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1.1 製品特徴 

       とは？ 
 基幹システムデータ入力簡略化のための便利ツール 

 正確な原価把握のための実績収集 

 在庫削減のための入出庫管理 

 顧客満足度向上のための進捗管理 

 労務改善のための日報管理 

 品質向上のための不良品分析 

 ヒューマンエラー根絶のためのチェック機能 

 生産活動業務改善のためのビックデータ解析 
～その他あらゆる情報は生産現場にあり～ 

 

  
実績班長の使命は 
現場の作業を簡略化し、 
会社経営に必要な情報を収集することです。 

S0018PS-003 2 



1.2 システム構成(標準構成) 
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システム構成図 
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(管理AP) 
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基幹システム 

タブレット 

(端末AP) 

 
 
 
 
 
 
 
 

端末は、Windowsタブレットを標準とし、他の端末はカスタム対応 

BHT 固定式 

BCR 
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1.3 サーバ機能構成 

大項目 中項目 概要 

DBサーバ DB管理 本システムで使用するDBの管理 

IoTサーバ 

大項目 中項目 概要 

端末連携 DB連携 端末操作にあわせDB情報を通知 

結果通知 端末操作結果をIoTサーバへ通知 

チェック機能 端末操作が正常か判断し結果通知 

M2Mサーバ 
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1.4 機能仕様(主要用語の説明) 

S0018PS-003 5 

用語 説明 

品目 製品(製造品、部品、材料など）を識別する名称 
製造品は品目、投入する部品、材料は投入品目 

製造指示 製造品を製造するための指示(在庫計上単位) 
(基幹から取込：製造指示NO、品目、製造数) 

工程指示 当該製造指示を構成する工程に対する指示 
(基幹から取込：製造指示NO、工程指示NO、工程コード、順序) 

作業工程指示 当該工程指示を構成する作業工程(現場作業)に対する指示 
(工程と作業工程の紐付は実績班長のマスタで管理) 

投入指示 当該工程指示に紐付く投入品目に対する指示 
(基幹から取込：製造指示NO、工程指示NO、投入指示NO、投入品目、投入数) 

投入ピッキング 投入品管理場所からの投入品のピッキング(出庫) 

投入ピッキング入庫 ピッキングした投入品を製造現場管理場所へ移動(入庫) 

段取 当該工程を構成する設備に対する段取作業 
(工程と設備の紐付は実績班長のマスタで管理) 

投入 投入品を製造工程へ投入 
(バックフラッシュ機能を有効指定すると、製造完了時に投入完了として処理) 

工程内検査 当該工程を構成する検査作業(規格適合、実測値、不良個所の管理) 
(工程と工程内検査の紐付は実績班長のマスタで管理) 



1.4 機能仕様(運用フロー概要) 
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マスタ管理 生産計画 

実績収集 

生産管理、原価管理 

各種マスタ登録・更新 

指示取込 

指示結果出力 

製造、工程、投入、工数結果 
基幹、BIなどに取込 

製造作業(投入、製造、工程内検査) 

段取作業 

投入ピッキング作業 

工程指示分実施 

製造、工程、投入指示 

作業工程分実施可能 

製造実績収集 

指示書発行 
作業順変更 
工程操作 
実績更新 
進捗照会 実績DB 



1.4 機能仕様(製造プロセス管理) 
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基幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実績班長 

工程指示＃N 
 

 

製造指示＃N(品目、製造数) 
  

 
工程指示#1 
     

 

工程指示#2 
 

 作業 
工程 

 

段取#2 

製造指示 
  

 

段取#1 

設備 

 

作業 
工程 

 

作業 
工程 

 

作業 
工程 

 

作業 
工程 

 

作業 
工程 

 

設備 

 

設備 

 

工程指示 
  

 

設備 

 

段取#N 

設備 

 

設備 

 

投入指示#1 
     

 
投入 
品目 

 

投入指示 
  

 

投入 
品目 

 

投入指示#2 
     

 
投入 
品目 

 

投入 
品目 

 

投入 
品目 

 

投入指示#N 

投入 
品目 

 

実績班長のマスタで管理可能(任意) 

実績班長のマスタで代用可能 

工程内検査 
対応可能 

開始、中断 
再開、終了 
作業者 

開始、終了 
作業者 

投入完了 
作業者 
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製造指示書 

工程指示書 

投入指示書 



1.4 機能仕様(工程、作業工程操作) 
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区分 機能 説明 管理 
AP 

端末 
AP 

工程 工程指示分割 工程を分割して製造行う場合に、工程
を分割する機能 

○ 

工程差込 完了工程かつ次工程が未着手の工程に
新規の工程を差込する機能 

○ 

作業順序変更 所要時間を基に、工程内での工程指示
順序を変更する機能 

○ 

作業工程 作業工程差込 完了作業工程かつ次作業工程が未着手
の作業工程に新規の作業工程を差込す
る機能 

○ 

作業工程まとめ 同じ工程内の同じ作業工程をまとめ作
業とする機能 

○ 

作業工程まとめ解除 作業工程をまとめ作業を解除する機能 ○ 



1.5 管理AP機能一覧(1/2) 
大項目 中項目 機能 概要 章 

全体 メニュー 管理APのメニュー 2.1 

製造 製造指示照会 照会 製造着手可能な製造指示の照会 2.2 

発行 製造指示書、工程指示書、現品票の発行 2.2 

投入指示照会 照会 投入可能な投入指示の照会 2.３ 

発行 投入指示書、投入ピッキング表の発行 2.３ 

工程指示分割 操作 開始前の工程に対して、工程を複数に分割 2.4 

工程差込 操作 完了後の工程に対して差込工程を登録 2.5 

作業順序変更 操作 工程単位での作業順書の変更 2.6 

投入実績メンテナンス 更新 投入実績の照会及び更新 2.7 

段取実績メンテナンス 更新 段取実績の照会及び更新 2.8 

製造実績メンテナンス 更新 製造実績(出来高)の照会及び更新 2.9 

工数実績メンテナンス 更新 製造実績(作業工数)の照会及び更新 2.10 

工程内検査実績メンテナンス 更新 工程内検査実績の照会及び更新 2.11 

工程進捗確認(製造指示単位) 確認 製造指示を構成する工程の進捗一覧表示 2.12 

作業進捗確認(工程指示) 確認 製造予定に対する作業進捗の一覧表示 2.13 

S0018PS-003 9 



1.5 管理AP機能一覧(2/2) 
大項目 中項目 概要 

製造 製造指示結果出力 製造指示の結果照会 
基幹システムへの出力ファイルの出力 

随時 ロットトーレス 指定ロットの製造実績照会 

指示取込 基幹システムから指示ファイルの取込 

現品票発行 任意の品目とロットNOの現品票発行 
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大項目 中項目 機能 概要 章 

製造 承認 更新 工程単位の作業実績承認 2.14 

製造指示結果出力 
 

照会 製造指示の結果照会 2.15 

出力 基幹システムへの出力ファイルの出力 2.15 

随時 ロットトーレス 照会 指定ロットの製造実績照会 2.16 

出力 指定ロットの製造実績をEXCELへ出力 2.16 

指示取込 取込 基幹システムから指示ファイルの取込 2.17 

現品票発行 発行 任意の品目とロットNOの現品票発行 2.18 



1.6 現場端末AP機能一覧 
大項目 中項目 機能 概要 章 

全体 メニュー 現場端末APのメニュー 3.1 

製造 作業工程差込 操作 完了後の作業工程に対して差込作業工程を登録 3.2 

作業工程まとめ 操作 同じ工程の作業工程をまとめ作業として登録 3.3 

作業工程まとめ解除 操作 まとめ作業として登録済のまとめ工程の解除 3.4 

投入ピッキング 登録 工程単位の投入指示実績の登録 3.5 

投入ピッキング入庫 登録 投入を完了した投入指示の入庫処理 3.6 

投入ピッキング戻し 登録 投入完了、入庫完了した投入指示の戻し 3.7 

段取実績 登録 工程単位の段取実績の登録 3.8 

製造作業実績 登録 工程単位にて作業実績を登録 
 製造状態：製造状態(開始/中断/再開/終了)の登録 
 投入：投入品目毎の実績の登録 
 出来高：工程毎の出来高(良品/不良/保留数)の登録 
 不良：不良理由とその個数の登録 
 検査：工程内検査結果の登録 
 不良個所入力：不良個所を製品画像にマーキング 
 作業者：工程毎の作業者追加・削除 
 履歴：工程毎の製造履歴表示 

 
3.9 
3.10 
3.11 
3.12 
3.13 
3.14 
3.15 
3.16 

S0018PS-003 11 



2.1 管理APメニュー 
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使用する機能を選択し、当該機能(画面)に遷移します。 
各機能での照会、更新、出力を行い、各機能を終了することで本メニューに戻ります。 

使用する機能を選択 



2.2 製造指示照会 
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指定日以降の製造着手可能な製造指示を確認します。 
製造を着手する品目の指示を選択し、製造指示書、工程指示書を発行します。 

製造指示書 

工程指示書 



2.3 投入指示照会 
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指定日以降の投入着手可能な投入指示を確認します。 
投入を着手する品目の指示を選択し、投入指示書、投入ピッキング表を発行します。 

投入指示書 

投入 
ピッキング表 



2.4 工程指示分割 

S0018PS-003 15 

工程分割が必要な工程指示NOを選択します。 
分割した分割指示毎に、指示数を登録します。 

分割毎の指示数を登録 



2.5 工程差込 

S0018PS-003 16 

工程差込が必要な工程指示NOを選択します。 
次工程が未着手で完了済工程の後に、差込工程を登録します。 

差込工程を登録 



2.6 作業順序変更 
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当該工程の作業順序(工程指示の並び順)を確認します。 
リソース割当による所要時間計算を基に、作業順序の入替を行います。 

作業順序の入替 



2.7 投入実績メンテナンス 
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実績を変更する工程指示NO(投入指示NO)の投入品目を選択します。 
当該投入品目の実績(投入日時、投入数など）をメンテナンスします。 

投入実績をメンテナンス 



2.8 段取実績メンテナンス  
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実績を変更する工程指示NOを選択します。 
当該工程の段取実績(設備名、担当者、段取日時）をメンテナンスします。 

段取実績をメンテナンス 



2.9 製造実績メンテナンス  
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実績を変更する工程指示NOを選択します。 
当該工程の製造実績(出来高：良品数、保留数、不良数）をメンテナンスします。 

製造実績(出来高)をメン
テナンス 



2.10 工数実績メンテナンス  
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実績を変更する工程指示NOを選択します。 
当該工程の工数実績(担当者、開始、終了時間）をメンテナンスします。 

工数実績(担当者、開始、
終了時間)をメンテナンス 



2.11 工程内検査実績メンテナンス  
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実績を変更する工程指示NOを選択します。 
当該工程の工程内検査実績(実測値、不良個所）をメンテナンスします。 

工程内検査実績(実測値、
不良個所)をメンテナンス 



2.12 工程進捗確認  
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製造指示、品目を指定し、工程の進捗状況を確認します。 
製造指示を構成する工程指示の進捗を確認可能です。 

工程コード、良品数表示を切替可
能 



2.13 作業進捗確認  
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製造指示、品目を指定し、作業の進捗状況を確認します。 
予定日時に対する作業実績日時の確認が可能です。 

全て、完了、未完了の工程を選択
可能 



2.14 承認  
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実績を承認する工程指示NOを選択します。 
確認処理により、製造実績を承認します。 

承認する工程を選択して、
承認 

承認前に実績の更新が可能 



2.15 製造指示結果出力  
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日付などの条件を指定して、製造指示結果、工程指示結果、工程工数を確認します。 
内容の確認後に、基幹システムとの連携ファイル(結果CSV)を生成します。 

[CSV出力]を指定して、基幹シス
テムとの連携用ファイルを生成 



2.16 ロットトレース  
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トレースする品目、ロットNOを指定し、トレース情報を確認します。 
製品から材料への正展開と材料から製品への逆展開が可能です。 

正展開指定 

逆展開指定 



2.17 指示取込  
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基幹システムとの連携ファイル(指示CSV)を取込します。 
取込する指示(計画)ファイルを指定し、各種指示 を本システムに取込します。 

取込したい指示を設定し、
取込を実施 



2.18 現品票発行  
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任意の品目とロットNOを指定して、現品票を発行します。 
 

任意の品目とロットNOを
指定 



3.1 現場端末APメニュー 
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使用する機能を選択し、当該機能(画面)に遷移します。 
各機能での実績を登録し、各機能を終了することで本メニューに戻ります。 

使用する機能を選択 

端末毎でメニュー画面の起動を省略する設定が可能です。 
但し、起動した画面から終了を選択するとメニューへ戻ることは可能です。 
 
 例：製造現場：端末APを起動すると製造作業実績画面を起動 
   投入ピッキング現場：端末APを起動すると投入ピッキング画面を起動 



3.2 作業工程差込 
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工程指示一覧から工程を選択後に、差込する作業工程の前の作業工程を選択します。 
差込する作業工程を選択し、差込作業工程を登録します。 

[作業工程]を選択 

差込する作業工程の前
の作業工程を選択 

差込する作業工程を
選択 



3.3 作業工程まとめ 
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工程指示一覧から工程を選択後に、まとめする作業工程を選択します。 
まとめする他工程指示の作業工程を選択し、まとめ作業として登録します。 

[作業工程]を選択 

まとめする作業工程を
選択 

まとめする自工程指示 

まとめする他工程指示を
複数選択 



3.4 作業工程まとめ解除 
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工程指示一覧から工程を選択後に、まとめ解除する作業工程を選択します。 
他工程指示のまとめ作業を確認し、まとめ作業をすべて解除します。 

まとめ解除する作業工
程を選択 

[作業工程]を選択 

まとめ解除する自工程指
示を確認 

まとめ解除する他工程指
示を確認 



3.5 投入ピッキング 
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投入指示一覧から工程を選択後に、投入ピッキングする品目を選択します。 
当該投入品目のピッキング数を登録します。 

[投入品目]を選択 

投入品目 

投入品目 
投入ピッキングする投
入品目を選択 

投入ピッキングする数
量を登録 



3.6 投入ピッキング入庫 
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投入指示一覧から入庫する投入指示を選択し、投入ピッキング入庫を行います。 
 

投入ピッキング入庫す
る投入指示を複数選択 



3.7 投入ピッキング戻し 
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投入指示一覧からピッキング戻しする投入指示を選択します。 
投入指示の詳細を確認し、投入ピッキング戻しを行います。 

[投入指示]を選択 

ピッキング戻しする投
入指示を選択 

ピッキング詳細を確認 



3.8 段取実績 
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工程指示一覧から工程を選択後に、段取作業実績を登録する設備を選択します。 
当該工程の段取実績(開始、終了)を登録します。 

[段取設備]を選択 

段取実績を登録する設
備を選択 

開始、終了を選択 



3.9 製造作業実績(製造状態) 
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工程指示一覧から工程(作業工程)を選択します。 
当該工程の作業実績(製造状態、投入、出来高、不良、検査、作業者)を登録します。 

[製造指示NO＋工程]を選択 

** 品目付加情報表示領域 ** 
①メッキ面のキズ付け注意 
②組込時のツメ破損注意 

詳細画面へ遷移 

開始、中断、再開、 
終了を選択 
再開時は、中断理由
を登録 



3.10 製造作業実績(投入) 
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当該工程(作業工程)に投入する投入品目を選択します。 
当該投入品目の実績(ロットNO、投入数)を登録します。 

[投入品目]を選択 

投入品目 

投入品目 
投入品目 

製造作業実績画面から 
[投入]を選択 



3.11 製造作業実績(出来高：詳細) 
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当該工程(作業工程)に対する出来高(良品数、不良数、保留数)を登録します。 
詳細を選択し、これまでの出来高入力の明細を確認します。 

製造作業実績画面から 
[出来高]を選択 

[詳細］を選択 

登録済の良品数、保留数を確認 



3.11 製造作業実績(出来高：登録) 
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当該工程(作業工程)に対する出来高(良品数、不良数、保留数)を登録します。 
不良数は、不良理由登録画面([不良登録]押下により遷移)から登録します。 

製造作業実績画面から 
[出来高]を選択 

[良品数]、［保留数］を選択 

良品数、保留数を登録 

不良理由登録画面へ遷移 



3.12 製造作業実績(不良) 
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当該工程(作業工程)に対する不良(不良理由、不良数)を登録します。 
不良数は、理由選択後にテンキーから登録します。 

製造作業実績画面から 
[不良]を選択 

不良理由を選択し、 
不良数を登録 

[不良理由]を選択 



3.13 製造作業実績(検査) 
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当該工程(作業工程)に対する検査結果(実測値、備考)を登録します。 
詳細選択にて、不良個所入力画面へ遷移します。 

[実測値]、[備考]を選択 

実測値を登録 

製造作業実績画面から 
[検査]を選択 

[詳細]選択で、不良個所
入力画面へ遷移 



3.14 製造作業実績(不良個所入力) 
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当該工程(作業工程)で発生した品目の不良個所(4画像)を登録します。 
不良個所を、不良理由毎に製品画像にマーキングします。 

製造作業実績画面から 
[検査]を選択 

[詳細]を選択 

不良個所をマーキング 



3.15 製造作業実績(作業者) 
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当該工程(作業工程)に対する作業者を追加、削除します。 
担当者のＱＲコード読込にて、作業者を追加できます。 

製造作業実績画面から 
[作業者]を選択 



3.16 製造作業実績(履歴) 
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当該工程(作業工程)に対する作業履歴を確認します。 
 

製造作業実績画面から 
[履歴]を選択 



4.1 基幹システムとのI/F 
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基幹システムとの連携は、CSVファイルを標準とします。 
以下は、基幹システムとのI/Fの標準フォーマットです。 

区分 ファイル フォーマット 

取込 製造指示 処理区分(1:追加、2:変更、9:削除),製造指示NO,品目,ロットNO,製造
開始予定日,製造終了予定日,指示数,場所コード,棚コード,指示区分(0:
計画指示、9:計画外),工場コード 

工程指示 処理区分(1:追加、2:変更、9:削除),製造指示NO,工程指示NO,工程順,
工程コード,工程開始予定日時,工程終了予定日時,工場コード 

投入指示 処理区分(1:追加、2:変更、9:削除),製造指示NO,工程指示NO,投入指
示NO,投入品目,ロットNO,投入予定数,投入区分(0:バックフラッシュ
しない、1:する),工場コード 

出力 製造指示結果 品目,製造開始予定日,製造終了予定日,製造開始日,製造終了日,良品数,
不良数,保留数,製造指示NO,ロットNO 

工程指示結果 工程コード,工程開始予定日,工程終了予定日,工程開始日,工程終了日,良
品数,不良数,保留数,製造指示NO,工程指示NO,工程順 

工程工数結果 作業担当者コード,按分工数,製造指示NO,工程指示NO,工程コード 

投入指示結果 投入指示NO,投入日,投入品目,ロットNO,投入数,製造指示NO,工程指示
NO,工程コード,場所コード,棚コード 



4.2 現品票 
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標準の現品票のサンプルです。 
 



4.3 指示書(製造、工程指示書) 

S0018PS-003 49 

標準の製造指示書、工程指示書のサンプルです。 
 



4.3 指示書(投入指示書関連) 
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標準の投入指示書、投入ピッキング表のサンプルです。 
 



4.4 工数按分 

指示番号 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

A0000001 

A0000002 

A0000003 

指示番号 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 

A0000001 60分 30分 20分 110 

A0000002 30分 20分 60分 110 

A0000003 20分 20 
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作業者Aが同時に行った作業の重なった時間を工程指示数で均等割りします。 
重複判断単位は秒となります。 


