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プロセス製造業向けERPソリューション“i－ルネサンス”
“iRenaissance” ERP Solutions for Process Manufacturers

ERP（Enterprise Resource Planning）とは，生産や販売，在庫，購買，物流，会計など企業内のあらゆる経営

資源を統合的に管理し，最適に配置・配分することで効率的な経営活動を実施するという経営手法である。

横河情報システムズ（株）のERPソリューションである‘i－ルネサンス’は，この企業経営をITの側面からを

サポートするツールであり，企業内のビジネスプロセスの効率化だけにとどまらず，仕入先から顧客まで，バ

リューチェーンにおける内外リソースを含めたビジネスプロセスの統合を実現する。そして，その核となるのが

業務データを一元化する統合データベースである。これにより，業務データの一貫性と即時性を保証する。また，

多通貨，多言語，多国税制等への対応，複数会社，複数部門，複数工場，複数倉庫管理への対応など企業のグロー

バル展開までをサポートする。
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 ERP (Enterprise Resource Planning) is a management system that facilitates efficient management

activities through integrated managing, and the optimal arrangement and distribution of all management

resources in the enterprise such as production, sales, stock, purchase, distribution, and accounting.

“iRenaissance”, an ERP solution supplied by Yokogawa Information Systems Corporation, is a tool

supporting enterprise management with IT that not only achieves efficiency improvement in the business

processes of enterprises but also realizes the integration of those processes, including both internal and

external resources in the value chain from suppliers to customers The core of “iRenaissance” is an

integrated database which unifies business data, thereby assuring consistency and the immediacy of the

data. Moreover, this integrated database can facilitate the globalization of enterprises, dealing with such

aspects as multiple currencies, multiple languages, multilateral tax systems, multiple companies, multiple

sections, multiple factories and multiple warehouse management systems.

1. は じ め に

ERP（Enterprise Resource Planning）ソリューションは，

コンピュータシステムの2000年問題への対応を機に，大

手企業の会計システムを中心に導入が活発に行われた。

しかし，現時点ではERP市場のニーズは大きく変化し，中

堅中小企業の生産や販売，在庫，購買，物流，会計など統

合基幹システムのニーズとしてIT投資の裾野が拡大して

きている。また，回復傾向にある国内景気や内部統制（日

本版SOX法）などの規制に伴い，中堅中小企業にとっても

経営の効率化をサポートするITツールとしての評価が進

んでおり，今後もさらに導入が拡大していくと思われる。

本稿では，横河情報システムズ（株）のERP ソリュー

ションである‘i－ルネサンス’の優位性と今後の課題に

ついて紹介する。

2. 主要機能と日本化対応

i－ルネサンスは，主にプロセス製造向けの購買，生産，

在庫，販売物流，会計のアプリケーションで構成され，グ

ローバルに業務機能を統合するERPソリューションとし

て提供している。また，日本の会計基準を始め業界の商習

慣，プロセス製造業特有の生産形態などの機能要件にも

開発，対応している。

2.1 プロセス製造業向けの主な機能

プロセス製造業の生産管理システムでは，原料の調達

から，装置毎の中間加工品，製品へと連続して様態が変化

する多様な製造情報を迅速かつ的確に管理するなどの機

能要件が必須となる。

主な機能を以下に示す。

・使途検索，ロット追跡といった双方向のロットトレー

サビリティ

・品質管理，ロット管理による有効期限や再試験等の製
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品管理

・受払品目における各種複数単位変換機能

・顧客毎の要求品質規格の管理と在庫引当，出荷対応

・医薬品，バイオケミカル，食品／飲料業界における

GMP/FDA 21CFR Part11などの規制対応

・製造指図管理や製造実績管理など製造実行管理システ

ム（MES）システムとの連携

・工程別総合原価計算による製造原価把握と粗利益分析

2.2 日本化対応の主な機能

会計システムにおける，日本化の要件である手形管理，

リース資産管理，経費入力支払の各モジュールおよび実

際原価計算モジュールを開発した。販売物流システムで

は，締日請求処理，棚卸計算，仕入遡及処理を機能拡張し，

標準機能として提供している。また，これまでの導入実績

をベースに日本固有のニーズを共通化して日本化テンプ

レートを開発した。これにより，i－ルネサンスは，日本

のプロセス製造業界にも対応したパッケージとして，業

務への標準機能の適合性が高く，導入コストの低減と期

間の短縮を可能としている。

日本化対応の主な機能を以下に示す。

・需要家／販売チャネル：複数の商流管理による商流毎

の取引・価格管理

・売上／仕入金額修正：単価の遡及調整による金額修正

管理

・直送品管理：受注から仕入即出荷，売上の管理

・輸出成約・規制：受注オーダー成約内容の保持，ステー

タス管理。輸出規制品目（キャッチオール規制）受注の

輸出承認待ち出荷停止

・販売パターンオーダー：定型オーダーの入力操作の簡

便化および誤入力の防止のためにパターン登録

・預託品：預託在庫管理による月内の使用高払い債務の

自動生成

・関係会社間取引：グループ会社間受発注取引の注文ま

たは直送受注データの自動連携

3. i－ルネサンスのソリューション概要

i－ルネサンスはERPパッケージとしてだけでなく，企

業内およびサプライチェーン全体に亘って情報と経営資

源を効率的に活用するためのSCM（サプライ・チェーン・

マネージメント），顧客拡大および顧客維持を図るCRM

（カスタマー・リレーションシップ・マネージメント）およ

び企業の業績を測定，監視，管理するEPM（エンタープラ

イズ・パフォーマンス・マネージメント）などの機能を含

む企業の経営管理全体を網羅し，以下のソリューション

をグローバルに提供している。

（1）財務会計（Financials Management）

　・予算改善管理（Improve budgeting）

　・決算周期短縮（Shorten closing cycles）

　・重要データアクセス（Access critical data）

　・財務の統制維持（Maintain financial control）

（2）生産管理（Manufacturing）

　・スループット最適化（Optimize throughput）

　・受注生産出荷サイクルの短縮（Shorten order-to-pro-

duction-to delivery）

　・コスト削減（Reduce costs）

　・生産・品質管理の維持（Maintain production and qual-

ity control）

（3）顧客管理（Customer Management）

　・顧客関係改善（Improve relationships）

　・サービスレベルの向上（Enhance service levels）

　・営業/マーケティングの効率化 （Increase sales/Mar-

keting efficiencies）

　・顧客ライフサイクル管理の維持 （Maintain control

over the customer lifecycle）

（4）製品管理（Product Management）

　・在庫可視性の改善（Improve inventory visibility）

　・需要の分析対応（Analyze and respond to demand）

　・稼働率と一貫性の向上（Increase utilization and

consistency）

　・在庫管理の維持（Maintain inventory control）

（5）サービスレベルの向上（Enhance Service Levels）

　・購買業務の効率化（Increase purchasing efficiencies）

　・サプライヤー取引／業務の合理化（Streamline sup-

plier interactions/transactions）

（6）パフォーマンス（Performance）

　・情報の流れの改善（Improve information flow）

　・重要な意思決定の強化（Enhance critical decision-

making）

　・パフォーマンス測定基準価値の向上（Increase value of

performance metrics）

　・業務統制の維持（Maintain operational control）

（7）品質／規制（Quality/Regulatory）

　・リコールのリスク／負担軽減（Reduce risks/Liabilities

of recalls）

　・経費合理化（Streamline costs）

　・プロセス効率の改善（Improve process efficiencies）

　・品質とコンプライアンス管理と維持（Maintain control

over quality and compliance）

（8）サプライチェーン（Supply Chain）

　・納品基準の向上（Improve delivery performance）

　・リードタイム短縮（Shorten lead-times）

　・計画と在庫稼働率の最適化（Optimize planning and in-

ventory utilization）

　・サプライチェーン統制維持（Maintain supply chain

control）
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4. i－ルネサンスの基盤技術

i－ルネサンスは，先進のオープンアーキテクチャーであ

るIAF（Internet Application Framework）（図1）を基盤技

術とし，生産性の高い開発環境，高レスポンスでの稼動環

境および保守の生産性向上を実現している。この次世代

アーキテクチャーは，エンドユーザーにi－ルネサンスへの

容易なWebアクセスを可能とし，企業内の他システムや

外部の企業システムとのタイムリーな連動を可能にする。

また，本アーキテクチャーの採用により，サーバー集中

によるアプリケーションシステム一元管理化や，導入・保

守・グレードアップ作業などシステム運用の効率化を可

能としている。エンドユーザーは，クライアント側ソフト

ウェアの購入や配布，i－ルネサンスアプリケーション更

新のためのメンテナンス作業などを不要としている。

さらに，ビジネスの環境変化への迅速な対応，OSおよ

びDB（データベース）のバージョンアップも容易にできる

ため，最新ITインフラへの追随を迅速かつ低コストで実

現できる。

IAFには，以下の主要コンポーネントが含まれている。

①iブラウザ（iBrowser）

iブラウザは，柔軟なインターネット技術に基づくi－ル

ネサンスアプリケーションの利用環境を提供する。こ

れにより，クライアントソフトウェアのインストール

やWebプラグインは不要となり，インターネット接続

ができるWindowsコンピュータであれば，安全なアク

セスが可能となり，コスト削減，柔軟性，使い易さを

実現する。

②IAFモバイル（IAF Mobile）

IAFモバイルは，i－ルネサンスシステムを拡張するた

めのインタフェースとして，ハンドヘルド端末やその

他モバイル機器の利用による基幹業務システムの拡張

図1　i－ルネサンスのアーキテクチャー

性を高めている。

③Industry XML Webサービス

Industry XML Webサービスは，XMLベースで，企

業内の既存システムやMES，LIMSなどとデータ交換

を行う機能を提供する。

④IAFサーバー（IAF Servers）

IAFサーバーは，論理的に分離されたアプリケーショ

ンサーバー，データベースサーバー，Webサーバーか

ら構成されており，拡張性，柔軟性，パフォーマンス

を最大化するとともに，顧客固有のニーズにマッチし

たコスト効率の高いサーバーシステムとなっている。

⑤IAFメタデータ

メタデータは，i－ルネサンスシステムの中核となる技

術であり，IAFサーバーと i－ルネサンスアプリケー

ション層の論理的分離を実現している。これにより，ア

プリケーションから独立してOSおよびDBのバージョ

ンアップが可能であり，最新のITインフラへの追随を

迅速に実現する。

5. i－ルネサンスの導入実績

i－ルネサンスは，プロセス製造業の顧客を中心に，図2

に示す導入実績がある。

導入顧客を業種別で見ると，世界では化学，医薬と食

品／飲料で60％近くを占め食薬系が強いことを示してい

る。日本では，石油，化学で50％を占め，制御機器の納

品実績が多い化学系に強みがある。また，最近は，医薬，

化粧品，食品などCPG（一般消費財）系が伸びている。

6. i－ルネサンス適用事例

（1）導入企業：丸善石油化学株式会社殿の概要

丸善石油化学（株）は，石油化学コンビナート各社の原

料となる基礎化学製品「エチレン」の製造・供給を主

要事業としている。当エチレンセンターの生産能力

は，国内生産量の約15％を占めており，国内最大級と

いわれるまでに発展しており，エチレン，プロピレン，

図2　i －ルネサンス導入実績
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図3　システム概要

ベンゼン等の基礎石油化学製品からメチルエチルケ

トン等の溶剤およびポリパラビニルフェノールなど

の新素材の製造まで幅広い事業活動を行っている。

（2）i－ルネサンス導入の背景と狙い

丸善石油化学（株）では，各部門，各業務システム毎に

独立していたデータの一元化と，自社開発・保守型の

情報システム業務のコスト改善を図るために1999年

4月より基幹系システムの再構築の検討を開始した。

システム構築には，ERPパッケージへの移行を基本

方針とし，システム選定に当たっては，再構築の目

的，業務プロセスへの適合や業界での導入実績，業務

知識とコンサルテーション能力，コストパフォーマ

ンスを基準にしてベンダー選定を行い，主に業務知

識とコンサルテーション能力から，横河情報システ

ムズ（株）の「i－ルネサンス」に決定した。

2000年 3月からは，下記目標の実現を目指し作業が

進められた。

  ①月次損益計算の早期化（12～15営業日から6営業日）

  ②生産，販売，会計に至るまでのデータの一元化

  ③各システム間の転記再入力にかかる工数の削減

  ④システムのERPパッケージ化による運用・保守含め

たコスト削減

（3）導入プロジェクト体制　

基幹システムの再構築に際しては，以下のプロジェ

クトの基本方針を徹底し，業務改善の判断・決定がそ

の場でできる人を選任した。

　・社長直轄プロジェクトとして，情報システム部門長

をプロジェクトリーダーとする。

　・各ユーザー部門のキーマンを事務局が指名し，プロ

ジェクトチームを編成する。

　・新システムの構築前に，先ず現業務の改善を徹底する。

　・カスタマイズは必要最小限にとどめる。

　・投資対効果を重視する。

（4）導入スケジュール

2000年3月のFit＆Gap分析（アプリケーションの適

合/不適合分析）から2001年3月の本稼動まで約13ヶ

月間を要したが，予定通りに進行，本稼動した。

（5）導入効果

業務プロセスの標準化と，購買・生産・販売・会計の

データ一元化により，バッチ（月次）処理からリアル

タイム（日次）処理への移行，および月次損益の早期

化（12～15営業日から6営業日に）などの目標を達成

した。帳票系は，BI（Business Intelligence）ツールの

活用をエンドユーザーに開放することにより信頼性

の高いデータに基づく管理帳票類の作成が可能とな

り，また，品質管理パッケージ（Lab-Aid）とi－ルネサ

ンスとの連携によりロット試験結果やオーダー情報

を双方向に連携して，迅速かつ正確な出荷判定を行

えるようになった。

2004年には，生産現場の実績収集パッケージ（PIM-

Aid）を導入し，工場全体での生産や入出荷に関わる

プラントデータを取り込むことによりERPを中心と

した全社統合システムを実現し，これにより，DCSの

実績データを活用するPIM-AidとLab-Aidをi－ルネ

サンスへ統合連携するP2B（Plan-to-Business）コンセ

プトを実現した（図3）。

7. お わ り に

2005年以降は，国内の各企業は2000年問題で導入した

会計系を中心としたERPシステムの見直しを行う傾向が

出てきた。今後も，この傾向がますます増加すると予想さ

れることから，中堅・中小企業市場も視野に入れ，横河電

機（株）と密接に協業した，P2Bソリューションの展開を

一層強化していく。

また，最新テクノロジーとして，EPC（Electronic Prod-

uc t  Code）に準拠した RFID（Rad i o  Frequency

Identification）ソリューションをリリース予定である。

さらに，プロセス製造業の製造拠点の中国展開も進展し

つつあり，横河情報システムズ（株）の拠点設立を含めて日

系企業のアジア地域でのサポート体制を強化していく。

最後に，今回の事例ご紹介に当たり，多大なご協力を頂

きました丸善石油化学株式会社様に対し，ここに感謝申

し上げます。

*‘i－ルネサンス’の開発元は，米国ROSS Systems社（CDCソフトウェア

社グループ）です。尚，本文中の会社名，商品名（商号）は，各社の登録商

標または商標です。（本文および図中では，TM，�マークは表記してして

おりません。）
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資材／工事 

● i‐ルネサンス 
 サーバー：IBM RS/6000 AIX 
 クライアント：Windows 2000 
 導入／開発： 販売管理，原料購買， 
  在庫管理，生産管理， 
  原価計算， 
  資材工事購買 
 連携システム：BIツール 
 （ビジネスオブジェクト） 
 
● Lab-Aid* 
 サーバー：UNIX 
 クライアント：Windows 2000  
 
● PIM-Aid 
 サーバー：Windows NT 
 クライアント：Windows 2000  
 
*品質管理パッケージLab-Aid 
 および製造実績収集 


