WeaveMaster

製造実行システム (MES)
WeaveMaster は織物産業における世界的な先進MESシステムです。糸購入から在庫、完成布
地の出荷まで、工場内の全ての製造及び物流プロセスを監視し、同期します。
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WeaveMaster は、機械と中央サーバーを有線または無線で接続し
ます。機械にはBMSvisionデータユニット（次ページ参照）を取り
付けて、自動や手動でデータを収集します。また、機械を直接イー
サネットインターフェースでサーバーに接続することもできます。

リモートサイト接続
WeaveMaster で中央サーバーと複数の工場を接続します。リモー
トサイトで社内イントラネットにつながっているM-Server（サーバ
ー）やWDL-Server （サーバー）が、機械と中央のコンピュータシス
テムとを接続します。中央のWeaveMasterサーバーに専用のマルチ
サイト統合モジュールがあり、全てのリモートサイトの情報を一つ
のレポートにまとめます。

システム要件
WeaveMaster は64ビットWindowsサーバーシステムで、物理環
境でも仮想環境でも利用できます。クライアントにはWindows7、
8、10が必要で、ターミナルサービスも使えます。データベースは
オラクルです。

2

イーサネット

ERP システム統合
WeaveMaster はERPシステムと容易に統合できます。標準的な
インターフェースでERPシステムから指図と製品データが転送さ
れ、WeaveMaster のデータベースにインポートされます。
また統合エクスポート機能により、製品データ、製造スケジュー
ル、作業進捗、達成指標などが、WeaveMaster からERPシステム
に簡単にアップロードできます。

TM

MFG/PRO

TM

WeaveMasterへの接続機器
パラレルインターフェース付織機、たて糸準備機及び仕上
げ機

DU11

パラレルインターフェースを装備した織機やたて糸準備機、仕上げ機は、DU9 またはDU11 データ
ユニットでWeaveMaster と接続します。生産量や自動停止信号はパラレル入力でデータユニットに
送られます。織機上検反システム サイクロプスを搭載している織機には、DU11タッチスクリーン
データユニットを使います。
DU9 とDU11 はBMSvisionデータ収集端末のハイエンドモデルです。DU9 は5インチタッチスクリー
ンです。DU11は7インチで、様々な製造情報を表示することができます。どちらもウェブベースの分か
りやすいグラフィカルユーザーインターフェースを備えています。画面の言語はいくつかの西洋言語
とアジア言語が即座に切り換えできます。また、どちらのデータユニットもイーサネット接続とワイヤ
レスのBMSvisionブルーツース接続ができます。

シリアルVDI やイーサネットインタフェースを持つ織機

DU9

シリアルVDI インタフェースを装備したマイクロプロセッサ制御織機は、DU7 インタフェースモジュー
ルでWeaveMaster と接続します。自動停止信号はマイクロプロセッサのVDI インタフェース経由で転
送され、作業者は織機のキーボードとディスプレイで作業します。同様に作業者は監視システムとの
通信のときも、このユーザーインターフェイスを使います。これ以外のキーパッドは必要ありません。
双方向通信でDU7 はあらゆる情報にアクセスでき、織機のマイクロプロセッサの機能を全て活用で
きます。イーサネットインタフェースを装備した最新の織機をフルバックアップしたりリカバリする場
合は、標準的なイーサネット経由でもDU7(有線あるいは無線)経由でもWeaveMasterに接続できます。

WEB-DU：複数の機械のためのHMI
DU7

イーサネット

WEB-DU アプリケーションは複数の機械をグループとして使用する場合に、HMI(ヒューマンマシン
インターフェース）として使用します。パソコンやタブレットのようなタッチスクリーン端末を用いま
す。個々の機械には自動でデータ（ピックカウント、自動停止）が収集されるようにDU2Pを装備しま
す。一方全ての手入力データや情報の画面はWEB-DU で操作します。
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このオプションはサーバーやネットワーク故障の場合に最小24 時間分のローカルデータを保存
できます。
2
パワー・オーバー・イーサネット
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製造可視化と分析

PlantView

リアルタイム監視
W e a v e M a s t e r のもっとも重 要なリアルタイム分析ツールは
P lant Viewです。機械は特定の状態や警告状況により色別に表
示されます。
ユーザーは表示したい情報のタイプを選びます。
「フィルターセ
ット」を使うと特定の状態の機械のみ表示することもできます。
例えば「効率が85％以下の機械」、
「調整を必要とする機械」、
「特定のスタイルを織っている機械」などです。
ある機械を選んでクリックすると、その機械についての必要な情
報が全て詳細なレポートとして表示されます。

レポート
データは全てオラクルリレーショナルデータベースに保存されま
す。複数の期間にわたる双方向のレポートとグラフや詳細なフィ
ルタリング設定などにより、ユーザーは独自の計算をしたりレポ
ートを作成できます。データベースから選択されたレポート項目
は、警告値の上限下限も設定できます。そしてその範囲外の項目
はレポートでは異常として色分けされます。一旦レポートが作成
されると、機械タイプや作業者、スタイルなど様々な選択肢から
選ぶことができます。また、シフト、日、週、月、年などどんな期
間でも設定できます。
管理者は、統合された画像から重要業績評価指数（KPI)を分
析/評価するためのダッシュボードを独自に作ることができます。
また「マルチサイト統合モジュール」で、管理者は現場ごとにKPIと
実績の比較ができます。そして最良の実績を現場に生かして効率
化を図ることができます。

双方向レポート
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管理レポート

管理ダッシュボード
(Management Dashboard)
タブレットでの管理ダッシュボード

このモジュールでWeaveMaster やQualiMaster 、EnergyMaster など
さまざまなBMSvisionが扱うデータを統合し、一つのウェブベース
のレポートにまとめることができます。
ユーザーは全てのKPIが一目で分かるような専用のダッシュボー
ドを作成できます。
管理者は、一つの画面だけでリアルタイムの効率、品質、消費電
力などの情報をすべて把握できます。
必要であれば機能を拡大し、さらに詳細な情報まで掘り下げる
こともできます。

OEE（総合設備効率）
WeaveMaster はOEEレポートに必要な全ての項目を保持していま
す。設備稼働率、稼働状況、製品品質に関する情報は自動的に
機械から集められます。これらのKPIを分析することで、作業効
率が上がり、コストが大幅に削減できます。
「マルチサイト統合モジュール」で、管理者は現場のKPIを比較
し、最良の実績を作業に生かしていくことができます。（ベンチ
マーキング）

利用可能時間
負荷時間

計画した
休止時間

操作時間
(利用可能性)

休止時間
損失

実質操作時間
(実績)
可変操作時間
(品質)

速度
損失
品質
損失
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作業スケジュール管理

MONTH

リアルタイム作業スケジュール

プランナーは煩雑な作業を、WeaveMaster を使って画像を用いた
プランボードで行えます。スタイルのデータベースとモニタリン
グシステムが統合し、全ての指図とたて糸に必要な時間がプラン
ボードで自動的に計算されます。そしてこの計算された時間は、実
際の速度や効率、停止レベルなどリアルタイムの情報に基づいて
アップデートされます。
WeaveMasterのスケジュールソフトは複数のプランにも対応してい
ます。たて糸計画が一つだけの工場もありますが、テリー織りのバ
スタオルや調度用布地を織るような会社では、複数のたて糸の計
画とフォローアップが必要です。
プランナーは「ドラッグアンドドロップ」をするだけで、糸をたて
糸に割り当てたり計画を立て直したり他の織機へ振り分けたり
できます。製品指図は手入力するか、ERPシステムからダウンロ
ードすることができます。
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Planboard
糸必要量レポート

たて糸切れ予測と糸必要量計算
織 機 に 架 か っ て い る 糸 の 量 とリ ア ル タ イム 情 報 か
ら、WeaveMaster で「いつどのたて糸が必要になるか」を正確に
知ることができます。また、これによりシステムでたて糸準備部
門の製造計画を遡って予測できます。
スタイルは、糸の収縮や廃棄要因だけでなく、糸のタイプや糸カ
ウント、糸タイプごとの糸本数／ピックも定義づけされているの
で、WeaveMaster は、たて糸の必要量もよこ糸の必要量も計算で
きます。消費量のレポートは、たて糸を倉庫から織機室に移送す
る際に役立ちます。

203272

糸から完成品までのトレース

糸在庫管理
糸在庫管理ソフトはWeaveMaster の計画ソフトと統合しています。

糸在庫レポート
追跡レポート

このソフトの一番の特長は、技術的な情報も商取引の情報も含
んだ糸の受渡契約を管理することです。糸を工場で受け入れると
きには契約に対しての糸量が記録され、原糸の在庫に追加され
ます。そして糸の識別、ロット番号、工場の場所を示すバーコード
ラベルが印刷されます。
WeaveMaster から原糸と先染糸の必要量が分かるので、染色ロッ
トだけでなく、たて糸、原糸のよこ糸の予約もできます。
糸の消費量は、糸が準備または製織部門に入るときに、箱のバー
コードラベルを読むことで登録されます。

トレーサビリティー
モニタリングシステムと糸在庫管理を統合して、たて糸停止とよこ
糸停止がどの糸、ロット、仕入業者のものなのかを割り出すことが
できます。またWeaveMasterではどの糸がたて糸やよこ糸に使われ
たのかが分かるので、完全に糸をトレースすることができます。工
場で生産されるどの生地についても、使われたロット、停止レベル、
品質情報をレポートできます。
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工場内の伝達

デジタルサイネージ
WeaveMaster はDID（デジタル情報ディスプレイ）を用いて、現在
の稼働率、品質レベル、たて糸終了、玉揚げ予測などを工場内に
迅速で効果的に伝達することができます。

工場での大型画面 (DID)
WeaveMaster からの文字メッセージ

DIDは、画面を次のように柔軟に設定できます：
•
•
•
•

表示すべきデータ
テキストフォント/サイズ/色
機械のグループ/部門
更新間隔

警告処理 & メッセージ
「警告処理」ソフトは、選択したパラメータやKPIと設定済みの異
常範囲とを継続的に比較します。
ソフトは、
「警告状態」が検出されるとすぐに特定の人にメールを
送ったりデータユニットに警告メッセージを送ったりします。これ
によりデータユニットのランプは点灯し、データユニットと織機の
ターミナル画面にはメッセージが表示されます。また、メッセージ
を受け取った人が一定期間内に反応しなければ、メッセージを他
の人に送るというような追加設定もできます。
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織機上生布検反

織機上検反
WeaveMaster は、QualiMaster 織機上検反アプリケーションで等
外品リスクを削減することができます。ロビングの検反者は、デ
ータユニットを使って欠点コードを入力したり「欠点なし」と判
定したりします。どちらの情報もピックカウンターに自動的に関
連付けられ、生地マップが作成されます。

欠点写真付き生地マップ（Cyclops）
バッチ動作のCyclopsスキャナ

もちろん全自動の織機上検反装置サイクロプスも、WeaveMasterと
統合できます。
システムは、欠点と織機停止の頻度から生地の品質を予測します。
等外品が出ると警告メッセージを出し、玉揚げの時に品質アドバ
イスを表示します。

生機検反
生機検反では、検反台にタッチスクリーン式の入力端末（QT)を
取り付けます。QTが測長計と接続されると、Windowsベースの欠
点入力が可能になります。欠点コードは画面上にボタンで示され、
検反者は対応するボタンをタップするだけで入力できます。画面
はユーザーに見やすくレイアウトされ、情報はそれぞれの地域の
言語で表示されます。
検反中は生地マップは常に表示され、検反ターミナル上でいつで
も等級計算ができます。

検反テーブル上のQT
等級概要レポート

検反機はQualiMaster (クオリマスター）資料A00528をご請求下さい。QT (クオリティターミナル）資料A０1001をご請求ください。
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エネルギー監視

エネルギー消費監視とレポート

電力傾向と選択した織機の圧縮空気消費
スタイルごとの電力と圧縮空気消費

WeaveMaster MESシステムは、EnergyMaster を一緒に利用する
ことで工場内のエネルギー利用を最少に抑え、さらに強力なツー
ルとなります。監視と目標の仕組みに従って、電気、ガス、圧縮空
気、水、蒸気など様々なエネルギー消費量が図表化され、分析と
最適化に利用できます。
エネルギーメーターは機械のデータユニットに接続され、エネル
ギーデータがMESデータ収集ネットワーク経由でサーバーに送ら
れます。データ収集のために設備を追加する必要はありません。
製造データとエネルギー消費情報を結びつけると、指図や製品
ごとにエネルギー関係の要素を評価することができるので、大
変有用です。

工場での環境所作
温度湿度センサー
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温度湿度監視
製 織工程における品質にとって、環境条 件は非常に重要で
す。WeaveMaster は、工場内で室内環境を監視できるように機能
を拡張することができます。
温度と湿度のセンサーを装備したBMSvisionの環境監視ソリュ
ーションを、データユニットやソフトのモジュールに接続します。
すると実際の温度と湿度がPlantViewに表示され、トレンドレポ
ートでは効率と停止レベルが温度と湿度に対し時間の関数として
比較されます。

エネルギー管理ソフトの全ての概要についてはEnergyMaster (エナジーマスター)資料A00622 をご請求ください。

203272

準備と仕上部門監視

DU11たて糸指図状況画面
たて糸準備機械のDU11

たて糸準備部門
WeaveMasterは整経部門やサイジング部門でも利用できます。整
経機を監視すると、部門ごとの糸切れ分析レポートやサイジング
速度のグラフなどが作成できます。そしてこれらのデータに基づ
いて、監視システムでたて糸履歴レポートが作成されます。
準備部門の計画作成も重要です。製織工程でたて糸終了が予測さ
れると、システムにより利用可能なたて糸が準備されます。これは
整経とサイジング計画の基本です。ここで整経ビームタグが印刷
され、たて糸の正しい長さが自動的に決定されます。
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仕上部門

WeaveMaster をERPシステムと組み合わせると、仕上げ部門全体
を視覚化できます。ERPシステムのデータベースのルーティング
情報に基づいてそれぞれの工程で製造指図が出され、Planboardで
スケジュール管理を行います。
個々の仕上げラインにはバーコードスキャナーを備えたデータ
ユニットを取り付けます。作業者は仕上げ作業を始める前に、バ
ーコード化された経路カードをスキャンしてバッチナンバーと工
程コードを識別します。機械番号は、日時と共に自動的にバッチ
履歴に追加されます。
エクスポート機能を通じて、WeaveMasterはそれぞれの仕上げバッ
チの状況をERPスステムに継続的にアップデートします。

仕上機上のDU11
DU11仕上指図状況画面
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リファレンス
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WeaveMaster モジュール概念
監視とレポート
リアルタイムデータ収集

準備と仕上
監視とレポート

レポートと式作成
キー効率指標（OEE)

スケジュールとオーダーフォローアップ
リアルタイム画像掲示板
タグ印刷

スケジューリング

指図状況レポート

タグ印刷

糸必要量計算

エネルギー監視
消費分析と最適化
スタイルと指図ごとのコスト

ERPインターフェース
MESデータベース

環境監視

指図／スタイルデータからのダウンロード
指図工程のアップロード
製造情報転送

検反
タッチ画面端末(QT)
最適カット

糸在庫管理
203272

糸契約管理
たて糸とよこ糸予約

トレーサビリティ

染色ロットの計画とフォロー

糸ロットから完成布地まで
トレースバック/フォワード
どこで使用したか
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