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ソリューション全体図
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基幹システムと柔軟に連携し、受注から出荷までをカバーするソリューション全体図

名人シリーズは、当社が長年蓄積してきた受発注や物流業務のノウハウをパッケージにしたソフトウェアです。
取引先ごとの対応が必要な業務のシステム化が迅速行え、基幹システムとも柔軟に連携いたします。



データ変換における現状

当社アンケート調査「企業間及び企業内におけるデータ変換の現状と課題に関するアンケート」より
（２００５年１１月、任意の上場企業1,000社に調査、有効回答209社）

データ変換というテーマでアンケート調査した結果、約80％ の企業において
データ変換作業が発生していることがわかりました。また、データ変換の必要な業務は
「受発注」、「社内システム間の連携」が上位を占めています。

どのような「方法」でデータ変換を実施していますか？ どのような「業務」でデータ変換を実施していますか？

自社でプログラム

開発

変換ツールを利用

データ変換作業

は発生しない

外部にプログラ

ム開発を委託

その他

受発注

（ＥＤＩ）

社内のシステム

間連携

入出荷

決済

見積

その他
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データ変換における課題

課題
１．追加や変更に手間や時間がかかる
２．（ツールは）変換できるデータ形式や機能に制限がある
３．変換プログラムのドキュメントが残っていない

• 取引先ごとにＥＤＩデータの変換プログラム開発やメンテナンスが
発生する。

• ドキュメントの作成が追いつかず、変換プログラムの仕様を誰も知
らない。

• テキストからＤＢ、ＤＢからＤＢに直接データ変換したい。

• コンバートプログラムの開発を標準化したい。

• 開発者以外でもすぐにプログラムの変更を可能にしたい。

さらにこのようなお悩みはありませんか？

当社アンケート調査「企業間及び企業内におけるデータ変換の現状と課題に関するアンケート」より
（２００５年１１月、任意の上場企業1,000社に調査、有効回答209社）

データ変換に関する「課題」はありますか？

追加や変更に

手間がかかる

変換できる

データ形式や

変換機能に制

限がある

個人任せであ

り変換プログ

ラムのドキュ

メントが残っ

ていない

その他
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44％
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18％

12％



直ぐに使いたい

テキスト変換だけでなく
ＤＢに対し直接操作を行いたい

導入しやすい
価格

求められるデータ変換ツール

使いやすさ

豊富な機能

追加や変更が良くあるので、
カンタンにメンテナンスをしたい

データ変換に関する
機能だけがほしい

変換時に抽出や
マスタ参照、演算も
行いたい

ちょっとした
マスタメンテナンスで使いたい

コストをかけられない

もう２度と失敗したくない

自社開発したくない

EXECLのデータを
マスタに取り込みたい
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お得意先それぞれのWebサイトからダウンロードした、受注データの変換や基幹システムとの連携を
効率的に開発できます。

WebEDI

WebEDI受信端末

基幹システム（ERP）
物流システム（ＷＭＳ）

受注情報、販売実績

出荷指示データ

帳票発行「伝発名人」

受注データダウンロード
「Autoジョブ名人」

伝票

グループ会社

ＥＯＳサーバー

ＥＯＳ

会計システム
生産管理システム
ファームバンキング（銀行とのデータ連携）
EUC（エンドユーザーへの情報提供）

■ご利用イメージ
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TranSpeedは、プログラムを作成せずに、変換条件を設定するだけで
変換プログラムと同等の機能を業務に取り入れることができるソフトウェアです。

TranSpeed の概要



豊富な変換ロジック

商品ＣＤ 数量得意先CD

商品ＣＤ 数量得意先CD 商品名

C
B
A
A

A
A

得意先Aのみ抽出

数量 単価商品ＣＤ

＋－×÷
数量 単価商品ＣＤ 金額

■マスタ参照

■演算

■任意データの抽出

商品
マスタ
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カンタンな項目定義で高度な変換設定が可能

・集計：日付単位、区分CD単位、取引先CD単位など
・演算：消費税額計算、など
・マスタ参照：商品マスタ、店マスタなど
・条件式：当日日付設定、コードごとに文字列変換
・変換済みフラグの更新

など

TranSpeed の特徴

変換対象データの条件絞込みが可能

・受信日付、得意先、納品日、伝票区分など



※固定長/CSVファイルを使用時に、文字コードを指定できます。
対応文字コードは、shift_JIS、ISO-2022-JP、EUC-JP、Unicode（UTF-8、UTF-16他）
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固定長

.CSV

固定長

.CSV 下記の種類のデータを処理できます

・固定長テキスト
・ＣＳＶテキスト
・Excelファイル
・OLE DB、ODBC接続

Oracle
SQL Server
ACCESS
MySQL
PostgreSQL
ODBCドライバ接続可能なデータ

TranSpeed の特徴

複数種類のデータに対応
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各種設定を直感的に操作でき、
開発効率がアップします。
また、変換した結果をジョブ履歴として
その内容を管理、確認することができます。

TranSpeed の特徴

使いやすい操作性とドキュメント出力①

設定内容を出力し、定義書として活用できます。
・データソース定義
・データベース接続定義
・参照マスタ定義
・データソースマッピング定義
・ユーザー関数定義
など
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変換仕様書出力
Excelファイル形式で出力します。

※実行環境にMicrosoft Excel が必要です。
Excel 2013, 2016, 2019で動作確認が取れていす。

TranSpeed の特徴

使いやすい操作性とドキュメント出力②
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ヘッダ、明細、フッタと、異なるデータレイ
アウトを持つ様なマルチレイアウト形式の
データに対応しています。
これにより、オンラインデータ（EOSデータ）を
直接コンバートができます。

各レイアウト（ファイルヘッダや明細等）の項目を
それぞれ登録し、それぞれの識別条件を設定する
だけで簡単に設定が可能です。

入出力マッピングで、それぞれの項目を紐付ける
だけでＯＫです。

TranSpeed の特徴

マルチレイアウト対応①



ＨＥＡＤ情報 品番１ 数量 単価 品番ｎ 数量 単価

商品１ 商品ｎ

～

ＨＥＡＤ情報 品番１ 数量 単価

品番ｎ 数量 単価ＨＥＡＤ情報

～
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１ファイル内に複数の商品が入っている形式のデータ、
通称「列明細」と呼ばれるデータを１品番１レコードに
分割することができるようになりました。

データソース定義で入力ファイルのレイアウトで
繰り返しを設定するだけでＯＫです。

TranSpeed の特徴

マルチレイアウト対応② 列明細対応
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一度の変換で複数のファイルを出力することが可能です。定義した出力データソースを、右図のようにマッピングし、
データ変換を行います。
※複数のファイルを出力する際に、マルチレイアウトのファイルを

定義することはできません。

TranSpeed の特徴

複数出力ファイル対応



変換設定から実行までの流れ

入力
データソース

設定

変換元の
データ形式登録

出力
データソース

設定

変換先の
データ形式登録

項目定義マッピング マッピング 変換実行

マッピング設定画面

データ処理の設定
・演算 ・集計
・マスタ参照
・条件判断入力元 出力先
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CSV

DB
マッピング設定に基づき、データ
変換を行います。
項目を手入力するだけでなく、画
面パラメタはコマンドライン引数
で指定可能です。
Windowsのスケジューラと組み
合わせれば自動実行も可能です。
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活用事例

伝票

基幹システム（ERP）

取引先のWebEDIサイトから
受注データのダウンロードを
RPAで自動化

WebEDI
Ａ社
Ｂ社
Ｃ社
：

取引先ごとに異なるレイアウトのデータを
基幹システムのレイアウトに変換

取引先ごとに異なるレイアウトのデータを基幹システムに変換

物流センターへの出荷指示データ送信と実績データの受信

基幹システム（ERP）

受注データ

出荷指示
データ

在庫管理システム～出荷システム

指定伝票、出荷ラベル発行システム

（当社製品「検品支援名人」等）

（当社製品「伝発名人」「送り状名人」等）
送り状

RPA



商品構成

開発版

実行版

データ変換

変換設定

TranSpeedは、開発版と実行版の２種類があり、変換業務の運用により最適な組み合わせを選択できます。

データ変換

変換設定の配布

データ変換を実行するＰＣには実行
版をご利用いただきます。

アプリケーションや
スケジューラーに組み込んで実行す
ることも可能です。

データ変換に必要な各種設定を行うＰＣには、
開発版をご利用ください。

設定した情報は実行版を利用するＰＣに配布できます。
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機能一覧

【注意事項】文字コードの変換機能はありません。他の製品との組合せでご利用ください。

数値項目出力編集機能 3桁区切り、通貨符合、正負符合など、編集パターンを指定できます

日付項目出力編集機能 YYYY/MM/DD、YY/MM/DD、YYYYMMDDなど、編集パターンを指定できます。

文字項目出力編集機能 文字列部分抽出（開始桁・桁数）の指定が出来ます。配置（左・右寄せ）の指定ができます。

固定値出力機能 指定した値で出力できます。
マッピング機能 入力データ、出力データで項目の並びが違っていても自由に紐付で来ます。
条件指定機能 入力データから、指定した条件だけで抽出できます。

集計機能 数値型で指定した項目を、指定したレベルで合計した値で出力できます。

演算機能 項目同士あるいは固定値との、数値演算式や文字列連携等を自由に記述（VB.NET）できます。

マスタ参照機能 あらかじめ指定した機で参照したマスタから、値を取得できます。

丸め機能 数値項目の場合に、指定した桁数で、切り上げ・四捨五入などの指定が出来ます。

ソート機能 指定した項目で並び換えをして、出力できます。
処理パターン機能 演算項目について指定した項目の値によって、別の演算を指定できます。

変換済みフラグ更新機能 入力データに変換済みのフラグを書き足すことが出来ます。
（値は指定可能です。また変換日付の書き戻しも可能です）

出力方法設定機能
出力で他の書き込み方法（上書き/追記）を指定できます。
出力件数が0件の場合の処理を指定できます。
（固定長テキスト・CSVファイルの場合、ファイルを作成しない/０バイトファイルを作成する
/EOFファイルを作成するから選択できます）



動作環境と商品価格

•TranSpeedで登録された各種設定情報は、SQL Server Express Edition（※）に格納されます（※同時にインストールされます）。
•記載の製品仕様は予告無しに変更する場合があります。

ＯＳ

Windows 10 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows 8.1 Pro/Enterprise（32bit/64bit）
Windows Server 2019 Standard
Windows Server 2016 Standard
Windows Server 2012 R2 Standard

その他
•SQL Server 2014必須（製品ディスクに同梱）
•.NET Framework 4.5またはそれ以降必須（ .NET Framework 4.6は製品
ディスクに同梱）。ただし、Windows 8以降はWindowsの機能の追加でイン
ストールされます。
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TranSpeed 開発版 280,000円 データマッピングなどの開発ライセンス

（保守料含む、税別）

TranSpeed 実行版 10,000円 実行用のライセンス

商品価格

1,260,000円

45,000円

品 名 1年ライセンス 備 考5年ライセンス

動作環境
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