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まえがき

コンピュータのダウンサイジング，オープン化とネット

ワーク技術の進展により，従来より安価にシステム構築が

できるようになってきた。価値観の多様化と「シームレス」

や「グローバル化」に代表される生産パラダイムの急激な

変化に追従するべく，どの企業も情報処理システムを活用

し，自社内の企業活動を大きく変革させようとしている。

特に生産現場では，製品寿命の短命化や変種変量生産が当

たり前になりつつある時代にかなう「もの」づくりの高度

化が求められている。このような状況のなかでの生産支援

システムの構築について紹介する。

対象システムは，自動車のユニット（エンジン，トラ

ンスミッションなどの部品）を製造する工場の生産管理

を中心とした生産支援システムである。

システム化のコンセプト

複数工場への導入が容易にできることを目的に，ソフト

ウェアのパッケージ化をキーワードとして以下のコンセプ

トで生産支援システムを開発した。

™管理情報の標準化

™データベースの共有化による業務の効率化

™低コスト化とエンドユーザコンピューティングの活用

今回開発した生産支援システムは，図１のように「生産

管理システム」「品質管理システム」「製造管理システム」

の三つからなる。上記コンセプトをもとに管理システムご

とに次のようなアプローチを採用した。

生産管理システムへのアプローチ

生産する製品・部品の管理情報の標準化

工場特性による製品・部品の生産管理レベルの違いを

生産計画量の精度から，二つに場合分けすることで管理

情報の標準化を図る。精度の高さが要求される近未来は

「受注決定オーダ」で生産情報を管理し，そこまで要求

されない将来は「見込みオーダ」で管理する。

品質管理システム，製造管理システムへのアプローチ

データベース共有化による業務の効率化

各工場の現場で利用される生産管理のデータは，

™部品の親子構成

™工程情報
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図１　開発した生産支援システムのイメージ
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があり，これらは，新製品の生産が開始されるときや部

分的な変更が発生するときに必ず，異なる部門で重複し

たデータ修正業務が必要となる。生産管理部門のデータ

ベースを品質管理部門，製造部門で共有して部門を越え

た業務の効率を向上させる。

イメージデータとテキストデータの連携

製品の品質検査においては，製品の図面と規格の注釈

が必要である。図面のイメージデータと注釈のテキスト

データを連携して管理し，１枚のシートに出力できるよ

うにする。

各システム共通のアプローチ

パーソナルコンピュータ（パソコン）による低コス

ト化

従来，UNIX
〈注 1〉

系のワークステーションで構築していた

システムをWindows
〈注 2〉

系パソコンにし，低コスト化を実

現する。

エンドユーザコンピューティング

パソコンの社会への浸透とともに，工場の現場でもシ

ステムが出力する情報を市販ソフトウェアで加工し，現

場ニーズにあった帳票を出力できることが求められてい

る。これを実現する。

技術的な課題

システム開発のコンセプトを実現するためには，次の技

術的な解決が必要となる。コンセプトのうち，特に見込み

オーダから受注決定オーダに替わる際には，受注決定オー

ダに対し生産される製品一つ一つを対応づける必要がある。

そのため，生産数を製品種類ごとの「数」管理から製品 1

個ごとの「もの」管理に再展開する技術的難度が高い。

「もの」管理できる情報構造

生産される製品・部品を管理するためには，「もの」と

して生産される各個をどのようにとらえるかが問題である。

すなわち，「もの」として生産・調達される過程でどの製

品がどのように状態遷移していくかをオーダとひもづけな

がら管理する情報構造が必要である。

性能・容量

「もの」として１個ごとに管理するには膨大な情報量と

なり，次の大きな性能・容量に関する課題が予想された。

データベース容量要求仕様：目標１Gバイトに対し

100 倍以上

低コスト化を実現するために企画段階でコンピュータ

は，パソコンとし，利用する OS（Operating System）

はWindows NT
〈注3〉

3.50 と決めた。ここで当時のOSとデー

タベースでは，管理可能なサイズは１Gバイトであった。

また，当時のパソコンで管理できるデータベースサイズ

は 2Gバイト/ドライブであり，ドライブの最大も24で

あったので，最大 48G バイトが物理的限界であった。

立案時間要求仕様：目標 5時間に対し 960 倍以上

１ラインあたりの３か月間の立案時間は，次の近似式

で求められる。

（１部品あたりの検索時間）×（１ラインの月あたりの

生産台数）×（管理期間）×（ライン数）×（立案処理

係数）

この式から当初導入予定の工場の場合は，4,800 時間

以上かかると予想された。

画面検索時間要求仕様：目標５秒に対し 720 倍以上

例えば，当初のデータベースの性能から計算される画

面の検索レスポンスは，

（１部品あたりの検索時間）×（検索対象部品）

から算出して１時間以上となる。

データベースの共有化

各部門で利用するデータベースを集中形とするか分散形

とするかでシステムダウンなどの異常発生時の復旧や縮退

運転方法が異なる。リスク分散から考えた場合は分散形が

よいが，当時のデータベース管理ツールは分散時の排他管

理機能が弱かったために安易に分散形にできなかった。

生産性

エンドユーザコンピューティングを実現するためには，

エンドユーザに広く普及している OS，マシンの選択が必

須（ひっす）である。今回，開発したシステムはマシン機

種を富士通（株）の FMVシリーズとし，OSは Windows

NT3.50 とした。このため，開発当初に次の課題が出てき

た。

画面開発用パッケージがない

当時，性能要求を満たし，Windows NT3.50 上で動

作する画面開発用のパッケージがなかった。そのため，

Visual C++
〈注4〉

で画面開発することに決定した。

Visual C++ で画面開発できる人材不足

当時はVisual C++ での開発ができる人材も限られて

おり，100 以上の画面開発をどうするかが課題となった。

検査帳票の検索キー決定と標準化

検査現場で検査対象となる製品がどの検査帳票と対応し

ているか決定するキー項目は，A工場では（部品名）×

（イメージ図）であったり，B工場では（部品番号）×

（イメージ図）のように異なる。そのため，イメージも

キー項目対象とし，工場ごとの異なるキー項目を整備し，

標準化することが必要であった。

解決への施策

４.１ 「もの」管理できる情報の基本構造

オーダには受注見込みのもの（見込みオーダ）と受注決

定されたもの（受注決定オーダ）の２種類がある。計画立

案日が進めばオーダの幾つかは，見込みオーダから受注決

定オーダに切り換わる。例えば，n月 m日では見込みで，

〈注１〉UNIX：X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

〈注２〉Windows ：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注３〉Windows NT：米国Microsoft Corp.の登録商標

〈注４〉Visual C++ ：米国Microsoft Corp.の登録商標

（5）

（b）

（a）

（4）

（3）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）

（b）

（a）

（3）

（b）

富士時報 Vol.71 No.3 1998

182（36）



生産支援システムの開発

n月（m＋１）日では受注決定に切り換える必要がある。

従来では，オーダは常に「数」であるため，見込みオー

ダや受注決定オーダの製品に対する対応関係が１対１にな

りえないため，オーダの差異が必ず発生する。そして，そ

の差異を経験的に処理していた。これにより計画精度が低

下した。

そこで以下のような状態遷移を考える。

状態遷移の考え方

図２のように製品の状態をイニシャル，立案中，決定済

み，無効の 4パターンに分け，生産計画立案時に随時，状

態遷移させる。

イニシャル：初期生成された状態（数のオーダから

１個１個の「もの」のオーダに変換された状態）

立案中：計画立案された結果，「もの」のオーダが

仕掛製品となった状態

決定済み：仕掛製品が実際に仕掛けられて「仕掛実

績」をもった状態

無効：見込みオーダの仕掛製品が受注決定オーダに

ならなかった状態

本状態遷移の利点

今回の方法では必ず，「もの」の状態遷移で見込みオー

ダから受注決定オーダへの変更時点で状態遷移管理してい

るため，見込みで仕掛けられている製品がある時点で受注

決定に変わる挙動管理ができる。そのため，見込みオーダ

のまま仕掛けられている製品が幾つあるか，もしくは見込

みオーダでは幾つ製品が不足していたかが分かる。

４.２ 性能・容量削減

性能・容量対策には，

容量を削減することにより性能向上を図る。

検索条件をナビゲートすることでレスポンス向上を図

る。

の対策が考えられる。以下，本システムでの対策例を挙げ

る。

４.２.１ 容量削減

精度が要求されない遠い将来の「もの」管理を「数」

に変換・管理

将来方向において，計画立案が生産管理上高い精度を求

められない未来期間は「数」の概念で管理することにより

容量削減を図った。

状態遷移のモデル構造管理領域の削減

オーダの状態を遷移させることによりオブジェクトの生

成，削除時間を減らす。

オーダ数の変更が必要であることが判明した場合，次の

対処方法がある。

オーダ数をすべて削除し，生成しなおして最初から

すべて再立案する。

前回の立案結果の状態に変更分だけのオーダの増減

を行い，差異分だけを考慮した立案を行う。

このとき，増減分だけオーダ数の増減値が当初のオーダ

数の１/1,000 であったら， の計算量は の１/1,000 以下

で済む。

また，「もの」単位で毎回オブジェクトの生成・削除を

する の方法では，削除・生成に伴う削除時間と生成時間

が立案時間に影響する。増減値が大きい場合は，計算量も

増え立案時間がかかる。

この計算量を短縮する方法として n日目のオーダ数変更

で減少されたオブジェクトを無効状態とし，m日目で増加

されたオーダのオブジェクト分に状態を遷移することで削

除と生成の時間を短縮できる。

４.２.２ 性能改善

アクセスパターンの最適化（モデル構造の改良１）

オブジェクト指向データベース（ODB）の採用により

処理高速化を狙ったが，業務の特性により複雑なモデル構
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（a）（b）

（b）
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　計画は未立案 
 
立案中状態 
　計画時刻はあるが，現在仕掛かること 
　が決定していない状態 
 
決定済み状態 
　計画時刻があり，現在仕掛かることが 
　決定している状態 
 
無効状態 
　見込みオーダであったが，受注決定に 
　なりえず，生産対象外となった状態 
　受注決定オーダの追加により，状態推 
　移する可能性あり 
 
 

部品オブジェクトの状態 

図２　部品オブジェクトの状態遷移
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造となり，幾つかの画面に対してレスポンスが悪い検索パ

ターンがあった（図３参照）。

対策として，「情報の集合（クラス）すべてをランダム

アクセスすることから発生する性能劣化に対し，ナビゲー

トアクセスすればレスポンスが向上する」手法を採用した。

ナビゲートアクセスは，モデル設計にてすべて網羅し対応

すべきだが，反面すべて対応すると，モデルの柔軟性や将

来性を損なう恐れが出てくる。今回は，利用頻度の高いも

のを優先して対応した。

具体的には図４のように製品番号クラスをナビゲートと

して追加する。これにより，任意オブジェクト（この場合，

工程オブジェクト）配下のインスタンス（出荷部品オブ

ジェクト）だけを業務に合わせて検索できるため高速に検

索できる。

アクセスデータ転送容量の削減

今回採用した ODBによるデータ管理方式は，アクセス

した情報（オブジェクト）すべてをクライアント側へ転送

をかける（RDBは問合せに対する必要最小限の部分だけ

を転送する）。そのため，表示に必要な情報以外のデータ

も転送される。

そこで業務内容に応じたオブジェクト構造に変更した。

すなわち，転送するオブジェクトのサイズを小さくなるよ

うにしたり，オブジェクトの管理単位を業務内容に即した

管理期間に分割するなどしてデータ容量を減らした。

また，業務内容とデータベース上のデータ管理体系とを

分析し，冗長的なオブジェクトを生成しないようにもした。

ネットワークの転送効率の向上

当初開発したシステムではサーバ機とクライアント機で

画面のレスポンスに大きな差があった。また，ネットワー

クの性能限界もあり，実験環境での性能比較では 20 ～

30 ％のレスポンス低下が見られた。そこでクライアント

（3）

（2）
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ルート （アクセスの始まり） 製品番号管理クラス 
を追加し，工程から 
の検索を不要とする。 

工　程 

出 荷 部 品  
123456789

製品番号管理 
123456789

① 

② 
③ ①　該当する製品番号を獲得（1点） 

②　該当する出荷部品を獲得（2点） 
③　②で獲得した出荷部品から対象の工程 
　　と次の工程を獲得（3点） 

図４　モデル構造の改良方法と製品番号管理クラスの追加
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図５　データベースの配置とシステム構築イメージ

検索情報：1工程=＊，製品番号＝123456789， 
　　　　　2工程=＊（＊：ワイルドカード） 

指定した製品番号を持つ部品がどの工程からどこの工程に出荷して 
いるか 

ルート （アクセスの始まり） 

工　程 

出 荷 部 品  
123456789

① 

② ③ 

①　全工程を獲得（100点） 
②　全工程を対象に該当する出荷部品を 
 獲得（3点） 
③　②で獲得した出荷部品から対象の工程 
　　と次の工程を獲得（3点） 

図３　画面検索が遅いパターン例
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機でのレスポンス向上は，ネットワーク上の転送効率を上

げることに着目し，スイッチングハブを使用した専用 100

Base-T 回線への切換を実施した。これにより 5倍以上の

レスポンス改善となった。

４.３ データベース共有化対策

図５のように部門ごとのサーバ別にデータベースを配置

し，各部門が必要に応じて自部門のデータを照合し，自部

門のデータに反映する構造を採った。これにより他部門で

のサーバダウン時にも日々の業務が行え，また，データ照

合によりどのような変更があったか確認のうえ，自部門

データベースに反映できる。

４.４ 生産性向上対策

ドキュメントビュー構造を規定したVisual C++ でのラ

イブラリ化を実現した。これにより，図６のような画面で

あれば仕様決定していれば今回システムで開発したライブ

ラリ利用で１日程度でできる。

４.５ 検査帳票の検索キー決定と標準化

OMT（Object Method Technique）手法にのっとり，言

葉の定義などを明確にし，キー情報の統一を図った。また，

エンドユーザコンピューティングが可能となるように

Excel
〈注5〉

形式のファイルフォーマットを採用した。これによ

りベースとなるキー情報を特定でき，かつ工場ごと固有の

フォーマット提供だけで帳票提供できるようになった。

対策結果

以下の目標を達成することができた（図７参照）。

データベース規模（目標）

1Gバイト以内（3か月間での製品生産管理）

性　能

〈注 5〉Excel ：米国Microsoft Corp.の商品名称

立案時間（目標）

5時間以内（20 工程立案）

画面検索時間（目標）

サーバ系　　　： 5秒以内

クライアント系： 5秒以内

あとがき

今回，自動車産業向けに開発した生産支援システムにつ

いて紹介した。なお，本開発システムは 6工場に納入し本

稼動に入っている。

今後は，さらに物流情報を付加させることでシームレス

な生産管理ができるようなシステム構築を図っていく。ま

た，このような生産情報システムにより海外拠点も含めた

グローバルな生産活動の支援を行っていく所存である。

参考文献

内藤正ほか：部品工場における製造の生産準備支援システ

ムの開発，自動車技術，Vol. 51，No.2，p.75-80（1997）

内藤正ほか：自動車生産における部品（エンジン）工場生

産管理システム，オペレーションズ・リサーチ，Vol. 42，

No.2，p.82-86（1997）

ObjectStore C++ データベース管理リリース 4.0.2，OB -

JECT DESIGN JAPAN（1996）

（3）

（2）

（1）

（b）

（a）

（2）

（1）

185（39）

富士時報 Vol.71 No.3 1998

図６　画面例

1
データベース容量の削減 

1/280

目標 1GB

対策前 対策結果 

1
立案時間の削減 

1/2,400

目標 5時間 

対策前 対策結果 

1
画面応答時間の削減 

1/720

目標 5秒 

対策前 対策結果 

図７　性能・容量対策結果
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