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Manual Data Collection マニュアルでのデータ収集 
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Data collection 
terminals as part of an 
MIS solution. Allow 
start and stop times to 
be entered at the 
production 
workstation by 
operators. 

データ収集ターミナルは、
MISの一部として、オペ
レーターが機器の開始
時間、完了時間を入力
できるシステムである 

Often a cost effective 
solution but relies on 
accurate entry by shop-
floor staff and has a 
possibility for inaccurate 
recording 

多くの場合コストが安いが、
現場のスタッフの入力に依
存するため、不正確な入力
を行われる可能性がある。 



Handwritten timesheets 手書きの時間シート 
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• Manually filled by 
operator 
– オペレーターの手入
力 

• Must be entered into 
another system at a 
later date 
– 後で別システムへの
入力が必須 

 



Integrated Machines 繋がる機械 
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Machines integrated via 
JDF/JMF 
communication. Job 
data is sent to the 
machine by the MIS, 
status messages are 
returned for costing and 
schedule update 
JDF/JMFでつながる機
械。ジョブデータがMISか
ら送られ、ステータスが原
価計算とスケジュールの
為に戻される 

Less opportunity for 
error however relies on 
machines to be JDF 
enabled and compatible 
with MIS 

エラーの確率は低いが、
機器がJDF対応でMISと
コンパチでなければなら
ない。 



Direct Machine Interface         
ダイレクトマシンインターフェース 

5 

Hardware connected directly to machine sensors to collect status and 
data ステータスとデータの為に、マシンセンサーに直接繋がれた機器 

Every impression/sheet is captured, real time and fed into MIS and 
status screens 全ての画像/シートはリアルタイムに捕捉され、MISとス
テータス・スクリーンに取り込まれる。 



Interface to all machines          
全ての機器のインターフェース 
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• Utilise existing sensors in machines 
to obtain speed, count and status 
– 機内のセンサーを使って、速度、カウン
ト、ステータスを読み取り 

• Add additional sensors to machines 
if necessary 
– 必要な場合はセンサーを追加 

• Traffic light indicators for visual 
status indication 
– トラフィックを光で示すビジュアルのス
テータスインディケーター 



Accuracy of Data Collection        
正確なデータ収集 
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• Automated change from make-
ready to run based on speed 
setting 
– 速度設定による、段取りから稼働への
自動移管 

• Forced allocation of stop time 
– 停止時間の強制配布 

• Accurate count of materials 
consumed 
– 正確な消耗資材計測 

• Pallet labels with number of good 
sheets 
– 良品パレットへのラベル発行 



Production Overview 生産まとめ 
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• Overview of the facility 
– 施設のまとめ  

• View current jobs and their 
estimated finish time 
– 現在のジョブと終了予定 

• Manage the areas that need 
attention 
– 要注意エリアの管理 

• All production data in one 
location 
– 全ての生産データが一カ所に 
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Look forward, not backwards       
前を見る、後ろを見ない 
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• Manage production based on 
what is happening now rather 
than what already happened. 

– 既に起こった事で無く、現在起こってい
る事で生産を管理 

• Which jobs will be late? 
– どのジョブが遅れるか？ 

• What is the best course of action? 
– どのアクションがベストか？ 



Feed into a schedule スケジュールに取り込む 
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• Auto update of schedule 
– スケジュールの自動更新 

• Intelligently re-schedule late 
jobs 
– 遅れたジョブを高度にリスケ 

• Assess impact of a late job 
across the whole organisation 
– 遅れたジョブの全体に与える
影響を評価 
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Summary サマリー 
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• Direct Machine Interface allows accurate status and data collection 
– ダイレクトマシンインターフェースが正確なステータスとデータ収集を実現 

• Collect data from any machine with existing or additional sensors 
– あらゆる機器から、既存の、あるいは新設のセンサーでデータ収集 

• Monitor progress while jobs are in progress instead of only once 
completed 
– 完了したジョブを一度だけ確認するのではなく、進行中のジョブを監視する 

• Optimised Scheduling allows Total Global Optimisation rather than 
optimising for individual jobs or cost centres 
– 最適化されたスケジューリングが、個々のジョブや各コストセンターのではな
く、全体の最適化を実現する。 
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