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(57)【要約】
【課題】各々の設備の稼働状態と各々の設備における作
業対象物の作業進捗状況とを解析して出力する。
【解決手段】本発明の作業管理装置が、各々の設備にお
ける作業対象物の該各々の設備への入出力を検出するバ
ーコードリーダ（３－１乃至３－ｎ）と、バーコードリ
ーダによる検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備
毎の該作業対象物が各々の設備に入った日時の情報と各
々の設備から出た日時の情報とをワーク情報として取得
する工程管理装置１と、各々の設備の稼働状態を検出す
るセンサ（４－１乃至４－ｎ）と、取得されたワーク情
報と上記検出された各々の設備の稼働状態を示す情報と
に基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備におけ
る作業対象物の作業進捗状況とを解析して出力する解析
装置６とを備える。
【選択図】図１



(2) JP 2009-25851 A 2009.2.5

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の設備において１又は複数の作業対象物が製造される製造ラインにおける作業管理
装置であって、
　各々の設備に設けられ、各々の設備における作業対象物の該各々の設備への入出力を検
出する第１の検出手段と、
　前記第１の検出手段による検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象
物が各々の設備に入った日時の情報と各々の設備から出た日時の情報とをワーク情報とし
て取得するワーク情報取得手段と、
　各々の設備に設けられ、各々の設備の稼働状態を検出する第２の検出手段と、
　前記取得されたワーク情報と前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働
状態を示す情報とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の
作業進捗状況とを解析し、該解析結果を出力する解析手段とを備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の作業管理装置において、
　前記解析手段が、
　前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働状態を示す情報を取得する稼
働状態取得手段と、
　前記取得された各々の設備の稼働状態を示す情報と前記ワーク情報取得手段によって取
得されたワーク情報とに基づいて、各々の設備における作業対象物の作業進捗の実績を示
す作業進捗実績情報を作成する作業進捗実績情報作成手段とを備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の作業管理装置において、
　前記解析手段が、更に、前記各々の設備の稼働状態を予め記憶手段に記憶された各々の
設備の稼働状態の基準データと比較し、該比較結果に基づいて前記各々の設備の稼働状態
を示す情報を整合のとれた情報とする整合処理手段を備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項４】
　請求項２に記載の作業管理装置において、
　前記稼働状態取得手段が、前記取得された各々の設備の稼働状態に基づいて、異常状態
となった設備をリアルタイムに表示する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項５】
　請求項１に記載の作業管理装置において、
　前記解析手段が、更に、前記作業進捗実績情報作成手段によって作成された作業進捗実
績情報を表示する作業進捗実績情報表示手段を備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の作業管理装置において、
　前記作業進捗実績情報表示手段が、更に、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設
備の稼働状態と各々の作業対象物の作業進捗の実績とを示すガントチャートを作成して表
示する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の作業管理装置において、
　前記作業進捗実績情報表示手段が、更に、各作業を示す情報と各作業における設備の稼
働状態を示す情報とが対応付けられたガントチャートを作成する
　ことを特徴とする作業管理装置。
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【請求項８】
　請求項６に記載の作業管理装置において、
　前記作業進捗実績情報表示手段が、更に、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設
備における作業の前後関係を示す情報を作成し、前記ガントチャート中に表示する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【請求項９】
　複数の設備において１又は複数の作業対象物が製造される製造ラインにおける作業管理
方法であって、
　各々の設備に設けられる第１の検出手段が、各々の設備における作業対象物の該各々の
設備への入出力を検出するステップと、
　前記第１の検出手段による検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象
物が各々の設備に入った日時の情報と各々の設備から出た日時の情報とをワーク情報とし
て取得するステップと、
　各々の設備に設けられる第２の検出手段が、各々の設備の稼働状態を検出するステップ
と、
　前記取得されたワーク情報と前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働
状態とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状
況とを解析し、該解析結果を出力するステップとを有する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業管理装置に関し、特に、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作
業対象物の作業進捗状況とを解析して出力する作業管理装置及び作業管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図２３は、従来の作業管理装置を示す図である。図２３に示す従来の作業管理装置は、
工程管理装置１０、稼働管理装置１３－１乃至１３－４、パトランプ１４－１乃至１４－
４、バーコードリーダ１２－１、１２－２、障害日報１６を備える。図２３中の１１－１
乃至１１－４は、ワークに対して作業する設備、１５は各稼働管理装置が読み取った情報
が記憶されるデータベースである。ワークは、作業対象物である。
【０００３】
　工程管理装置１０は、先頭工程の設備である設備１１－１と最終工程の設備である設備
１１－４とに接続されており、ワークの通過（投入／完了）をワーク情報として記録し、
データベース化する装置である。
【０００４】
　バーコードリーダ１２－１、１２－２は、それぞれ、先頭工程の設備である設備１１－
１、最終工程の設備である設備１１－４に接続されており、ワークが設備を通過したこと
を検出し、検出結果を工程管理装置１０に登録する装置である。
【０００５】
　稼働管理装置１３－１乃至１３－４は、各設備に設置されており、設備が正常か異常か
を示す信号を読み取り、設備の正常／異常を判定する装置である。読み取った情報はデー
タベース１５に記録される。
【０００６】
　パトランプ１４－１乃至１４－４の各々は、各稼働管理装置に接続されており、各稼働
管理装置における、設備の正常／異常の判定結果をリアルタイムに通知する通知装置であ
る。設備の稼働状態によって、点灯パターンや、点灯するランプの色が変更される。パト
ランプの点灯を見たオペレータは、該パトランプが設けられている設備が異常状態となっ
たことを認識して、障害報告を作成する。
【０００７】
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　障害日報１６は、オペレータが作成した設備の障害報告を記録した情報である。
【０００８】
　図２３に示す従来の作業管理装置は、設備の稼働状態を管理するために、パトランプに
よるリアルタイム監視を行う他、障害の原因を追求したり、設備稼働を向上させるために
、各設備の稼働状態のログ情報を記録する。設備の障害内容は様々ではあるが、設備に投
入されるワークの種類と密着した関係がある。そのため、従来の作業管理装置では、各設
備に稼働管理装置や工程管理装置を接続し、設備の稼働状態や、製品の製造進捗状況に関
する情報を取得して管理する。
【０００９】
　ある設備に障害が発生すると、パトランプが点灯する。オペレータは、パトランプが点
灯した設備に移動して障害対応し、その内容を障害日報１６に記録する。
【００１０】
　なお、生産ラインの稼働状況を収集する従来技術として、下記の特許文献１は、各工程
に生産品がきたことを検出し、該生産品の識別情報と上記検出結果とに基づいて、作業時
間を算出し、該算出された作業時間と標準時間との比較結果に基づいて、警報通知を行う
システムに関して記載している。
【特許文献１】特開平５－１２３９４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　図２３を参照して前述した従来の作業管理装置では、以下のような問題がある。図２４
を参照して、従来の作業管理装置の問題について説明する。
【００１２】
　図２４に示すように、例えば設備１１－３でエラー停止等の障害が発生すると、パトラ
ンプ１４－３が点灯し、オペレータが直ちに対応する。しかしパトランプは設備単位に管
理されるため、オペレータの対応が遅れると、上記障害が発生した工程の前工程の設備で
ある設備１１－２は、ワークを次の工程に流せなくなるため、稼働管理装置１３－２が障
害が発生したと判断し、該設備１１－２に対応するパトランプ１４－２が点灯する。設備
１１－２における工程の前工程の設備である設備１１－１でも、同様にワークを次の工程
に流せなくなるため、該設備１１－１に対応するパトランプ１４－１が点灯する。
【００１３】
　また、上記障害が発生した工程の後工程の設備である設備１１－４は、設備１１－３か
らワークが流れてこないため、障害が発生したと判断し、該設備１１－４に対応するパト
ランプ１４－４が点灯する。このように、オペレータの対応が遅れると、製造ライン全体
に障害が伝播して、複数のパトランプが点灯してしまい、どの設備から障害が発生したの
か、パトランプの点灯だけでは判断がつかなくなってしまう。全設備にオペレータを配置
し、パトランプだけを常時監視する方法もあるが、現実的ではない。
【００１４】
　また、稼働管理ができていない設備が製造ライン内に一つでもあると、全体の状況を正
しく把握することができず、効果なセンサを付加してシステム化する必要がある。
【００１５】
　また、従来は、安価なセンサを各々の設備に取り付けて設備の稼働状態を検出し、該設
備の稼働状態の検出結果をソフトウェア上で解析するシステムがなかった。
【００１６】
　本発明は、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを
解析して出力することによって、どの設備において異常が発生したかを特定することがで
き、かつ、各々の作業対象物がどの時間においてどの設備において製造されているか等を
特定することができる作業管理装置の提供を目的とする。
【００１７】
　また、本発明は、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状
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況とを解析して出力することによって、どの設備において異常が発生したかを特定するこ
とができ、かつ、各々の作業対象物がどの時間においてどの設備において製造されている
か等を特定することができる作業管理方法の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明の作業管理装置は、複数の設備において１又は複数の作業対象物が製造される製
造ラインにおける作業管理装置であって、各々の設備に設けられ、各々の設備における作
業対象物の該各々の設備への入出力を検出する第１の検出手段と、前記第１の検出手段に
よる検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象物が各々の設備に入った
日時の情報と各々の設備から出た日時の情報とをワーク情報として取得するワーク情報取
得手段と、各々の設備に設けられ、各々の設備の稼働状態を検出する第２の検出手段と、
前記取得されたワーク情報と前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働状
態を示す情報とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作
業進捗状況とを解析し、該解析結果を出力する解析手段とを備える。
【００１９】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記解析手段が、前記第２の検出手段に
よって検出された各々の設備の稼働状態を示す情報を取得する稼働状態取得手段と、前記
取得された各々の設備の稼働状態を示す情報と前記ワーク情報取得手段によって取得され
たワーク情報とに基づいて、各々の設備における作業対象物の作業進捗の実績を示す作業
進捗実績情報を作成する作業進捗実績情報作成手段とを備える。
【００２０】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記解析手段が、更に、前記各々の設備
の稼働状態を予め記憶手段に記憶された各々の設備の稼働状態の基準データと比較し、該
比較結果に基づいて前記各々の設備の稼働状態を示す情報を整合のとれた情報とする整合
処理手段を備える。
【００２１】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記稼働状態取得手段が、前記取得され
た各々の設備の稼働状態に基づいて、異常状態となった設備をリアルタイムに表示する。
【００２２】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記解析手段が、更に、前記作業進捗実
績情報作成手段によって作成された作業進捗実績情報を表示する作業進捗実績情報表示手
段を備える。
【００２３】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記作業進捗実績情報表示手段が、更に
、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の作業対象物の作業進
捗の実績とを示すガントチャートを作成して表示する。
【００２４】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記作業進捗実績情報表示手段が、更に
、各作業を示す情報と各作業における設備の稼働状態を示す情報とが対応付けられたガン
トチャートを作成する。
【００２５】
　好ましくは、本発明の作業管理装置において、前記作業進捗実績情報表示手段が、更に
、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設備における作業の前後関係を示す情報を作
成し、前記ガントチャート中に表示する。
【００２６】
　また、本発明の作業管理方法は、複数の設備において１又は複数の作業対象物が製造さ
れる製造ラインにおける作業管理方法であって、各々の設備に設けられる第１の検出手段
が、各々の設備における作業対象物の該各々の設備への入出力を検出するステップと、前
記第１の検出手段による検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象物が
各々の設備に入った日時の情報と各々の設備から出た日時の情報とをワーク情報として取
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得するステップと、各々の設備に設けられる第２の検出手段が、各々の設備の稼働状態を
検出するステップと、前記取得されたワーク情報と前記第２の検出手段によって検出され
た各々の設備の稼働状態とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業
対象物の作業進捗状況とを解析し、該解析結果を出力するステップとを有する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の作業管理装置及び作業管理方法は、各々の設備の稼働状態と各々の設備におけ
る作業対象物の作業進捗状況とを解析して出力する。好ましくは、本発明の作業管理装置
は、各々の設備の稼働状態を示す情報とワーク情報とに基づいて、各々の設備における作
業対象物の作業進捗の実績を示す作業進捗実績情報を作成する。従って、本発明によれば
、どの設備において異常が発生したかを特定することができ、かつ、各々の作業対象物が
どの時間においてどの設備において製造されているか等を特定することができる。その結
果、例えば、ボトルネックとなる設備を自動的に割り出して、該ボトルネックとなる設備
の監視レベルを上げる等の措置を講ずることが可能となる。
【００２８】
　また、本発明の作業管理装置は、各々の設備の稼働状態と基準データとの比較結果に基
づいて、各々の設備の稼働状態を示す情報を整合のとれた情報とし、該整合のとれた情報
とワーク情報とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作
業進捗状況とを解析する。従って、本発明によれば、精度よく各々の設備の稼働状態と各
々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを解析することができる。
【００２９】
　また、本発明の作業管理装置は、取得した各々の設備の稼働状態に基づいて、異常状態
となった設備をリアルタイムに表示する。従って、本発明によれば、ユーザは、異常とな
った設備をリアルタイムに知ることができる。
【００３０】
　また、本発明の作業管理装置は、作成された作業進捗実績情報を表示する。好ましくは
、本発明の作業管理装置は、上記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設備の稼働状態と
各々の作業対象物の作業進捗の実績とを示すガントチャートを作成して表示する。従って
、本発明によれば、ユーザは、例えば、各々の作業対象物がどの時間においてどの設備に
おいて製造されているかということと、各々の設備の各々の時間帯における稼働状態とを
ガントチャートを見ることによって確認することができる。
【００３１】
　また、本発明の作業管理装置は、各作業を示す情報と各作業における設備の稼働状態を
示す情報とが対応付けられたガントチャートを作成する。従って、本発明によれば、ユー
ザは、例えば、製造という作業を実行している設備が、稼働状態、エラー停止、ブロック
状態のいずれかであるかをガントチャートを見ることによって確認することができる。
【００３２】
　また、本発明の作業管理装置は、各々の設備における作業の前後関係を示す情報をガン
トチャート中に表示する。従って、本発明によれば、ユーザは、例えば、ある作業対象物
についてのある設備における作業の前後の作業をガントチャートを見ることによって確認
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３３】
　図１は、本発明の作業管理装置の構成の一例を示す図である。本実施形態の作業管理装
置は、複数の設備（設備２－１乃至２－ｎ）において１又は複数の作業対象物が製造され
る製造ラインにおける作業管理装置である。該作業管理装置は、各々の設備の稼働状態と
各々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを解析し、該解析結果を出力する。
【００３４】
　本実施形態の作業管理装置は、工程管理装置１、バーコードリーダ３－１乃至３－ｎ、
センサ４－１乃至４－ｎ、シーケンサ５、解析装置６を備える。
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【００３５】
　工程管理装置１は、各工程の設備に接続されている各バーコードリーダによる、各々の
設備における作業対象物の該各々の設備への入出力の検出結果を取得し、該検出結果に基
づいて、ワーク情報を取得する。ワーク情報は、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象物
が各々の設備に入った日時の情報と各々の設備から出た日時の情報である。具体的には、
ワーク情報は、例えば、図２に示すように、ワークＩＤ、図番、設備名、開始日時、終了
日時といったデータ構成を有する。ワークＩＤは、作業対象物（ワーク）を一意に特定す
る識別情報である。図番はワークの図番、設備名は設備の名称、開始日時はワークが該設
備に入った時の日時、終了日時はワークが該設備から出た時の日時である。工程管理装置
１は、取得したワーク情報を後述する解析装置６に通知する。
【００３６】
　バーコードリーダ３－１、３－２、３－３、・・・３－ｎは、それぞれ、設備２－１、
２－２、２－３、・・・２－ｎに接続されており、それぞれ、作業対象物の、設備３－１
への入出力、設備３－２への入出力、設備３－３への入出力、・・・、設備３－ｎへの入
出力を検出し、該検出結果を工程管理装置１に通知する。
【００３７】
　具体的には、各バーコードリーダは、作業対象物が自バーコードリーダが接続された設
備に入った時に、該作業対象物に予め取り付けられたバーコードに記録されているワーク
ＩＤとワークの図番とを読み取る。また、各バーコードリーダは、作業対象物が自バーコ
ードリーダが接続された設備から出た時に、該作業対象物に予め取り付けられたバーコー
ドに記録されている該ワークＩＤとワークの図番とを読み取る。そして、各バーコードリ
ーダは、読み取られたワークＩＤと、ワークの図番と、ワークが設備に入った時の日時と
、ワークが設備から出た時の日時の情報を、自バーコードリーダが接続されている設備の
識別情報（例えば、設備の名称）とともに工程管理装置１に通知する。工程管理装置は、
例えば、各バーコードリーダから通知された情報に基づいて、ワーク情報を取得する。
【００３８】
　センサ４－１、４－２、４－３、・・・４－ｎは、それぞれ、設備２－１、２－２、２
－３、・・・、２－ｎに設置されており、それぞれ、設備２－１、２－２、２－３、・・
・、２－ｎの設備稼働信号を検出し、検出した設備稼働信号を解析装置６に通知する。設
備稼働信号は、設備の稼働状態を示す信号であり、具体的には、設備を稼働させるプログ
ラムによる制御信号である。各センサは、例えば、光電センサ等である。
【００３９】
　シーケンサ５は、各センサから設備稼働信号をまとめて取得し、取得した全ての設備稼
働信号を設備稼働信号データとして解析装置６に通知する装置である。
【００４０】
　解析装置６は、シーケンサ５から設備稼働信号データを取得するとともに、工程管理装
置１からワーク情報を取得し、取得された設備稼働信号データとワーク情報とに基づいて
、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを解析し、該
解析結果を出力する。
【００４１】
　図３は、図１に示す解析装置の構成例を示す図である。解析装置６は、リアルタイム情
報取得部６１、整合処理部６２、作業進捗実績情報作成部６３、作業進捗実績情報表示部
６４、設備稼働信号データベース（ＤＢ）６５、工場バーチャルモデルデータベース（Ｄ
Ｂ）６６、設備稼働情報データベース（ＤＢ）６７、作業進捗実績情報データベース（Ｄ
Ｂ）６８を備える。
【００４２】
　リアルタイム情報取得部６１は、シーケンサ５を通じて設備稼働信号データをリアルタ
イムに取得し、取得した設備稼働信号データを設備稼働信号ＤＢ６５に記憶する。すなわ
ち、リアルタイム情報取得部６１は、各センサによって検出された各々の設備の稼働状態
を示す情報を取得する稼働状態取得手段である。
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【００４３】
　設備稼働信号データには、後述する図５に示すように、信号取得日時、設備の稼働状態
（製造、段替、稼働、エラー停止、ブロック、ワークなし、アイドリング）が書き込まれ
ている。図５に示す設備稼働信号データのレコード（１行分のデータ）が、設備稼働信号
である。
【００４４】
　製造は、設備にワークがセットされている状態である。段替は、段取り替えのために設
備が一時停止になっている状態である。稼働は、設備がワークに対して製造している状態
である。エラー停止は、設備が異常により停止している状態である。ブロックは、後工程
の設備にワークを移動できない状態である。ワークなしは、前工程の設備にワークがない
ため、後工程の設備にワークを移動できない状態である。アイドリングは、設備運転中で
あるが、無作業の状態（待ち状態）である。設備稼働信号は、後述する図５に示すように
、該設備稼働信号に対応する設備の稼働状態がＯｎのとき（すなわち、該設備が該稼働状
態のとき）は、例えば”１”、Ｏｆｆのとき（すなわち、該設備が該稼働状態でないとき
）は”０　”で示される。
【００４５】
　本実施形態によれば、リアルタイム情報取得部６１が、図４に示すように、取得された
設備稼働信号データ（各々の設備の稼働状態を示す情報）をリアルタイムに表示すること
を通じて、異常状態となった設備をリアルタイムに表示するようにしてもよい。
【００４６】
　図４に示す例では、２００６年１１月１５日の１０時３１分３３秒の時点における各設
備（図中では高速機）の稼働状態が表示されている。リアルタイム情報取得部６１は、例
えば、高速機＃１がエラー停止状態であることを示す設備稼働信号がＯｎのときには、該
エラー停止状態を示すアイコンの色を変更等することによって、高速機＃１がエラー停止
状態であることを表示するようにしてもよい。
【００４７】
　リアルタイム情報取得部６１が、設備稼働信号データをリアルタイムに表示することに
より、各設備の稼働状態を１つの画面で確認することができる。本実施形態によれば、リ
アルタイム情報取得部６１が、設備に障害が発生したときに、警告メッセージをオペレー
タに通知するようにしてもよい。該警告メッセージを見たオペレータは、障害が発生した
設備名や障害原因などの情報を確認することができ、対応すべき設備を正確に知ることが
できる。
【００４８】
　整合処理部６２は、設備稼働信号ＤＢ６５に記憶された設備稼働信号データに基づいて
、後述する図６に示す設備稼働情報を作成する。整合処理部６２は、設備稼働情報の作成
の際に、設備稼働信号データと、工場バーチャルモデルＤＢ６６に予め記憶されている工
場バーチャルモデルとを比較し、該比較結果に基づいて、上記設備稼働信号を整合のとれ
た情報とした上で、設備稼働情報を作成し、該作成した設備稼働情報を設備稼働情報ＤＢ
６７に記憶する。工場バーチャルモデルは、各々の設備の稼働状態のシミュレーション結
果であって、各々の設備の稼働状態の基準データである。整合処理部６２は、例えば、工
場バーチャルモデルとの比較の結果、矛盾する設備稼働信号のデータを修正する。
【００４９】
　すなわち、整合処理部６２は、各々の設備の稼働状態を示す情報を予め工場バーチャル
モデルＤＢ６６に記憶された各々の設備の稼働状態の基準データと比較し、該比較結果に
基づいて各々の設備の稼働状態を示す情報を整合のとれた情報とする整合処理手段である
。
【００５０】
　作業進捗実績情報作成部６３は、設備稼働情報ＤＢ６７に記憶された設備稼働情報と、
工程管理装置１から通知されたワーク情報とに基づいて、各々の設備における作業対象物
の作業進捗の実績を示す情報である作業進捗実績情報を作成する。作業進捗実績情報作成
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部６３は、設備稼働信号ＤＢ６５内の設備稼働信号と、工程管理装置１から通知されたワ
ーク情報とに基づいて、各々の設備における作業対象物の作業進捗の実績を示す作業進捗
実績情報を作成するようにしてもよい。すなわち、作業進捗実績情報作成部６３は、リア
ルタイム情報取得部６１によって取得された各々の設備の稼働状態を示す情報と工程管理
装置１によって取得されたワーク情報とに基づいて、各々の設備における作業対象物の作
業進捗の実績を示す作業進捗実績情報を作成する作業進捗実績情報作成手段である。作業
進捗実績情報作成部６３は、作成した作業進捗実績情報を作業進捗実績情報ＤＢ６８に記
憶する。
【００５１】
　作業進捗実績情報表示部６４は、作業進捗実績情報ＤＢ６８に記憶された作業進捗実績
情報を表示する。作業進捗実績情報表示部６４は、例えば、オペレータの指定入力に従っ
て、作業進捗実績情報の抽出条件（例えば、期間、図番等）を入力する。そして、作業進
捗実績情報表示部６４は、該入力された抽出条件に従って、作業進捗実績情報ＤＢ６８か
ら作業進捗実績情報を抽出し、抽出された作業進捗実績情報を表示する。すなわち、作業
進捗実績情報表示部６４は、作業進捗実績情報作成部６３によって作成された作業進捗実
績情報を表示する作業進捗実績情報表示手段である。
【００５２】
　本実施形態によれば、作業進捗実績情報表示部６４が、更に、作業進捗実績情報ＤＢ６
８に記憶された作業進捗実績情報に基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の作業対象物
の作業進捗の実績とを示すガントチャートを作成して表示するようにしてもよい。ガント
チャートは、作業計画及びスケジュールを横型棒グラフで示した工程管理図であり、例え
ば、縦軸（行）に作業、横軸に期間をとって、各作業の所要期間を該所要期間に比例した
長さの横棒で示した図である。
【００５３】
　また、本実施形態によれば、作業進捗実績情報表示部６４が、更に、各作業を示す情報
と各作業における設備の稼働状態を示す情報とが対応付けられたガントチャートを作成す
るようにしてもよい。
【００５４】
　また、本実施形態によれば、作業進捗実績情報表示部６４が、更に、作業進捗実績情報
に基づいて、各々の設備における作業の前後関係を示す情報を作成し、上記ガントチャー
ト中に表示するようにしてもよい。
【００５５】
　また、本実施形態によれば、作業進捗実績情報表示部６４が、更に、上記整合処理部６
２が作成した設備稼働情報を表示するようにしてもよい。
【００５６】
　なお、本実施形態の作業管理装置及び該作業管理装置が備える各装置の機能は、ＣＰＵ
とその上で実行されるプログラムにより実現される。本実施形態を実現するプログラムは
、コンピュータが読み取り可能な記録媒体、例えば半導体メモリ、ハードディスク、ＣＤ
－ＲＯＭ、ＤＶＤ等に格納することができ、これらの記録媒体に記録して提供され、又は
、通信インタフェースを介してネットワークを利用した送受信により提供される。
【００５７】
　図５は、設備稼働信号データの例である。設備稼働信号データは、設備稼働信号が取得
された日時毎及び設備毎の、該設備の稼働状態（例えば、製造、段替、稼働、エラー停止
、ブロック、ワークなし、アイドリング）を示す情報から構成される。図５では、設備１
についての設備稼働信号データの例を示している。設備の稼働状態に記述される「１」は
、該設備が該稼働状態にあることを示し、「０」は、設備が該稼働状態にないことを示し
ている。
【００５８】
　図６は、設備稼働情報の例である。設備稼働情報は、作業ＩＤ、設備名、稼働状態、開
始日時、終了日時、段替開始日時、段替終了日時といったデータ構成を有する。作業ＩＤ
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は、設備における作業を一意に識別する識別子である。すなわち、設備稼働情報のレコー
ド（一行分のデータ）が、一つの作業を示す。なお、例えば、製造という作業をしている
設備の稼働状態として、例えば稼働、ワークなし、エラー停止、アイドリング、ブロック
がある。設備名は設備の名称、稼働状態は該設備の稼働状態である。開始日時は、該稼働
状態の開始日時である。終了日時は、該稼働状態の終了日時である。なお、稼働状態が製
造及び段替であるとき（「稼働状態」の項目に製造／段替が格納されるとき）、開始日時
には製造の開始日時が格納され、終了日時には製造の終了日時が格納される。段替開始日
時は段替の開始日時、段替終了日時は段替の終了日時である。
【００５９】
　図７は、本実施形態における作業進捗実績情報作成処理フローの例を示す図である。ま
ず、リアルタイム情報取得部６１が、シーケンサ５を介して、リアルタイムに各設備の設
備稼働信号データを取得して、設備稼働信号データＤＢ６５に記憶する（ステップＳ１）
。
【００６０】
　次に、整合処理部６２が、設備稼働信号データＤＢ６５から一定間隔で自動的に設備稼
働信号データを取得して、設備稼働情報を作成し、設備稼働情報ＤＢ６７に記憶する（ス
テップＳ２）。そして、作業進捗実績情報作成部６３が、設備稼働情報ＤＢ６７から一定
間隔で自動的に設備稼働情報を取得するとともに、工程管理装置１からワーク情報を取得
し、該設備稼働情報とワーク情報とに基づいて、作業進捗実績情報を作成して、作業進捗
実績情報ＤＢ６８に記憶する（ステップＳ３）。
【００６１】
　上記ステップＳ２における設備稼働情報の作成について説明する。整合処理部６２は、
例えば図８に示す設備稼働信号データにおいて、各稼働状態のフィールド（列）の信号状
態が「１」になってから、「０」になるまでを探索し、該信号状態が「１」になったとき
の日時を、図９に示す設備稼働情報の該稼働状態に対応する「開始日時」の項目に格納す
る。また、該信号状態が「０」になったときの日時を、図９に示す設備稼働情報の該稼働
状態に対応する「終了日時」の項目に格納する。段替という稼働状態については、整合処
理部６２は、設備稼働信号データにおいて、段替を示す設備稼働信号の信号状態が「１」
になったときの日時を、設備稼働情報の「段替開始日時」の項目に格納し、上記信号状態
が「０」になったときの日時を、該設備稼働情報の「段替終了日時」の項目に格納する。
【００６２】
　なお、整合処理部６２は、例えば、設備稼働情報の「開始日時」、「終了日時」、「段
替開始日時」、「段替終了日時」に日時情報を格納する際に、設備稼働信号データを探索
して取得される日時情報のコンマ以下の秒を切り捨てる。例えば、設備稼働信号データを
探索してされる日時情報が、２００７／０５／０７　０９：００：０５．５００である場
合、整合処理部６２は、該日時情報を２００７／０５／０７　０９：００：０５として、
設備稼働情報に格納する日時情報とする。
【００６３】
　整合処理部６２が、上述した設備稼働情報の作成処理を行うことによって、例えば、図
８に示す設備稼働信号データから図９に示す設備稼働情報が作成される。作業進捗実績情
報表示部６４は、例えば、図９に示す設備稼働情報を図１０に示すようなガントチャート
形式で表示する。
【００６４】
　次に、図７のステップＳ３における、作業進捗実績情報の作成処理について説明する。
【００６５】
　図１１及び図１２は、作業進捗実績情報の作成処理フローの詳細な例を示す図である。
【００６６】
　まず、作業進捗実績情報作成部６３が、工程管理装置１からワーク情報を取得するとと
もに、設備稼働情報ＤＢ６７から設備稼働情報を取得する（ステップＳ３１）。次に、ス
テップＳ３１において取得された設備稼働情報から作業を取得する（ステップＳ３２）。
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作業進捗実績情報作成部６３は、例えば、図１３に示す設備稼働情報を参照して、作業Ｉ
Ｄが「０００００００８」であるレコード（一行分のデータ）を作業として取得する。
【００６７】
　次に、作業進捗実績情報作成部６３が、設備名、日時が、それぞれ、上記ステップＳ３
２において取得された作業の設備名、日時と一致するワーク情報を探索する（ステップＳ
３３）。ステップＳ３３における日時の一致条件は、例えば、作業の開始日時≧ワーク情
報の開始日時であり、かつ、作業の終了日時≦ワーク情報の終了日時とする。
【００６８】
　作業進捗実績情報作成部６３が、設備名、日時（開始日時、終了日時）が作業の設備名
、日時（開始日時、終了日時）と一致するワーク情報があるかを判断する（ステップＳ３
４）。作業進捗実績情報作成部６３が、設備名、日時が、作業の設備名、日時と一致する
ワーク情報があると判断した場合、作業進捗実績情報作成部６３は、該作業に対応する設
備稼働情報と該ワーク情報とが反映されたテンポラリーデータを作成する（ステップＳ３
５）。ステップＳ３５において、作業進捗実績情報作成部６３は、例えば、図１４に示す
ワーク情報のうち、設備名、日時が、それぞれ、図１３に示す作業ＩＤが「００００００
０８」である設備稼働情報の設備名（設備２）、日時と一致する、ワークＩＤが「Ａ－０
０００１」であるワーク情報を特定する。そして、作業進捗実績情報作成部６３は、該特
定されたワーク情報のワークＩＤと図番とを、上記作業ＩＤが「０００００００８」であ
る設備稼働情報に追加するとともに、格納データが空である「前工程の作業ＩＤ」に対応
するフィールドと格納データが空である「後工程の作業ＩＤ」に対応するフィールドとを
該設備稼働情報に追加して、図１５に示すようなテンポラリデータを作成する。
【００６９】
　作業進捗実績情報作成部６３が、設備名、日時が、作業の設備名、日時と一致するワー
ク情報がないと判断した場合、作業進捗実績情報作成部６３は、上記作業に対応する設備
稼働情報だけが反映されたテンポラリデータを作成し（ステップＳ３６）、図１２のステ
ップＳ４２に進む。
【００７０】
　ステップＳ３５に続いて、作業進捗実績情報作成部６３が、上記作業の稼働状態が「製
造／段替」であるかを判断する（ステップＳ３７）。作業進捗実績情報作成部６３が、上
記作業の稼働状態が「製造／段替」であると判断した場合は、図１２のステップＳ３８に
進む。作業進捗実績情報作成部６３が、上記作業の稼働状態が「製造／段替」でないと判
断した場合は、図１２のステップＳ４２に進み、テンポラリデータを作業進捗実績情報に
追加して（ステップＳ４２）、図１２のステップ４３に進む。
【００７１】
　図１２のステップＳ３８において、作業進捗実績情報作成部６３が、既に作成した作業
進捗実績情報から、ワークＩＤ、設備名が、それぞれ、現作業（例えば、作業ＩＤが「０
００００００８」である作業）のワークＩＤ（Ａ－０００１）、現作業の前工程の作業を
行う設備の設備名と一致する作業を探索する（ステップＳ３８）。作業進捗実績情報作成
部６３は、例えば、予め図示を省略する記憶手段に記憶された、図１６に示すような設備
順序表を参照して、設備２によって行われる現作業の前工程の作業を行う設備が設備１で
あることを認識する。そして、例えば、図１７に示すような作業進捗実績情報から、ワー
クＩＤがＡ－０００１で設備名が設備１である、第１行目の作業（作業ＩＤが「００００
０００１」である作業）を特定する。図１６に示す設備順序表は、設備の名称と該設備に
よる作業の順番との対応情報を示す。
【００７２】
　作業進捗実績情報作成部６３が、ワークＩＤ、設備名が、それぞれ、現作業のワークＩ
Ｄ、現作業の前工程の作業を行う設備の設備名と一致する作業（前作業）があるかを判断
する（ステップＳ３９）。作業進捗実績情報作成部６３が、ワークＩＤ、設備名が、それ
ぞれ、現作業のワークＩＤ、現作業の前工程の作業を行う設備の設備名と一致する作業が
ないと判断した場合は、ステップＳ４２に進む。
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【００７３】
　作業進捗実績情報作成部６３が、ワークＩＤ、設備名が、それぞれ、現作業のワークＩ
Ｄ、現作業の前工程の作業を行う設備の設備名と一致する作業があると判断した場合、作
業進捗実績情報作成部６３は、現作業のテンポラリデータの「前工程の作業ＩＤ」に上記
ステップＳ３８において探索された前作業の作業ＩＤを格納し、該テンポラリデータを作
業進捗実績情報に追加する（ステップＳ４０）。例えば、図１５に示すテンポラリデータ
の「前工程の作業ＩＤ」に「０００００００１」を格納して、図１８に示すように、該テ
ンポラリデータを作業進捗実績情報の最後の行に追加する。
【００７４】
　また、作業進捗実績情報作成部６３は、上記ステップＳ３８において探索された前作業
の作業進捗実績情報における「後工程の作業ＩＤ」に、現作業の作業ＩＤを格納する（ス
テップＳ４１）。例えば、図１８に示す作業進捗実績情報に示すように、作業ＩＤが「０
００００００１」であるレコードの「後工程の作業ＩＤ」に、現作業の作業ＩＤである「
０００００００８」を格納する。
【００７５】
　作業進捗実績情報作成部６３が、全ての設備稼働情報に対して処理が終了したかを判断
する（ステップＳ４３）。作業進捗実績情報作成部６３が、処理が終了してない設備稼働
情報があると判断した場合は、図１１のステップＳ３２に戻る。作業進捗実績情報作成部
６３が、全ての設備稼働情報に対して処理が終了したと判断した場合、作業進捗実績情報
作成部６３は、作成した作業進捗実績情報を作業進捗実績情報ＤＢ６８に記憶して（ステ
ップＳ４４）、処理を終了する。なお、上記ステップＳ４４において、作業進捗実績情報
作成部６３は、更に、作業進捗実績情報の作成に使用したワーク情報と設備稼働情報を削
除する。
【００７６】
　図１９は、作業進捗実績情報表示部による作業進捗実績情報の表示処理フローの一例を
示す図である。作業進捗実績情報表示部６４が、オペレータの指定入力に従って、作業進
捗実績情報の抽出条件を入力する（ステップＳ５１）。次に、作業進捗実績情報表示部６
４が、入力された抽出条件に従って、作業進捗実績情報ＤＢ６８から作業進捗実績情報を
抽出する（ステップＳ５２）。そして、作業進捗実績情報表示部６４が、抽出された作業
進捗実績情報を表示する（ステップＳ５３）。
【００７７】
　図２０、図２１は、作業進捗実績情報表示部による作業進捗実績情報の表示例を示す図
である。図２０では、図１８に示す作業進捗実績情報のガントチャート形式での表示例を
示す。図２０中に示す横棒（作業帯）は、各作業を示し、作業帯中に表示される文字のう
ち、上段の文字は作業ＩＤ、下段の文字はワークＩＤを示す。作業帯の開始点は作業の開
始日時を示し、作業帯の終了点は作業の終了日時を示す。本実施形態によれば、作業進捗
実績情報表示部６４は、図１８に示す作業進捗実績情報に基づいて、作業ＩＤ「００００
０００８」に対応する作業の前作業が作業ＩＤ「０００００００１」に対応する作業であ
ることを示す情報（矢印）を作成し、図２０中に示すように、該矢印をガントチャート中
に表示するようにしてもよい。
【００７８】
　図２１は、作業進捗実績情報のガントチャート形式での他の表示例を示す。図２１に示
すガントチャートにおいて、製造という作業を示す作業帯に表示される文字のうち、上段
の文字はワークＩＤ、下段の文字は図番を示す。
【００７９】
　図２１に示す例では、作業進捗実績情報表示部６４は、各作業（製造、段替）を示す情
報と各作業における設備の稼働状態を示す情報とが対応付けられたガントチャートを作成
する。各作業における設備の稼働状態を示す情報は、正常稼働、エラー停止、ブロック、
ワークなし、アイドリングなどを示す情報である。
【００８０】
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　図２１に示すガントチャート中では、製造という作業を示す作業帯の上側に、正常稼働
、エラー停止、ブロック、ワークなしといった、該作業をしている設備の稼働状態を示す
情報が横棒で表示される。図２１に示すガントチャートによれば、作業の開始日時、作業
の終了日時だけでなく、作業中の設備の稼働状態を確認することができる。
【００８１】
　例えば、製造を示す作業帯をワークＩＤ毎に色分けしたり、異なる網かけを施して表示
するようにしてもよい。また、段替、稼働、エラー停止、ブロック、ワークなし、アイド
リングを、各々、予め設定した色又は網かけで表示するようにしてもよい。
【００８２】
　本実施形態によれば、作業進捗実績情報表示部６４が、オペレータの指定入力に従って
、ガントチャート中に表示された作業帯を選択し、作業進捗実績情報を参照して、該選択
された作業帯に対応する作業の前後の作業を特定する。そして、作業進捗実績情報表示部
６４が、図２１中に示すように、該選択された作業帯に対応する作業と、該作業の前後の
作業との間の、作業の前後関係を示す接続線１００を作成して該ガントチャート中に表示
するようにしてもよい。作業進捗実績情報表示部６４が、作業の前後関係を示す接続線１
００をガントチャート中に表示することにより、ワークの作業進捗を容易に確認すること
ができる。
【００８３】
　本実施形態によれば、ガントチャート上でオペレータが作業帯を選択すると、作業進捗
実績情報表示部６４が、作業進捗実績情報ＤＢ６８に記憶された作業進捗実績情報から、
該指定された作業に対応する作業を特定し、該特定された作業が選択されたことを表示す
るようにしてもよい。例えば、図２２（Ａ）に示すガントチャート上で、オペレータが、
例えば、ワークＩＤが「Ａ００００５」、図番が「Ｐ００００１」、稼働状態が製造／段
替である作業帯を選択すると、作業進捗実績情報表示部６４は、該作業帯に対応する作業
を図２２（Ｂ）に示す作業進捗実績情報から特定し、該特定した作業を図２２（Ｂ）に示
すように、網かけを施して表示するようにしてもよい。
【００８４】
　また、本実施形態によれば、作業進捗実績情報表示部６４が、作業進捗実績情報ＤＢ６
８に記憶された作業進捗実績情報を画面表示し、オペレータが、図２２（Ｂ）の網かけを
施した部分に示すように、画面表示された作業進捗実績情報からワークＩＤが「Ａ０００
０５」、図番が「Ｐ００００１」、稼働状態が製造／段替である作業を指定する。そして
、作業進捗実績情報表示部６４が、図２２（Ａ）中に示すように、ガントチャート上で、
該指定された作業の外枠を太線で表示することで、該作業が指定されたことを示すように
してもよい。
【００８５】
　上述した作業進捗実績情報表示部６４による作業進捗実績情報の表示処理によれば、各
設備の稼働状態や、ワークの作業進捗状況を可視化することができる。従って、設備の正
常／異常や、工程のボトルネックといった問題を確認することができる。さらに、それら
の問題が設備固有なのか、ワーク固有（図番）に起因するのかといった検討に役立つ。
【００８６】
　以上から把握できるように、本発明の実施形態の特徴を述べると以下の通りである。
【００８７】
　（付記１）複数の設備において１又は複数の作業対象物が製造される製造ラインにおけ
る作業管理装置であって、
　各々の設備に設けられ、各々の設備における作業対象物の該各々の設備への入出力を検
出する第１の検出手段と、
　前記第１の検出手段による検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象
物が各々の設備に入った日時の情報と各々の設備から出た日時の情報とをワーク情報とし
て取得するワーク情報取得手段と、
　各々の設備に設けられ、各々の設備の稼働状態を検出する第２の検出手段と、
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　前記取得されたワーク情報と前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働
状態を示す情報とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の
作業進捗状況とを解析し、該解析結果を出力する解析手段とを備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００８８】
　（付記２）付記１に記載の作業管理装置において、
　前記解析手段が、
　前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働状態を示す情報を取得する稼
働状態取得手段と、
　前記取得された各々の設備の稼働状態を示す情報と前記ワーク情報取得手段によって取
得されたワーク情報とに基づいて、各々の設備における作業対象物の作業進捗の実績を示
す作業進捗実績情報を作成する作業進捗実績情報作成手段とを備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００８９】
　（付記３）付記２に記載の作業管理装置において、
　前記解析手段が、更に、前記各々の設備の稼働状態を予め記憶手段に記憶された各々の
設備の稼働状態の基準データと比較し、該比較結果に基づいて前記各々の設備の稼働状態
を示す情報を整合のとれた情報とする整合処理手段を備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００９０】
　（付記４）付記１に記載の作業管理装置において、
　前記稼働状態取得手段が、前記取得された各々の設備の稼働状態に基づいて、異常状態
となった設備をリアルタイムに表示する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００９１】
　（付記５）付記１に記載の作業管理装置において、
　前記解析手段が、更に、前記作業進捗実績情報作成手段によって作成された作業進捗実
績情報を表示する作業進捗実績情報表示手段を備える
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００９２】
　（付記６）付記５に記載の作業管理装置において、
　前記作業進捗実績情報表示手段が、更に、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設
備の稼働状態と各々の作業対象物の作業進捗の実績とを示すガントチャートを作成して表
示する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００９３】
　（付記７）付記６に記載の作業管理装置において、
　前記作業進捗実績情報表示手段が、更に、各作業を示す情報と各作業における設備の稼
働状態を示す情報とが対応付けられたガントチャートを作成する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００９４】
　（付記８）付記６に記載の作業管理装置において、
　前記作業進捗実績情報表示手段が、更に、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々の設
備における作業の前後関係を示す情報を作成し、前記ガントチャート中に表示する
　ことを特徴とする作業管理装置。
【００９５】
　（付記９）複数の設備において１又は複数の作業対象物が製造される製造ラインにおけ
る作業管理方法であって、
　各々の設備に設けられる第１の検出手段が、各々の設備における作業対象物の該各々の
設備への入出力を検出するステップと、
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　前記第１の検出手段による検出結果に基づいて、作業対象物毎及び設備毎の該作業対象
物が各々の設備に入った日時の情報と各々の設備から出た日時の情報とをワーク情報とし
て取得するステップと、
　各々の設備に設けられる第２の検出手段が、各々の設備の稼働状態を検出するステップ
と、
　前記取得されたワーク情報と前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働
状態とに基づいて、各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状
況とを解析し、該解析結果を出力するステップとを有する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【００９６】
　（付記１０）付記９に記載の作業管理方法において、
　前記各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを解析す
るステップが、
　前記第２の検出手段によって検出された各々の設備の稼働状態を示す情報を取得する稼
働状態取得ステップと、
　前記取得された各々の設備の稼働状態を示す情報と前記取得されたワーク情報とに基づ
いて、各々の設備における作業対象物の作業進捗の実績を示す作業進捗実績情報を作成す
る作業進捗実績情報作成ステップとを有する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【００９７】
　（付記１１）付記１０に記載の作業管理方法において、
　前記各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを解析す
るステップが、更に、前記各々の設備の稼働状態を予め記憶手段に記憶された各々の設備
の稼働状態の基準データと比較し、該比較結果に基づいて前記各々の設備の稼働状態を示
す情報を整合のとれた情報とする整合処理ステップを有する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【００９８】
　（付記１２）付記９に記載の作業管理方法において、
　前記稼働状態取得ステップが、前記取得された各々の設備の稼働状態に基づいて、異常
状態となった設備をリアルタイムに表示する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【００９９】
　（付記１３）付記９に記載の作業管理方法において、
　　前記各々の設備の稼働状態と各々の設備における作業対象物の作業進捗状況とを解析
するステップが、更に、前記作成された作業進捗実績情報を表示する作業進捗実績情報表
示ステップを有する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【０１００】
　（付記１４）付記１３に記載の作業管理方法において、
　前記作業進捗実績情報表示ステップが、更に、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々
の設備の稼働状態と各々の作業対象物の作業進捗の実績とを示すガントチャートを作成し
て表示する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【０１０１】
　（付記１５）付記１４に記載の作業管理方法において、
　前記作業進捗実績情報表示方法が、更に、各作業を示す情報と各作業における設備の稼
働状態を示す情報とが対応付けられたガントチャートを作成する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【０１０２】
　（付記１６）付記１４に記載の作業管理方法において、
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　前記作業進捗実績情報表示ステップが、更に、前記作業進捗実績情報に基づいて、各々
の設備における作業の前後関係を示す情報を作成し、前記ガントチャート中に表示する
　ことを特徴とする作業管理方法。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　以上、説明したように、本発明によれば、どの設備において異常が発生したかを特定す
ることができ、かつ、各々の作業対象物がどの時間においてどの設備において製造されて
いるか等を特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１０４】
【図１】本発明の作業管理装置の構成の一例を示す図である。
【図２】ワーク情報の例である。
【図３】解析装置の構成例を示す図である。
【図４】設備稼働信号データの表示例である。
【図５】設備稼働信号データの例である。
【図６】設備稼働情報の例である。
【図７】本実施形態における作業進捗実績情報作成処理フローの例を示す図である。
【図８】設備稼働信号データの例である。
【図９】設備稼働情報の例である。
【図１０】ガントチャートの例である。
【図１１】作業進捗実績情報の作成処理フローの詳細な例を示す図である。
【図１２】作業進捗実績情報の作成処理フローの詳細な例を示す図である。
【図１３】設備稼働情報の例である。
【図１４】ワーク情報の例である。
【図１５】テンポラリデータの例である。
【図１６】設備順序表の例である。
【図１７】作業進捗実績情報の例である。
【図１８】作業進捗実績情報の例である。
【図１９】作業進捗実績情報の表示処理フローの一例を示す図である。
【図２０】作業進捗実績情報の表示例を示す図である。
【図２１】作業進捗実績情報の表示例を示す図である。
【図２２】作業進捗実績情報の表示例を示す図である。
【図２３】従来の作業管理装置を示す図である。
【図２４】従来の作業管理装置の問題を説明する図である。
【符号の説明】
【０１０５】
　１、１０　工程管理装置
　２－１、２－２、２－３、２－ｎ、１１－１、１１－２、１１－３、１１－４　設備
　３－１、３－２、３－３、３－ｎ、１２－１、１２－２　バーコードリーダ
　４－１、４－２、４－３、４－ｎ　センサ
　５　シーケンサ
　６　解析装置
１３－１、１３－２、１３－３、１３－４　稼働管理装置
１４－１、１４－２、１４－３、１４－４　パトランプ
１５　データベース
１６　障害日報
６１　リアルタイム情報取得部
６２　整合処理部
６３　作業進捗実績情報作成部
６４　作業進捗実績情報表示部
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【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】



(22) JP 2009-25851 A 2009.2.5

【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】
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