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MCFrameビジネスの狙い 
～お客さまに提供できるものは何か？～ 

 The Strategy of MCFrame Business

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori

概要 
　ERP（Enterprise Resource Planning）という言葉が１９９０年代半ばに日本に登場して10年余り経つ。 ERPシ

ステムも大手企業ならびに中堅企業では広く採用されており、よく知られた分野として定着してきた。しかし必ずし

もそれらが全て成功し効果をあげているわけではない。ERPの導入自体が目的となり、本来の企業の強みや投資

目的がおざなりになった結果である。それでもERP導入に対する企業の関心や期待は依然として高い。日本版

SOX法の施行に備えた内部統制への対応もその一因であるが、ERPパッケージが持つQCDのメリットを最大限に

活用しつつ、競争力の強化とコストダウンを図りたいというユーザーニーズに変わりは無く、加えて、多くのユーザー

で活用されているERPパッケージをどのように自社の強みに変えていくかという視点が求められているからである。

一方、ERPシステムを提供する側にとっては、与えられた課題を解決するだけでなく、ITのプロフェッショナルとして

の視点でお客さまが気づかない課題そのものを定義し、その解決方法を提供できる経験とノウハウが重要である。

まさに真のソリューションプロバイダーとしてお客さまに評価され、日本の製造業の優位性を維持することがインテック

の喜びであり、MCFrameビジネスの目的でもある。 

1. はじめに 

2. MCFrameの優位性 

3. パッケージソリューションビジネス 

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori  

MCFrameビジネス 
　インテックがMCFrameを利用したビジネスを開始したのは

遡ること１０年余前の１９９６年である。折りしもバブル経済が

崩壊し、それまでのオーダーメイドによるシステム構築から

より低コストでの導入が可能な業務パッケージベースのシス

テム構築への遷移が本格化した頃である。以来、競争力の強化

と企業価値の向上を図ろうとする中堅製造業・流通業３０社以上

の導入プロジェクト経験を持つ。ライセンサーであるb-en-g社

より本年度もMCFrame アワード（最優秀）を受賞している。

ライセンス販売への功績もさることながら、MCFrameに対す

る商品価値向上に貢献していることを評価された。２年連続４

度目の受賞となり、名実ともにNo.1のMCFrame導入ベンダー

として認知されている。 

1. おわりに 
　内部統制をはじめ、ライセンサーが提供するサービスだけで

は必ずしも十分ではない。 

インテックはこれまでの導入実績から蓄積された有形のオブジ

ェクトや無形のノウハウを元にMCFrameを採用頂くお客さま

に以下のソリューションを提供していく。 

(１) 化粧品業界ソリューション 

(２) 製薬業界ソリューション（秤量システム、コンピュータ

　　バリデーション支援） 

(３) リアルタイム実績収集ソリューション（無線ハンディター

　　ミナルソリューション） 

(４) 内部統制ソリューション 

　また、パッケージ導入の本来のメリットである「短期導入」

「低コスト導入」を追及した独自の導入方法論（IP3  

MCFrame－WBS）を整備し、安全かつ確実なパッケージ適

用をお約束する。 

図２　FrameManagerの構成 

　市場のニーズがめまぐるしく変化する中で、製造業をはじめ

とする企業は商品の売り方・作り方をダイナミックに変えてい

く必要に迫られている。企業の競争力を維持していくために日

本企業の多くは、業務プロセスとその企業のコアコンピタンス

が密接な関係をもって成長しており、常に変化する業務プロセ

スが競争力の源泉となっている。日本の製造業の現場では日々

改善活動が繰り返されている。自らが認識した課題に対する改

善には積極的で得意だが、ダイナミックな改革に対しては否定

的で苦手でもある。 

　お客さまの課題をパッケージを活用して解決することが

パッケージソリューションである。そもそもお客さまはその業

務のプロであり、業務上の特有な課題や問題点を解決する能力

についてはお客さまのほうが一枚も二枚も上手である。イン

テックはお客さまが課題や問題点を解決するにあたりそれをIT

で実現する方法を提供する。ただし、インテックは業務の連動

性や整合性および全体最適視点でお客さまに提案する。これこ

そがインテックの存在価値である。 

　現場において長年にわたり積み重ねてきた業務プロセスを見

直すことは容易いことではない。業務プロセスを変更すること

はお客さまにとっても初めてのことであり不安が多い。イン

テックはパッケージの持つ機能とこれまでの導入経験で培った

成功のためのノウハウを示し、お客さまに改革の勇気を与える

ことが使命である。 

 
3.1 製造業の特性と市場ニーズの変化 
　日本の“ものづくり”が日本経済の発展を支えてきたという

事実は疑うべきもない。昨今は中堅・中小の企業であっても中

国をはじめとする海外への進出・工場移転が進み、日本国内に

残るのはいわゆるスマイルカーブの両端である。製造業のサー

ビス産業化が進み、事業モデルのリエンジニアリング、異業種

提携・統合がダイナミックに行われている。また、消費者ニー

ズの多様化に伴い、品目によっては水平分業、製造のみを受託

するサービス(EMS:エレクトロニクス・マニュファクチャリン

グ・サービス）化が進み、グローバル視点でのマネジメント

が要求される。当然、中国をはじめとする海外市場に対する販

売・サービス提供が増加すると考えられる。 

　また、製造業は研究開発と販売に注力する企業と製造そのも

のに注力する企業とに大きく二極化が進んでいる。前者はいわ

ゆる販売業として自社ブランド品の価値向上と販売機会の拡大

がテーマである。対する製造業は「いかに効率的に作るか」「い

かに安く作るか」に関心があり、加えて品質保証に関する要求

も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　MCFrameはグローバル対応として英語版、中国語版な

らびに多通貨の対応を完了している。また、広義のSCM

（サプライチェーンマネジメント）機能としてグローバル

PSI（Production、Inventory & Sales）調整機能をオ

プション化し提供している。 

　これまでの大量生産から多品種少量生産へのシフトは顕著

である。企業によっては製品在庫の削減のために見込生産から

中間製品・ユニット等の半見込生産へシフト、逆に厳しい納期

要求に応えるために個別受注生産から半見込生産へのシフト

など生産形態を大きく変える企業も増加している。MCFrame

は品目特性に応じて、製番とロット手配の混合手配が可能で

あり、生産形態の変化に柔軟に対応することが出来る。 

 

3.2 業務処理統制への対応 
　２００８年４月１日以降始まる事業年度に対して適用される金

融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応として財務

諸表を作成する一連のビジネスプロセスの見直しとそのため

のERP導入ニーズが高まっている。業務データの統合管理と

プロセス管理や各種承認機能など“内部統制”に必要な要件

がERPには実装されているからである。中でもIT業務処理統

制（アプリケーションコントロール）に対する期待は高い。 

　MCFrameが提供する内部統制対応は以下の通りである。 

IT業務処理統制 

　● 権限管理　ドキュメント化機能 

　● 承認機能を部品提供 

　● トレーサビリティ 

　● データ更新時の権限再確認 

　● リアルタイムアラート 

IT全般統制 

　● ユーザIDだけでなく、操作端末を記録するアクセス管理 

　● ３点セット（業務フロー、業務記述書、RCM)　 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部長 兼 Ｉ－ＭＣＦ事業推進部長 

　MCFrameは東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本特集では以降 b-en-g社と称する）が開発した
国産のパッケージであり、正式には「生産・販売・物流・原価統合フレームワーク」と呼ばれている。最近はそ
の機能の充実度と柔軟性が高く評価され、業界ならびに市場で注目されている商品のひとつである。 
　MCFrame事業はインテックが製造業のお客さまに提供するソリューションサービスの一つである。受注
から生産・出荷までのロジスティックの課題解決や企業内SCM（サプライチェーンマネジメント）を具現化す
るための効果的なソリューション基盤である。 
　これまでに３０社を超えるお客さまへのMCFrame導入で培った「人」と「ナレッジ」を集約して、圧倒的な
バリューの創造とお客さまに感動を与えるサービス提供を目指す。 
　本特集では、インテックのMCFrameビジネスの全貌を紹介し、これから取り組むべき技術的課題認識と
あわせてインテックのバリューを理解頂ければ幸いである。 
　２００７年度、インテックのMCFrame事業(I-MCF事業)は大きく飛躍する。 

図 １　フレームワークコンセプト 

2.1 なぜMCFrameなのか 
　インテックは特定のメーカーや製品に縛られず、最適なハード

ウェアやソフトウェアを組み合わせてお客さまに提供する

いわゆる独立系ITベンダーである。それゆえに様々なメーカー

のパッケージソフトウェアをお客さまに提供してきた。組立て

加工系のパッケージ、プロセス・バッチ系のパッケージ、さら

には販売管理機能に特化したパッケージなど、お客さまの

業種・業態や予算に最適と思われるものを提案し、少なから

ずお客さまの評価を得てきた。しかしその反面毎回異なる

パッケージを扱うにあたり、そのイニシャルコストの負担が大

きく、また十分に製品の特性を熟知するまでの期間と工数が導

入効率の低下を招くことがあった。これから本格化するであろ

うパッケージ導入ビジネスの大きな課題となっていた。 

　パッケージ導入において最も重要なことはパッケージの持つ

機能や適合性もさることながら、そのパッケージ導入の経験

（成功体験）とそこから蓄積されたノウハウの活用である。繰

り返し同じパッケージを導入することによって得られるノウハウ

こそがお客さまにとってのメリットであり、インテックを選択

頂くバリューである。１９９６年、インテックは特定のパッケージ

を選定しその導入ノウハウの蓄積に取り組むことにした。

パッケージ選定の判断基準は次の通りである。 

(１) 製造業における広い範囲の業種をカバーできること 

(２) ソースプログラムが開示され、インテックにおいて制約無

　　くカスタマイズが可能であること 

(３) 北陸のマーケットに多い中堅製造業にマッチした価格であ

　　ること 

(４) ライセンサーの手厚いサポートが保証されること 

　国産・海外製を問わず数々のパッケージソフトウェアを評価

検討した結果、MCFrameがインテックのニーズに最も合致し

ていた。基本的な機能を装備しつつ、今でこそ当たり前の技術

であるが、当時は他に類を見ない「オブジェクト指向技術を用い

たフレームワーク構造」を持ち、さらにインテックが本社を置

く富山県の地場産業である製薬業界向けのフレームワーク（医

薬コア）をもラインナップしていたことが決め手となった。 

 

2.2 オブジェクト指向とフレームワークコンセプト 
　MCFrameはあらゆる業種・業界で必要とされる機能群から

構成される「共通フレームワーク」と業種・業界によって異な

る「ソリューションフレームワーク」およびお客さまそれぞれ

によって異なる「カスタマイズレイヤ」の３階層から構成され

るのが特徴である。 

(１) 共通フレームワーク 

　　  受注、出荷、請求、入金や在庫、購買そしてMRP（資

　　材所要量計画）等基本的な機能を実装している。 

(２) ソリューションフレームワーク 

　　　自動車部品業界に求められるJITの機能や製薬業界に求

　　められる高度な品質管理、製造管理等、業種によって異

　　なる機能を実装している。 

　　　インテックはb-en-g社と共同で製薬業向けフレーム

　　ワーク（Pharma）を開発した。 

(３) カスタマイズレイヤ 

　　　世界一厳しいといわれる日本の製造業の要望にきめ細

　　かく応えるためには、お客さまそれぞれの要件を取り入

　　れる、いわゆるカスタマイズが必要となる。一般的にカ

　　スタマイズはパッケージ導入にとっては必要悪であり、

　　できるだけ最小限に留めることが重要であることは言う

　　までも無い。しかしお客さまにとって特筆すべきノウハ

　　ウであり、それが企業の強みとなっている場合はむしろ

　　積極的にカスタマイズする必要がある。将来のバージョン

　　アップへの影響を最小限にとどめた上で、効率的なカスタ

　　マイズを実施する技術がオブジェクト指向であり、それを

　　支える開発ツール FrameManager（フレームマネージャー）

　　である。 

 
2.3 ポートフォリオ・アッセンブリ 
　ERPパッケージとは統合業務パッケージと呼ばれるように、

企業の基幹業務（財務・会計、生産、販売、調達、在庫、人事）

などを統合したソフトウェアである。そういった意味では

MCFrameはERPではない。財務会計や人事・給与の機能を

持たないからである。インテックは企業の基幹となる販売・

生産業務が統一されたデータベースでリアルタイムに管理され

ているMCFrameと有機的連携が可能な財務会計システム

（SuperStream）を組み合わせていわゆるERPを構成し提案

する。一般的なERPは確かに全ての業務機能が統一され、リ

アルタイムに連動しているところに特徴があるが、操作面や機

能面では業務特化型パッケージに比べ見劣りする。平たく言え

ば“使いづらい”面が否めない。従ってそれをカバーするため

に独自のフロントシステムを用いる場合が多く、結果的に複数

のシステムの組み合わせとならざるを得ない。インテックが提

案するシステムはいわゆる一般的なERPと異なる。原価低減

の厳しい要求にさらされている日本の中堅製造業は、基幹シス

テムを簡単に作り変えることは困難であり、法改正などに次々

と対応していかなければならない財務会計システムと、独自の

作り込みが不可欠で長く使い込みたい工場システムは、あえて

別にしたほうが得策である。　　 

　ポートフォリオ・アッセンブリとは文字通り最小限の投資で

最大の効果を発揮するための組み合わせ手法であり、中堅製造

業のお客さまにとって現時点ではMCFrameとSuperStream

の組み合わせが最適ソリューションであると信じる。 

 

 

 

 

 

 

 

　大雑把な例だが、海外製の有名なERPパッケージに比べ、

ほぼ同等の機能を三分の一以下の価格で提供できる。さらに、

組み合わせに必要なパッケージ間インタフェースが標準装備さ

れていることも導入企業の大きなメリットとなる。 

　ERPの大きなメリットにデータのリアルタイムな連動が

ある。反面それはシステムの更新にとって大きなデメリットと

なりうる。頻繁な法改正によりバージョンアップを余儀なくさ

れる財務会計や給与システムに対して、販売・生産管理システム

は一旦構築した後はシステム改善の要求はあるが、バージョン

アップに投資することは極力避けたいとの想いが強い。ポート

フォリオ・アッセンブリ型ERPパッケージの場合は不必要な

バージョンアップ投資を強いられることは無い。 

表 １　製造業の二極化 

図 ４　生産形態への対応 

図 ５　内部統制の考え方 

図 ７　インテックが提供する内部統制ソリューション 
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図 ３　ポートフォリオ・アッセンブリの例 

共通フレームワーク 
様々なノウハウを取り入れた豊富な標準機能 
 ・b-en-g社の1,000を超えるロジ系システム構築プロジェクトのノウハウ 
 ・170社を超えるMCFrame導入実績のノウハウ 

ソリューションフレームワーク 
特定業界にフォーカスを絞った機能群 
 ・ 製薬・化粧品業界向け 
 ・ 自動車部品・電子電機部品業界向け 

カスタマイズレイヤ 
お客さま毎の個別要件に柔軟に対応 
 ・オブジェクト指向技術を採用したカスタマイズしやすいアーキテクチャ 
 ・開発環境FrameManagerによる短期間・高品質のカスタマイズ MCFrameの構成 

出展：東洋ビジネスエンジニアリング文献 

・実運用を想定した「使える機能」の集合体をアプリケーションとして提供 
・カスタマイズを前提としたアーキテクチャと部品化技術 

MCFrameが提唱する 
「フレームワーク」とは 

ユーザ指向のシステム 

変化に強いシステム 

〈MCFrameコアクラス〉 
・データベース操作処理 
（検索/登録/削除/ロック） 
・画面オープン時処理 
・権限/データチェック処理 
・その他共通処理 

〈共通業務ロジッククラス〉 
・在庫操作 
・引当操作 
・売掛・買掛操作 

〈共通部品クラス〉 
・コンボボックス 
・ラジオボタン 
・メッセージID

〈個別画面クラス〉 
・日次生産計画 
・注文書発行 
・現状在庫一覧 

凡例 

カスタマイズ対象外 

一部カスタマイズ対象 

カスタマイズ対象 

データベース 

ファンクション 

テーブル/ビュー 

共通ロジック 
（PL/SQL） 

Object

アプリケーション 
抽象クラス 
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コアクラス 

共通業務 
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個別画面 
クラス 

共通部品の 
作成・管理 

画面の自動生成 

出典：東洋ビジネスエンジニアリング文献 

FrameManager

MCFrameアプリケーション 

Visualworks

クラスの継承 

需要予測 

EDI

CRM

SFA

プロジェクト管理 

需給調整 
MCFrame

販売管理 

DWH、ワークフロー、セキュリティ、電子帳票 

生産管理 
原価管理 財務会計 

人事・給与 
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戦略的管理会計(SMA)

MCFrame MCFrame MCFrame

FLEXSCHE
スケジューラー 
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生産計画、能力資源計画 
納期回答 
製造管理、品質管理 
構成管理、版管理 
製造原価管理 
輸出入管理 

業態　　　　　　　　特徴　　　　　　　　　　　求められる機能 

販売業 

製造業 

自社ブランド品を製造・販売する。 
需要予測に基づき販売計画を決
定し、欠品のないような供給計画
を立案する。 
製造設備の拡充は控え、OEM
メーカーや協力工場に製造委託 

需要予測 
販売計画、販売予実管理 
在庫計画 
需給調整、需給計画 
購買管理、発注計画 
輸出入管理、多通貨、多言語 

他社製品のOEM（製造受託） 
得意な製品分野の製造技術・設
備に特化することで付加価値を
持つ。 
納期遵守と製造コスト削減がテーマ 

見込生産 半見込生産 受注生産 受注設計生産 

make-to-stock assemble-to-order make-to-order engineering-to-order

在庫ポイント 

特性（目安程度） 

定番 
専用機 
短納期 
標準化 
安価 

製品 中間品（仕掛品） 原材料・部品 なし（一部原材料・部品） 
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汎用機 
長納期 
多様化 
高価 

得意先 

製番による手配 
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による手配 
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中間品B

中間品S

原材料X

中間品C

中間品T

原材料Y

仕入先 

出展：東洋ビジネスエンジニアリング文献 

在庫 

在庫 

在庫 

統制の対象 
 

業務 IT

経営者・経営企画・監査 CIO・IT部門 

経理・業務部門 IT部門 
・業務プロセスの透明化 
・業務規程・マニュアル・ 
  手順書の整備 
・業務分掌・業務権限の 
  明確化 

・業務アプリケーション機能の 
  点検・改善 
・アプリケーション共通基盤の 
  整備 
・システム運用・保守機能の 
  充実 
・ITソリューション・ツールの 
  更新・整備 

IT業務処理統制 
（アプリケーション 
コントロール） 

①ERPパッケージの有効活用が業務処理統制を促進する。 
②承認業務をＩＴ業務処理に組み込むことにより業務処理統制のコスト削減が可能 

全
社 

統
制
の
レ
ベ
ル 

業
務 

全般統制 IT全般統制 

アプリケーション統制 業務処理統制 

図 ６　第13回企業ＩＴ動向調査2007

日本版ＳＯＸ法対応と同時進行の施策 

（社）日本情報システム・ユーザー協会 

0% 40%20% 60% 80%

ビジネスプロセスの見直し 

システム再構築 

ERPパッケージの導入など 
情報システムの見直し 

関連会社を含めた組織の見直し 

新たなビジネスモデルの開発 

非上場化の検討 

その他 
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販売・生産・原価フレームワーク 

商談 
商品企画 
開発 
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在庫管理、入出庫管理 
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示 
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日次生産計画 

MRP

日程計画 
スケジューラー 

購買 
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計画 
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理 

入荷 
買掛 

製造 
実績 

製造原価 
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売掛 
請求 
入金 

Cosminexus電子フォームワークフロー ワークフロー管理 

一般会計 
債権管理 
債務管理 
資産管理 

SuperStream

電子帳票・監査証跡（快速サーチャーログ検索ソリューション） 

財務諸表 

MCFrame

※ 参考資料としての提示 

　● データベース、プログラムソース公開 

　●標準的導入方法論、運用手順書 

業務プロセスの 
『見える化』 

業務プロセスの 
標準化 

業務処理統制の 
切り分け 

*MCFrameは 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の商品です。 
*SuperStreamは エス・エス・ジェイ株式会社の商品です。 

Cosminexus電子フォームワークフローは株式会社日立製作所の製品です。 
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MCFrameビジネスの狙い 
～お客さまに提供できるものは何か？～ 

 The Strategy of MCFrame Business

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori

概要 
　ERP（Enterprise Resource Planning）という言葉が１９９０年代半ばに日本に登場して10年余り経つ。 ERPシ

ステムも大手企業ならびに中堅企業では広く採用されており、よく知られた分野として定着してきた。しかし必ずし

もそれらが全て成功し効果をあげているわけではない。ERPの導入自体が目的となり、本来の企業の強みや投資

目的がおざなりになった結果である。それでもERP導入に対する企業の関心や期待は依然として高い。日本版

SOX法の施行に備えた内部統制への対応もその一因であるが、ERPパッケージが持つQCDのメリットを最大限に

活用しつつ、競争力の強化とコストダウンを図りたいというユーザーニーズに変わりは無く、加えて、多くのユーザー

で活用されているERPパッケージをどのように自社の強みに変えていくかという視点が求められているからである。

一方、ERPシステムを提供する側にとっては、与えられた課題を解決するだけでなく、ITのプロフェッショナルとして

の視点でお客さまが気づかない課題そのものを定義し、その解決方法を提供できる経験とノウハウが重要である。

まさに真のソリューションプロバイダーとしてお客さまに評価され、日本の製造業の優位性を維持することがインテック

の喜びであり、MCFrameビジネスの目的でもある。 

1. はじめに 

2. MCFrameの優位性 

3. パッケージソリューションビジネス 

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori  

MCFrameビジネス 
　インテックがMCFrameを利用したビジネスを開始したのは

遡ること１０年余前の１９９６年である。折りしもバブル経済が

崩壊し、それまでのオーダーメイドによるシステム構築から

より低コストでの導入が可能な業務パッケージベースのシス

テム構築への遷移が本格化した頃である。以来、競争力の強化

と企業価値の向上を図ろうとする中堅製造業・流通業３０社以上

の導入プロジェクト経験を持つ。ライセンサーであるb-en-g社

より本年度もMCFrame アワード（最優秀）を受賞している。

ライセンス販売への功績もさることながら、MCFrameに対す

る商品価値向上に貢献していることを評価された。２年連続４

度目の受賞となり、名実ともにNo.1のMCFrame導入ベンダー

として認知されている。 

1. おわりに 
　内部統制をはじめ、ライセンサーが提供するサービスだけで

は必ずしも十分ではない。 

インテックはこれまでの導入実績から蓄積された有形のオブジ

ェクトや無形のノウハウを元にMCFrameを採用頂くお客さま

に以下のソリューションを提供していく。 

(１) 化粧品業界ソリューション 

(２) 製薬業界ソリューション（秤量システム、コンピュータ

　　バリデーション支援） 

(３) リアルタイム実績収集ソリューション（無線ハンディター

　　ミナルソリューション） 

(４) 内部統制ソリューション 

　また、パッケージ導入の本来のメリットである「短期導入」

「低コスト導入」を追及した独自の導入方法論（IP3  

MCFrame－WBS）を整備し、安全かつ確実なパッケージ適

用をお約束する。 

図２　FrameManagerの構成 

　市場のニーズがめまぐるしく変化する中で、製造業をはじめ

とする企業は商品の売り方・作り方をダイナミックに変えてい

く必要に迫られている。企業の競争力を維持していくために日

本企業の多くは、業務プロセスとその企業のコアコンピタンス

が密接な関係をもって成長しており、常に変化する業務プロセ

スが競争力の源泉となっている。日本の製造業の現場では日々

改善活動が繰り返されている。自らが認識した課題に対する改

善には積極的で得意だが、ダイナミックな改革に対しては否定

的で苦手でもある。 

　お客さまの課題をパッケージを活用して解決することが

パッケージソリューションである。そもそもお客さまはその業

務のプロであり、業務上の特有な課題や問題点を解決する能力

についてはお客さまのほうが一枚も二枚も上手である。イン

テックはお客さまが課題や問題点を解決するにあたりそれをIT

で実現する方法を提供する。ただし、インテックは業務の連動

性や整合性および全体最適視点でお客さまに提案する。これこ

そがインテックの存在価値である。 

　現場において長年にわたり積み重ねてきた業務プロセスを見

直すことは容易いことではない。業務プロセスを変更すること

はお客さまにとっても初めてのことであり不安が多い。イン

テックはパッケージの持つ機能とこれまでの導入経験で培った

成功のためのノウハウを示し、お客さまに改革の勇気を与える

ことが使命である。 

 
3.1 製造業の特性と市場ニーズの変化 
　日本の“ものづくり”が日本経済の発展を支えてきたという

事実は疑うべきもない。昨今は中堅・中小の企業であっても中

国をはじめとする海外への進出・工場移転が進み、日本国内に

残るのはいわゆるスマイルカーブの両端である。製造業のサー

ビス産業化が進み、事業モデルのリエンジニアリング、異業種

提携・統合がダイナミックに行われている。また、消費者ニー

ズの多様化に伴い、品目によっては水平分業、製造のみを受託

するサービス(EMS:エレクトロニクス・マニュファクチャリン

グ・サービス）化が進み、グローバル視点でのマネジメント

が要求される。当然、中国をはじめとする海外市場に対する販

売・サービス提供が増加すると考えられる。 

　また、製造業は研究開発と販売に注力する企業と製造そのも

のに注力する企業とに大きく二極化が進んでいる。前者はいわ

ゆる販売業として自社ブランド品の価値向上と販売機会の拡大

がテーマである。対する製造業は「いかに効率的に作るか」「い

かに安く作るか」に関心があり、加えて品質保証に関する要求

も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　MCFrameはグローバル対応として英語版、中国語版な

らびに多通貨の対応を完了している。また、広義のSCM

（サプライチェーンマネジメント）機能としてグローバル

PSI（Production、Inventory & Sales）調整機能をオ

プション化し提供している。 

　これまでの大量生産から多品種少量生産へのシフトは顕著

である。企業によっては製品在庫の削減のために見込生産から

中間製品・ユニット等の半見込生産へシフト、逆に厳しい納期

要求に応えるために個別受注生産から半見込生産へのシフト

など生産形態を大きく変える企業も増加している。MCFrame

は品目特性に応じて、製番とロット手配の混合手配が可能で

あり、生産形態の変化に柔軟に対応することが出来る。 

 

3.2 業務処理統制への対応 
　２００８年４月１日以降始まる事業年度に対して適用される金

融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応として財務

諸表を作成する一連のビジネスプロセスの見直しとそのため

のERP導入ニーズが高まっている。業務データの統合管理と

プロセス管理や各種承認機能など“内部統制”に必要な要件

がERPには実装されているからである。中でもIT業務処理統

制（アプリケーションコントロール）に対する期待は高い。 

　MCFrameが提供する内部統制対応は以下の通りである。 

IT業務処理統制 

　● 権限管理　ドキュメント化機能 

　● 承認機能を部品提供 

　● トレーサビリティ 

　● データ更新時の権限再確認 

　● リアルタイムアラート 

IT全般統制 

　● ユーザIDだけでなく、操作端末を記録するアクセス管理 

　● ３点セット（業務フロー、業務記述書、RCM)　 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部長 兼 Ｉ－ＭＣＦ事業推進部長 

　MCFrameは東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本特集では以降 b-en-g社と称する）が開発した
国産のパッケージであり、正式には「生産・販売・物流・原価統合フレームワーク」と呼ばれている。最近はそ
の機能の充実度と柔軟性が高く評価され、業界ならびに市場で注目されている商品のひとつである。 
　MCFrame事業はインテックが製造業のお客さまに提供するソリューションサービスの一つである。受注
から生産・出荷までのロジスティックの課題解決や企業内SCM（サプライチェーンマネジメント）を具現化す
るための効果的なソリューション基盤である。 
　これまでに３０社を超えるお客さまへのMCFrame導入で培った「人」と「ナレッジ」を集約して、圧倒的な
バリューの創造とお客さまに感動を与えるサービス提供を目指す。 
　本特集では、インテックのMCFrameビジネスの全貌を紹介し、これから取り組むべき技術的課題認識と
あわせてインテックのバリューを理解頂ければ幸いである。 
　２００７年度、インテックのMCFrame事業(I-MCF事業)は大きく飛躍する。 

図 １　フレームワークコンセプト 

2.1 なぜMCFrameなのか 
　インテックは特定のメーカーや製品に縛られず、最適なハード

ウェアやソフトウェアを組み合わせてお客さまに提供する

いわゆる独立系ITベンダーである。それゆえに様々なメーカー

のパッケージソフトウェアをお客さまに提供してきた。組立て

加工系のパッケージ、プロセス・バッチ系のパッケージ、さら

には販売管理機能に特化したパッケージなど、お客さまの

業種・業態や予算に最適と思われるものを提案し、少なから

ずお客さまの評価を得てきた。しかしその反面毎回異なる

パッケージを扱うにあたり、そのイニシャルコストの負担が大

きく、また十分に製品の特性を熟知するまでの期間と工数が導

入効率の低下を招くことがあった。これから本格化するであろ

うパッケージ導入ビジネスの大きな課題となっていた。 

　パッケージ導入において最も重要なことはパッケージの持つ

機能や適合性もさることながら、そのパッケージ導入の経験

（成功体験）とそこから蓄積されたノウハウの活用である。繰

り返し同じパッケージを導入することによって得られるノウハウ

こそがお客さまにとってのメリットであり、インテックを選択

頂くバリューである。１９９６年、インテックは特定のパッケージ

を選定しその導入ノウハウの蓄積に取り組むことにした。

パッケージ選定の判断基準は次の通りである。 

(１) 製造業における広い範囲の業種をカバーできること 

(２) ソースプログラムが開示され、インテックにおいて制約無

　　くカスタマイズが可能であること 

(３) 北陸のマーケットに多い中堅製造業にマッチした価格であ

　　ること 

(４) ライセンサーの手厚いサポートが保証されること 

　国産・海外製を問わず数々のパッケージソフトウェアを評価

検討した結果、MCFrameがインテックのニーズに最も合致し

ていた。基本的な機能を装備しつつ、今でこそ当たり前の技術

であるが、当時は他に類を見ない「オブジェクト指向技術を用い

たフレームワーク構造」を持ち、さらにインテックが本社を置

く富山県の地場産業である製薬業界向けのフレームワーク（医

薬コア）をもラインナップしていたことが決め手となった。 

 

2.2 オブジェクト指向とフレームワークコンセプト 
　MCFrameはあらゆる業種・業界で必要とされる機能群から

構成される「共通フレームワーク」と業種・業界によって異な

る「ソリューションフレームワーク」およびお客さまそれぞれ

によって異なる「カスタマイズレイヤ」の３階層から構成され

るのが特徴である。 

(１) 共通フレームワーク 

　　  受注、出荷、請求、入金や在庫、購買そしてMRP（資

　　材所要量計画）等基本的な機能を実装している。 

(２) ソリューションフレームワーク 

　　　自動車部品業界に求められるJITの機能や製薬業界に求

　　められる高度な品質管理、製造管理等、業種によって異

　　なる機能を実装している。 

　　　インテックはb-en-g社と共同で製薬業向けフレーム

　　ワーク（Pharma）を開発した。 

(３) カスタマイズレイヤ 

　　　世界一厳しいといわれる日本の製造業の要望にきめ細

　　かく応えるためには、お客さまそれぞれの要件を取り入

　　れる、いわゆるカスタマイズが必要となる。一般的にカ

　　スタマイズはパッケージ導入にとっては必要悪であり、

　　できるだけ最小限に留めることが重要であることは言う

　　までも無い。しかしお客さまにとって特筆すべきノウハ

　　ウであり、それが企業の強みとなっている場合はむしろ

　　積極的にカスタマイズする必要がある。将来のバージョン

　　アップへの影響を最小限にとどめた上で、効率的なカスタ

　　マイズを実施する技術がオブジェクト指向であり、それを

　　支える開発ツール FrameManager（フレームマネージャー）

　　である。 

 
2.3 ポートフォリオ・アッセンブリ 
　ERPパッケージとは統合業務パッケージと呼ばれるように、

企業の基幹業務（財務・会計、生産、販売、調達、在庫、人事）

などを統合したソフトウェアである。そういった意味では

MCFrameはERPではない。財務会計や人事・給与の機能を

持たないからである。インテックは企業の基幹となる販売・

生産業務が統一されたデータベースでリアルタイムに管理され

ているMCFrameと有機的連携が可能な財務会計システム

（SuperStream）を組み合わせていわゆるERPを構成し提案

する。一般的なERPは確かに全ての業務機能が統一され、リ

アルタイムに連動しているところに特徴があるが、操作面や機

能面では業務特化型パッケージに比べ見劣りする。平たく言え

ば“使いづらい”面が否めない。従ってそれをカバーするため

に独自のフロントシステムを用いる場合が多く、結果的に複数

のシステムの組み合わせとならざるを得ない。インテックが提

案するシステムはいわゆる一般的なERPと異なる。原価低減

の厳しい要求にさらされている日本の中堅製造業は、基幹シス

テムを簡単に作り変えることは困難であり、法改正などに次々

と対応していかなければならない財務会計システムと、独自の

作り込みが不可欠で長く使い込みたい工場システムは、あえて

別にしたほうが得策である。　　 

　ポートフォリオ・アッセンブリとは文字通り最小限の投資で

最大の効果を発揮するための組み合わせ手法であり、中堅製造

業のお客さまにとって現時点ではMCFrameとSuperStream

の組み合わせが最適ソリューションであると信じる。 

 

 

 

 

 

 

 

　大雑把な例だが、海外製の有名なERPパッケージに比べ、

ほぼ同等の機能を三分の一以下の価格で提供できる。さらに、

組み合わせに必要なパッケージ間インタフェースが標準装備さ

れていることも導入企業の大きなメリットとなる。 

　ERPの大きなメリットにデータのリアルタイムな連動が

ある。反面それはシステムの更新にとって大きなデメリットと

なりうる。頻繁な法改正によりバージョンアップを余儀なくさ

れる財務会計や給与システムに対して、販売・生産管理システム

は一旦構築した後はシステム改善の要求はあるが、バージョン

アップに投資することは極力避けたいとの想いが強い。ポート

フォリオ・アッセンブリ型ERPパッケージの場合は不必要な

バージョンアップ投資を強いられることは無い。 

表 １　製造業の二極化 

図 ４　生産形態への対応 

図 ５　内部統制の考え方 

図 ７　インテックが提供する内部統制ソリューション 
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特集１ 

MCFrameビジネスの狙い 
～お客さまに提供できるものは何か？～ 

 The Strategy of MCFrame Business

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori

概要 
　ERP（Enterprise Resource Planning）という言葉が１９９０年代半ばに日本に登場して10年余り経つ。 ERPシ

ステムも大手企業ならびに中堅企業では広く採用されており、よく知られた分野として定着してきた。しかし必ずし

もそれらが全て成功し効果をあげているわけではない。ERPの導入自体が目的となり、本来の企業の強みや投資

目的がおざなりになった結果である。それでもERP導入に対する企業の関心や期待は依然として高い。日本版

SOX法の施行に備えた内部統制への対応もその一因であるが、ERPパッケージが持つQCDのメリットを最大限に

活用しつつ、競争力の強化とコストダウンを図りたいというユーザーニーズに変わりは無く、加えて、多くのユーザー

で活用されているERPパッケージをどのように自社の強みに変えていくかという視点が求められているからである。

一方、ERPシステムを提供する側にとっては、与えられた課題を解決するだけでなく、ITのプロフェッショナルとして

の視点でお客さまが気づかない課題そのものを定義し、その解決方法を提供できる経験とノウハウが重要である。

まさに真のソリューションプロバイダーとしてお客さまに評価され、日本の製造業の優位性を維持することがインテック

の喜びであり、MCFrameビジネスの目的でもある。 

1. はじめに 

2. MCFrameの優位性 

3. パッケージソリューションビジネス 

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori  

MCFrameビジネス 
　インテックがMCFrameを利用したビジネスを開始したのは

遡ること１０年余前の１９９６年である。折りしもバブル経済が

崩壊し、それまでのオーダーメイドによるシステム構築から

より低コストでの導入が可能な業務パッケージベースのシス

テム構築への遷移が本格化した頃である。以来、競争力の強化

と企業価値の向上を図ろうとする中堅製造業・流通業３０社以上

の導入プロジェクト経験を持つ。ライセンサーであるb-en-g社

より本年度もMCFrame アワード（最優秀）を受賞している。

ライセンス販売への功績もさることながら、MCFrameに対す

る商品価値向上に貢献していることを評価された。２年連続４

度目の受賞となり、名実ともにNo.1のMCFrame導入ベンダー

として認知されている。 

1. おわりに 
　内部統制をはじめ、ライセンサーが提供するサービスだけで

は必ずしも十分ではない。 

インテックはこれまでの導入実績から蓄積された有形のオブジ

ェクトや無形のノウハウを元にMCFrameを採用頂くお客さま

に以下のソリューションを提供していく。 

(１) 化粧品業界ソリューション 

(２) 製薬業界ソリューション（秤量システム、コンピュータ

　　バリデーション支援） 

(３) リアルタイム実績収集ソリューション（無線ハンディター

　　ミナルソリューション） 

(４) 内部統制ソリューション 

　また、パッケージ導入の本来のメリットである「短期導入」

「低コスト導入」を追及した独自の導入方法論（IP3  

MCFrame－WBS）を整備し、安全かつ確実なパッケージ適

用をお約束する。 

図２　FrameManagerの構成 

　市場のニーズがめまぐるしく変化する中で、製造業をはじめ

とする企業は商品の売り方・作り方をダイナミックに変えてい

く必要に迫られている。企業の競争力を維持していくために日

本企業の多くは、業務プロセスとその企業のコアコンピタンス

が密接な関係をもって成長しており、常に変化する業務プロセ

スが競争力の源泉となっている。日本の製造業の現場では日々

改善活動が繰り返されている。自らが認識した課題に対する改

善には積極的で得意だが、ダイナミックな改革に対しては否定

的で苦手でもある。 

　お客さまの課題をパッケージを活用して解決することが

パッケージソリューションである。そもそもお客さまはその業

務のプロであり、業務上の特有な課題や問題点を解決する能力

についてはお客さまのほうが一枚も二枚も上手である。イン

テックはお客さまが課題や問題点を解決するにあたりそれをIT

で実現する方法を提供する。ただし、インテックは業務の連動

性や整合性および全体最適視点でお客さまに提案する。これこ

そがインテックの存在価値である。 

　現場において長年にわたり積み重ねてきた業務プロセスを見

直すことは容易いことではない。業務プロセスを変更すること

はお客さまにとっても初めてのことであり不安が多い。イン

テックはパッケージの持つ機能とこれまでの導入経験で培った

成功のためのノウハウを示し、お客さまに改革の勇気を与える

ことが使命である。 

 
3.1 製造業の特性と市場ニーズの変化 
　日本の“ものづくり”が日本経済の発展を支えてきたという

事実は疑うべきもない。昨今は中堅・中小の企業であっても中

国をはじめとする海外への進出・工場移転が進み、日本国内に

残るのはいわゆるスマイルカーブの両端である。製造業のサー

ビス産業化が進み、事業モデルのリエンジニアリング、異業種

提携・統合がダイナミックに行われている。また、消費者ニー

ズの多様化に伴い、品目によっては水平分業、製造のみを受託

するサービス(EMS:エレクトロニクス・マニュファクチャリン

グ・サービス）化が進み、グローバル視点でのマネジメント

が要求される。当然、中国をはじめとする海外市場に対する販

売・サービス提供が増加すると考えられる。 

　また、製造業は研究開発と販売に注力する企業と製造そのも

のに注力する企業とに大きく二極化が進んでいる。前者はいわ

ゆる販売業として自社ブランド品の価値向上と販売機会の拡大

がテーマである。対する製造業は「いかに効率的に作るか」「い

かに安く作るか」に関心があり、加えて品質保証に関する要求

も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　MCFrameはグローバル対応として英語版、中国語版な

らびに多通貨の対応を完了している。また、広義のSCM

（サプライチェーンマネジメント）機能としてグローバル

PSI（Production、Inventory & Sales）調整機能をオ

プション化し提供している。 

　これまでの大量生産から多品種少量生産へのシフトは顕著

である。企業によっては製品在庫の削減のために見込生産から

中間製品・ユニット等の半見込生産へシフト、逆に厳しい納期

要求に応えるために個別受注生産から半見込生産へのシフト

など生産形態を大きく変える企業も増加している。MCFrame

は品目特性に応じて、製番とロット手配の混合手配が可能で

あり、生産形態の変化に柔軟に対応することが出来る。 

 

3.2 業務処理統制への対応 
　２００８年４月１日以降始まる事業年度に対して適用される金

融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応として財務

諸表を作成する一連のビジネスプロセスの見直しとそのため

のERP導入ニーズが高まっている。業務データの統合管理と

プロセス管理や各種承認機能など“内部統制”に必要な要件

がERPには実装されているからである。中でもIT業務処理統

制（アプリケーションコントロール）に対する期待は高い。 

　MCFrameが提供する内部統制対応は以下の通りである。 

IT業務処理統制 

　● 権限管理　ドキュメント化機能 

　● 承認機能を部品提供 

　● トレーサビリティ 

　● データ更新時の権限再確認 

　● リアルタイムアラート 

IT全般統制 

　● ユーザIDだけでなく、操作端末を記録するアクセス管理 

　● ３点セット（業務フロー、業務記述書、RCM)　 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部長 兼 Ｉ－ＭＣＦ事業推進部長 

　MCFrameは東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本特集では以降 b-en-g社と称する）が開発した
国産のパッケージであり、正式には「生産・販売・物流・原価統合フレームワーク」と呼ばれている。最近はそ
の機能の充実度と柔軟性が高く評価され、業界ならびに市場で注目されている商品のひとつである。 
　MCFrame事業はインテックが製造業のお客さまに提供するソリューションサービスの一つである。受注
から生産・出荷までのロジスティックの課題解決や企業内SCM（サプライチェーンマネジメント）を具現化す
るための効果的なソリューション基盤である。 
　これまでに３０社を超えるお客さまへのMCFrame導入で培った「人」と「ナレッジ」を集約して、圧倒的な
バリューの創造とお客さまに感動を与えるサービス提供を目指す。 
　本特集では、インテックのMCFrameビジネスの全貌を紹介し、これから取り組むべき技術的課題認識と
あわせてインテックのバリューを理解頂ければ幸いである。 
　２００７年度、インテックのMCFrame事業(I-MCF事業)は大きく飛躍する。 

図 １　フレームワークコンセプト 

2.1 なぜMCFrameなのか 
　インテックは特定のメーカーや製品に縛られず、最適なハード

ウェアやソフトウェアを組み合わせてお客さまに提供する

いわゆる独立系ITベンダーである。それゆえに様々なメーカー

のパッケージソフトウェアをお客さまに提供してきた。組立て

加工系のパッケージ、プロセス・バッチ系のパッケージ、さら

には販売管理機能に特化したパッケージなど、お客さまの

業種・業態や予算に最適と思われるものを提案し、少なから

ずお客さまの評価を得てきた。しかしその反面毎回異なる

パッケージを扱うにあたり、そのイニシャルコストの負担が大

きく、また十分に製品の特性を熟知するまでの期間と工数が導

入効率の低下を招くことがあった。これから本格化するであろ

うパッケージ導入ビジネスの大きな課題となっていた。 

　パッケージ導入において最も重要なことはパッケージの持つ

機能や適合性もさることながら、そのパッケージ導入の経験

（成功体験）とそこから蓄積されたノウハウの活用である。繰

り返し同じパッケージを導入することによって得られるノウハウ

こそがお客さまにとってのメリットであり、インテックを選択

頂くバリューである。１９９６年、インテックは特定のパッケージ

を選定しその導入ノウハウの蓄積に取り組むことにした。

パッケージ選定の判断基準は次の通りである。 

(１) 製造業における広い範囲の業種をカバーできること 

(２) ソースプログラムが開示され、インテックにおいて制約無

　　くカスタマイズが可能であること 

(３) 北陸のマーケットに多い中堅製造業にマッチした価格であ

　　ること 

(４) ライセンサーの手厚いサポートが保証されること 

　国産・海外製を問わず数々のパッケージソフトウェアを評価

検討した結果、MCFrameがインテックのニーズに最も合致し

ていた。基本的な機能を装備しつつ、今でこそ当たり前の技術

であるが、当時は他に類を見ない「オブジェクト指向技術を用い

たフレームワーク構造」を持ち、さらにインテックが本社を置

く富山県の地場産業である製薬業界向けのフレームワーク（医

薬コア）をもラインナップしていたことが決め手となった。 

 

2.2 オブジェクト指向とフレームワークコンセプト 
　MCFrameはあらゆる業種・業界で必要とされる機能群から

構成される「共通フレームワーク」と業種・業界によって異な

る「ソリューションフレームワーク」およびお客さまそれぞれ

によって異なる「カスタマイズレイヤ」の３階層から構成され

るのが特徴である。 

(１) 共通フレームワーク 

　　  受注、出荷、請求、入金や在庫、購買そしてMRP（資

　　材所要量計画）等基本的な機能を実装している。 

(２) ソリューションフレームワーク 

　　　自動車部品業界に求められるJITの機能や製薬業界に求

　　められる高度な品質管理、製造管理等、業種によって異

　　なる機能を実装している。 

　　　インテックはb-en-g社と共同で製薬業向けフレーム

　　ワーク（Pharma）を開発した。 

(３) カスタマイズレイヤ 

　　　世界一厳しいといわれる日本の製造業の要望にきめ細

　　かく応えるためには、お客さまそれぞれの要件を取り入

　　れる、いわゆるカスタマイズが必要となる。一般的にカ

　　スタマイズはパッケージ導入にとっては必要悪であり、

　　できるだけ最小限に留めることが重要であることは言う

　　までも無い。しかしお客さまにとって特筆すべきノウハ

　　ウであり、それが企業の強みとなっている場合はむしろ

　　積極的にカスタマイズする必要がある。将来のバージョン

　　アップへの影響を最小限にとどめた上で、効率的なカスタ

　　マイズを実施する技術がオブジェクト指向であり、それを

　　支える開発ツール FrameManager（フレームマネージャー）

　　である。 

 
2.3 ポートフォリオ・アッセンブリ 
　ERPパッケージとは統合業務パッケージと呼ばれるように、

企業の基幹業務（財務・会計、生産、販売、調達、在庫、人事）

などを統合したソフトウェアである。そういった意味では

MCFrameはERPではない。財務会計や人事・給与の機能を

持たないからである。インテックは企業の基幹となる販売・

生産業務が統一されたデータベースでリアルタイムに管理され

ているMCFrameと有機的連携が可能な財務会計システム

（SuperStream）を組み合わせていわゆるERPを構成し提案

する。一般的なERPは確かに全ての業務機能が統一され、リ

アルタイムに連動しているところに特徴があるが、操作面や機

能面では業務特化型パッケージに比べ見劣りする。平たく言え

ば“使いづらい”面が否めない。従ってそれをカバーするため

に独自のフロントシステムを用いる場合が多く、結果的に複数

のシステムの組み合わせとならざるを得ない。インテックが提

案するシステムはいわゆる一般的なERPと異なる。原価低減

の厳しい要求にさらされている日本の中堅製造業は、基幹シス

テムを簡単に作り変えることは困難であり、法改正などに次々

と対応していかなければならない財務会計システムと、独自の

作り込みが不可欠で長く使い込みたい工場システムは、あえて

別にしたほうが得策である。　　 

　ポートフォリオ・アッセンブリとは文字通り最小限の投資で

最大の効果を発揮するための組み合わせ手法であり、中堅製造

業のお客さまにとって現時点ではMCFrameとSuperStream

の組み合わせが最適ソリューションであると信じる。 

 

 

 

 

 

 

 

　大雑把な例だが、海外製の有名なERPパッケージに比べ、

ほぼ同等の機能を三分の一以下の価格で提供できる。さらに、

組み合わせに必要なパッケージ間インタフェースが標準装備さ

れていることも導入企業の大きなメリットとなる。 

　ERPの大きなメリットにデータのリアルタイムな連動が

ある。反面それはシステムの更新にとって大きなデメリットと

なりうる。頻繁な法改正によりバージョンアップを余儀なくさ

れる財務会計や給与システムに対して、販売・生産管理システム

は一旦構築した後はシステム改善の要求はあるが、バージョン

アップに投資することは極力避けたいとの想いが強い。ポート

フォリオ・アッセンブリ型ERPパッケージの場合は不必要な

バージョンアップ投資を強いられることは無い。 

表 １　製造業の二極化 

図 ４　生産形態への対応 

図 ５　内部統制の考え方 

図 ７　インテックが提供する内部統制ソリューション 
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図 ６　第13回企業ＩＴ動向調査2007

日本版ＳＯＸ法対応と同時進行の施策 
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*MCFrameは 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の商品です。 
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特集１ 

MCFrameビジネスの狙い 
～お客さまに提供できるものは何か？～ 

 The Strategy of MCFrame Business

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori

概要 
　ERP（Enterprise Resource Planning）という言葉が１９９０年代半ばに日本に登場して10年余り経つ。 ERPシ

ステムも大手企業ならびに中堅企業では広く採用されており、よく知られた分野として定着してきた。しかし必ずし

もそれらが全て成功し効果をあげているわけではない。ERPの導入自体が目的となり、本来の企業の強みや投資

目的がおざなりになった結果である。それでもERP導入に対する企業の関心や期待は依然として高い。日本版

SOX法の施行に備えた内部統制への対応もその一因であるが、ERPパッケージが持つQCDのメリットを最大限に

活用しつつ、競争力の強化とコストダウンを図りたいというユーザーニーズに変わりは無く、加えて、多くのユーザー

で活用されているERPパッケージをどのように自社の強みに変えていくかという視点が求められているからである。

一方、ERPシステムを提供する側にとっては、与えられた課題を解決するだけでなく、ITのプロフェッショナルとして

の視点でお客さまが気づかない課題そのものを定義し、その解決方法を提供できる経験とノウハウが重要である。

まさに真のソリューションプロバイダーとしてお客さまに評価され、日本の製造業の優位性を維持することがインテック

の喜びであり、MCFrameビジネスの目的でもある。 

1. はじめに 

2. MCFrameの優位性 

3. パッケージソリューションビジネス 

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori  

MCFrameビジネス 
　インテックがMCFrameを利用したビジネスを開始したのは

遡ること１０年余前の１９９６年である。折りしもバブル経済が

崩壊し、それまでのオーダーメイドによるシステム構築から

より低コストでの導入が可能な業務パッケージベースのシス

テム構築への遷移が本格化した頃である。以来、競争力の強化

と企業価値の向上を図ろうとする中堅製造業・流通業３０社以上

の導入プロジェクト経験を持つ。ライセンサーであるb-en-g社

より本年度もMCFrame アワード（最優秀）を受賞している。

ライセンス販売への功績もさることながら、MCFrameに対す

る商品価値向上に貢献していることを評価された。２年連続４

度目の受賞となり、名実ともにNo.1のMCFrame導入ベンダー

として認知されている。 

1. おわりに 
　内部統制をはじめ、ライセンサーが提供するサービスだけで

は必ずしも十分ではない。 

インテックはこれまでの導入実績から蓄積された有形のオブジ

ェクトや無形のノウハウを元にMCFrameを採用頂くお客さま

に以下のソリューションを提供していく。 

(１) 化粧品業界ソリューション 

(２) 製薬業界ソリューション（秤量システム、コンピュータ

　　バリデーション支援） 

(３) リアルタイム実績収集ソリューション（無線ハンディター

　　ミナルソリューション） 

(４) 内部統制ソリューション 

　また、パッケージ導入の本来のメリットである「短期導入」

「低コスト導入」を追及した独自の導入方法論（IP3  

MCFrame－WBS）を整備し、安全かつ確実なパッケージ適

用をお約束する。 

図２　FrameManagerの構成 

　市場のニーズがめまぐるしく変化する中で、製造業をはじめ

とする企業は商品の売り方・作り方をダイナミックに変えてい

く必要に迫られている。企業の競争力を維持していくために日

本企業の多くは、業務プロセスとその企業のコアコンピタンス

が密接な関係をもって成長しており、常に変化する業務プロセ

スが競争力の源泉となっている。日本の製造業の現場では日々

改善活動が繰り返されている。自らが認識した課題に対する改

善には積極的で得意だが、ダイナミックな改革に対しては否定

的で苦手でもある。 

　お客さまの課題をパッケージを活用して解決することが

パッケージソリューションである。そもそもお客さまはその業

務のプロであり、業務上の特有な課題や問題点を解決する能力

についてはお客さまのほうが一枚も二枚も上手である。イン

テックはお客さまが課題や問題点を解決するにあたりそれをIT

で実現する方法を提供する。ただし、インテックは業務の連動

性や整合性および全体最適視点でお客さまに提案する。これこ

そがインテックの存在価値である。 

　現場において長年にわたり積み重ねてきた業務プロセスを見

直すことは容易いことではない。業務プロセスを変更すること

はお客さまにとっても初めてのことであり不安が多い。イン

テックはパッケージの持つ機能とこれまでの導入経験で培った

成功のためのノウハウを示し、お客さまに改革の勇気を与える

ことが使命である。 

 
3.1 製造業の特性と市場ニーズの変化 
　日本の“ものづくり”が日本経済の発展を支えてきたという

事実は疑うべきもない。昨今は中堅・中小の企業であっても中

国をはじめとする海外への進出・工場移転が進み、日本国内に

残るのはいわゆるスマイルカーブの両端である。製造業のサー

ビス産業化が進み、事業モデルのリエンジニアリング、異業種

提携・統合がダイナミックに行われている。また、消費者ニー

ズの多様化に伴い、品目によっては水平分業、製造のみを受託

するサービス(EMS:エレクトロニクス・マニュファクチャリン

グ・サービス）化が進み、グローバル視点でのマネジメント

が要求される。当然、中国をはじめとする海外市場に対する販

売・サービス提供が増加すると考えられる。 

　また、製造業は研究開発と販売に注力する企業と製造そのも

のに注力する企業とに大きく二極化が進んでいる。前者はいわ

ゆる販売業として自社ブランド品の価値向上と販売機会の拡大

がテーマである。対する製造業は「いかに効率的に作るか」「い

かに安く作るか」に関心があり、加えて品質保証に関する要求

も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　MCFrameはグローバル対応として英語版、中国語版な

らびに多通貨の対応を完了している。また、広義のSCM

（サプライチェーンマネジメント）機能としてグローバル

PSI（Production、Inventory & Sales）調整機能をオ

プション化し提供している。 

　これまでの大量生産から多品種少量生産へのシフトは顕著

である。企業によっては製品在庫の削減のために見込生産から

中間製品・ユニット等の半見込生産へシフト、逆に厳しい納期

要求に応えるために個別受注生産から半見込生産へのシフト

など生産形態を大きく変える企業も増加している。MCFrame

は品目特性に応じて、製番とロット手配の混合手配が可能で

あり、生産形態の変化に柔軟に対応することが出来る。 

 

3.2 業務処理統制への対応 
　２００８年４月１日以降始まる事業年度に対して適用される金

融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応として財務

諸表を作成する一連のビジネスプロセスの見直しとそのため

のERP導入ニーズが高まっている。業務データの統合管理と

プロセス管理や各種承認機能など“内部統制”に必要な要件

がERPには実装されているからである。中でもIT業務処理統

制（アプリケーションコントロール）に対する期待は高い。 

　MCFrameが提供する内部統制対応は以下の通りである。 

IT業務処理統制 

　● 権限管理　ドキュメント化機能 

　● 承認機能を部品提供 

　● トレーサビリティ 

　● データ更新時の権限再確認 

　● リアルタイムアラート 

IT全般統制 

　● ユーザIDだけでなく、操作端末を記録するアクセス管理 

　● ３点セット（業務フロー、業務記述書、RCM)　 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部長 兼 Ｉ－ＭＣＦ事業推進部長 

　MCFrameは東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本特集では以降 b-en-g社と称する）が開発した
国産のパッケージであり、正式には「生産・販売・物流・原価統合フレームワーク」と呼ばれている。最近はそ
の機能の充実度と柔軟性が高く評価され、業界ならびに市場で注目されている商品のひとつである。 
　MCFrame事業はインテックが製造業のお客さまに提供するソリューションサービスの一つである。受注
から生産・出荷までのロジスティックの課題解決や企業内SCM（サプライチェーンマネジメント）を具現化す
るための効果的なソリューション基盤である。 
　これまでに３０社を超えるお客さまへのMCFrame導入で培った「人」と「ナレッジ」を集約して、圧倒的な
バリューの創造とお客さまに感動を与えるサービス提供を目指す。 
　本特集では、インテックのMCFrameビジネスの全貌を紹介し、これから取り組むべき技術的課題認識と
あわせてインテックのバリューを理解頂ければ幸いである。 
　２００７年度、インテックのMCFrame事業(I-MCF事業)は大きく飛躍する。 

図 １　フレームワークコンセプト 

2.1 なぜMCFrameなのか 
　インテックは特定のメーカーや製品に縛られず、最適なハード

ウェアやソフトウェアを組み合わせてお客さまに提供する

いわゆる独立系ITベンダーである。それゆえに様々なメーカー

のパッケージソフトウェアをお客さまに提供してきた。組立て

加工系のパッケージ、プロセス・バッチ系のパッケージ、さら

には販売管理機能に特化したパッケージなど、お客さまの

業種・業態や予算に最適と思われるものを提案し、少なから

ずお客さまの評価を得てきた。しかしその反面毎回異なる

パッケージを扱うにあたり、そのイニシャルコストの負担が大

きく、また十分に製品の特性を熟知するまでの期間と工数が導

入効率の低下を招くことがあった。これから本格化するであろ

うパッケージ導入ビジネスの大きな課題となっていた。 

　パッケージ導入において最も重要なことはパッケージの持つ

機能や適合性もさることながら、そのパッケージ導入の経験

（成功体験）とそこから蓄積されたノウハウの活用である。繰

り返し同じパッケージを導入することによって得られるノウハウ

こそがお客さまにとってのメリットであり、インテックを選択

頂くバリューである。１９９６年、インテックは特定のパッケージ

を選定しその導入ノウハウの蓄積に取り組むことにした。

パッケージ選定の判断基準は次の通りである。 

(１) 製造業における広い範囲の業種をカバーできること 

(２) ソースプログラムが開示され、インテックにおいて制約無

　　くカスタマイズが可能であること 

(３) 北陸のマーケットに多い中堅製造業にマッチした価格であ

　　ること 

(４) ライセンサーの手厚いサポートが保証されること 

　国産・海外製を問わず数々のパッケージソフトウェアを評価

検討した結果、MCFrameがインテックのニーズに最も合致し

ていた。基本的な機能を装備しつつ、今でこそ当たり前の技術

であるが、当時は他に類を見ない「オブジェクト指向技術を用い

たフレームワーク構造」を持ち、さらにインテックが本社を置

く富山県の地場産業である製薬業界向けのフレームワーク（医

薬コア）をもラインナップしていたことが決め手となった。 

 

2.2 オブジェクト指向とフレームワークコンセプト 
　MCFrameはあらゆる業種・業界で必要とされる機能群から

構成される「共通フレームワーク」と業種・業界によって異な

る「ソリューションフレームワーク」およびお客さまそれぞれ

によって異なる「カスタマイズレイヤ」の３階層から構成され

るのが特徴である。 

(１) 共通フレームワーク 

　　  受注、出荷、請求、入金や在庫、購買そしてMRP（資

　　材所要量計画）等基本的な機能を実装している。 

(２) ソリューションフレームワーク 

　　　自動車部品業界に求められるJITの機能や製薬業界に求

　　められる高度な品質管理、製造管理等、業種によって異

　　なる機能を実装している。 

　　　インテックはb-en-g社と共同で製薬業向けフレーム

　　ワーク（Pharma）を開発した。 

(３) カスタマイズレイヤ 

　　　世界一厳しいといわれる日本の製造業の要望にきめ細

　　かく応えるためには、お客さまそれぞれの要件を取り入

　　れる、いわゆるカスタマイズが必要となる。一般的にカ

　　スタマイズはパッケージ導入にとっては必要悪であり、

　　できるだけ最小限に留めることが重要であることは言う

　　までも無い。しかしお客さまにとって特筆すべきノウハ

　　ウであり、それが企業の強みとなっている場合はむしろ

　　積極的にカスタマイズする必要がある。将来のバージョン

　　アップへの影響を最小限にとどめた上で、効率的なカスタ

　　マイズを実施する技術がオブジェクト指向であり、それを

　　支える開発ツール FrameManager（フレームマネージャー）

　　である。 

 
2.3 ポートフォリオ・アッセンブリ 
　ERPパッケージとは統合業務パッケージと呼ばれるように、

企業の基幹業務（財務・会計、生産、販売、調達、在庫、人事）

などを統合したソフトウェアである。そういった意味では

MCFrameはERPではない。財務会計や人事・給与の機能を

持たないからである。インテックは企業の基幹となる販売・

生産業務が統一されたデータベースでリアルタイムに管理され

ているMCFrameと有機的連携が可能な財務会計システム

（SuperStream）を組み合わせていわゆるERPを構成し提案

する。一般的なERPは確かに全ての業務機能が統一され、リ

アルタイムに連動しているところに特徴があるが、操作面や機

能面では業務特化型パッケージに比べ見劣りする。平たく言え

ば“使いづらい”面が否めない。従ってそれをカバーするため

に独自のフロントシステムを用いる場合が多く、結果的に複数

のシステムの組み合わせとならざるを得ない。インテックが提

案するシステムはいわゆる一般的なERPと異なる。原価低減

の厳しい要求にさらされている日本の中堅製造業は、基幹シス

テムを簡単に作り変えることは困難であり、法改正などに次々

と対応していかなければならない財務会計システムと、独自の

作り込みが不可欠で長く使い込みたい工場システムは、あえて

別にしたほうが得策である。　　 

　ポートフォリオ・アッセンブリとは文字通り最小限の投資で

最大の効果を発揮するための組み合わせ手法であり、中堅製造

業のお客さまにとって現時点ではMCFrameとSuperStream

の組み合わせが最適ソリューションであると信じる。 

 

 

 

 

 

 

 

　大雑把な例だが、海外製の有名なERPパッケージに比べ、

ほぼ同等の機能を三分の一以下の価格で提供できる。さらに、

組み合わせに必要なパッケージ間インタフェースが標準装備さ

れていることも導入企業の大きなメリットとなる。 

　ERPの大きなメリットにデータのリアルタイムな連動が

ある。反面それはシステムの更新にとって大きなデメリットと

なりうる。頻繁な法改正によりバージョンアップを余儀なくさ

れる財務会計や給与システムに対して、販売・生産管理システム

は一旦構築した後はシステム改善の要求はあるが、バージョン

アップに投資することは極力避けたいとの想いが強い。ポート

フォリオ・アッセンブリ型ERPパッケージの場合は不必要な

バージョンアップ投資を強いられることは無い。 

表 １　製造業の二極化 
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財務諸表 

MCFrame

※ 参考資料としての提示 

　● データベース、プログラムソース公開 

　●標準的導入方法論、運用手順書 

業務プロセスの 
『見える化』 

業務プロセスの 
標準化 

業務処理統制の 
切り分け 

*MCFrameは 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の商品です。 
*SuperStreamは エス・エス・ジェイ株式会社の商品です。 

Cosminexus電子フォームワークフローは株式会社日立製作所の製品です。 
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特集１ 

MCFrameビジネスの狙い 
～お客さまに提供できるものは何か？～ 

 The Strategy of MCFrame Business

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori

概要 
　ERP（Enterprise Resource Planning）という言葉が１９９０年代半ばに日本に登場して10年余り経つ。 ERPシ

ステムも大手企業ならびに中堅企業では広く採用されており、よく知られた分野として定着してきた。しかし必ずし

もそれらが全て成功し効果をあげているわけではない。ERPの導入自体が目的となり、本来の企業の強みや投資

目的がおざなりになった結果である。それでもERP導入に対する企業の関心や期待は依然として高い。日本版

SOX法の施行に備えた内部統制への対応もその一因であるが、ERPパッケージが持つQCDのメリットを最大限に

活用しつつ、競争力の強化とコストダウンを図りたいというユーザーニーズに変わりは無く、加えて、多くのユーザー

で活用されているERPパッケージをどのように自社の強みに変えていくかという視点が求められているからである。

一方、ERPシステムを提供する側にとっては、与えられた課題を解決するだけでなく、ITのプロフェッショナルとして

の視点でお客さまが気づかない課題そのものを定義し、その解決方法を提供できる経験とノウハウが重要である。

まさに真のソリューションプロバイダーとしてお客さまに評価され、日本の製造業の優位性を維持することがインテック

の喜びであり、MCFrameビジネスの目的でもある。 

1. はじめに 

2. MCFrameの優位性 

3. パッケージソリューションビジネス 

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori  

MCFrameビジネス 
　インテックがMCFrameを利用したビジネスを開始したのは

遡ること１０年余前の１９９６年である。折りしもバブル経済が

崩壊し、それまでのオーダーメイドによるシステム構築から

より低コストでの導入が可能な業務パッケージベースのシス

テム構築への遷移が本格化した頃である。以来、競争力の強化

と企業価値の向上を図ろうとする中堅製造業・流通業３０社以上

の導入プロジェクト経験を持つ。ライセンサーであるb-en-g社

より本年度もMCFrame アワード（最優秀）を受賞している。

ライセンス販売への功績もさることながら、MCFrameに対す

る商品価値向上に貢献していることを評価された。２年連続４

度目の受賞となり、名実ともにNo.1のMCFrame導入ベンダー

として認知されている。 

1. おわりに 
　内部統制をはじめ、ライセンサーが提供するサービスだけで

は必ずしも十分ではない。 

インテックはこれまでの導入実績から蓄積された有形のオブジ

ェクトや無形のノウハウを元にMCFrameを採用頂くお客さま

に以下のソリューションを提供していく。 

(１) 化粧品業界ソリューション 

(２) 製薬業界ソリューション（秤量システム、コンピュータ

　　バリデーション支援） 

(３) リアルタイム実績収集ソリューション（無線ハンディター

　　ミナルソリューション） 

(４) 内部統制ソリューション 

　また、パッケージ導入の本来のメリットである「短期導入」

「低コスト導入」を追及した独自の導入方法論（IP3  

MCFrame－WBS）を整備し、安全かつ確実なパッケージ適

用をお約束する。 

図２　FrameManagerの構成 

　市場のニーズがめまぐるしく変化する中で、製造業をはじめ

とする企業は商品の売り方・作り方をダイナミックに変えてい

く必要に迫られている。企業の競争力を維持していくために日

本企業の多くは、業務プロセスとその企業のコアコンピタンス

が密接な関係をもって成長しており、常に変化する業務プロセ

スが競争力の源泉となっている。日本の製造業の現場では日々

改善活動が繰り返されている。自らが認識した課題に対する改

善には積極的で得意だが、ダイナミックな改革に対しては否定

的で苦手でもある。 

　お客さまの課題をパッケージを活用して解決することが

パッケージソリューションである。そもそもお客さまはその業

務のプロであり、業務上の特有な課題や問題点を解決する能力

についてはお客さまのほうが一枚も二枚も上手である。イン

テックはお客さまが課題や問題点を解決するにあたりそれをIT

で実現する方法を提供する。ただし、インテックは業務の連動

性や整合性および全体最適視点でお客さまに提案する。これこ

そがインテックの存在価値である。 

　現場において長年にわたり積み重ねてきた業務プロセスを見

直すことは容易いことではない。業務プロセスを変更すること

はお客さまにとっても初めてのことであり不安が多い。イン

テックはパッケージの持つ機能とこれまでの導入経験で培った

成功のためのノウハウを示し、お客さまに改革の勇気を与える

ことが使命である。 

 
3.1 製造業の特性と市場ニーズの変化 
　日本の“ものづくり”が日本経済の発展を支えてきたという

事実は疑うべきもない。昨今は中堅・中小の企業であっても中

国をはじめとする海外への進出・工場移転が進み、日本国内に

残るのはいわゆるスマイルカーブの両端である。製造業のサー

ビス産業化が進み、事業モデルのリエンジニアリング、異業種

提携・統合がダイナミックに行われている。また、消費者ニー

ズの多様化に伴い、品目によっては水平分業、製造のみを受託

するサービス(EMS:エレクトロニクス・マニュファクチャリン

グ・サービス）化が進み、グローバル視点でのマネジメント

が要求される。当然、中国をはじめとする海外市場に対する販

売・サービス提供が増加すると考えられる。 

　また、製造業は研究開発と販売に注力する企業と製造そのも

のに注力する企業とに大きく二極化が進んでいる。前者はいわ

ゆる販売業として自社ブランド品の価値向上と販売機会の拡大

がテーマである。対する製造業は「いかに効率的に作るか」「い

かに安く作るか」に関心があり、加えて品質保証に関する要求

も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　MCFrameはグローバル対応として英語版、中国語版な

らびに多通貨の対応を完了している。また、広義のSCM

（サプライチェーンマネジメント）機能としてグローバル

PSI（Production、Inventory & Sales）調整機能をオ

プション化し提供している。 

　これまでの大量生産から多品種少量生産へのシフトは顕著

である。企業によっては製品在庫の削減のために見込生産から

中間製品・ユニット等の半見込生産へシフト、逆に厳しい納期

要求に応えるために個別受注生産から半見込生産へのシフト

など生産形態を大きく変える企業も増加している。MCFrame

は品目特性に応じて、製番とロット手配の混合手配が可能で

あり、生産形態の変化に柔軟に対応することが出来る。 

 

3.2 業務処理統制への対応 
　２００８年４月１日以降始まる事業年度に対して適用される金

融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応として財務

諸表を作成する一連のビジネスプロセスの見直しとそのため

のERP導入ニーズが高まっている。業務データの統合管理と

プロセス管理や各種承認機能など“内部統制”に必要な要件

がERPには実装されているからである。中でもIT業務処理統

制（アプリケーションコントロール）に対する期待は高い。 

　MCFrameが提供する内部統制対応は以下の通りである。 

IT業務処理統制 

　● 権限管理　ドキュメント化機能 

　● 承認機能を部品提供 

　● トレーサビリティ 

　● データ更新時の権限再確認 

　● リアルタイムアラート 

IT全般統制 

　● ユーザIDだけでなく、操作端末を記録するアクセス管理 

　● ３点セット（業務フロー、業務記述書、RCM)　 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部長 兼 Ｉ－ＭＣＦ事業推進部長 

　MCFrameは東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本特集では以降 b-en-g社と称する）が開発した
国産のパッケージであり、正式には「生産・販売・物流・原価統合フレームワーク」と呼ばれている。最近はそ
の機能の充実度と柔軟性が高く評価され、業界ならびに市場で注目されている商品のひとつである。 
　MCFrame事業はインテックが製造業のお客さまに提供するソリューションサービスの一つである。受注
から生産・出荷までのロジスティックの課題解決や企業内SCM（サプライチェーンマネジメント）を具現化す
るための効果的なソリューション基盤である。 
　これまでに３０社を超えるお客さまへのMCFrame導入で培った「人」と「ナレッジ」を集約して、圧倒的な
バリューの創造とお客さまに感動を与えるサービス提供を目指す。 
　本特集では、インテックのMCFrameビジネスの全貌を紹介し、これから取り組むべき技術的課題認識と
あわせてインテックのバリューを理解頂ければ幸いである。 
　２００７年度、インテックのMCFrame事業(I-MCF事業)は大きく飛躍する。 

図 １　フレームワークコンセプト 

2.1 なぜMCFrameなのか 
　インテックは特定のメーカーや製品に縛られず、最適なハード

ウェアやソフトウェアを組み合わせてお客さまに提供する

いわゆる独立系ITベンダーである。それゆえに様々なメーカー

のパッケージソフトウェアをお客さまに提供してきた。組立て

加工系のパッケージ、プロセス・バッチ系のパッケージ、さら

には販売管理機能に特化したパッケージなど、お客さまの

業種・業態や予算に最適と思われるものを提案し、少なから

ずお客さまの評価を得てきた。しかしその反面毎回異なる

パッケージを扱うにあたり、そのイニシャルコストの負担が大

きく、また十分に製品の特性を熟知するまでの期間と工数が導

入効率の低下を招くことがあった。これから本格化するであろ

うパッケージ導入ビジネスの大きな課題となっていた。 

　パッケージ導入において最も重要なことはパッケージの持つ

機能や適合性もさることながら、そのパッケージ導入の経験

（成功体験）とそこから蓄積されたノウハウの活用である。繰

り返し同じパッケージを導入することによって得られるノウハウ

こそがお客さまにとってのメリットであり、インテックを選択

頂くバリューである。１９９６年、インテックは特定のパッケージ

を選定しその導入ノウハウの蓄積に取り組むことにした。

パッケージ選定の判断基準は次の通りである。 

(１) 製造業における広い範囲の業種をカバーできること 

(２) ソースプログラムが開示され、インテックにおいて制約無

　　くカスタマイズが可能であること 

(３) 北陸のマーケットに多い中堅製造業にマッチした価格であ

　　ること 

(４) ライセンサーの手厚いサポートが保証されること 

　国産・海外製を問わず数々のパッケージソフトウェアを評価

検討した結果、MCFrameがインテックのニーズに最も合致し

ていた。基本的な機能を装備しつつ、今でこそ当たり前の技術

であるが、当時は他に類を見ない「オブジェクト指向技術を用い

たフレームワーク構造」を持ち、さらにインテックが本社を置

く富山県の地場産業である製薬業界向けのフレームワーク（医

薬コア）をもラインナップしていたことが決め手となった。 

 

2.2 オブジェクト指向とフレームワークコンセプト 
　MCFrameはあらゆる業種・業界で必要とされる機能群から

構成される「共通フレームワーク」と業種・業界によって異な

る「ソリューションフレームワーク」およびお客さまそれぞれ

によって異なる「カスタマイズレイヤ」の３階層から構成され

るのが特徴である。 

(１) 共通フレームワーク 

　　  受注、出荷、請求、入金や在庫、購買そしてMRP（資

　　材所要量計画）等基本的な機能を実装している。 

(２) ソリューションフレームワーク 

　　　自動車部品業界に求められるJITの機能や製薬業界に求

　　められる高度な品質管理、製造管理等、業種によって異

　　なる機能を実装している。 

　　　インテックはb-en-g社と共同で製薬業向けフレーム

　　ワーク（Pharma）を開発した。 

(３) カスタマイズレイヤ 

　　　世界一厳しいといわれる日本の製造業の要望にきめ細

　　かく応えるためには、お客さまそれぞれの要件を取り入

　　れる、いわゆるカスタマイズが必要となる。一般的にカ

　　スタマイズはパッケージ導入にとっては必要悪であり、

　　できるだけ最小限に留めることが重要であることは言う

　　までも無い。しかしお客さまにとって特筆すべきノウハ

　　ウであり、それが企業の強みとなっている場合はむしろ

　　積極的にカスタマイズする必要がある。将来のバージョン

　　アップへの影響を最小限にとどめた上で、効率的なカスタ

　　マイズを実施する技術がオブジェクト指向であり、それを

　　支える開発ツール FrameManager（フレームマネージャー）

　　である。 

 
2.3 ポートフォリオ・アッセンブリ 
　ERPパッケージとは統合業務パッケージと呼ばれるように、

企業の基幹業務（財務・会計、生産、販売、調達、在庫、人事）

などを統合したソフトウェアである。そういった意味では

MCFrameはERPではない。財務会計や人事・給与の機能を

持たないからである。インテックは企業の基幹となる販売・

生産業務が統一されたデータベースでリアルタイムに管理され

ているMCFrameと有機的連携が可能な財務会計システム

（SuperStream）を組み合わせていわゆるERPを構成し提案

する。一般的なERPは確かに全ての業務機能が統一され、リ

アルタイムに連動しているところに特徴があるが、操作面や機

能面では業務特化型パッケージに比べ見劣りする。平たく言え

ば“使いづらい”面が否めない。従ってそれをカバーするため

に独自のフロントシステムを用いる場合が多く、結果的に複数

のシステムの組み合わせとならざるを得ない。インテックが提

案するシステムはいわゆる一般的なERPと異なる。原価低減

の厳しい要求にさらされている日本の中堅製造業は、基幹シス

テムを簡単に作り変えることは困難であり、法改正などに次々

と対応していかなければならない財務会計システムと、独自の

作り込みが不可欠で長く使い込みたい工場システムは、あえて

別にしたほうが得策である。　　 

　ポートフォリオ・アッセンブリとは文字通り最小限の投資で

最大の効果を発揮するための組み合わせ手法であり、中堅製造

業のお客さまにとって現時点ではMCFrameとSuperStream

の組み合わせが最適ソリューションであると信じる。 

 

 

 

 

 

 

 

　大雑把な例だが、海外製の有名なERPパッケージに比べ、

ほぼ同等の機能を三分の一以下の価格で提供できる。さらに、

組み合わせに必要なパッケージ間インタフェースが標準装備さ

れていることも導入企業の大きなメリットとなる。 

　ERPの大きなメリットにデータのリアルタイムな連動が

ある。反面それはシステムの更新にとって大きなデメリットと

なりうる。頻繁な法改正によりバージョンアップを余儀なくさ

れる財務会計や給与システムに対して、販売・生産管理システム

は一旦構築した後はシステム改善の要求はあるが、バージョン

アップに投資することは極力避けたいとの想いが強い。ポート

フォリオ・アッセンブリ型ERPパッケージの場合は不必要な

バージョンアップ投資を強いられることは無い。 

表 １　製造業の二極化 

図 ４　生産形態への対応 

図 ５　内部統制の考え方 

図 ７　インテックが提供する内部統制ソリューション 
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共通フレームワーク 
様々なノウハウを取り入れた豊富な標準機能 
 ・b-en-g社の1,000を超えるロジ系システム構築プロジェクトのノウハウ 
 ・170社を超えるMCFrame導入実績のノウハウ 

ソリューションフレームワーク 
特定業界にフォーカスを絞った機能群 
 ・ 製薬・化粧品業界向け 
 ・ 自動車部品・電子電機部品業界向け 

カスタマイズレイヤ 
お客さま毎の個別要件に柔軟に対応 
 ・オブジェクト指向技術を採用したカスタマイズしやすいアーキテクチャ 
 ・開発環境FrameManagerによる短期間・高品質のカスタマイズ MCFrameの構成 

出展：東洋ビジネスエンジニアリング文献 

・実運用を想定した「使える機能」の集合体をアプリケーションとして提供 
・カスタマイズを前提としたアーキテクチャと部品化技術 

MCFrameが提唱する 
「フレームワーク」とは 

ユーザ指向のシステム 

変化に強いシステム 

〈MCFrameコアクラス〉 
・データベース操作処理 
（検索/登録/削除/ロック） 
・画面オープン時処理 
・権限/データチェック処理 
・その他共通処理 

〈共通業務ロジッククラス〉 
・在庫操作 
・引当操作 
・売掛・買掛操作 

〈共通部品クラス〉 
・コンボボックス 
・ラジオボタン 
・メッセージID

〈個別画面クラス〉 
・日次生産計画 
・注文書発行 
・現状在庫一覧 

凡例 

カスタマイズ対象外 

一部カスタマイズ対象 

カスタマイズ対象 

データベース 

ファンクション 

テーブル/ビュー 

共通ロジック 
（PL/SQL） 

Object

アプリケーション 
抽象クラス 

MCFrame 
コアクラス 

共通業務 
ロジッククラス 共通部品クラス 

個別画面 
クラス 

共通部品の 
作成・管理 

画面の自動生成 

出典：東洋ビジネスエンジニアリング文献 

FrameManager

MCFrameアプリケーション 

Visualworks

クラスの継承 

需要予測 

EDI

CRM

SFA

プロジェクト管理 

需給調整 
MCFrame

販売管理 

DWH、ワークフロー、セキュリティ、電子帳票 

生産管理 
原価管理 財務会計 

人事・給与 

SuperStream

戦略的管理会計(SMA)

MCFrame MCFrame MCFrame

FLEXSCHE
スケジューラー 

見積管理 
生産計画、能力資源計画 
納期回答 
製造管理、品質管理 
構成管理、版管理 
製造原価管理 
輸出入管理 

業態　　　　　　　　特徴　　　　　　　　　　　求められる機能 

販売業 

製造業 

自社ブランド品を製造・販売する。 
需要予測に基づき販売計画を決
定し、欠品のないような供給計画
を立案する。 
製造設備の拡充は控え、OEM
メーカーや協力工場に製造委託 

需要予測 
販売計画、販売予実管理 
在庫計画 
需給調整、需給計画 
購買管理、発注計画 
輸出入管理、多通貨、多言語 

他社製品のOEM（製造受託） 
得意な製品分野の製造技術・設
備に特化することで付加価値を
持つ。 
納期遵守と製造コスト削減がテーマ 

見込生産 半見込生産 受注生産 受注設計生産 

make-to-stock assemble-to-order make-to-order engineering-to-order

在庫ポイント 

特性（目安程度） 

定番 
専用機 
短納期 
標準化 
安価 

製品 中間品（仕掛品） 原材料・部品 なし（一部原材料・部品） 

多品種 
汎用機 
長納期 
多様化 
高価 

得意先 

製番による手配 

MRPまたは製番 
による手配 

在庫 製品A

中間品B

中間品S

原材料X

中間品C

中間品T

原材料Y

仕入先 

出展：東洋ビジネスエンジニアリング文献 

在庫 

在庫 

在庫 

統制の対象 
 

業務 IT

経営者・経営企画・監査 CIO・IT部門 

経理・業務部門 IT部門 
・業務プロセスの透明化 
・業務規程・マニュアル・ 
  手順書の整備 
・業務分掌・業務権限の 
  明確化 

・業務アプリケーション機能の 
  点検・改善 
・アプリケーション共通基盤の 
  整備 
・システム運用・保守機能の 
  充実 
・ITソリューション・ツールの 
  更新・整備 

IT業務処理統制 
（アプリケーション 
コントロール） 

①ERPパッケージの有効活用が業務処理統制を促進する。 
②承認業務をＩＴ業務処理に組み込むことにより業務処理統制のコスト削減が可能 

全
社 

統
制
の
レ
ベ
ル 

業
務 

全般統制 IT全般統制 

アプリケーション統制 業務処理統制 

図 ６　第13回企業ＩＴ動向調査2007

日本版ＳＯＸ法対応と同時進行の施策 

（社）日本情報システム・ユーザー協会 
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ビジネスプロセスの見直し 

システム再構築 

ERPパッケージの導入など 
情報システムの見直し 

関連会社を含めた組織の見直し 

新たなビジネスモデルの開発 

非上場化の検討 

その他 
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販売・生産・原価フレームワーク 

商談 
商品企画 
開発 
試作 
申請 
見積 

在庫管理、入出庫管理 

受 
注 
内 
示 

生 
産 
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画 

日次生産計画 

MRP

日程計画 
スケジューラー 

購買 
計画 
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計画 
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質 
管 
理 

入荷 
買掛 

製造 
実績 

製造原価 
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荷 

売掛 
請求 
入金 

Cosminexus電子フォームワークフロー ワークフロー管理 

一般会計 
債権管理 
債務管理 
資産管理 

SuperStream

電子帳票・監査証跡（快速サーチャーログ検索ソリューション） 

財務諸表 

MCFrame

※ 参考資料としての提示 

　● データベース、プログラムソース公開 

　●標準的導入方法論、運用手順書 

業務プロセスの 
『見える化』 

業務プロセスの 
標準化 

業務処理統制の 
切り分け 

*MCFrameは 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の商品です。 
*SuperStreamは エス・エス・ジェイ株式会社の商品です。 

Cosminexus電子フォームワークフローは株式会社日立製作所の製品です。 
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特集１ 

MCFrameビジネスの狙い 
～お客さまに提供できるものは何か？～ 

 The Strategy of MCFrame Business

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori

概要 
　ERP（Enterprise Resource Planning）という言葉が１９９０年代半ばに日本に登場して10年余り経つ。 ERPシ

ステムも大手企業ならびに中堅企業では広く採用されており、よく知られた分野として定着してきた。しかし必ずし

もそれらが全て成功し効果をあげているわけではない。ERPの導入自体が目的となり、本来の企業の強みや投資

目的がおざなりになった結果である。それでもERP導入に対する企業の関心や期待は依然として高い。日本版

SOX法の施行に備えた内部統制への対応もその一因であるが、ERPパッケージが持つQCDのメリットを最大限に

活用しつつ、競争力の強化とコストダウンを図りたいというユーザーニーズに変わりは無く、加えて、多くのユーザー

で活用されているERPパッケージをどのように自社の強みに変えていくかという視点が求められているからである。

一方、ERPシステムを提供する側にとっては、与えられた課題を解決するだけでなく、ITのプロフェッショナルとして

の視点でお客さまが気づかない課題そのものを定義し、その解決方法を提供できる経験とノウハウが重要である。

まさに真のソリューションプロバイダーとしてお客さまに評価され、日本の製造業の優位性を維持することがインテック

の喜びであり、MCFrameビジネスの目的でもある。 

1. はじめに 

2. MCFrameの優位性 

3. パッケージソリューションビジネス 

林　鋭範 
HAYASHI Toshinori  

MCFrameビジネス 
　インテックがMCFrameを利用したビジネスを開始したのは

遡ること１０年余前の１９９６年である。折りしもバブル経済が

崩壊し、それまでのオーダーメイドによるシステム構築から

より低コストでの導入が可能な業務パッケージベースのシス

テム構築への遷移が本格化した頃である。以来、競争力の強化

と企業価値の向上を図ろうとする中堅製造業・流通業３０社以上

の導入プロジェクト経験を持つ。ライセンサーであるb-en-g社

より本年度もMCFrame アワード（最優秀）を受賞している。

ライセンス販売への功績もさることながら、MCFrameに対す

る商品価値向上に貢献していることを評価された。２年連続４

度目の受賞となり、名実ともにNo.1のMCFrame導入ベンダー

として認知されている。 

1. おわりに 
　内部統制をはじめ、ライセンサーが提供するサービスだけで

は必ずしも十分ではない。 

インテックはこれまでの導入実績から蓄積された有形のオブジ

ェクトや無形のノウハウを元にMCFrameを採用頂くお客さま

に以下のソリューションを提供していく。 

(１) 化粧品業界ソリューション 

(２) 製薬業界ソリューション（秤量システム、コンピュータ

　　バリデーション支援） 

(３) リアルタイム実績収集ソリューション（無線ハンディター

　　ミナルソリューション） 

(４) 内部統制ソリューション 

　また、パッケージ導入の本来のメリットである「短期導入」

「低コスト導入」を追及した独自の導入方法論（IP3  

MCFrame－WBS）を整備し、安全かつ確実なパッケージ適

用をお約束する。 

図２　FrameManagerの構成 

　市場のニーズがめまぐるしく変化する中で、製造業をはじめ

とする企業は商品の売り方・作り方をダイナミックに変えてい

く必要に迫られている。企業の競争力を維持していくために日

本企業の多くは、業務プロセスとその企業のコアコンピタンス

が密接な関係をもって成長しており、常に変化する業務プロセ

スが競争力の源泉となっている。日本の製造業の現場では日々

改善活動が繰り返されている。自らが認識した課題に対する改

善には積極的で得意だが、ダイナミックな改革に対しては否定

的で苦手でもある。 

　お客さまの課題をパッケージを活用して解決することが

パッケージソリューションである。そもそもお客さまはその業

務のプロであり、業務上の特有な課題や問題点を解決する能力

についてはお客さまのほうが一枚も二枚も上手である。イン

テックはお客さまが課題や問題点を解決するにあたりそれをIT

で実現する方法を提供する。ただし、インテックは業務の連動

性や整合性および全体最適視点でお客さまに提案する。これこ

そがインテックの存在価値である。 

　現場において長年にわたり積み重ねてきた業務プロセスを見

直すことは容易いことではない。業務プロセスを変更すること

はお客さまにとっても初めてのことであり不安が多い。イン

テックはパッケージの持つ機能とこれまでの導入経験で培った

成功のためのノウハウを示し、お客さまに改革の勇気を与える

ことが使命である。 

 
3.1 製造業の特性と市場ニーズの変化 
　日本の“ものづくり”が日本経済の発展を支えてきたという

事実は疑うべきもない。昨今は中堅・中小の企業であっても中

国をはじめとする海外への進出・工場移転が進み、日本国内に

残るのはいわゆるスマイルカーブの両端である。製造業のサー

ビス産業化が進み、事業モデルのリエンジニアリング、異業種

提携・統合がダイナミックに行われている。また、消費者ニー

ズの多様化に伴い、品目によっては水平分業、製造のみを受託

するサービス(EMS:エレクトロニクス・マニュファクチャリン

グ・サービス）化が進み、グローバル視点でのマネジメント

が要求される。当然、中国をはじめとする海外市場に対する販

売・サービス提供が増加すると考えられる。 

　また、製造業は研究開発と販売に注力する企業と製造そのも

のに注力する企業とに大きく二極化が進んでいる。前者はいわ

ゆる販売業として自社ブランド品の価値向上と販売機会の拡大

がテーマである。対する製造業は「いかに効率的に作るか」「い

かに安く作るか」に関心があり、加えて品質保証に関する要求

も高まっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　MCFrameはグローバル対応として英語版、中国語版な

らびに多通貨の対応を完了している。また、広義のSCM

（サプライチェーンマネジメント）機能としてグローバル

PSI（Production、Inventory & Sales）調整機能をオ

プション化し提供している。 

　これまでの大量生産から多品種少量生産へのシフトは顕著

である。企業によっては製品在庫の削減のために見込生産から

中間製品・ユニット等の半見込生産へシフト、逆に厳しい納期

要求に応えるために個別受注生産から半見込生産へのシフト

など生産形態を大きく変える企業も増加している。MCFrame

は品目特性に応じて、製番とロット手配の混合手配が可能で

あり、生産形態の変化に柔軟に対応することが出来る。 

 

3.2 業務処理統制への対応 
　２００８年４月１日以降始まる事業年度に対して適用される金

融商品取引法（いわゆる日本版SOX法）への対応として財務

諸表を作成する一連のビジネスプロセスの見直しとそのため

のERP導入ニーズが高まっている。業務データの統合管理と

プロセス管理や各種承認機能など“内部統制”に必要な要件

がERPには実装されているからである。中でもIT業務処理統

制（アプリケーションコントロール）に対する期待は高い。 

　MCFrameが提供する内部統制対応は以下の通りである。 

IT業務処理統制 

　● 権限管理　ドキュメント化機能 

　● 承認機能を部品提供 

　● トレーサビリティ 

　● データ更新時の権限再確認 

　● リアルタイムアラート 

IT全般統制 

　● ユーザIDだけでなく、操作端末を記録するアクセス管理 

　● ３点セット（業務フロー、業務記述書、RCM)　 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部長 兼 Ｉ－ＭＣＦ事業推進部長 

　MCFrameは東洋ビジネスエンジニアリング株式会社（本特集では以降 b-en-g社と称する）が開発した
国産のパッケージであり、正式には「生産・販売・物流・原価統合フレームワーク」と呼ばれている。最近はそ
の機能の充実度と柔軟性が高く評価され、業界ならびに市場で注目されている商品のひとつである。 
　MCFrame事業はインテックが製造業のお客さまに提供するソリューションサービスの一つである。受注
から生産・出荷までのロジスティックの課題解決や企業内SCM（サプライチェーンマネジメント）を具現化す
るための効果的なソリューション基盤である。 
　これまでに３０社を超えるお客さまへのMCFrame導入で培った「人」と「ナレッジ」を集約して、圧倒的な
バリューの創造とお客さまに感動を与えるサービス提供を目指す。 
　本特集では、インテックのMCFrameビジネスの全貌を紹介し、これから取り組むべき技術的課題認識と
あわせてインテックのバリューを理解頂ければ幸いである。 
　２００７年度、インテックのMCFrame事業(I-MCF事業)は大きく飛躍する。 

図 １　フレームワークコンセプト 

2.1 なぜMCFrameなのか 
　インテックは特定のメーカーや製品に縛られず、最適なハード

ウェアやソフトウェアを組み合わせてお客さまに提供する

いわゆる独立系ITベンダーである。それゆえに様々なメーカー

のパッケージソフトウェアをお客さまに提供してきた。組立て

加工系のパッケージ、プロセス・バッチ系のパッケージ、さら

には販売管理機能に特化したパッケージなど、お客さまの

業種・業態や予算に最適と思われるものを提案し、少なから

ずお客さまの評価を得てきた。しかしその反面毎回異なる

パッケージを扱うにあたり、そのイニシャルコストの負担が大

きく、また十分に製品の特性を熟知するまでの期間と工数が導

入効率の低下を招くことがあった。これから本格化するであろ

うパッケージ導入ビジネスの大きな課題となっていた。 

　パッケージ導入において最も重要なことはパッケージの持つ

機能や適合性もさることながら、そのパッケージ導入の経験

（成功体験）とそこから蓄積されたノウハウの活用である。繰

り返し同じパッケージを導入することによって得られるノウハウ

こそがお客さまにとってのメリットであり、インテックを選択

頂くバリューである。１９９６年、インテックは特定のパッケージ

を選定しその導入ノウハウの蓄積に取り組むことにした。

パッケージ選定の判断基準は次の通りである。 

(１) 製造業における広い範囲の業種をカバーできること 

(２) ソースプログラムが開示され、インテックにおいて制約無

　　くカスタマイズが可能であること 

(３) 北陸のマーケットに多い中堅製造業にマッチした価格であ

　　ること 

(４) ライセンサーの手厚いサポートが保証されること 

　国産・海外製を問わず数々のパッケージソフトウェアを評価

検討した結果、MCFrameがインテックのニーズに最も合致し

ていた。基本的な機能を装備しつつ、今でこそ当たり前の技術

であるが、当時は他に類を見ない「オブジェクト指向技術を用い

たフレームワーク構造」を持ち、さらにインテックが本社を置

く富山県の地場産業である製薬業界向けのフレームワーク（医

薬コア）をもラインナップしていたことが決め手となった。 

 

2.2 オブジェクト指向とフレームワークコンセプト 
　MCFrameはあらゆる業種・業界で必要とされる機能群から

構成される「共通フレームワーク」と業種・業界によって異な

る「ソリューションフレームワーク」およびお客さまそれぞれ

によって異なる「カスタマイズレイヤ」の３階層から構成され

るのが特徴である。 

(１) 共通フレームワーク 

　　  受注、出荷、請求、入金や在庫、購買そしてMRP（資

　　材所要量計画）等基本的な機能を実装している。 

(２) ソリューションフレームワーク 

　　　自動車部品業界に求められるJITの機能や製薬業界に求

　　められる高度な品質管理、製造管理等、業種によって異

　　なる機能を実装している。 

　　　インテックはb-en-g社と共同で製薬業向けフレーム

　　ワーク（Pharma）を開発した。 

(３) カスタマイズレイヤ 

　　　世界一厳しいといわれる日本の製造業の要望にきめ細

　　かく応えるためには、お客さまそれぞれの要件を取り入

　　れる、いわゆるカスタマイズが必要となる。一般的にカ

　　スタマイズはパッケージ導入にとっては必要悪であり、

　　できるだけ最小限に留めることが重要であることは言う

　　までも無い。しかしお客さまにとって特筆すべきノウハ

　　ウであり、それが企業の強みとなっている場合はむしろ

　　積極的にカスタマイズする必要がある。将来のバージョン

　　アップへの影響を最小限にとどめた上で、効率的なカスタ

　　マイズを実施する技術がオブジェクト指向であり、それを

　　支える開発ツール FrameManager（フレームマネージャー）

　　である。 

 
2.3 ポートフォリオ・アッセンブリ 
　ERPパッケージとは統合業務パッケージと呼ばれるように、

企業の基幹業務（財務・会計、生産、販売、調達、在庫、人事）

などを統合したソフトウェアである。そういった意味では

MCFrameはERPではない。財務会計や人事・給与の機能を

持たないからである。インテックは企業の基幹となる販売・

生産業務が統一されたデータベースでリアルタイムに管理され

ているMCFrameと有機的連携が可能な財務会計システム

（SuperStream）を組み合わせていわゆるERPを構成し提案

する。一般的なERPは確かに全ての業務機能が統一され、リ

アルタイムに連動しているところに特徴があるが、操作面や機

能面では業務特化型パッケージに比べ見劣りする。平たく言え

ば“使いづらい”面が否めない。従ってそれをカバーするため

に独自のフロントシステムを用いる場合が多く、結果的に複数

のシステムの組み合わせとならざるを得ない。インテックが提

案するシステムはいわゆる一般的なERPと異なる。原価低減

の厳しい要求にさらされている日本の中堅製造業は、基幹シス

テムを簡単に作り変えることは困難であり、法改正などに次々

と対応していかなければならない財務会計システムと、独自の

作り込みが不可欠で長く使い込みたい工場システムは、あえて

別にしたほうが得策である。　　 

　ポートフォリオ・アッセンブリとは文字通り最小限の投資で

最大の効果を発揮するための組み合わせ手法であり、中堅製造

業のお客さまにとって現時点ではMCFrameとSuperStream

の組み合わせが最適ソリューションであると信じる。 

 

 

 

 

 

 

 

　大雑把な例だが、海外製の有名なERPパッケージに比べ、

ほぼ同等の機能を三分の一以下の価格で提供できる。さらに、

組み合わせに必要なパッケージ間インタフェースが標準装備さ

れていることも導入企業の大きなメリットとなる。 

　ERPの大きなメリットにデータのリアルタイムな連動が

ある。反面それはシステムの更新にとって大きなデメリットと

なりうる。頻繁な法改正によりバージョンアップを余儀なくさ

れる財務会計や給与システムに対して、販売・生産管理システム

は一旦構築した後はシステム改善の要求はあるが、バージョン

アップに投資することは極力避けたいとの想いが強い。ポート

フォリオ・アッセンブリ型ERPパッケージの場合は不必要な

バージョンアップ投資を強いられることは無い。 
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※ 参考資料としての提示 
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*MCFrameは 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社の商品です。 
*SuperStreamは エス・エス・ジェイ株式会社の商品です。 

Cosminexus電子フォームワークフローは株式会社日立製作所の製品です。 




