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設備保全管理システム

eServ

クラウドでつながる
設備保全管理の新たな仕組み
● 安価な導入コスト
● スマートデバイスの利用
● 世界最高水準の情報セキュリティ
● 情報を可視化するダッシュボード機能

Bulletin 00J51G31-01JA

戦う保全マンを支援する設備保全管理システム
～世界中で“故障ゼロ”を目指して戦う人達に
簡単に使える便利な道具を提供したい～

システムの定着化・活用に向けた４つのステージ

小さく始めて大きく育てる
「スモール・スタート」がお勧めです。

長年の業務パッケージの開発・サポートで培った経験、ノウハウと数多くの導入実績を
もとに、新しいクラウド型設備保全管理システムを提案します。

慣れることから始めて、効果を確認しながらスケールアップ

お客様の企業基盤を支える「 設備保全 」活動

■ 最小限の機能と機器からスタート
ポイントは初期データ入力の負荷を最少に抑えること

生産計画の達成には一定のライン稼働率と製品品質を維持することが必要であり、
このためには故障

全社統一の
KPI管理、予備品管理

■ 先ずは、システムに慣れること、使うことから
定着化に向けた運用マニュアルを共同制作

を発生させないことが最優先の課題となります。
故障やトラブルを防止するには、
再発防止の対策を行うことは勿論、
故障の発生を予測して予防するため

Stage 4

■ 拡張はユーザライセンスの追加だけ
クラウドだからサーバ機の増強は不要

の計画を立案することが必要です。
また、これらの取り組みが有効に機能していることを検証し、更なる保全管理業務の強化を実現します。
eServ は現場の保全業務に携わる「 保全マン」に使っていただくために開発されたソリューションです。
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故障履歴の分析から
保全基準の策定点検内容見直
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故障減効果 ①
故障減効果 ②
稼働時間 UP

予備品管理と
故障履歴管理

Stage 2

稼働時間

段取り時間

故障発生減による効果

段取り時間

故障停止時間

■品質不良：原料ロス
（歩留り低下）
■故障修理：修繕工数 ＋ 部品費

故障停止時間

故障停止時間

故障減効果 ①

再生産時間

再生産時間

再生産時間
故障減効果 ②

■原材料費
■エネルギー
■人件費
（残業・休日手当）

機器台帳と
点検履歴管理

■ お客様にとって最適なステッププランの策定
■ システム運用のノウハウや事例の紹介

Stage 1

■ 定着化のポイントをアドバイス

Stage 0

特長・機能説明

導入期待効果

保全計画の適性化

故障発生件数の削減

■ 時間基準保全は勿論、
データやセンサを活用した状態基準保全にも対応します
■ 過剰保全を抑制し、
予防保全周期の適性化が可能です

経営・管理に必要な情報を可視化する

保全情報の共有

■ ダッシュボードでリアルタイムに情報を提供します

■ eServユーザに限定した SNS
（Chatter）
が利用できます

■ ドリルダウン機能を使ったデータ解析が可能です

■ 必要なデータをいつでもどこでも利用できスマートな

		 保全活動を実現します

社内
LAN

3G回線
または
無線LAN

タブレットを利用すれば

■ QRコードを読取ってeServ 機能を起動・ ・・・・ 入出庫、
棚卸入力の効率化、
迅速化
■ 予備部品の在庫照会・ ・・・・・・・・・・・・ 探索時間の短縮 ➡ 修理時間を短縮

■ 生産設備のウイークポイントを
見つけて補強

➡ 故障に強い生産設備に

■ 故障の再発防止管理と
予防保全体質への変革

➡ 後追いから“ 攻め ” の保全に変革

■ ライン停止件数・時間の削減

➡ 生産機会損失や再生産によるロスを削減

保全情報の公開と共有
■ 個人持ちで密度・品質の異なる
保全情報を標準化

■ 組織共有の資産として活用強化

■ 現場でのデータ入力・ ・・・・・・・・・・・・ 点検パトロール作業の効率化、
二重入力防止
■ 現場の状況写真や動画を撮影・ ・・・・・・・・ 高品質の情報を伝達、
保存

“ 導入効果 ” を
確実に発揮させるコンサルティング

サービスマン

現場

経営

保全員

運転員

eServ は、株 式 会 社セールスフォース・ドットコムのサーバー機 能、データベース、
情報セキュリティをベースにアプリケーションサービスを提供します。

➡ 集計・解析と比較を可能に
➡ 知識の継承と情報の見える化を実現

保全予算の立案精度を向上
■ 積上げ方式による予算立案

➡ 優先度による選択・集計

■ 長中期に亘る保全計画

➡ 保全費用と工数の平準化

機能構成
機器台帳管理機能

機器マスタ
［機器仕様、保全基準、
構成部品］

作業依頼管理機能

作業依頼／受付

故障情報管理機能

故障情報

計画・履歴管理機能

計画・履歴［使用部品］

スケジュール表

点検項目

点検データ

部品マスタ

部品在庫管理

入庫、出庫、棚卸

ユーザ

レポート・ダッシュボード

Ｃｈａｔ
ｔｅｒ
［ＳＮＳ］

メモ・ドキュメント

データ更新履歴
［監査証跡］

マスタ管理

セキュリティ
（参照・更新）

承認ワークフロー

CBMインターフェイス

点検・パトロール支援機能
在庫管理機能
共通機能
オプション・エンジニアリング

スマートデバイスの利用が可能
携帯情報端末の利用により、設備保全管理の現場業務を変革します。

SNS（Chatter）
企業内 SNS 機能を実装しました。必要な情報、欲しい情報に１つの
画面からいつでもアクセス、リアルタイムに人と情報をつなぎます。

高セキュリティ
情報セキュリティに関する各種の認定（金融機関を含む）を取得してお
り、自社サーバ設置型と比較しても格段の機密性が保証されています。

￥

初期導入費用の圧縮
サーバ機やパッケージ・ソフトをお買い求めいただく必要がありませ
ん。月額のご利用料金は経費処理が可能です。初期導入費用の大幅
な圧縮が可能です。

豊富なシステム資源
複数サーバ構成による運用や、99.95% 超の稼動実績のほか、
300mSec 以下／ページの応答性確保など、豊富なシステム資源を
安価に利用できます。

システム監視運用の効率化
サーバ機の維持管理やバックアップ作業、障害対応などシステム運
用に必要な作業が皆無となります。システム管理業務の大きな効率
化と省力化が見込まれます。

グローバル対応
言語やサーバ機の設置場所に制限はありません。グローバル共通シ
ステムを指向されるお客様にとって最善のツールです。

ＡＰＰ

機種マスタ

サーバ機更新不要

常に最新の稼働環境

サーバ更新やオペレーティングシステム、データベースソフト更新な
どのバージョンアップが不要となります。

常に最新のアプリケーションが利用できます。

動作環境
お客様にご用意いただくのは、インターネットに接続できる環境とWebブラウザが動作するコンピュータだけです。
ハードウェアやオペレーティングシステムには依存しません。
【対応ブラウザについて】 以下のブラウザをサポートしています。
• Microsoft® Internet Explorer 11
• Google Chrome 最新安定版

• Mozilla Firefox 最新安定版
• Apple® Safari 5.x、6.x、7.x

※最新情報および詳細は弊社の製品サイトをご確認ください。

横河 eServ

で

検索

eServ は、横河ソリューションサービス株式会社の登録商標です。
その他、記載の会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。

お問い合わせは

〒 180-8750

東京都武蔵野市中町 2-9-32

営業・製品に関するお問合せは、下記 URL からお願いします。

URL : http://www.yokogawa.co.jp/isol/
記載内容は、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。
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