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コムシスホールディングス株式会社では、グループ各社が共通でプロジェクト
を管理できる新たな基幹システムを構築した。NTTデータは、財務管理およ
び経営分析システムの構築を担当。SAPを利用して世界標準のビジネスス
タイルへと業務の変革を促すとともに、移行データが膨大に発生する年度途
中のシステム移行を予定通り実現し業務の大幅な効率化や品質向上、コスト
低減に貢献した。

さらなる品質向上やコスト低減を目指し
グループ共通の基幹系システムを刷新

　通信建設業界のトップ企業である日本コム
シスと、三和エレック（現・サンワコムシスエンジ
ニアリング）、および東日本システム建設の3
社により、2003年9月に設立されたコムシス
ホールディングス株式会社（以下、コムシス
ホールディング
ス）。同社は持
ち株会社として
グループ全体
の戦略立案や
経営判断を行
い、各社が互い
に連携しつつ、
それぞれの分
野 や 地 域 で
培ってきた技術力を軸に、次世代ネットワーク
（NGN）をはじめ新たなビジネス分野での事
業拡大に積極的に取り組んでいる。
　グループ共通の基幹系システムに関して
は、従来、日本コムシスが導入していたプロ
ジェクト管理システムに改良を重ねて、各社で
利用してきた。しかし、既存システムは主に紙
ベースで運用されているためリアルタイム性に
欠けていた。また、以前に比べて受注案件の
多くが多様化し、さらに、短期間での迅速な
遂行が求められるなど、さまざまな課題が浮
上してきたという。そこで同社は、システムの
更改時期を迎える2008年を目標に基幹系シ
ステムを全面的に刷新し、工事品質のさらな
る向上、低コスト化の推進や内部統制の強
化にも寄与する新社内システムの構築に取
り組むこととなった。

SAPに精通したNTTデータのノウハウを
基に世界標準のやり方で業務改善を目指す

　今回のシステム構築では、グループ共通
のビジネス基盤を整備すると同時に、BPR
（業務効率化）を積極的に推進し、社員の仕
事のスタイルをビジネスの急速な進展に即応
できるよう変革することも大きな目的のひとつ
だった。コムシスホールディングス株式会社 経
営企画部 ITシステム企画部長の津田 博久
氏は、「仕事のやり方、スタイルそのものも見
直すという観点がないと、大幅な業務効率化
は期待できません。ビジネススタイルを変えて、
さらなる業務効率化を目指すのが第一義であ
り、そのための道具を用意する－－それが今
回の新システム構築の大きな目的です」と、新
社内システム構築の真意について語る。
　そこで、新社内システムの構築を数社のベ
ンダーと共同で担当することとなったNTT
データでは、他社ベンダーおよびコムシスホー
ルディングスと共同で、約3カ月もの期間をか
けてシステムの要件定義を実施、コムシス
ホールディングスとしての経営方針および
BPRや内部統制に関するシステム要件を詳
細に盛り込んでいった。
　そして、NTTデータが開発を担当する財
務管理／経営分析システムについては、
ERPパッケージのSAPを採用し、財務管理
や調達管理、経営分析のモジュールを導入
した。“従来業務を世界標準のビジネススタイ
ルにあわせて変革する”という方針のもと、帳
票を吟味して減らしたり、必要なデータを抽
出する機能で代用したりすることで開発アド
オンを最小限にとどめ、業務側との調整作業
を実施していった。

　こうしたNTTデータの取り組みに対し津田
氏は、「世界標準のSAPに仕事のやり方を
合わせること自体に大きな意義があります。
SAPに精通しているNTTデータのノウハウ
やアドバイスが十分に生かされました」と評価
する。

“ビッグバン”プロジェクトの成功を目
指しマルチベンダー体制で開発を推進

　今回の新社内システムの開発は、NTT
データが手がける財務管理／経営分析シス
テムに加えて、グループ各社の社員が利用
する案件管理システムをはじめ、施工系や人
事系など、これまで約20種あった既存システ
ムも見直しを図り、統合する大規模なもの
だった。
　これら、案件管理システムおよび施工系や
人事系のシステムについては、それぞれ別の
ベンダーが担当
するという、3社
によるマルチベ
ンダー体制で開
発に臨んだ。
　コムシスホール
ディングス株式
会社 経営企画
部 ITシステム企
画部門 担当部
長の藤本 晴彦氏は、「ここまで大規模なシス
テムを開発して業務を大幅に刷新するのは、
初めての試み。まさに“ビッグバン”プロジェク
トと呼べるものであり、社内の開発チームに加
えて、優秀なベンダーの協力が不可欠でし
た」と開発体制の経緯について語る。

　NTTデータでは開発の早い段階から、他
ベンダーと積極的に連携、短期間でのスムー
ズな構築を目指して、情報共有や意識合わ
せを図った。自ら担当する財務管理／経営
分析システムの開発に万全を期すとともに、
時には、担当範囲にとらわれることなくプロ
ジェクト全体の推進に配慮しながら、システム
開発を進めていった。
　こうしたマルチベンダー体制による開発に
関して、藤本氏は「新社内システムを成功さ
せるという強い決意のもと、参加したすべて
のベンダーが自社の強みを存分に発揮し、ま
さに一体となりました。長年にわたりシステム
構築を手がけてきたNTTデータの開発姿勢
には学ぶことも多く、大変参考になりました」と
語る。

グループ同時のシステム導入に向けて
プロジェクト一体となって移行に臨む

　開発した新社内システムは、内部統制へ
の早期対応などから、年度途中の更改が求
められていた。そのため移行に際しては、進
行中の案件の膨大なデータが存在すること
から、既存システムからの移行作業もまた今
回のシステム構築全体の大きな課題だった。
　新社内システムでは、1つひとつの工事に

関連するシステム上のさまざまなデータを、工
事単位に横通しで管理している。そのため、
工事に対して入力されたデータが財務管理
システムに確実に反映されることはもちろん、
システム移行の際には、年度途中で進行中
の工事に関してもすべてのデータの整合性
が図られなければならない。
　そこでNTTデータでは、実際の移行作業
の約半年前の2008年5月より、移行に向けた
体制作りを進め、データ解析などの移行作業
を先行して実施した。そうして移行リハーサル
を実施したところ、整合しないデータが頻発し
たことから、エラー解消に向けてプロジェクトメ
ンバー全力で解決に取り組み、移行リハーサ
ルも3回にわたって実施した。本番の移行作
業を実施する際には、コムシスホールディングス
のもとでベンダー同士が協力し合い、問題発
生時には対応策をその都度立て、解決する
体制のもと移行作業を実施した。
　こうした移行作業について、コムシスホール
ディングス株式会社 経営企画部 ITシステム
企画部門 担当部長の大西 裕氏は、「既存
システムの使用期間が長いこともあり、システ
ムは複雑化し、イレギュラーな状態でデータが
存在していました。稼働開始直前の約1週間
は、24時間体制で取り組むなど、グループ3
社の同時移行作業は困難を極めましたが、

NTTデータをはじめとするベンダーの協力を
得て無事に乗り切ることができました」と振り
返る。

新社内システムにより業務も大幅効率化
組織追加やシステム変更も柔軟に

　システム開発および、その後の移行作業を
経て、2008年10月に予定通り新社内システ
ムは稼働を開始し
た。グループ各社
のさまざまな業務
において効率化
が実現しており、
作業時間の減少
など具体的な数
値として成果が表
れるなど、システム
更改による確実な
投資効果が出ているという。
　新社内システムの稼働開始後も、工事進
行基準などの法制度変更や組織変更、４社
目となる新会社の追加統合といった追加要
求が相次いで発生したが、新システムは柔軟
に対応することができた。また、財務管理／経
営分析システムの多岐にわたるSAP／BIモ
ジュールの導入により、経営に必要な情報を
リアルタイムに把握できる仕組みが実現され
ている。なお、ハードウェアに関しては、サーバ
の仮想化を図っており、リソース共有化が実
現している。また、営業支援・施工管理システ
ムに関しても、NTTデータグループのイントラ
マートをプラットフォームとして採用しており、今
後の多様な開発要求にも柔軟に対応できる
体制が整っているという。
　「組織追加やシステム変更に迅速かつス
ムーズに対応できており、新社内システムの
柔軟性を高く評価しています。さらなる業務
改善に向けて、SAPを存分に活用したいで
す。NTTデータの今後のサポートに期待して
います」と、大西氏も期待を寄せる。
　コムシスホールディングスでは、新社内シス
テムを活用してさらなる業務効率化を推進、
通信建設工事の品質向上やコスト低減につ
なげたい考えだ。NTTデータでは、これからも
先進ソリューションの提案やシステム構築を通
じて、コムシスホールディングスのビジネスを積
極的にサポートしていく。
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グループ同時のシステム導入に向けて
プロジェクト一体となって移行に臨む

　開発した新社内システムは、内部統制へ
の早期対応などから、年度途中の更改が求
められていた。そのため移行に際しては、進
行中の案件の膨大なデータが存在すること
から、既存システムからの移行作業もまた今
回のシステム構築全体の大きな課題だった。
　新社内システムでは、1つひとつの工事に

関連するシステム上のさまざまなデータを、工
事単位に横通しで管理している。そのため、
工事に対して入力されたデータが財務管理
システムに確実に反映されることはもちろん、
システム移行の際には、年度途中で進行中
の工事に関してもすべてのデータの整合性
が図られなければならない。
　そこでNTTデータでは、実際の移行作業
の約半年前の2008年5月より、移行に向けた
体制作りを進め、データ解析などの移行作業
を先行して実施した。そうして移行リハーサル
を実施したところ、整合しないデータが頻発し
たことから、エラー解消に向けてプロジェクトメ
ンバー全力で解決に取り組み、移行リハーサ
ルも3回にわたって実施した。本番の移行作
業を実施する際には、コムシスホールディングス
のもとでベンダー同士が協力し合い、問題発
生時には対応策をその都度立て、解決する
体制のもと移行作業を実施した。
　こうした移行作業について、コムシスホール
ディングス株式会社 経営企画部 ITシステム
企画部門 担当部長の大西 裕氏は、「既存
システムの使用期間が長いこともあり、システ
ムは複雑化し、イレギュラーな状態でデータが
存在していました。稼働開始直前の約1週間
は、24時間体制で取り組むなど、グループ3
社の同時移行作業は困難を極めましたが、

NTTデータをはじめとするベンダーの協力を
得て無事に乗り切ることができました」と振り
返る。

新社内システムにより業務も大幅効率化
組織追加やシステム変更も柔軟に

　システム開発および、その後の移行作業を
経て、2008年10月に予定通り新社内システ
ムは稼働を開始し
た。グループ各社
のさまざまな業務
において効率化
が実現しており、
作業時間の減少
など具体的な数
値として成果が表
れるなど、システム
更改による確実な
投資効果が出ているという。
　新社内システムの稼働開始後も、工事進
行基準などの法制度変更や組織変更、４社
目となる新会社の追加統合といった追加要
求が相次いで発生したが、新システムは柔軟
に対応することができた。また、財務管理／経
営分析システムの多岐にわたるSAP／BIモ
ジュールの導入により、経営に必要な情報を
リアルタイムに把握できる仕組みが実現され
ている。なお、ハードウェアに関しては、サーバ
の仮想化を図っており、リソース共有化が実
現している。また、営業支援・施工管理システ
ムに関しても、NTTデータグループのイントラ
マートをプラットフォームとして採用しており、今
後の多様な開発要求にも柔軟に対応できる
体制が整っているという。
　「組織追加やシステム変更に迅速かつス
ムーズに対応できており、新社内システムの
柔軟性を高く評価しています。さらなる業務
改善に向けて、SAPを存分に活用したいで
す。NTTデータの今後のサポートに期待して
います」と、大西氏も期待を寄せる。
　コムシスホールディングスでは、新社内シス
テムを活用してさらなる業務効率化を推進、
通信建設工事の品質向上やコスト低減につ
なげたい考えだ。NTTデータでは、これからも
先進ソリューションの提案やシステム構築を通
じて、コムシスホールディングスのビジネスを積
極的にサポートしていく。
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