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業務を統合・可視化するSOAソリューション
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　まえがき

　近年，M&A（Merger and Acquisition）や企業統合に

代表される急激なビジネス構造の見直しが進んでいる。企
業活動を支える情報システムもビジネス構造の変革に合わ

せた柔軟な対応を迫られている。従来から，旧システムで

使える部分は利用し，変更・追加される部分のみ新規に開
発するという考え方はあったが，システム単位での見直
しが一般的であった。SOA（Service Oriented Architec-
ture）は，システムを構成するサービス単位，例えば，「注
文受付」「信用照会」「在庫確認」といった業務の処理単
位を一つの部品とみなし，利用するための技法である。

SOAでは個々のアプリケーションの開発言語や動作環境
などの制約を利用者が意識せずに，用意された共通のメッ

セージ交換インタフェースにより業務を行えることを目指

すものである。近年，インターネットの普及や通信設備の

整備が進み，システム連携の標準化技術であるWebサー

ビス，XML（eXtensible Markup Language）が SOAを

支える技術となってきた。また，Microsoft .NETや Java
〈注〉 

が SOAの開発基盤技術にあたる。これらの技術を利用し

て，既存のサービスを流用し，組み合わせることで，ビジ

ネス構造の変動に柔軟に対応した情報システム構築が可能
となる。

　本稿では，SOA 技術を利用した基盤パッケージ 
「BizUSE」 と SOA を 補 完 す る ワ ー ク フ ロ ー 製 品
「ExchangeUSE」について，その機能と適用例について述
べる。
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図１　SOA技術を利用したBizUSEのソリューション

〈注〉Java：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標
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　BizUSEの SOAソリューション

　BizUSEは，「作らない」「壊さない」「依存しない」を

コンセプトにした SOAソリューション基盤パッケージで

ある。既存の稼動システムの業務プロセス（サービス）を

そのまま利用して，稼動システム間の改造を最小限に抑え，

経営変革に合わせたアプリケーション統合ができる。この

概念が図 1である。情報システム化されている業務や人手
による業務が混在している業務を BizUSEを利用すること

で他業務に影響なくプロセスの変更・追加ができる。EAI
（Enterprise Application Integration）機能，EIP（Enter-
prise Information Portal）機能およびビジネスロジック定
義機能で実現する。加えて，各業務をシームレスに進捗

（しんちょく）管理できる。そのため，業務改革のボトル

ネックとなる業務検出やその遅延がどこで起きているのか

分析でき，業務改善を実現できる。

　大きな特徴は，人手による業務（ヒューマンワークフ

ロー）も合わせて統合できることである。

　BizUSEの機能

　BizUSEの主要機能は，図 2に示すように「統合進捗管
理」「ビジネスプロセス定義」「コネクタ」から成る。以下
に各機能について詳述する。

3.1　統合進捗管理機能

　図 3に示すよう，統合進捗管理機能は BizUSEで機能統
合した各システムのサービス案件を進捗管理する機能であ

る。案件を識別するための管理項目，状況識別するブロッ

ク単位を定義することにより各システムでの進捗状況を把
握できる。

3.2　ビジネスプロセス定義

　現状の業務の流れをグラフィカルにモデル化する機能で

ある。「受信」「送信」「遅延」などのグラフィカル部品が

用意され，視覚的に業務の流れを表現する。これにより

システム化されている部分と人手で遂行されている部分
の「つなぎ」となる情報の流れが明確になる。人手で行っ

ていた情報の流れをシステム化することが経営改革につな

がるかどうかの検討が可能となる。またシステム化してい

る業務を補完するための人手の業務（ヒューマンワークフ

ロー）も合わせてモデル化できる。

3.3　コネクタ

　ビジネスモデル化した個々のシステムや業務とつなぐた

めのコネクタである。

　大別すると「EAIコネクタ」「EIPコネクタ」「B to B
（Business to Business）コネクタ」「ワークフローコネク

タ」の四つから成る。

（1）　EAIコネクタ

　他システムと連携できるよう，XML，XSL（eXtensible 
Stylesheet Language）などさまざまなインタフェース

を用意している。データ間の関係をグラフィカルにつな

ぐ機能も持つ。また，富士通株式会社製会計パッケージ

GLOVIA-Cや SAPに対してはカスタマイズなしに連携す

るためのインタフェースを用意している。EAIコネクタ

を利用することで経営システムとの連携が短期間で可能と
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なる。

（2）　EIPコネクタ

　日常業務において使用する別々のシステムの情報を一つ

のユーザー画面で統合的に表示，検索できるような企業
ポータルに組み込めるよう，アクションリスト，メール通
知機能を用意している。アラームイベントを定義すること

で企業ポータル画面を通して，ユーザーが必要とするとき

にシステム側から通知する仕組みである。機能概要を図 4

に示す。

（3）　B to Bコネクタ

　企業間の電子商取引で利用されることの多い EDIFACT
をはじめとして SOAP，XMLでのインタフェースを標準
装備している。

（4）　ワークフローコネクタ

　ワークフローパッケージ ExchangeUSEで構築された

ヒューマンワークフローとのインタフェースである。仕掛
り中案件や承認待ちの案件を取得するためのインタフェー

スを標準装備している。機能の概要を図 5に示す。

　ワークフローソリューション

　BizUSEを利用してシステムを統合する場合，人手で

行っていた従来業務や新たに発生した業務の効率向上施策
も重要である。ヒューマンワークフローでは一般に承認・

決裁が業務としてある。この業務を電子化することで効率
化を図れる。ExchangeUSEは，BizUSEとワークフロー

コネクタを利用して密結合し，ヒューマンワークフローの

効率化を実現する。ExchageUSEは以下の特長を持つ製
品である。

（1）　組織変更に強いエンジン

　1,000社以上の納入実績があり，さまざまな業態のお客
様の人事システム，経営システムと連携してきた。その開
発経験をもとに組織変更，業務変更時の運用まで考慮した

機能を持つ。例えば，大規模な組織変更も夜間バッチによ

る自動反映で翌日からルート変更なしに新組織での運用が

可能である。

（2）　他システムとの連携画面構築が容易
　HTMLでのインタフェースを用意しているため，関連

業務からシームレスに起票，承認画面に遷移したり，承認
画面から他業務画面へ遷移できる。

（3）　短期間での導入が可能
　通常の申請フロー以外に，旅費・経費，総務人事，総務
購買，勤務管理，部門決裁の業務用に標準化されたパッ

ケージを用意している。また，専用Web画面ジェネレー

タにより容易に起票画面を作成できる。このため，稼動ま

での開発期間が短く（標準 3か月），システム開発の都合
でなく業務変革に合わせた導入が可能である。

　適用例

　BizUSEと ExchangeUSEによる適用例として投資計画，

発注，支払いから投資分析までの業務変革について解説す

る。

5.1　適用前の課題

　適用前での課題は以下のとおりである。

（1）　投資計画，稟議（りんぎ），決裁，支払いなどの業務
ごとに別々の管理コードが存在し，投資計画ごとにひも

付いた支払いがすぐにたどれない。そのため，確認作業
に手間取る。

（2）　同一の投資案件であっても，起案内容，管理コードを

各システムに多重入力する必要があり，業務担当部署ご

とに別々に同一書類を多重管理している。誤入力による

手戻りも大きい。　
（3）　投資計画から資産管理までの決裁に時間がかかる。

（4）　投資した計画の有効性の検証に時間がかかり，次の投
資計画に反映できない。

（5）　投資計画の稟議，投資計画に基づく支払いのワークフ

ローは別々の手続きであるため，担当が替わるたびに教
育が必要である。また，電子化もされていないため，過
去履歴の確認に手間取る。

5.2　SOAソリューション構成例

　既存システムである投資計画管理，購買管理，経理シス

テム，資産管理システムを EAIコネクタでつなぐ。ヒュー

マンワークフローである投資稟議と投資支払い承認につい

ては ExchageUSEで電子化し，ワークフローコネクタで

つなぐ。

　ソリューション構成イメージを図 6に示す。ソリュー

ションのポイントは次の 2点である。

（1）　環境変化に連動したソリューション

　BizUSEのコネクタを利用して既存システムのサービス

とヒューマンワークフローを統合したソリューションであ

る。

（2）　全社統合ワークフローソリューション

　ワークフローエンジンを ExchangeUSEで共通化するこ

とにより，起案，承認，決裁行為が同一のユーザーインタ

フェースとするソリューションである。業務が異なっても

同一のユーザーインタフェースであるため，別業務での起
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案，承認，決裁行為に対する教育が不要である。また，承
認ルートの変更も権限内の担当部署でできる。

5.3　適用の効果

　以下のような効果がある。

（1）　システムごとに管理コードが異なっていても，投資案
件ごとに稟議状況，購買進捗，資産状況が把握できる。

進捗ネックが明確になり，対策案も具体的に提示でき，

経営判断のスピード向上に寄与できる。

（2）　投資案件ごとに管理できるため，投資効果も監視でき，

次年度の投資方針に反映できる。

（3）　稟議，支払いフローが標準化されることによる教育・

運用維持コストが削減できる。

　　あわせて，権限範囲内の担当部署でルート変更できる

ため，業務の都合に合わせた見直しが業務実施部署で可
能となる。

（4）　既設システム利用による新規開発費用が抑制できる。

　　費用の削減の度合いはすでに動作しているサービスを

活用することを基本とするため，既存システムのサービ

ス利用度に逆比例する。既存システムのサービス利用度
が高まれば，新サービス開発工数やシステム間にまたが

るテスト工数も少なくなるためである。

　あとがき

　BizUSE， ExchangeUSEによる SOAソリューションに

ついて述べた。近年，内部統制法（日本版 SOX法。236
ページの「解説」参照）の法令化準備が進められている。

SOX法に対応するための投資が必要となるが，富士電機
は SOA基盤パッケージ利用をスコープ内においた投資を

提案する。日本版 SOX法案では，米国の SOX法に対し，

「資産の保全」および「IT（Information Technology）へ

の対応」が追加されている。資産の取得，使用および処分
が正当な手続きおよび承認がされているかが監査されるよ

うになる。正当な手続きおよび承認による内部統制の仕組
みができているかが監査対象となる。短い対応期間では大
掛かりなリプレース対応よりも，現状システムを流用しな

がらシステムを再構築する SOA基盤パッケージ適用が有
効と考える。BizUSE， ExchangeUSEの機能拡充を図り，

製品ラインアップを充実させ，SOX対応システム構築の

一助となるよう努力していく所存である。
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