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1.  はじめに 
 
近年,フロー型社会からストック型社会への転換が求

めらており,工場や建物といった施設資産の維持・更新

に対する投資の適正化も重要な経営判断のひとつとな

っている。しかし,従来の施設管理業務では,施設管理者

がその専門的な知識と経験に基づいて施設運営に関す

る業務をこなしており,時として属人的な管理になりが

ちであった。この施設管理業務に関する情報を｢見える

化｣するツールとして CAFM がある。 
CAFM とは,Computer Aided Facility Management の略

であり,コンピュータを使って施設に関する図面や書類

等を体系的に管理するものである。これにより施設管

理業務を標準化し,組織的な管理,ノウハウの継承が可能

となる。 
今回,当社技術センターをモデルとして, 企業の意思

決定に活用できることを目的としたシステム（以降,研
究所 CAFM システムと称す。）を開発した。研究所

CAFM システムは, 
①施設に関する図面,書類等の管理機能（基本機能） 
②RFID 利用による設備・実験機器の現状把握機能 

（プレゼンス機能） 
で構成され,従来の CAFM に無い機能を拡張し,必要に

応じたサービスの提供が可能となった。また,施設で消

費される電気,ガス,水道,灯油等のエネルギーの使用状

況も｢見える化｣した。研究所 CAFM システムによって

｢見える化｣された施設情報は組織内では原則｢公開｣と

し,経営者や社員が必要に応じて簡単にアクセスでき,そ
の情報の分析や加工が可能である。これら「見える

化」により,適正な施設管理や長期修繕計画の策定,省エ

ネルギー対策の実施に活かせるようにした。本報では,
研究所 CAFM システムの主な機能とその活用事例につ

いて述べる。 
 

2.  システムの概要 
 
2.1  システムの機能 

 研究所 CAFM システムの機能を図‐１に示す。 
1）資産の見える化から 4）エネルギーの見える化ま

でを実現し,施設に関する全ての情報を誰もが容易にワ

ンパスで参照・把握できるようにするために,図－２, 
３に示すメインメニューとサブメニューの画面を用意

した。ユーザーインターフェースは原則 Web とするこ

とで,端末側にアクセスのための専用ソフトが不要で,技
術センター内のどの端末からでも容易に必要な情報に

アクセス可能とした。なお,セキュリティー上重要なデ

ータに対しては,ログイン ID に応じてアクセス制限を

かけることが可能である。 
 

１）資産の見える化

２）運転状況の見える化

３）在庫状況の見える化

４）エネルギーの見える化

物件、実験棟、書類、図面、

設備、工事履歴、修繕計画

運転積算時間、連続運転履歴

予約状況、予約履歴、

メンテナンス履歴、在庫状況

検索、グラフ表示

１）資産の見える化

２）運転状況の見える化

３）在庫状況の見える化

４）エネルギーの見える化

物件、実験棟、書類、図面、

設備、工事履歴、修繕計画

運転積算時間、連続運転履歴

予約状況、予約履歴、

メンテナンス履歴、在庫状況

検索、グラフ表示
 

図－1 研究所 CAFM 機能一覧 

Fig1. Laboratory CAFM function list 

 
2.2  資産の見える化機能 

 図‐４に資産の見える化機能の構成を示す。この

＊１ 技術センター技術企画部情報技術室 
＊２ 営業推進本部ＦＭ推進部システム計画室 
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図－２ メインメニュー 

Fig2. The main menu 

 
機能により,様々な施設情報が体系的に整理されること

で施設情報の過去,現在,未来を見える化することが可能

となる。例えば,施設の修繕・改築履歴から現在の健全

性を把握し,そこから予測される将来の修繕費用や実施

時期といった情報も簡単に導き出すことが可能である。 
 

 

 
図－３ 実験機器管理サブメニュー 

Fig3. Submenu of laboratory equipment management System 

 

2.3  運転状況の見える化機能 

 図－５に設備・実験機器の運転状況の見える化機能

の概要を示す。この機能では微弱電波方式にアクティ

ブタグに運転時間を積算できる機能を組み込むことで,
大型実験装置の運転状況の表示と運転積算時間の自動

管理を可能としている。
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図－4 資産の見える化機能 

Fig4. Function of visualization of assets 
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運転積算時間機能付
アクティブタグ

微弱無線

大型実験装置

レシーバ

ＣＡＦＭサーバ

運転積算時間機能付
アクティブタグ

微弱無線

大型実験装置

レシーバ

ＣＡＦＭサーバ

  
図－５ 機器構成および運転状況の表示 

Fig5. Outline of visualization of running equipment and experiment equipment 
 

2.4  在庫状況の見える化機能 

2.4.1  予約貸出返却機能 
図－６に研究所 CAFM システムを利用した実験機器

の予約・貸出・返却の流れ,写真－１に貸出・返却用端

末と IC タグリーダーの状況を示す。予約貸出返却機

能で扱う実験機器は,研究所 CAFM システムで台帳管

理しているものを対象と,機器の貸出予約は Web 上で

行う。実際に機器を貸出,返却する際には社員証（IC
カード）と機器に取付けた IC タグをリーダーで読取

り,｢誰が｣,｢いつ｣,｢なにを｣,｢貸出/返却した｣という情報

を管理する。 
2.4.2  在庫状況自動監視機能 
 図－７に在庫自動監視装置, 写真－１に貸出・返却 

予約予約

社員ｶｰﾄﾞ読取社員ｶｰﾄﾞ読取

予約番号入力予約番号入力

対象機器のタグ読取対象機器のタグ読取

貸出（返却）の確定貸出（返却）の確定

利用目的、期間

ヒトの情報登録

貸出（返却）予定機器の一覧表示

モノの情報登録

モノの状態登録

予約予約
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予約番号入力予約番号入力

対象機器のタグ読取対象機器のタグ読取
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モノの情報登録

モノの状態登録

 

図-6 実験機器の予約・貸出・返却システムの流れ 

Fig6. Flow of reservation, lending, and return system of experiment 

equipment 
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 写真－1 貸出・返却用端末とリーダ（読取装置） 図－7 在庫自動監視装置 

 Photo.1 Handy Terminal for lending and return and IC Card Reader Fig7. Device that observes stock automatically 
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用端末とリーダ（読取装置）,図－８に在庫状況の表示

例を示す。在庫状況自動監視機能は棚に保管されてい

る機器に取付けた IC タグを図－７に示すようにアン

テナを棚に沿って上下左右に移動させながら読取り,在
庫の有無を自動的に把握する機能である。IC タグは,
読取距離が長い UHF 帯仕様を用いている。本機能で

は,予約貸出返却機能で管理している｢貸出中｣,｢返却

済｣, ｢延滞中｣の情報と,自動監視装置によって検出さ

れた｢在庫有り｣,｢在庫無し｣の情報を連携させ,機器毎

に｢在庫有り｣,｢貸出中｣,｢延滞中｣,｢所在不明｣とする在

庫状況を図－８のように表示することが可能である。 

 
図－８ 在庫状況の表示例 

Fig8. Example of displaying stock status 

 

2.5  エネルギーの見える化機能 

 図－９にエネルギー消費検索画面と電力消費グラフ

表示画面を示す。管理対象とする電気,ガス,水道,灯油

は,写真－２に示すように,日々の設備点検で検針して

いる各エネルギーメータの値をモバイル端末を使って

直接入力し使用量を算出している。この機能は既存施

設においてエネルギーを集計するための高機能メータ

ーを設置することが難しいケースを想定して開発した

ものであり,ローコストで導入が可能である。また,本
機能は改正省エネルギー法の定期報告書作成にも活用

可能である。 
 

 
写真－２ エネルギー消費量の入力状況 

Photo.2 Input situation of energy consumed 

 

 
図－９ エネルギー消費検索画面と電力消費グラフ表示画面 
Fig9. Energy consumption retrieval screen and power consumption 

graph display 

 

3.  活用事例紹介 
 
技術センターでは ,社内ポータルサイトに研究所

CAFM システムのメニューを登録し,技術センター全社

員が利用できる環境を構築している。ここでは,研究所

CAFM システムの活用事例を紹介する。 
 

3.1  長期修繕計画管理 

図－１０に長期修繕計画修正の流れを示す。技術セ

ンターでは実験棟で 3300,実験装置で 1600 の修繕項目

を管理し,それぞれについて長期（30 年）の修繕計画

を策定している。新規計画や不具合事象の発生によっ

て,修繕項目の内容や実施時期を見直す場合,ある年度

に修繕計画が集中し,投資額が大きく膨らむ場合がある。

研究所 CAFM システムでは,図－１０に示すように修

繕が集中する年度およびその内容を簡単に確認するこ

とができる。さらに投資額を平準化したい場合には,修
繕計画データを端末にダウンロードし,EXCEL ベース

のシミュレーション用シートに取り込むことで,容易に
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クリック!! 修繕計画項目の確認

実施年度の変更
平準化後

ダウンロード アップロード

修繕計画（平準化前） 該当年度の修繕計画リスト表示

修繕計画の更新・修正（端末側） 修繕計画（平準化後）

クリック!! 修繕計画項目の確認

実施年度の変更
平準化後

ダウンロード アップロード

修繕計画（平準化前） 該当年度の修繕計画リスト表示

修繕計画の更新・修正（端末側） 修繕計画（平準化後）  
図－１０長期修繕計画修正の流れ 

Fig10. Flow of long-term repair plan correction 

 

費用や実施年度の見直しができる。また,修正・更新し

た修繕計画はサーバにアップロードし,公開することで

情報の共有化が図れる。このことにより計画的な施設

の維持管理と投資の適正化が可能となる。 
3.2  大型実験装置のメンテナンス管理 

技術センターでは,4 台の大型実験装置に運転時間積

算機能付アクティブタグを取付けて,これらの実験装置

の運転積算時間に応じたメンテナンスを実施するよう

に管理している。従来,各実験装置に取り付けられてい

るアワーメーターの値を定期的に目視で確認していた。

しかし,実験は不定期に行われるため,実験が集中する

と想定以上に実験装置が稼動し,適切なタイミングでの

メンテナンスが行えずに,実験中に不具合が発生するこ

とがあった。今回の運転時間の見える化によって,実験

機器管理者は,予め設定した運転積算時間を超過した場

合に,研究所 CAFM システムから自動で通知メールを

受け取れるようになり,実験頻度の影響を最小限とする

時期にメンテナンスを実施することが可能となった。 
3.3  実験機器の稼働率管理 

図－１１に実験機器の貸出履歴情報表示画面を示す。

現在,技術センターでは,貸出頻度が高い 70 台の実験機

器に IC タグを貼付けて,貸出と返却時に社員証（IC カ

ード）と機器に貼付けた IC タグを読取ることで貸出

管理を行っている。管理データは EXCEL ファイルと

してダウンロードできるので,実験機器の稼働率も管理

でき,機器の更新や増強の際の参考資料として活用して

いる。 
 

 
図－１１ 貸出履歴情報表示画面 

Fig11. Lending history information display 
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3.4  省エネ対策の検討 

2010 年度,技術センターでは改正省エネルギー法に

対応するため,CO2 排出量削減計画を策定した。この際,
効果的な対策を検討する上で,昨年度までのエネルギー

使用実績からどの実験棟でどのような対策を講じるべ

きかを把握するために,研究所 CAFM システムの｢エネ

ルギーの見える化｣機能を活用した。 
図－１２にエネルギー別 CO2排出量の割合,図－１３

に実験棟別電力消費量を示す。図－１２のグラフから

技術センターで使用しているエネルギーによる CO2 排

出量のうち,9 割が電力によるものであることが分かっ

た。次に,図－１３のグラフから,実験棟別の電力消費

量を見ると A 棟,B 棟,Ｊ棟の上位 3 棟で全体の 6 割を

占めていることが分かる。また,エネルギー原単位とし

て単位床面積あたりの CO2排出量を比較したところ,上
位 3 棟のうち,研究員の執務室である A 棟は他の 2 棟

と比較して値が十分に小さいことが分かった。このこ

とから,CO2 排出量削減対策のための対象エネルギーは

電気とし,B 棟とＪ棟の 2 棟に対して重点的に調査・検

討することとした。このようにエネルギーの見える化

によって,施設管理者の経験や感覚に頼らず,客観的な

データによって経営者と社員が共通の認識を持って,対
策の立案に着手することが可能となった。 
 

4.  まとめ 
 
今回,当社技術センターをモデルとして開発した研究

所 CAFM システムの概要と実際の施設管理における活

用事例を紹介した。資産である施設に関する全ての情

報を CAFM によって組織内の誰もが容易に参照,把握,
分析,加工できる環境を整備することは,施設管理業務

の組織化 ,効率化を促進するばかりでなく ,「見える

化」されたデータは様々な企業活動にも有効活用でき

る。今後は,蓄積される施設情報を CAFM 自らが分析,
最適化し,企業経営の意思決定に活用できるデータを提

供するシステムとするためのインテリジェント化を推

進していく予定である。 

92%

6% 1%1%

電　力

灯油

ガ　ス

水　道

 
図－１２ エネルギー別ＣＯ２排出量 

Fig12. Amount of CO2 exhaust according to energy 
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図－１３ 実験棟別電力消費量 

Fig13. Power consumption according to laboratory building 
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