
１． 概　要
操業知識ベース（OperationKnowledgeBase）は、24時間連
続稼動の製造現場におけるシフト勤務の引継業務をWEBベース
で電子化し、製造業務における知識・情報の共有、蓄積、活用
を支援するソフトウェアパッケージです。

1.1  導入効果
• 漏れ、忘れの防止
作業項目ごとの進捗管理機能や重要度管理機能、事象別履歴管
理機能により、今まで分かりにくかった現場の状況が誰でも分
かるようになり、日常業務における作業漏れ、作業忘れを防止
します。
• 過去事例や経験者の知識を蓄積・活用
日常の製造部門で管理している情報・知識を蓄積し、いつでも
すぐに取り出せるようになります。経験できる機会の少ない若
手の教育材料などにも活用できます。
• 素早い意思決定を支援
必要な場面で必要な知識・情報を素早く取り出すことができま
す。例えば、作業開始前の確認時やトラブル発生時に、対象と
なる装置や工程の直近の状況、トラブル対処報告、対応手順な
どを素早く取り出し、運転や解析に活かせます。

1.2  特長
•	引き継ぎを電子化
24時間連続稼動の製造業において重要な役割を担う引継業務の
電子化を実現します。引き継ぎという日々の活動の中で自然に
情報が蓄積され、活用できる仕組みとなっています。
• 追記式引継情報管理
追記式情報管理により、関連する過去の経緯が報告事項に自動
的に紐付いているため、報告者は結果のみを報告するだけで済
み、過去の経緯をわざわざ報告する必要はありません。断片的
報告事項もその経緯も含め簡単に把握でき、確実なアクション、
結果に結び付きます。
• スレッド情報検索
追記式情報管理により、検索結果には関連情報が紐付いている
ため目的の情報の手繰り寄せがスピードアップし、誰でも素早
く目的の事象を把握できます。
• WEBによる情報共有
WEB方式採用によりクライアントPCは通常業務でご使用のPC
をそのまま使用できますので、導入が容易です。
また、部門間の情報共有も行いやすくなります。
• 情報連携
リレーショナル製造情報管理システムPREXIONTM（プレ
キシオン）のクライアント環境MIB（エム・アイ・ビー：
Manufacturing Information BriefingTM）を介して、OKBに
蓄積されている情報を、運転や解析に活用することができます。
また、WEBを介し、他社システム、Microsoft Office（マイク
ロソフト社）との情報連携もできます。

図1.　システム構成図

図2.　追記式情報管理
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図3.　WEBによる情報共有

2. 機能概要
2.1 機能一覧

1）	引継機能
引き継ぎの電子的実施と引継履歴管理機能

2）	文書管理機能
文書タイプ：

引継文書、一般文書、アクション文書、掲示・回覧文書、工
程進捗情報

標準画面：
引継ボード、全引継検索画面、引継履歴検索画面、全公開文
書検索画面、予定表、掲示／回覧画面、工程進捗画面、サイ
トマップ

文書テンプレート：
製造ノート、職長ノート（引継あり）、回覧、掲示、アクション、
ノウハウ、対処報告、職長ノート、東工場、西工場、南工場、
北工場

アクセス管理：
ID ／ PASSWORDによる認証。権限管理（管理者／編集者
／読者）

文書フォーム編集エディタ（デザイナ）：
文書テンプレートに無い文書フォームを作成可能

3）検索機能
全文検索、ファイル内検索、AND ／ OR ／ NOT検索、検索条
件のユーザーカスタマイズ可

4）データ出力機能
検索結果をCSV形式で出力

5）データ取り込み機能
他システムからのデータ取り込み用I/F

6）検索条件URL化機能
検索条件をURL化し、他アプリケーションから必要な情報だけ
を抽出表示可能

7）Excelフリーフォーマット帳票
ユーザーがExcelで自由にフォーマットを作成し、帳票出力可能

2.2 主な画面
1）製造ノート記入画面
製造業務上重要な情報を入力・閲覧する画面です。
現在、現場で発生した不適合情報、機器故障、気になることな
ど些細なことでも入力していきます。この情報に対して、上司
からのコメントや、次直担当者からの進展状況などを追記し、
事象のトレースを行うことができます。

2）引継ボード／オペレータボード
引き継ぎの実施と、内容確認を行うための画面です。

3）各種検索画面
フリーキーワードによる全文検索が行えます。
また、目的の工程や設備などの指定や、添付ファイルを含んだ
検索ができます。
検索機能は、CSVでファイル保存することができます。この機
能を使用することで、既存のシステムへの取り込みや、解析デ
ータとして使用することもできます。

4）引継履歴検索画面
製造ノートの申し送り結果（日時、担当者）を閲覧できます。 
また、製造ノートに書かれた内容を、誰が閲覧したかも把握で
きるので、連絡ミスなどを事前に確認することができます。

5）掲示／回覧画面
掲示や回覧を電子的に行う画面です。掲載期間を設定できるの
で、重要事項の伝え忘れを防ぐことができます。回覧文書は閲
覧有無も記録されますので、製造指示書など周知徹底させる文
書の回覧に適しています。

6）工程進捗画面
直ごとの工場内の各工程の進捗状況や設備の稼働状況などを記
入する画面です。

7）職長ノート画面
直報や日報の作成に使用する画面です。その直に起きたさまざ
まな情報をまとめて記入します。担当者が記入した“製造ノー
ト（引継情報）”から情報を簡単に抽出する機能もあります。

8）予定表画面
作業予定や作業期日が表示されます。保全作業や不適合などに
よる運転停止予定、工事予定等の予定を共有できます。

9）一般文書
対処報告書、ノウハウメモなどの文書フォームが標準テンプ
レートとしてあらかじめ用意されています。標準テンプレート
を元にお客様の運用に合わせフォームを変更できます。
製造現場に散々しているドキュメントの一元管理が行えます。

10）全体監視画面
工場全体の重要事項／優先事項を一覧表示します。スタッフや
連休明けの職長運転員の状況把握に適しています。
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図4.　引継ボード画面

図5.　検索画面（検索結果）

図6.　一般文書の例

3. 動作環境
【OKBサーバー】
• ハードウェア動作環境
IBM　PC/AT互換機
CPU 2.8 GHz以上のプロセッサ を搭載したコンピュータ（注1）

メモリ 16 GBのRAM（32 GB以上のRAMを推奨）
HDD 100 GB以上（注2）（RAID1／ RAID5を推奨）

注1： マルチコアCPUも可。ただし、マルチCPU構成は動作保証外となります。
注2： ハードディスク使用量：
  OKBシステムのインストールには、5 GBの空き容量が必要です（Oracleイ

ンストール含む）。保存データについては、1日当たり100件の情報登録、
1日当たり合計10 MBのファイル添付を行い、5年間連続稼動させた場合、
約70 GBの空き容量が必要です。

  サーバー当たりの管理ユーザー数： 
1サーバーで管理するユーザー数は、200ユーザーを目安としてください。

• ソフトウェア動作環境
OS Windows Server 2012 Standard（注1）

データベース Oracle 12c Release1 (12.1.0.1.0) (64 bit) （注2）

その他 Internet Information Service (IIS) 8.0
.NET Framework 4.5
ASP.NET 4.5

注1：  クライアントライセンス（CAL）が必要です。詳しくは、マイクロソフト株
式会社へお問い合わせください。

注2：  ユーザー数に応じたライセンス数が必要です。詳しくは、日本オラクル株式
会社へお問い合わせください。

【クライアント】
• ハードウェア動作環境
下記ソフトウェアが快適に動作するスペック以上のパーソナルコン
ピュータ
表示解像度 1024×768以上、フルカラー

（CPU：1.1 GHz、メモリ：256 MB以上を推奨）

• ソフトウェア動作環境
適応OS Windows XP SP3 (32 bit) 

(Professional)

Windows 7 SP1 (32 bit、64 bit) 
(Ultimate/Enterprise/Professional)

Windows 8 (32 bit、64 bit) 
(Pro/Enterprise)

Windows 8.1 (32 bit、64 bit) 
(Pro/Enterprise)

Windows 10 (64 bit) 
(Anniversary update)

ブラウザ Internet Explorer 6
Internet Explorer 7 （注1）

Internet Explorer 8 （注1）

Internet Explorer 9 （注1）

Internet Explorer 10 （注1）（注2）

Internet Explorer 11 （注1）（注2）

Excel帳票出力（注3） Microsoft Excel 2007、2010、2013、
2016（注4）

その他 Adobe Reader 5.0以上（注5）

注1：  Internet Explorer 7、8、9、10、11の場合、1つのタブのみ利用してく
ださい。操業知識ベースの複数タブによる操作（タブブラウジング機能の利
用）は行えません。

注2：  Internet Explorer 10、11はデスクトップ版のみ。
注3：  Excel帳票出力機能はオプションであり、別途オプションライセンスの購入

が必要となります。
注4：  Excelフリーフォーマット帳票を印刷、または作成しないクライアントには

必要ありません。
注5：  操業知識ベースのマニュアル（PDFファイル）を参照する際に必要となりま

す。
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北海道支店
東 北 支 店
北関東支店
東 京 支 社

（011）211-1136
（022）290-1400
（048）621-5070
（03）6432-5142

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

（052）324-9772
（06）6881-3331
（082）554-0750
（093）285-3530

（29）

本　社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

お問い合わせは、弊社事業所へお願いいたします。

本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

〔ご注意〕この資料の記載内容は、お断りなく変更する場合もありますのでご了承ください。

☎
☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎

〈アズビル株式会社〉　http://www.azbil.com/jp/

http://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
あわせて「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」（下記URL）をお読みください。

http://www.azbil.com/jp/product/factory/estimate.html
ご注文・ご使用に際しては、見積・契約基本条件（下記URL）を必ずお読みください。

4. ライセンス
4.1 ライセンス形番

形　　番 名　　称 仕　　様
メディア FNV-M30J8OKB1 操業知識ベース R300メディア (CD-ROM) OKB基本ソフトウェア(R300)
基本ライセンス FNV-OKB30JB 操業知識ベース R300 基本ライセンス 

(10ユーザーライセンス)
10ユーザー使用権、管理部門（弊社対応窓口）が1部門であることが条
件です。管理部門が複数箇所に分かれる場合には、それぞれ基本ライセ
ンスを購入いただきます。サーバー数に制限はありません。

追加ライセンス FNV-OKB30J01 操業知識ベース R300追加1ユーザーライ
センス(100ユーザーまで)

1ユーザー使用権、基本ライセンスと一緒に使用します。 
(合計100ユーザーまでの価格)　※最大は90まで

FNV-OKB30J101 操業知識ベース R300 追加1ユーザーライ
センス（101～200ユーザーまで）

1ユーザー使用権、基本ライセンスと一緒に使用します。 
（合計101～200ユーザーまでの価格）

FNV-OKB30J201 操業知識ベース R300 追加1ユーザーライ
センス（201～300ユーザーまで）

1ユーザー使用権、基本ライセンスと一緒に使用します。 
（合計201～300ユーザーまでの価格）

FNV-OKB30J301 操業知識ベース R300 追加1ユーザーライ
センス（301～400ユーザーまで）

1ユーザー使用権、基本ライセンスと一緒に使用します。 
（合計301～400ユーザーまでの価格）

FNV-OKB30J401 操業知識ベース R300 追加1ユーザーライ
センス（401～500ユーザーまで）

1ユーザー使用権、基本ライセンスと一緒に使用します。 
（合計401～500ユーザーまでの価格）

FNV-OKB30J501 操業知識ベース R300 追加1ユーザーライ
センス（501ユーザー以上）

1ユーザー使用権、基本ライセンスと一緒に使用します。 
（合計501ユーザー以上）

オプション 
ライセンス

FNV-OKB30JOP1 操業知識ベース R300 Excel帳票出力オプ
ション

基本ライセンスと一緒に使用します。サーバー数に制限はありません。

試用ライセンス FNV-OKB30JTRY 操業知識ベース R300一年間試用ライセン
ス(200ユーザーライセンス)

200ユーザー使用権、サーバー PCおよび予備PCへのOKB基本ソフト
インストール権（Excel帳票出力機能付き）。ただし、1年間期間限定の
使用権。延長はできません。

アップグレード
ライセンス

FNV-OKB30JCHG 操業知識ベースR300一年間試用→基本ラ
イセンス切り替え

1年間試用ライセンスから基本ライセンス（無期限）へ切り替える際に
使用します。 
※基本ライセンスへの移行により、ユーザーライセンス数は200から 
　10にリセットされます。10ユーザー以上使用する場合は、追加分の 
　ユーザーライセンスが別途必要です。

4.2 標準サービス
名　　称 仕　　様

インストール 操業知識ベース インストール技術支援
サービス（1日）

お客さまのOKBインストール作業を支援 
(注) 交通宿泊費は別途実費精算

トレーニング 基本トレーニング（1日） 導入を推進するキーマンのためのトレーニングです。基本的な操作方法、設定方法について学び
ます（場所：藤沢トレーニングセンター）。詳細は、トレーニングガイドを参照ください。

コンサルティング 操業知識ベース 導入支援コンサルティ
ング（4日間）

・  4日間の導入支援（コンサルティング） 
PJ立上支援（体制構築、導入要領説明：1日） 
運用検討支援（目標明確化、具体運用の検討：1日） 
コンフィギュレーション作業支援（2日）

(注) 交通宿泊費は別途実費精算

初版発行：2014年 3 月
印　　刷：2016年12月（第4版）

［保証について］
本品の納入後12ヶ月以内の故障に対しては、代替品との交換、あるいは原則故障品を弊社に送付いただいた上での故障修理を無償で行います。
納入後12ヶ月を超えた保守期間内の故障に対しては、有償にて上記保証対応を行います。
なお、保守期間は本品受注停止後、5年間となります。その他お問い合わせは、弊社営業所までご連絡ください。

• OperationKnowledgeBase、PREXION、Manufacturing Information Briefingはアズビル株式会社の登録商標です。
• Windows、Windows Server、Internet Explorer、Microsoft、Excelは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における商標、または登録商標です。
• Oracleは米国Oracle Corporationの登録商標です。
• Ethernetは米国ゼロックス社の登録商標です。
• Adobe ReaderはAdobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
• その他本文中に記載している製品名、機種名、社名は各社の商標、または登録商標です。
• ここに記載されている製品は特にお断りがない限り標準製品です。
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