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あ ら ま し

ものづくりのグローバル化においては，生産活動のスピードアップや業務効率化を推
進し，生産変動への即応力を高めるため，海外の拠点が単独で生産や販売の役割を担う
のではなく，お互いに連携していくことでより競争力を高め，グローバル全体で統合さ
れた生産活動のマネジメントを行う必要がある。そこで，富士通フロンテックではグロー
バルSCM（Supply Chain Management）構築に向け，第1ステージでは国内での受注～出
荷までの生産プロセスの全体最適化に加え，サプライヤとのB2B（Business to Business）
機能を付加した国内初の社内外のリアルタイム処理を追求したトータルSCMシステムを
構築し，2008年8月より稼働を開始した。次に第2ステージでは，国内のトータルSCM
システムをベースに国内外業務の統一と情報連携のリアルタイム化を行い，更に海外
拠点に合ったオペレーションの容易化や海外サプライヤとのB2Bの導入など，グローバ
ルな生産プロセスの全体最適化を狙ったSCMシステム「G-iTOS（Global-internet Total 
Operation System）」を構築し，2012年4月より稼働を開始した。これにより，国内外生
産情報の共有化で各業務のスピードアップと効率化を実現し，今後，グローバルな要望
に応えていくことで，更なるシステムの進化が大いに期待できる。
本稿では，グローバルSCMシステムの構築と構成および主な機能概要と特徴について

述べる。

Abstract
For globalization of manufacturing, the speeding up of and operational efficiency improvement 

of production activities must be promoted and the responsiveness to production variations 
must be improved.  For that purpose, overseas bases are required to cooperate with each 
other, rather than independently assuming the roles of production and sale, thereby improving 
competitiveness in conducting management of globally integrated production activities.  To meet 
this need, Fujitsu Frontech worked to create a global supply chain management (SCM).  In 
the first stage, we built a total SCM system to realize Japan’s first internal and external real-
time processing supplemented with the B2B (business to business) functions with suppliers in 
addition to overall optimization of the production process from order acceptance to shipping in 
Japan and started its operation in August 2008.  In the second stage, we standardized operations 
in Japan and overseas and achieved real-time information coordination based on the total 
SCM system in Japan.  We also built the Global-internet Total Operation System (G-iTOS), an 
SCM system intended for overall optimization of the global production process including the 
facilitation of operations suited for overseas bases and the introduction of B2B with overseas 
suppliers, which started operation in April 2012.  In this way, sharing of domestic and overseas 
production information has allowed us to increase the speed of and improve the efficiency of the 
respective operations.  In the future, meeting global requests will raise expectations for further 
system evolution.  This paper describes the building and structure of the global SCM system and 
outlines the major functions and characteristics.
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グローバルSCMシステムの構築と構成

本章では，システム構築における課題と開発ポ
イント，および機能構成を述べる。
●　システム構築の課題と開発ポイント
従来の生産システムにおける課題と開発ポイン
トを国内および海外に分けて述べる。
国内の生産システムは，「営業」「受注出荷」「自
動機製品用生産」「流通製品用生産」「メカユニット
用生産」「受入検査」「部品倉庫」「製造ライン」で
構成され，各部門それぞれの業務に適合した部分最
適によってICT整備を進めてきた。しかし，各部門
の効率化は進んだものの，システム間の情報にタイ
ムラグが発生するなど情報の流れが一本化されな
いため在庫の滞留や，在庫不足により発生する後追
い作業など，様々な局面で非効率が顕在化してい
た。そのため，サプライヤを含む各部門間で発生す
る情報の不整合により，各システムで1221件/月の
エラーやタイムラグによるデータ相違などが発生
していた。これらの補正に人手を介在させざるを得
ないなど，ビジネスのスピードアップや業務の効率
化を阻害されることが課題となっていた。
そこで次の四つの開発ポイントを重点に国内の

SCMシステム構築を推進した。
（1） 全体最適化
従来の部分最適で発生していた情報や運用の流
れが複雑に絡み合った状態の解消，情報および運
用の重複レス化を徹底する。
（2） 人依存からの脱却
人手で行っていたエラーフォローの撲滅，各部
門との調整や判断をシステムへ移行する。
（3） サプライヤとの情報連携強化
サプライヤと必要なときに必要な生産情報を共
有することで情報のタイムラグをゼロにする。
（4） 内部統制対応の強化
アクセス権限や更新ログの取得，認証や改ざん
防止のための電子ワークフローを導入する。
以上を実現するため，従来の8システムを一つ
の統合システムとし，データベースのシングル化，
マスタファイルの統廃合，システム間のインタ
フェース数の70％削減，画面数の45％削減，帳票
数の76％削減を図った。またサプライヤとのB2B
連携を意識したインターネット技術の全面導入で，

グローバルSCMシステムの構築と構成ま　え　が　き

富士通フロンテックでは，従来，各国の拠点
が独立して生産や販売の役割を担っているのが
実状であった。そのため，SCM（Supply Chain 
Management）の仕組みを国内だけでなく，各
国の拠点とお互いに連携していくことでビジネス
のスピードと業務効率化を高めたグローバル全体
の生産活動のマネジメントを行う仕組みが必要で
あった。
その実現のために，まず2006年下期に現状を調
査・分析した。その結果，今まで各部門の業務に
適合した部分最適（サイロ型）のICT整備を進め
てきたが，部門中心のシステムではシステム間の
情報にタイムラグが発生したり，また，海外拠点
やサプライヤとの情報の授受もデータ伝送・電話・
FAX・e-mailなどのバッチ連携が主流で，様々な
面で業務の非効率性が顕在化したりしていた。こ
の調査結果から，部門間で発生する情報の不整合
補正に人が介在することで，ビジネスのスピード
アップや業務効率化が阻害されていることが課題
として挙げられた。これを解決するために第1ス
テージでは，サプライヤを含めた国内での受注～
出荷までの生産プロセスの抜本的な見直しを行い，
人や組織に依存せず，データの流れに着目した情
報システムを構築することにした。特に従来の8シ
ステムを一つに統合し，サプライヤとの情報連携
を意識した全体最適化を実現し，2008年8月に国内
でのトータルSCMシステムを稼働させた。
第2ステージでは，国内および海外を含めたグ
ローバルSCMを狙い，国内と海外のビジネスのス
ピードアップや業務効率化の阻害要因を解決する
ために，国内から海外までを含めたシステムの全
体最適化を一気通貫で行うことにした。この実現
のために，国内で稼働中のトータルSCMシステム
をベースにプロセスやコード類の標準化など国内
および海外のオペレーションの統一を意識して構
築を推進した。
以上を踏まえ，国内および海外拠点にとどまら
ず，サプライヤに向けてもタイムラグのないシス
テムを実現し，2012年4月にリアルタイム処理を追
求したグローバルSCMシステム「G-iTOS （Global-
internet Total Operation System）」を稼働させた。

ま　え　が　き



FUJITSU. 64, 4 （07, 2013）458

グローバルSCMシステムの構築

レーションの統一，複数画面を極力一画面に統合
したり，マスタファイル入力項目を縮小したりす
るなど機能のシンプル化を図った。また，国内と
海外での情報の共有化，部材発注から納品までの
トレーサビリティ強化による物と情報の一元化な
どの調達機能を充実させることで，国内および海
外との生産プロセスを一気通貫で連動させたグ
ローバルSCMシステムを実現した。
●　システム機能構成
グローバルSCMシステムを大きく分けると「国
内向け」と「海外向け」の二つの構成になる。しかし，
海外向けのSCM機能は，国内のトータルSCMシ
ステムをベースに構成されているため，ここでは，
国内向けのトータルSCMシステムの機能構成を紹
介する。
人や組織に依存せず，データの流れに着目した
本システムは，図-2に示すとおりスケジューリン
グ，営業・受注出荷・生産管理のベースシステム，
受入検査・部品倉庫・製造ラインの物流系サブ機
能群から成る。サプライヤとのB2B連携までの範
囲を対象とした生産活動に関わる社内および社外
との全体最適を狙った一気通貫のシステムである。
システム全体の機能構成は図-3に示すとおり，
シングルデータベースを中心に，一つのシステム
の中に営業系，受注出荷系，生産管理系，受入検
査系，部品倉庫管理系，製造工程管理系，サプラ
イヤとのB2B機能系の7系統の機能を統合した。

新システムの主な機能概要と特徴

新システムは，部門ごとに存在したシステムで
用いていたデータベースおよびマスタファイルを

新システムの主な機能概要と特徴

社内外含めた全体最適化によるオペレーションの
一気通貫を実現した（図-1）。
次に海外の生産システムは，国内と同じく部分
最適を推進したことで国内，海外それぞれで保有
している情報を吸い上げて，バッチ処理で情報を
双方向で連携していた。そのため，国内，海外の
システム間の情報にタイムラグが発生し，データ
の整合性を維持するために人手の介在が多く，生
産・調達などグローバルな業務のサイクルが長く
なり，納期調整や業務判断が遅くなるなど，オペ
レーションのスピードアップや効率化に限界が生
じていた。
そこで，国内で稼働中のトータルSCMシステム
をベースに次の五つの開発ポイントでグローバル
SCMシステムの構築を推進した。
（1） グローバルな全体最適化
国内および海外とのリアルタイムな情報連携，
業務の重複レス化により一気通貫のオペレーショ
ンを実現する。
（2） 機能のシンプル化
現地スタッフの業務負荷軽減のため，人手を介
さないシステムとする。
（3） 業務ルール・プロセス・コード類の標準化
国内および海外のオペレーションを統一する。

（4） グローバルICTガバナンスの対応
認証のワークフロー化・改ざん防止，および更
新ログを取得する。
（5） マルチ言語対応（辞書ファイル化）
日本語・英語・中国語など，マルチ言語に対応
する。
以上を実現するために，国内および海外のオペ

図-1　従来と新システム方式の比較
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シングル化した。またインタフェースのゼロ化手
法を取り入れ，更にシステム全体をインターネッ
ト環境で構築したことで受注から生産・調達・製造・
出荷までの各プロセスのリアルタイム処理を実現
した。これにより，受注から出荷までの広い範囲
で生産活動のオペレーションが一気通貫で可能に
なった。
この新システム方式による運用の姿をまとめる
と次のとおりである。
・ 機能および情報を1システムに統合したことによ

り，部門（サプライヤ含む）間で扱う情報のタ
イムラグがゼロとなり，人による調整が不要と
なった。

・ データベースおよびマスタファイルの統合によ
り情報の正規化が可能となり，エラーフォローの
人手の介在がゼロとなった。

・ 社内の生産活動部門およびサプライヤが必要な
ときに，必要な時点の情報をリアルタイムに見
ることができる。そのため，データ伝送・電話・
FAX・e-mailでの会話を最小限に抑えた運用が可

図-2　生産活動に関わる社内および社外との「全体最適化」

図-3　システム全体の機能構成
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特徴を述べる。
・ 空きかんばんの読取りと同時に，離れた地方のサ
プライヤでもリアルタイムにかんばん発行がで
きる。

・ 「RFIDかんばん」の状態を社内およびサプライ
ヤからもリアルタイムに確認できる。

・ 伝票を廃止し，「RFIDかんばん」を納品伝票と
して運用できる。

（4） グローバルSCMシステム「G-iTOS」への対応
国内向けのSCMシステムとこれをベースに構築
した海外向けSCMシステムをリアルタイムに連携
した。更に生産活動に関わる国内および海外の拠
点と取引先であるサプライヤ（国内：210社・海外：
40社）とリアルタイムな情報の共有化を行い，グ
ローバルに在庫・部品集約・生産状況の全貌を即
時に参照できるなど，これまでに例のないグロー
バルSCMシステム（G-iTOS）を実現した（図-5）。
特徴として，クラウド化の実現，日本からのシス
テム維持と運用支援が容易になったこと，海外を
含めた受注から出荷までの一気通貫，グローバル
なICTガバナンス対応の実現，マルチ言語対応が挙
げられる。

システムの導入効果および今後の課題と展開

本システムは，長期的な視野に立ち，生産プロ
セス全体で調和のとれた効率の良さを目指して，
グローバルなSCMを実現したものである。これに
より，主に下記の効果を得ることができた。
（1） 国内および海外拠点との業務手番短縮：5～

14 日⇒24時間以内

システムの導入効果および今後の課題と展開

能となった。
以下に機能概要と特徴を紹介する。

（1） 会社の枠を超越した一気通貫の仕組み
インターネット環境の全面導入によるサプライ
ヤとのリアルタイムな情報連携を実現した。その
ために，IDC（Internet Data Center）に社内向
けゾーンと社外向けゾーンを設け，社内外ともに，
リアルタイムでシームレスなB2B環境を構築した
（図-4）。
従来は社内向けゾーンがなかったため，社内か
らのEUC（End User Computing），社内の他シス
テムとはバッチ連携など理想の社内外を含めた全
体最適化が望めなかった。しかし，この仕組みに
より，社内外を含めた全体最適化のインフラ環境
が実現できた。
（2） ICT全般統制への対応策機能
下記機能を設けたことで人からシステムによる
統制と監査が可能となり，ICT全般統制作業の効率
が向上した。
・ 画面操作などアクセス権限
・ パスワードなどアカウント管理
・ システムログの自動取得
・ ワークフロー機能（承認依頼・決裁自動メール通
知・承認履歴ログの自動取得）

（3） RFID（Radio Frequency IDentifi cation）かん
ばん機能をB2B環境で構築
本システムのスケジューリング機能およびB2B
機能をリアルタイムに連動させ，サプライヤへ
「RFIDかんばん」を用いた部品のJIT（Just In 
Time）納入指示機能を設けた。下記に三つの主な

図-4　会社の枠を超越した一気通貫の仕組み
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していく中で，運用現場とICTをブリッジする人材
育成，それにスマートデバイスの急激な普及やク
ラウド化などのICT動向も視野に入れながらグロー
バルSCMシステムの成長と発展を目指していく。

む　　す　　び

本稿では，グローバルSCMシステムの構築と構
成および主な機能概要と特徴について述べた。
国内および海外拠点，更に協力会社であるサプ
ライヤやベンダから広範囲にわたって出てくる要
望に応えていくことがノウハウの蓄積となる。こ
のノウハウを吸収しながら本システムが成長し続
けるよう発展系のシステムを目指していく。これ
により，グローバルな変化に対して受け身で策を
取るのでなく，変化を「主導」する側に回りたい。
今後は，実践で得た経験則からシステム構築，運
用ノウハウを蓄積し，お客様への最適なソリュー
ション提供にフィードバックしていく。

む　　す　　び

（2） 納期の即日回答：最大14日⇒24時間以内
（3） 部品手配の手番短縮：最大13日⇒24時間以内
（4） 生産オペレーション人員：30％削減
（5） サプライヤとの情報授受：3日～旬⇒随時
（6） システムランニングコスト：半減
現在も本システムの機能が100％運用に溶け込ん
でいるとは言えない。そこで，今後の課題と展開
としては，日々の運用で得られるノウハウをシス
テムに取り込みながらシステムと運用の一体化を
更に押し進めるとともに，運用中心からマネジメ
ント中心のシステムへと変貌を図っていく。また，
顧客需要の激しい変動を吸収するためには，更な
る生産リードタイムの短縮も重要課題である。
そこで，社内生産業務のスピードアップと同時
に，協力会社の基幹システムとの融合化・海外で
のRFIDかんばん導入・協力会社の製造ライン管理
の支援など，協力会社とのB2Bの強化を進めながら
全体最適化の範囲を拡大していく。これらを推進

南里恒裕（なんり　つねひろ）

富士通フロンテック（株）
コーポレートセンター 所属
現在，グループ会社および海外拠点含
む全社のICTの企画に従事。
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