築できる機能モジュール群から構成される。表２に機能モ

ジュール一覧を示す。さらに，ステップバイステップの構

築方法を図４に示す。

トレーサビリティを確保する。

何が，いつ，どこで起きたのか？　が見える仕組みを実

現し，故障発生要因の調査や，ほかの事象との相関関係を

顕在化する支援環境（ツール）を提供する。

いつでも，どこでも必要な情報を入手できる。

モバイル端末を活用し，蓄積された保全データを必要な

場所で，必要な時に，必要な内容を取り出せる環境を構築

する。

保全情報管理システムは「統合保全サーバ」「設備稼動

情報収集ゲートウェイ」「モバイル環境構築ツール」「分析

支援・高度監視ツール」の四つのブロックで構成され，シ

ステムの全体イメージは図５のとおりとなる。

３.５ 各ブロックの特徴

統合保全サーバ

統合保全サーバは，設備管理に必要となる設備台帳機能，

保全計画機能，保全記録・履歴管理機能，図面・ドキュメ

ント管理機能をWeb 環境にて実現するためのサーバであ

る。また，設備台帳機能は，設備を構成する部位・部品の

階層管理を可能とする。保全計画機能では，定期保全（定

期点検など，一定時間にて保全を実施するもの）計画のほ

かに定量保全（消耗品など，稼動時間・回数により交換時

期が変動するもの）計画立案も支援する。

設備稼動情報収集ゲートウェイ

設備稼動情報収集ゲートウェイは，製造設備の運転状況

をWebにて閲覧可能とする機能と，故障発生，故障内容

（2）
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（4）
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（2）
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表１　システム導入の進め方�

実施項目� 実施概要�

目標の設定�フ
ェ
ー
ズ
1
�

フ
ェ
ー
ズ
2
�

フ
ェ
ー
ズ
3
�

システム導入にあたり，具体的に何を達成する�
のか，目標（定量，定性）および制約される事�
項を整理・設定する。�

目標・制約事項をもとに，システム化すべき範�
囲について，提案書を作成する。�

富士電機の提案を基に，業務運用との FIT/�
GAP 分析を各必要機能サンプル画面によりシ�
ステム要件の詳細整理を実施する。�

開発アウトライン�
決定�

要件調査�

要件調査結果を基に，実現機能の整理を行う。�要件整理�

プロトタイプで実現する機能の設計を行う。�システム設計�

プロトタイプで実現する機能の製作を行う。�プロトタイプ製作�

プロトタイプシステムにより，全体システム構�
築のための必要情報を収集する。�

ベンチマークテスト�

各機能および各機能連携を使った業務構築の改�
善課題を抽出，整理する。�

運用評価�

運用評価結果によりステップ2以降にて実現す�
る機能を再設計する。�

改善レベルアップ�

設備台帳�
図面管理�
システム�
の導入�

ガイダンス�
システム�
の導入�
�

高度監視�
システム�
（原因推定・�
　兆候検出）�
　の導入�

台帳整備�
保全計画�
整備�
点検・処�
置履歴蓄�
積�

点検端末�
の導入�
　データ�
　整理�

効果測定�
チューニ�
ング�

分析支援�
システム�
の導入�
　要因分析�
　相関分析�

稼動情報�
収集装置の導入�
　データ整理�

ガイダンス�
整備�
効果測定�

立上げフェーズ� 業務改善フェーズ� 自動化実現フェーズ�

図３　システム導入の進め方（システム構築のステップ例）
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稼動情報などを電子メールにて通知する機能を有し，オー

プン環境での設備稼動情報収集環境を実現する。

モバイル環境構築ツール

モバイル環境構築ツールは，モバイル端末と無線機器

（無線 LAN，構内 PHS，携帯電話など）により，統合保

全サーバに蓄積されている保全情報を必要な場所で入手で

きる。故障発生時の事例検索や処置ガイダンスの入手，定

期点検シートの閲覧・入力などに有効なツールである。

分析支援・高度監視ツール

分析支援・高度監視ツールは下記により構成される。

設備稼動情報と故障発生要因の相関分析支援ツール。

設備の時系列的な稼動状況の監視や異なる 2 変数の

相関関係による監視（エリア監視）を実現する高度監

視ツール。

発生した故障の要因を過去の事例（発生した事象，

点検箇所とその状態，特定された原因）から推定し，

原因特定を支援するツール。

フィールド保全管理システムPOJ
〈注１〉

POJ（Point Of Job）はインターネット技術と携帯情報

端末の応用により，POS（Point Of Sales）システムと同

様に，人と仕事のデータを仕事時点で収集し，定量的な管

理を実現するフィールド保全管理システムである（図６参

照）。

４.１ システム構成

POJサーバ（Webサーバ）

センターに設置し，サービス拠点のネットワークターミ

ナル，およびフィールドのサービスマンの携帯情報端末へ

POJサービス機能を提供する。

ネットワークターミナル

パソコンを利用し，POJサーバと携帯情報端末間の仕

〈注１〉POJ：富士電エンジ（株）の登録商標
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表２　機能モジュール一覧�

機　能� 商品名�

PLANTIA
〈注〉�設 備 管 理�

（小規模版）�

設 備 管 理�
（Web版）�

構成管理�
　システム�

図面・ドキュ�
　メント管理�

NEOfiling

プロセス�
　データ監視�

NEOPDS

プロセス�
　　高度監視�

NEO�
　intelli-�
　　gence

故障原因�
　　特定支援�

NEOactl

異常対応�
　ガイダンス�

NEO�
 operation

巡 視 点 検 �
NEO�
patrolman

映 像 記 録 �NEOvideo

稼動情報収集�
ゲートウェイ�

概　要�

設備台帳管理機能，保全周期管理・計画機�
能，保全記録・履歴管理機能など設備管理�
業務に必要な機能を豊富に用意したコア�
パッケージである。�

小規模版設備管理システムの機能をWeb�
環境にて実現できる。設備を構成する部�
位，部品などツリー階層にて参照できる。�
また，図面・ドキュメント管理機能を標準�
で装備。関連する設備図面，操作マニュア�
ルなどを設備台帳に関連づけて登録・参照�
可能である（利用者側端末に専用ソフト�
ウェア不要）。�

Web環境でドキュメントの登録・閲覧がで�
きるオープン設計のファイリングシステム�
である。部門導入から全社導入までスケー�
ラビリティに対応することが可能である。�

設備運転情報の監視・制御に必要な各種機�
能を標準で用意したオープンアーキテク�
チャのデータ収集システムである。�

設備運転情報から異常兆候検出や状態推定，�
 2変数間相関監視などを行う高度監視ソフ�
トウェアである。�

蓄積された事例情報を活用し，異常発生時�
の原因推定を行うソフトウェアである。�

異常対応時の操作ガイダンスをビジュアル�
に表示するソフトウェアである。プロセス�
高度監視，設備異常対応支援などとの連携�
が可能である。�

携帯端末と無線を活用した，巡回点検業務�
支援パッケージである。�

設備異常発生時の前後の映像を記録・再生�
するパッケージである。設備異常停止要因�
の分析などに最適である。�

設備の状態をブラウザから閲覧可能とする�
装置である。あらかじめ設定したDI/DO/�
AI の値の参照（瞬時値，AI トレンドなど）�
やDOの遠隔操作が可能である。また，電�
子メールにて故障情報などを指定先に自動�
送信することも可能である。�

Web PIO

導入コンサ�
ルティング�

〈注〉PLANTIA：日揮情報システム（株）の商品名�

データ入力�
　サービス�

ステップ1�
　　　　〔日常保全〕�
�
設備が故障したら素早�
く復旧すること。�

設備稼動情報収集・�
監視故障アラーム発報�

処置ガイダンス�
表示�

作業標準作成�
ガイダンス作成�

点検端末�
（モバイル）� 保全計画立案�

原因推定支援�

設備台帳・図面・ドキュメント管理・点検・処置記録�
（情報共有環境）�

データベース�
（設備稼動情報・保全活動情報，図面，マニュアル，ガイダンス）�

稼動情報統計・分析�

ステップ2�
　　　　〔予防保全〕�
�
故障が起きないように�
予防処置を行うこと。�

ステップ3�
　　〔設計品質〕�
�
故障の起きない�
（直しやすい）�
設備を作ること。�

図４　ステップバイステップによる情報システムの構築方法（例）

お客様�
お客様�
お客様�

機械組込みコンポーネント�お客様納入機械�

設備稼動情報収集ゲートウェイ�
　Web PIO，ネットワークアダプタ�

ソフト�
ウェア�
PLC

SCマト�
リックス�

ファンク�
ション�
ブロック�

POD MICREX-SX

統合保全サーバ�
　設備台帳システム�
　保全記録・計画立案システム�
　図面管理システム�
　設備稼動実績データベース�

公衆回線，インターネット�

電子メール，ワークフロー�
による業務連携�

構内回線（LAN，�
構内PHS）�

分析支援・高度監視ツール�
　インテリジェントナビゲータ�
　プロセス高度監視システム�
　故障原因特定支援システム�
　異常対応ガイダンスシステム�

モバイル環境構築�
ツール�
　巡視点検システム�

サービス部門�

営業部門�

設計部門�

図５　保全情報管理システムの全体イメージ
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事データ中継機能を有し，フィールドの仕事管理を行う。

携帯情報端末

POJサーバからの仕事データをもとに，フィールドデー

タの入力を行う。

図７にこれら構成要素ごとのソフトウェア機能構成を示

す。

４.２ POJサービス機能

サービス機能の流れを図８に示す。

管理台帳

フィールド保全の対象となる設備，機器，概念（作業前

打合せ，清掃，作業後顧客報告など）を登録する台帳であ

る。ユーザーによる自由な管理項目設定と，複数の台帳登

録機能を提供する。

仕事台帳

管理台帳の管理対象ごとに，作業内容と手順を仕事標準

として登録する台帳である。作業効率分析のための標準作

業時間の登録と集計表示機能がある。作業内容の登録は

フィールドにおける普遍的な仕事項目を選択して，表示さ

れるテンプレート画面で登録する。代表的な仕事項目は次

のとおりである。

™数値：電圧，電流などの測定で数値を入力。上下限値

の設定が可能。

™確認：仕事の実施を確認。

™判定：選択肢を最大20項目まで定義。仕事実施時に適

当な選択肢を一つ選択。

™所見：総合所見など，特別な文字入力項目。

™交換：定期交換品の交換管理。

™補充：予備品の補充管理。補充量の上下限値設定あり。

™調整：電圧，電流，流量などの調整項目の設定。適正

値，上下限値の設定あり。

™積算：電力，流量などのメータ値の読取り。データベー

ス（DB）上では前回値との相違から使用量を

登録。

™演算：特定の仕事項目間で演算式を設定し，計算結果

を自動入力する項目。

仕事プラン台帳，仕事表配信

仕事台帳で登録した各種仕事項目（標準作業内容）の階

層化および仕事の順序を設定し，標準的な仕事プランとし

て登録する。フィールドの保全業務遂行では，管理者は必

要な仕事プランに担当者，実施スケジュール，機材などを

設定して割り当てた担当者へ配信（ファイル転送）する。

仕事表，保全データ入力

管理者から配信された仕事表（仕事プラン）は担当者が

携帯情報端末にダウンロードする。端末画面には，設定さ

れた階層構造，手順に従ってデータ入力画面が表示される。

作業終了後，仕事結果のアップロードを行い，POJサー

バのデータベースに登録する。

工程管理

登録済みの担当者ごとに，配信した仕事プランの予定，

実績，承認状況などをスケジュール管理する。

保全データ承認

アップロード後の仕事データは，あらかじめ管理者権限

に設定された管理者が点検項目単位で承認する。ここで承

認された仕事表のみが，報告書作成機能が利用可能となる。
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HTML�
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図７　ソフトウェア機能の構成
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図６　フィールド保全管理システムPOJの特徴

仕事マスター�仕事マスターデータの設定�
（仕事対象と仕事ノウハウのDB化）�

《フィールド保全業務》�

管理台帳の管理対象�
ごとに登録する仕事�
標準�

プラン� プラン�

仕事1
作業1
作業2
作業3
作業4
作業5
作業6

仕事2
作業1
作業2
作業3
作業4
作業5

①管理台帳� ②仕事台帳� ③仕事プラン台帳�

仕事表� 仕事表�

④仕事表�

⑤工程�
　管理�

⑦仕事�
　実施�

⑥仕事表�
　ダウン�
　ロード�

⑧仕事結果�
　アップ�
　ロード�

⑨仕事結果�
　承認�

⑩報告書作成�

⑪仕事結果分析�

〈物〉�
　建築物，機器，�
　備品ほか�
〈概念〉�
　場所，顧客，�
　作業ほか�

台帳A
台帳B
台帳C

担当者�

仕事機材�

スケジュ－ル�

担当者�

仕事プラン�
選択�仕事マスター�

見直し�

仕事機材�

スケジュ－ル�

図８　POJサービス機能の流れ
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報告書作成

承認済み仕事データを選択し印刷指定すると，POJサー

バから PDF（Portable Document Format）ファイル形式

で報告書データがネットワークターミナル側に転送されて

くる。報告書データの参照・印刷は，無償配布されている

Adobe Acrobat Reader
〈注２〉

をインターネットからダウンロー

ドして行う。

４.３ その他

図９は将来機能も含めた POJサービス機能を示してい

る。今後，バーコード発行，読取り機能を追加し，作業効

率の向上を図る予定である。

あとがき

ここに紹介した IT 活用による保全サービス技術は，お

客様，メーカー双方の保全にかかわる経営資源（人，物，

金）の合理化・効率化，最適化を実現するうえでのツール

の事例である。ITの発展とともに今後とも新しい形態の

サービスの開発に取り組んでいくが，前述のように，お客

様の企業価値をいかに高められるかという視点に立った製

品開発を行うことが重要と考えており，他の保全技術開発

とともに，整備・拡充を図る所存である。

〈注２〉Adobe Acrobat Reader：米国アドビシステムズ社の登録商標
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図９　POJサービス機能

解　説 CTI

CTI（Computer Telephony Integration）とは，コ

ンピュータと電話を結び付ける仕組みの総称である。

CTIそれ自身は単に，コンピュータと電話機や電子

交換機との間での情報のやりとりをするための決めご

とにすぎない。しかし，そこに適切な業務アプリケー

ションと顧客データベースが加わると，企業と顧客と

の関係は一変するほどのパワーが生まれる。例えば，

自動音声による応答と顧客データベースと連動するこ

とで，顧客からの問合せ電話に出る前に，顧客の名前，

顧客のプロフィールや過去の対応履歴，購入履歴など

の必要な情報をタイムリーに引き出し，迅速で的確な

顧客対応を行うことで顧客満足度の向上に貢献するこ

とができる。

このような One to Oneマーケティング*を実現する

CTIは，顧客獲得戦略の要（かなめ）として多くの企

業に注目されるようになってきている。

＊One to Oneマーケティング：多様化する顧客一人一人のニー

ズやウォンツに対し，最新の情報技術を駆使することにより行

う顧客囲い込みのマーケティング。



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




