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1 まえがき
　 近 年、第3のIT革 命 と さ れ るIoT（Internet of 
Things） 『モノのインターネット』に注目が高
まっている。このIoTを活用することで、製品の機
能と性能が大きく向上している［1］。
　インターネットに繋がることでモノからデータ
を取得・蓄積することが可能となるが、集めたビッ
グデータを分析し、ユーザが必要とする情報を『ど
うフィードバックするか？』がもっとも重要とな
る［2］。
　お客様の織布工場においてもIoTへの関心は高
く、その期待に応えるべく、織機メーカとして『機
台と上位システムのシームレスな連携による工場
管理支援強化』を狙いとしたシステムを開発し、商
品化したので紹介する。

2 システムの特長
1）�インターネット標準技術の採用（TCP/IP、�
HTTP、Web）

　市販のコンピュータ関連機器が使用可能となる
為、ネットワーク構築が容易である。
　特殊なプロトコルを使用せずHTTP（Hypertext 
Transfer Protocol）を採用することで、グロー
バルなアクセスが可能となり、お客様のセキュリ
ティに合わせ、フレキシブルに対応できる。
2）機台と上位システムとのシームレスな連携
　インターネットに接続されたPC・タブレット等
のクライアントデバイスから織機本体の情報にア
クセスでき、且つ、同じ画面で操作、データ参照可
能である。

　更に、織機本体のファンクションパネルからホ
スト情報にもアクセス可能である。
3）ブラウザ・Excelの採用
　フロントエンドとしてブラウザを採用し、CGI

（Common Gateway Interface）経由でバック
エンドのホストPC上のプログラムで処理を実施
する。
　結果は、お客様が利用し易い様に、Excelにてア
ウトプットしている。
4）豊富な管理機能
　お客様の使用目的に合わせ、下記アプリケー
ションをパッケージ化した。
・FACT（TOYOTA Factory Management System）

　工場の生産・稼動状況を管理する『生産管理支
援システム』

・DPCS（Dobby Pattern Creation System）
　織物パターンをデザイン・管理する『ドビーパ
ターン柄作成システム』

・WAS（Weave Assist System）
　織物の最適な機台製織条件を管理する『製織
条件支援システム』

3 システムの構成
　主要なシステム構成は『ホストPC』、『クライア
ントデバイス』、管理対象となる『織機（JAT810）』
からなり、Ethernet（TCP/IP）で接続されている

（図1）。
1）ホストPC
　WindowsOS上にWebサーバを構築し、クラ
イアントデバイスからのアクセスを可能にして、
FACT・DPCS・WAS等の各アプリケーションを統
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5 アプリケーション構成

5.1 Weave Net（統合メニュー）
　パッケージ化された個別販売可能な各アプリ
ケーションを専用のメニューに統合した（図3）。

5.2 FACT（生産管理支援システム）

5.2.1 メニュー構成
　お客様の操作性を考慮し、2種類のメニューを
搭載した（図4）。

① 大画面・マウス操作を前提としたPC系
② 小画面・タッチ操作を前提としたタブレット系

　この2種類のメニューは切り替え可能である。

5.2.2 アプリケーション
1）リアルタイムデータ活用事例
　お客様がデザインした工場機台レイアウト配置
上に織機状態をリアルタイムに表示させ、工場の
様々な情報を『見える化』している（図5）。

（FACT）
生産管理支援システム

（WAS）
製織条件支援システム

（DPCS）
ドビーパターン柄作成システム

（Ｗeave Net）
システム統合メニュー

設定系メニュー
標準搭載機能

オプション機能

個別販売可能にパッケージ化

FACT

DPCS

WAS

パーツカタログ

設定

パーツカタログメニュー

図3 Weave Net
Fig.3 Weave Net

①PC系メニュー ②タブレット系メニュー

切り替え可能
多国語対応（日・中・英・韓・台・葡）

図4 FACTメニュー
Fig.4 FACT menu

　各モード選択により、お客様の必要な情報を区
別して、デザイン表示している。
2）統計データ活用事例
　より詳細な解析結果は、定期的に収集した統計
データを活用し、様々なレポート形式にて表示し
ている（図6）。

　又、市販のExcelを活用することで、お客様独自
の管理帳票にも取り込み易い様にしている。
3）新機能事例1（メール警告機能）
　新機能の一つとして、より積極的にお客様へ情
報をフィードバックすべく『メール警告機能』を新
たに搭載した。
　機台データをリアルタイムに監視し、各々異常
発生時には登録された作業者及び、管理・監督者の
メールアドレスに通知し、スピーディーに警告を
促している（図7）。

稼働状態モニタ
モード選択

（品種モード）

（切下し予測モード）

（機台警告モード）

・機台データをリアルタイムに監視し、現在の機台状況モニタとして
お客様がデザインした工場レイアウト配置に表示する。

○機台モード
○品種モード
○セクションモード 
○切下しモード
○機上りモード
○TAPOモード
○機台警告モード

：現在の稼働状況表示（運転、停止（原因別）等）
：現在の織物状況表示（品種、ビーム等）
：現在のセクション（機台グループ）別の状況表示
：クロス交換予測表示（時間帯色）
：ビーム交換予測表示（時間帯色）
：緯糸処理自動運転状況表示(設定、成功率等）
：機台異常発生警告表示（流量、元圧、張力等）

温湿度機器

機台

図5 リアルタイムデータ活用事例
Fig.5 Examples of utilizing real-time data

入力フォーマット例

（シフトレポート）

（稼働率グラフ）

（停止要因グラフ）

・機台データを定期的に収集し、実績統計レポート
としてEXCELを活用し、表示、グラフ化する。

（生産量グラフ）

図6 統計データ活用事例
Fig.6 Examples of utilizing statistical data

括するメニュー『Weave Net』を搭載した。
2）クライアントデバイス
　各クライアントは搭載されたWebブラウザか
らホストにアクセスし、Weave Netから各情報
を閲覧できる。
3）織機（JAT810）
　生産・稼動・設定条件データ等を蓄積しており、
ホストからのHTTPリクエストに対応する為、独
自のWebサーバを搭載した。
　これにより、システムを構成する機器は全て
HTTPにより情報交換可能となる。

4 データアクセスフロー
1）ホストから織機へのアクセス
　ホストはHTTPリクエストとして、CGI経由で織
機のプログラムを起動させ、HTTPレスポンスと
して蓄積データを収集する（図2）。
　このデータをリアルタイムデータと統計データ
に分けてデータ収集することで、お客様へフィー
ドバックすべきタイミングとネットワーク負荷の
軽減を両立させている。

2）織機からホストへのアクセス
　織機はHTTPリクエストとして、CGI経由でホス
トのプログラムを起動させ、HTTPレスポンスと
し てHTML（HyperText Markup Language）文
を取得する。
　 取 得 し たHTML文 を、Webブ ラ ウ ザ 上 に

『Network Function』画面として表示させる。
　又、他の上位クライアントデバイスからホスト
へのアクセスも全てこの方法で統一している。

Host Web Application（Browser＋Excel＋Qt）

CGI（Common Gateway Interface）

CGI（Common Gateway Interface）

Machine data Machine Web Application（Qt＋Browser＋Viewer）

http Request

http Request

http Response

http Response

（IPアドレス：172.17.1.240）

ホストPC

JAT810

Host
Web browser

稼働状態モニタ 統計グラフ パターン編集 機台画面参照

ホスト情報メニュー

Host
Web server

・機台リアルタイムデータ要求の場合
　http://172.17.1.1/cgi-bin/a.cgi?func=get_real

・機台統計データ要求の場合
　http://172.17.1.1/cgi-bin/b.cgi?func=get_monitor

・ホスト情報メニュー参照
　http://172.17.1.240/netfunction/index.cgi

・FACTメニュー参照
　http://172.17.1.240/fact/index.cgi

（IPアドレス：172.17.1.1）
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・パターンデータ
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Machine

Web server
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図2 データアクセスフロー
Fig.2 Data access flow

クライアントPC

Router

Ｗeave Ｎet ホストメニュー

ホストPC

（FACT）
生産管理支援システム

（WAS）
製織条件支援システム

（DPCS）
ドビーパターン柄作成システム

機台操作画面
機台ファンクションパネル 織布工場織機群

温湿度機器

アクセスポイント

携帯端末（タブレット）

遠隔地

JAT810

機台ホスト情報画面

Ethernet（TCP/IP）

クライアントPC
お客様ネットワーク

Internet

機台ネットワーク

ファイアウォール

図1 システム構成図
Fig.1 System configuration

織布工場管理支援システム『Weave�Net』の紹介
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5.4 WAS（製織条件支援システム）
　各機台の製織条件を、ネットワーク経由でホス
トに格納でき、更に強力な検索機能により品種・
機種毎のマスターデータを決定でき、この最適条
件を機台へフィードバック可能となっている（図
10）。

6 まとめ
　今回の開発により、機台と上位システムとの
シームレスな連携・メール警告機能・環境データ連
係に対応したFACTを開発し、WAS・DPCSと共に
フィードバック機能を強化した『織布工場管理支
援システム（Weave Net）』としてお客様に提供
し、高い評価を得ている。
　今後は「メーカだからできる織機との連係」を更
に強化し、システム改良を進めたい。

機台ファンクションパネル
織物情報データ確認

パターンデータ確認

ホスト側で作成したパターン
データを機台に呼び込む場合

・ホストPC側でお客様の製織織物のドビーパターンの作成、編集、
登録ができる。

・作成したパターンデータをネットワーク経由で機台ファンクション
パネルから「取得」／「格納」ができる。

・更に、取得時には予め作成したパターンデータの確認、又
お客様の作成した織物情報（pdfデータ）の確認ができる。

機台側で作成した
パターンデータを
ホストに格納する場合

図9 DPCS
Fig.9 DPCS

検索条件

製織条件表確認

機台ファンクションパネル 製織条件表確認

ホスト側のマスタデータを
機台に呼び込む場合

機台側で製織した機台データを
ホストに格納する場合

・機台側の製織データをホストPC側で収集し、蓄積する。
・収集されたデータは様々な項目（糸種、番手、密度等）で検索でき
織物品種、機種毎のマスターデータを決定する。

・このマスタデータをネットワーク経由で機台ファンクションパネルから
「取得」／「格納」できる。
・更に、取得時にはこのマスタ製織条件表の確認ができる。

製織条件一覧

図10 WAS
Fig.10 WAS

4）新機能事例2（環境データとの連係）
　これまでお客様が独自に管理していた工場の環
境データ（温度、湿度等）をホストに取り込み、シス
テム連携させる事で、異常発生時に警告を促して
いる。
　更に、統計データと時系列連係表示させること
で、一目で状況把握可能とした（図8）。

5.3 DPCS（ドビーパターン柄作成システム）
　ホストPC上で、ドビー柄のパターンを作成、編
集、登録が可能で、このパターンデータをネット
ワーク経由で機台ファンクションパネルから取得
できる。
　その際、パターン柄の確認、及び、お客様の作成
した織物情報（PDFデータ）の確認が可能となって
いる。（図9）。

メール機能設定

リアルタイム監視

織布工場織機群 警告メール通知

内容確認
確認・把握

稼働状態表示へりンク

分析・フィードバック

状況把握

状況分析

メール例（流量異常発生時）
Date: 19 Nov 2016 12:53:24 +0900
Subject: FACT auto message

Air flow is abnormal

Loom     　　 Air flow
JA192    　　26.1 Nm3/h

http://172.17.0.240/fact/loom2/opestate.cgi

・機台データをリアルタイムに監視し、異常発生時
登録されたメールアドレスに通知し、警告を促す。

（通知例）
　○工場全体対象
　　・停台数オーバー時
　　・機台異常時（流量、張力、元圧等)…
　○個別機台対象
　　・クロス長到達時
　　・長時間停止時
　　・停止回数オーバー時…

図7 メール警告機能
Fig.7 Mail warning function

稼働状態モニタ
推移グラフ

機台停台と温湿度関連グラフ

・機台データと環境データ（温度、湿度等）をリアルタイムに
監視し、異常時警告表示を行う。更に定期的にデータ収集して
実績統計レポートとしてEXCELを活用し、表示、グラフ化する。

（表示例）
　○稼働状態モニタ
　　・機器設置毎に異常時点滅表示し、警告を促す。
　○推移グラフ
　　・過去２４Ｈ
      ・1日／１年／ 5年
　○機台停台との関連グラフ
　　・機台ミス回数（タテ、ヨコ）
　　・温度、湿度

温湿度機器

図8 環境データとの連係
Fig.8 Cooperation with environmental data

織布工場管理支援システム『Weave�Net』の紹介

・織布工場管理支援システムは織機の開発と共に進化している。
・ 旧JAT600でTTCS（Toyota Total Computing System）を開発し、インターネット接続を実現、旧

JAT710ではTMS（TOYOTA Monitoring System）を商品化し、機台との連係を強化した。
・ 今回のJAT810ではお客様の工場環境にも重点を置き、データ連係を図ったFACTを開発し、DPCS・

WASを含めた織布工場管理支援システムを開発、商品化した。
・ 今後はこれらのシステムで収集したビッグデータ等を活用し、更なる改良を加える事で、他社との差別化

を図り、事業部の拡販に寄与していきたいと考えています。

　最後に、本システムの開発にあたり、技術協力、ご指導頂いた社内外の関係各位に深く感謝いたします。

開発の経緯と開発者の思い


