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呼出対応機能の説明



呼出対応機能とは、加工機や作業現場から離れた場所で作業している管理者

を端末のディスプレイに表示される「呼出」のステータスボタンにより、呼出す機能

です。

呼出された管理者は、ディスプレイに表示されている「呼出」のステータスボタン

を押すことにより、呼出しに対して「対応中」であることを、呼出した人に知らせるこ

とができます。

例えば、複数の切削加工機から出される切粉の回収作業を行う場合、各加工

機担当者が、加工機の切粉許容量を超えそうなタイミングで呼出しのスイッチを入

れて、「待機」の状態から「呼出」ステータスに切り替えます。

加工機から離れた場所で作業をしている回収担当者はディスプレイに「呼出」ス

テータスが表示されたことから、回収作業が必要であることを認識します。

ディスプレイで「呼出」ステータスを確認した回収担当者が、ディスプレイに表示さ

れている「呼出」のステータスボタンを押して「対応中」のステータスに切り替え、呼

び出された加工機の場所に向かい、切粉の回収作業を行います。

切粉の回収が完了したら加工機担当者が呼出しのスイッチを戻して、「対応中」

から「待機」の状態に戻します。

回収担当者は、ディスプレイにて別の場所から「呼出」が出ているのを確認し、次

の回収作業に入る という流れが実現できるようになります。

また、複数の加工機からの呼出しに対し、要求の発生時間順に並び替え表示

が行われる為、急ぎの対応が必要な機械はどれか、対応の優先順位を容易に判

断することができます。

呼出しなどの状態発生から対応完了までの時間を表示し、データとして保存し

ます。

呼出しに対し、タッチパネルディスプレイでの応答に対応しています。

「呼出対応機能とは」



●呼出者・・・・・・・・・・・加工機自身や、加工機の近くでスイッチを入れ、呼出信号を

出す人や物。

●応答者・・・・・・・・・・・ディスプレイで呼出信号を確認して応答信号を出し、対応す

る人。

●監視機械・・・・・・・・・呼出信号の対象物。加工機。監視対象。

●ステータスボタン・・・呼出表示の画面で、各加工機ごとに「呼出」、「対応中」、

「待機」の状態（ステータス）を表示します。

●セレクタスイッチ・・・子機の接点に接続し、利用者が手動で情報を送る装置。

情報を ON/OFF で切り替えます。

●親機・・・・・・・・・・・・・・子機から情報を受信し、監視サーバーに受け渡すハードウェア。

●仮想親機・・・・・・・・応答線用子機からの情報を受信し、監視サーバーに受け渡

すシステム上の定義。

定義なのでシステム上で存在するだけで、実際にハードウェ

アは存在しない仮想の存在。

●子機・・・・・・・・・・・・監視機械やセレクタスイッチから情報を取得し、親機に送信

するハードウェア。呼出対応機能では「呼出線用子機」として

使用します。

●呼出線用子機・・・・システム側に設定する子機の種類の 1つ。呼出者からの呼

出信号を取得し、親機に情報を送ります。

●応答線用子機・・・・システム側に設定する子機の種類の 1つ。応答者からの応

答信号を取得し、仮想親機に情報を送ります。仮想親機同様

システム上の定義だけで実際にハードウェアは存在しませ

ん。

監視機械 8台までは 1つの応答線用子機で対応できますの

で、例えば監視機械が 13台あったら、応答線用子機は 2つ

必要になり、監視機械が 33 台あったら、応答線用子機は 5

つ必要になります。

用語説明



画面構成

ステータスボタン ＜操作 1＞

機械側でスイッチを「入」にすると、「赤（呼出）」の

表示となり、現在の赤の機械の最後尾に、機械名

称ごと表示を移動します。

ステータスボタン ＜操作 2＞

「呼出（赤）」の状態をクリックすると「対応中（青）」に変わり、対応中で

ある事を表示し、青の最後尾に移動します。

※再クリックで（対応中（青）→呼出（赤））に戻します（誤操作の訂正）

訂正した場合、対応中（青）→呼出（赤）に戻しても、対応中（青）の

時間を保持している為、並び順に影響しません。

グループの表示・変更をします。

日付・時間を表示します。

対応完了時は、機械側で手動スイッチを操作し、

「切」にします。「切」にすると「待機（緑）」の表示に

なり、全体の最後尾に移動します。

当該ステータスになってからの経過時間を表示す

ると共に、データベースに保存します。

色別の表示順の優先順位は、左上から順に

対応中（青）、呼出（赤）、待機（緑）

それぞれ先入れ、先出し表示になります。



「呼出対応機能」を使用する為には、ファクトリーステーションの監視サーバーで

以下のような設定をする必要があります。

※設定を変更する際は、監視を停止する必要があります。監視を停止し、管理

メニュ－から「設定変更」を選択し、設定作業をしてください。

使用する為に必要な各種設定



●登録・編集【監視対象】

監視対象タイプ「呼出」の監視対象を登録します。

管理メニューで登録・編集の「監視対象」を選択します。

「追加」ボタンを押します。

「監視対象名」を入力し、「監視対象タイプ」として「呼出」を選択し、登録を押しま

す。

呼出対象の機械の数だけ、「追加」→「登録」を繰り返します。



●登録・編集【ステータス】

呼出、応答、待機の 3種類のステータスを用意します。

管理メニューで登録・編集の「ステータス」を選択します。

「追加」ボタンを押します。

「監視対象タイプ」を「呼出」に変更し、「ステータス名」、「メール有無」、「ステータ

ス色」を指定し、登録を押します。



再び「追加」ボタンを押します。

「監視対象タイプ」を「応答」に変更し、「ステータス名」、「メール有無」、「ステータ

ス色」を指定し、登録を押します。

再び「追加」ボタンを押します。

「監視対象タイプ」を「待機」に変更し、「ステータス名」、「メール有無」、「ステータ

ス色」を指定し、登録を押します。



●親機・子機の設定【親機】

呼出線用の親機の登録と、応答線用の仮想親機の登録をします。

管理メニューで親機・子機の設定の「親機」を選択します。

まず呼出線用の親機を登録します。

「追加」ボタンを押します。



「親機識別番号」として、親機に添付されているシールの「IP アドレス

（192.168.◯.◯）」を入力します。

「親機名称」は呼出線用の親機であると分かれば、どんな名前でも構いません

が、親機を複数台ご利用の場合は、「親機 1、親機 2」など区別できるような名前を

付けたほうが分かり易いです。

「接続する子機台数」は、ご利用になる「呼出線用子機」の数を入力します。

入力が終わったら、「登録」ボタンを押します。

続けて応答線用の仮想親機を登録します。

再び「追加」ボタンを押します。

「親機識別番号」として、「0.0.0.0」を入力します。

「親機名称」として、「仮想親機」と入力します。

「接続する子機台数」は、ご利用になる「応答線用子機」の数を入力します。

入力が終わったら、「登録」ボタンを押します。

※応答線用子機は、監視機械 8台まで 1つの子機で対応できますので、例えば

監視機械が 13 台あったら、「接続する子機台数」は 2、監視機械が 33 台あった

ら、「接続する子機台数」は 5 になります。



●親機・子機の設定【子機】

呼出線用の子機の登録と、応答線用の仮想子機の登録をします。

管理メニューで親機・子機の設定の「子機」を選択します。

まず呼出線用の子機を登録します。

「追加」ボタンを押します。

用途と番号が分かるように「呼出線用子機 1」と入力し、登録ボタンを押します。

設置する子機の数だけ、「追加」→「登録」を繰り返します。

次に応答線用の子機を登録します。



「追加」ボタンを押します。

用途と番号が分かるように「応答線用子機 1」と入力し、登録ボタンを押します。

応答線用子機は、監視機械 8台まで 1つの子機で対応できますので、例えば

監視機械が 13 台あったら、「接続する応答線用子機台数」は 2、監視機械が 33

台あったら、「接続する応答線用子機台数」は 5になります。

上記内容を踏まえ、必要な応答線用子機の数だけ、「追加」→「登録」を繰り返し

ます。



●割り当て【呼出のステータス】

各監視機械ごとに、「呼出対応機能」で使用する「呼出」、「応答」、「待機」の 3つ

のステータスと優先順位を割り当てます。

管理メニューで割り当ての「呼出のステータス」を選択します。

「監視対象」の登録の際、【監視対象タイプ」として「呼出」を選択した監視機械

が、

すべて表示されますので、1 つずつ選択して「編集」ボタンを押します。



以下の画面の通り、「ステータス名」から「呼出」を選択して「優先順」を「1」にして

「更新」ボタンを押し、「対応中」を選択して「優先順」を「2」にして「更新」ボタンを

押し、「待機」を選択して「優先順」を「3」にして「待機」ボタンを押します。

以下の画面の通りになったら、「終了」ボタンを押します。

リストに表示されている他の「監視対象」に対しても、すべて上記と同じ設定にし

ます。



●割り当て【監視対象の信号線】

「呼出対応機能」で使用する監視機械ごとに、「呼出」と「応答」の信号線の定義を

作成します。

管理メニューで割り当ての「監視対象の信号線」を選択します。

「呼出対応機能」で使用する監視機械を選択し、「編集」ボタンを押します。

「信号線の名称」として、「呼出」と入力して「更新」ボタンを押し、「応答」と入力し

て「更新」ボタンを押します。

※「呼出」信号を送る際、オプションのセレクタスイッチを使用する以外に、監視

機械の設備からの信号を使用する場合は、この信号線の名称を「呼出（セレク



タスイッチ）」や「呼出（設備信号）」など、それぞれを区別した名称にしておく

と、問題が発生した際、設定の見直しの際などに便利です。

以下の画面の通りになったら、「終了」ボタンを押します。

リストに表示されている他の「監視対象」に対しても、すべて上記と同じ設定にし

ます。



●割り当て【子機と監視対象信号線】

「呼出線用子機」にはそれぞれの監視機械で用意した「呼出信号線」を登録し、

「応答線用子機」にはそれぞれの監視機械で用意した「応答信号線」をまとめて

登録します。

※「呼出信号線」は、実際に設置する子機のハードウェアの接点番号と合わせた

信号線を、各子機の設定ごとに登録する必要があります。

一方「応答信号線」は、仮想の子機の定義に登録しますので、8台までの監視

機械の信号線を 1 つの子機の定義にまとめて登録してしまえば OK です。

管理メニューで割り当ての「子機と監視対象信号線」を選択します。

「親機・子機の設定【子機】」で登録しておいた子機名称の一覧が表示されますの

で、まずは「呼出線用子機 1」を選択し、「編集」ボタンを押します。



実際に設置する子機 1のハードウェアから、呼出信号を出す為に、セレクタスイッ

チ、もしくは設備からの信号線を接続した、子機 1の接点番号の欄に、対象とな

る監視機械の「呼出」の信号線（監視機械名/呼出）を一覧から選択し、「更新」ボ

タンを押し、「終了」ボタンを押します。

リストに表示されている「呼出線用子機」の数だけ、「編集」→上記割り当て作業を

繰り返します。

すべての「呼出線用子機」の割り当てが終了したら、次に「応答線用子機」の割り

当てに入ります。

「応答線用子機 1」を選択し、「編集」ボタンを押します。



「信号線」のリストから「監視機械名/応答」の信号線を、監視機械の 1番目から

順番に接点番号の 1から順番に割り当てていき、更新ボタンを押します。すべて

の監視機械を割り当てるか、接点番号 8まですべて割り当ててしまったら、「終

了」ボタンを押します。

監視機械の数が 8台を超える場合は、「応答線用子機」も 2台以上の登録が必

要ですので、別の「応答線用子機」をリストから選択し、「編集」→上記割り当て

作業を繰り返し、すべての「監視機械/応答」の信号線を「応答線用子機」に割り

当てます。



●割り当て【親機と子機】

呼出線用に使用する「親機」と「呼出線用子機」を、応答線用に使用する「仮想親

機」と「応答線用子機」を、それぞれに親子関係の紐付けをします。

管理メニューで割り当ての「親機と子機」を選択します。

まず「親機」と「呼出線用子機」を紐付けます。

「割り当て対象リスト」から「IP アドレス/親機名」を選択し、「編集」ボタンを押しま

す。



先に設定した「親機・子機の設定【親機】」の「接続する子機台数」の分だけ子機

番号が表示されますので、子機番号 1から順に子機名称のリストから「呼出線

用子機」の名前を選択していき、「更新」ボタンを押し、「終了」ボタンを押します。

次に「仮想親機」と「応答線用子機」を紐付けます。

「割り当て対象リスト」から「0.0.0.0/仮想親機名」を選択し、「編集」ボタンを押しま

す。

先に設定した「親機・子機の設定【親機】」の「接続する子機台数」の分だけ子機

番号が表示されますので、子機番号 1から順に子機名称のリストから「応答線用

子機」の名前を選択していき、「更新」ボタンを押し、「終了」ボタンを押します。



●割り当て【ステータスと信号線状態】

「どの信号が来ていれば、どのステータスを表示するのか」を「呼出」機能に対応

した監視機械すべてに対して、設定します。

管理メニューで割り当ての「ステータスと信号線状態」を選択します。

「割り当て対象リスト」から「呼出」機能に対応した監視機械を選択し、「編集」ボタ

ンを押します。



呼出信号線（監視機械もしくはセレクタスイッチからの信号）がオンで、応答信号

線（タッチパネル等のディスプレイ表示を介してのステータスボタンの信号）がオ

フの場合、「呼出」を表示します（「呼出」が◯、「応答」が×）。

呼出信号線がオンで、応答信号線がオンの場合、「対応中」を表示します（「呼

出」が◯、「応答」が◯）。

応答信号線がオンでもオフでも、呼出信号線がオフの場合、「待機」を表示します

（「呼出」が×、「応答」が－）。

以下の画面のように設定できましたら、「更新」ボタンを押し、「終了」ボタンを押し

ます。

残りすべての「呼出」機能に対応した監視機械に対して、上記と同じ設定をしま

す。

以上で「呼出対応機能」の設定は完了です。

後は用途に応じて、グループの設定など個別に行ってください。



設定が完了しましたら、ファクトリーステーションの動作開始と、呼出画面を表示さ

せます。

①「設定変更」に入っている場合は、「TOP に戻る」ボタンを押します。

②管理メニューの TOP 画面から「監視の開始」ボタンを押します。

動作開始と呼出画面の表示方法



③管理メニュー右側の「呼出画面の表示」ボタンを押します。

④以下の「呼出画面」が表示されます。

監視機械側のセレクタスイッチの切り替え、ディスプレイ表示されているステー

タスボタンのマウスクリック、タッチパネルディスプレイからのステータスボタンの

プッシュにて、ステータス表示が切り替わるかご確認ください。



本製品の操作・トラブル等ご相談は

ファクトリーステーション

お問い合わせ窓口
へご連絡ください。

　　Tel　　０５８-３７２-３２５５

　　Email　fwsup@imao.biz
（エフダブリュエスユーピー アイエムエーオー ビーアイゼット）

9:00～12:00
13:00～17:00（土・日・祝日及び弊社休日を除く）


