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品番 品番識別 品名

製品重量 残材重量 不良重量

人工時間 機械時間 段取時間
製造単位数 外注加工費 部材単価

顧客品番 納入先 色・カラーコード

複社購買納入サイクル

場所・工程 製造ロット数設備

工程サイクル
ΣＣＴ

不良率CT
かんばん係数MCT

部品調達 支給有無物流形態

外注加工 L/T納入ロット

保管場所 在庫係数納入場所

品番構成（P/S)

品番（P/N）：製品・品番

　原単位（標準原価積上げ）品番工程（モノの流し方）

トヨタグループの豊田合成株式会社（以下、豊田合成）は、メインフレームと各拠
点のオフコンで稼働してきた基幹系システム全体を作り変え、Webベースの新
しい基幹系システムの稼働を開始した。再構築の最大のポイントは、ものづくり
用部品表と原価管理用部品表を全社規模で統一し、Web基盤上で統合利用で
きるようにしたことだ。生産現場および原価管理の詳細を「見える化」し、今後の
経営改革に向けた付加価値の高い基盤を確立することができた。豊田合成の全
社部品表・マスターの統合は、今後グローバル展開へと進み、グローバル連結経
営の強化へとさらに改革を加速していく。

老朽化した基幹系システム
全体を作り変え

　豊田合成は、長年にわたって培ってきた
高分子技術をベースに、自動車の利便性・
居住性の向上を担う内外装部品、雨・ホコリ・
騒音を防ぐとともにドアの閉まり音や性能を
左右するボディシーリング製品、吸気・冷却シ
ステム部品などの機能部品、各種エアバッグ
などのセーフティシステム製品という4つの領
域での多種多様な自動車部品を製造。トヨタ
グループ以外の自動車メーカーにも幅広く提
供している。
　また、ものづくりにおいて、トヨタ生産方式
（TPS）を貫いてきたのも特徴である。
　「一方、メインフレームとオフコンで構築した
基幹系システムは、構築から20余年を経て、
その間に機能
追加・変更を重
ね、老朽化が目
立っていまし
た。特にものづ
くり用の部品表
と、原価管理用
の部品表が分
離しているのが
悩みでした」と、
豊田合成株式会社 IT推進部 部長 坂東  
隆三氏は語る。
　ものづくり用部品表は、各生産拠点個々
のオフコンで、個別最適で、分散管理されて
おり、それぞれの生産拠点での製造計画や
負荷計画のマスターになっていた。
　これに対して原価管理用の部品表は、会
計システムとともに、本社のメインフレームで動
いている。つまり、ものづくり用部品表と、原

価計算のための原価管理用部品表は別管
理されていた。
　複雑化する生産体制に基幹系システムが
対応できないため、生産計画を立てる生産
管理担当者の負荷は増大していた。各担当
者が表計算ソフトのマクロを駆使して、計画
変更へ迅速に対応する工夫を凝らしていた
が、本人がいないと、他の人ではどこをどう操
作すれば計画変更ができるのかわからない
という現場もあった。
　「コスト削減の要求は日を追って厳しさを
増していますから、計画立案業務を効率化し
つつ、計画精度をもっと高めなければなりま
せん。こうした課題を達成するためには、基
幹系システム全体を作り直し、全社の部品表
も統一することが不可欠だったのです」（IT
推進部 チームリーダー 大辻 京太郎氏）。
　こうした思いを受けて、2005年に基幹系シ
ステム再構築プロジェクトが発足した。

ものづくり用部品表と
原価管理用部品表を全社で統合

　システム再構築の範囲は、生産管理（計
画系および実績系）を中心に、調達・外注加
工、原価計算、財務会計までが対象だ。
　現在、基幹システム再構築プロジェクトは、
各生産拠点のものづくり用部品表のオープ
ンシステムへの移行、全社統合部品表の稼
働、業務サブシステムごとの並行稼働・切替
えと、段階を踏んで進行しており、2009年秋
にメインフレームからWebシステムへの移行が
完了する。
　「2006年の最初のステップで、年間18万
枚の紙帳票が削減できたことでもわかる通
り、成果は広範囲にわたり非常に大きいもの

があります。すでに、稼働している生産・調達
計画では従来と比較してきめ細かい計画変
更ができるようになりました。リードタイム短縮
の成果も、これ
から明確になっ
ていくでしょう」と
大辻氏は語る。
　生産管理担当
者の業務改革も
進んだ。お客様
先からの日々の
確定指示に応じ
て生産計画を変
える作業は標準化され、部品の手配の流れ
も全体最適化されて、組織的に最も効率よ
い対応ができるようになった。現段階で計画
立案・変更の作業工数は１割ほど減ってお
り、最終的には業務負荷の3割削減を達成
できる見込みだ。
　「計画業務を標準化し、全社マスターを統
一してWeb環境で見られるようにしたことで、
『見える化』も大きく進みました。今後の革新
に向けた基盤ができたのです。
　当面の「60％操業」（注.2009年時点）に
も、また、景気が回復したときの「100％操業」
にも、効率よく迅速に対応できる体制づくり。
その環境変化に柔軟に対応するための基
盤を構築できるからこそ、マイグレーションでは
なく、根本的な作り変えを選択したのです。」
と坂東氏は語る。

部品表の根本的な作り変えが
プロジェクトの焦点

　広範かつ長期にわたる基幹系システム再
構築のパートナーとして、NTTデータを選んだ

のは2005年12月のことだ。
　「対象範囲が広いだけに、他のベンダーか
らは、メインフレームのプログラムを活かしたマ
イグレーション提案が中心でしたが、NTTデー
タは、『あるべき姿を実現するために、ゼロベー
スで取り組んだほうが、次の10年に向けて、
付加価値の高い基幹系システムができます』
と熱意あふれる提案をしてくれました。ちょう
ど、『部品表を
根本から変える
には、データ構
造を見直す必
要がある』と考え
ていた当社の思
いと合致したの
です。生産管理
システムのノウハ
ウや人材がそ
ろっていることも、評価ポイントになりました」と、
IT推進部 主査 植田 浩氏は明かす。
　利用者が使いやすく、運用管理も容易に
なることから、全社統合部品表をWebベース
で構築することは早い段階で決定した。
　なお、Javaによるアプリケーション開発を選
択したのは、ERPはTPSと馴染まないからだ。
　「市販のERPやMRP（資材所要量計画）
パッケージは、生産計画を現場へPushしま
す。一方、TPSのかんばん生産は、『これだ
け使ったから補充しなさい』というPull型の補
充方式。根本的な考え方が異なるのです」
と、IT推進部 主担当員 川﨑 晴彦氏は説明
する。

約35万品番の統合部品表を
Webシステム上で高速展開

　しかし、2006年に始まったプロジェクトの実
作業は困難を極めた。一番高い山は、全事
業部統一仕様の確定だった。統合部品表を
中核とする生産管理業務は、各事業部企画
部門、業務部門、生産管理部門、経理部門、
調達部門、営業部門といったように関連部
門が多岐にわたるためである。
　「ビジネスプロセスの見直しから、作成途中
のプロトタイプ画面の評価まで、現業をこなし
ながら兼務でプロジェクトに協力してくれる
ユーザ部門キーマンのところを回って、確認、
調整をしていかなければなりませんでした。
NTTデータが一緒に生産拠点を回り、現場目
線に立ってユーザ部門向けの説明をしてくれ
たことは、現場を巻き込んだプロジェクト運営の
大きな推進力になっています」（大辻氏）
　同時に、ものづくりの実態にあったマスター
整備をするために、工程コード、中間品番設
定ルールの見直しも実施した。2年間かけた
データ整備によって、合計約35万件の品番
の部品表が、全社で統一されたのである。
　膨大な品番をWeb上で管理しながら稼働
する部品表システムを作るために、NTTデー
タもさまざまな山を乗り越えて行った。
　画面設計とデータ入力機能は、NTTデータ
イントラマートのWebシステム構築フレームワー
ク「intra-mart」を用いつつ、基本的には、
Javaによるアプリケーション開発がベースだ。
　統合部品表のマスター・データ・マネジメント

にはさまざまな工夫を施した。
　複数拠点での生産に対応しつつ、約35万
の品番で構成される部品表を、数十年にわ
たって世代管理するのだ。内部統制強化へ
の対応とともに、部品表をメンテナンスして、常
に最新の鮮度を保てるしくみにしておかなけ
ればならない。
　さらに、部品展開、所要量計算はもちろん、
工程負荷計算の機能も組み込んだ。生産計
画を変更して、シミュレーション・再計算できる
ようにしたのである。
　数百万件に及ぶ膨大な計画系データの
高速処理にも苦心した。
　たとえば、メインフレームでやると40分だった
作業が、オープンサーバーで試したところ、十
数時間もかかった。データベースの構造が大
きく変わったせい
だ。そこでNTT
データは、データ
ベースのチューニ
ングとともに、C++
を駆使してのメモ
リ上での統合部品
表高速展開、マル
チCPUを駆使で
きるマルチスレッド
設計などを工夫して、高速演算を実現した。
　「3～4年にわたる長期プロジェクトにおい
て、NTTデータは、システムインテグレータであ
り、パートナーであり、わたしたちと一体になっ
た運命共同体として全力を尽くしてくれまし
た」と坂東氏は語る。

トヨタ生産方式を根幹に据えた
さらなるグローバル改革へ

　次の目標は、精度の高まった計画を実績と
対比させて、収益管理をより戦略的にするこ
とだ。管理会計をはじめ、「見える」ようになっ
たデータを活用する方向でのシステム革新も
続いていく。
　「まず現場の見える化ができました。次は、
原価の見える化を進め、さらに、経営の見える
化、グローバル連結経営管理へと進んでいき
ます」と坂東氏は力強く語る。
　豊田合成の基幹系システムの強化とグ
ローバル標準の部品表・マスターの確立は、
「TPS」を基本に、北米からさらに世界各拠
点へ向かって拡大を続けていこうとしている。
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生産・財務会計を含む基幹系システムを刷新
全社統一の約35万品番の部品表を確立して、Web基盤での柔軟な活用を実現

トヨタグループを形成する主要9社のひとつで、
高分子技術をコアとする自動車部品・搬送機
器メーカー。ゴム・樹脂製の装置系部品と、組立
加工生産方式の複合型部品を生産し、世界
16カ国47拠点での供給体制をもつ。現在で
は、トヨタ系列を超えた幅広い自動車メーカーを
顧客とするビジネスが3～4割を占める。
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川﨑 晴彦氏
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IT推進部　主査

植田 浩氏
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なく、根本的な作り変えを選択したのです。」
と坂東氏は語る。

部品表の根本的な作り変えが
プロジェクトの焦点

　広範かつ長期にわたる基幹系システム再
構築のパートナーとして、NTTデータを選んだ

のは2005年12月のことだ。
　「対象範囲が広いだけに、他のベンダーか
らは、メインフレームのプログラムを活かしたマ
イグレーション提案が中心でしたが、NTTデー
タは、『あるべき姿を実現するために、ゼロベー
スで取り組んだほうが、次の10年に向けて、
付加価値の高い基幹系システムができます』
と熱意あふれる提案をしてくれました。ちょう
ど、『部品表を
根本から変える
には、データ構
造を見直す必
要がある』と考え
ていた当社の思
いと合致したの
です。生産管理
システムのノウハ
ウや人材がそ
ろっていることも、評価ポイントになりました」と、
IT推進部 主査 植田 浩氏は明かす。
　利用者が使いやすく、運用管理も容易に
なることから、全社統合部品表をWebベース
で構築することは早い段階で決定した。
　なお、Javaによるアプリケーション開発を選
択したのは、ERPはTPSと馴染まないからだ。
　「市販のERPやMRP（資材所要量計画）
パッケージは、生産計画を現場へPushしま
す。一方、TPSのかんばん生産は、『これだ
け使ったから補充しなさい』というPull型の補
充方式。根本的な考え方が異なるのです」
と、IT推進部 主担当員 川﨑 晴彦氏は説明
する。

約35万品番の統合部品表を
Webシステム上で高速展開

　しかし、2006年に始まったプロジェクトの実
作業は困難を極めた。一番高い山は、全事
業部統一仕様の確定だった。統合部品表を
中核とする生産管理業務は、各事業部企画
部門、業務部門、生産管理部門、経理部門、
調達部門、営業部門といったように関連部
門が多岐にわたるためである。
　「ビジネスプロセスの見直しから、作成途中
のプロトタイプ画面の評価まで、現業をこなし
ながら兼務でプロジェクトに協力してくれる
ユーザ部門キーマンのところを回って、確認、
調整をしていかなければなりませんでした。
NTTデータが一緒に生産拠点を回り、現場目
線に立ってユーザ部門向けの説明をしてくれ
たことは、現場を巻き込んだプロジェクト運営の
大きな推進力になっています」（大辻氏）
　同時に、ものづくりの実態にあったマスター
整備をするために、工程コード、中間品番設
定ルールの見直しも実施した。2年間かけた
データ整備によって、合計約35万件の品番
の部品表が、全社で統一されたのである。
　膨大な品番をWeb上で管理しながら稼働
する部品表システムを作るために、NTTデー
タもさまざまな山を乗り越えて行った。
　画面設計とデータ入力機能は、NTTデータ
イントラマートのWebシステム構築フレームワー
ク「intra-mart」を用いつつ、基本的には、
Javaによるアプリケーション開発がベースだ。
　統合部品表のマスター・データ・マネジメント

にはさまざまな工夫を施した。
　複数拠点での生産に対応しつつ、約35万
の品番で構成される部品表を、数十年にわ
たって世代管理するのだ。内部統制強化へ
の対応とともに、部品表をメンテナンスして、常
に最新の鮮度を保てるしくみにしておかなけ
ればならない。
　さらに、部品展開、所要量計算はもちろん、
工程負荷計算の機能も組み込んだ。生産計
画を変更して、シミュレーション・再計算できる
ようにしたのである。
　数百万件に及ぶ膨大な計画系データの
高速処理にも苦心した。
　たとえば、メインフレームでやると40分だった
作業が、オープンサーバーで試したところ、十
数時間もかかった。データベースの構造が大
きく変わったせい
だ。そこでNTT
データは、データ
ベースのチューニ
ングとともに、C++
を駆使してのメモ
リ上での統合部品
表高速展開、マル
チCPUを駆使で
きるマルチスレッド
設計などを工夫して、高速演算を実現した。
　「3～4年にわたる長期プロジェクトにおい
て、NTTデータは、システムインテグレータであ
り、パートナーであり、わたしたちと一体になっ
た運命共同体として全力を尽くしてくれまし
た」と坂東氏は語る。

トヨタ生産方式を根幹に据えた
さらなるグローバル改革へ

　次の目標は、精度の高まった計画を実績と
対比させて、収益管理をより戦略的にするこ
とだ。管理会計をはじめ、「見える」ようになっ
たデータを活用する方向でのシステム革新も
続いていく。
　「まず現場の見える化ができました。次は、
原価の見える化を進め、さらに、経営の見える
化、グローバル連結経営管理へと進んでいき
ます」と坂東氏は力強く語る。
　豊田合成の基幹系システムの強化とグ
ローバル標準の部品表・マスターの確立は、
「TPS」を基本に、北米からさらに世界各拠
点へ向かって拡大を続けていこうとしている。

豊田合成株式会社様

ユーザ事例 Case Study

豊田合成株式会社
本　　　社
設　　　立
資 本 金
売 上 高
従 業 員 数
事 業 概 要

:
:
:
:
:
:

愛知県西春日井郡春日町大字落合字長畑1番地
1949年6月15日
280億円（2009年3月期）
連結5,463億円、単独3,214億円（2009年3月期）
連結25,792名、単独6,631名（2009年3月期）
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生産・財務会計を含む基幹系システムを刷新
全社統一の約35万品番の部品表を確立して、Web基盤での柔軟な活用を実現

トヨタグループを形成する主要9社のひとつで、
高分子技術をコアとする自動車部品・搬送機
器メーカー。ゴム・樹脂製の装置系部品と、組立
加工生産方式の複合型部品を生産し、世界
16カ国47拠点での供給体制をもつ。現在で
は、トヨタ系列を超えた幅広い自動車メーカーを
顧客とするビジネスが3～4割を占める。

豊田合成株式会社
IT推進部　部長

（兼） 技術管理部　主監
坂東 隆三氏

豊田合成株式会社
IT推進部　チームリーダー

大辻 京太郎氏

豊田合成株式会社
IT推進部　主担当員

川﨑 晴彦氏

豊田合成株式会社
IT推進部　主査

植田 浩氏
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