
製造の進捗状況、品質データや履歴情報を、リモー
トで管理する、製造管理システムです。製造の実態が
見えることで、「適切な」そして「タイムリー」な指示が
可能となり、作業効率の向上へとつながります。

どこでも /どこからでも
国内 / 海外を問わず、現地の状況が掴めます

システムが前もって作業を指示し、万が一の
ミス発生時も素早い対応を可能にします

事前の指示

データ収集の省力化
生産ラインに負担をかけず、
製造データをそのまま収集します

製造ラインのデータを収集し、状況を分析。
作業配分の適切化、不具合への未然対応で、生産性を向上させます。

製造ライン

生産計画システムPDM ERP

製造管理システム （Factory Conductor）

製造管理システム



工程のミスを金額で報告 分析対象データの即時提供

CSV

製造機器からの
自動取り込み

バーコードなどを
自動読み取り

検査

前もって作業を指示担当ごとに必要な情報を見える化

出荷組立 / 加工資材

製造作業をスムーズに開始

出荷～受け取りをスムーズに

最小限の作業で
データを収集

自動入力 半自動入力 海外拠点も把握製造データはそのまま保管

作業ペースを常に把握 現在の工場の状況を素早く回答 設備点検、治具交換を事前に予告

点検、交換結果をすぐに報告

顧客

点検、交換作業の効率化製造担当 ラインリーダー / 製造長

品質担当

データは全てクラウド上の
データベースサーバーに集
められます。国内・海外問
わず、生産拠点の状況を
管理拠点から把握できます。

収集した製造データはそのままデータベース
に保管されます。「一見正常だが分析すると
異常なデータ」も後から追跡できます。

「 設 備からの自 動 取り込 み」
「カメラでの自動読み込み」を

主とし、製造ラインに負担を
かけずにデータを取得できます。

基幹システムから必要な製造情報を製造ラインへ
自動展開し、製造作業をスムーズに開始できます。

現在の工場の状況を常に
把握し、その場で問題点や
今後の方針を検討できるよ
うになります。

分析に必要なデータを予め
設定し、必要な時に分析用
のデータを CSV 形式で取得
できます。

工程のミス 1 件ごとの作
業コストを設定、パレー
ト図で示すことで、作業
指示の効果を分かりやす
く説明できます。 

設備や治具の不良でラインが止まる前に、予
め設備点検、治具交換を指示し、設備や治具
の段取り作業を前もって準備できます。

点検、交換結果を現場から DB に登録可能と
することで、後で思い出しながら報告書を作成
する手間を省けます。

作業ペースを常に把握で
きるようになり、状況に
合 わ せて作 業 環 境を変
え、予定された数量を時
間内に製造できます。

出荷情報を基幹システムへ自動展開し、
お客様への出荷～受け取りをスムーズに行えます。

（クラウド）
データベース

製造計画 BOM

工程アンドン 製造傾向表示全ラインアンドン

不良率一覧

不良率一覧

不良原因別

製造傾向

管理拠点

DB

製造拠点

海外

国内

データ収集

未然に不具合の発生を予告

不具合への対応時間を短縮

出荷前の不具合対応

製造ラインにセンサを設置し、不具合の前触
れを検知します。不具合でラインが停止する前
に、応急処置を施すことができます。

ライン停止など、重大な問題が発生した際、
関係者に一斉に通知し、不具合の発生原因の
調査や対応にかかる時間を短縮し、製造ライ
ンの早期復旧を実現します。

異常発生
！

ラインリーダー

製造長

本社

アラートで作業指示を表示
収集データから
異常の傾向を発見

温度が警告上昇を上回っています。
装置の目視確認を行ってください。

異常傾向
！

システムの役割

データベース

アラートで点検・交換時期を予告

20XX/01/30までに設備 Aを点検してください。
20XX/02/04までに治具 Bを交換してください。

作業結果を現場で入力



主な機能     

参照系 品質管理 不良率一覧表示 特定の日時、型番について、工程ごとの不良率を表形式で提
供します。

入力系 データ取込 既存のシステムから着工情報（BOM/着工計画情報など）を定期的に取り
込みます。

通知系 不具合予告 ある指標が限界を超えそうな場合、ラインリーダー、現場担当に不具合
を予告します。

不具合通知 ある指標が限界を超えた場合、ラインリーダー、現場担当に不具合を通
知します。

設備点検通知 ラインリーダー、現場担当に設備点検時期を通知します。

工具交換通知 ラインリーダー、現場担当に工具交換時期を通知します。

マスタメンテ システムのマスタ情報をメンテナンスします。

データ収集 製品シリアル読込時に、製造結果、製造現場から測定した情報、製造で使
用した部品、治具、担当を自動的に関連付け、DBに登録します。

設備点検結果登録 使用している設備の点検結果をDBに登録します。

工具交換結果登録 使用している工具の交換結果をDBに登録します。

日報/月報作成 日報、月報の情報をDBに登録し、必要に応じて登録結果を関係者にメー
ルを送ります。

進捗管理 全ラインアンドン 工場全体の製造実績をラインごとにグラフ形式で提供します。

履歴管理 計画カルテ 計画のモデル情報、計画数、生産状況を表形式で提供します。

製品カルテ 製品のモデル情報、通過履歴、担当者、使用治具、使用部品、
作業環境の測定結果を表形式で提供します。

製品カルテ
（逆引き）

特定のモデル情報、担当者、治具、部品を使用した製品を表
形式で提供します。

トレース情報
一括表示/出力

複数の製品に対し、モデル情報、通過履歴、担当者、使用治具、
使用部品、作業環境の測定結果をCSV形式で提供します。

製造実績表示 特定の期間に対し、製造実績と不良率をグラフ形式で提
供します。

ライン別アンドン 1ラインの製造実績を工程ごとにグラフ形式で提供します。

工程アンドン 1工程の製造実績をグラフ形式で提供します。

特定の日時、型番、工程の不具合原因を、改修コストが高い
順に、グラフ形式で提供します。

不良原因別表示

特定の指標のデータ集計結果をグラフ形式で提供します。製造傾向表示
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日本ノーベルでは、システム導入の課程を重視
しています。製造ラインの負担を可能な限り減
らし、お客様の業務に必要なデータを確実に取
得できるよう、段階を踏んだスムーズな導入を
サポートします。

システムの導入方法、保守、バックアップ・復旧、教
育の方法を決定します。

監視方法を技術的にどう実現するか決定します。

監視ポイントに指定された工程で、どのように
データを収集するか決定します。

分析結果を基に、誰がどの工程でいつ何のデータ
を監視するか決定します。

製造工程を分析し、各帳票やデータの入出力、
製品の動きが一目でわかるようにします。

システム運用方法の決定

実現方法の選定

監視方法の選定

監視ポイントの抽出

業務プロセスの分析

Phase5

Phase4

Phase3

Phase2

Phase1

品質管理の要求レベルに対応するため、製造ライ
ンの負荷とバランスをとりながら、必要な監視
データを増やしていきます。

製造ラインの効率を妨げないよう、各工程に最適
なデータの収集方法を検討します。

まずはシステムに慣れるため、比較的短期間で
導入可能なシステム構成で使用を開始します。

監視するデータを増やす

製造タクトに合わせてチューニングする

システムに慣れる

Phase3

Phase2

Phase1

システム構築～導入のプロセス

システム導入のプロセス

システムの位置付け

システム構築のプロセス

在庫購買
管理

販売管理

検収受注

計画

指示

準備

調達

組立 検査

出荷

本システムのカバー範囲

販売管理

生産管理

製造管理

エンドユーザ

本社

工場

製造課長

ラインリーダー

部材担当

製造担当

計画担当

営業担当

計画担当
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