
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
生産管理システムにおいて、
第１の業務に係るアプリケーションを実行する第１の業務管理システムと、
第２の業務に係るアプリケーションを実行する第２の業務管理システムと、
統合データベースと、
を備え、
前記統合データベースは、
前記第１の業務に係るアプリケーションと前記第２の業務に係るアプリケーションとで品
目を表示するか否かの情報である品目表示情報と、

を有す
る品目マスタと、

各品目 の構成情報を格納する構成マスタと、

を有し、
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前記品目毎の図面若しくは技術連絡書
とその実体データの位置に関する情報である属性情報と、前記第１の業務に係るアプリケ
ーションと前記第２の業務に係るアプリケーションとで前記図面若しくは技術連絡書を表
示するか否かに関する情報である属性表示情報と、前記各品目が採用された日付である採
用日付とその採用が終了した日付である採用終了日付が格納されるリリース情報と

前記品目マスタに格納されている 間
前記品目マスタに格納されている前記各品目の前記図面若しくは技術連絡書の実体データ
を格納する図面・技術連絡書マスタと、
ある時点での品目の構成を識別するための固有の識別子であるバージョン番号と当該バー
ジョンの開始日付を格納するバージョン管理マスタと



第１の業務管理システムに関する情報と第２の業務管理システムに関する情報とを統合し
てデータを蓄え、前記第１の業務に係るアプリケーションと前記第２の業務に係るアプリ
ケーションとで表示をする品目を異なるようにデータを保持

し、
前記第１の業務管理システム及び前記第２の業務管理システムは、
前記品目表示情報 に基づいて、

各業務管理システムに係る業務に必要な品目
のみ

を特徴とする生産管理システム。
【請求項２】
前記構成マスタは、当該品目の上位の品目に関する情報を格納することを特徴とする請求
項１記載の生産管理システム。
【請求項３】
前記 は、前記各品目の複数の条件に関する情報を保持する条件情報

複数条件検索エンジンを有することを特徴とする請求項１記載の生産管理システム
。
【請求項４】

プログラムを
記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生産管理システム、及び、生産管理プログラムを記録したコンピュータ読み取
り可能な記録媒体に関し、特に、一連の製品管理に関する情報の流れに追従できる迅速で
柔軟性を有するシステムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
メーカが製品販売で商機をつかむためには、まず高性能で商品競争力に富んだ製品を開発
し、その製品をタイムリーに供給することが必要条件となる。そのため、製造する製品の
原料の購買から設計、製造、販売に至る一連の製品管理を一体化したシステムを構築する
必要がある。このシステムを構築するためには、情報の流れに追従できる迅速で柔軟な生
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することで、各業務間で内容
が異なる情報の一元的な統合を可能に

それぞれ、
と前記属性情報と前記属性表示情報と 前記統合データベー

スに統合され蓄えられているデータの中から
と当該業務に必要な前記図面若しくは前記技術連絡書のみを抽出し、前記構成情報に

基づいて、抽出された品目の品目間の構成と当該業務に必要な前記図面若しくは前記技術
連絡書の情報を編集して、各業務に必要な品目の構成として各業務専用の画面構成により
表示する手段と、
ユーザにより任意に指定された日付が、前記リリース情報の前記採用日付と前記採用終了
日付の範囲に含まれている品目を、前記品目表示情報と前記リリース情報に基づいて前記
統合データベースから抽出し、抽出された品目とその品目間の構成とを前記構成情報に基
づいて編集して、前記ユーザにより任意に指定された日付における各業務に必要な品目の
構成として各業務専用の前記画面構成により表示する世代管理エンジンと、
ユーザにより任意に指定されたバージョン番号の開始日付を前記バージョン管理マスタか
ら求め、求めた当該バージョン番号の開始日付が前記リリース情報の前記採用日付と前記
採用終了日付の範囲に含まれている品目を、前記品目表示情報と前記リリース情報に基づ
いて前記統合データベースから抽出し、抽出された品目とその品目間の構成とを前記構成
情報に基づいて編集して、前記ユーザにより任意に指定されたバージョンにおける各業務
に必要な品目の構成として各業務専用の前記画面構成により表示するバージョン管理検索
エンジンとを備えること

品目マスタ を備え、
前記第１の業務管理システム及び前記第２の業務管理システムは、それぞれ、
ユーザにより任意に指定される複数の条件と前記条件情報とが合致する品目を、前記品目
表示情報と前記条件情報に基づいて前記統合データベースから抽出し、抽出された品目と
その品目間の構成とを前記構成情報に基づいて編集して、各業務専用の前記画面構成に表
示する

コンピュータを請求項１に記載の生産管理システムとして機能させるための
。



産管理システムが重要となる。
【０００３】
図１５は、従来の生産管理システムを示すブロック図である。この生産管理システムは、
各部門の管理システムとして、購買管理システム２０１、設計管理システム２０２、製造
管理システム２０３、及び、販売管理システム２０４を有する。これら各管理システムは
、各々部門ＤＢ（データベース）を有する。購買管理システム２０１であれば、購買管理
アプリケーション２０５を必要に応じて実行して、その実行結果から購買ＤＢ２１１の情
報を更新する。また、設計管理システム２０２であれば、設計管理アプリケーション２０
６を必要に応じて実行して、その実行結果から設計ＤＢ２１２の情報を更新する。製造管
理システム、及び販売管理システムについても然りである。ここで、購買から販売までを
一体化したシステムとするためには、各部門ＤＢの情報について一貫性を持たせる必要が
ある。
【０００４】
そこで、従来から各部門ＤＢの一貫性を持たせるためのメンテナンスシステム２２０を設
けて各部門ＤＢの一貫性を持たせていた。例えば、各部品の一日の製造量を加工作業時間
の終了時点で集計し、この集計値に基づいて、翌日の製造量を決定したり、予め決められ
ている一日の予定製造量や所要期間の予定製造量を調整している。そのため、前日の製造
量やその日までの累計生産量に影響を与えている翌日の製造量については作業が終了した
夜間にメンテナンスシステム２２０を稼働させ、各部門ＤＢの更新をおこなっている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、例えば、ある作業日の早いうちに、ある部品の翌日の生産量を増大する必
要が判明している場合、増大生産分の何割かをその作業日のうちに製造しておけば、翌日
の生産量増大を無理なく消化できるが、上述のいわゆるバッチ処理的生産管理システムに
おいては、リードタイム遅延を減少させることは困難であり、情報の流れに追従できる迅
速な対応をとることができない。
【０００６】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、一連の製品管
理に関する情報の流れに追従できる迅速で柔軟性を有する生産管理システム、及び生産管
理プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体を提供することにある。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、請求項１の発明は、生産管理システムにおいて、第１の業務
に係るアプリケーションを実行する第１の業務管理システムと、第２の業務に係るアプリ
ケーションを実行する第２の業務管理システムと、統合データベースと、を備え 前記
統合データベースは、前記第１の業務に係るアプリケーションと前記第２の業務に係るア
プリケーションとで品目を表示するか否かの情報である品目表示情報と、

を有する品目マスタと、 各品目 の構成
情報を格納する構成マスタと、

を有し、第１の業務管理システムに関する情報と第２
の業務管理システムに関する情報とを統合してデータを蓄え、前記第１の業務に係るアプ
リケーションと前記第２の業務に係るアプリケーションとで表示をする品目を異なるよう
にデータを保持

前記第１の業務管理システム及び前記第２の業務管理システムは、 前
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る。

前記品目毎の図
面若しくは技術連絡書とその実体データの位置に関する情報である属性情報と、前記第１
の業務に係るアプリケーションと前記第２の業務に係るアプリケーションとで前記図面若
しくは技術連絡書を表示するか否かに関する情報である属性表示情報と、前記各品目が採
用された日付である採用日付とその採用が終了した日付である採用終了日付が格納される
リリース情報と 前記品目マスタに格納されている 間

前記品目マスタに格納されている前記各品目の前記図面若
しくは技術連絡書の実体データを格納する図面・技術連絡書マスタと、ある時点での品目
の構成を識別するための固有の識別子であるバージョン番号と当該バージョンの開始日付
を格納するバージョン管理マスタと

することで、各業務間で内容が異なる情報の一元的な統合を可能にする。
そして、 それぞれ、



記品目表示情報 に基づいて、
各業務管理システムに係る業務に必要な品目の

み

ことを特徴とする。
【０００８】
上記発明の構成によれば、複数の業務に係る管理システムで用いるデータを一元化された
統合データベースとして統合したため、一連の製品管理に関する情報の流れに追従できる
迅速で柔軟性を有するシステムを構築することができる。これにより、バッチ中心の生産
管理からリアルタイム生産管理へ移行することができる。また、各業務の管理アプリケー
ションは各業務の視点から利用することができるため、業務の効率を向上させることがで
きる。
【０００９】
ここで、前記生産管理システムの各構成要素は必ずしも１台のコンピュータシステムに備
わる必要はない。現状のコンピュータテクノロジ及びネットワークテクノロジを用いて複
数のコンピュータシステムにて実現するようにしても良い。
【００１２】

の発明は、前記構成マスタは、当該品目の上位の品目に関する情報を格納するこ
とを特徴とする。
【００１６】
請求項３の発明は、前記 は、前記各品目の複数の条件に関する情報を保持する
条件情報

複数条件検索エンジンを有する
ことを特徴とする。
【００１７】
上記目的を達成するため、

プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録
媒体
【００１８】
【発明の実施の形態】
以下本発明に係る生産管理システム、生産管理方法、及び生産管理プログラムを記録した
コンピュータ読み取り可能な記録媒体の実施形態について、図面を参照しながら詳細に説
明する。
【００１９】
本実施形態の生産管理システムには、以下で説明する処理を実現するソフトウエアを作成
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と前記属性情報と前記属性表示情報と 前記統合データベース
に統合され蓄えられているデータの中から

と当該業務に必要な前記図面若しくは前記技術連絡書のみを抽出し、前記構成情報に基
づいて、抽出された品目の品目間の構成と当該業務に必要な前記図面若しくは前記技術連
絡書の情報を編集して、各業務に必要な品目の構成として各業務専用の画面構成により表
示する手段と、ユーザにより任意に指定された日付が、前記リリース情報の前記採用日付
と前記採用終了日付の範囲に含まれている品目を、前記品目表示情報と前記リリース情報
に基づいて前記統合データベースから抽出し、抽出された品目とその品目間の構成とを前
記構成情報に基づいて編集して、前記ユーザにより任意に指定された日付における各業務
に必要な品目の構成として各業務専用の前記画面構成により表示する世代管理エンジンと
、ユーザにより任意に指定されたバージョン番号の開始日付を前記バージョン管理マスタ
から求め、求めた当該バージョン番号の開始日付が前記リリース情報の前記採用日付と前
記採用終了日付の範囲に含まれている品目を、前記品目表示情報と前記リリース情報に基
づいて前記統合データベースから抽出し、抽出された品目とその品目間の構成とを前記構
成情報に基づいて編集して、前記ユーザにより任意に指定されたバージョンにおける各業
務に必要な品目の構成として各業務専用の前記画面構成により表示するバージョン管理検
索エンジンとを備える

請求項２

品目マスタ
を備え、前記第１の業務管理システム及び前記第２の業務管理システムは、それ

ぞれ、ユーザにより任意に指定される複数の条件と前記条件情報とが合致する品目を、前
記品目表示情報と前記条件情報に基づいて前記統合データベースから抽出し、抽出された
品目とその品目間の構成とを前記構成情報に基づいて編集して、各業務専用の前記画面構
成に表示する

請求項４の発明は、コンピュータを請求項１に記載の生産管理
システムとして機能させるための

である。



し、その処理を実行可能としたコンピュータシステムを用いる。このコンピュータシステ
ムには、いわゆる汎用機、ワークステーション、ＰＣ等が含まれる。本実施形態で用いる
コンピュータシステムのハードウエア構成は、各種処理を行うためのＣＰＵと、キーボー
ド、マウス、ライトペン、又はフレキシブルディスク装置等の入力装置と、メモリ装置や
ディスク装置等の外部記憶装置と、ディスプレイ装置、プリンタ装置等の出力装置等とを
備える。なお、前記ＣＰＵは、以下で説明する処理に関する命令の処理等を行う演算部と
、前記処理の命令を記憶する主記憶部とを具備する。この主記憶部や、外部記憶装置に記
憶された命令を逐次演算部に読み込ませ、実行させることにより生産管理が行われる。
【００２０】
図１は、本実施形態の生産管理システムを示すブロック図である。この生産管理システム
は、各部門の業務の管理システムとして、購買管理システム１０１、設計管理システム１
０２、製造管理システム１０３、及び、販売管理システム１０４を有する。
【００２１】
購買管理システム１０１は、購買管理アプリケーション１０５を必要に応じて実行する。
購買管理アプリケーション１０５とは、購買に係る業務を実行するためのアプリケーショ
ンであり、例えば、原料の手配を行う手配管理アプリケーション、原料の発注を行う発注
管理アプリケーション、購入先管理を行う購入先管理アプリケーション、原料の価格管理
を行う価格管理アプリケーション、製品のリードタイムを管理するリードタイム管理アプ
リケーション、在庫管理を行う在庫管理アプリケーションを含む。
【００２２】
また、設計管理システム１０２は、設計管理アプリケーション１０６を必要に応じて実行
する。設計管理アプリケーション１０６とは、設計に係る業務を実行するためのアプリケ
ーションであり、例えば、製品やその部品等の設計進捗を管理する設計進捗管理アプリケ
ーション、製品やその部品の図面を管理する図面管理アプリケーション、標準品の管理を
行う標準品管理アプリケーション、設計の変更を管理する設計変更管理アプリケーション
、製品や部品の技術的な連絡事項を記録した技術連絡書を管理する技術連絡書管理アプリ
ケーション、設計が終了した図面に対する承認の流れを管理する図面承認フロー管理アプ
リケーションを含む。
【００２３】
また、製造管理システム１０３は、製造管理アプリケーション１０７を必要に応じて実行
する。製造管理アプリケーション１０７とは、製造に係る業務を実行するためのアプリケ
ーションであり、例えば、製品やその部品等を構成要素に展開する部品展開アプリケーシ
ョン、製品や部品の設計変更を行う設計変更アプリケーション、製品や中間品のロット管
理を行うロット管理アプリケーション、製品や部品の所要量を計算する所要量計算アプリ
ケーション、部品や中間品の手配を行う手配管理アプリケーション、各製造行程に対して
作業の指示を行う作業指示アプリケーション、製品や中間品の在庫の管理を行う在庫管理
アプリケーションを含む。
【００２４】
また、販売管理システム１０４は、販売管理アプリケーション１０８を必要に応じて実行
する。販売管理アプリケーション１０８とは、販売に係る業務を実行するためのアプリケ
ーションであり、例えば、製品の原価等からその価格を計算する価格算出アプリケーショ
ン、在庫数等に基づいて製品の納期を計算する納期計算アプリケーション、在庫の検索を
行う在庫検索アプリケーション、顧客が購買した製品の履歴を管理する購買歴管理アプリ
ケーション、受注に関する情報を管理する受注情報管理アプリケーション、発注に関する
情報を管理する発注情報管理アプリケーションを含む。
【００２５】
次に、統合データベース１１０について説明する。この統合データベース１１０は、購買
管理システム１０１、設計管理システム１０２、製造管理システム１０３、及び販売管理
システム１０４の情報を統合してデータをＤＢ化したデータベースである。これら管理シ
ステムがアプリケーションを実行した結果から統合データベースを逐次更新していくもの
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である。
【００２６】
図２は、統合データベース１１０の構成を示した図である。この統合データベース１１０
は、製品や部品の管理を行う品目マスタ１１１を有し、製品や部品の構成マスタ１１２、
図面マスタ１１５、技術連絡書マスタ１１６その他品目マスタに格納される製品や部品に
おける必要な情報を格納する事ができるようにしており、それら各マスタは品目マスタと
関係付け（ｒｅｌａｔｉｏｎ）がなされている。また、構成マスタ１１２は、製品や部品
のバージョンを管理するバーション管理マスタ１１３及び図面世代管理マスタ１１４と関
連付けがなされている。
【００２７】
図３は、品目マスタ１１１の例を示した図である。各品目に対する情報が格納されている
。符号１１１ａは表示情報であり、各管理システムで表示を行うか否かの情報である。本
実施形態では、「１」の場合には表示するとし「０」の場合には表示をしないものとする
。符号１１１ｂは、リリース情報であり、その製品または部品が採用された日付と、採用
が終了した日付が格納されている。符号１１１ｃは部品の変更等があった場合に用いるサ
フィックス情報であり、符号１１１ｄは属性情報であり、各品目の図面や技術連絡書など
の情報が格納される。また、符号１１１ｅは条件情報であり、複合条件にて検索を行う必
要がある場合に使用する。
【００２８】
図４は、構成マスタ１１２の例を示した図である。構成マスタ１１２は各品目がどのよう
に構成されているかを管理しているマスタである。本実施形態では製品イを用いて説明す
る。この製品イは、部品ロ及びハからなり、部品ハは、部品ニ、部品ホ、部品ヘからなり
、部品ヘは、部品ト、部品チからなる。この場合には、各部品の上位の部品もしくは製品
との関係を構成マスタとして格納する。例えば、部品ロは製品イの部品であり、部品トは
部品ヘの部品である、の如くである。このように、構成マスタ１１２は構成に関する情報
を格納する。
【００２９】
図５は、各管理システムで用いる画面構成（ビュー）の例である。この画面はＧＵＩ（Ｇ
ｒａｐｈｉｃ　Ｕｓｅ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ）の例を用いている。ここで、使用者が製品
イに関する情報をみる場合には、製品イに関する部品が階層構造で示される。例えば、製
品イは部品ハ及び部品ロからなることがわかる。この構成は構成マスタの情報に基づいて
表示を行う。
【００３０】
製品または部品の図面に向かって下側にはその製品または部品に関する情報が表示される
。例えば、製品イにはマスタ工程表、生産指数表、製作依頼書、週間生産計画、図面 手
配リスト等の情報が表示されている。この表示は、図３に示した品目マスタ１１１に品目
を指定して、属性の欄に登録し、登録されたものを表示する。この登録は、実体（例えば
図面であったら、図面のファイル自体）の位置とともに登録することが好ましい。
【００３１】
表示された各情報の上にマウスを移動して、クリックすることにより、その内容を閲覧す
ることができる。この閲覧の方法は、例えば、ファイルの修飾子で実行するアプリケーシ
ョンを区別しておき、図面であれば、図面を閲覧するアプリケーションを実行するように
して、その図面を読むことで閲覧をするようにしてもよい。
【００３２】
図６は、購買管理システム１０１が出力する画面構成例である。この画面構成では、会社
の購買部門が使用するためのものである。購買部門では、どの部品をどのタイミングで発
注するかを考慮しながら購買業務を行う。従って、その仕事を遂行するために必要な情報
を表示し、遂行に関係のない情報はかえって表示しない方が好ましい。本実施形態では、
製品及び部品を表示して、例えば、部品ハや部品ヘのような、いわゆる中間品は表示しな
いようにしてある。また、外部に発注を行わない部品についても表示を行わないようにす
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る。
【００３３】
また、購買業務の遂行に必要な情報、例えば、手配リストや、発注リストを表示する。表
示された各情報の上にマウスを移動して、クリックすることにより、購買管理アプリケー
ションを実行する事ができる。例えば、手配リストをクリックすると、手配管理アプリケ
ーションが実行される。使用者は、これらのアプリケーションを実行しつつ統合データベ
ース１１０を更新する。
【００３４】
図７は、設計管理システム１０２が出力する画面構成例である。この画面構成では、会社
の設計部門が使用するためのものである。設計部門では、制作依頼や他からの技術連絡書
を考慮しながら設計業務を行う。従って、その仕事を遂行するために必要な情報を表示し
、遂行に関係のない情報はかえって表示しない方が好ましい。本実施形態では、製品及び
部品を表示して、設計業務の遂行に必要な情報、例えば、図面、製作依頼表、技術連絡書
等を表示する。表示された各情報の上にマウスを移動して、クリックすることにより、設
計管理アプリケーションを実行する事ができる。例えば、図面をクリックすると、図面作
成アプリケーションが実行される。使用者は、これらのアプリケーションを実行しつつ統
合データベース１１０を更新する。
【００３５】
図８は、製造管理システム１０３が出力する画面構成例である。この画面構成では、会社
の製造部門が使用するためのものである。製造部門では、加工作業の指示や組立計画に従
いながら製造業務を行う。従って、その仕事を遂行するために必要な情報を表示し、遂行
に関係のない情報はかえって表示しない方が好ましい。本実施形態では、製品及び部品を
表示して、製造業務の遂行に必要な情報、例えば、作業指示、組立計画、出荷指示等を表
示する。表示された各情報の上にマウスを移動して、クリックすることにより、製造管理
アプリケーションを実行する事ができる。例えば、作業指示をクリックすると、作業指示
管理アプリケーションが実行される。使用者は、これらのアプリケーションを実行しつつ
統合データベース１１０を更新する。
【００３６】
図９は、販売管理システム１０４が出力する画面構成例である。この画面構成では、会社
の販売部門が使用するためのものである。販売部門では、製造した製品についての価格を
算出して受注した場合には在庫を検索してその納期を計算してその製品の発注しながら販
売業務を行う。従って、その仕事を遂行するために必要な情報を表示し、遂行に関係のな
い情報はかえって表示しない方が好ましい。本実施形態では、販売業務の遂行に必要な情
報、例えば、受注した会社や個数やその価格、納期等を表示する。表示された各情報の上
にマウスを移動して、クリックすることにより、販売管理アプリケーションを実行する事
ができる。例えば、未引当をクリックすると、在庫を引当るために在庫検索アプリケーシ
ョンが実行される。使用者は、これらのアプリケーションを実行しつつ統合データベース
１１０を更新する。
【００３７】
このように、各部門に必要な情報のみを表示するようにする。そして、統合データベース
１１０で集中的にデータを管理することにより、製造する製品の原料の購買から設計、製
造、販売に至る一連の製品管理に関する情報の流れに追従できるようになる。
【００３８】
図１０は、統合データベース１１０に登録される品目や構成等の世代管理について説明す
るための図である。例えば、ある時期から製品の構成が変更される場合がある。その変更
は、各部門にもその情報が必要となる。この場合に、ある時点での製品の構成を知る必要
が生じる。この場合には、各製品の世代管理を行う必要がある。この世代管理ついて説明
する。
【００３９】
まず、使用者は入力部３１１からどの時点での構成が知りたいかを入力する。続いて、世
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代管理検索エンジン３０１はその入力を解釈して、品目マスタのリリース情報に基づいて
その時点での構成を出力する。例えば使用者が９７年８月３０日の構成を知りたい場合に
は、リリース情報のＳＴＡＲＴ日付とＥＮＤ日付との間にその日が含まれるものを抽出し
、構成マスタに基づいて階層構造を作成し、その構造を表示する。
【００４０】
また、部品自体の変更があった場合には、図面のサフィックスで世代を管理する。部品自
体に変更があった場合、その変更前の図面に加えて変更後の図面も品目マスタに登録する
。サフィックスとはこの場合に変更前と後の２つを区別するためのものである。
【００４１】
図１１は、統合データベース１１０に登録される品目や構成等のバージョン管理について
説明するための図である。例えば、ある時期から製品の構成が変更される場合があり、そ
の変更にバージョンが付される場合がある。一般的には設計者等はそのバージョンに基づ
いてその構成を特定する場合が多い。この場合に、あるバージョンでの製品の構成を知る
必要が生じる。この場合には、各製品のバージョン管理を行う必要がある。このバージョ
ン管理ついて説明する。
【００４２】
まず、図１１の図面に向かって左側には、バージョンを登録する場合の画面を示す。例え
ば、製品イのバージョン１．１の構成を変更してその変更後の構成をバージョン１．３と
する。この場合には、バージョンアップ画面にて、バージョン１．３を表示させる管理シ
ステムを指定する。本実施形態では、製造管理システムにのみ表示させるように「製造」
を指定して更新ボタンをクリックする。図１１の図面に向かって中央に各管理システムで
表示可能なバージョンのテーブルを示す。このバージョンアップ画面にて指定された管理
システムのみ表示可能バージョンのテーブルに記録して、各バージョンを管理システムに
て表示を行うか否かを定義してある。このテーブルを参照することにより、各管理システ
ムにて表示可能なバージョンの表示を異なるようにすることができる。
【００４３】
図１２は、統合データベース１１０に登録される品目や構成等のバージョンを検索する場
合を説明するための図である。まず、使用者は入力部３１１からどのバージョンの構成が
知りたいかを入力する。続いて、バージョン管理検索エンジン３０２はその入力を解釈し
て、品目マスタのリリース情報に基づいてその時点での構成を出力する。例えば、バージ
ョン１．０の構成を知りたい場合には、バージョン管理マスタに該当するバージョンの開
始日付を参照する。そして、リリース情報のＳＴＡＲＴ日付とＥＮＤ日付との間にそのバ
ージョン開始日が含まれるものを抽出し、構成マスタに基づいて階層構造を作成し、その
構造を表示する。
【００４４】
図１３は、複合条件による抽出を説明するための図である。本実施形態では、仕向地と生
産地とを例に複数の条件による抽出の場合を用いて説明する。まず、この複合条件による
抽出を実現するために、構成マスタにて「条件」なるフィールドを用意する。この条件フ
ィールドには８ビットのフィールドを用意して、「１」であれば該当、「０」であれば非
該当とし、各ビットに仕向地と生産地との意味を持たせる。本実施形態では１桁目乃至４
桁目を仕向地条件とした。そのうち１桁目を日本、２桁目を欧州、３桁目を北米、そして
、４桁目を豪州とした。一方、５桁目乃至８桁目を生産地条件とした。そのうち５桁目を
日本、６桁目をインドネシア、７桁目をマレーシア、そして、８桁目を台湾とした。
【００４５】
図１３の図面に向かって左上側は、使用者の入力を受け付ける画面例である。ここでは、
仕向地として「北米」を、また、生産地として、「マレーシア」を選択する。この場合に
は、条件フィールドのビット列の３桁目及び７桁目が少なくとも「１」であるものを検索
して、その検索結果を階層構造で表示する。なお、検索はＳＱＬ文のＬＩＫＥ演算子によ
りマスキングして検索するようにしてもよい。また、図面に向かって左下側は、使用者の
入力を受け付ける画面の別の例である。ここでは、仕向地として「日本」を、また、生産
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地として、「マレーシア」を選択する。この場合には、条件フィールドのビット列の１桁
目及び７桁目が少なくとも「１」であるものを検索して、その検索結果を階層構造で表示
する。このように構成することで複数の条件がある場合にも、検索を行う事ができる。
【００４６】
図１４は、設計管理システム２０２の一つの機能として、照査を行う場合を示す図である
。まず、各設計者は、部品や製品の設計を行う（ステップＳ１０１）。この設計の結果、
図面、技術文書、部品表等が作成される。次に、各設計者は、担当の照査者へ承認依頼を
行う。この照査依頼は、例えば電子メールを使用する事ができる。この電子メールを使用
することで、リアルタイムに依頼を行うことができ、また、複数の承認依頼が必要な場合
であっても、そのメールをフォワードすることにより実現する事ができる。続いて、設計
者から依頼があった図面等について照査する（ステップＳ１０２）。また、複数の照査が
必要な場合には（例えば、課長承認の次に部長承認が必要な場合）、一度に複数の承認依
頼をしても良いし、回覧形式に承認依頼をしてもよい。ここで、照査の結果、承認できな
い場合には、設計ステップＳ１０１に戻って再び設計を行う。また、承認できる場合には
、そのデータを統合データベースへ登録する（ステップＳ１０３）。以上のようにするこ
とにより、承認の過程を経てデータベースに登録するようにしても良い。
【００４７】
このように本実施形態では、複数の業務に係る管理システムで用いるデータを一元化され
た統合データベースとして統合したため、製造する製品の原料の購買から設計、製造、販
売に至る一連の製品管理に関する情報の流れに追従できる迅速で柔軟性を有するシステム
を構築することができる。これにより、バッチ中心の生産管理からリアルタイム生産管理
へ移行することができる。
【００４８】
また、各業務の管理アプリケーションは各業務の視点から利用することができるため、業
務の効率を向上させることができる。
【００４９】
なお、上述した生産管理システムを実現するためのプログラムは記録媒体に保存すること
ができる。この記録媒体をコンピュータシステムによって読み込ませ、前記プログラムを
実行してコンピュータを制御しながら上述した生産管理を実現することができる。ここで
、前記記録媒体とは、メモリ装置、磁気ディスク装置、光ディスク装置等、プログラムを
記録することができるような装置が含まれる。
【００５０】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る生産管理システム、生産管理方法、及び、生産管理プロ
グラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体によれば、一連の製品管理に関す
る情報の流れに追従できる迅速で柔軟性を有するシステムを提供する事ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本実施形態の生産管理システムを示すブロック図である。
【図２】統合データベース１１０の構成を示した図である。
【図３】品目マスタ１１１の例を示した図である。
【図４】構成マスタ１１２の例を示した図である。
【図５】各管理システムで用いる画面構成（ビュー）の例である
【図６】購買管理システム１０１が出力する画面構成例である。
【図７】設計管理システム１０２が出力する画面構成例である。
【図８】製造管理システム１０３が出力する画面構成例である。
【図９】販売管理システム１０４が出力する画面構成例である。
【図１０】統合データベース１１０に登録される品目や構成等の世代管理について説明す
るための図である。
【図１１】統合データベース１１０に登録される品目や構成等のバージョン管理について
説明するための図である。
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【図１２】統合データベース１１０に登録される品目や構成等のバージョンを検索する場
合を説明するための図である。
【図１３】複合条件による抽出を説明するための図である
【図１４】設計管理システム２０２の一つの機能として、照査を行う場合を示すフローチ
ャートである。
【図１５】従来の生産管理システムを示すブロック図である
【符号の説明】
１０１，２０１　購買管理システム
１０２，２０２　設計管理システム
１０３，２０３　製造管理システム
１０４，２０４　販売管理システム
１０５，２０５　購買管理アプリケーション
１０６，２０６　設計管理アプリケーション
１０７，２０７　製造管理アプリケーション
１０８，２０８　販売管理アプリケーション
１１０　統合データベース
１１１　品目マスタ
１１２　構成マスタ
１１３　バージョン管理マスタ
１１４　図面 管理マスタ
１１５　
１１６　技術連絡 マスタ
２１１　購買ＤＢ
２１２　設計ＤＢ
２１３　製造ＤＢ
２１４　販売ＤＢ
２２０　メンテナンスシステム
３０１　世代管理検索エンジン
３０２　バージョン管理検索エンジン
３１１　入力部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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