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レポート
本年最初のレポートの発行が大変遅れてしまい、つい
にカレンダを１枚めくってしまいました。とても新年
の挨拶ができるような時期ではなくなってしまいまし
たが、とにかく本年もよろしくお願い申し上げます。
年末年始の、世の中の動きの少ない時を利用して、Ｔ
ＰｉＣＳの大幅改善を致しました。
改善項目が計画以上に広範囲にわたってしまい、スケ
ジュールが大幅に遅れてしまいました。
また、今回の機能強化で従来のＴＰｉＣＳ－Ⅱのデー
タファイルとの互換性が失われてしまいました。
もちろん、データ変換プログラムを作成致しましたの
で、旧仕様でインプットしたデータはそのまま生かす
ことができます。
変換の為のお手数を煩わせる事になりますが、お許し
下さい。
また、今回の機能強化は正規版のユーザーの皆様には、
新しいシステムを無償でお送り致します。
（変換プログ
ラムと共に）
今後の通常の機能強化についても、同等の対応を致し
たい
と考えています。
また、お貸し出しのシステムで現在導入をご検討頂い
ている方の場合は、ご希望により差し替えたいと思い
ますので、ご連絡下さい。

ＬＡＮについては、現在その機能を持っているとは言
えません。

１．ＬＡＮについて

＜＜通信機能が必要な背景＞＞
①計画の指示は本社で行い、手配データを工場に送り、
工場で実際の手配や進捗管理を行いたい
②本社では大まかな計画を作成し、実際の部品レベル
の計画を工場で行う
③親会社がまず外注メーカーさんに納入指示データを
伝送し、受けたメーカーさんは受信したデータを使っ
て自社の手配処理をしてさらに孫請けメーカーさんに
手配をします。
全体的な手配ネットワークを構築し、工期短縮を計り
ます。
（これがＴＰｉＣＳ－Ⅱに備わっている通信機能です）

最近、ＬＡＮについてのお問い合わせが大変多く、当
社としても、対応方法を現在、検討中です。
世の中、通信とかＬＡＮとか騒がれて久しくなりまし
たが、実体としては「これから普及時期に入る所」と
言うのが、本当の所ではないでしょうか。
私どもも、これが初めてであります。
また現在ＬＡＮについて、きちっと説明してある良い
本がなかなか見つかりません。
そんな訳で、一般の方の知識の普及度合いもまだまだ
だと思います。
そこで、今回は私どもがＬＡＮについて考察したこと
を途中段階ではありますが、報告したいと思います。
ａ．ＬＡＮと通信の差
ＴＰｉＣＳ－Ⅱは、標準仕様で通信機能を装備してい
ます。

では「（狭い意味の）通信」と「ＬＡＮ」はどう違うの
か？
次のようなニーズを考えると、その差がはっきりして
きます。
＜＜ＬＡＮが必要な背景＞＞
①事務所で計画をインプットし、予定表の発行や進捗
管理をしながら、
②現場で随時在庫を見たい
③伝票を複数の端末からインプットしたい
④検収をインプットする所と、社内の実績をインプッ
トする所が違う
このように構内で、１つのハードディスクに入ったデ
ータをいろいろな所で操作したい、と言うのが、１番
大事な問題だと思います。
ＬＡＮメーカーでは、その他の効用として、高価な高
速プリンタを共用するとか、アプリケーションプログ
ラムを共有するとか、いろいろ宣伝していますが、コ
ストや処理スピード、使い勝手などを考えると、それ
らの目的だけではとても「ペイ」しません。

何となくおわかり頂けますように、ＬＡＮの場合には、
非常に速いデータ転送スピードが必要になります。
離れた場所にあるハードディスクをあたかも自分のコ
ンピュータのハードディスクであるかのように扱える
のがベストです。
それに対し、ここで言う狭い意味の「通信」の場合は、
現有するデータを「できるだけ遠く」へ送るだけの機
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能です。
例えて言うならば、電話による会話がＬＡＮとすれば、
郵便による連絡は狭い意味の通信になります。
ｂ．ＬＡＮの為のハードウェア
現在、ほとんどのパソコンは、ＲＳ２３２Ｃという通
信機能を持っていますが、その伝送スピードは、9600
ｂｐｓ（１秒間に 9600ｂｉｔ）がせいぜいで、これで
はＬＡＮとしては使い物になりません。
（スピードの話はのちほど詳しく致します）
また、システムを作る側からＬＡＮを見ますと、プロ
グラムは通常、
・キーボードからの入力により
・ディスク装置に対しデータの読み書きをするように
作られています。
・表示は当然ディスプレイに対して行います
ＲＳ２３２Ｃの回線を使って、ＬＡＮを組もうとしま
すと通常の処理は、
・ＲＳ２３２Ｃに対しデータ読み込みの要求を出し、
・ＲＳ２３２Ｃから来るデータを読む
システムにしなければなりません。書き込みの場合も
同じです。
さらにセンターシステムとして、
・常にＲＳ２３２Ｃからの要求を監視し、要求に従っ
てハードディスクを読み書きする機能
・どの端末からの要求かを監視し、
・その内容を要求元のＲＳ２３２Ｃチャネルに送り出
す機能が必要になります。
この場合、この役目を担うシステムは、汎用の物では
なく、各システム固有の機能になります。
（例えば、Ｔ
ＰｉＣＳ専用のセンターシステムの開発が必要です。
データフォーマットが、それぞれが個々違う為、広く
汎用の物にはなりません）
簡単な在庫照会程度なら、このＲＳ２３２Ｃを使った
ネットワークでも何とか使えるかも知れませんが、Ｔ
ＰｉＣＳのように１つの画面の中に常にたくさんのデ
ータが表示され、それがデータと一体になって機能す
るようなシステムでは、スピードの点で、まず使い物
になりません。
仮に、その点を我慢したとしても、所要量計算をＲＳ
２３２Ｃ経由で実行するのは、どんなに気の長い人で
も耐えられないでしょう。
所要量計算だけは、ハードディスクを直接使うように
するとか、いろいろ方法は考えられますが、簡単コス
トなどを考えると、全体的に大変高い物になってしま
います。
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そんな訳で、現時点でのパソコン使ったＬＡＮとして
は、ＲＳ２３２Ｃを使わずに専用の回線を使い、回線
の中のデータの管理をネットワークに任せる方式が、
実際的であります。
プログラムシステムから見ると、通常通りディスクに
読み書きするようでありながら、実は離れた所にある
ハードディスクに読み書きをする。そんな都合のよい
ことが専用回線を使うことによって可能になってきま
した。
そして、それら専用回線（ネットワーク）が、現在い
ろいろな商品として発売されるようになってきました。
ｃ．伝送スピードについて
商品が複数ある場合、ユーザーとしては「どれを使う
か」選択しなくてはなりません。
選択する為には、選択する為の知識や評価基準が必要
になります。
そこで、評価基準の１つとしてデータの伝送スピード
について考えてみます。
各社のＬＡＮのカタログを見ますと、
●伝送スピード：１Ｍｂｐｓ とか 10Ｍｂｐｓ 中
には 9600ｂｐｓなどと書かれてあります。
では、１Ｍｂｐｓとはどれくらいの速さなのか？
もっと単純に「速い」のか「遅い」のか？
その数字を見ただけでは全く分かりません。
そのスピードを理解する為には、何か基準となる別の
数字が必要です。
そこで、毎日使っているディスク装置のスピードを基
準にしてみます。
●ハードディスク装置のデータ転送スピード：
通常 620－640Ｋｂｙｔe／ｓ
●フロッピーディスクのデータ転送スピード：
通常 62－ 64Ｋｂｙｔe／ｓ
単位を揃えて比較しましょう。通常、フロッピーディ
スクの容量をＫｂｙｔe／ｓで表示しますから、Ｋｂｙ
ｔe／ｓに揃えて見ましょう。
そうすると、先ほどの１Ｍｂｐｓは１Ｍｂｉｔ／ｓな
ので、１ｂｙｔ＝８ｂｉｔから、１Ｍｂｐｓ＝１２５
Ｋｂｙｔe/ｓとなります。
このスピードは、ハードディスクの転送スピードより
遅く、フロッピーディスクより速いことがわかります。
もっとも、このハードディスクの転送スピードとは、
データがハードディスクインタフェースボードを通過
する時の通過スピード（だと思います）ですから、実
際にハードディスクでデータを読み書きする場合は、

データの在処までヘッドを動かす時間などがあり、使
用感は５分の１のスピードには感じられません。
尚、この数字からハードディスクでは、２ＤＤのフロ
ッピーディスク１枚分のデータが１秒間で転送される
ことがわかります。
これらのことから、ネットワーク内の伝送スピードは、
１Ｍｂｐｓ程度は必要と思います。
ｄ．処理効率
また、ネットワークの伝送スピードがハードディスク
のスピードより遅い場合、システム全体の効率が悪く
なると問題です。
ネットワーク内のスピードが遅くても、ハードディス
クに対する処理はマルチで次々とこなしてくれれば、
全体の効率はさほど下がらないはずです。
次の点もカタログではわかりにくい所ですが、とても
大事な問題です。
それは、所要量計算のスピードです。
ＴＰｉＣＳには、所要量計算という大仕事があるため、
これを実行する場合のスピードに気を付けなければな
りません。
ネットワークのスピードが十分速ければ良いのですが、
遅い場合には所要量計算を行う時だけは、ハードディ
スク直結もしくはそれに準じた方法で処理できないと、
大変困ります。この運用のできないネットワーク製品
もあります。
つまり、１度ネットワークに共用ディスクとして提供
したハードディスクは、常にネットワークを介してし
か、操作できないものがあります。
話が長くなりますので、今回のレポートではこの辺で
やめることに致しまして、次回は「ファイルの排他制
御」と「ネットワークコントロール」及び１番肝心な
「実際の製品の比較」などを交えて検討を続けたいと
思います。

２．機能強化について
ａ．リード日数にマイナスをインプット可能にしまし
た。
これは狭い意味のＭＲＰの考え方からすると、少し邪
道かも知れませんが、前回のレポートでも報告致しま
した通り、実務上は非常に有効なものです。
追い上げ可能期間は、翌月のカレンダ内です。
このリード日数マイナスは、受注生産であるが、納期
を短くする為、主要部品の在庫を持ち、その在庫を使
って製品を組み立ててしまい、部品は後で補充する生
産方式の場合に使います。

ｂ．「月次更新」処理で、
”月初計画号機のセット”の
項目を設けました。
これは、従来各月の各型式の月頭計画号機をユーザー
の方の手を煩わせないようにとシステムが自動的に計
算していましたが、この方式ですと、手配処理が先行
き数ヶ月にわたる場合、どうしても対応できず、新し
くこの処理を設けました。
ｃ．
「注文書」で注文データの作成を前月に追い上げた
り、翌月に下げた分も１度の操作で、作成できるよう
にしました。
印刷も”今回手配分の注文データ”を１度に印刷でき
るようになりました。
従来、
「先月の処理が済んでいないので先にそちらを行
って下さい」
というメッセージが出て、面倒な思いをなさっていた
と思いますが、それが無くなりました。
ｄ．
「注文書」
で印刷のコントロールを簡単にしました。
今回注文データは、次の追加手配の注文データを作成
するまでは、常に何度でも印刷できるようにしました。
また、ｆ７ を押すと、今回注文の外注先向け注文書
だけを印刷します。
同様にｆ３ を押すと、当月の全データを外注先だけ
に絞り印刷します。
ｅ．注文書データを作成する際、前回処理のデータだ
けを抹消するようにしました。
これは、まだＴＰｉＣＳを本格的にご使用頂いてない
ユーザー様には、ピンと来ないかもしれませんが、大
事なことです。
ｆ．今回手配データの「既手配」への更新も、１度に
できるようになりました。
ｃ項と同様、システムがまとめて処理します。
ｇ．納入検収伝票で、その場で仕入先を変更できるよ
うにしました。
従来、管理元としての「部門」を指定するようになっ
ていましたが、仕入先をダイレクトに指定するように
致しました。
もちろん、その結果は、買掛帳に反映します。
ｈ．「処理条件設定」で表タイプリストを印刷する時、
開始日を指定できるようにしました。
例えば、
「納入指示書」
の今回手配分だけを印刷する時、
過去の日付の所は無駄になります。逆には「実績表」
は先行きが不要です。
処理条件において、
計画表で：本日に対し何日前から表示するかを指定し
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ます。
（マイナスも可）
実績表で：本日に対し何日後まで表示するかを指定し
ます。
（マイナスも可）
ｉ．表タイプの画面で、開始に”本日”があるページ
を表示するようにしました。
厳密には、
計画表で：ｆ項で指定した日から表示します。
実績表で：”本日”までが表示されるようになります。
ｊ．計画の締日を設定できるようにしました。
例えば、20 日締めの管理ができるようになります。
指定した日の翌日からは、翌月扱いをします。
ｋ．稼働カレンダで、日別に年月日を指定できるよう
にしました。
計画締日を月中に設定すると、１つの稼働カレンダの
中に複数の月が入ることになります。
簡単にインプットできるようにしました。
ｌ．処理条件設定で「在庫情報」の表示基準を設定で
きるようにしました。
発注点とフリー在庫を比べ、指定した数量以下のもの
だかを表示するようにしました。
ｍ．
「進捗リスト」でリスト表示の基準年月日を指定で
きるようにしました。
この進捗リストを利用して”明日の予定表”を出そう
とする場合、従来はシステム全体の日付を変えるしか
方法がありませんでしたが、今回の機能強化により手
軽に”明日の予定表”を出すことができるようになり
ました。
ｎ．「在庫情報」「進捗リスト」
「生産計画表」「納入指
示書」
「生産実績表」「納入実績表」で検索する場合、
インプットした型式が正確でないと、実際上検索がで
きませんでしたが、他の画面とほとんど同じように”
前方部分一致”で検索ができるようになりました。
ｏ．
「所要量計算」で型式毎に見て、計画データの月の
トータルがゼロの場合、その型式のステップは省略し、
次の型式に移るよう指定できるようにしました。
ｐ．年号を使用できるようにしました。
従来、年月日は西暦だけしか扱えませんでしたが、
「条
件処理」で扱えるように設定できるようにしました。
ｑ．自動的に漢字モードに変わるのを止められるよう
にしました。
ＰＣ９８０１、ＦＭ１６βでは、製品名称や部門名・
仕入先名など一般的に漢字でインプットすることの多
い項目になると、自動的に漢字モードに変わるように
なっていましたが、今回する、しないどちらにでも指
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定できるようにしました。
これは、「処理条件の設定」でも、「立ち上がりオプシ
ョン」でもどちらでも指定できます。
「処理条件の設定」に１画面追加しました。
ｒ．グラフィック表示を止められるようにしました。
これは、初期の ＰＣ９８０１ やＰＣ９８０１Ｕ２
などのようにハードウェア的にグラフィック表示方法
が違う機種では、これまでＴＰｉＣＳ－Ⅱが使えなか
ったのですが、取りあえずグラフィック表示（画面上
の装飾）なしで稼働できるようにしました。
これも、「処理条件の設定」でも、「立ち上がりオプシ
ョン」でもどちらでも指定できます。
ｓ．ご使用になる機種のグラフィック表示ドット数に
システムを合わせることができるようになりました。
ご使用になる機種によりグラフィック表示ドット数が
640× 400：ノーマルモード
1120 × 750 ： ハ イ レ ゾ リ ュ ー シ ョ ン モ ー ド
（PC9801XA,XL,FMR60）
と２通りあるので、指定できるようにしました。
これも、「処理条件の設定」でも、「立ち上がりオプシ
ョン」でもどちらでも指定できます。
また、直接ドット数でもインプットできるようにして
ありますので、今後その他のドット数の機種が販売さ
れても容易に対応できます。
ｔ．
「処理条件設定」の画面で、後の画面から前に戻っ
てきた時は、カーソルが１番下の項目にいるようにし
ました。
操作の連続性を高めたいと考えました。
ｕ．メインメニューの日付欄から、↑ を押すことに
より、
「処理条件設定」へ戻れるようにしました。
これも、操作の連続性を高めたいと考えました。
ｖ．
「取引先元帳」と「買掛帳」に画面名称を変えまし
た。
また、買掛帳でも年月日を指定して検索ができるよう
にしました。
ｗ．注文書データ作成や、今回手配データを既手配デ
ータに更新する際、処理中データのカウント表示をす
るようにしました。
一見、コンピュータが止まっているように見えるのを
防ぐためです。
ｘ．簡単なラインエディタを添付することにしました。
ＴＰｉＣＳはとても自由度の高いシステムですが、ユ
ーザーの皆様が AUTOEXEC.BAT や CONFIG.SYS を簡単
に操作できれば、さらに自由度が高まり、使い勝手が
良くなります。

ところが、一般の多くの方は、それらのファイルを操
作する手段をお持ちでないと思います。
そこで、当社では簡単に操作できるエディタを作成し、
添付することにしました。
ｙ．複数のシステムディスクを使ってＴＰｉＣＳを動
かす場合の改善
初めてシステムを使う時、ＴＰｉＣＳの処理条件デー
タの入っているファイル（SYSC.DDD）を各システムデ

ィスク毎に作成することになりますが、作成内容が
従来 ：システム規定値で作成
改善後：現在の処理条件の内容
と致しました。
これは、初めてＴＰｉＣＳに触れて頂く時に、いらぬ
混乱をできる限りまねかないようにと考えてのことで
す。
二ノ宮
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