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　拡大する電動車両市場にあわせ、お客様の仕様要求も多様化する厳しい環境のなか、事業部として、ユ
ニットの提案だけでなくシステムとしての提案ができるサプライヤーへの成長が急務と感じています。
　そんな中、今回、日産自動車様から充電器、DCDCコンバーター、高圧J/Bを一体化したシステム製品開発
のお話をいただきました。また、同時に充電ECUも取り込むという新規取り組みの多い製品開発となりま
した。
　そのため、多くの部署を巻き込んだ開発体制が不可欠でした。開発当初は、関連部署との調整や仕様の整
合性確保を確実に実施することができるのかと危惧しておりましたが、関係各部署が目標達成のために協
力し、なんとか量産の日を迎えることができました。
　今後もより付加価値の高い製品作りを目指し、お客様に喜んでいただける充電システムの開発に取り組
んでいきたいと考えております。

開発の経緯と開発者の思い
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1 はじめに
　ウォータージェット織機は水の力を利用して糸

（化学繊維）を飛ばして布を織る機械である。つく
られた布は衣料やエアバッグなど様々な製品とな
る。
　この度、50年にわたり熟成されてきたLWシ
リーズウォータージェット織機の新モデルを開発
した。従来の高いよこ入れ技術を更に進化させ、世
界トップシェアを誇るJAT810の高い基本性能・
汎用性・操作性を融合させたLWT810について紹
介する（図1）。

2 開発のねらい
　お客様の声に応えるため、以下の項目に重点を
置き、開発を行った。
・高品質・高生産
・操作性向上・製織支援
・工場管理

図1 ウォータージェット織機LWT810の外観
Fig.1 Appearance of water jet loom LWT810

3 開発項目

3.1 高品質・高生産
　近年、極細糸を使用した高級衣料やエアバッグ
などの産業資材といった高難度織物の需要が高
まっており、より糸に優しく高品質な織物を高生
産可能な織機への要望が強まっている。LWT810
ではこの市場のニーズに応えるために、主にお
さ打ち装置・よこ入れノズルを開発し、また、省ス
ペース化を図った。

1）低打点おさ打ち
　よこ糸をおさで打込み、織物にする運動を“おさ
打ち”という。おさはその構造の特徴から（図2）、
中央部の振動が大きく、上下端に近いほど振動が
小さい。同一のたて糸開口量を確保しつつ、おさの
下部に近い位置で打込みを行う軌跡に変更したこ
とで（図3）、たて糸へのダメージのより少ない製
織が可能となった。

図2 おさの構造
Fig.2 Structure of reed
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要　旨 　50年にわたり熟成されてきたウォータージェット織機のモデルチェンジを行った。新型ウォータージェット織機
LWT810では高品質な織物を高生産できるよう、おさ打ち装置・よこ入れノズルを開発した。また、電装システムを
一新したことで、操作性が向上し、管理・保全業務が効率化された。新装置、システムと世界トップシェアを誇るエア
ジェット織機JAT810の技術を融合したことで、お客様から信頼される織機となったことを確信している。

キーワード：ウォータージェット織機、工場管理システム

Abstract 　A full model changeover of water jet loom had been made over 50 years of field-proven 
performance. In the new water jet loom LWT810, we have developed new beating motion and new 
weft insertion nozzle to achieve both high quality and high production. The new electrical system 
improves operability and bring efficiency to maintenance work. We are convinced that LWT810 will 
gain wide market acceptance by new developed device, new system, and by merging our top share air 
jet loom JAT810 technology.

Keywords: water jet loom, factory management system
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2）マイクロノズル
　よこ糸を開口の中に挿入する運動“よこ入れ”を
行うためのノズルを開発した。
　新型のマイクロノズルは、小型化により2色仕
様のノズルの中心間距離を35％短縮している。
2つのノズル間の距離が短縮されたことで、よこ
入れ時間を長くすることができ、よこ入れ時間を
長くすることが機台の回転数アップにつながる
（図4）。

　また、ノズル単体の性能も向上させた。流体解析
を活用してノズル構造を最適化することで、よこ
糸の糸姿勢を大幅に改善した。よこ糸姿勢が改善
されたことで、よこ糸がたて糸にひっかかるミス
（機台停止）が減り、稼働率が向上し、飛走方向の調
整も容易化された（図5）。

図3 低打点おさ打ち
Fig.3 Low point beating
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図4 マイクロノズル
Fig.4 Micro nozzle
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3）省スペース化
　メインモータの配置を変更し、織機の回転数を
変更させるためのインバータをコントロールボッ
クスに内蔵したことで、機台の幅、奥行き方向とも
縮小した（図6）。

　同じスペースに設置できる台数が増えることは
もちろん、旧機種LW600、LWT710からのスムー
ズな置換えが可能である。

3.2 操作性・製織支援
　近年の市場拡大にともない、お客様工場では熟
練技術者の不足が問題となり、操作性容易化の
ニーズが高まっている。また、メイン市場である新
興国の人件費は上昇傾向である。このため人件費
削減をねらいとした自動化、管理・保全業務の効率

図5 糸姿勢の違い
Fig.5 Difference of yarn straightness
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図6 省スペース化
Fig.6 Space reduction
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化を強く要望されるようになっている。そこで、電
装システムを一新し、操作性向上、管理・保全業務
効率化に取り組んだ。

1）新型ファンクションパネル
　作業者が織機の操作を行うためのファンク
ションパネルに12インチの大型パネルを採用し

（図7）、操作性を向上させた。ファンクションパネ
ルには装置をイメージしたアイコンを実際の機
台をイメージした配置で並べることで、作業者は
より視覚的に簡単な操作ができる（図8）。また、調
整に必要な機台情報もより視覚的に表示できる
ようになった（図9）。

図7 ファンクションパネル
Fig.7 Fanction panel

図8 操作画面
Fig.8 Operation screen

2）WAS（Weaving Assist System）
　織物条件を選択するだけで製織条件を自動設
定する従来の機能に加え、止段やミス率低減をサ
ポートする調整支援機能を追加した。
　初めに、ICS（Initial Condition Setting）が織物
規格に応じて推奨条件を提示する。その後も機台
の条件と稼動状況を監視し、お客様に合った最適
な条件を導き出せるよう支援する（図10）。

3.3 工場管理
　多数の織機が24時間稼動する織布工場では、機
台稼働状況、製織布品質など、さまざまな情報を管
理する必要があり、多くの工数を要している。更
に、近年の人件費高騰の影響もあり、より効率的に
管理業務を行いたいというニーズが高まってい
る。これらのニーズに応えるため、新工場管理シス
テムFACT（FACTory Management System）を
開発した。

図9 機台情報画面
Fig.9 Machine information screen

図10 WAS
Fig.10 WAS
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3）ファンクションパネル、タブレット端末とのリンク
　従来、事務所のパソコンでしか見られなかった
各種データが、現場で機台ファンクションパネル
からも確認可能となった。またタブレット端末か
らも、いつでも手軽に確認できるようになり、マネ
ジメントの自由度が向上した。
　この結果、新システムは、生産データを集計・表
示するという従来のモニタリングの概念を超え
て、工場全体の操業管理を様々な切り口からサ
ポートできるシステムへと進化した。

4 おわりに
　ウォータージェット織機LWT810の開発の
ねらい、主要開発項目について概要を紹介した。
LWT710に新装置・システム・JAT810の技術を
融合させたことで、世界最高レベルの織物品質と
稼働を両立するウォータージェット織機の開発が
できたと確信している。
　今後も、多様化する織布業界のニーズに応える
ため、常にお客様の声に耳を傾け、更なる織機の性
能向上に向けて努力していきたい。

1）工場リアルタイムモニター
　稼働データを常時自動収集し、モニタリングす
ることで、異常機台や切下し機台などの早期発見
が可能である。また、実際の工場レイアウトと画面
上の機台配列が同一であるため、機台の特定が容
易である（図11）。

2）稼働データ分析
　各種稼働データの分析機能を追加することで、
より効率的な操業管理が可能となった。データ分
析機能のひとつに、製織途中の布がいつ（何mの
ときに）、どのような原因で停止したかを視覚的
に分かりやすく表示する「クロスロールマップ機
能」がある。この分析結果を後工程（布検査工程）
に展開・連携させることで、作業の効率化を図り、
前工程（製織工程）での品質改善、操業管理を強化
する（図12）。

図11 工場リアルタイムモニター
Fig.11 Factory real time monitor

図12 クロスロールマップ
Fig.12 Cloth roll map

クロスロール 停止位置・停止要因
を記録
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新型ウォータージェット織機LWT810の紹介

新型ウォータージェット織機LWT810の紹介
　2013年に販売開始したエアジェット織機JAT810に続き、ウォータージェット織機の新モデルLWT810
を開発しました。限られた工数の中での開発でしたが、お客様の声にしっかり耳を傾けたことで、適切に開
発項目を選定できたと思います。
　開発項目の中でも特に“よこ糸”を飛ばすノズルは、織機の心臓とも言える装置であり、30年以上も基本
設計が変わらず使い続けられているため、変更の困難な装置でした。ノズルの役割である“よこ入れ”の要求
性能をクリアすることはもちろんですが、365日24時間フル稼働で使用されるため、耐久性やメンテナン
ス性の問題に想像以上に苦労しました。それでも評価先のお客様の工場を何度も訪問し、粘り強く確認と改
良を繰り返したことで、お客様に満足頂けるノズルができたと感じています。

開発の経緯と開発者の思い




