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#07:設備管理プラットフォームの概要 
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設備の稼働データを活用し、総合設備効率を向上する
とともに生産管理や品質管理ともつなげるPF 

 

設備状態を監視し、稼働データや稼働時の環境データを
関連づけて記録し、生産対象の品質や設備故障といった
結果情報を対応づけるデータ連携 

設備保全作業の予定と実施を対応づけるとともに、作業
項目や点検項目、故障時の対応手順などのマスター情報
も適宜管理可能なデータ連携 

保守部品を含む原価も考慮しながら、生産管理や品質管
理も連携して保全計画を実行し、総合設備効率を高め、
設備投資計画にも利用可能なデータ連携 
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企業レベル 
(Level 4) 

現場レベル 
(Level 3) 

制御レベル 
(Level 2) 

デバイス 
(Level 1) 

対象業務 
モデル 機能の階層 

（IEC62264） 

ものづくりの 
ステージ 

成長段階 
モデル 

擦り合わせ型 

コンポーネント型 

パッケージ型 

週または月 

日または時間 

分または秒 

ミリ秒 

連携粒度 
モデル 

プラットフォームの位置づけ 

3 
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対象とするモデルの説明 
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設備稼動情報収集 

主な機能モデル 主なオブジェクトモデル 

設備イベントや設備・作業者・周辺
環境の各種センサデータ、また、オプ
ションで製造・検査実績や設備メン
テナンスデータを収集 

収集したデータをリアルタイムや過
去時点・期間で可視化 

設備マスタ/設備構成マスタ/ 
センサマスタ 

設備イベント/センサデータ 

点検基準・実績 

不具合情報/調査結果/計画/ 
対応手順/対応結果 

発報マスタ・実績 

異常検知・予知ルール 

設備稼動状況可視化 

点検記録 

不具合対応管理 

異常検知・発報 
収集したデータについて基準一致や
閾値などによる判定を行い、異常
発生を関係者へ通知(分析システム
との連携はオプション) 

日常・定期点検の基準と結果、行
ったメンテナンス作業を記録 

異常発報や点検結果より不具合事
象を登録し、調査結果や対応計画
、対応作業の手順、結果を管理 
調査や対応手順のリコメンド、在庫
管理や調達、生産計画の各システ
ムとの連携はオプション 

製造実績 / 製造レシピ基準・実績/ 
製造検査基準・実績 

■設備保全関連 

■設備モニタリング関連 

設備メンテナンス実績/ 
部品交換履歴 
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ネットワークの構成例 
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API 

API 

接続２ 
（本社LAN） 

接続１ 
（工場LAN） 

ネットワーク 
間の接続 

センサ 

設備稼働情報収集 

設備 

設備稼働 
状況可視化 

設備稼働情報取得 

センサ 

設備 

API 

点検記録 

不具合対応管理 

API 

収集した 
センサ、設備 
イベントデータ 

異常検知ルール 点検データ 
設備メンテナンス 

データ 

不具合対応データ 

センサデータ 
設備イベントデータ 

センシングデータ 
イベントデータ 

異常検知・
発報 

発報実績 

MES 
製造実績データ 
製造レシピ・検査データ 

MES 
製造実績データ 
製造レシピ・検査データ 

設備稼働 
状況可視化 

設備の 
稼働サマリデータ 

API 

生産計画・実績データ 
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テストシナリオ（サンプル） 
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ＩＶＩ設備管理プラットフォームは、以下のテストシナリオでデータ連携をテストします。 

業務シナリオ例１ 

前提条件：テストをするうえでの前提条件があれば記載してください。 

実施機能：テスト実施で実際に想定する機能について、どこでどの
ようなタイミングでどのようなデータを用いて実行するかを記載して
ください。複数の機能を実施する場合はあわせて記載してください。 

要求結果：結果としてさらにどのような機能が実施され、最終的に
データがどのような状態となっており、モノや情報がどうなっていれ
ばよいのかを記載してください。 

テストケース 

■前提条件 
 ・設備、周辺環境センサ値を収集するシステムの 
  時刻は同期していること 
 
■設備稼働情報収集 
 ・設備の稼働情報やセンサ値と周辺環境のセンサ 
  値(例えば設備設置エリアの温度)を収集する。 
 ・設備の稼働情報はサイクルタイム(秒)ごとに収集 
 ・設備のセンサ値はサンプリング周期(例えば100 
  ミリ秒)ごとに収集 
 ・周辺環境のセンサ値はサンプリング周期(例えば 
  数秒)ごとに収集 
 
■設備稼働状況可視化 
 ・設備の稼働状態と各サイクルタイムでの時系列の 
  センサ値を表示する 
 
■確認事項 
 ・正常に可視化されることにより、収集機能の確認 
  も兼ねる 

設備稼働 
状況可視化 設備稼働情報収集 

製造設備 
部品 センサ 

周辺環境 
センサ 

モニタリング 
と情報蓄積 

モニタリングシステム 
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テストシナリオ（サンプル） 
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ＩＶＩ設備管理プラットフォームは、以下のテストシナリオでデータ連携をテストします。 

業務シナリオ例２ 

前提条件：テストをするうえでの前提条件があれば記載してください。 

実施機能：テスト実施で実際に想定する機能について、どこでどの
ようなタイミングでどのようなデータを用いて実行するかを記載して
ください。複数の機能を実施する場合はあわせて記載してください。 

要求結果：結果としてさらにどのような機能が実施され、最終的に
データがどのような状態となっており、モノや情報がどうなっていれ
ばよいのかを記載してください。 

テストケース 

■前提条件 
 ・過去の不具合事象に関する調査、対応の記録を 
  システムに登録済みであること 
 
■不具合対応管理 
 ・設備の異常に気付いた現場の保全員が不具合 
  連絡票を登録 
 ・保全員が連絡票の内容を現物確認し、類似事 
  例の調査内容を参考にして、実際に調査した結 
  果を連絡票に紐付けて登録 
 ・保全管理者は現状の保全計画を確認し、保全 
  計画を更新 
 ・保全員は類似事例の対応手順を参考にして、 
  対応手順を登録 
 ・保全員は実際に対応した結果を登録 
 
■確認事項 
 ・不具合の発生から対応完了まで正確に状況が 
  確認できること 
 ・過去事例の情報がナレッジとして活用できること 

作業員 
不具合連絡票 

登録 

保全員 
調査結果 
登録 

保全管理者 
対応計画 
登録 

保全員 
対応手順 
登録 

保全員 
対応結果 
登録 

過去履歴や作
業標準等より 
類似事例の調
査内容や対応
手順を提示 

設備保全管理システム 

不具合対応管理 
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おわりに 
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現在エントリしているプラットフォーマー 

ＷＧメンバーも大募集中です！！ 

プラットフォーマー募集中！！ 

プラットフォーム 
リファレンスモデル 
ドラフト公開中！ 

プラットフォーム 
要件仕様書 
IVI-PFRS-07 

専用のコメントシートであ
なたの知識を共通仕様
に追加しましょう！ 

次世代ものづくりソリューションMeister シリーズ 
                          (株式会社 東芝  インダストリアルICTソリューション社) 

現メンバ 
 F： 千葉 (株)東芝 
 E： 阿部 日本ユニシス(株) 
         包原 (株)安川電機 
     小林 東洋ビジネスエンジニアリング(株) 
     澤田 産業技術総合研究所 
     山中 テービーテック(株) 

みんなでつながって世
の中に役立つものを提
供したいです！ 


