Ｎｏ２３
９１/８/１

レポート
かなり大きな転換期が目の前に迫って来たように思い
ます。
ハードウェアーが進歩し、ソフトウェアーもまた 毎日
が 昨日と違う今日を迎えてきました。
ＬＡＮ環境も何とか 準備が出来て来たようです。
価格、スピード、容量、信頼性（これはまだ問題あり
かな）
、機能、操作性、....
私の正直な実感として、
「ようやく これで この業界も
第１ステージに上れたのではないか」と思っています。
先日 ある方からご紹介頂き、dbMAGIC というシステム
を見せて頂いて、大変感激しました。
画面でパラメータをヒョイヒョイと設定するだけで、
プログラムが出来てしまう開発ツール？です。
私もこの業界にいる人間ですから、以前にも これとそ
う遠からん びっくりするようなものを 幾つか見せて
いただいたことがありますので、ヒョイヒョイにはそ
れほど驚きません。
私がびっくりしたのは、その dbMAGIC が、Btrieve と
いうデータベース操作ルーチンを使っているというこ
とでした。
と言われても、一般の方は 何に驚いたのか お分りに
ならないだろうと思いますので 簡単にご説明いたし
ます。
'８７年 春、当時はまだＴＰｉＣＳ-Ⅱしか開発出来て
いない時期でした。↑

いわゆる ただのＭＲＰのシステムです。
-Ⅱは-Ⅱなりに何度かバージョンアップを重ね 開発
後 １年ほど経った時でした。
そしてその頃は “通信”という言葉に新鮮さを感じら
れる時代で、ＴＰｉＣＳも「通信機能を」と思い、注
文書のデータを 232C で 送信したり受信したり出来る
ようにしました。
そして 現在 ＴＰｉＣＳユーザーの中でも数人？しか
使っていない「オンラインモニターサポート」の機能
を付けたのもこの頃です。
そして この頃、ＴＰｉＣＳはＬＡＮ対応を行ったので
す。
ラッキーなことに 米国の学生時代からの同業の友人
に薦められ、今をときめく（？）ノベルの NetWare を
ターゲットにＬＡＮと取組みました。
ターゲットなどと書くと かっこよさそうですが、開発
用に貸してもらった訳です。
当時は、書店でＬＡＮと名のつく本を探しても、全て
232C を使った ローカルネットワークに関するもので
した。
先日 若い人にこんな話をしたら「でも今は 情報が多
い分、選ぶのが大変です」と言われ、
「何時でも悩みは
あるもんだからね．
．
．」と 力なく相槌を打った記憶が
あります。
分ってみればＬＡＮ対応というのは簡単なもので、つ
まるところ 5C00 と 5C01 で レコード単位排他制御
をするだけのことです。

今回のテーマ
● ユーザー事例（その３）
● Ｂｒａｉｎのバージョンアップ

しかし 当時、ＴＰｉＣＳにとってのエンジンともいう
べきデータベース操作ルーチンをどうするかで かな
り迷いました。
それまでの自社開発のインデックスルーチンでは、マ
ルチユーザーに耐えられないことが分ったからです。
その時に検討したのがこの Btrieve です。
結論としては、当時それを採用することをせず、自社
開発のインデックスルーチンを改良することにしまし
た。
① Btrieve は、インデックスファイルとデータ本体が

一緒である。
とすると インデックスファイルをＲＡＭに置くと
いう使い方が出来なくなる。
② 当時は、この業界の製品（ソフトウェアー）の 信
頼性が低く、他人が作ったものを安心して使うこと
が出来なかった。
③ もし Btrieve の 開発や サポートが中止になった
ら。
④ 顕著な実績がなかった。
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その頃は、
「ＤＯＳにバグがある」と言ってＮＨＫのニ
ュースに流れたり、私自身も 多少使っていた表計算ソ
フトや、データベースソフトに、何度も煮え湯を飲ま
されていたような時代でした。
自分が作ったプログラムなら 万一の時 どうにでも修
正出来るが、他人が作ったプログラムを使ってそれが
不具合だったとなると 大変なことになります。
そして その頃、この業界は 今よりも もっと若かった
為、アイドル歌手のように新しいソフトが 次々泡のよ
うに 出ては消えていく時代でした。
その頃からのパソコンユーザーなら、必ず「アーそう
いえば、あのソフト 今は全然バージョンアップも宣伝
もしないな！」という ソフトを１つや２つお持ちでし
ょう。
どんな俊馬でも 乗った馬が途中でこけてしまっては、
どうしようもありません。
そんなことを考えて、当時不採用の結論を出した訳で
す。
しかし、それから ４年経ちました。
Btrieve は 生残り、その後もデータベース専門で開発
し続けたのですから、当然私のデータベースより良く
なっています。
聞くところによれば、数百万件のデータを NetWare 上
で、毎日処理している実績があるとのことです。
話半分にしても、たとえ１０分の１にしても凄いパワ
ーです。
数百万件と言えば、オフコンはおろか汎用機でさえ簡
単な仕事ではありません。
それが、パソコンＬＡＮの上で、毎日！
私が感激したのは、
① dbMAGIC が 上記のような実力を持っていると言う
こと、
つまり、従来の開発ツールは、データが少ない内は
何とかなるが、実際のインプットが始ってデータ件
数が増えると どうにも動かないという、模型のよう
なソフトが多かったのです。
② 実は私が本当に感激したのは、さらに次の点です。
dbMAGIC が 他社製のデータベースを使っていると
いうこと。
従来の開発ツールは、私のように 自分で作ったルーチ
ンだけを使って作られてきました。
おそらく開発者ならだれでも 当時の私と同じような
ことを考えると思います。
にもかかわらず 敢えて 他人が作ったプログラムを使
った というのが、私にとって驚きなのです。
良いものなら また 信頼出来るものなら、それを使う。
データベースのことはデータベースのプロにまかせる。
時代が変って来たのだと思います。
時が流れ、実績という 他には絶対に置き換えることの
出来ない尺度が出来、業界も 多少安定し、白黒がおぼ
ろげながら見えるようになった為、今までとは違った
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考え方が取れるようになって来ました。
ＴＰｉＣＳも Btrieve を使うと、
① ＴＰｉＣＳの処理パワーが上がる。
② ＴＰｉＣＳのデータを dbMAGIC から操作出来る。
③ ユーザーも Btrieve を使ってプログラムを開発す
れば、ＴＰｉＣＳのデータを簡単に操作出来る。
ＴＰｉＣＳは、現在でも ほとんど全てのデータをアス
キーファイルに書き出したり、また読み込むことが出
来るようになっています。
しかし、アスキーファイルというワンクッションが入
ると、毎日の操作環境として完全に思うようには 行き
ません。
また別の面では、ＴＰｉＣＳのデータをユーザーが直
接操作するというのは、もちろん 危険も伴います。
それを 危ないからといって道をふさいでおくのは、
責
任回避をしているように思えます。
自分の作った狭い垣根の中にユーザーをとじ込めてお
いて、
「？？チャン 危ないからおよしなさい！」は し
たくありません。
ユーザーが自由にデータを操作出来るようになること
はもちろん、ユーザープログラムの中から、ＴＰｉＣ
Ｓの機能を呼出せるようになれば、更に自由度が増す
はずです。
システムとしては 本当に使える 基礎的な環境を キ
チンと提供するに止め、むしろ 私としてはコンピュー
タを使う生産管理屋としての立場を より明確にして
いきたいと思います。
画面廻りや リストあるいは 伝票など については、
ユ
ーザーが自由に作れるようにしていきます。
それが出来る時代になって来ました。
昔は ただ“プログラムが書ける”や“コンピュータが
分る”だけで 価値がありました。
しかし、こういう簡単に使える開発システムが出来て
くると、ただそれだけでは 通用しない時代になるのだ
ろうと思います。
こうやって、いよいよ本格的なダウンサイジング、第
２ステージの時代が始るのではないでしょうか。
NetWare が根付き、ＤＯＳ／Ｖが勢いにのり 新興国製
の安いマシンが大量に入り、シリコンディスクが
NetWare 対応になったり、ユーザーも利用技術を蓄積
してくると、業界地図がガラリと書き換えられるよう
な事態になる可能性があると思います。
先日、ある雑誌で ダウンサイジングの事例発表のよう
な記事を読んでいて 思わず膝をたたくような文章に
巡り合いました。
「当社のシステムをダウンサイジングし 再構築する
時、最も苦しかったのは、
その中に一種の自己否定、
つまり過去のシステムの破産宣言という面があった
ことだ」という主旨でした。
１０数年営々とやってきた情報システムの仕事を 否

定し、全く新しい概念でシステムを再構築する。
また、あるユーザーさんからこんな話を聞いたことが
あります。
「社内の生産管理システムを 壊して歩くのが 私の仕
事なんです。システムが出来上がって４～５年も経
つと、もう古くなってくるんです。新しい製品を開
発し、設備を更新し、世の中が変った時、相対的に
システムが古くなり、考え方も古くなってしまいま
す。組織のなかで 誰かが、意識して こういう仕事
をしないと なかなかだめなんです」

しかし、今回のＴＰｉＣＳ-Ｂｒａｉｎのバージョンア
ップについては、Btrieve 化は、見合せることにいた
しました。
Btrieve のマニュアルを読むとコンバージョン自身は
割と簡単に出来そうですが、開発環境やユーザーの使
用環境を整えるのは意外に手が掛かりそうです。
下手な使い方をすると、一般ユーザーには却って迷惑
になりそうな気がするからです。
少し趣向を変えた形で、そう遠くない時期に、またご
案内したいと思います。

そんなわけで、ＴＰｉＣＳも今後は Btrieve を採用し
たいと思います。
◆ソフトウェアに関する特許がようやく認められる方向で動き始めたようなので、当社も ｆ-ＭＲＰの考え方に
よる所要量計算法を 特許申請いたしました。
審査にかなり時間がかかるそうなので、結果が分るのは大分先でしょうが楽しみです。
◆ 完全英語版のＴＰｉＣＳ-Ⅳ と -Ｊが ８月末に完成出来ると思います。無料で日本語版と交換いたします。
ご希望の方はご連絡下さい。（ﾏﾆｭｱﾙは 当面 英語化しません）
◆ アスキーファイルを読み込んで、指定した項目をバーコードで印字したラベルを 打出すプログラムも、８月
中に完成します。（定価 50,000 円）
例えば、マスターをアスキーファイルに落とし、それをバーコードで打出し、現品に貼りつけたり、部品庫やラ
ックに貼ることが出来ます。
あるいは 注文書や作業伝票のデータから、ラベルを打出すことも出来ます。

匿名様の事例
久しぶりに“ユーザー事例”を書いて頂ける方が見つかりました。
“匿名”ということが 条件で、原稿を書いて頂きましたので、名前は伏せさせて頂きますが、逆
に 同業他社でなければ 工場見学等 受けて頂けるようお願いいたしました。
ご希望の方は二ノ宮までご連絡下さい。
（この件はもう時効です。ご容赦下さい）
今回の事例がまさにダウンサイジングをなさったユーザさんのもので、図らずも とても面白い内
容にして頂けました。

ユ － ザ － 名：
業 種 業 態：
人
員
数：
商
品
数：
ｱｲﾃﾑ ﾏｽﾀ- 件数：
１機種当り資材：
構 成 レ ベ ル：
使 用 ハ － ド：

匿名
プレスを主体とした金属加工及び小型機械製作
全約３５０名
約１５,０００点（＝全社の商品数）
約９,０００件
３００～５００点
３～６レベル
ＮＥＣ PC9801ＲＡ、ハードディスク８０Ｍ、増設ＲＡＭ１４Ｍ

当社の内容は上記の通りですが、ＴＰｉＣＳ-Ⅲ は、その内、小型機械製作の為の生産管理とプレス金型用
メンテ部品のパ－ツセンタ－管理の２システムで使用しています。主製造品目であるプレス加工品の方は、
パソコンではなくオフコンを使用し社内製のソフトで管理しています。上記アイテムマスタ－の件数は、小
型機械用生産管理システムの方の件数で、これから述べる内容もそちらについてです。
１ 生産の概要
生産される機械は、マシン、ユニット、部品、部品仕掛品、市販品という様に区分、管理されアイテム件
数全約９,０００件の内、最も上位レベルのマシンが約２５０件で毎月６０～７０台生産されています。部
品加工は外注生産もしていますが、組立以降の工程は全て社内で行っており、生産管理は、計画作成、発
注管理で男性０.５人、コンピュ－タオペレ－ション及びその他事務で女性１人で行われています。
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２ 導入の経違
導入前は、当社のホストである中型のオフコンにて社内製作のソフトを用いたシステムで管理していまし
たが、在庫管理を主体としたどちらかと言うと経理向けシステムで、仕掛り工程が１つ、材料工程が１つ
しか持てないとか、進捗の概念がおおまか、あるいは引き落とし先の実績を調べづらい、所要量計算が出
来ない等の問題がありました。これらの問題を改善し、より精度の高い生産管理を行おうとした時、社内
開発工数の不足、ホストコンピュ－タの容量不足の問題にぶつかり、他の手段を模索せざるを得なくなっ
たわけです。ＴＰｉＣＳ-Ⅲ は、上記及びその他の現状の問題をクリアーしていた事、及び 二ノ宮氏の自
動車メーカーでの生産管理の実務ノウハウが埋め込まれていると考えられる事、ＴＰｉＣＳのデータベー
ス内容の公開、及びＴＰｉＣＳを当社にアレンジするに際してに支援を確約してくれた事、更にもっと大
きな要素として二ノ宮氏の人柄が単にソフトを売って仕様を満足していればそれでおしまいということで
はなく、客先と一緒に悩み、前向きに取組んでくれそうな人である事等から導入に踏切った訳です。
３ システムの概要
（1） 技術デ－タ登録／仕様変更
技術設計部門にて新機械の設計、仕様変更がＣＡＤを用いて行われ、図面が作成されると同時に図面
情報、親子構成デ－タ等が登録されます。工場ではそのデ－タをフロッピ－にコピ－し PC98 にかけます。
PC 側ではアプリケ－ションプログラム（以後単にＰＧＭと表示）でそれらのデ－タに必要な処置を施し、
Ａ２ＴＭ用のデ－タを作成し、ＴＰｉＣＳ-Ⅲ に読み込ませます。
（2） 出庫計画
一番上位レベルのマシンの出庫計画をＴＰｉＣＳ の生計画面に入力し、所要量計算、伝票出しを行いま
す。原則としてマシンは３ケ月先までの出荷計画を入力してあり、必要（計画変更）の都度 変更してい
きます。現在カレンダ－は、水、金、月初、月末の日付しか持たない為バケット数は３６で、所要量計
算はバケットがある日は必ず行うようにしています。
作業伝票、発注伝票、伝票控はそのままＴＰｉＣＳ 標準のものを使用しています。
ＣＡＤ
Ｆ社 汎用コンピュータ

自社製プログラム
ＴＰｉＣＳプログラム

出荷計画
Ａ２ＴＭ
TPiCS の計画
TPiCS の各種帳票､伝票

Ａ２ＴＪ

実績収集

計画外入出庫
不良発注
仕入（外注）

ＴＰｉＣＳ-Ⅲ

内作伝票

管理資料作成
システム

自社管理資料

自社実績データ
出庫計画
処理ｼｽﾃﾑ

Ａ２ＴＰ

支店出庫
（受注）

実績取込システム
管理帳票

自社注残ﾏｽﾀｰ
ホスト Ｉ社オフコン

経理データ

（3） 実績入力
実績入力は全てＰＧＭを通して行っています。その理由は、次の通りです。
① 当社の場合、伝票入力は必ずインプット→チェックリスト出し→チェック→修正→展開という手順を
踏み、チェックリストを帳簿の代りに保管し、コンピュ－タにとっての原始伝票という考え方をして
きた。このＴＰｉＣＳ 以前の手順を踏襲する必要があった。
② 使用実績、生産実績、不良実績等を解析する為、いろいろな区分を付加して入力し、デ－タを集計し
たい。
③ 特に仕入れに関しては、ホストの経理システムにデ－タを渡さないとＴＰｉＣＳ とホストと２回イ
ンプットしなければならなくなる為、ＴＰｉＣＳ 側でインプットし、そのデ－タをフロッピ－にお
とし、ホストに送るようにしている。ＰＧＭはホストに渡すデ－タを作成し、必要なリストを打出す
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と同時にＡ２ＴＪ用のデ－タを作成し、ＴＰｉＣＳ に読み取らせる。
④ マシンの出荷計画とは別の各支店よりの出庫依頼に対応する為、注残管理マスタ－というファイルを
作成し、それを経由する様にしている。
（4） 月末〆処理
ＴＰｉＣＳ 実績ファイル、アイテムマスタ－、をＰＧＭで読み出したデ－タと上記実績入力で作られた
各ファイルをフロッピ－経由でホストに渡します。ホストでは経理システムへデ－タを引渡すと同時に、
高速プリンタ－を要する大量の管理帳票を打出します。
（5） 管理帳票
二ノ宮さんがＴＰｉＣＳ のデ－タ構造を公表して下さった上、その解読を支援して下さったお陰でＴＰ
ｉＣＳ のファイルを自由に読み込める様になりました。そこでＴＰｉＣＳ の標準リスト以外で必要な
リストはＰＧＭを作成しています。
４ 積算原価について
当社の場合、スタンダ－ドコスト方式をとっている為、ある部品をハンドリングした時に常にその部品の
積算標準原価が必要です。この為、アイテムマスタ－と連動した補助ファイルを作成しています。このフ
ァイルはＰＡＳＣＡＬでいう 型つきファイルで、アイテムマスタ－を読み込むと、そこに補助ファイルの
アドレスが書き込まれていて、積算コストがわかる様になっています。この積算コストは支店出庫の場合
の請求金額、あるいは在庫評価の為のコストに使用される等、当社の場合、コストというとこの積算コス
トを意味します。
５ 処理メニュ－概要
処理メニュ－の中の主要なものを説明します。
（1）ＴＰｉＣＳ 正式起動： インデックスのみでなく主要ファイルのマスタ－もＲＡＭディスクにコピ－し
た上での起動。
（2）ＴＰｉＣＳ 簡易起動： 正式起動だと立上げに時間がかかる為、ディスクベ－スの起動も別に用意した。
（3）計画外入出庫入力： 入力からチェックリスト出し、修正、展開迄。展開処理ではアプリケ－ションの
実績ファイルに書き込むと同時にＡ２ＴＪ用ファイルを作成し、ＴＰｉＣＳ に反映する。
（4）不良発生入力： 同上
（5）支店出庫依頼入力： 在庫があると出庫指示書（当社ＰＧＭの）が出る。又注残ファイルに書き込む。
（6）注残納入期入力： 在庫がなく注残になったものに納期を入力する。この納期は出荷計画となり、Ａ２
ＴＰでＴＰｉＣＳ に反映される。
（7）注残分在庫進捗リスト：注残になったそのものから、その全ての構成アイテム迄の現在庫、今後の生計
数、入、出、引き落としの各進捗が打出されてくる。
生産管理担当者はこのリストを見て出せるか、出せないか、或いは納期を検討する。
（8）支店出庫指示： 注残分が完了してきた時、あるいは急ぎの時、出庫指示書を出す様に指示する。
（9）支店出庫実績入力： 出庫指示書により出庫された後の実績入力。Ａ２ＴＪでＴＰｉＣＳ に反映される。
（10）支店別注残リスト： 各支店別に現在の注残状況をレポ－トする。
（11）仕入／作業伝票入力： アプリケ－ションのファイルに反映すると同時にＡ２ＴＪでＴＰｉＣＳ に反
映する。
（12）在庫情報参照： アイテムコ－ド１つに１画面で、アイテムマスタ－、在庫数、各進捗、生計ファイル
の内容が見れる様にしたもの。
（13）在庫進捗リスト： 親のアイテムコ－ドを連続して入力すると、その親から全ての構成アイテム迄の在
庫、各進捗、今後の生産計画数が打出される。
（14）納期積上げリスト： 親のアイテムコ－ドを入力すると、その全ての構成部品の確定、リ－ドを全て集
計し、どの系列が一番足が長いかがわかる様にしたリスト。
（15）技術デ－タ登録／仕様変更： ＣＡＤよりのデ－タをＡ２ＴＭ経由でＴＰｉＣＳ に反映する。
（16）月末〆処理及び月頭更新用サブメニュ－
（17）積算スタンダ－ドコスト用サブメニュ－
（18）棚卸し用サブメニュ－
６ その他
当社の使い方の特長としては、ＣＡＤ汎用機、ホストのオフコンと連携をとった分散システムであるとい
う事、ＴＰｉＣＳ を生産管理エンジンと位置付け、エンジンを車体(当社のシステム)に取付ける為のしく
みを作成して使っているという事になると思います。一方これはＴＰｉＣＳ の特長でもあり、この様な事
が可能になったのも二ノ宮氏の先進性と面倒見の良さに負う所が大きい訳で、昨今はやりの言葉で言えば、
ダウンサイジングの流れにそったオ－プンシステムとしてのＴＰｉＣＳ という事になるでしょうか。
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当社の現段階は、ＴＰｉＣＳ を使いこなす為のしくみの作成、稼働チェック、実運営におけるＴＰｉＣＳ
の STUDY、問題点の摘出が完了した段階と、とらえています。
今後の展開としては、本システムを使いこなし、本機械製作部門の対外サ－ビスの向上（具体的には納期
短縮等）、在庫低減、生産管理にかける工数の低減等具体的な効果を出して行く事を狙っていますが、その
過程でＬＡＮ、バ－コ－ドの導入等が検討されてゆく事になると思います。安心なのは ＬＡＮ、バーコー
ドは 既にＴＰｉＣＳ でリリ－スされている事です。
特に生産管理システムの場合、あるシステムを作ってしまえばそれでおしまいという事はなく、情況が変
わると同時にシステムも変わってゆかねばなりません。従って、システムと、そのシステムを維持発展さ
せる人が先進性を持っている必要があり、二ノ宮氏の今後の活躍が当社の今後のシステムの発展に結びつ
いている訳で、同氏の益々の御活躍を確信します。
以上

ＴＰｉＣＳ－Ｂｒａｉｎのバージョンアップ
やるやると言いながら、なかなか本格的に取組めなか
ったＢｒａｉｎのバージョンアップをようやく取掛か
れるようになりました。今回のテーマは、次の点です。
① 工程管理面の機能を強化したい。
② 仕様変更にもっと強くしたい。
③ 原価管理の機能を強化したい。
Ｓｕｐｅｒ Ｂｒａｉｎでやろうとしていたことの骨
組は、今回 Ｂｒａｉｎのバージョンアップで大体取り
込んでしまおうかと思っています。
１ 一つのアイテムで表現出来る工程を最大 255 工程
とし、使用する工程数をユーザーが設定出来るよう
にする。
２ 工程の中の中間進度を表示出来るようにする。

３ 子部品の引き落とし計算を、展開されているスケジ
ュールデータをベースに 行うようにします。
これにより 構成表のデータを 製品の完成前に 自
由に訂正や抹消が出来るようになります。
４ マスターに登録しない扱いが出来るようにします。
５ 計画ベースのデータも 一覧表示や 印刷が出来る
ようにします。
支払い予定表等に使えます。
６ スケジュールデータや実績データのインデックス
を増やして、オーダー順や担当セクション順の表示
や印刷が簡単に出来るようにします。
７ 原価費目を 255 種類 設定出来るようにします。
８ 発注点管理の発注方法を、引当てベースで注文が出
るようにします。
９ その他

ここのところ ズーッと もやもや考えていたことが、現実のものとなって目の前に現れて来たような気がして、
少し文章をたくさん書きすぎてしまいました。
Ｂｒａｉｎのバージョンアップについて もう少し詳しく書きたかったのですが。
二ノ宮
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