
LEXER 

RESE A ・・ R CH LE X E RRES ・ ・ E AR C H LE 
XER R ・ ・ ES E A R C  HL  EX E ・・  R R ESE R   
CHLEX ・・   E  R RES    EAR CH L ・・ E X   E 
RR E S E ARC  ・・ H LE XE R RSER   C ・・ H  LE 
XE RR  ES E A ・・ RESE A   RC HLEX ・・ ER RES E 
A RCHL ・・  E XER RESEA C ・・ H LEXER ・・  

2017/11/13 詳細情報 

GD.findi リリースノート 

LEXER RESEARCH Inc. 
1 



LEXER はじめに 

本資料は、2017/11/13に公開したGD.findi およびGD.findi Reactor に関する以下
の追加機能、機能変更の詳細情報を説明するものです。 
 

＝＝機能追加＝＝ 

・ 稼働時間グループマスタを追加（3頁～） 

 

・  Agent Designer を追加（11頁～） 

 

・  エージェントモデルを追加（19頁～） 

 

・ シミュレーションの解析機能を追加（34頁～） 

 

＝＝機能変更・仕様変更＝＝ 

・  メニュー表示方法を変更（41頁～） 

 

・ 終了動作の選択肢を変更（43頁～） 

 

また、今回のリリースに伴い従来の「リソース」表記は、今後「アセット」に変更いたします。 
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＝＝機能追加＝＝ 
稼働時間グループマスタを追加 
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稼働時間グループは任意の「稼働時間」と「休日カレンダ」をパラメータとして持っているグループです。この
稼働時間グループに作業者や設備などの工場内のアセットを割り当てることにより、各アセットに勤務時間
を設定することが出来ます。 

 

グループ管理領域 

稼働時間、休日カレンダ管理領域 

稼働時間グループマスタを追加 

稼働時間、休日カレンダ設定領域 

次頁からは稼働時間グループ、稼働時間および休日カレンダの作成手順などを記載いたします。 

 ※「稼働時間」関する情報は機能マニュアル、「休日カレンダ」に関する情報は生産レンダリングマニュア
ルをご参照ください。 

  

https://www.gdfindi.com/ja/support/help/pdf/Function_manual.pdf
https://www.gdfindi.com/ja/support/help/pdf/Production_rendering.pdf
https://www.gdfindi.com/ja/support/help/pdf/Production_rendering.pdf
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●稼働時間グループの作成方法 

  

①稼働時間グループを 
  右クリック 
 「新規作成」を選択 

②新しいグループ作成 

ダブルクリックで 
グループ名の変更が可能 

①グループ名を右クリック 
  「新規作成」 

②下位グループを新しく作成 

●子グループの作成方法 

  

稼働時間グループマスタを追加 
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グループに設定する、稼働時間の作成方法をご説明します。 

●稼働時間の作成方法  

ダブルクリックで 
稼働時間名の変更が可能 

③稼働時間が1つ作成される 

④ヘッダを右クリック 
  「追加」を選択 

稼働時間グループマスタを追加 

①デフォルトの 
  グループをクリック 

②「追加」をクリック 

⑤時間帯や終了動作等を入力 
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グループに稼働時間を設定する方法をご説明します。 

●稼働時間の設定方法 

 

稼働時間グループマスタを追加 

①グループを選択 

②稼働時間を選択 

③更新 
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①デフォルトの 
  グループをクリック 

②「追加」をクリック 
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グループに設定する、休日カレンダの作成方法をご説明します。 

●休日カレンダの作成方法  

ダブルクリックで 
休日カレンダ名の変更が可能 

稼働時間グループマスタを追加 

③休日カレンダが1つ作成される 

④ヘッダを右クリック 
  「追加」を選択 

⑤休日や終了動作等を入力 
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グループに休日カレンダを設定する方法をご説明します。 

●休日カレンダの設定方法 

稼働時間グループマスタを追加 

①グループを選択 

②休日カレンダを選択 

③更新 
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次に作成した稼働時間グループに対してステーションを割り当てる方法を説明いたし
ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この操作によりステーションは割り当てられた稼働時間グループの「稼働時間」および
「休日カレンダ」の設定通りに作業を行います。アセット（作業者やAGVなど）に対
して稼働時間グループを設定する方法は次項「AgentDesigner」の15頁に記載
します。 

※「作業班」、「供給班」等の、子グル―プを持つ親グループは選択対象外です。 
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稼働時間グループマスタを追加 

①「設定」をクリック 

②稼働時間グループを 
  選択 
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＝＝機能追加＝＝ 
Agent Designer を追加 
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作業者やAGVなどの工場内のアセットを定義することが出来るAgent Designer
を追加いたしました。 

 これまでの「エージェントマスタ」および「チームマスタ」は、この「Agent Designer」
に統合されました。 

エージェントアセット一覧 メンバアセット・パラメタ一覧 

Agent Designer を追加 
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③詳細設定の値を変更 

①ヘッダを右クリック 
  「新規作成」 

 エージェントアセットの作成方法 

エージェントアセットとは、異なる搬送パラメタを設定することができる個々のエージェント情
報です。 
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③エージェントモデルを選択 

Agent Designer を追加 

②新規のエージェントアセットが作成される 

エージェントモデルについては、19頁をご参照ください。 

エージェントアセット名の 
設定が可能 
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複数の「エージェントアセット」を作成することで、下図のようにパラメータが異なるメン
バアセットを定義することが可能です。 
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Agent Designer を追加 

全作業者 

新人作業者 ベテラン作業者 
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エージェントに稼働時間グループを設定する方法をご説明します。 

メンバアセットとは、要素作業や搬送を行う資源のことです。 

●稼働時間グループの設定方法 
①エージェントアセットを選択 
  アセットタブのヘッダを右クリック 
  「追加」 

②グループを選択 

Agent Designer を追加 

③エージェントアセットを適用する 
  稼働時間グループと 
  メンバアセットが1名表示される 

メンバアセット 
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稼働時間グループにメンバアセットを作成する方法をご説明します。 

●メンバアセットの作成方法 

①グループ名またはメンバアセットを右クリック 
  「追加」を選択 

③閉じる 

ダブルクリックで 
メンバアセット名の変更が可能 

③グループに必要な数の 
  メンバアセットを作成 

Agent Designer を追加 

②メンバアセットが作成される 

この操作によりメンバアセットは割り当てられた稼働時間グループの「稼働時間」および
「休日カレンダ」の設定通りに作業を行います。 
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グループ・グループメンバをアクティビティに設定する方法をご説明します。 

●グループ・グループメンバの設定方法 

 

 

Agent Designer を追加 

①ステーション・アクティビティ等の割当のセルを 
  ダブルクリック 

②アセット割当パネルで 
  グループまたはグループメンバを選択 

③「更新」ボタンをクリック 

グループ、グループメンバ毎に 
複数選択が可能 
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複数人の作業者を作成したい場合 

人数分のグループメンバを作成する方法 グループメンバに要員数を設定する方法 
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●要員数について 

要員数の数値を変更することで、複数のグループメンバを簡単に作成することができます。 

Agent Designer を追加 

要員数を作業人数分 
定義する 

アセット割当パネル アセット割当パネル 

Agent Designer パネル 
Agent Designer パネル 

一意のグループメンバを 
割当てることが可能 

要員数全員に 
作業を割当てることが可能 
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＝＝機能追加＝＝ 
エージェントモデルを追加 



LEXER エージェントモデルを追加 
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●エージェントモデルとは 

GD.findi モデルの搬送アクティビティに、制約を与えることができる搬送手段のことをいいます。 

搬送 
アクティビティ 

フロアプラン 
(工場レイアウト) 

プロセスプラン 

生産計画 

制約 

エージェント 
モデル 

生成 

経路情報 

ステーション・ 
アクティビティ 

シミュレーション 
結果 

エージェントモデル 
 

パラメタ 
+ 搬送速度 
+最大搬送量 
etc 

 荷積み荷下ろしユニット 

経路 

ノード 

ノード 

アーク 

待機ユニット 

  

  

  

マッピング 
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Agent Designer パネルでエージェントモデルを設定することにより、
メンバアセットの振る舞いを定義します。 

現在、エージェントモデルには下表の通りの種類があります。 
 

 ●エージェントモデルと設定項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

エージェントモデルを追加 
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エージェントモデル 設定項目 

作業者 歩行速度や搬送作業者のサイズ、レート値を定義 

牽引車 通行速度と搬送設備のサイズを定義 

AGV_Scheduled 
搬送速度と搬送設備のサイズ、最大積載量を定義 
搬送時刻を設定することが可能 

AGV_Unscheduled 搬送速度と搬送設備のサイズ、最大積載量を定義 

非同期コンベヤ 搬送速度と搬送間隔を定義 



LEXER エージェントモデルを追加 
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 作業者 

人間のように、ステーション上の要素作業や、ステーション間の搬送を行うためのエージェ
ントモデルです。 

ただし、他のエージェントモデルと異なり、搬送経路を定義することはできません。 

歩行速度、レート値等を設定された作業者に 
搬送作業を行わせることが可能 



LEXER エージェントモデルを追加 

23 

 牽引車 

エージェントモデル「作業者」とは異なり、先行搬送するアセットを追い抜かないため、車
等の搬送表現を可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEXER エージェントモデルを追加 
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 AGV_Scheduled 

搬送開始時間が決まっている無人搬送機などの表現を可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パラメタタブ内を設定することで、荷積み・荷卸しを行う場所や、搬送機の待機場所を
設定することができます。 

次頁から、パラメタの操作方法を説明いたします。 
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パラメタタブでは、エージェントモデルの適用範囲と機能ユニット、搬送開始時刻を設定します。 

各項目の設定方法について説明いたします。 

■適用範囲を設定 

適用範囲に設定された経路を削除したい場合は、「AR1(N1→Ｎ2)」などの経路を表す文字列をクリッ
クして選択状態にし、削除ボタンを押してください。 

全ての経路を設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「全ての経路を追加」をクリックすると、レイアウト上の経路が適用
範囲に設定されます。 
 

一部の経路を設定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ctrlキーを押しながら、ドラッグ＆ドロップでノードを選択し、「選択さ
れた経路を追加」をクリックすると、選択された経路が適用範囲に設
定されます。 



LEXER エージェントモデルを追加 
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■機能ユニット 

適用範囲内の「搬送ポート」と「ノード」が表示されます。各ユニットにおいて荷積み・荷卸し、
エージェントアセットの待機場所を定義することができます。 

※ ノードに設定できる機能ユニットは、「待機ユニット」のみとなります。 

次頁では、定義する機能ユニットの設定方法を説明いたします。 

変量荷積み・荷卸しユニット 
変量的に搬送を行う荷積み荷卸し場に設
定 

定量荷積み・荷卸しユニット 
定量的に搬送を行う荷積み荷卸し場に設
定 

待機ユニット 
アセットの搬送前、搬送後の待機位置に
設定 



LEXER エージェントモデルを追加 
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■機能ユニットの設定方法 

搬送点(ポート)に荷積み・荷卸しユニット、エージェントアセットの待機位置を定義する際は、
ヘッダを右クリックして「追加」を選択してください。 

・変量荷積み・荷卸しユニット ・定量荷積み・荷卸しユニット 

・待機ユニット 

荷積み・荷卸し 
※ 「Load」または「unload」の文字列を入力 

部品ID 最小積載量 最大積載量 荷積み・荷卸し時間 定積載量 

各設定項目に以下のパラメタを設定します。 

待機させるエージェントアセットの数 
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■機能ユニットの設定例 

下図のような搬送経路に対して以下のようにパラメタを設定します。 

搬送ポート「P1」で部品「axles1」を
10秒かけて2~5個、荷積みする 

搬送ポート「P2」で部品「axles1」を
10秒かけて2~5個、荷卸しする 

ノード「N1」で 
無人搬送機が３台待機する 

搬送元 

搬送先 



LEXER エージェントモデルを追加 

29 

■搬送開始時刻の設定方法 

搬送点(ポート)に荷積み・荷下ろしユニット、エージェントアセットの待機位置を定義する際は、
ヘッダを右クリックして「新規作成」を選択してください。 

1日の間に搬送が開始される搬送開始時刻(HH:MM)を入力します。 
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30 

 AGV_Unscheduled 

AGV_Scheduled とは異なり、搬送する仕掛品の有無に関わらず、搬送経路上を移
動し続けます。搬送待ちの仕掛品がある場合に荷積み・荷下ろしを実行します。 

適用範囲と機能ユニットの設定方法は AGV_Scheduled をご参照ください。 

 

搬送ポート「P1」で部品「axles1」を
10秒かけて必ず5個、荷積みする 

搬送ポート「P2」で部品「axles1」を
10秒かけて必ず5個、荷卸しする 
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 非同期コンベヤ 

定義した搬送経路上を仕掛品が一定間隔で搬送します。荷下ろしを行うステーションの
バッファサイズが上限を超えた場合に、コンベヤ上にモノが滞留するため、ローラーコンベヤ
のような表現が可能です。 

適用範囲と機能ユニットの設定方法は AGV_Scheduled をご参照ください。 

 

次頁で、分岐ユニットの設定方法を説明いたします。 

荷積み・荷卸しユニット 
搬送を行う荷積み荷卸し場に設定 

分岐ユニット 
どの部品をどの通路アークに流すかを定
義するための分岐点に設定 
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■ 分岐ユニット 

分岐型コンベヤにおいて、各経路にどの部品を流すかを以下のように定義することができます。 

 

ノード「N1」の分岐ユニットで 
アーク「AR2」に部品「part1」を、 
アーク「AR4」に部品「part2」を搬送 

搬送元 

搬送先 搬送先 
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 注意点 

 経路を設定したエージェントアセットは、経路変動型搬送アクティビティのみに割当、
適応されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 エージェントモデルは、搬送アクティビティに与える制約のため、適用範囲や機能ユニッ
トは必ずしも定義する必要はありません。経路変動型アクティビティの搬送ロジックに
制約を与える際、各機能を定義してください。 

 

 例）○荷積み・荷卸し時間を設定したい 

    ○搬送経路を細かく設定したい 
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＝＝機能追加＝＝ 
シミュレーションの解析機能を追加 
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生産レンダリング実行後、Reactor画面でシミュレーション結果を解析する機能を
追加いたしました。 

本機能は、以下の解析内容を外部ファイルに出力します。 

 

●解析内容 

  

シミュレーションの解析機能を追加 
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・コスト… 
要素作業に関連するステーション・アセット情報と、稼働時間や移動時間、
待機時間等を出力します。 
本パラメータを利用することによりABCコスト分析を基にして、生産に対する
コストを産出することが出来ます。   

      
・リードタイム… 

1ロット毎に、生産開始時刻、生産時間、生産終了時刻を出力するため、
生産した各製品に対するリードタイムを算出することが出来ます。 
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■解析結果の出力方法 

 

シミュレーションの解析機能を追加 
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① Analyzer をクリック 

Analyzerパネル 

設定項目 詳細 

Rendering period レンダリング期間と出力時間単位 

Content 解析機能の種類 

Cost コストの解析 

LeadTime リードタイムの解析 

GD.findi Reactor画面 



LEXER シミュレーションの解析機能を追加 
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②出力時間間隔の数値と、 
  解析機能の種類を設定 

時間単位の切り替え 
・sec(秒)  
・min(分) 
・hour(時間) 
・day(日) 

③「Execute Production Rendering」 
  をクリック 

④解析結果を名前を付けて保存する 

⑤保存が完了したら「OK」ボタンをクリック 



LEXER 

解析機能で出力されたファイルの内容について説明いたします。 

■Cost（ファイル形式：csvファイル） 

 

シミュレーションの解析機能を追加 
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出力される項目  説明 

##Project プロジェクト名 

##Simulation Period(sec) 生産完了時間(秒) 

##Production Volume 生産完了数 

##Process Information 要素作業に関連するステーション・アセット情報 

##Indirect Operation Average Time 次の要素作業時間までの移動待機時間、移動時間、生産待機時間 
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■Leadtime（ファイル形式：logファイル） 

テキストをエクセルにコピー&ペーストすることで、1ロット毎のリードタイムをガントチャート
化することができます。 

 

シミュレーションの解析機能を追加 
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出力される項目  説明 出力される項目  説明 

ProductID 製品内部 ID EndProcessID 最終の要素作業 ID 

ProductName 製品名 EndProcessName 最終の要素作業名 

InstanceID 自動採番されたロット ID EndStationID 最終のステーション ID 

StartProcessID 最初の要素作業 ID EndStationName 最終のステーション名 

StartProcessName 最初の要素作業名 StartProductingTime 1ロットの生産開始時刻 

StartStationID 最初のステーション ID LeadTime 1ロットの生産時間 

StartStationName 最初のステーション名 EndProductingTime 1ロットの生産終了時刻 

エクセルによるガントチャート作成方法は次頁で説明いたします。 

※ logファイル内の時刻、時間は、Analyzerパネルで設定した時間単位に従って表示されます。 
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■リードタイムのガントチャート作成方法 

 

シミュレーションの解析機能を追加 
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①ログファイルのテキストを 
  エクセルにコピー&ペースト 

②以下のデータ項目を設定して横棒積み立てグラフを作成 
 
 系列 
     「StartProductingTime(HOUR)」、 
     「LeadTime(HOUR)」 
 凡例・項目名 
     「ProductName」 
 

赤い棒グラフが1ロットのリードタイム 



LEXER 
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＝＝機能変更＝＝ 
メニュー表示方法を変更 



LEXER 

フロアプランペインメニュー、プロセスプランペインメニューの参照方法として、以下の
方法を追加いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、従来のように右クリックでメニューを参照することも可能です。 

 

メニュー表示方法を変更 
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①フロアプランペイン左上の ≡ マークをクリック 

プロセスプランペインの場合 フロアプランペインの場合 

①プロセスプランペイン左上の ≡ マークをクリック 



LEXER 
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＝＝機能変更＝＝ 
終了動作の選択肢を変更 



LEXER 

稼働時間、休日カレンダにおけるアセットの終了動作の選択肢を変更しました。 

 

以下の変更後の選択肢について、次頁から説明いたします。 

 終了時刻で作業を引き継がずに中断する 

 終了時刻を超す作業は取り掛からない 

 終了時刻で作業を引き継いで中断する 

 終了時刻を越して完了させる 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

終了動作の選択肢を変更 
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 終了時刻で作業を引き継がずに中断する 

作業者は、開始時刻より作業を開始し、終了時刻で作業を中断します。 

サイクルタイムの途中で、作業を中断した場合、同じ作業者が引き続き担当しま
す。 

 

終了動作の選択肢を変更 
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作業者1 

作業者2 

作業者1の開始時刻 作業者１の終了時刻 

作 業 

作業要員数１人の作業に対し、 
作業者1及び作業者2は 

同様の作業を行うことができる 

作業を中断し、 
再び開始時刻になったら再開 

別作業 
たとえ手が空いていても 
作業を引き継がない 



LEXER 

 終了時刻で作業を引き継いで中断する 

作業者は、開始時刻より作業を開始し、終了時刻で作業を中断します。 

サイクルタイムの途中で、作業を中断した場合、他の作業者が作業を引き継ぎま
す。 

 

 

終了動作の選択肢を変更 
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作業者1 

作業者2 

作業者1の開始時刻 作業者１の終了時刻 

作 業 

作業を中断したら 
他の作業者に引き継ぐ 

別作業 

作業者2は、稼働時間内であれば 
作業を引き継ぐ 



LEXER 

作 業 

 終了時刻を超す作業は取り掛からない 

作業者は、開始時刻より作業を開始し、途中で終了する作業は行いません。 

 

終了動作の選択肢を変更 
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作業者1 

作業者1の開始時刻 作業者１の終了時刻 

終了時刻を超す作業には 
取り掛からない 

別作業 終了時刻までに終了する別作業を行う 
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 終了時刻を越して完了させる 

作業者は、開始時刻より作業を開始し、終了時刻を越して作業を完了します。
着手した作業については、終了時刻を超えても、完了するまで作業を行います。 

終了動作の選択肢を変更 
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作業者1 

作業者1の開始時刻 作業者１の終了時刻 

作 業 

作業者1の残業 
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何かご質問などございましたら、下記アドレスまでお気軽にお問い合わせください。 
E-mail : gdfindi_support@lexer.co.jp 
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http://www.lexer.co.jp/ 


