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 Siemens PLM Software

シーメンスPLM 
ソフトウェア製品を 
使用した品質管理
生産性優位のための品質管理



所望の品質製品を最高レベルの生産性で
製造している場合、これを生産性優位と呼
びます。
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生産性優位の実現

シーメンスPLMソフトウェアは、数十年に
渡るプロセス・コンサルティングの経験
と、4,500件を超えるソフトウェア導入の経
験を、QMS Professionalソリューションに
統合しています。
弊社の目標は、世界中の製造企業に定評
あるビジネス・パートナーとして、製造企
業がより大きな成功を収められるように
支援することです。所望の品質製品を最高
レベルの生産性で製造している場合、こ
れを生産性優位と呼びます。

生産性優位
• バリュー・プロセスの最適化
• 大幅なコスト削減
• 直感的な品質管理

 「弊社の品質管理モデルを採用している多くの企業が、
クレーム管理が即座に収益に寄与する成功要因であ
ることを認識しています。これは、統合品質管理ソフト
ウェアによって提供される完全なサポートによって実
現されます。」
アーヘン工科大学
計測および品質管理学部 教授兼委員長
Robert Schmitt博士

 「企業間に跨るソフトウェア・ソリューションによって強
化された統合品質管理システムは、プロセスおよび品
質の計画、管理、監視するうえでなくてはならないもの
です。特に、グローバル企業の間では必要不可欠なも
のです。個別のスタンドアロン・ソリューションは、単一
の統合システムに取って代わられるでしょう。」
ベルリン工科大学
品質科学部 教授兼学部長
Roland Jochem博士

 「妥協のない品質は、組織のあらゆる部署が、全身全霊
を傾注して品質を重視した場合にのみ実現できるの
です。」
コブレンツ専門大学
生産管理学部 教授 
Bert Leyendecker博士
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品質の向上、利益率の確保 
製品品質は、製造企業の成功を左右します。効率的な品
質管理は、長期間にわたる継続的なコスト削減を実現
し、高い顧客満足度を達成する高品質の製品開発を促
進します。
シーメンスPLMソフトウェアの包括的な品質管理ソフト
ウェアであるQMS Professionalを使用すると、複雑さを
管理し、最高品質の要件を満たすことができます。

大企業向けの品質管理ベンチマーク
シーメンスは、標準化されたソフトウェアを開発
し、4,500を超えるプロジェクトから得られた知見を基に
継続的な改善に取り組んでいます。QMS Professionalソ
フトウェアは、製品製造プロセスの中で望ましい品質を
達成するために役立ちます。

中小企業向けの品質管理 
シーメンスPLMソフトウェアは、中小企業特有の品質管
理システムの要件を正しく認識しています。シーメンス
の製品は、製品の優位性を世界レベルの品質にアップす
る機会も提供します。

実験室の品質管理
材料加工業界では、実験室の品質保証、管理、組織化、ド
キュメント化に固有のすべてのプロセスが、シーメンス
PLMソフトウェアの品質プロセス管理(QPM)ソリューショ
ンによって効率的にサポートされています。このシステ
ムは、GMP (Good Manufacturing Practice) およびGLP 
(Good Laboratory Practice) のガイドライン、国際標準
化機構 (ISO) TS 16949、およびドイツ工業規格 - 欧州規
格 (DIN EN) ISO 9000:2008を適切にサポートしていま
す。

複雑さの管理
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シーメンスPLMソフトウェアは、実績のあ
る業界間共通の生産管理ソフトウェアを
提供しています。このソフトウェアは、製品
ライフサイクル・プロセスを最適化するサ
ポートに加え、生産、品質、そしてトレーサ
ビリティー管理ツールを提供します。
弊社の製品は、生産プロセスおよびエン
タープライズ・リソース・プランニング 
(ERP) の透明性を向上させ、目標から逸脱
したときに迅速に介入できるようにしま
す。弊社のソリューションは、既存のERPシ
ステムとともに使用されることが多く、リ
スク管理のサポートに不可欠なコンポー
ネントとして、企業の生産および品質の状
況に関するリアルタイム情報を提供しま
す。トレーサビリティー管理は、製品履歴
と出荷情報をリアルタイムで使用できるよ
うにするのに不可欠な機能です。
効率的な管理原則を採用したシーメンス
のソリューションを使用すると、完全な透
明性とプロセスの最適化を実現すること
ができます。このコンプライアンス管理ソ
フトウェアによって、企業の管理および生
産のプロセス、慣習、法律、ガイドラインの
遵守に関連するプロセスをコントロール
することができます。

利点
• プロセス時間の短縮
• 品質および欠陥に関するコストの削減
• 主要業績評価指標 (KPI) の管理および

透明性の確保
• 生産、品質、トレーサビリティー管理の

ための単一の製造オペレーション管理 
(MOM) ソリューション

• 効率的な管理手法のサポート
• 企業コンプライアンスのサポート
• 脆弱性解析、ベスト・プラクティス、既存

の情報技術 (IT) 環境への実装、および
従業員のトレーニング

生産性管理

シーメンスPLMソフトウェアは、産業間で共通
の実績のある生産管理ソフトウェアを提供し
ています。
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継続的な改善プロセス

PDCA (計画、実行、評価、改善) サイクル
は、継続的な改善プロセスのフェーズを
説明し、すべての品質管理システムの基
礎を形成します。このサイクルは、製造プ
ロセスの一貫性のある持続可能な改善を
促すように設計されています。
計画 現状の分析、実現可能な改善策の考
案、およびコンセプトの具現化の取りまと
めが含まれます。
実行 コンセプトの実現方法を具体化しま
す。
評価 レポートを生成し、試行の結果を確
認して標準を設定します。
改善 新しい標準の適用、および監査を介
した定期的な監視が含まれます。

業界固有の標準
シーメンスPLMソフトウェアは、業界固有
の要件を業界別ソリューションに取り入れ
ています。これにより、1つのソフトウェア・
ソリューションのスコープ内で、ユニーク
な深さと範囲をもつ機能を提供すること
ができます。リソースを節約するために、
個別のプロジェクト要件が統合されてい
ます。経験豊富なエキスパートが、複雑な
課題に関する優れたプロセス・コンサル
ティングを提供し、システム統合を貴社の
計画に従って確実に実施できるようにし
ます。
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製造企業の多くは、生産設備で発生するリ
ソースの無駄を認識しています。ただし、
大抵はこの無駄の発生源が不明確です。
コストを節約し、改善を持続可能にするた
めに、企業は、生産プロセスに関連するす
べての情報を識別する必要があります。
QMS Professionalソリューションは、生産
プロセスの継続的な改善をサポートしま
す。弊社のMOMソリューションは、機械の
処理能力とリソースをフル活用するととも
に、変動をコントロールできるようにしま
す。また、在庫の削減、再加工コストの削
減、製品開発の最適化、システム統合、お
よび使用中の製品プロセスも可能になり
ます。さらに、このソリューションは、製品、
コンポーネント、およびバッチの完全なト
レーサビリティーを提供します。
弊社が提供する製造オペレーション管理
ソリューションを使用すると、生産時間の
短縮、品質の向上、およびコストの削減を
実現できる可能性が高くなります。機械と
プラントの透明性が向上することで、迅速
な対応と意思決定のサポートが可能にな
ります。製造実行システム協会 (MESA) 
は、製造実行システム (MES) ソフトウェア
を使用することで、企業がサイクルタイム
の56%削減を実現できると見積もってい
ます。さらに、品質コストの半分 (企業の
売上高の5～8%に相当) は、最適とはいえ
ない品質管理、品質管理の不備、および
予防策の欠如に起因する可能性がありま
す。

リソースの無駄の解消
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完全に統合された 
単一ソリューションの採用

上位100社の自動車会社の多くが、シーメンスPLMソフ
トウェアのMESソリューションを利用しています。このソ
リューションは、生産、品質、トレーサビリティー、コンプ
ライアンスの問題に対応する、信頼性の高い完全に統合
された単一のソリューションです。統合されたクライアン
ト機能と多言語オプションは、弊社のソリューションが適
合性の高いグローバル・アプリケーションであることを
意味しています。シーメンスの主要な能力の中に、既存
のERP環境との統合と生産系 (システム) との統合の2つ
があります。弊社の直感的なソリューションは拡張性に
優れ、お客様の要件に合わせて拡張可能となっており、
同時にプロセス時間を短縮することができます。標準化
されたレポート作成と現在の問題をアドホック分析する
ための統合ツールを提供します。

利点
• 1年未満で投資利益率 (ROI) が向上
• システムの標準化と均一化
• 紙の文書および手作業の削減
• 集中管理データベース
• 標準化されたレポート
• KPIの視覚化による意思決定プロセスの改善
• 欠陥および品質コストの削減
• プロセス時間の短縮
• 完全な透明性
• 高度な投資セキュリティー
• 欠陥ゼロの達成を目指す統合されたシステム
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QMS Professionalソリューションを使
用するほとんどの企業が、導入初年度
にROIを実現しています。ROIの期間は、
生産性指標をどれだけ早く実行できる
かに依存しています。直ちにプロジェク
トを立ち上げることで、企業にとって最
大の利益を得ることができます。証明方
法としてトレーサビリティーの必要性な
ど、市場や顧客要件を短期間で達成し、
以降の受注確保に役立てることができ
ます。

業界別の導入分野
• 自動車
• 航空宇宙 / 防衛
• エネルギー / ユーティリティー
• 産業機械 / 重機
• 複雑な部品の製造およびアセンブ

リー
• 金属
• エレクトロニクス

短期間での投資コスト回収
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 「QMS Professionalソフトウェアは、プロセスの透明性を向上させ、
さらなる成長を可能にするために役立ちます。」
Liebherr-Components Biberach GmbH
品質保証責任者
Juergen Stuhlmueller氏

 「QMS Professionalはプロセスの透明性を向上させ、継続的改善
プロセスの不可欠な要素となっています。」
Schlote GmbH & Co. KG
品質管理 
Imet Leshko氏

 「QMS Professionalのトレーサビリティー機能を使用することで、
生産プロセスが弊社の検証と整合性があることを証明することが
できました。」
CeramTec GmbH
業務担当バイス・プレジデント
Uwe Kemmer氏 

 「シーメンスPLMソフトウェアの統合された品質管理ソフトウェア
を使用することで、品質目標を最適化することができます。自動車
サプライヤーにとって、プロセスの信頼性、トレーサビリティー、お
よびISO TS 16949や全米自動車産業協会 (AIAG) 規格などの国際
標準への準拠は必須の要件です。さらに、工場を統合して孤立し
たアプリケーションをなくし、生産から製品の信頼性までの一貫し
たプロセスを構築しました。」
Tianjin New Wei San Industrial Co., Ltd.
情報技術 ITマネージャー 
Dean Ding氏
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品質管理の導入

ライフサイクル全体の製品およびプロセスの品質は、企
業の目標を達成するための前提条件です。品質は製造
企業の競争力の大きな決定要因であり、高い品質水準
を達成するには、品質プロセスを統合する必要がありま
す。
QMS Professionalは、製品のアイデア、実現、そして活用
をサポートします。

研究開発、製造、および作業スケジュール
製品およびプロセスの高品質の基盤は、研究開発、製
造、および作業スケジュールの領域で確立されていま
す。QMS Professionalは、以下の機能によってこのような
プロセスをサポートします。
• 先行製品品質計画 (APQP) /プロジェクト管理
• 故障モードおよび影響解析 (FMEA)
• コントロール・プラン
• 工程フローチャート
• 検査計画
• 生産部品承認プロセス (PPAP)

製品データ管理 (PDM) およびERPシステムとのインター
フェースにより、マスターデータの一貫性を実現します。
すべての商用コンピューター支援設計 (CAD) プログラ
ムとのインターフェースにより、初回サンプル検査 (FSI) 
および初回品検査 (FA) プロセスを含む検査計画を効率
的に実行することができます。

調達、製造、アセンブリー・プロセス
製品の製造は、コンピューター支援品質 (CAQ) システム
が昔から利用されている分野です。QMS Professionalに
よる入荷品管理は、ランダム・サンプリングと動的テーブ
ルに基づいており、重要な要素の1つです。サプライヤー
評価ツールには、製品や納品の品質、および納品の信頼
性の評価が組み込まれています。コスト・パフォーマンス
やサプライヤー対応時間といった主観的基準も考慮さ
れることがあります。

製品の製造時に行われる検査は、QMS Professionalの
統計的プロセス管理 (SPC) 検査モジュールに記述され
ています。このモジュールは、成熟レベル分析などの製
品開発中に実施される検査、およびSPCの範囲内で監視
される検査を処理することができます。
ゲージ管理モジュールは、ゲージ較正と管理プロセスの
実装に役立つ多面的なソリューションです。ゲージは検
査の計画と実行に必要であるため、トレーサビリティー
を維持したドキュメント化の対象になります。

最終検査、サービス、販売
QMS Professionalを使用することで、さまざまな製造プ
ロセスから得られる個々の特性を記載したお客様固有
の検査レポートから、最終検査のドキュメントまで、あら
ゆるプロセスの最適なサポートを得ることができます。
インシデントおよびクレーム管理 (CCM) モジュールの
使用により、クレームの収集、解析、評価プロセスを実行
することができます。クレームのタイムリーな処理は、自
動車業界で特に重要です。ドイツ自動車工業会 (VDA) / 
品質データ交換 (QDX) 標準形式をサポートするための
ポータルの要求は、重要な役割を果たします。それから
得られる評価と脆弱性解析は、その後の製品とプロセス
の開発にとって重要な意味を持ちます。

IBS QMSは、製品のアイデア、実現、 
および活用をサポートします。
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プロセスの最適化が、製品計画、 
開発、製造フェーズで実行されます。
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製品ライフサイクル

製品の最適化
プロセスの最適化が、製品計画、開発、製
造フェーズで実行されます。
APQP計画には、製品設計と開発、プロセ
ス設計と開発、製品とプロセスの検証、量
産フェーズ、およびフィードバックとしての
評価と是正措置が含まれます。一貫して使
用することにより、開発プロセスを迅速化
し、チームワークを最適化することができ
ます。

製品の具現化
完全に計画された製品には、品質目標を
達成するために、調達と生産プロセスが
必要です。サプライヤー契約の遵守を確
認するために、サプライヤーは監視され
る必要があります。生産プロセスでのプロ
セスの最適化とは、製品製造の重要な部
分である生産準備と製造サポートを指し
ています。
主要業績評価指標 (KPI) は、PPM (Parts 
Per Million) 率、工程能力指数 (Cpk) 値、
および欠陥のパレート分析を評価します。
品質データの追跡とトレースによって、製
品の品質履歴の完全なドキュメントを検
証することができます。

製品の使用状況
ライフサイクル後半のフェーズは、納品か
ら始まります。品質の観点から、使用中の
製品のサポートはお客様が管理する範疇
で実行され、これには、効果的な製品導入
のためのコンサルティングや品質問題が
発生した場合のカスタマー・サポートが含
まれます。
顧客とサプライヤーとの情報交換は、製
品設計プロセスでの主なインプット情報
となります。製品とプロセス品質の最適化
と改善は、教訓として、現在と将来の開発
にフィードバックされます。

現在では、品質ベースのシステムは、製品
設計フェーズで活用されることが多くなっ
ています。経験から、CAQシステムは、主
に製品計画、製品開発、製品製造の分野
で使用されるようになることが分かってい
ます。
VDAおよびTS 16949 / AIAGの要件では、
関連するすべての品質データの完全なド
キュメントおよび分析のために、製品開発
フェーズでのCAQシステムの使用を規定
しています。

15



プロジェクト管理

シーメンスPLMソフトウェアのプロジェクト管理ソリュー
ションを使用すると、研究開発、製造、生産準備を含む、
企業のすべての領域に渡る完全な製品開発プロセスを
サポートすることができます。
プロジェクト管理マップを使用すると、お客様とサプライ
ヤーの両方を考慮しながら、新規開発のための複雑な
プロジェクトや変更を管理することができます。管理作
業の軽減に役立つテンプレートがあり、さらにプロジェク
トのすべてのフェーズの結果がガントチャートに詳細に
表示されます。
このソリューションの中核となっているアクション管理に
は、期限を守り、予想されるプロジェクトの遅延を周知し
て回避策を提供するために役立つツールが用意されて
います。プロジェクト管理は、すべてのデータを最新の状
態に維持することができる、先行製品品質計画にオンラ
イン・リンクされています。プロジェクト管理ソリューショ
ンは、目標と実績を比較できるコスト管理機能も備えて
います。

利点
• 品質計画プロセスのすべてのフェーズの可視化 
• コストの最適化とリソース管理のためのプロジェクト

管理
• アクションの一貫した監視
• プロジェクトの透明性の向上
• 期限およびスケジュールの厳守
• 複数入力の回避
• 先行製品品質計画の最適化と関連品質データの 

ドキュメント化
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故障モード影響解析 (FMEA) モジュール
は、開発、アセンブリー、およびプロセス・
エンジニアリングのための体系的な手順
を使用して、さまざまなタイプのFMEA (シ
ステム / 製品 / プロセス) を作成するため
に使用されます。 
製品とプロセスのFMEAをハイブリッドに
組み合せることで、初期段階からプロジェ
クトの特性を割り当て、コンプライアンス
の観点から機能を監視することができま
す。同時に、このプロセスでは、プロセス・
フローチャートを作成するためのコント
ロール・プランを自動的に承認して生成す
るためのベースを形成します。  
QMS Professionalソリューションは、シス
テム・エレメント、機能、および故障を定義
するために役立ちます。故障の結果と原
因を検証して是正措置を実施するための
リンクを作成することができます。このソ
リューションには、ビジュアル化機能、リス
ク分析機能、包括的な評価機能も備わっ
ています。 

利点
• APQP標準 (VDA、TS 16949 / AIAG) に

準拠した標準化された命名規則の順
守  

• コントロール・プランおよびプロセス・
フローチャートの効率的な書式設定

• マスターデータへのアクセス
• 統合されたアクション管理
• 製品使用フェーズからのフィードバック 

(クレーム / サービス)

FMEAによる先行製品品質計画

17



先行製品品質計画 

コントロール・プランは、原材料や必要なプロセス・
ステップから納品までの、製品とプロセスの品質を
記述します。信頼性の高い改版情報を含むドキュメ
ントは、プロセスのすべてのステップを通して開発
の進捗と並行して作成されます。
FMEAの構造化されたプロセス・フローチャートを使
用して、自動でコントロール・プランを作成するため
の入力が可能です。さらに、一連のインスペクショ
ン・プランからデータをインポートしてコントロー
ル・プランを作成することもできます。
エクスポート機能を使用すると、例えば、入荷品、試
作、アセンブリー、最終検査といった一連の定義済み
のエレメントごとに検査計画を生成することができ
ます。統合されたワークフローは、変更が発生したと
きに必要な一貫性を検証するのに役立ちます。
マスターデータの操作とゲージ管理とのリンクによ
り、高度な標準化が可能です。結果として、プロセス
を効率化し、工場の従業員に効率的で最適なサポー
トを提供することができます。

利点
• インポートとエクスポートの機能を使用したコン

トロール・プランの効率的な作成
• プロセス・フローチャートの自動推定 (オプション)
• 統合されたワークフローによるAPQPでの統合変

更管理
• 製造およびメンテナンスに必要なプロセスの最

適化
• 効率的な管理 / 製造の前提条件としての標準化
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初回サンプル検査モジュールを使用すると、製品とプロ
セスに関連する検査の条件を定義し、次の領域の検査
をマッピングすることができます。
• 初回サンプリング / 最初の製品のリリース
• 購入部品 / 原材料
• 生産 / アセンブリー
• 実験室
• 最終検査 / 品質ベースのランダム検査

システムの統合は、変更管理プロセスの保護を支援する
上で重要な要素です。マスターデータは、インスペクショ
ン・プランの中心的な基盤にもなります。
インスペクション・プランの作成は、グループまたはファ
ミリーのインスペクション・プランでサポートされている
ので、利便性に優れています。コンピューター支援設計 
(CAD) の図面が直接リンクされているので、製造指向の
検査をサポートするプランニング・プロセスの効率が向
上します。
グラフィカルな検査計画機能を使用すると、図面を可視
化したり、プリント基板のレイアウトをマッピングするこ
とができます。商用CADプログラムとのインターフェー
スにより、検査計画および初回品検査をグラフィカルに
実行するためのツールが提供されます。
作業スケジュールまたは作業ステップ / オペレーション
指向の検査計画は、資材予約や製造オーダーなどのERP
オーダーからの自動データ生成のためのベースを形成
します。

利点
• すべての検査関連情報の処理
• CAD図面からCAQ評価への信頼性の高いデータ転送

の使用による重複したアクションや欠陥の回避
• 合理化 / 統一された検査戦略とオペレーション手順

初回サンプル検査
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ゲージ管理

ゲージ管理システムは、ゲージタイプ (機械、電子、試験
装備、ゲージなど) を管理し、ゲージ履歴に含まれるすべ
ての手順 (ゲージの較正、発行 / 返品、修理) をドキュメ
ント化するためのツールを提供します。
ゲージの選択は、関連する製品やプロセスの品質データ
の標準ドキュメント化を達成するために不可欠な要件
です。変数リスト (在庫、ステータスまたは検査のプロン
プト、リマインダー・リスト) で個別のレポートを作成し、
各ゲージの期限を識別および監視するために役立てる
ことができます。
QMS Professionalソリューションを使用すると、ドイツ技
術者協会 (VDI) / ドイツ電気技術者協会 (VDE) / ドイツ
品質協会 (DGQ) 標準2618を基にしてインスペクション・
プランを作成することができます。変数と属性の特性を
使用するか、スキャンした較正プロトコルを履歴に追加
することで、結果をドキュメント化することができます。こ
の機能は、ゲージ機能評価 (精度、再現性、直線性) を使
用して拡張することができます。

ゲージ管理には、以下のような特性があります。
• ドイツ工業規格 (DIN) の各標準によるゲージ管理、

および不合格・合格に関する自動許容値決定
• 表形式およびグラフ形式の較正評価
利点
• ゲージの管理と監視
• 労働衛生、安全、および環境保護のためのゲージ管理
• 先行製品品質計画のサポート
• 複数のゲージレベルでの自動エスカレーションのサ

ポート
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QMS Professionalソリューションは、VDA
および品質標準TS16949 / AIAGに従っ
た、お客様固有の要件の作成をサポート
するツールを提供します。それぞれのプレ
ゼンテーション段階に合わせて、ソリュー
ションによって管理されているレポートや
他のドキュメントを管理することもできま
す。
お客様のサンプリングでの自動スタンピ
ングには、グラフィカルな検査が使用され
ることがよくあります。(測定装置または他
のゲージによる) 測定の実行後に、値を入
力または転送することができます。
サプライヤーのサンプリングでは、初回サ
ンプル検査計画をサプライヤーとデジタ
ルで共有するオプションを使用することが
できます。計画が返された後で、更新され
た値をQMS Professionalソリューション
にインポートし、結果を分析およびドキュ
メント化することができます。必要な再サ
ンプリングの管理や期限の監視も行うこ
とができます。

利点
• 標準化されたドキュメントと初回サン

プルの管理
• 標準およびお客様仕様に従った初回サ

ンプル・テンプレートのサポート
• 統合されたCADインターフェースと自

動図面スタンピングを使用した効率的
な初回サンプリングの実行

• 入荷品とサプライヤーの仕様間でのリ
ンクによる自動ポーリング

グラフィカルな検査
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製品の製造

入荷検査
入荷検査は、特に社内または社外の欠陥の結果として
問題が発生した場合に、品質を向上させます。入荷検査
は以下の機能をサポートします。
• 特定の検査ステータスに設定された特性の取得、お

よび検査計画のデフォルトとの整合
• 数量取得による納品評価

納品、特性または時間に関連するダイナミクス、および
NOK (Not OKay) 品質管理ケースでのサプライヤーのク
レームの自動生成は、検査コストの削減に役立ちます。
サプライヤー検査レポートの作成と、ブロックまたは禁
止された商品の識別のためのラベル印刷の機能も使用
することができます。
サプライヤーは、ポータルを使用して、サプライヤーが
開始した操作を同時に監視しながら、最新の使用可能
な評価 (繰り返し発生する欠陥の検査など) を提供する
オンライン8Dレポートとして検査を処理することができ
ます。

利点
• 検査オーダー生成のためのERP /生産計画管理 (PPC)

システムとの包括的な統合
• 使用に関するフィードバックおよびその後の入庫の

決定
• 納入とリリース済み初回製品部品の間のリンク
• 特別なリリースおよび設計 / 寸法の逸脱の管理
• 検査コストの削減に関するサプライヤーの合意 (ジャ

ストイン・タイム / ジャストイン・シーケンス / シップ・
ツー・ストック)

• 納品のクレーム、コストと時間の節約、欠陥の防止に
関するサプライヤーとのオンライン・コミュニケー 
ション
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入荷品 / 出荷品の検査モジュールを使用
することで、納品の品質条件を判断するこ
とができます。ERP / PPCシステムから信
頼性データを転送することで、追加のサプ
ライヤー評価データを転送することがで
きます。定義済みのルールを使用し、目標
のデータと実際のデータによる数量の逸
脱および期限を自動的に検出することが
できます。
これらの条件は、サプライヤー管理の基
盤を形成し、納品ごとに更新されます。サ
プライヤー固有の主観的な基準 (場所、コ
スト・パフォーマンス、クレーム対応、ユー
ザーが定義可能な条件など) を定義し、評
価マトリックスを使用して一定期間に渡っ
て評価することができます。監査管理には
オンラインまたはオフラインで入力でき
るので、サプライヤーの監査結果もドキュ
メント化されます。すべての情報は、スコ
アカードを使用して可視化されます。
スコアカードは、Eメールでサプライヤー
に送信するか、サプライヤー・ポータルを
介して自動的に使用可能に設定できま
す。サプライヤー・プロジェクト管理ツール
を使用すると、サプライヤー認定の最新
のテーマを効果的にサポートし、すべて
の関連ドキュメントを1か所に保管できま
す。

利点
• 必要な活動の推定を含むKPIの決定
• サプライヤーに対するすべての情報の

透明な提示
• 製品品質、納品の信頼性の評価、およ

び主観的条件に対する評価マトリック
ス 

• サプライヤーの認定と開発の効果的な
サポート

サプライヤー管理 
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統計的プロセス管理

統計的プロセス管理 (SPC) モジュールを使用すること
で、製品の製造プロセス内で実施された関連する検査を
ドキュメント化することができます。これには、製品開発 
(成熟レベル分析など) およびSPCの範囲内で監視され
るレビューが含まれます。検査の結果として、以下のよう
なものが取得されます。
• 連続生産の前または連続生産中 (プロセスの機能、

機械の機能) のプロトタイプの結果を取得するため
の (さらに成熟レベル分析のための) 検査オーダーの
自動生成

• 単純で個別に構成可能な取得マスク
• Cpk値に基づく検査制御
• モバイル・データ収集デバイス (ハンドヘルド) による

代替収集方法
• CAD図面または目視検査用の写真 / 図の特性関連の

ズーム・セクションを使用したグラフィカル収集

• 変数および属性の特性の制御チャートと欠陥収集 
カードを使用した検査の監視

• 社内での欠陥処理 / クレーム管理の基礎となるプロ
セス違反 (活動、原因) のドキュメント化

• 社内クレームの自動生成
• 追跡とトレースのためのバッチまたはシリアル番号の

収集と割り当て (トレーサビリティー)

利点
• プロトタイプ、連続生産前、および連続生産の検査結

果の取得 
• 個別の構成オプションによりオペレーターが操作し

やすい
• 脆弱性分析のためのさまざまな評価
• 検査および欠陥のコストを削減するための検査サイ

クルの最適化
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品質プロセス管理 (QPM) モジュールは、
製造企業が、原材料の確認、生産または
中間レビュー、および最終検査に使用で
きます。QPMは、研究開発、アプリケーショ
ン・テクノロジー、競合分析、環境分析、さ
らにはオーダベースの分析における検査
の管理を可能にする、ラボラトリー情報管
理システム (LIMS) です。
QPMは、個別のサンプルまたは非常に複
雑なサンプルの検査を記録するために役
立つ機能を提供します。これには、いくつ
かのコンポーネントを使用した複雑な個
別確認が含まれます。
QPMは以下の機能をサポートします。
• 顧客データ管理のためのオーダーの

分析
• 同じグループに属していても異なる内

容が含まれる検査をグループ化するた
めのフレームワーク・オーダー

• 許容値および仕様に基づいて検査の
対象となるサンプルを個別に識別する
ためのラボラトリー・オーダー

SPCに関連する工程関連/行程内検査は、
品質管理図のメンテナンスおよび工程関
連の条件の検証によって実現することも
できます。
以下のようなLIMS機能もあります。
• サンプル管理
• 安定性解析
• レシピ管理
• 証明書作成
• リソース、コスト、支出の管理

利点
• 品質とラボラトリーの側面を1つのエン

ティティーに結合
• アメリカ食品医薬品局 (FDA) Part 11

に準拠した要件の実装を含む検証およ
び監査トレールのサポートの提供 

• 複雑な検査を含むすべてのラボラト 
リー要件の効率的なサポート

品質プロセス管理
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品質メイン・コントロール

品質メイン・コントロール・モジュールは、製造責任者、
職工長、シフトリーダー、品質マネージャー向けに品質
の問題および概要を複数部門にまたがって可視化しま
す。
赤でマークされた検査オーダーは、不完全な品質 (制御
されていないプロセスや実行できないプロセス) を示し
ます。オーダーの選択の後には、次のステップに欠陥の
特性が赤で表示されます。利用可能な評価は、欠陥の種
類、原因、対処を示す管理図などの特性に関連していま
す。管理図マクロを使用して、複数の特性を同時に監視
することができます。スケジューラーを使用すると、これ
らの管理図が自動更新され、プロジェクト・マネージャー
には、ワークフローを介してプロセス違反が自動的に警
告されます。

マクロを使用して初回歩留まり (FPY) の可視化を定義す
ることもできます。FPYは、初回検査中にテスト結果が合
格 (欠陥なし) になった生産プロセスの部品の割合を示
すプロセスKPIです。すべてのNOK部品は、拒否部品とし
て分類され、再加工が指示されます。

利点
• 製造プロセスにおける現在の品質の状況、および入

荷と出荷の制御の分野に関する透明性と監視
• ドリルダウン機能を含む詳細データ分析の予備段階
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データ解析は、コンピューター支援の品
質および生産管理システムの重要な機能
です。最初に可視化によってKPIを特定し、
定義および評価します。解析によって、脆
弱性が検出され、製品とプロセスの両方
を最適化するためのそれぞれのアクショ
ンが開始されるので、解析は継続的な改
善プロセスの基盤を形成します。QMS 
Professionalソリューションは、入荷品管
理、生産検査、出荷品管理など、一般的な
検査分野に関するグラフと表による包括
的な評価機能を備えています。
例を以下に示します。
• すべての特性の管理図
• 欠陥収集カード
• 確率グラフ
• ヒストグラム
• ボックス・プロット法
• 統計計算
• 分布試験

qs-STATソフトウェアへのエクスポート・イ
ンターフェースにより、可能性を拡大しま
す。このモジュールでは、多数のプロセス
解析機能が提供されています。これによ
り、受注や部品に関する測定値を選択し、
ソートし、グループ化し、最終的に可視化
して統計的な目的に利用することができ
ます。工具の機能を (製品グループの同じ
直径サンプルを使用して) 監視すること
で、特定の特性の製造結果を複数の部品
に関して確認することができます。

利点
• 製品とプロセス品質の継続的な改善
• さまざまなレベルのユーザーが統計機

能を利用可能
• ユーザー要件を満たすためのカスタ

マイズ

リアルタイム解析 
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インシデントおよび 
クレーム管理

インシデントおよびクレーム管理モジュールを使用し
て、サプライチェーンの手順を統合されたプロセスに合
わせて最適化して調整できます。このソリューションに
は、企業間 / サプライヤー間のコミュニケーションおよ
び社内の問題解決プロセスが含まれているので、継続
的な改善が可能になります。
欠陥およびクレーム管理ソリューションには、リアルタイ
ムの効率的なコミュニケーション機能があります。クレー
ム・ワークフローを使用して、指定された企業の部門に (
在庫レベルの調査 / 棚卸および欠陥分析に必要な) 情
報を送信する即時アクションをアクティブ化することが
できます。
クレーム分析は、各種アクションの開始、原因解析、効率
確認が含まれる8D手順に従って処理できます。欠陥原
因解析は、品質管理 (QM) 機能によって補完されます。

この機能は、石川メソッド (原因 / 結果) となぜなぜ分析
による問題解決メソッドをサポートします。サプライヤー
がクレームの原因になっていると判断した場合は、サプ
ライヤーへのクレームを自動的に生成することができま
す。
Webポータルとインターフェースには、以下が含まれま
す。
• オンラインでサプライヤーと情報交換するためのサ

プライヤー・ポータル
• 新しい顧客 / 販売業者のプロセスをセットアップする

ための簡素化された取得ポータル  
• 検査および8Dレポートを交換できる相手先ブランド

名製造 (OEM) ポータルでの統合
利点
• 処理時間短縮のための自動化されたクレーム処理
• 時間どおりにアクションを実行するためのコントロー

ル・メカニズム 
• 教訓のベースとなる各種評価
• 取得原価の透明性
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監査管理モジュールを使用すると、以下の
ような機能を使用して、システム監査やプ
ロセス監査などの社外および社内の監査
を実行することができます。
• 基本的監査計画と派生的監査プログ

ラム 
• 招待状配布による詳細計画の監査
• 監査の実行 (結果と所見の収集を含む)
• 監査レポートの作成と配布
• アクションの処理と監視
• 監査関連および一般評価

このソリューションを使用すると、標準化
されたユーザー定義可能な質問カタログ 
(TS 16949、プロセス監査VDA 6 part 3、
環境監査ISO 14001、プロセス監査VDA 6 
part 7、自己評価サポートなど) を提供す
ることで、監査のセットアップを簡素化で
きます。
オンライン監査の取得オプション (サプラ
イヤーに対する実施およびその後の生産
データベースでのインポートを含む) を使
用して、プロセスを最適化することができ
ます。監査モジュール (またはWebアプリ
ケーション) でのアクションの定義と評価
により、プロジェクト・マネージャーのアク
ションについてオンラインでフィードバッ
クすることが可能になり、作業の効率が大
幅に向上します。さらに、このモジュール
には自動化されたアクションと期限の監
視機能も備わっています。

利点
• 社外 / 社内の監査のサポート 
• 個別の作業の透明性とトレーサビリ 

ティー
• ドキュメント化およびアーカイブの作

業の軽減

監査管理

• 保留中のアクションの概要に関する透
明性 

• 期日を守れなかった場合のエスカレー
ション 

• Eメールによるプロジェクト・マネー 
ジャーへの迅速な情報提供
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ERPとの統合

CAQシステムは、既存の上位レベル・シス
テムと統合可能である必要があります。 
QMS Professionalソリューションは、関連
する受注データを交換するための統合さ
れた双方向のソリューションを提供しま
す。これには、情報のスムーズなフローや
マスターデータの調整が含まれます。既存
のPPCやERPシステムへのリンクは、 
SAP、infor、PSI、Baan、Microsoft 
Dynamics NAVとのインターフェースに 
よって実現されます。 
既存のPPCシステムから独立してQMS 
Professionalを実装することもできます。こ
のインターフェースは、お客様の既存のIT
環境に応じて適用されます。ファイル・ベー
スのデータ交換に加えて、データベースへ
の直接接続も提供されます。

以下のようなデータをERPレベルで交換で
きます。
• マスターデータ
• 移動データ (受注データ)、入荷、生産、

およびクレームからのフィードバック

ERP用のインターフェースは、標準化され
たデータストックを提供し、管理作業の軽
減に役立ちます。  

利点
• 商用PPC / ERPシステムとのデータ交換
• 生産および品質管理とお客様の操作と

の統合
• データベースの統合および調整による

管理作業の削減
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QMS Professionalは、複雑な測定デバイ
スの接続を簡素化するツールを提供し、
手作業による検査および関連コストを削
減します。優れた管理システムとの統合
は、企業の情報システムにおいて信頼で
きるデータ交換を行うために特に重要で
す。ゲージ、測定器、分析機器、生産施設な
どの下位システムからのデータの取得お
よび処理は、生産管理システムの主要な
要件です。
QMS Professionalソリューションで
は、Digimatic、BCD、IEEE、およびRS232な
どの標準を基にし、マルチ・プレクサ 
(MUX 50、Steinwald、IBR、Bobe、Fluck、 
Gage Talkerなど) の接続を介して、数多く
のゲージタイプを接続することができま
す。3D装置や光学測定装置など、より複雑
なゲージ、分析装置、テスターの接続も可
能です。追加のオプションを使用すると、

例えばPLC (プログラマブル・ロジック・コ
ントロール) などにより、生産施設から直
接データを取得および処理し、すべての
ステーションでデータをすばやく利用可
能にすることができます。この転送は完全
に自動化することも、バックグラウンドで
実行することも、オンライン操作中に対話
的に実行することもできます。

利点
• OPC (Open Platform 

Communication) のサポート
• イベント制御されたデータおよび機械

のステータス取得
• データ・フォーマットのユニバーサル

設定
• 自動データ取得による転送エラーの

防止
• 分析および制御のためのリアルタイ

ム・データ

工場現場との統合
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解析とレポート

統合されたレポート
統合されたレポート機能は業界の品質標
準に基づいており、企業の全部門のビジ
ネス・プロセスに役立つ効率的な分析と
コントロールの機能を提供します。
QMS Professionalソリューションを使用
することで、要件を満たすために変更不
要な定義済みのレポートにアクセスして
使用できます。レポート・ビルダーには、他
のレポートを作成するときにガイドとして
使用可能なテンプレートが用意されてい
ます。
テンプレートの使用に加え、柔軟性の高
いレポートを作成できる個人用レポート
機能を選択できます。個別アプリケーショ
ンのデータを (ExcelまたはWordで
Microsoft Officeテンプレートを使用して
以前に作成した) テンプレートに転送し、

その後でカスタム・レポートを作成するこ
とができます。データベースで利用可能
な詳細を追加し、情報を拡張するオプショ
ンも使用することができます。

利点
• 包括的な組み込みレポート
• 新しいカスタマイズされたレポートを

作成する機能
• ベスト・プラクティス・レポート
• すべての関連する品質および生産デー

タをすばやく評価するための柔軟性と
利便性に優れた個人用レポート

• Microsoft Office (Excel、Word) を出力
メディアとして使用

• MESレポートおよび主要業績評価指標 
(KPI) の可視化のためのコックピット

• ドリルダウン機能
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コックピット・モジュールは、ユーザーが
定義可能なMESの分析およびレポート・
ツールです。個々のレポートは、長期使用
に対応できるようアーカイブを設定でき
ます。
このオプションを使用すると、ユーザーが
構成可能なフィルター条件を定義して、レ
ポートを目的としたアプリケーションを拡
張し、ビジネス・グラフとして印刷データ
のリストを出力する機能を追加すること
ができます。必要に応じてデータをグルー
プ化し、初期の欠陥を効率的に特定する
ことができます。

リストまたはグラフを直接印刷すること
も、Microsoft Office、Crystal、または
Cognosアプリケーションに転送すること
もできます。個別のリストのドリルダウン
を定義して、関連するデータや、分析に固
有のデータを呼出すこともできます。

コックピットの 
ビジネス・インテリジェンス
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アクション管理

アクション管理モジュールを使用すると、生産活動を一
元的に計画、管理、および監視することができます。この
ソリューションはエスカレーション手順を含む自動プロ
セスを提供します。一目で、企業全体の品質および生産
スケジュールに関する重要な情報にアクセスすることが
できます。このシステムでは、すべてのプロセス内のアク
ションを積極的に監視および処理するのに役立ちます。
設定により、プロセスの遅延が自動的に転送されます。
アクションに割り当てることができるユーザー定義可能
なエスカレーション・プロファイルは、迅速な処理を確認
するのに役立ちます。全体ビューから各アクションを直
接また繰返し呼び出すことで、変更や予想外のイベント
に、迅速かつ効率的に対応できます。
すべてのアプリケーションは、統合されたWebポータル
で操作することができます。

利点
• 期日を守れなかった場合のエスカレーション  
• Eメールによるプロジェクト・マネージャーへの迅速な

情報配信  
• 保留中のすべての活動に関する透明性の高い全体 

ビュー、さまざまなフィルター条件 (製品やコスト・セ
ンターなど) の使用

• 品質と生産対策 (アクション) の効率的なモニタリング 
• 交通信号システムによる締切ステータスの可視化
• 企業ワークフローの持続的なサポート
• アクションの概要の集中管理
• 中央での計画とコントロール 
• ユーザーが定義可能なアクション
• すべてのアクションへの直接アクセスと即時処理
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QMS Professional Webポータル・ソリューションで
は、APQPプロジェクト、アクション、クレーム、ドキュ
メントのデータを、簡単にすばやく交換することがで
きます。Webポータルは、イントラネット経由の社内
処理、およびインターネット経由の社外処理に最適
なソリューションです。

利点
• サプライヤーの参加による、製品部品承認プロセ

ス・プロジェクトの迅速な処理
• 各プロジェクトのステータス通知 (緑、黄、赤)
• サプライヤーへのクレーム通知  
• 8Dに従ったWebポータル処理のためのインシデ

ントおよびクレーム管理
• エンド・ユーザーからのクレームなど、社外の 

クレームの取得
• ポータルを介した社内 / 社外の測定値の処理  
• FMEA、監査管理など、他のモジュールからのアク

ションの処理
• 認証、クレーム発生時の欠陥の説明、およびサプ

ライヤーのスコアカードを含むドキュメント交換
のサポート

コンサルティング
シーメンスPLMソフトウェアは、品質と生産に重点を
おいた生産管理能力を提供します。弊社は、製品開
発、生産からメンテナンス、オペレーションまで貴社
のプロセスにフォーカスしています。
初期フェーズでは、プロセスを分析し、最適化の機会
を特定します。弊社のコンサルティング・サービス
は、ソリューションのポートフォリオを強化します。構
想から実装まで、コンサルティング、ソリューション、
およびサービスを提供します。

プロジェクト管理
プロフェッショナルによるプロジェクト管理により、お
客様の戦略が成功裏に実現されるよう、各フェーズ
を支援します。試験稼動およびスタートアップ後も、
お客様は包括的なコンサルティング・サービスを継
続して利用できます。

24時間365日のサポート
サポート・センターには、製品とサービスに関するご
質問にお答えする専門スタッフが配置されていま
す。サービスレベル契約 (SLA) に応じて、サポート・
センターは24時間365日いつでも対応します。

トレーニング・コース
シーメンスPLMソフトウェア製品およびソリューショ
ンを導入するために、次のトレーニング・モデルを提
供しています。
• ユーザー・トレーニング・コースの範囲内での、少

人数グループ・トレーニング
• トレーニング・コース

Webポータル・ 
ソリューション

サポート、サービ
ス、トレーニング
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シーメンスPLMソフトウェアについて
シーメンスPLMソフトウェアは、シーメンスデジタルファ
クトリー事業部のビジネス・ユニットであり、産業のデジ
タル変革を促進するソフトウェア・ソリューションで世界
をリードするプロバイダーとして、製造企業がイノベー 
ションを実現できる新たな機会を創出しています。米国
テキサス州プラノを本拠地とし、世界中に140,000社を
上回るお客様を抱えるシーメンスPLMソフトウェアは、ア
イデアを具現化する仕組み、製品を実用化する仕組み、
運用中の製品と資産を使用して把握する仕組みの変革
に向け、あらゆる規模の企業と連携しています。シーメン
スPLMソフトウェアの製品やサービスに関する詳細
は、www.siemens.com/plmをご参照ください。
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