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まえがき

バブル経済の崩壊，株価の低迷，米国連続テロ事件の影

響などによる停滞する経済環境の中，各企業は生き残りを

かけて，業務改革を推進する動きが顕著になってきている。

具体的には，これまでの「マス製造方式」から，業務効率

向上を行い，在庫削減・リードタイム短縮を実現する「戦

略的効率経営」を目指す動きが活発化している。このよう

な業務の抜本的改革（BPR：Business Process Reengi-

neering）を実現する手段として，SCM/ERP（Supply

Chain Management/Enterprise Resource Planning）シス

テムの導入検討が盛んに行われている。

富士電機は，これまでの現場系システムでの経験とノウ

ハウを最大限に活用し，SCM/ERPソリューションを提供

してきており，以下に，その内容および導入実績を述べる。

BPR/SCM/ERPの重要性

２.１ 業務改革（BPR）の重要性

成長・存続し続ける企業体を実現するためには，既存の

方法における問題点の克服と同時に，企業の「あるべき姿」

を実現するために業務の仕組みを再構築することが必須と

なる。

２.２ 基幹情報インフラの整備（ERPの重要性）

「戦略的効率経営」を実現するための情報インフラスト

ラクチャー（インフラ）として，企業活動における全社情

報を一元管理し，スピーディな情報提供を行い，経営判断

に活用する仕掛けが必要となる。また，これまでの「シス

テムを作る」（手作りシステム）という発想から，ベスト

プラクティスモデルを内包した「システムを使う」（ERP

の適用）への変革が必要となってきている。

™手作り：現時点での業務に最適なシステムが構築できる

反面，工期がかかり，かつ将来の状況変化への追従が難

しい。

™ERP ：ベストプラクティスモデルを内包しており，短

時間での導入が可能である。また，適用モデルの変更を

行うことで，状況変化への追従も容易である。

さらに，現行業務をモデルに合わせて変革することで，

「あるべき姿」を実現することも可能である。

２.３ SCM思想の重要性

部品供給のサプライヤー 製造 卸を経て，最終需要家

に至るまでの流れを，一つのビジネスプロセスとしてとら

え，このプロセス内の全体最適を図ることで，在庫削減と

リードタイム短縮を同時に実現する SCMが重要となって

いる。この SCMを実現するためには，上記「ERP」を中

核として，需要予測，最適製造物流計画，およびそれを実

行する現場系システム（MES：Manufacturing Execution

System），物流管理システムが必要となる。

富士電機は，これまでに現場系，物流系システム構築に

豊富な実績と優れたソリューションメニューを有している。

富士電機のソリューションメニュー

図１は，製造業における情報システムの階層モデルであ
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図１　情報システムの階層モデル
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り，各階層間の統合が重要である。

このモデルに対し，富士電機は，図２に示すようにすべ

ての階層において豊富なソリューションメニューを有して

いる。

富士電機は，設備・制御機器（プログラマブルコント

ローラなど）と情報システムを組み合わせた現場系システ

ムおよび物流システムのリーディングカンパニーであり，

各形態を網羅したソリューションメニューを有している。

この現場・物流系ソリューションと SCM/ERPソリュー

ションを組み合わせる（計画から設備までの垂直統合）こ

とにより，製造業における最適ソリューションを提供して

おり，戦略・基幹・管理・設備に至る全領域のソリュー

ション提供が富士電機の特徴である。

納入事例

以下に（株）モリタ向け ERPシステムの事例を紹介する。

４.１ 「人と地球のいのちを守る」企業：（株）モリタ

創業以来 90 年以上にわたり消防車のトップメーカーの

地位を維持している（株）モリタは，普通消防ポンプ自動車，

はしご付消防ポンプ自動車など各種消防関係車両の製造販

売という消防事業から防災事業，そしてリサイクル処理施

設，衛生車，塵芥（じんかい）車など環境事業まで手掛け，

まさに「人と地球のいのちを守る」ことを企業目標として

挑戦し続けている企業である。

４.２ ERPを中核とした情報システム全体像

図３に富士電機が納入し，2002 年４月から稼動を開始

した（株）モリタ・ポンプ事業部の ERPシステムとその周

辺の情報システムの全体像を示す。

主力である消防車事業の業務改革の 2005 年 4 月達成を

目指す（株）モリタは，「設計や製造などものづくり情報の

ディジタル化」を進めることで設計期間の短縮や社内の情
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図２　富士電機のソリューションメニュー
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図３ （株）モリタのERPと情報システム全体図
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報共有化を図り，これまでの受注型事業から提案型事業へ

と事業形態を大きく変えようとする経営戦略を有している。

図中の製品情報管理システム（PDM：Product Data

Management）や営業支援システム（SFA：Sales Force

Automation）は三次元 CAD（Computer Aided Design）

導入とともに業務改革の施策の一つであるが，その中核に

位置づけられるのが ERPシステムである。また，富士電

機はMESやグループウェア導入でも実績を多く有するが，

導入済みであったグループウェアを活用することにより，

新たに人事給与システム，就業管理システムや旅費・経費

システムを構築し，ERP 会計との連携を実現させている。

さらに前者の現場系MESについてもインタフェース開発

により生産現場の実績収集システムと ERPとの連携を実

現している。図３の ERPを中核とした全システムは，（株）

モリタの大阪本社・東京支社，ポンプ事業部の主力 2工場，

そして全国の支店・営業所をシームレスに結ぶ情報ネット

ワークシステムとして構成されている。

４.３（株）モリタのERPシステムの特徴

以下に特徴として 2 点挙げる。

ERPが経済誌上をにぎわし，日本の企業各社で導入検

討が盛んに進められるようになって久しいが，その導入事

例の多くはまだ「会計」など一部機能のみの限定的導入で

あるといわれている。しかし（株）モリタ向け ERPシステ

ムは，会計・購買・販売・生産という（株）モリタの基幹業

務のすべてを包含したトータルシステムとなっており，

（株）モリタのシステムの第一の特徴として挙げられる。２.

２節で記した「戦略的効率経営」を実現する情報インフラ

としての ERP 本来の強みは，「会計」機能，「販売」機能

や「生産」機能の単独あるいは部分的導入ではなく，基幹

を成す業務全体への一括導入によってこそ発揮できるもの

であり，（株）モリタのケースはまさに理想的な導入事例と

いえる（図３参照）。

また，第二の特徴は，（株）モリタの主力製品である消防

自動車の製品特性に関係するが，（株）モリタの ERPシス

テムで取り扱う製品の機種あたりの部品点数が数万点，ほ

とんどの受注案件が個別受注設計品である消防自動車を生

産するシステムであるという点である（繁忙期には複数台

/日のペースで設計をこなすこともある）。このような生産

を可能とするシステム構築の成功要因を以下に 2 点挙げる。

第一に富士電機が採用したバーン ERPは種々の生産形

態に柔軟に対応可能な製造業における最強の ERPパッ

ケージであるが，ERP 導入成功の要因としては，（株）モ

リタが模索していた業務改革の方向性に合致した「あるべ

き姿」を初期の段階から具体的なモデル（レファレンスモ

デル）として提供し，消防自動車生産に最適な生産モデル

の検証に十分な時間を費やすことが可能であった点を挙げ

ることができる。また，第二には，２.１節で紹介した富士

電機の製造業における業務改革（BPR）フレームワークが，

バーン ERPの設計コンセプトに合致するため，富士電機

とパッケージベンダーであるバーン社の 2 社が協同し，

（株）モリタの ERP 導入プロジェクトを強力に支援できる

体制を構築することができたことである。

４.４ ERP導入による効果と今後の施策

ERPシステム導入の効果として，（株）モリタは以下の

２点を挑戦目標にしている。

通常，受注から納車まで 2か月かかる納期（小型消防

車の場合）を 1 週間から 10 日間短縮する。

製造コストを 20 ％削減する。

また，（株）モリタにとって，2002 年 4 月の ERP 稼動開

始は（株）モリタの業務改革の出発点であり，これからが改

革の本番であるとの認識を持ち，あくまでも 2005 年 4 月

達成を目指す業務改革の一里塚と位置づけられるものであ

る。図３に全システム構成の概略を示したが，（株）モリタ

は製品情報管理システム（PDM），営業支援システム

（SFA）や三次元 CADなど諸システムとのさらなる連携

強化により設計期間 30 ％短縮も視野に入れた挑戦を続け

ている。

ERP/SCMソリューションを展開する富士電機にとって，

この ERPシステム導入の成功，（株）モリタからご評価い

ただいたことは大きな収穫である。現在，（株）モリタの他

事業部（防災事業部）への ERP 導入（水平展開）も受注

し，2002 年 5 月からプロジェクトを発足させている。

あとがき

最後に，今後の課題を以下に記す。

中小規模ソリューション

中小規模の要求に対し，低コストで短納期のシステム構

築を実現するためのソリューションメニューの完備を行う。

連続プロセス系企業向け ERPソリューション

現時点では，加工・組立業を対象とした ERPソリュー

ションメニューとなっているが，今後は，対象範囲を連続

プロセス系（例えば，鉄鋼，化学）に広げていく予定であ

る。
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