
i Magazine（以下、iMag）　帳票
ソリューションに対するユーザーの
動向をどう見ていますか。
石渡　以前は、印刷という限られた
ニーズだけだったのが、今は電子
化もし、電子化した帳票をFAXや
メールで自動送信するといった複合
的なニーズに変わってきました。し
かもそれを一元管理したいという
ニーズも強いですね。
萱島　これまでのシステムでは、印
刷は印刷、電子帳票は電子帳票とい
うようにそれぞれ別個にシステム
が作られていました。それが最近
は、印刷、電子帳票、FAX送信など
をすべて網羅する帳票基盤が求め
られ始めています。特に、基幹シス
テムを再構築するような時は、それ
に合わせて必ず帳票全体の見直し

が行われます。そして、帳票基盤の
構築へ進むんですね。それに伴い、
帳票ソリューションに求められる
要件も、電子化・印刷・開発・活用
などすべてを満たすものになって
きました。
石渡　UT/400環境では、電子帳票
やオープン系プリンタへの出力、
FAX ／メールの自動送信などは
パートナーからオプション製品とし
て提供されているんですが、最近、
それらをまとめて一括導入される
お客様も出てきました。PaplesWeb
（パピレスウェブ）はその点、プロダ
クト単体でそうした機能をカバーし
ているんですね。
萱島　もともとは電子帳票ツール
としてスタートしていますが、その
後、お客様ニーズをリサーチし、機
能エンハンスとして取り入れなが
ら、現在のようなオールインワン製
品へ成長してきました。

多様なニーズを満たす
帳票基盤が求められている

石渡晶子氏　

株式会社アイエステクノポート 

ソリューション営業部

シニアマネージャー

IBM i ユーザーの間で複合的な帳票ソリューションに対するニーズが高まっている。

この動向に対して、ベンダーはどのように対応しているか。

昨年11月に、PaplesWebへのUT/400技術の適用により IBM i との連携を

実現した日鉄日立システムエンジニアリングと、

提供元のアイエステクノポートの関係者に語り合ってもらった。

複合化する
帳票ニーズへの対応
主力ベンダーの取り組みと製品の歩み

座談会

86 2012.02

y-inoue
テキストボックス
ソリューション開発部



石渡　PaplesWebを知った当初は、
電子帳票ツールという紹介だった
のでそういう機能だけなのかなと
思っていたんですが、実際は帳票ソ
リューションに求められる数多く
の機能を備えているので、とても驚
きました。UT/400の開発に長く携
わっていますが、こういう製品もあ
るのかと、認識を新たにする発見で
したね。
萱島　ありがとうございます。た
だ、PaplesWebはオールインワンで
さまざまな機能を備えていますが、
お客様から統合ソリューションを求
められるようになったのは、ここ3

～4年のことですね。具体的に言う
と、SAP ERPのバージョンアップ
案件や企業統合に伴う基幹システム
の再構築が増えてきた頃からという
気がします。

石渡　UT/400のスタートはとて
もシンプルで、当時のOS/400のス
プール処理がエンドユーザーには
とても分かりづらかったので、そ
れを簡単にする、分かりやすくす
るというところから出発していま
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す。その後、お客様から「こういう
ことができないか」というご要望が
いろいろと寄せられて、それに対応
する中で機能拡張を続けてきたわ
けです。例えば、帳票の仕分けは業
務では必ず必要になりますが、OS
では対応していないので、そうした
機能をお客様の求めに応じて開発
してきました。そしてインターネッ
トの普及が本格化した頃にWebに
対応し（UT/400-Web）、さらにス
プールファイル自体をPDF化す
るUT/400-iPDCへ進みました。こ
のUT/400-iPDCから帳票ソリュー
ションの幅が大きく広がっていった
感じです。
iMag　パートナーによるオプショ
ンの提供が始まったというわけで
すね。帳票がPDF化されたことに
よって、連携によるさまざまなアウ
トプットが可能になった。
石渡　ええ。弊社だけでは対応し切
れないPDF化後の活用を、パートナー
と一緒になって開発してきました。
萱島　PaplesWebは、パッケージと
してのスタートは20年前に遡りま
す。ホストを利用していたユーザー
の「大量に出力される帳票を電子化
し効率的に管理したい」というニー
ズから生まれました。PaplesWeb
の「Paples」は「ペーパーレス」と
「パピルス（エジプトの古紙）」に
由来しています。PaplesWebのス
タート時の名称はPaples Ⅰ（UNIX
ホスト連携版）。それがPaples Ⅱ
（Windowsホスト連携版）、Paples 
Ⅲ（Windowsオープン連携版）へと
連携可能な上位システムを増やし
ながら発展し、4年前にWeb対応と

なってPaplesWebとなりました。
iMag　導入ユーザー数は何社で
すか。
萱島　約300社で、メインフレーム
とオープン系のお客様が半々です。
動向としては、大企業は帳票基盤シ
ステムの構築や分散印刷のご要望が
多いですが、中堅・中小企業はコス
ト削減を目的とした電子帳票の新規
導入が中心。中でもIBM iのお客様
の帳票ソリューションに対するニー
ズは高く、注力していく方針です。

iMag　そうした多くの実績を持
つPaplesWebが、昨 年 に な っ て
UT/400のOEM提供を受けたわけ
ですが、どのような経緯ですか。
萱島　これまでもIBM iのお客様へ
ご提案し、20社ほどユーザーになっ
ていただいています。ただし、これ
までのIBM iとの連携では、IBM i
側のプログラムを変更する必要があ
り、それが理由で商機を逸するとい
うことがありました。日立ホストや
その他のプラットフォームとの連携
では独自開発のコネクタを用意し
ているのですが、IBM i向けはなく、
それが課題になっていました。そし
ていろいろ検討する中で、IBM i市
場で大きな実績を持つUT/400に行
きついたというわけです。
石渡　IBM iのスプールは特殊なの
で、弊社のパートナーもかつては苦
労したようです。ホストマシンのよ
うにスプールがファイル形式になっ
ているのではなく、中にさまざまな

制御コードが入っているので、それ
を解析できないと帳票をコントロー
ルできないんですね。

iMag　PaplesWeb側ではUT/400
の技術をどのように取り込んだので
すか。
丸山　まず連携のための仕様を両
社で決め、プロトタイプを開発して
テストを繰り返しました。期日でい
うと、仕様固めとプロトタイプ開発
が昨年（2011年）6～9月、そして9
～10月に連携テストを行いました。
iMag　どのへんに苦労したので

UT/400技術を利用し
IBM iとの連携を実現

IBM i帳票と同じ見栄えに
徹底してこだわる
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すか。
丸山　目標として、IBM iから送ら
れたデータをPaplesWeb側で出力
した帳票が、IBM i側で出力して
いた帳票と全く同じになることに
こだわりました。見栄えはもちろ
ん、2つの帳票を重ねても完全に一
致することを目指しました。
石渡　そのために、IBM iのスプー
ル側で設定されている各種属性（文
字の大きさ、アンダーラインなど）
を一緒にデータとしてPaplesWeb
側に渡すようプログラムを変更しま
した。これが、これまでの連携と異
なる点でしたね。
丸山　UT/400とPaplesWebではデー

タの持ち方が異なるので、そのあ
たりの調整に時間がかかりました。
PaplesWeb経由で専用プレ・プリ
ント用紙に出力しても、まったく問
題ありません。まぁ、お客様にとっ
ては当然のことでしょうけど、技術
的にはチャレンジでしたね。
石渡　スプールデータをPDF化し
たり外部サーバーを通して出力する
とイメージ通りにいかないことが大
半ですが、今回はUT/400-iPDCを
利用せず、IBM iのスプールデータ
をダイレクトにPaplesWebへ渡す
工夫をしたので、IBM iプログラム
を変更することなく、レーザープリ
ンタにもドットプリンタにも同じよ

うに出力できるようになりました。
丸山　それと、出力に失敗した場
合、もう一度PaplesWebへ送るよう
なスプール管理機能が加わったこと
も、IBM iユーザーにとって大きな
付加価値ですね。このあたりは、メ
インフレームのお客様に鍛えられて
きた特色が出ているかと思います。
萱島　PaplesWebには数多くの帳
票機能がありますが、お客様から今
最も多い問い合わせは印刷機能の再
構築、プリンティングソリューショ
ンです。今後は、PaplesWebの出力
機能をアピールし、プリンティング
ソリューションにおいても認知度を
向上したいと思っています。
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図表2　PaplesWebの発展
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