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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止
情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得手段と、
　前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停
止原因受付手段と、
　少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情報および
前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付手段と、
　複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報
を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、
　前記表示制御手段が、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該
停止に連動して停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成
し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行い、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得手段は、前記停止情報として、強制停止、不具合停止、搬入待停止、
および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記表示制御手段は、前記停止原因受付手段による停止原因情報の受け付けに際して、
各停止情報に基づいて生成された、前記表示画面における各停止状態を示す表示領域に対



(2) JP 4128996 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

応付けて、停止原因情報の入力用領域を表示すると共に、前記分類情報に応じた識別情報
を前記表示領域に対応付けて表示し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて上流側からｎ番目の生産設備に
関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上流側からｎ
＋１番目の生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付けた場合、
　前記関連付手段は、さらに、前記強制停止または不具合停止を示した分類情報と、前記
搬入待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示制御手段は、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトを表示画面に表示
し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ＋１番目の生産設備よりも下流側に
配された生産設備であって、かつ、前記ｎ＋１番目の生産設備から連続して配された生産
設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付けることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止
情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得手段と、
　前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停
止原因受付手段と、
　少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情報および
前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付手段と、
　複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報
を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、
　前記表示制御手段が、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該
停止に連動して停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成
し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行い、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得手段は、前記停止情報として、強制停止、不具合停止、搬入待停止、
および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記停止原因受付手段は、前記停止原因情報として前記分類情報の入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記停止原因情報の入力の受け付けに際して、各停止情報に基づ
いて生成された、前記表示画面における停止状態を示した各表示領域に対応付けて、停止
原因情報の入力用領域を表示すると共に、該入力用領域に、前記分類情報に応じた情報を
表示し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて上流側からｎ番目の生産設備に
関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上流側からｎ
＋１番目の生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付けた場合、
　前記関連付手段は、さらに、前記強制停止または不具合停止を示した分類情報と、前記
搬入待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示制御手段は、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトを表示画面に表示
し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ＋１番目の生産設備よりも下流側に
配された生産設備であって、かつ、前記ｎ＋１番目の生産設備から連続して配された生産
設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付けることを特徴とする情報処理装置。
【請求項３】
　生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止
情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得手段と、
　前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停
止原因受付手段と、
　少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情報および
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前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付手段と、
　複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報
を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、
　前記表示制御手段が、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該
停止に連動して停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成
し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行い、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得手段は、前記停止情報として、強制停止、不具合停止、搬入待停止、
および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記表示制御手段は、前記停止原因受付手段による停止原因情報の受け付けに際して、
各停止情報に基づいて生成された、前記表示画面における各停止状態を示す表示領域に対
応付けて、停止原因情報の入力用領域を表示すると共に、前記分類情報に応じた識別情報
を前記表示領域に対応付けて表示し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて上流側からｎ番目の生産設備に
関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上流側からｎ
－１番目の生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を受け付けた場合、
　前記関連付手段は、さらに、前記強制停止または不具合停止を示した分類情報と、前記
搬出待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示制御手段は、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトと共に表示画面に
表示し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ－１番目の生産設備よりも上流側に
配された生産設備であって、かつ、前記ｎ－１番目の生産設備から連続して配された生産
設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を受け付けることを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止
情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得手段と、
　前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停
止原因受付手段と、
　少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情報および
前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付手段と、
　複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報
を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、
　前記表示制御手段が、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該
停止に連動して停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成
し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行い、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得手段は、前記停止情報として、強制停止、不具合停止、搬入待停止、
および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記停止原因受付手段は、前記停止原因情報として前記分類情報の入力を受け付け、
　前記表示制御手段は、前記停止原因情報の入力の受け付けに際して、各停止情報に基づ
いて生成された、前記表示画面における停止状態を示した各表示領域に対応付けて、停止
原因情報の入力用領域を表示すると共に、該入力用領域に、前記分類情報に応じた情報を
表示し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて上流側からｎ番目の生産設備に
関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上流側からｎ
－１番目の生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を受け付けた場合、
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　前記関連付手段は、さらに、前記強制停止または不具合停止を示した分類情報と、前記
搬出待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示制御手段は、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトと共に表示画面に
表示し、
　さらに、前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ－１番目の生産設備よりも上流側に
配された生産設備であって、かつ、前記ｎ－１番目の生産設備から連続して配された生産
設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を受け付けることを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　前記記憶装置には、前記分類情報毎に、１つ以上の停止原因情報が記憶されており、
　前記停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け付
けた場合、前記表示制御手段は、前記記憶された停止原因情報を選択可能にリスト表示す
ることを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記記憶装置に対し、停止原因情報を登録する登録手段を備えることを特徴とする請求
項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記選択された停止原因情報の選択回数を、生産設備毎に集計する集計手段を備え、
　前記表示制御手段は、リスト表示時に、選択回数の多い順に停止原因情報を表示画面に
表示することを特徴とする請求項５または６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記記憶装置には、前記分類情報毎に、１つ以上の処置内容情報を示す情報が記憶され
ており、
　前記停止情報に関連する処置内容情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け付
けた場合、前記表示制御手段は、前記記憶された処置内容情報を選択可能にリスト表示す
ることを特徴とする請求項１から４の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記記憶装置に対し、処置内容情報を登録する登録手段を備えることを特徴とする請求
項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記選択された処置内容情報の選択回数を、生産設備毎に集計する集計手段を備え、
　前記表示制御手段は、リスト表示時に、選択回数の多い順に処置内容情報を表示画面に
表示することを特徴とする請求項８または９に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　全ての停止情報に関連する停止原因情報の入力が完了したか否かを判定する判定手段を
備え、
　入力が完了していないと判定された場合、前記表示制御手段は、表示画面に所定の警告
を表示することを特徴とする請求項１から１０の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　全ての停止情報に関連する停止原因情報の入力が完了したか否かを判定する判定手段と
、
　前記入力が完了していないと判定された場合、警告音を発生する警告音発生手段とを備
えることを特徴とする請求項１から１０の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　作業員を識別する識別情報の入力を受け付ける識別情報受付手段と、
　各作業員を識別する識別情報と、各作業員が担当する生産設備を示す情報とを対応付け
て記憶したサーバ装置から、前記受け付けた識別情報に基づいて、生産設備を示す情報を
取得する担当情報取得手段とを備え、
　前記表示制御手段は、前記取得された情報に示された生産設備に関し、前記記憶された
前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる
ことを特徴とする請求項１から１２の何れか１項に記載の情報処理装置。
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【請求項１４】
　前記サーバ装置には、さらに、各作業員の担当時間を示した担当時間情報が記憶されて
おり、
　前記担当情報取得手段は、さらに、前記受け付けた識別情報に基づいて、前記担当時間
情報を取得し、
　前記表示制御手段は、特定された担当時間に関する、前記記憶された前記稼動情報およ
び前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させることを特徴とする
請求項１３に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　請求項１から１４の何れか１項に記載の情報処理装置と、
　前記稼動情報および前記停止情報に基づいて前記分類情報を生成すると共に、この生成
した分類情報を前記情報処理装置に送信する分類情報生成装置とを備えることを特徴とす
る稼動状況管理装置。
【請求項１６】
　情報処理装置における情報処理方法であって、
　前記情報処理装置が備える稼動状況取得手段が、生産ラインにおける生産設備の稼動を
示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動
状況取得ステップと、
　前記情報処理装置が備える停止原因受付手段が、前記生産設備の停止の原因を示した停
止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停止原因受付ステップと、
　前記情報処理装置が備える関連付手段が、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報
を関連付けると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関
連付ステップと、
　前記情報処理装置が備える表示制御手段が、複数の生産設備に関する、前記記憶された
前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる
とともに、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該停止に連動し
て停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成し、該描画デ
ータに基づいて表示画面の表示を行う表示ステップとを含み、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、前記停止情報として、強制停
止、不具合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記停止原因受付手段による停止原因情報
の受け付けに際して、各停止情報に基づいて生成された、前記表示画面における各停止状
態を示す表示領域に対応付けて、停止原因情報の入力用領域を表示すると共に、前記分類
情報に応じた識別情報を前記表示領域に対応付けて表示し、
　さらに、前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて
上流側からｎ番目の生産設備に関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受
け付けると共に、上流側からｎ＋１番目の生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を
受け付けた場合、
　前記関連付ステップにて前記関連付手段が、さらに、前記強制停止または不具合停止を
示した分類情報と、前記搬入待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェ
クトを表示画面に表示し、
　さらに、前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ＋１
番目の生産設備よりも下流側に配された生産設備であって、かつ、前記ｎ＋１番目の生産
設備から連続して配された生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付けること
を特徴とする情報処理方法。
【請求項１７】
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　情報処理装置における情報処理方法であって、
　前記情報処理装置が備える稼動状況取得手段が、生産ラインにおける生産設備の稼動を
示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動
状況取得ステップと、
　前記情報処理装置が備える停止原因受付手段が、前記生産設備の停止の原因を示した停
止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停止原因受付ステップと、
　前記情報処理装置が備える関連付手段が、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報
を関連付けると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関
連付ステップと、
　前記情報処理装置が備える表示制御手段が、複数の生産設備に関する、前記記憶された
前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる
とともに、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該停止に連動し
て停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成し、該描画デ
ータに基づいて表示画面の表示を行う表示ステップとを含み、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、前記停止情報として、強制停
止、不具合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記停止原因受付ステップにて前記停止原因受付手段が、前記停止原因情報として前記
分類情報の入力を受け付け、
　前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記停止原因情報の入力の受け付けに際し
て、各停止情報に基づいて生成された、前記表示画面における停止状態を示した各表示領
域に対応付けて、停止原因情報の入力用領域を表示すると共に、該入力用領域に、前記分
類情報に応じた情報を表示し、
　さらに、前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて
上流側からｎ番目の生産設備に関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受
け付けると共に、上流側からｎ＋１番目の生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を
受け付けた場合、
　前記関連付ステップにて前記関連付手段が、さらに、前記強制停止または不具合停止を
示した分類情報と、前記搬入待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェ
クトを表示画面に表示し、
　さらに、前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ＋１
番目の生産設備よりも下流側に配された生産設備であって、かつ、前記ｎ＋１番目の生産
設備から連続して配された生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付けること
を特徴とする情報処理方法。
【請求項１８】
　情報処理装置における情報処理方法であって、
　前記情報処理装置が備える稼動状況取得手段が、生産ラインにおける生産設備の稼動を
示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動
状況取得ステップと、
　前記情報処理装置が備える停止原因受付手段が、前記生産設備の停止の原因を示した停
止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停止原因受付ステップと、
　前記情報処理装置が備える関連付手段が、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報
を関連付けると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関
連付ステップと、
　前記情報処理装置が備える表示制御手段が、複数の生産設備に関する、前記記憶された
前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる
とともに、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該停止に連動し
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て停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成し、該描画デ
ータに基づいて表示画面の表示を行う表示ステップとを含み、
　さらに、外部からの指示による自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を
不具合停止、ワークの搬入待ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによ
る停止を搬出待停止とすると、
　前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、前記停止情報として、強制停
止、不具合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、
　前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記停止原因受付ステップにおける前記停
止原因受付手段による停止原因情報の受け付けに際して、各停止情報に基づいて生成され
た、前記表示画面における各停止状態を示す表示領域に対応付けて、停止原因情報の入力
用領域を表示すると共に、前記分類情報に応じた識別情報を前記表示領域に対応付けて表
示し、
　さらに、前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、生産ラインにおいて
上流側からｎ番目の生産設備に関し、前記強制停止または不具合停止を示す分類情報を受
け付けると共に、上流側からｎ－１番目の生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を
受け付けた場合、
　前記関連付ステップにて前記関連付手段が、さらに、前記強制停止または不具合停止を
示した分類情報と、前記搬出待停止を示す分類情報とを関連付け、
　前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェ
クトと共に表示画面に表示し、
　さらに、前記稼動状況取得ステップにて前記稼動状況取得手段が、さらに、前記ｎ－１
番目の生産設備よりも上流側に配された生産設備であって、かつ、前記ｎ－１番目の生産
設備から連続して配された生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を受け付けること
を特徴とする情報処理方法。
【請求項１９】
　請求項１から１４の何れか１項に記載の情報処理装置の各手段としてコンピュータを機
能させるためのプログラム。
【請求項２０】
　請求項１９に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生産ラインにおける生産設備の稼動状況を解析するための情報処理装置、稼
動状況管理装置、情報処理方法、プログラム、および、プログラムを記録したコンピュー
タ読み取り可能な記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、生産ラインにおける生産設備の稼動状況を解析するために、生産設備の停止
原因と、該停止に対する処置内容との入力を受け付け、これらを時系列的に管理する稼動
状況管理装置が知られている。
【０００３】
　特許文献１および２には、上記稼動状況管理装置に相当する装置が開示されている。
【０００４】
　具体的には、特許文献１には、生産設備のトラブルデータを含む停止データを受信する
受信手段と、トラブルの内容を入力する入力手段とを備え、生産設備がトラブルにより停
止したと判断した場合、上記停止データと処置内容とを併せて時系列的に表示する装置が
開示されている。
【０００５】
　特許文献２には、稼動状況データに基づいて、設備の複数の停止原因とその停止の発生
時刻との関係を示すガンチャートを作成するガンチャート作成手段と、作成されたガンチ
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ャートを出力（表示）する表示手段とを備える装置が開示されている。
【特許文献１】特開２００１－６７１２３号公報（公開日：平成１３年３月１６日）
【特許文献２】特開２０００－１２３０８５号公報（公開日：平成１２年４月２８日）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、生産ラインにおいては、ある生産設備の稼動が停止すると、この停止に起因
して、他の生産設備の稼動が停止するといった状況が起こる。つまり、連鎖的に生産設備
の稼動停止が発生する。
【０００７】
　しかしながら、上記特許文献１および２の装置では、少なくとも入力された停止原因の
情報を用いて、生産設備の稼動状況を解析する場合、１つの生産設備についての時系列に
沿った稼動状況しか表示できない。
【０００８】
　それゆえ、これらの装置では、ユーザは、各生産設備の稼動の停止が、どのように連動
して起こっているかを視覚的に判断しづらい。このため、ユーザが、上記のような連鎖的
な稼動停止を把握しようとすると、ユーザは、逐一表示画面を切り替える必要がある。
【０００９】
　したがって、上記の装置では、生産設備の稼動状況の解析には、手間がかかる。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、生産設備の稼動状
況の解析を容易とする情報処理装置、稼動状況管理装置、情報処理方法、プログラム、お
よび、プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を実現することにある
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る情報処理装置は、上記の課題を解決するため、生産ラインにおける生産設
備の稼動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取
得する稼動状況取得手段と、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、
生産設備毎に受け付ける停止原因受付手段と、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情
報を関連付けると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる
関連付手段と、複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付
けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるととも
に、前記表示制御手段が、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当
該停止に連動して停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作
成し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行うことを特徴としている。
　なお、上記の課題を解決するため、情報処理装置を、生産ラインにおける生産設備の稼
動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する
稼動状況取得手段と、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設
備毎に受け付ける停止原因受付手段と、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関
連付けると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付
手段と、複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされ
た情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、前
記表示制御手段が、前記停止原因情報の入力を受け付けるコメントボックスを、前記停止
情報の描画に対応した位置に配した描画データを作成し、該描画データに基づいて表示画
面の表示を行うように構成してもよい。
【００１２】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段により、生産ラインにおける生産設備の稼動を
示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報が、生産設備毎に順次取得される。
また、停止原因受付手段により、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力
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が、生産設備毎に受け付けられる。さらに、関連付手段により、少なくとも前記停止情報
に前記停止原因情報が関連付けられると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報が
記憶装置に記憶される。
【００１３】
　これにより、記憶装置には、稼動情報、停止情報、および、該停止情報に関連した停止
原因情報が、生産設備毎に順次記憶される。
【００１４】
　そして、表示制御手段により、複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報
および前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に表示される。このため、
停止原因情報を用いて、生産設備の稼動状況を解析する際に、複数の生産設備の稼動状況
に関する時系列に沿った表示を行うことができる。
【００１５】
　それゆえ、生産ラインにおいて各生産設備の稼動の停止が、どのように連動して起こっ
ているかを判断できる。
【００１６】
　したがって、生産設備の稼動状況の解析を容易とする情報処理装置を提供できるという
効果を奏する。
【００１７】
　なお、上記の情報処理装置において、前記停止に対する処置内容を示した処置内容情報
の入力を、生産設備毎に受け付ける処置内容受付手段を備え、前記関連付手段は、さらに
、前記処置内容情報を関連付けるように構成してもよい。
【００１８】
　上記の構成によれば、処置内容受付手段により、前記停止に対する処置内容を示した処
置内容情報の入力が、生産設備毎に受け付けられる。
【００１９】
　さらに、関連付手段により、前記処置内容情報が関連付けられる。これにより、停止情
報に対して、停止原因情報と処置内容情報とが関連付けられる。
【００２０】
　したがって、表示制御手段により、処置内容についても、時系列で、併せて表示画面に
表示させることができるという効果を奏する。
【００２１】
　また、上記の情報処理装置において、生産設備近辺の映像を示した映像情報であって、
前記各停止情報に対応した時間の映像を示した映像情報を、生産設備毎に外部から取得す
る映像情報取得手段を備え、前記関連付手段は、さらに、前記映像情報を関連付け、前記
停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け付けた場
合、前記表示制御手段は、該停止情報に対応した映像情報で示される映像を表示するよう
に構成してもよい。
【００２２】
　上記の構成によれば、映像情報取得手段により、生産設備近辺の映像を示した映像情報
であって、各停止情報に対応した時間の映像を示した映像情報が、生産設備毎に外部から
取得できる。
【００２３】
　また、関連付手段により、前記映像情報が関連付けられる。これにより、停止情報に対
して、停止原因情報と処置内容情報と映像情報とが関連付けられる。
【００２４】
　さらに、前記停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示
を受け付けた場合、表示制御手段により、該停止情報に対応した映像情報で示される映像
が表示される。
【００２５】
　それゆえ、生産設備を担当した作業員は、停止原因情報の入力の際に、情報処理装置に
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対して所定の指示を入力することにより、停止情報に対応した映像情報で示される映像を
視ることができる。
【００２６】
　したがって、作業員が、担当の作業が終了した後に停止原因情報を入力する場合であっ
ても、作業員は、映像を見ることにより、正確な停止原因情報を入力することが可能とな
るという効果を奏する。
【００２７】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、外部からの指示に
よる自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を不具合停止、ワークの搬入待
ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによる停止を搬出待停止とすると
、前記稼動状況取得手段は、前記停止情報として、強制停止、不具合停止、搬入待停止、
および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、前記表示制御手段は、前記停止原
因受付手段による停止原因情報の受け付けに際して、各停止情報に基づいて生成された、
前記表示画面における各停止状態を示す表示領域に対応付けて、停止原因情報の入力用領
域を表示すると共に、前記分類情報に応じた識別情報を前記表示領域に対応付けて表示す
ることを特徴としている。
【００２８】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段により、停止情報として、強制停止、不具合停
止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得できる。
【００２９】
　また、表示制御手段により、停止原因受付手段による停止原因情報の受け付けに際して
、各停止情報に基づいて生成された、前記表示画面における各停止状態を示す表示領域に
対応付けて、停止原因情報の入力用領域が表示されると共に、前記分類情報に応じた識別
情報が前記表示領域に対応付けて表示される。
【００３０】
　それゆえ、作業員は、停止原因情報の入力に際し、分類情報に応じた識別情報を参照す
ることができる。このため、作業員は、表示画面上において、各停止が、強制停止、不具
合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかであるかを識別できる。
【００３１】
　したがって、作業員が、担当の作業が終了した後に停止原因情報を入力する場合であっ
ても、作業員は、正確な停止原因情報を入力することが可能となるという効果を奏する。
【００３２】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、外部からの指示に
よる自設備の停止を強制停止、自設備の不具合による停止を不具合停止、ワークの搬入待
ちによる停止を搬入待停止、および、ワークの搬出待ちによる停止を搬出待停止とすると
、前記稼動状況取得手段は、前記停止情報として、強制停止、不具合停止、搬入待停止、
および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、前記停止原因受付手段は、前記停
止原因情報として前記分類情報の入力を受け付け、前記表示制御手段は、前記停止原因情
報の入力の受け付けに際して、各停止情報に基づいて生成された、前記表示画面における
停止状態を示した各表示領域に対応付けて、停止原因情報の入力用領域を表示すると共に
、該入力用領域に、前記分類情報に応じた情報を表示することを特徴としている。
【００３３】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段により、停止情報として、強制停止、不具合停
止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得できる。
【００３４】
　また、停止原因受付手段により、停止原因情報として前記分類情報の入力が受け付けら
れる。
【００３５】
　さらに、表示制御手段により、停止原因情報の入力の受け付けに際して、各停止情報に
基づいて生成された、前記表示画面における停止状態を示した各表示領域に対応付けて、



(11) JP 4128996 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

停止原因情報の入力用領域が表示されると共に、該入力用領域に、前記分類情報に応じた
情報が表示される。
【００３６】
　つまり、作業員の入力を行うことなく、分類情報に応じた情報が、自動的に停止原因情
報として入力される。
【００３７】
　したがって、作業員の入力の手間を省くことができると共に、正確な停止原因情報の入
力が可能となるという効果を奏する。
【００３８】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記稼動状況取得
手段が、生産ラインにおいて上流側からｎ番目の生産設備に関し、前記強制停止または不
具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上流側からｎ＋１番目の生産設備に関し、
搬入待停止を示す分類情報を受け付けた場合、前記関連付手段は、さらに、前記強制停止
または不具合停止を示した分類情報と、前記搬入待停止を示す分類情報とを関連付け、前
記表示制御手段は、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトを表示画面に表示する
ことを特徴としている。
【００３９】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段が、上記ｎ番目の生産設備に関し強制停止また
は不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上記ｎ＋１番目の生産設備に関し搬入
待停止を示す分類情報を受け付けた場合、関連付手段により、さらに、前記強制停止また
は不具合停止を示した分類情報と、前記搬入待停止を示す分類情報とが関連付けられる。
【００４０】
　また、表示制御手段により、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトが表示画面
に表示される。
【００４１】
　それゆえ、作業員が停止原因情報を入力する場合には、作業員は、表示画面上において
、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備
と、該停止の影響を被って停止した一つ下流側の生産設備との関係をより明確に把握でき
る。また、生産ラインの管理者が、生産設備の稼動状況を解析する場合にも、管理者は、
表示画面上において、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合によ
り停止した生産設備と、該停止の影響を被って停止した一つ下流側の生産設備との関係を
より明確に把握できる。
【００４２】
　したがって、何れの場合においても、外部からの指示により停止した生産設備または自
設備の不具合により停止した生産設備と、該停止の影響を被って停止した一つ下流側の生
産設備との関係をより明確に把握できるという効果を奏する。
【００４３】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記稼動状況取得
手段が、さらに、前記ｎ＋１番目の生産設備よりも下流側に配された生産設備であって、
かつ、前記ｎ＋１番目の生産設備から連続して配された生産設備に関し、搬入待停止を示
す分類情報を受け付けることを特徴としている。
【００４４】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段により、前記ｎ＋１番目の生産設備よりも下流
側に配された生産設備であって、かつ、前記ｎ＋１番目の生産設備から連続して配された
生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報が受け付けられる。
【００４５】
　したがって、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合により停止
した生産設備と、該停止の影響を被って停止した下流側の複数の生産設備との関係をより
明確に把握できるという効果を奏する。
【００４６】
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　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記稼動状況取得
手段が、生産ラインにおいて上流側からｎ番目の生産設備に関し、前記強制停止または不
具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上流側からｎ－１番目の生産設備に関し、
搬出待停止を示す分類情報を受け付けた場合、前記関連付手段は、さらに、前記不具合停
止を示した分類情報と、前記搬出待停止を示す分類情報とを関連付け、前記表示制御手段
は、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトと共に表示画面に表示することを特徴
としている。
【００４７】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段が、上記ｎ番目の生産設備に関し強制停止また
は不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上記ｎ－１番目の生産設備に関し搬出
待停止を示す分類情報を受け付けた場合、関連付手段により、さらに、前記強制停止また
は不具合停止を示した分類情報と、前記搬出待停止を示す分類情報とが関連付けられる。
【００４８】
　それゆえ、作業員が停止原因情報を入力する場合には、作業員は、表示画面上において
、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備
と、該停止の影響を被って停止した一つ上流側の生産設備との関係をより明確に把握でき
る。また、生産ラインの管理者が、生産設備の稼動状況を解析する場合にも、管理者は、
表示画面上において、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合によ
り停止した生産設備と、該停止の影響を被って停止した一つ上流側の生産設備との関係を
より明確に把握できる。
【００４９】
　したがって、何れの場合においても、外部からの指示により停止した生産設備または自
設備の不具合により停止した生産設備と、該停止の影響を被って停止した一つ上流側の生
産設備との関係をより明確に把握できるという効果を奏する。
【００５０】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記稼動状況取得
手段が、さらに、前記ｎ－１番目の生産設備よりも上流側に配された生産設備であって、
かつ、前記ｎ－１番目の生産設備から連続して配された生産設備に関し、搬出待停止を示
す分類情報を受け付けることを特徴としている。
【００５１】
　上記の構成によれば、稼動状況取得手段により、前記ｎ－１番目の生産設備よりも上流
側に配された生産設備であって、かつ、前記ｎ－１番目の生産設備から連続して配された
生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報が受け付けられる。
【００５２】
　したがって、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合により停止
した生産設備と、該停止の影響を被って停止した上流側の複数の生産設備との関係をより
明確に把握できるという効果を奏する。
【００５３】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記記憶装置には
、前記分類情報毎に、１つ以上の停止原因情報が記憶されており、前記停止情報に関連す
る停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け付けた場合、前記表示制御
手段は、前記記憶された停止原因情報を選択可能にリスト表示することを特徴としている
。
【００５４】
　上記の構成によれば、記憶装置には、分類情報毎に、１つ以上の停止原因情報が記憶さ
れている。
【００５５】
　また、停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け
付けた場合、表示制御手段により、前記記憶された停止原因情報が選択可能にリスト表示
される。
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【００５６】
　したがって、作業員が、上記所定の指示を入力することにより、簡易に停止原因情報を
入力することが可能となるという効果を奏する。
【００５７】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記記憶装置に対
し、停止原因情報を登録する登録手段を備えることを特徴としている。
【００５８】
　上記の構成によれば、登録手段により、記憶装置に対し、停止原因情報を登録すること
ができる。
【００５９】
　したがって、作業員または管理者は、新たな停止原因情報を追加することが可能となる
という効果を奏する。
【００６０】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記選択された停
止原因情報の選択回数を、生産設備毎に集計する集計手段を備え、前記表示制御手段は、
リスト表示時に、選択回数の多い順に停止原因情報を表示画面に表示することを特徴とし
ている。
【００６１】
　上記の構成によれば、集計手段により、前記選択された停止原因情報の選択回数が、生
産設備毎に集計される。
【００６２】
　また、表示制御手段により、リスト表示時に、選択回数の多い順に停止原因情報が表示
画面に表示される。つまり、作業員が多く選択した順に、停止原因情報が表示される。
【００６３】
　したがって、作業員は、停止原因情報が選択回数の多い順に並んでいない場合に比べて
、停止原因情報の選択を迅速に行うことが可能となるという効果を奏する。
【００６４】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記記憶装置には
、前記分類情報毎に、１つ以上の処置内容情報を示す情報が記憶されており、前記停止情
報に関連する処置内容情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け付けた場合、前
記表示制御手段は、前記記憶された処置内容情報を選択可能にリスト表示することを特徴
としている。
【００６５】
　上記の構成によれば、記憶装置には、分類情報毎に、１つ以上の処置内容情報が記憶さ
れている。
【００６６】
　また、停止情報に関連する処置内容情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け
付けた場合、表示制御手段により、前記記憶された処置内容情報が選択可能にリスト表示
される。
【００６７】
　したがって、作業員が、上記所定の指示を入力することにより、簡易に処置内容情報を
入力することが可能となるという効果を奏する。
【００６８】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記記憶装置に対
し、処置内容情報を登録する登録手段を備えることを特徴としている。
【００６９】
　上記の構成によれば、登録手段により、記憶装置に対し、処置内容情報を登録すること
ができる。
【００７０】
　したがって、作業員または管理者は、新たな処置内容情報を追加することが可能となる
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という効果を奏する。
【００７１】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記選択された処
置内容情報の選択回数を、生産設備毎に集計する集計手段を備え、前記表示制御手段は、
リスト表示時に、選択回数の多い順に処置内容情報を表示画面に表示することを特徴とし
ている。
【００７２】
　上記の構成によれば、集計手段により、前記選択された処置内容情報の選択回数が、生
産設備毎に集計される。
【００７３】
　また、表示制御手段により、リスト表示時に、選択回数の多い順に処置内容情報が表示
画面に表示される。つまり、作業員が多く選択した順に、処置内容情報が表示される。
【００７４】
　したがって、作業員は、処置内容情報が選択回数の多い順に並んでいない場合に比べて
、処置内容情報の選択を迅速に行うことが可能となるという効果を奏する。
【００７５】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、全ての停止情報に
関連する停止原因情報の入力が完了したか否かを判定する判定手段を備え、入力が完了し
ていないと判定された場合、前記表示制御手段は、表示画面に所定の警告を表示すること
を特徴としている。
【００７６】
　上記の構成によれば、判定手段により、全ての停止情報に関連する停止原因情報の入力
が完了したか否かが判定される。
【００７７】
　また、入力が完了していないと判定された場合、表示制御手段により、表示画面に所定
の警告が表示される。
【００７８】
　したがって、作業員による停止原因情報の入力漏れを防止することが可能となるという
効果を奏する。
【００７９】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、全ての停止情報に
関連する停止原因情報の入力が完了したか否かを判定する判定手段と、前記入力が完了し
ていないと判定された場合、警告音を発生する警告音発生手段とを備えることを特徴とし
ている。
【００８０】
　上記の構成によれば、判定手段により、全ての停止情報に関連する停止原因情報の入力
が完了したか否かが判定される。
【００８１】
　前記入力が完了していないと判定された場合、警告音発生により、警告音が発せられる
。
【００８２】
　したがって、作業員による停止原因情報の入力漏れを防止することが可能となるという
効果を奏する。
【００８３】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、作業員を識別する
識別情報の入力を受け付ける識別情報受付手段と、各作業員を識別する識別情報と、各作
業員が担当する生産設備を示す情報とを対応付けて記憶したサーバ装置から、前記受け付
けた識別情報に基づいて、生産設備を示す情報を取得する担当情報取得手段とを備え、前
記表示制御手段は、前記取得された情報に示された生産設備に関し、前記記憶された前記
稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させること



(15) JP 4128996 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

を特徴としている。
【００８４】
　上記の構成によれば、識別情報受付手段により、作業員を識別する識別情報の入力が受
け付けられる。
【００８５】
　また、担当情報取得手段により、各作業員を識別する識別情報と、各作業員が担当する
生産設備を示す情報とを対応付けて記憶したサーバ装置から、前記受け付けた識別情報に
基づいて、生産設備を示す情報が取得される。
【００８６】
　さらに、表示制御手段により、前記取得された情報に示された生産設備に関し、前記記
憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に表
示される。つまり、識別情報で特定される作業員が担当した生産設備に関し、前記記憶さ
れた前記稼動情報および前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に表示さ
れる。
【００８７】
　それゆえ、上記の作業員が、少なくとも停止原因情報を入力する際には、該作業員が担
当した生産設備以外の稼動情報および前記関連付けされた情報は、表示画面には表示され
ない。
【００８８】
　したがって、作業員の迅速な情報の入力が可能となるという効果を奏する。
【００８９】
　また、本発明に係る情報処理装置は、上記の情報処理装置において、前記サーバ装置に
は、さらに、各作業員の担当時間を示した担当時間情報が記憶されており、前記担当情報
取得手段は、さらに、前記受け付けた識別情報に基づいて、前記担当時間情報を取得し、
前記表示制御手段は、特定された担当時間に関する、前記記憶された前記稼動情報および
前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させることを特徴としてい
る。
【００９０】
　上記の構成によれば、サーバ装置には、さらに、各作業員の担当時間を示した担当時間
情報が記憶されており、担当情報取得手段により、前記受け付けた識別情報に基づいて、
前記担当時間情報が取得される。
【００９１】
　また、表示制御手段により、特定された担当時間に関する、前記記憶された前記稼動情
報および前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に表示される。
【００９２】
　それゆえ、上記の作業員が、少なくとも停止原因情報を入力する際には、該作業員が担
当した時間以外の稼動情報および前記関連付けされた情報は、表示画面には表示されない
。
【００９３】
　したがって、作業員の迅速な情報の入力が可能となるという効果を奏する。
【００９４】
　本発明に係る稼動状況管理装置は、上記の課題を解決するために、上記の情報処理装置
と、前記稼動情報および前記停止情報に基づいて前記分類情報を生成すると共に、この生
成した分類情報を前記情報処理装置に送信する分類情報生成装置とを備えることを特徴と
している。
【００９５】
　上記の構成によれば、分類情報生成装置により、前記稼動情報および前記停止情報に基
づいて前記分類情報が生成されると共に、この生成された分類情報が前記情報処理装置に
送信される。それゆえ、情報処理装置は、分類情報を受け付けることができる。
【００９６】
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　したがって、分類情報を生成すると共に、この分類情報を用いて、該分類情報に応じた
識別情報を上記表示領域に対応付けて表示すること、あるいは、上記入力用領域に分類情
報に応じた情報を表示することが可能な稼動状況管理装置を提供できるという効果を奏す
る。
【００９７】
　なお、上記の課題を解決するため、情報処理装置における情報処理方法は、前記情報処
理装置が備える稼動状況取得手段が、生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情
報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得ステ
ップと、前記情報処理装置が備える停止原因受付手段が、前記生産設備の停止の原因を示
した停止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停止原因受付ステップと、前記情報
処理装置が備える関連付手段が、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付け
ると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付ステッ
プと、前記情報処理装置が備える表示制御手段が、複数の生産設備に関する、前記記憶さ
れた前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示さ
せる表示ステップとを含むとともに、前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記停
止原因情報の入力を受け付けるコメントボックスを、前記停止情報の描画に対応した位置
に配した描画データを作成し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行うように構成
してもよい。
【００９８】
　上記の方法によれば、稼動状況取得ステップにより、生産ラインにおける生産設備の稼
動を示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報が、生産設備毎に順次取得され
る。また、停止原因受付ステップにより、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情
報の入力が、生産設備毎に受け付けられる。さらに、関連付ステップにより、少なくとも
前記停止情報に前記停止原因情報が関連付けられると共に、前記稼動情報および前記関連
付けた情報が記憶装置に記憶される。
【００９９】
　これにより、記憶装置には、稼動情報、停止情報、および、該停止情報に関連した停止
原因情報が、生産設備毎に順次記憶される。
【０１００】
　そして、表示ステップにより、複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報
および前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に表示される。このため、
停止原因情報を用いて、生産設備の稼動状況を解析する際に、複数の生産設備の稼動状況
に関する時系列に沿った表示を行うことができる。
【０１０１】
　それゆえ、生産ラインにおいて各生産設備の稼動の停止が、どのように連動して起こっ
ているかを判断できる。
【０１０２】
　したがって、生産設備の稼動状況の解析を容易とする情報処理方法を提供できるという
効果を奏する。
【０１０３】
　本発明に係るプログラムは、以上のように、上記情報処理装置の各手段としてコンピュ
ータを機能させるためのプログラムである。
【０１０４】
　したがって、上記プログラムをコンピュータシステムにロードすることによって、上記
情報処理装置をユーザに提供することが可能となるという効果を奏する。
【０１０５】
　本発明に係る記録媒体は、以上のように、上記プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体である。
【０１０６】
　したがって、上記記録媒体に記録されているプログラムをコンピュータシステムにロー



(17) JP 4128996 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

ドすることによって、上記情報処理装置をユーザに提供することが可能となるという効果
を奏する。
【発明の効果】
【０１０７】
　本発明に係る情報処理装置は、以上のように、生産ラインにおける生産設備の稼動を示
した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状
況取得手段と、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設備毎に
受け付ける停止原因受付手段と、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付け
ると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付手段と
、複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報
を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、前記表示
制御手段が、トラブルあるいは作業員により停止した生産設備の停止と、当該停止に連動
して停止した他の生産設備の停止とを、対応付けて表示する描画データを作成し、該描画
データに基づいて表示画面の表示を行う構成である。
　なお、情報処理装置を、生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情報および該
設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得手段と、前記生
産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、生産設備毎に受け付ける停止原因受
付手段と、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情
報および前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付手段と、複数の生産設備に関
する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せて
表示画面に表示させる表示制御手段とを備えるとともに、前記表示制御手段が、前記停止
原因情報の入力を受け付けるコメントボックスを、前記停止情報の描画に対応した位置に
配した描画データを作成し、該描画データに基づいて表示画面の表示を行うように構成し
てもよい。
【０１０８】
　したがって、生産設備の稼動状況の解析を容易とする情報処理装置を提供できるという
効果を奏する。
【０１０９】
　本発明に係る稼動状況管理装置は、以上のように、上記の情報処理装置と、前記稼動情
報および前記停止情報に基づいて前記分類情報を生成すると共に、この生成した分類情報
を前記情報処理装置に送信する分類情報生成装置とを備える構成である。
【０１１０】
　したがって、分類情報を生成すると共に、この分類情報を用いて、該分類情報に応じた
識別情報を上記表示領域に対応付けて表示すること、あるいは、上記入力用領域に分類情
報に応じた情報を表示することが可能な稼動状況管理装置を提供できるという効果を奏す
る。
【０１１１】
　なお、情報処理装置における情報処理方法は、前記情報処理装置が備える稼動状況取得
手段が、生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動情報および該設備の停止を示し
た停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼動状況取得ステップと、前記情報処理装置が
備える停止原因受付手段が、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を、
生産設備毎に受け付ける停止原因受付ステップと、前記情報処理装置が備える関連付手段
が、少なくとも前記停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情報およ
び前記関連付けた情報を記憶装置に記憶させる関連付ステップと、前記情報処理装置が備
える表示制御手段が、複数の生産設備に関する、前記記憶された前記稼動情報および前記
関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画面に表示させる表示ステップとを含むと
ともに、前記表示ステップにて前記表示制御手段が、前記停止原因情報の入力を受け付け
るコメントボックスを、前記停止情報の描画に対応した位置に配した描画データを作成し
、該描画データに基づいて表示画面の表示を行うように構成してもよい。
【０１１２】
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　したがって、生産設備の稼動状況の解析を容易とする情報処理方法を提供できるという
効果を奏する。
【０１１３】
　本発明に係るプログラムは、以上のように、上記情報処理装置の各手段としてコンピュ
ータを機能させるためのプログラムである。
【０１１４】
　したがって、上記プログラムをコンピュータシステムにロードすることによって、上記
情報処理装置をユーザに提供することが可能となるという効果を奏する。
【０１１５】
　本発明に係る記録媒体は、以上のように、上記プログラムを記録したコンピュータ読み
取り可能な記録媒体である。
【０１１６】
　したがって、上記記録媒体に記録されているプログラムをコンピュータシステムにロー
ドすることによって、上記情報処理装置をユーザに提供することが可能となるという効果
を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０１１７】
　本発明の一実施形態について図１ないし図２６に基づいて説明すると以下の通りである
。
【０１１８】
　図２は、本実施の形態に係る生産ライン管理システムの概略構成を示した図である。同
図に示すとおり、生産ライン管理システム１は、センサ１０ａ～１０ｃ、ＰＬＣ（progra
mable Logic controller）１１ａ～１１ｃ、ＰＬＣ１２ａ～１２ｃ、稼動状況管理装置１
６、ビデオカメラ１３、映像切出装置１４、および、サーバ装置１５を備えている。また
、稼動状況管理装置１６は、同図に示すとおり、停止原因分類装置（分類情報生成装置）
２０、入力装置２１、情報処理装置２３、表示装置２２、および、出力装置２４を備えて
いる。
【０１１９】
　各センサ（１０ａ～１０ｃ）は、同一の周期かつ同一時刻に、サンプリングを行う。
【０１２０】
　ここで、生産ライン管理システム１が管理する生産ラインは、複数の生産設備（同図で
は、一部の生産設備（Ｍ１・Ｍ２・Ｍ３）のみ図示）により構成されているものとする。
また、本実施の形態では、一人の作業員が複数の生産設備を担当するものとする。
【０１２１】
　さらに、各生産設備は、自装置の稼動を停止させるための停止ボタンを備えているもの
とする。さらに、各生産設備（Ｍ１・Ｍ２・Ｍ３）は、停止ボタンが押し下げられた状態
（つまり、停止状態）であるか否かを示す信号を、それぞれ、各ＰＬＣ（１２ａ・１２ｂ
・１２ｃ）に対して出力するものとする。つまり、各生産設備は、自生産設備が稼動を停
止させられたか否かを示す信号を出力する。また、上記信号は、各センサ（１０ａ～１０
ｃ）からの出力と同期した状態で出力される。つまり、上記信号は、各センサの出力と同
一の周期かつ同一時刻に出力される。
【０１２２】
　センサ１０ａは、生産設備Ｍ１と、この生産設備Ｍ１の１つ上流側の生産設備（図示せ
ず）との間に配置されている。センサ１０ａは、生産ライン上の所定の位置にワークが存
在するか否かを、所定の周期（サンプリング周期）で検知する。そして、センサ１０ａは
、ワークの有無を示す信号をＰＬＣ１１ａに対して、逐次出力する。
【０１２３】
　ＰＬＣ１１ａは、センサ１０ａからの出力を、逐次受け付ける。そして、ＰＬＣ１１ａ
は、上記受け付けた出力を、日時を示した日時情報と対応付ける。そして、ＰＬＣ１１ａ
は、この対応付けた情報（以下、第１対応付情報）を、稼動状況管理装置１６内の停止原
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因分類装置２０へ逐次送る。ここで、ワークが有ることを示す信号を受け付けた場合には
、ＰＬＣ１１ａは、例えば、図３に示すような第１対応付情報を停止原因分類装置２０へ
送る。一方、ワークがないことを示す信号を受け付けた場合には、ＰＬＣ１１ａは、例え
ば、図４に示すような第１対応付情報を停止原因分類装置２０へ送る。
【０１２４】
　なお、図３においては、ワークが有ることを示す「出力１」というデータが、日時情報
と対応付けられている。また、図４においては、ワークが無いことを示す「出力０」とい
うデータが、日時情報と対応付けられている。
【０１２５】
　センサ１０ｂは、生産設備Ｍ１と、生産設備Ｍ２との間に配置されている。センサ１０
ｂは、生産ライン上の所定の位置にワークが存在するか否かを、所定の周期で検知する。
そして、センサ１０ｂは、ワークの有無を示す信号をＰＬＣ１１ｂに対して、逐次出力す
る。
【０１２６】
　ＰＬＣ１１ｂは、センサ１０ｂからの出力を、逐次受け付ける。そして、ＰＬＣ１１ｂ
は、上記受け付けた出力を、日時を示した日時情報と対応付ける。そして、ＰＬＣ１１ｂ
は、この対応付けた情報（以下、第２対応付情報）を、稼動状況管理装置１６内の停止原
因分類装置２０へ逐次送る。なお、ＰＬＣ１１ｂが送る第２対応付情報は、ＰＬＣ１１ａ
が送る第１対応付情報と同じ形式の情報である。
【０１２７】
　センサ１０ｃは、生産設備Ｍ２と、この生産設備Ｍ２の１つ下流側の生産設備（図示せ
ず）の間に配置されている。センサ１０ｃは、生産ライン上の所定の位置にワークが存在
するか否かを、所定の周期で検知する。そして、センサ１０ｃは、ワークの有無を示す信
号をＰＬＣ１１ｃに対して、逐次出力する。
【０１２８】
　ＰＬＣ１１ｃは、センサ１０ｂからの出力を、逐次受け付ける。そして、ＰＬＣ１１ｃ
は、上記受け付けた出力を、日時を示した日時情報と対応付ける。そして、ＰＬＣ１１ｃ
は、この対応付けた情報（以下、第３対応付情報）を、稼動状況管理装置１６内の停止原
因分類装置２０へ逐次送る。なお、ＰＬＣ１１ｃが送る第３対応付情報は、ＰＬＣ１１ａ
および１１ｂが送る、第１および第２対応付情報と同じ形式の情報である。
【０１２９】
　ＰＬＣ１２ａは、生産設備Ｍ１から、生産設備Ｍ１が稼動を停止させられたか否かを示
す信号を、逐次受け付ける。そして、ＰＬＣ１２ａは、この受け付けた信号を、日時を示
した日時情報と対応付ける。そして、この対応付けた情報（以下、第４対応付情報）を、
稼動状況管理装置１６内の停止原因分類装置２０へ送る。ここで、稼動を停止させられた
ことを示す信号を受け付けた場合には、例えば、図５に示すような第４対応付情報を送る
。一方、稼動を停止させられたことを示していない信号を受け付けた場合には、例えば、
図６に示すような第４対応付情報を送る。
【０１３０】
　なお、図５においては、生産設備の稼動が停止させられていることを示す「出力１」と
いうデータが、日時情報と対応付けられている。また、図６においては、生産設備の稼動
が停止させられていないことを示す「出力０」というデータが、日時情報と対応付けられ
ている。
【０１３１】
　ＰＬＣ１２ｂは、生産設備Ｍ２から、生産設備Ｍ２が稼動を停止させられたか否かを示
す信号を、逐次受け付ける。そして、ＰＬＣ１２ｂは、この受け付けた信号を、日時を示
した日時情報と対応付ける。そして、この対応付けた情報（以下、第５対応付情報）を、
稼動状況管理装置１６内の停止原因分類装置２０へ送る。なお、ＰＬＣ１２ｂが送る第５
対応付情報は、ＰＬＣ１２ａが送る第４対応付情報と同じ形式の情報である。
【０１３２】
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　ＰＬＣ１２ｃは、生産設備Ｍ３から、生産設備Ｍ３が稼動を停止させられたか否かを示
す信号を、逐次受け付ける。そして、ＰＬＣ１２ｃは、この受け付けた信号を、日時を示
した日時情報と対応付ける。そして、この対応付けた情報（以下、第６対応付情報）を、
稼動状況管理装置１６内の停止原因分類装置２０へ送る。なお、ＰＬＣ１２ｃが送る第３
対応付情報は、ＰＬＣ１２ａおよび１２ｂが送る第４および第５対応付情報と同じ形式の
情報である。
【０１３３】
　ビデオカメラ１３は、生産ラインにおける生産設備近辺の映像（動画像）を撮影する。
さらに、ビデオカメラ１３は、この映像を、逐次、日時を示す日時情報と対応付ける。そ
して、ビデオカメラ１３は、日時情報が対応付された映像を映像切出装置１４に送る。
【０１３４】
　映像切出装置１４は、ビデオカメラから上記映像を受け付ける。そして、映像切出装置
１４は、稼動状況管理装置１６から所定の指示を受けた場合には、受け付けた映像から所
定の映像を切り出し、この切り出した映像を稼動状況管理装置１６に送る。
【０１３５】
　サーバ装置１５は、各作業員を識別する識別情報と、各作業員が担当する生産設備を示
す情報とを対応付けて記憶している。また、サーバ装置１５は、各作業員の識別情報に対
応付けて、各作業員の担当時間を示した担当時間情報を記憶している。
【０１３６】
　次に、稼動状況管理装置１６の各部（２０～２４）について説明する。
【０１３７】
　まず、停止原因分類装置２０について説明する。図７は、停止原因分類装置２０の構成
を示したブロック図である。同図に示すとおり、停止原因分類装置２０は、データ書込・
読出部（３０～３２）、データ格納部（３３～３５）、状態検出部３６、および、設備状
態特定部３７を備えている。
【０１３８】
　データ書込・読出部３０は、ＰＬＣ（１１ａ・１１ｂ・１１ｃ）から、ＰＬＣ毎に上記
第１～第３対応付情報を受け付ける。そして、データ書込・読出部３０は、この受け付け
た対応付情報を、順次、データ格納部３３に書き込む。
【０１３９】
　図８は、データ格納部３３に記憶された、一連の第１対応付情報（第１対応付情報群）
を示した図である。また、図９は、データ格納部３３に記憶された、一連の第２対応付情
報（第２対応付情報群）を示した図である。なお、図８および図９は、センサ１０ａおよ
び１０ｂのサンプリング周期を１秒とした場合を示している。なお、サンプリング周期は
、各生産設備のタクトタイム（１つのワークの処理時間）を考慮し、少なくとも、タクト
タイムが一番小さな生産設備のタクトタイム以下とする必要がある。
【０１４０】
　また、第３対応付情報についても、順次、データ格納部３３に記憶される。その結果、
データ格納部３３には、第１および第２対応付情報と同様な形式で、一連の第３対応付情
報（第３対応付情報群）が記憶される。
【０１４１】
　データ書込・読出部３１は、ＰＬＣ（１２ａ・１２ｂ・１２ｃ）から、ＰＬＣ毎に上記
第４～第６対応付情報を受け付ける。そして、データ書込・読出部３１は、この受け付け
た対応付情報を、順次、データ格納部３４に書き込む。図１０は、データ格納部３４に記
憶された、一連の第４対応付情報を示した図である。また、第５および６対応付情報につ
いても、第４対応付情報と同様な形式で、データ格納部３４に記憶される。
【０１４２】
　状態検出部３６は、センサ（１０ａ～１０ｃ）の信号の出力時刻毎に、各センサ（１０
ａ～１０ｃ）が設置された地点において、ワークが通過しているか否かを検出する。そし
て、状態検出部３６は、検出結果に応じたフラグを各対応付情報に付す。さらに、状態検
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出部３６は、上記フラグが付された一連の各対応付情報（各対応付情報群）を、設備状態
特定部３７に送る。
【０１４３】
　以下、状態検出部３６が、センサ１０ａが設置された地点をワークが通過したか否かを
検出し、上記フラグを付す場合を例に挙げて、上記検出の仕方を具体的に説明する。
【０１４４】
　まず、状態検出部３６は、センサ１０ａに関するデータである一連の第１対応付情報を
、データ書込・読出部３０を介してデータ格納部３３から取得する。この後、状態検出部
３６は、所定の期間の各出力に基づいて、上記期間において出力の変化があるか否かを判
断する。そして、変化している場合には、期間の最初の時刻を示した第１対応付情報に、
「通過」というフラグを付す。一方、変化していない場合には、上記最初の時刻を示した
第１対応付情報に、「停止」というフラグを付す。ここで、図８および図１１を用いて説
明すると、以下の通りである。
【０１４５】
　まず、状態検出部３６は、図８に示すように、１１時２５分３４秒以降の第１対応付情
報を取得する。そして、１１時２５分３４秒から１１時２５分３７秒の期間における各出
力（４つの出力）に基づいて、上記期間において出力の変化があるか否かを判断する。こ
の場合、上記期間においては、出力が変化しているため、１１時２５分３４秒（期間の最
初の時刻）を示した第１対応付情報に、「通過」というフラグを付す。
【０１４６】
　次に、期間の時刻を１秒後にずらして、この期間（つまり、１１時２５分３５秒から１
１時２５分３８秒の期間）において出力の変化があるか否かを判断し、１１時２５分３５
秒を示した第１対応付情報に、判断結果に応じたフラグを付す。この場合には、「通過」
というフラグを付す。
【０１４７】
　以後、順に、期間の時刻を１秒後にずらして、上記と同様の処理を行う。ここで、例え
ば、１１時２５分４２秒から１１時２５分４５秒の期間においては、出力の変化がないた
め、１１時２５分４２秒を示した第１対応付情報に、「停止」というフラグを付す。
【０１４８】
　また、状態検出部３６は、「通過」というフラグが付された第１対応付情報であって、
かつ、出力の値が「０」である第１対応付情報に関しては、出力の値を「０」から「１」
に変更する。このような変更を行う理由は、「出力０ 通過」と「出力１ 通過」を特に区
別する必要がないためである。
【０１４９】
　以上の処理により、図１１に示すような、上記フラグが付された、第１対応付情報群を
得ることができる。また、同様の処理により、上記フラグが付された、第２および第３対
応付情報群を得ることができる。図１２は、上記フラグを付した第２対応付情報群を示し
ている。
【０１５０】
　なお、上記においては、フラグの付与にあたり、期間を４秒とした（つまり、４つのデ
ータを用いた）が、これに限定されるものではない。しかしながら、生産ラインにおいて
タクトタイムが最大値の生産設備により、ライン速度が決定されることを考慮すると、上
記期間を、タクトタイムの最大値とすることが好ましい。
【０１５１】
　また、状態検出部３６は、各生産設備（Ｍ１～Ｍ３）に関するデータである各一連の対
応付情報（対応付情報群）を、データ書込・読出部３１を介してデータ格納部３４から取
得する。そして、この対応付情報群（第４～第６対応付情報群）を、設備状態特定部３７
に送る。
【０１５２】
　設備状態特定部３７は、状態検出部３６から、上記フラグが付された一連の各対応付情
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報（各対応付情報群）を受け付ける。なお、以下では、フラグが付された対応付情報群を
、フラグ付与情報群（詳しくは、第１フラグ付与情報群、第２フラグ付与情報群、第３フ
ラグ付与情報群）と称すると共に、該フラグ付与情報群を構成する各情報（つまり、フラ
グが付された対応付情報）をフラグ付与情報と称する。
【０１５３】
　設備状態特定部３７は、生産設備と該生産設備の１つ上流側の生産設備との間に設置さ
れたセンサの出力に基づいて生成されたフラグ付与情報群と、生産設備と該生産設備の１
つ下流側の生産設備との間に設置されたセンサの出力に基づいて生成されたフラグ付与情
報群とに基づいて、生産設備の稼動状況を生産設備毎かつ時刻毎に特定する。そして、設
備状態特定部３７は、時刻毎に識別された生産設備の稼動状況を示した情報（詳しくは、
生産設備の稼動を示した稼動情報、または、該設備の停止を示した停止情報）を、データ
書込・読出部３２を介して、データ格納部３５に記憶させる。
【０１５４】
　ここで、以下に、生産設備の稼動状況の特定の仕方について、具体的に説明する。なお
、ここでは、生産設備Ｍ１の稼動状況の特定を例に挙げて説明する。ただし、生産設備Ｍ
２および生産設備Ｍ３に関しても、生産設備Ｍ１と同様である。
【０１５５】
　設備状態特定部３７は、状態検出部３６から受け付けた、第４対応付情報群の各対応付
情報における「出力」および該出力の「値」に関する情報を消去すると共に、各対応付情
報に新たな情報を付加する。具体的には、出力の値が「１」の場合には、「作業員による
停止」という新たな情報を付加する。なお、「作業員による停止」という情報が付加され
た対応付情報（以下、作業員停止（強制停止）情報）は、上記設備の停止を示した停止情
報に該当する。
【０１５６】
　一方、出力の値が「０」の場合には、以下に示す処理が行われる。設備状態特定部３７
は、或る時刻についての第１フラグ付与情報と、該時刻についての第２フラグ付与情報と
に基づいて、該時刻についての第４対応付情報に、以下の新たな情報を付加する。
【０１５７】
　まず、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力１ 通過」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力１ 通過」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１は稼動してい
ると判断する（同図のパターン１に対応）。そして、設備状態特定部３７は、例えば図１
４に示すように、新たな情報として「稼動」という情報を付加する。なお、「稼動」とい
う情報が付加された対応付情報は、上記設備の稼動を示した稼動情報に該当する。
【０１５８】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力１ 通過」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力１ 停止」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１は稼動してい
ると判断する（同図のパターン２に対応）。そして、設備状態特定部３７は、新たな情報
として「稼動」という情報を付加する。
【０１５９】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力１ 通過」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力０ 停止」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１は稼動してい
ると判断する（同図のパターン３に対応）。そして、設備状態特定部３７は、新たな情報
として「稼動」という情報を付加する。
【０１６０】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力１ 停止」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力１ 通過」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１がトラブルに
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より停止していると判断する（同図のパターン４に対応）。そして、設備状態特定部３７
は、例えば図１４に示すように、新たな情報として「トラブル停止」という情報を付加す
る。なお、「トラブル停止」という情報が付加された対応付情報（以下、トラブル停止情
報）は、上記設備の停止を示した停止情報に該当する。
【０１６１】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力１ 停止」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力１ 停止」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１がワークの搬
出待ちにより停止していると判断する（同図のパターン５に対応）。そして、設備状態特
定部３７は、例えば図１５に示すように、新たな情報として「搬出待停止」という情報を
付加する。なお、「搬出待停止」という情報が付加された対応付情報（以下、搬出待停止
情報）は、上記設備の停止を示した停止情報に該当する。
【０１６２】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力１ 停止」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力０ 停止」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１はトラブルに
より停止していると判断する（同図のパターン６に対応）。そして、設備状態特定部３７
は、新たな情報として「トラブル停止」という情報を付加する。
【０１６３】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力０ 停止」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力１ 通過」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１がワークの搬
入待ちにより停止していると判断する（同図のパターン７に対応）。そして、設備状態特
定部３７は、新たな情報として「搬入待停止」という情報を付加する。なお、「搬入待停
止」という情報が付加された対応付情報（以下、搬入待停止情報）は、上記設備の停止を
示した停止情報に該当する。
【０１６４】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力０ 停止」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力１ 停止」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１がワークの搬
入待ちにより停止していると判断する（同図のパターン８に対応）。そして、設備状態特
定部３７は、新たな情報として「搬入待停止」という情報を付加する。
【０１６５】
　また、設備状態特定部３７が、第１フラグ付与情報が「出力０ 停止」という情報を含
んでおり、かつ、第２フラグ付与情報が「出力０ 停止」という情報を含んでいると判断
した場合には、設備状態特定部３７は、図１３に示すように、生産設備Ｍ１がワークの搬
入待ちにより停止していると判断する（同図のパターン９に対応）。そして、設備状態特
定部３７は、新たな情報として「搬入待停止」という情報を付加する。
【０１６６】
　なお、上記作業員停止（強制停止）情報、トラブル停止（不具合停止）情報、搬入待停
止情報、および、搬出待停止情報は、特許請求の範囲に記載の分類情報に該当する。
【０１６７】
　データ書込・読出部３２は、さらに、情報処理装置２３から所定の指示を受け付けた場
合、データ格納部３５に記憶された上記情報（稼動情報および停止情報）を読み出し、こ
の読み出した情報を情報処理装置２３に送る。
【０１６８】
　ここで、停止原因分類装置２０における処理フローを、図１６に基づいて説明する。
【０１６９】
　まず、データ書込・読出部３０およびデータ書込・読出部３１が、各ＰＬＣから、ＰＬ
Ｃ毎に各対応付情報を受け付けると共に、この受け付けた対応付情報を、順次、各データ
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格納部（３３・３４）に書き込む（Ｓ１）。Ｓ１の後は、状態検出部３６が、データ格納
部３３から対応付情報を読み出す（Ｓ２）。Ｓ２の後は、状態検出部３６が、時刻毎に、
各センサが設置された箇所をワークが通過したか否かを検出する（Ｓ３）。
【０１７０】
　Ｓ３において、ある時刻においてワークが通過したことが検出された場合には、状態検
出部３６は、ＰＬＣ１１ａ～１１ｃを介して得られた情報であって、かつ、この時刻を示
す日時情報を含んだ対応付情報に対して、「通過」というフラグを付す（Ｓ４）。一方、
Ｓ３において、或る時刻においてワークが通過してことが検出されなかった場合には、状
態検出部３６は、ＰＬＣ１１ａ～１１ｃを介して得られた情報であって、かつ、この時刻
を示す日時情報を含んだ対応付情報に対して、「停止」というフラグを付す（Ｓ５）。
【０１７１】
　Ｓ４およびＳ５の後は、データ格納部３３から読み出した全ての対応付情報に、フラグ
が付されたか否かが、状態検出部３６により判断される（Ｓ６）。
【０１７２】
　Ｓ６において、上記全ての対応付情報にフラグが付されていないと判断された場合には
、再度、Ｓ３に戻る。一方、Ｓ６において、上記全ての対応付情報にフラグが付されてい
ると判断された場合には、設備状態特定部３７が、生産設備の上流側のセンサの出力に基
づいて得られた、上記フラグが付された対応付情報（フラグ付与情報）と、該生産設備の
下流側のセンサの出力に基づいて得られた、上記フラグが付された対応付情報と、該生産
設備に対応して設けられたＰＬＣ（つまり、ＰＬＣ１２ａ、ＰＬＣ１２ｂ、または、ＰＬ
Ｃ１２ｃ）の出力とから、生産設備の稼動状況を特定する（Ｓ７）。
【０１７３】
　Ｓ７の後は、設備状態特定部３７は、データ書込・読出部３２を介して、時刻毎に識別
された稼動状況を示した情報（稼動情報・停止情報）を、データ格納部３５に記憶させる
（Ｓ８）。以上により、一連の処理が終了する。
【０１７４】
　入力装置２１は、作業員および生産ライン管理者による、情報の入力を受け付ける。入
力装置２１は、例えば、キーボードやタッチパネル等で構成される。作業員が入力する情
報としては、生産設備の停止原因を示す停止原因情報、生産設備の処置内容を示す処置内
容情報、作業員の識別情報を示す識別情報、および、表示装置２２における表示内容を指
示する指示情報等が挙げられる。また、管理者が入力する情報としては、データ検索を行
う際の検索情報が挙げられる。
【０１７５】
　表示装置２２は、情報処理装置２３から送らてくる情報（後述する描画データ）を受け
付ける。そして、表示装置２２は、表示装置２２の表示画面（図示せず）に、受け付けた
情報に基づく画像の表示を行う。
【０１７６】
　ここで、情報処理装置２３について説明する。情報処理装置２３は、図１に示すとおり
、稼動状況取得部（稼働状況取得手段）４０、データ関連付部（関連付手段）４１、映像
データ取得部（映像情報取得手段）４２、ＩＤ情報受付部（識別情報受付手段）４３、担
当情報取得部（担当情報取得手段）４４、表示制御部（表示制御手段）４５、停止原因受
付部（停止原因受付手段）４６、処置内容受付部（処置内容受付手段）４７、判定部（判
定手段）４８、警告音発生部（警告音発生手段）４９、データ送信部５０、および、記憶
装置５１を備えている。また、記憶装置５１は、メモリ５１ａと主記憶部５１ａとを備え
ている。
【０１７７】
　稼動状況取得部４０は、停止原因分類装置２０のデータ書込・読出部３２に対して、上
述した所定の指示を送る。そして、稼動状況取得部４０は、停止原因分類装置２０のデー
タ格納部３５に記憶された、上記時刻毎に生産設備の稼動状況を示した情報（稼動状況情
報）を受け付ける。つまり、稼動状況取得部４０は、例えば図１４、１５、および、１７
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に示したような、生産設備の稼動を示した稼動情報と、該設備の停止を示した停止情報（
作業員停止情報・トラブル停止情報・搬出待停止情報・搬入待停止情報）とを、生産設備
毎に順次取得する。さらに、稼動状況取得部４０は、この取得した情報をデータ関連付部
４１に送る。
【０１７８】
　データ関連付部４１は、稼動状況取得部４０より上記稼動状況情報を、生産設備毎に受
け付ける。そして、データ関連付部４１は、停止情報に含まれる時刻情報を映像データ取
得部４２に送る。
【０１７９】
　映像データ取得部４２は、データ関連付部４１から上記時刻情報を受け付ける。そして
、この時刻情報で示される時刻の前後の時間を含めて、一定時間の映像情報を映像切出装
置１４から取得する。この後、映像データ取得部４２は、取得した映像情報を、データ関
連付部４１に送る。
【０１８０】
　データ関連付部４１は、各停止情報と、該各停止情報に対応する時間の映像情報とを関
連付け、この関連付けた情報をメモリ５１ａに記憶させる。なお、このメモリ５１ａとし
て、例えば、不揮発性のＲＡＭ（Random Access Memory）を用いることができる。
【０１８１】
　ＩＤ情報受付部４３は、入力装置２１を介して入力された、作業員を識別するＩＤ情報
を受け付ける。そして、ＩＤ情報受付部４３は、このＩＤ情報を担当情報取得部４４に送
る。
【０１８２】
　ここで、ＩＤ情報を入力する際の入力装置２１に対する操作は、作業員により行われる
。この場合には、例えば、表示制御部４５が、図１８に示すような、ログイン画面を表示
させる描画データを作成し、表示装置２２の表示画面に上記ログイン画面を表示する構成
とすればよい。そして、ログイン画面のＯＫを示したアイコンを選択することにより、Ｉ
Ｄ情報受付部４３が、ＩＤ情報を担当情報取得部４４に送る構成とすればよい。
【０１８３】
　担当情報取得部４４は、ＩＤ情報受付部４３から上記ＩＤ情報を受け付ける。さらに、
担当情報取得部４４は、サーバ装置１５から、前記受け付けた識別情報に基づいて、上記
ＩＤ情報で特定される作業員が担当した生産設備を示す情報、および、該作業員の担当時
間情報を取得する。そして、担当情報取得部４４は、この取得した、生産設備を示す情報
と、担当時間情報とを表示制御部４５に送る。
【０１８４】
　ここで、作業員によるデータ入力に関する所定の指示が、入力装置２１を介して、表示
制御部４５に入力された場合、表示制御部４５は、メモリ５１ａから、上記生産設備を示
す情報に示された生産設備、および、担当時間情報に示された時間についての、上記関連
付けされた情報を読み出す。そして、表示制御部４５は、この読み出した情報に基づいて
、データ入力用の描画データを作成する。さらに、表示制御部４５は、作成した描画デー
タを表示装置２２に送る。この場合、表示装置２２の表示画面には、入力受け付け画面と
して、例えば図１９に示すような画面（入力用画面）が表示される。同図には、ＩＤ情報
で特定された作業員が、少なくとも生産設備Ｍ１～Ｍ３を担当した場合であって、担当時
間帯の一部の時間帯（時刻Ｔ１～時刻Ｔ２）に関する表示がなされている。
【０１８５】
　なお、表示制御部４５は、作業員等による画面スクロール指示を受け付けると、表示装
置２２の表示画面に、画面を上下および左右にスクロールした状態の画面を表示させる。
これにより、作業担当者が担当した他の設備、および、Ｔ２以降の稼動状況等を表示画面
に表示することができる。
【０１８６】
　以下、上記データ入力用の描画データを構成する各描画データの作成について説明する
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。
【０１８７】
　まず、表示制御部４５は、各生産設備に関し、稼動情報と停止情報とに基づき、時系列
に沿って、各情報を視認可能に区別した矩形波に関する描画データを作成する。同図に基
づいて説明すると、表示制御部４５は、稼動情報に含まれる時刻に関しては縦軸がＨＩＧ
Ｈ状態の位置にドットをプロットし、停止情報に含まれる時刻に関しては縦軸がＬＯＷ状
態の位置にドットをプロットすると共に、プロットされたドットを時系列に沿って線分で
結ぶ描画を行う描画データを作成する。また、表示制御部４５は、時刻を一定間隔で表し
た時間軸を示す描画データも併せて作成する。
【０１８８】
　また、表示制御部４５は、生産設備の停止原因を入力するためのコメントボックス（同
図のＣＢ１）と、該停止原因による停止に関し、生産設備に対して行った処置内容を入力
するコメントコメントボックス（同図のＣＢ２）とを表示装置２２に表示させるための描
画データを作成する。ここで、表示制御部４５は、両コメントボックスが、停止を示した
描画に対応した位置に配されるように、描画データを作成する。なお、以下では、停止原
因を入力するためのコメントボックスを停止原因ボックスと、処置内容を入力するコメン
トコメントボックスを処置内容ボックスと称する。
【０１８９】
　さらに、表示制御部４５は、各停止を示した描画に対応した位置に、停止情報の種類（
つまり、作業員停止情報、トラブル停止情報、搬出待停止情報、および、搬入待停止情報
）に応じた、識別子（例えば、図形）を表示する描画データを作成する。同図においては
、識別子として図形を用いた場合であって、かつ、作業員停止情報、トラブル停止情報、
搬出待停止情報、および、搬入待停止情報の場合、それぞれ、菱形の図形（◆）、星形の
図形（★）、下向き三角の図形（▼）、および、上向き三角の図形（▲）を示した表示例
を示している。なお、各停止情報の図形の形は、互いに識別できるのであれば、どのよう
な形でもよい。
【０１９０】
　また、表示制御部４５は、各停止に関して、停止時の映像情報に関連付けされたクリッ
ク可能なアイコン（同図のＩＣＯＮ１）が、停止を示した描画に対応した位置に配される
ように、描画データを作成する。そして、表示制御部４５は、該アイコンがクリックされ
たことを入力装置２１（表示装置２２がタッチパネル式の場合には該表示装置２２）から
の入力により検知すると、表示装置２２の表示画面上に、このアイコンに関連づけされた
停止に関する、上記一定時間の映像情報を動画表示する。なお、表示画面における映像情
報の表示位置またはサイズは特に限定されるものではない。
【０１９１】
　さらに、表示制御部４５は、入力用の画面に示される内容を変更する設定画面を呼び出
すためのクリック可能なアイコン（同図のＩＣＯＮ２）が、入力用の画面の所定位置に配
されるように、描画データを作成する。ここで、表示制御部４５は、該アイコンがクリッ
クされたことを入力装置２１等からの入力により検知すると、表示装置２２の表示画面の
表示内容を、上記設定画面に切り替える。ここで、設定画面は、例えば、上記担当時間帯
（作業開始時刻から作業終了時刻で示される時間帯）等を変更するための画面である。な
お、設定画面の例については、後述する。
【０１９２】
　また、表示制御部４５は、詳しくは後述するが、情報処理装置２３に入力された情報を
保存するためのクリック可能なアイコン（同図のＩＣＯＮ３）が、入力用の画面の所定位
置に配されるように、描画データを作成する。ここで、入力装置２１等から、該アイコン
がクリックされたことを示す情報が情報処理装置２３に入力されると、メモリ５１ａに一
時記憶されていた情報と同じ情報が主記憶部５１ａに送られ、この情報が主記憶部５１ａ
に記憶される。主記憶部５１ａとしては、例えば、ハードディスクドライブを用いること
ができる。
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【０１９３】
　なお、以下では、上記設定画面を呼び出すためのクリック可能なアイコンを、設定アイ
コンと、上記情報処理装置２３に入力された情報を保存するためのクリック可能なアイコ
ンを、保存アイコンと称する。
【０１９４】
　次に、作業員により入力される情報の処理について説明する。
【０１９５】
　停止原因受付部４６は、入力装置２１を介して入力された、生産設備の停止の原因を示
した停止原因情報の入力を、各生産設備の停止毎に受け付ける。そして、停止原因受付部
４６は、受け付けた停止原因情報を、データ関連付部４１に送る。
【０１９６】
　データ関連付部４１は、停止原因受付部４６から、各生産設備の停止毎の停止原因情報
を受け付ける。ここで、データ関連付部４１は、停止原因情報を、上記停止毎に、メモリ
５１ａに記憶された上記関連付けた情報（つまり、各停止情報と、該各停止情報に対応す
る時間の映像情報とを関連付けた情報）に関連付ける。この関連付けが終了すると、デー
タ関連付部４１は、表示制御部４５に対して、関連付けが終了したことを示す情報（第１
終了情報）を送る。
【０１９７】
　表示制御部４５は、データ関連付部４１から上記第１終了情報を受け付けると、表示画
面上の各停止原因ボックスの枠内に、各停止に対応した停止原因情報を表示する描画デー
タを作成する。この描画データは表示装置２２に送られ、表示画面上に該描画データに基
づいた表示が行われる。
【０１９８】
　処置内容受付部４７は、入力装置２１を介して入力された、停止に対する処置内容を示
した処置内容情報の入力を、各生産設備の停止毎に受け付ける。そして、処置内容受付部
４７は、受け付けた処置内容情報を、データ関連付部４１に送る。
【０１９９】
　データ関連付部４１は、処置内容受付部４７から、各生産設備の停止毎の処置内容情報
を受け付ける。ここで、データ関連付部４１は、処置内容情報を、上記停止毎に、メモリ
５１ａに記憶された上記関連付けた情報（つまり、各停止情報と、該各停止情報に対応す
る時間の映像情報と、各停止原因情報とを関連付けた情報）に関連付ける。この関連付け
が終了すると、データ関連付部４１は、表示制御部４５に対して、関連付けが終了したこ
とを示す情報（第２終了情報）を送る。
【０２００】
　表示制御部４５は、データ関連付部４１から上記第２終了情報を受け付けると、表示画
面上の各処置内容ボックスの枠内に、各停止に対応した処置内容情報を表示する描画デー
タを作成する。この描画データは表示装置２２に送られ、表示画面上に該描画データに基
づいた表示が行われる。
【０２０１】
　ここで、図２０に、停止原因情報と処置内容情報とが入力された後の、入力用画面を示
す。
【０２０２】
　なお、メモリ５１ａに停止原因情報および／または処置内容情報が一時記憶された状態
で、作業員により、表示画面上の保存アイコンがクリックされると、メモリ５１ａに一時
記憶された全ての情報が主記憶部５１ａに記憶される。
【０２０３】
　判定部４８は、停止原因ボックスに入力する停止原因情報に対して設定された、主記憶
部５１ａの記憶領域に、停止原因情報が入力されているか否かを、全ての停止原因ボック
スに関し判定する。さらに、判定部４８は、処置内容ボックスに入力する処置内容情報に
対して設定された、主記憶部５１ａの記憶領域に、処置内容情報が入力されているか否か
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を、全ての処置内容ボックスに関し判定する。
【０２０４】
　そして、判定部４８が、停止原因情報および処置内容情報が全て入力されていないと判
定した場合には、判定部４８は、表示制御部４５および警告音発生部４９に対して、所定
の情報を送る。
【０２０５】
　表示制御部４５が、判定部４８から上記所定の情報を受け付けた場合、表示制御部４５
は、表示装置２２の表示画面上に警告を示す表示を行う描画データを作成する。この場合
、この描画データに基づいて、表示装置２２の表示画面上には、警告を示す表示がなされ
る。
【０２０６】
　警告音発生部４９は、アンプおよびスピーカーで構成されており、判定部４８から上記
所定の情報を受け付けた場合、警告音を外部に発生する。
【０２０７】
　ここで、全ての停止原因情報および処置内容情報の入力が完了し、保存アイコンがクリ
ックされると、ＩＤ情報で特定された作業者に関する、情報処理装置２３に対する一連の
入力処理が完了することとなる。なお、このような処理は、作業者毎に行われる。
【０２０８】
　データ送信部５０は、入力装置２１から所定の指示を受け付けた場合、主記憶部５１ａ
から該装置に記憶された情報を読み出し、出力装置２４に送る。出力装置２４は、データ
送信部５０から上記の情報を受け付けると、リスト形式でプリントアウトする。
【０２０９】
　次に、上記入力処理が完了した後に、管理者が、作業者の作業内容を解析する場合につ
いて説明する。
【０２１０】
　管理者が、入力装置２１に対して、所定時間（例えば、時刻Ｔ３から時刻Ｔ４）のデー
タの読み出し指示する情報（指示情報）を入力すると、この指示情報は、表示制御部４５
に送られる。ここで、表示制御部４５は、主記憶部５１ａから、指示情報に示された所定
時間についての上記関連付けられた情報（各停止情報と、該各停止情報に対応する時間の
映像情報と、各停止原因情報と、各処置内容情報とを関連付けた情報）を取得する。
【０２１１】
　そして、この関連付けられた情報に基づいて、表示装置２２の表示画面に図２１に示す
ような解析用画面の表示がなされる。表示形式としては、保存アイコンがない点を除けば
、入力用の表示画面と同じである。つまり、表示画面には、複数の生産設備の稼動状況が
、時系列に沿って表示される。また、表示画面には、各停止情報について、停止原因と処
置内容とが表示される。さらに、図形（識別子）、および、上記停止時の映像情報に関連
付けされたクリック可能なアイコンが表示される。
【０２１２】
　また、管理者が作業員のＩＤ情報を入力した場合には、ＩＤ情報受付部４３および担当
情報取得部４４の処理を介して、表示制御部４５が、該ＩＤ情報で特定される作業員に関
する複数の担当生産設備であって、かつ、該作業員の担当時間帯に関する情報を表示装置
２２の表示画面に表示させてもよい。
【０２１３】
　以上のように、情報処理装置２３は、生産ラインにおける生産設備の稼動を示した稼動
情報および該設備の停止を示した停止情報を、生産設備毎に順次取得する稼働状況取得部
（稼動状況取得手段）４０と、前記生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力を
、生産設備毎に受け付ける停止原因受付部（停止原因受付手段）４６と、少なくとも前記
停止情報に前記停止原因情報を関連付けると共に、前記稼動情報および前記関連付けた情
報を記憶装置５１に記憶させるデータ関連付部（関連付手段）４１と、複数の生産設備に
関する、前記記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報を、時系列で、併せ



(29) JP 4128996 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

て表示画面に表示させる表示制御部（表示制御手段）４５とを備える構成である。
【０２１４】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０により、生産ラインにおける生産設備の稼動を
示した稼動情報および該設備の停止を示した停止情報が、生産設備毎に順次取得される。
また、停止原因受付部４６により、生産設備の停止の原因を示した停止原因情報の入力が
、生産設備毎に受け付けられる。さらに、データ関連付部４１により、少なくとも停止情
報に停止原因情報が関連付けられると共に、稼動情報および関連付けた情報が記憶装置５
１に記憶される。これにより、記憶装置５１には、稼動情報、停止情報、および、該停止
情報に関連した停止原因情報が、生産設備毎に順次記憶される。
【０２１５】
　そして、表示制御部４５により、複数の生産設備に関する、記憶された前記稼動情報お
よび前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示装置２３の表示画面に表示される
。このため、停止原因情報を用いて、生産設備の稼動状況を解析する際に、複数の生産設
備の稼動状況に関する時系列に沿った表示を行うことができる。
【０２１６】
　それゆえ、情報処理装置２３によれば、生産ラインにおいて各生産設備の稼動の停止が
、どのように連動して起こっているかを判断できる。したがって、生産設備の稼動状況の
解析を容易となる。
【０２１７】
　また、情報処理装置２３は、前記停止に対する処置内容を示した処置内容情報の入力を
、生産設備毎に受け付ける処置内容受付部（処置内容受付手段）４７を備え、データ関連
付部４１は、さらに、前記処置内容情報を関連付ける構成といえる。
【０２１８】
　この構成によれば、処置内容受付部４７により、前記停止に対する処置内容を示した処
置内容情報の入力が、生産設備毎に受け付けられる。さらに、データ関連付部４１により
、処置内容情報が関連付けられる。これにより、停止情報に対して、停止原因情報と処置
内容情報とが関連付けられる。したがって、表示制御部４５により、処置内容についても
、時系列で、併せて表示画面に表示させることができる。
【０２１９】
　また、情報処理装置２３は、生産設備近辺の映像を示した映像情報であって、各停止情
報に対応した時間の映像を示した映像情報を、生産設備毎に外部から取得する映像データ
取得部（映像情報取得手段）４２を備え、データ関連付部４１は、さらに、映像情報を関
連付け、停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け
付けた場合、表示制御部４５は、該停止情報に対応した映像情報で示される映像を表示す
る構成といえる。
【０２２０】
　この構成によれば、映像データ取得部４２により、生産設備近辺の映像を示した映像情
報であって、各停止情報に対応した時間の映像を示した映像情報が、生産設備毎に外部か
ら取得できる。また、データ関連付部４１により、映像情報が関連付けられる。これによ
り、停止情報に対して、停止原因情報と処置内容情報と映像情報とが関連付けられる。さ
らに、停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の指示を受け付
けた場合、表示制御部４５により、該停止情報に対応した映像情報で示される映像が表示
される。
【０２２１】
　それゆえ、生産設備を担当した作業員は、停止原因情報の入力の際に、情報処理装置に
対して所定の指示を入力することにより、停止情報に対応した映像情報で示される映像を
視ることができる。したがって、作業員が、担当の作業が終了した後に停止原因情報を入
力する場合であっても、作業員は、映像を見ることにより、正確な停止原因情報を入力す
ることが可能となる。
【０２２２】
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　また、情報処理装置２３は、稼動状況取得部４０は、前記停止情報として、強制停止、
不具合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得し、表示制
御部４５は、停止原因受付部４６による停止原因情報の受け付けに際して、各停止情報に
基づいて生成された、前記表示画面における各停止状態を示す表示領域に対応付けて、停
止原因情報の入力用領域を表示すると共に、分類情報に応じた識別情報を前記表示領域に
対応付けて表示する構成といえる。
【０２２３】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０により、停止情報として、強制停止、不具合停
止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得できる。また、表示
制御部４５により、停止原因受付部４６による停止原因情報の受け付けに際して、各停止
情報に基づいて生成された、表示画面における各停止状態を示す表示領域に対応付けて、
停止原因情報の入力用領域が表示されると共に、分類情報に応じた識別情報が前記表示領
域に対応付けて表示される。
【０２２４】
　それゆえ、作業員は、停止原因情報の入力に際し、分類情報に応じた識別情報を参照す
ることができる。このため、作業員は、表示画面上において、各停止が、強制停止、不具
合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかであるかを識別できる。したがって、
作業員が、担当の作業が終了した後に停止原因情報を入力する場合であっても、作業員は
、正確な停止原因情報を入力することが可能となる。
【０２２５】
　また、情報処理装置２３は、上述したように、全ての停止情報に関連する停止原因情報
の入力が完了したか否かを判定する判定部（判定手段）４８を備え、入力が完了していな
いと判定された場合、表示制御部４５は、表示画面に所定の警告を表示すると共に、警告
音発生手段が、警告音を発する構成である。したがって、作業員による停止原因情報の入
力漏れを防止することが可能となる。
【０２２６】
　また、情報処理装置２３は、上述したように、作業員を識別する識別情報の入力を受け
付けるＩＤ情報受付部（識別情報受付手段）４３と、各作業員を識別するＩＤ情報（識別
情報）と、各作業員が担当する生産設備を示す情報とを対応付けて記憶したサーバ装置１
５から、前記受け付けたＩＤ情報に基づいて、生産設備を示す情報を取得する担当情報取
得部（担当情報取得手段）４４とを備え、表示制御部４５は、前記取得された情報に示さ
れた生産設備に関し、上記記憶された稼動情報および上記関連付けされた情報を、時系列
で、併せて表示画面に表示させる構成といえる。
【０２２７】
　この構成によれば、ＩＤ情報受付部４３により、作業員を識別するＩＤ情報の入力が受
け付けられる。また、担当情報取得部４４により、各作業員を識別するＩＤ情報と、各作
業員が担当する生産設備を示す情報とを対応付けて記憶したサーバ装置１５から、前記受
け付けた識別情報に基づいて、生産設備を示す情報が取得される。
【０２２８】
　さらに、表示制御部４５により、上記取得された情報に示された生産設備に関し、上記
記憶された前記稼動情報および前記関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に
表示される。つまり、ＩＤ情報で特定される作業員が担当した生産設備に関し、上記記憶
された稼動情報および関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示画面に表示される。
【０２２９】
　それゆえ、上記の作業員が、少なくとも停止原因情報を入力する際には、該作業員が担
当した生産設備以外の稼動情報および前記関連付けされた情報は、表示画面には表示され
ない。したがって、作業員の迅速な情報の入力が可能となる。
　また、情報処理装置２３は、前記サーバ装置１５には、さらに、各作業員の担当時間を
示した担当時間情報が記憶されており、担当情報取得部４４は、さらに、前記受け付けた
ＩＤ情報に基づいて、担当時間情報を取得し、表示制御部４５は、特定された担当時間に
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関する、上記記憶された稼動情報および関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示画
面に表示させる構成といえる。
【０２３０】
　この構成によれば、サーバ装置１５には、さらに、各作業員の担当時間を示した担当時
間情報が記憶されており、担当情報取得部４４により、前記受け付けた識別情報に基づい
て、前記担当時間情報が取得される。また、表示制御部４５により、特定された担当時間
に関する、上記記憶された稼動情報および関連付けされた情報が、時系列で、併せて表示
画面に表示される。
【０２３１】
　それゆえ、上記の作業員が、少なくとも停止原因情報を入力する際には、該作業員が担
当した時間以外の稼動情報および関連付けされた情報は、表示画面には表示されない。し
たがって、作業員の迅速な情報の入力が可能となる。
【０２３２】
　ここで、情報処理装置２３で行われる処理のフローについて、図２２に基づいて説明す
る。
【０２３３】
　まず、稼動状況取得部４０が、稼動情報および停止時報を、生産設備毎に順次取得する
（Ｓ１１）。Ｓ１１の後は、停止原因受付部４６が、停止原因情報の入力を、生産設備毎
に受け付ける（Ｓ１２）。Ｓ１２の後は、処置内容受付部４７が、処置内容情報の入力を
、生産設備毎に受け付ける（Ｓ１３）。
【０２３４】
　Ｓ１３の後は、データ関連付部４１が、生産設備毎に、前記停止情報に、停止原因情報
と処置内容情報とを関連付けて、記憶装置５１に記憶する（Ｓ１４）。
【０２３５】
　そして、Ｓ１４の後は、表示制御部４５が、複数の生産設備に関する、上記記憶された
稼動情報および上記関連付けされた情報を、時系列で、併せて表示装置２２の表示画面に
表示させる（Ｓ１５）。以上により、処理が終了する。
【０２３６】
　ところで、生産ラインにおいては、一つの生産設備が停止すると、この停止に連動して
他の生産設備が停止する。例えば、生産設備Ｍ１がトラブル停止あるいは作業員による停
止により稼動が停止すると、生産設備Ｍ２および生産設備Ｍ３は、ワークが搬入されなく
なる。このため、生産設備Ｍ２およびＭ３に関しては、生産設備Ｍ１の停止前に生産設備
Ｍ１から搬出された最後のワークに対する処理が終了すると、稼動が停止する。つまり、
搬入待停止状態となる。なお、以下では、トラブル停止あるいは作業員による停止により
稼動が停止した生産設備を停止原因元設備とも称する。
【０２３７】
　このような場合、上記の構成では、図形による識別子を表示画面に表示して、各生産設
備がどのような原因により停止しているかを示した。しかしながら、上記図形の表示では
、各生産設備の停止がどのような関連性を有しているのか、直感的に把握しにくい面もあ
る。
【０２３８】
　このため、表示制御部４５が、表示装置２２の表示画面上に、例えば矢印図形（オブジ
ェクト）を用いて、関連する停止を隣接する生産設備毎に対応付けて表示する描画データ
を作成することが好ましい。このような構成とすれば、表示画面には、図２３に示すよう
な、矢印の図形を表示することができる。
【０２３９】
　なお、どの停止が互いに関連しているかは、隣接する生産設備同士において、各生産設
備がどのような種類の停止情報で停止しているか、および、停止が発生した時刻を判断す
ることにより判断すればよい。例えば、このような技術は、特開平５－２００６５７号公
報（公開日：平成５年８月１０日）に開示されているので、ここでの説明は省略する。
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【０２４０】
　このような構成の場合には、例えば生産設備Ｍ１を生産ラインにおいて上流側からｎ番
目の生産設備とすると、情報処理装置２３は、稼動状況取得部４０が、生産ラインにおい
て上流側からｎ番目の生産設備に関し、上記強制停止または不具合停止を示す分類情報を
受け付けると共に、上流側からｎ＋１番目の生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報
を受け付けた場合、データ関連付部４１は、さらに、前記不具合停止を示した分類情報と
、前記搬入待停止を示す分類情報とを関連付け、表示制御部４５は、前記両分類情報の関
連付けを示すオブジェクトを表示画面に表示する構成であるといえる。
【０２４１】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０が、上記ｎ番目の生産設備に関し強制停止また
は不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上記ｎ＋１番目の生産設備に関し搬入
待停止を示す分類情報を受け付けた場合、データ関連付部４１により、さらに、前記強制
停止または不具合停止を示した分類情報と、前記搬入待停止を示す分類情報とが関連付け
られる。また、表示制御部４５により、前記両分類情報の関連付けを示すオブジェクトが
表示画面に表示される。
【０２４２】
　それゆえ、作業員が停止原因情報を入力する場合には、作業員は、表示画面上において
、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備
と、該停止の影響を被って停止した一つ下流側の生産設備との関係をより明確に把握でき
る。また、生産ラインの管理者が、生産設備の稼動状況を解析する場合にも、管理者は、
表示画面上において、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合によ
り停止した生産設備と、該停止の影響を被って停止した一つ下流側の生産設備との関係を
より明確に把握できる。したがって、何れの場合においても、外部からの指示により停止
した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備と、該停止の影響を被って停
止した一つ下流側の生産設備との関係をより明確に把握できる。
【０２４３】
　また、情報処理装置２３は、稼動状況取得部４０が、さらに、上記ｎ＋１番目の生産設
備よりも下流側に配された生産設備であって、かつ、ｎ＋１番目の生産設備から連続して
配された生産設備に関し、搬入待停止を示す分類情報を受け付ける構成であるともいえる
。
【０２４４】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０により、上記ｎ＋１番目の生産設備よりも下流
側に配された生産設備であって、かつ、ｎ＋１番目の生産設備から連続して配された生産
設備に関し、搬入待停止を示す分類情報が受け付けられる。したがって、外部からの指示
により停止した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備と、該停止の影響
を被って停止した下流側の複数の生産設備との関係をより明確に把握できる。
【０２４５】
　一方、生産設備Ｍ１がトラブル停止あるいは作業員による停止により稼動が停止すると
、生産設備Ｍ１の上流側の生産設備から生産設備Ｍ１に対して、ワークが搬出できなくな
る。また、この上流側の生産設備からワークが搬出できなくなると、該生産設備のさらに
上流側の生産設備からもワークが搬出できなくなる。このため、これら上流側の生産設備
は稼動が停止する。つまり、搬出待停止状態となる。
【０２４６】
　このような場合にも、表示制御部４５が、表示装置２２の表示画面上に、上記のように
矢印図形（オブジェクト）を用いて、関連する停止を隣接する生産設備毎に対応付けて表
示する描画データを作成することが好ましい。
【０２４７】
　このような構成の場合には、例えば生産設備Ｍ１を生産ラインにおいて上流側からｎ番
目の生産設備とすると、情報処理装置２３は、稼動状況取得部４０が、生産ラインにおい
て上流側からｎ番目の生産設備に関し、上記強制停止または不具合停止を示す分類情報を
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受け付けると共に、上流側からｎ－１番目の生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報
を受け付けた場合、データ関連付部４１は、さらに、上記強制停止または不具合停止を示
した分類情報と、上記搬出待停止を示す分類情報とを関連付け、表示制御部４５は、両分
類情報の関連付けを示すオブジェクトと共に表示画面に表示する構成であるといえる。
【０２４８】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０が、上記ｎ番目の生産設備に関し強制停止また
は不具合停止を示す分類情報を受け付けると共に、上記ｎ－１番目の生産設備に関し搬出
待停止を示す分類情報を受け付けた場合、データ関連付部４１により、さらに、上記強制
停止または不具合停止を示した分類情報と、上記搬出待停止を示す分類情報とが関連付け
られる。
【０２４９】
　それゆえ、作業員が停止原因情報を入力する場合には、作業員は、表示画面上において
、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備
と、該停止の影響を被って停止した一つ上流側の生産設備との関係をより明確に把握でき
る。また、生産ラインの管理者が、生産設備の稼動状況を解析する場合にも、管理者は、
表示画面上において、外部からの指示により停止した生産設備または自設備の不具合によ
り停止した生産設備と、該停止の影響を被って停止した一つ上流側の生産設備との関係を
より明確に把握できる。したがって、何れの場合においても、外部からの指示により停止
した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備と、該停止の影響を被って停
止した一つ上流側の生産設備との関係をより明確に把握できる。
【０２５０】
　また、情報処理装置２３は、稼動状況取得部４０が、さらに、上記ｎ－１番目の生産設
備よりも上流側に配された生産設備であって、かつ、ｎ－１番目の生産設備から連続して
配された生産設備に関し、搬出待停止を示す分類情報を受け付ける構成であるといえる。
【０２５１】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０により、ｎ－１番目の生産設備よりも上流側に
配された生産設備であって、かつ、ｎ－１番目の生産設備から連続して配された生産設備
に関し、搬出待停止を示す分類情報が受け付けられる。したがって、外部からの指示によ
り停止した生産設備または自設備の不具合により停止した生産設備と、該停止の影響を被
って停止した上流側の複数の生産設備との関係をより明確に把握できる。
【０２５２】
　また、上記の実施の形態においては、作業員停止情報、トラブル停止情報、搬出待停止
情報、および、搬入待停止情報に応じて、各停止を示した描画に対応した位置に異なる図
形を表示させたが、以下のような構成としてもよい。
【０２５３】
　例えば、上記図形を表示する代わりに、作業員停止情報、トラブル停止情報、搬出待停
止情報、および、搬入待停止情報に応じて、停止時の映像情報に関連付けされたクリック
可能なアイコン、停止原因ボックス、処置内容ボックス、および／または、停止により波
形が下に凸となることにより波形が窪んだ領域に関する、配色を変えてもよい。さらに、
上記窪んだ領域の模様を変えてもよい。あくまでも、作業員停止情報、トラブル停止情報
、搬出待停止情報、および、搬入待停止情報を区別できる表示を行う構成であればよい。
【０２５４】
　また、上記の実施の形態においては、作業員が、停止原因ボックスに対して停止原因情
報を直接的に入力する構成を示したが、情報処理装置２３を以下のような構成とすること
により、停止原因情報の入力を簡略化できる。
【０２５５】
　まず、停止原因受付部４６が、稼動状況取得部４０から、作業員停止情報、トラブル停
止情報、搬出待停止情報、および、搬入待停止情報を取得する構成とする。そして、この
取得した停止情報を、生産設備毎の各停止原因ボックスへの入力に用いる。
【０２５６】
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　つまり、作業員が直接的に停止原因情報を入力装置２１を用いて入力するのではなく、
稼動状況取得部４０が停止原因分類装置２０から取得した停止情報を用いて、情報処理装
置２３自体が停止原因情報を記憶し、かつ、停止原因情報を表示画面に表示させる描画デ
ータを表示装置２２に送る構成とする。
【０２５７】
　ここで、表示させる停止原因情報としては、停止情報の内容そのもの（つまり、搬入待
停止等）であってもよいし、予め各種類の停止情報に対応付けられた、停止情報に関連す
る内容を示す情報（例えば、他設備の停止等）であってもよい。
【０２５８】
　また、停止情報が、搬出待停止情報および搬入待停止情報の場合には、生産設備に対し
て処置を行う必要がない。このため、この停止情報に対応する処置内容ボックスには、所
定の情報（例えば、×）を表示する構成としておけば、一層入力が簡略化できる。
【０２５９】
　さらに、表示される停止原因情報を、作業員が設定画面により変更できる構成としてお
くことが好ましい。以下、この構成について、図２４を用いて説明する。
【０２６０】
　設定画面では、表示制御部４５で作成された描画データに基づき、複数の選択式のボタ
ン（いわゆるラジオボタン）が表示される。作業員は、この画面において、停止原因元設
備の自動入力と、デフォルト入力との何れかを、ラジオボタンにより選択する。
【０２６１】
　ここで、停止原因元設備が選択された場合には、予め設定された内容である、上記停止
情報の内容そのもの、あるいは、上記停止情報に関連する内容を示す情報が、停止原因ボ
ックスに表示される。さらに、停止情報が、搬出待停止情報および搬入待停止情報の場合
には、処置内容ボックスには、上記所定の情報が表示される。
【０２６２】
　一方、デフォルト入力が選択された場合には、搬入待停止情報、搬出待停止情報、およ
び、作業員停止情報に関し、各停止情報の停止原因情報および処置内容情報を、ユーザが
直接入力する構成とするか否かを、ラジオボタンで選択する。
【０２６３】
　もし、上記各停止情報において、ＯＮというラジオボタンが押された場合には、各停止
情報で作業員が予め設定した停止原因情報および処置内容情報が、それぞれ、停止原因ボ
ックスおよび処置内容ボックスに表示される。なお、設定画面においては、作業員が、停
止原因情報および処置内容情報を個別に設定（入力）可能な構成となっている。これによ
り、作業員は、停止情報の種類に応じて自動的に表示画面に表示される表示内容を、適宜
変更することができる。
【０２６４】
　なお、同図においては、停止原因元設備の自動入力が選択されている状態を示している
。したがって、搬入待停止（搬入待停止情報）および搬出待停止（搬出待停止情報）に関
するラジオボタンが、同図のとおりＯＮとなっていても、両停止に対応して備えられたデ
フォルト入力のコメントボックスに入力された情報は、表示画面には表示されない。
【０２６５】
　また、設定画面には、開始時刻ボックスと終了時刻ボックスとを備えており、これらの
ボックスに時刻を入力することにより、上述した担当時間帯を変更することができる。こ
れにより、表示画面に表示可能な時間帯を変更できる。
【０２６６】
　また、設定画面は、ＯＫというアイコンと、キャンセルというアイコンとを備えており
、ＯＫというアイコンが選択されると、入力用の画面に戻ると共に、設定画面で設定され
た内容が表示画面上に表示される。
【０２６７】
　このような構成の場合、情報処理装置２３は、稼動状況取得部４０は、停止情報として
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、強制停止、不具合停止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取
得し、停止原因受付部４６は、停止原因情報として分類情報の入力を受け付け、表示制御
部４５は、停止原因情報の入力の受け付けに際して、各停止情報に基づいて生成された、
表示画面における停止状態を示した各表示領域に対応付けて、停止原因情報の入力用領域
を表示すると共に、該入力用領域に、前記分類情報に応じた情報を表示する構成であると
いえる。
【０２６８】
　この構成によれば、稼動状況取得部４０により、停止情報として、強制停止、不具合停
止、搬入待停止、および、搬出待停止の何れかを示す分類情報を取得できる。また、停止
原因受付部４６により、停止原因情報として前記分類情報の入力が受け付けられる。さら
に、表示制御部４５により、停止原因情報の入力の受け付けに際して、各停止情報に基づ
いて生成された、表示画面における停止状態を示した各表示領域に対応付けて、停止原因
情報の入力用領域が表示されると共に、該入力用領域に、前記分類情報に応じた情報が表
示される。つまり、作業員の入力を行うことなく、分類情報に応じた情報が、自動的に停
止原因情報として入力される。したがって、作業員の入力の手間を省くことができると共
に、正確な停止原因情報の入力が可能となる。
【０２６９】
　さらに、情報処理装置２３を以下のような構成とすることにより、停止原因情報の入力
を簡略化できる。以下では、構成を変えた情報処理装置を情報処理装置２３′とし、情報
処理装置２３と区別して記載する。
【０２７０】
　図２５は、情報処理装置２３′の概略構成を示したブロック図である。情報処理装置２
３′は、稼動状況取得部４０、データ関連付部４１、映像データ取得部４２、ＩＤ情報受
付部４３、担当情報取得部４４、表示制御部４５′、停止原因受付部４６、処置内容受付
部４７、判定部４８、警告音発生部４９、データ送信部５０、記憶装置５１、リスト登録
部（登録手段）５２、および、集計部（集計手段）５３を備えている。
【０２７１】
　つまり、上述した情報処理装置２３と比べると、情報処理装置２３′は、表示制御部の
構成が異なり、さらに、リスト登録部５２と集計部５３とを備えている。それゆえ、以下
では、主として、表示制御部４５′、リスト登録部５２、および、集計部５３について説
明する。
【０２７２】
　リスト登録部５２は、入力装置２１からの入力を受け付け、停止原因情報および処置内
容情報を、予めリスト形式で主記憶部５１ａに登録させる。例えば、作業員の実際の入力
に先立ち、管理者あるいは作業員が予め停止原因情報および処置内容情報を主記憶部５１
ａに登録させておく。
【０２７３】
　ここで、情報処理装置２３′における、作業員による入力の処理について説明する。
【０２７４】
　作業員が、表示装置２２の表示画面上において、例えば、停止原因ボックスの横に付さ
れたリストボックス表示ボタンをクリックすると、表示制御部４５′は、該停止原因ボッ
クスの横に、予め登録された停止原因がリスト形式で表示される描画データを作成する。
そして、表示装置２２の表示画面には、図２６に示すような、画面が表示される。
【０２７５】
　この状態で、作業員が、入力装置２１等を介して、表示されたリストボックスから、あ
る停止原因情報を選択すると、表示制御部４５′は、この選択された停止原因情報を、停
止原因ボックスに表示させる描画データを作成する。さらに、選択された停止原因情報は
、各停止情報に対応付けられて、主記憶部５１ａに記憶される。そして、表示装置２２の
表示画面には、停止原因ボックスに、上記選択された停止原因情報が表示される。
【０２７６】
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　また、処置内容情報についても、停止原因情報と同様な、リスト形式での表示およびリ
ストからの選択処理がなされる。
【０２７７】
　集計部５３は、生産設備毎に、リストボックスから選択された、停止原因情報および処
置内容情報の選択回数を、各情報の選択が行われる度に集計する。そして、この選択回数
を示す情報を、表示制御部４５′に送る。
【０２７８】
　表示制御部４５′は、集計部５３から選択回数の情報を受け付けると、リストボックス
内の停止原因情報および処置内容情報を、各生産設備の各情報に関し、選択回数が多い順
に配置し直して表示される描画データを作成する。これにより、表示装置２２の表示画面
上に表示されるリストボックス内には、選択回数が多い順に、停止原因情報および処置内
容情報が表示される。
【０２７９】
　また、停止情報の種類によっては、通常、選択される停止原因情報および処置内容情報
も異なる。そこで、リストでは、停止情報に応じた内容を選択して表示する構成としてお
くことが好ましい。つまり、作業員停止情報、トラブル停止情報、搬出待停止情報、およ
び、搬入待停止情報の各情報に応じて、それぞれ異なるリストを表示することが好ましい
。これにより、停止原因情報および処置内容情報の選択が一層容易となる。
【０２８０】
　このような構成の場合、情報処理装置２３は、記憶装置５１には、上記分類情報毎に、
１つ以上の停止原因情報が記憶されており、停止情報に関連する停止原因情報の入力の受
け付けに際して、所定の指示を受け付けた場合、表示制御部４５は、記憶された停止原因
情報を選択可能にリスト表示する構成であるといえる。
【０２８１】
　この構成によれば、記憶装置５１には、分類情報毎に、１つ以上の停止原因情報が記憶
されている。また、停止情報に関連する停止原因情報の入力の受け付けに際して、所定の
指示を受け付けた場合、表示制御部４５により、記憶された停止原因情報が選択可能にリ
スト表示される。したがって、作業員が、上記所定の指示を入力することにより、簡易に
停止原因情報を入力することが可能となる。
【０２８２】
　また、情報処理装置２３は、記憶装置５１に対し、停止原因情報を登録するリスト登録
部（登録手段）５２を備える構成であるといえる。
【０２８３】
　この構成によれば、リスト登録部５２により、記憶装置５１に対し、停止原因情報を登
録することができる。したがって、作業員または管理者は、新たな停止原因情報を追加す
ることが可能となる。
【０２８４】
　また、情報処理装置２３は、上記選択された停止原因情報の選択回数を、生産設備毎に
集計する集計部（集計手段）５３を備え、表示制御部４５は、リスト表示時に、選択回数
の多い順に停止原因情報を表示画面に表示する構成であるといえる。
【０２８５】
　上記の構成によれば、集計部５３により、上記選択された停止原因情報の選択回数が、
生産設備毎に集計される。また、表示制御部４５により、リスト表示時に、選択回数の多
い順に停止原因情報が表示画面に表示される。つまり、作業員が多く選択した順に、停止
原因情報が表示される。したがって、作業員は、停止原因情報が選択回数の多い順に並ん
でいない場合に比べて、停止原因情報の選択を迅速に行うことが可能となる。
【０２８６】
　また、情報処理装置２３は、記憶装置５１には、上記分類情報毎に、１つ以上の処置内
容情報を示す情報が記憶されており、停止情報に関連する処置内容情報の入力の受け付け
に際して、所定の指示を受け付けた場合、表示制御部４５は、記憶された処置内容情報を
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選択可能にリスト表示する構成であるといえる。
【０２８７】
　この構成によれば、記憶装置５１には、分類情報毎に、１つ以上の処置内容情報が記憶
されている。また、停止情報に関連する処置内容情報の入力の受け付けに際して、所定の
指示を受け付けた場合、表示制御部４５により、記憶された処置内容情報が選択可能にリ
スト表示される。したがって、作業員が、上記所定の指示を入力することにより、簡易に
処置内容情報を入力することが可能となる。
【０２８８】
　また、情報処理装置２３は、記憶装置５１に対し、処置内容情報を登録するリスト登録
部５２を備える構成であるといえる。
【０２８９】
　この構成によれば、リスト登録部５２により、記憶装置５１に対し、処置内容情報を登
録することができる。したがって、作業員または管理者は、新たな処置内容情報を追加す
ることが可能となる。
【０２９０】
　また、情報処理装置２３は、上記選択された処置内容情報の選択回数を、生産設備毎に
集計する集計部５３を備え、表示制御部４５は、リスト表示時に、選択回数の多い順に処
置内容情報を表示画面に表示する構成であるといえる。
【０２９１】
　この構成によれば、集計部５３により、上記選択された処置内容情報の選択回数が、生
産設備毎に集計される。また、表示制御部４５により、リスト表示時に、選択回数の多い
順に処置内容情報が表示画面に表示される。つまり、作業員が多く選択した順に、処置内
容情報が表示される。したがって、作業員は、処置内容情報が選択回数の多い順に並んで
いない場合に比べて、処置内容情報の選択を迅速に行うことが可能となる。
【０２９２】
　また、上記の実施の形態においては、ビデオカメラを介して映像を取得したが、ビデオ
カメラの音声入力を機能させて、該映像と共に音声を取得する構成としてもよい。また、
映像の代わりの音声だけを取得する構成としてもよい。
【０２９３】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【０２９４】
　なお、上記実施形態の情報処理装置２３の各部（記憶装置５１を除く）や各処理ステッ
プは、ＣＰＵなどの演算手段が、ＲＯＭ（Read Only Memory）やＲＡＭなどの記憶手段に
記憶されたプログラムを実行し、キーボードなどの入力手段、ディスプレイなどの出力手
段、あるいは、インターフェース回路などの通信手段を制御することにより実現すること
ができる。したがって、これらの手段を有するコンピュータが、上記プログラムを記録し
た記録媒体を読み取り、当該プログラムを実行するだけで、本実施形態の情報処理装置２
３（記憶装置５１を除く）の各種機能および各種処理を実現することができる。また、上
記プログラムをリムーバブルな記録媒体に記録することにより、任意のコンピュータ上で
上記の各種機能および各種処理を実現することができる。
【０２９５】
　この記録媒体としては、マイクロコンピュータで処理を行うために図示しないメモリ、
例えばＲＯＭのようなものがプログラムメディアであっても良いし、また、図示していな
いが外部記憶装置としてプログラム読取り装置が設けられ、そこに記録媒体を挿入するこ
とにより読取り可能なプログラムメディアであっても良い。
【０２９６】
　また、何れの場合でも、格納されているプログラムは、マイクロプロセッサがアクセス
して実行される構成であることが好ましい。さらに、プログラムを読み出し、読み出され
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たプログラムは、マイクロコンピュータのプログラム記憶エリアにダウンロードされて、
そのプログラムが実行される方式であることが好ましい。なお、このダウンロード用のプ
ログラムは予め本体装置に格納されているものとする。
【０２９７】
　また、上記プログラムメディアとしては、本体と分離可能に構成される記録媒体であり
、磁気テープやカセットテープ等のテープ系、フレキシブルディスクやハードディスク等
の磁気ディスクやＣＤ／ＭＯ／ＭＤ／ＤＶＤ等のディスクのディスク系、ＩＣカード（メ
モリカードを含む）等のカード系、あるいはマスクＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ（Erasable Progr
ammable Read Only Memory）、ＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Rea
d Only Memory）、フラッシュＲＯＭ等による半導体メモリを含めた固定的にプログラム
を担持する記録媒体等がある。
【０２９８】
　また、インターネットを含む通信ネットワークを接続可能なシステム構成であれば、通
信ネットワークからプログラムをダウンロードするように流動的にプログラムを担持する
記録媒体であることが好ましい。
【０２９９】
　さらに、このように通信ネットワークからプログラムをダウンロードする場合には、そ
のダウンロード用のプログラムは予め本体装置に格納しておくか、あるいは別な記録媒体
からインストールされるものであることが好ましい。
【産業上の利用可能性】
【０３００】
　様々な生産ラインにおける生産設備の稼働状況の解析および解析用データの入力に適用
できる。
【図面の簡単な説明】
【０３０１】
【図１】本実施の形態に係る生産ライン管理システムにおける稼働状況管理装置内の情報
処理装置の概略構成を示した図である。
【図２】生産ライン管理システムの概略構成を示した図である。
【図３】ラインの所定箇所にワークが存在する場合における、或る時刻における第１対応
付情報を示した図である。
【図４】ラインの所定箇所にワークが存在しない場合における、或る時刻における第１対
応付情報を示した図である。
【図５】生産設備を停止させた場合における、或る時刻における第４対応付情報を示した
図である。
【図６】生産設備を停止させていない場合における、或る時刻における第４対応付情報を
示した図である。
【図７】上記稼働状況管理システム内の停止原因分類装置の概略構成を示した図である。
【図８】第１対応付情報群を示した図である。
【図９】第２対応付情報群を示した図である。
【図１０】第４対応付情報群を示した図である。
【図１１】フラグが付された第１対応付情報群を示した図である。
【図１２】フラグが付された第２対応付情報群を示した図である。
【図１３】センサの出力に基いて判断される、生産設備の稼動状況を示した図である。
【図１４】第４対応付情報に稼動またはトラブル停止という情報が付加された、第４対応
付情報群を示した図である。
【図１５】第４対応付情報に稼動または搬出待停止という情報が付加された、第４対応付
情報群を示した図である。
【図１６】上記停止原因分類装置における処理フローを示したフローチャートである。
【図１７】第４対応付情報に稼動または作業員による停止という情報が付加された、第４
対応付情報群を示した図である。
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【図１８】表示装置の表示画面に表示されるログイン画面を示した図である。
【図１９】表示装置の表示画面に表示される入力用画面を示した図である。
【図２０】停止原因情報と処置内容情報とが入力された後の、上記入力用画面を示した図
である。
【図２１】作業者の作業内容を解析する場合に示される、解析用画面を示した図である。
【図２２】上記情報処理装置で行われる処理フローを示したフローチャートである。
【図２３】矢印表示を用いて、関連する停止を隣接する生産設備毎に対応付けて表示した
場合の、表示画面を示した図である。
【図２４】設定画面を示した図である。
【図２５】情報処理装置の他の概略構成を示したブロック図である
【図２６】予め登録された停止原因をリスト形式で表示した場合の表示画面を示した図で
ある。
【符号の説明】
【０３０２】
１５　サーバ装置
１６　稼動状況管理装置
２０　停止原因分類装置（分類情報生成装置）
２１　入力装置
２２　表示装置
２３　情報処理装置
３６　状態検出部
３７　設備状態特定部
４０　稼動状況取得部（稼働状況取得手段）
４１　データ関連付部（関連付手段）
４２　映像データ取得部（映像情報取得手段）
４３　ＩＤ情報受付部（識別情報受付手段）
４４　担当情報取得部（担当情報取得手段）
４５　表示制御部（表示制御手段）
４６　停止原因受付部（停止原因受付手段）
４７　処置内容受付部（処置内容受付手段）
４８　判定部（判定手段）
４９　警告音発生部（警告音発生手段）
５１　記憶装置
５２　リスト登録部（登録手段）
５３　集計部（集計手段）
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