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資産集約型組織の課題

相互につながる自律型の
世界でのエンタープライズ・
アセット・マネジメントの
重要な役割。
エネルギー、公益、石油、
ガス、製造、運輸など、
ほぼ全ての資産集約型の産業で、組織は、
ライ
フサイクル全体でどのように資産価値の最大
化を行うかという課題を抱えています。さらに
複雑なことに、設備資産を運用しているテクノ
ロジーのインフラは非常に複雑で、通常は実行
中のアプリケーションと自己部門のみのデータ
であり、組織全体のオペレーションと効率性の
効果を制限します。

設備資産のパフォーマンスと組織の製品およ
びサービスの品質は、資産または設備の信頼
性の影響を受けます。その結果、設備資産の
メンテナンスと管理の必要性が高まり、お客様
の満足度に直接的な影響を与えます。実際、世
界中で実施された最近の調査では、回答者の
75％が、エンタープライズ・アセット・マネジメ
ント
（EAM）に投資をする根本的な理由として
システムの信頼性を挙げています。このダイナ
ミックはプロセスにも適用されます。生産、保
守、またはサービスプロセスは経年劣化する
ため、最終製品またはサービスの生産物は、最
初に指定された品質基準を満たさない場合が
あります。

回答者の75％が、EAMに投資をす
る根本的な理由としてシステムの信
頼性を挙げています。

これらの課題にもかかわらず、組織の製品また
はサービスは、増加するグローバルなコモディ
ティ化および競争、業界規制および政府の法
規の遵守、
グリーンで持続可能なオペレーショ
ン、職場での衛生と安全、そして事業を行うた
めのより高いコストなど、顧客の需要を満たす
ために絶えず進化しなければなりません。
オペレーションを改善することによって変化に
適応する能力は、生存と絶滅の違いを意味す
る可能性があります。IoTデータからのコグニ
ティブ・インサイトに導かれた設備資産管理は、
重要な影響を与える可能性があります。この枠
組みが実施されている場合、各サイト内で生産
およびサービスシステムを最適化できます。そ
の結果、あなたの事業は複雑な設備資産環境
をよりコントロールすることができ、収益につ
なげることができます。

インテリジェントな設備資産、機械学習、
デジタルツインがいかにオペレーション
効率を高め、継続性を向上させるかにつ
いてIBM Instutute for Business Value
の見解をご覧ください。
レポートを読む

現代の設備資産管理

今日の分散した設備資産の
ためにAIツールが可視性と
アクション可能なインサイト
を実現します。
企業資産、重要な資産、
または資本資産の重要
性、
リスク、数量、
またはコストが高まるにつれ、
それに対応して経営陣によるこれらの資産の
管理および可視性への関心の高まりがよく見
られます。また、IoT、
クラウド、AIを使用すると、
パフォーマンスを調整するのに役立つ設備資
産情報を収集、統合、分析する機会がこれまで
になく増えます。
設備資産管理プロセスに関連するデータの量
は爆発的に増加し、非常に有益ですが、チーム
はデータを分析してそれを活用する必要があ
ります。ガスパイプライン、線路、橋、
トンネルを
視覚的に検査するために、
AIを備えたEAMシス
テムを活用することにより、技術者が複雑な修
理を行う際にAIがガイドし、技術者の健康と安
全に対するリアルタイムの可視性を保守監督
者に提供します。AIモデルをトレーニングする

ために専門知識がデータ形式に組み込まれて
います。これらの機能により、
予定外のダウンタ
イムを回避し、初回修正率を高め、安全に関す
る事故を減少させます。
作業管理
計画的・計画外の作業活動を初回リクエストか
ら完了、実績の記録まで一元的に管理する能
力が必要です。適切な機能の組み合わせによ
り作業工程を合理化して生産性を高めること
ができます。
設備資産管理
効果的なEAMのソリューションは、あらゆるア
セットの利用を管理・最適化し、可用性、信頼
性、パフォーマンスを向上させます。その結果、
より適切にメンテナンスされるために設備資産
の寿命を伸ばすことができます。
計画とスケジューリング
プランナーとスケジューラーは、最適化された
作業プロセスの中心的存在です。メンテナンス
コストを削減し、資源の利用状況を改善するに
は、担当者はすべての作業指示と予防保全スケ
ジュールを表示できる必要があります。

健康と安全
健康、安全、および環境のイニシアチブは全体
的なリスクを減少させ、あなたの会社が規制を
遵守するのを助けて安全かつ効率的な作業環
境を作り出します。これらの目標を達成するに
は、標準化と日常のオペレーション管理の統合
が必要です。
サプライ・チェーン・マネージメント
最後に、生産性を高め、ユーザーのトレーニン
グの必要性を削減するために、簡単なナビゲー
ションと機能を備えた直感的なユーザー・エ
クスペリエンスが作業プロセスを合理化しま
す。作業の位置と地図上の設備資産を地理的
に視覚化する機能は、労働力の効率性とカス
タマーサービスの品質を向上させることにも
役立ちます。

ブログを読む
既存のデータを取り出してリアル
タイムの情報とマージすることで、
事業 の 全体像を把握することが
できます。

可視性、
コントロール、自動化の
メリット
設備資産価値を最大化して
あなたの事業を成長させま
しょう。

より優れた設備資産と関連データの管理に
より、あなたの会社は次のことができるように
なります。
– 設備資産の寿命を伸ばし、在庫費用を圧縮
し、管理能力を与えます

設備資産の可用性と信頼性
の向上により収益を増加
します。

インテリジェント、相互接続、自律型システムに
よって生成されたペタバイトのデータがありま
す。実行可能な洞察を提供するAIツールと組
み合わせられた時、
オペレーション、
エンジニア
リング、品質、信頼性、
メンテナンスなど組織内
の全ての機能を改善する可能性があります。
事業とテクノロジー資産全体にわたる統合さ
れた可視性、制御、自動化により目標を実現し、
運営をサポートしている全ての設備資産の価
値を最大化することができます。

– ガバナンスを向上し、オペレーション・リスク
を低減します

設備資産の可用性と信頼性の向上はサービス
の実現と収益の増加に役に立ちます。サプラ
イチェーンが需要を満たすようにあなたの組
織が調整します。特に設備資産管理は収益性
に直接的な影響を与えるため、資産および設
備のアップタイムおよび可用性はこれらのス
ケジュールに合わせて調整されなければなり
ません。

可視性はあなたの組織に以下を提供します：
– 全社的な設備資産の詳細と組織全体にわた
るプロセス
– より迅速に対応し、
より良い意思決定を行う
能力

– 健全性、安全、
セキュリティーを向上させます
自動化の進展はあなたの事業で以下のことを
可能にします：
– オペレーションに俊敏性と柔軟性をもたらし
ます
– プロアクティブな設備資産管理とシステムの
統合により設備資産利用を改善します
– ワークフローを自動化し、在庫データの信頼
性を改善することで、オペレーション能力を
強化します

ある価値がエンジン・コンポーネントのような
ハード資産であろうと、顧客に実現されたサー
ビスであろうと、あなたの会社が提供しなけれ
ば、売上収益が影響を受ける可能性がありま
す。より適切に管理される在庫およびその他の
サポートサービスによって生み出されるコスト
管理と効率は、最終収益にも影響を与える可能
性があります。EAMソフトウェアを使用すると、
よりタイムリーに介入し、生産性を向上し、資材
の使用を削減し、事業運営のコストを削減する
ことができます。

EAMによる削減を明らかにします。
ブログを読む

可視性、
コントロール、自動化の メリット

もう一つの 重要な課題は、設備資産ポートフォ
リオの使用負荷と最小のオペレーション・コス
トのバランスを効果的に取ることです。その結
果、多くの組織は通常、必要な設備資産を常に
持っているように、機器や車両を過剰に在庫し
ています。その他の企業はスペア部品を備蓄
し、遅延をなくすことにより修理時間を短縮し
ます。これらの「保険契約」のそれぞれには、定
期維持、改修、および金融維持費に関連する高
額保険料が付随しており、
これらの費用は無く
なることがありません。
これらの戦略は、
コストを削減するのではなく、
増加させる可能性があります。EAMを使用する
と、過剰在庫と備蓄をコントロールまたは削減
すること、および固定資本投資を減少させるこ
とに役立ち、収益にプラスに貢献します。

EAMを使用している企業は
以下を参照してください。

28.3％

20.1％

17.8％

メンテナンス1の生産性の向上

設備のダウンタイムの削減1

在庫のメンテナンスおよび修理の減少1

IBM Maximoでオペレーションを
合理化します
データの取得と分析から
予知保全へ。
IBM Maximoエンタープライズ・アセット・マネ
ジメント・ソフトウェアはIoTデータを拡張する
ことによりAIが駆動するパワフルなコグニティ
ブ・インサイトによって設備資産管理に関するス
マートな意思決定を支援します。IBM Maximo
EAMは、設備資産管理のすべての側面に関す
るより適切な意思決定を行い、組織が現在進
行形の価値の実現のための洞察を得られるよ
うに、物理インフラ資産をより適切に管理する
ための機能を提供します。
IBM Maximo Application Suiteはモニタリン
グ、
メンテナンス、および信頼性アプリケーショ
ンを単一の統合プラットフォームに組み入れて
います。CMMS、EAMおよび資産パフォーマン
ス管理アプリケーションの活用により、急速に
変化する、
または混乱した状況下でもチームは
事業全体にわたってオペレーションを統合化
し、事業継続性を維持することができます。

このスイートは、AIを使用した設備資産データ
の分析を支援し、
より良い意思決定、効率性の
強化、予防的な保全の実施、および物理資産へ
の投資に役立つ洞察を提供します。
Maximo Application Suiteは以下を含む
主要な機能を提供します。

アプリケーションの統合スイート

単一の契約や価格設定メトリック
を含むシンプルなライセンス

ハイブリッド・クラウドの実装

あなたの設備資産の全体像

Maximo Application Suiteは、設備資産およ
びオペレーション管理分野におけるIBMの数
十年にわたるリーダーシップに基づいて構築
されており、データの取得および分析から、保
全アクション推奨の有効化までのクローズド・
ループモデルを提供します。これは、
エンタープ
ライズ・スケールでのIBMのデータサイエンス
とAIへの深いコミットメントのみならず、IoTプ
ラットフォーム、ハイブリッドクラウド、セキュリ
ティー、そして現在ではデジタルツイン技術で
認められたリーダーシップを活用しています。

ブログを読む
I B M が E A M の I D C マ ー ケット
スケープで再びリーダーに選ばれ
た理由をご覧ください

長年のコラボレーションに裏打ちされた
業界での実績
IBM Maximoは、複雑な業界
で機能します。
IBM Maximoは、
何十年にもわたり世界最大か
つ複雑な産業のリーダーである最も要求の厳
しい顧客との協業により開発を行い、資産集約
型企業向けの業界固有のさまざまなソリュー
ションを生み出しています。Maximoは、OT
データ
（センサー、PLC、DCS、SCADAシステム
から）
とITデータ
（MES、ERPシステムから）の
両方を組み合わせることで、
より強化された統
合を実現します。ただし、
この統合は、
オペレー
ション、エンジニアリング、品質、信頼性、
メンテ
ナンスなどのさまざまな機能にさまざまな影響
を及ぼします。その結果、業界の特別なニーズ
に対処する世界クラスのソフトウェア・オプショ
ンが実現します。

公益
リニアアセット構 成 管 理 および 作 業 員スケ
ジュールまたは地理空間の視覚管理に基づ
いたディスパッチングを提供します。水、排水、
ガス、電気などの伝達や配給に適しています。
石油、
ガス、鉱業、金属
ワーク・マネジメントに安全性、信頼性、法令遵
守、およびパフォーマンスを統合することによ
り、オペレーションの卓越性を目指します。標
準化、コラボレーション、およびより優れたオ
ペレーション方法の採用により、
コストを削減
します。
製造
自動車、航空宇宙、防衛、電機、産業製品、食
品、飲料、消費財などの業界が、すべての設備
資産およびメンテナンス活動を管理するのを
支援します。適切なリーンシックスシグマの用
語などの概念を使用し、
プロダクト・ライフサイ
クル・マネジメントの要件を補完します。

ライフ・サイエンス
設 備 、施 設 、モ バイル および I T 対 応 資 産 を
監視、追跡、管理するのを支援します。IBM
Maximo Calibrationと統合して、
ツール、追跡
可能性、および電子署名と基準の管理を行い
ます。ドキュメント・パッケージは、FDAからの
複雑な法令遵守要件に対応し、検証プロジェク
トのサポートを提供するのに役に立ちます。
医療/ヘルスケア
施設と設備の状況の複雑な関係管理を支援し
ます。重要設備資産を追跡および特定し、施設
の状態を監視し、報告要件を遵守し、保険医療
情報システムと統合します。
原子力
詳細な状態管理、ワークフロー、作業、および
電子署名を通じて、原子力組織の作業管理お
よび設備資産管理の規制遵守を支援します。
法令遵守、健全性、安全性およびセキュリティ
のための厳しい規制環境内での活動管理に適
しています。

長年のコラボレーションに裏打ちされた業界での実績

運輸
鉄道、道路、航空、物流を運用している組織が
可用性や重要な運輸資産の利用を改善するた
めに、詳細な資産構成管理、燃料管理、運転ロ
グおよびベイスケジューリング・ツールを提供
しています。
サービス・プロバイダー
顧客サービスチームとサービスを提供してい
るフィールドチームをリンクすることにより、収
益性とSLAの管理を支援します。複数の顧客
のための関連サービス管理活動は、Android
またはAppleデバイスによってアクセス可能な
単一クラウドベースのインスタンスによって管
理されます。
土木インフラストラクチャー
外観検査、遠隔監視、予知保全などを使って、
オペレーターが安全にインフラ資産を監視、管
理、維持し、故障を予知し、修理の優先順位付
けを行うことを支援します。

インフォグラフィック
を読む
世 界 のトップ企 業 が M a x i m oを
選ぶ理由をご覧ください。

お客様事例

オペレーション専門家はなぜ
Maximoを選ぶのでしょうか。
世界中の組織—すべてが多様な要件を持って
います—はエンタープライズ・アセット・マネジ
メントでMaximoを信頼しています。IBMビジ
ネス・パートナーのエコシステムと協力すること
で、お客様は、ダウンタイムとコストを削減し、
設備資産管理プロセスを統合し、
メンテナンス・
オペレーションを最適化するのに必要な助け
を得ることができます。その中からいくつかの
エピソードをご紹介します。

土木インフラストラクチャー
Sund＆BaeltがどのようにIBM Maximoを使
用して、
インフラの管理、監視、保守をしている
かをご覧ください。

製造業
SandvikがIoTとAIを地下でどのように使い、
生産における故障を減少させているかをご覧
ください。

エネルギー/公益
Oncorがどのように予知保全を使って、エネル
ギーの停止量とインパクトを低減しているかを
確認してください。

インフォグラフィック
を読む
世 界 のトップ企 業 が M a x i m oを
選ぶ理由をご覧ください。
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IBM Maximoを詳しく知る
IBM Maximoが状態基準の設備保全によって、
オペレーション上の回復力と信頼性をどのよう
に実現できるかをご覧ください。

専門家と話す
IoTデータとAIを使った資産オペレーション
変革を支援できる専門家との個別相談を日程
調整します。

詳細を見る

今すぐ日程調整する

アカデミーに参加する
Maximo Academyに登録して、お客様、
ビジネ
ス・パートナー、およびIBMの専門家によるオン
デマンド・セッションで当社の製品について詳し
く学んでください。
今すぐ登録する

出典:
1.

メンテナンスビジネスはCMMSを使用して時間とコストをどのように節約していますか。
(英語) Tech Talk
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