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インテックのMCFrameソリューション 
 INTEC MCFrame Solution

鎌仲　昌彰　　　　　郡山　彰 
KAMANAKA Masaaki　　KOORIYAMA Akira 

概要 
　インテックのMCFrameビジネスの歴史は、MCFrameのVAR（Value Added Reseller:付加価値再販業者）と

しての歴史である。今では導入実績数などNo.1パートナーとしての評価を得ているが、その結果を積み上げること

ができた要因として挙げられるのが当初からインテックが取り組んできたMCFrameの独自ソリューション開発であ

る。この独自ソリューションの開発こそがVARとしての存在価値である。 

　本稿では、インテックが１０年来強く意識して取り組んできたMCFrameソリューションに対する基本的な考え方を、

MCFrameソリューションのサプライチェーンとデマンドチェーンという観点から整理する。次に、現在提供している

または今後提供を予定している具体的なソリューションの概要について紹介する。 

1. はじめに 

2. インテックがMCFrameソリューション 
　　で創り出す価値 

3. インテックのMCFrameソリューション 
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MCFrameビジネス 

　当社が初めてMCFrameの導入を手がけたのは１９９６年のこ

とで、富山県の某製薬会社への導入が最初の取り組みである。

その後の４年間は富山県の製薬会社を中心として５社への導

入を行い、５年後の２００１年に本格的に首都圏への営業展開を

行うことで毎年４～７社の導入プロジェクトを実施する規模

になり、今では導入中のお客さまも含めて３０社以上のお客さ

まから導入のご注文をいただいたことになる。 
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2.1 MCFrameのVARとしてスタート 
　１９９６年にインテックが初めてMCFrameをお客さまに導入

した時に提供した付加価値は以下の３点である。 

(１) MCFrameの利用方法を可視化（要件定義、導入支援） 

　　　お客さまの要件を充たすためのMCFrameの使い方を

　　定義・指導する。 

(２) MCFrameの不足機能を提供（カスタマイズ開発） 

　　　MCFrameの標準機能ではお客さまの要件を充たせない

　　場合、機能の変更・追加をする。 

(３) 稼動後のシステム保守を提供（運用・保守サービス） 

　　　稼動後の各種お問い合わせに答える。 

　その後、４年間は製薬会社を中心に導入を重ねることに

よって、上記(２)：不足機能の提供においてVARとしての存

在価値を高めてきた。 

　それは、お客さまの要件に対して既に経験済みのカスタマイズ

部品を流用することからスタートした。そもそも、MCFrame

はオブジェクト指向の考え方で実装されており、カスタマイズ

した機能を部品化することで同じ要件の実装にあたっては、部

品を流用することで高品質・低コスト・短納期に導入ができる

のである。当初は製薬会社へ製薬業界のフレームワーク（医薬

コア）の提供を中心に展開していたので、同じ製薬会社であれ

ば共通の要件が存在するケースがほとんどであった。これら、

オブジェクト指向と製薬業の共通要件という２つの要因が、製

造業向けのパッケージとしてMCFrameに取り組んでいくこと

を決定させたのである。 

 

2.2 b-en-g社から見たパートナーというVAR 
　製薬会社を中心としてMCFrameの導入実績が5社となった

ところで、製薬業が共通に求める業務要件や機能要件がはっき

りと見えてきた。もともと、b-en-g社が提供する製薬業界の

フレームワーク（医薬コア）を製薬業へのベストプラクティスと

して提供してきたわけだが、ベストプラクティスとしてレベル

アップを図る必要性に気がついたのである。 

　インテックとしてはカスタマイズ機能が部品化されていると

はいえ、導入のたびにカスタマイズをすることはQCDの観点

から適切でなかった。それはお客さまの立場に立つとより一層

明確である。b-en-g社としても、ライセンサーの存在価値で

あるベストプラクティスの提供という観点で考えればそのよう

な機能は標準機能としてパッケージに実装することがパッケージ

の競争力を高めるために必要不可欠である。両社が合意して、

製薬業界のフレームワーク（医薬コア）はレベルアップを行う

ことになった。そして、その開発はライセンサーであるb-en-g社

とVARであるインテックとの共同で行われ、MCFrame/Pharma

という製品を生み出した。b-en-g社にとってパートナーは

MCFrameを販売するだけの存在ではなく、MCFrameをベス

トプラクティスへ成長させる上で重要な役割を持つ存在でも

ある。 

2.3 インテックが作るMCFrameのサプライ
　　　チェーンとデマンドチェーン 
　インテックは、MCFrameをb-en-g社からお客さまにお届

けするサプライチェーンとお客さまのノウハウをMCFrameに

取り込むデマンドチェーンの中心に位置し、それぞれのチェーン

の要となっている。これがMCFrameビジネスにおけるイン

テックの存在価値である。 

(１) サプライチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはb-en-g社が提供する製造業のベストプラ

　　クティスを、製造業の業種に標準的に必要な機能を部品

　　として実装しお客さまに提供する。これらによって、お

　　客さまは新しいノウハウを自社に取り入れることができ

　　る。インテックの価値は、個々のお客さま視線に近いベ

　　ストプラクティスの実現とそのベストプラクティスをお

　　客さまへ提供することである。 

(２) デマンドチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはお客さまの要件をMCFrameに実装しながら

　　ノウハウと機能部品を蓄積し、標準的に必要と判断できる機

　　能についてはb-en-g社に標準機能としてMCFrameに取り込

　　むよう働きかける。これにより、b-en-g社はベストプラク

　　ティスをより洗練することができる。インテックの価値

　　は、個々のお客さまからのノウハウを集約することでb-en-g

　　社におけるベストプラクティスの成長を支援することで

　　ある。 

　　　このサプライチェーンとデマンドチェーンを図に表現

　　すると図１となる。 

図 １　インテックが作るMCFrameのサプライチェーンとデマンドチェーン 

3.1  化粧品業界ソリューション 
3.1.1  概要 
　インテックのMCFrame導入実績において、製薬会社の次に

実績が多いのは化粧品製造会社である。化粧品製造業と製薬業

は製造工程が似ており、品質管理規格においても厚労省が定

めた医薬品ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：製造

管理および品質管理規則）に準じて策定された化粧品ＧＭＰの

存在があることから、インテックの製薬会社へのシステム導入

における業務ノウハウを横展開することで多くの導入を重ねる

ことができた。 

　化粧品業界ソリューションは、その豊富な導入実績からなる

ノウハウを機能部品として有形化し、その機能部品を利用する

ことでローコストかつ短納期・高品質な導入を実現するソリュー

ションである。 

 
3.1.2 特徴 
　化粧品業界ソリューションの核となるのは化粧品製造会社が

求める業務機能を機能部品とした部品群である。部品群を抜粋

したものが表１になる。以下に例として二つの機能を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 抜き取り数自動計算機能 

　　　品質管理業務における機能部品で、購入資材の受け入れ

　　試験時に試験のサンプルとして抜き取る資材の数や試験結果

　　の判定基準を計算し、試験指図書へ出力する機能である。計

　　算ロジックとして採用しているのは米国防総省が定めた部品

　　調達に関する標準規格のミリタリー規格である。 

(２) 支給品依頼機能 

　　　化粧品業界は受託メーカーが比較的多い業界である。受

　　託メーカーは、厳しい納期で製造するケースがほとんど

　　であり、原料や資材が委託先からの支給になる場合はそ

　　の支給品の到着が短納期を実現する大きな条件となる。

　　有償支給や無償支給に係わらず確実な支給を促すために

　　受託メーカーから委託先に支給依頼書を発行するのが支

　　給品依頼機能である。 

 

3.1.3 今後の展開 
　化粧品業界と一言で言っても、ビジネス様式は多様である。

自社製品のみならずOEM（Original Equipment Manufacturing

：他社ブランド品の製造）も行い工場設備の稼働率を上げる

ことで資産の効率化を図る会社もあれば、自社ではほとんど

製造しないで製品開発とマーケティング・物流に注力する会

社もある。そのようなビジネス様式の違いは他の業界にも同

じように存在することから、化粧品業界ソリューションの機

能部品をビジネス様式の違いで整理しなおすことで受託型製

造業ソリューションなどといった様に横展開していく。 

 

3.2 製薬業界ソリューション 
3.2.1 概要 
　先にも述べたとおり、 製薬業向けMCFrameとして

MCFrame/Pharmaはパッケージとして存在する。インテッ

クの製薬業界ソリューションは、MCFrame/Pharmaの機能を

補完する「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」と

システム導入時にお客さまの作業負荷を軽減する導入支援

サービスである「コンピュータシステムバリデーション支援

サービス」である。 

 

3.2.2 特徴 
(１) 秤量管理システムforMCFrame/Pharma 

　　　秤量とは粉体や液体の原料を精確に計量する仕事で、そ

　　の工程を秤量工程という。秤量工程で計られた原料が後

　　工程で投入され製品となっていく。製薬業にかかわらず、

　　秤量工程で原料そのものや量に間違いがあると製造され

　　たものは廃棄処分となるので間違いは許されない。製薬

　　業においてはもっと厳しく、計画段階のロットと差異が

　　あった場合にも廃棄処分となるため細心の管理が必要に

　　なってくる。 

　　　一般的に秤量管理システムは秤量器メーカーなどから

　　提供されており、MCFrame/Pharmaとのインターフェース

　　を相互に開発することで運用は可能になるが、その場合に

　　問題となるのはマスターデータのメンテナンス負荷である。

　　MCFrame/Pharmaと秤量管理システムが別システムに

　　なると、それぞれのシステムが管理するデータ項目の整

　　合性を意識した運用が必要になり、運用が煩雑にならざる

　　を得ない。「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」は

　　MCFrame/Pharmaそのものに追加機能として開発され

　　ており、運用時の煩雑さを感じさせない特長を持つ。 

(２) コンピュータシステムバリデーション支援サービス 

　　　コンピュータシステムバリデーションとは、コンピュータ

　　システムが正しく稼動・処理していることを保証するこ

　　とで、製薬業界では法規制対応の観点から対処する必要

　　があり、受託製造や海外販売の側面からも対応するケー

　　スが多い。 

　　　インテックの「コンピュータシステムバリデーション支

　　援サービス」は、MCFrame/Pharmaを中心とした生産

　　管理システムが正しく稼動・処理していることの保証作

　　業（「図２：コンピュータシステムバリデーション活動の流

　　れ」を参照）を支援するサービスであり、以下の３点を特

　　長として持つ。また、当然のことながらサービスを受けたお

　　客さまは受託先視察や当局査察をクリアしている。 

　　　● 国際的に準拠するためGAMP4（Th e Go o d  

　　　Automated Manufacturing Practice Ver4：自動化

　　 システムのバリデーションガイド）に従ったバリデー

　　  ションの実施 

　　　●お客さま作業の代行サービスや文書化のためのコンサ ル

　　  テーションサービスを提供 

　　　●新規導入システムに限らず、既に稼動済みシステムに対

　　  して回顧的バリデーションを実施 

 

3.2.3 今後の展開 
  製薬業界は法規制が厳しい業界で、システムの対応も迅速

に正しく行う必要がある。お客さまにとってパッケージシステム

採用の大きなメリットである迅速な法規制対応に今後も応え

続けるために、研究を怠らず新ソリューションを提供し続け

ることがインテックの使命である。 

　また、昨今の食品業界における品質管理面の問題などが代

表的なきっかけであるが、他業界においても品質管理の重要

性を再認識される中、製薬業界で培った品質管理の業務ノウ

ハウを他業界のお客さまにも提供していく。 

3.3 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） 

3.3.1 概要 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」は製薬会社への

MCFrame/Pharmaの付加ソリューションとして提供を開始

し、今では業界を問わず導入するケースが増えてきたソリュー

ションである。当初は原料や中間品の誤投入を防止するチェック

業務を主機能としていたが、最近は各工程における作業実績

収集や棚卸業務の効率化を実現する機能を持ち、バーコード

とハンディターミナルを利用する仕組みで実現している。 

 

3.3.2 特徴 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題

をまとめたものが表２である。それらの課題に対して以下の

通り解決が図れるソリューションであり、正確性やリアルタ

イム性による管理精度の向上と作業負荷軽減を両立すること

が可能である。 

(１) 手記入や手入力作業を廃止することで人的ミス削減が可能 

(２) 正確な入出庫データや投入実績が簡単・確実に収集可能 

(３) バーコードによりワンタッチで現物確認が可能 

(４) 無線通信でリアルタイム処理が可能 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 今後の展開 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」はバーコードを利

用したソリューションである。昨今、普及が注目されている

RFID(Radio Frequency Identification)タグはバーコード

と比較して「情報量の多さ」や「読み取りの自動化」などの特

徴を持ち普及が進んでいる。バーコードに替えてICタグを利用

することで、単一企業内に留まらないより広範囲で効果的な

ソリューションに成長させることを考えている。 

4. おわりに 

図 ４　購買プロセスのインプットコントロール 

3.4 内部統制ソリューション 
3.4.1 概要 
　内部統制ソリューションにおいては二つの機能を提供する。 

　一つは「基幹ワークフローソリューション」で、MCFrameへの

受注登録時や発注書の出力時あるいはマスタ情報の登録変更

時に基幹ワークフローシステムに連携し適切な承認プロセス

を経て正式登録される機能である。これは、株式会社日立製作

所の「Cosminexus電子フォームワークフロー」との連携で

実現する。データ連携については、リアルタイムシステム連携

を実現するインフォテリア株式会社のＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩ

システム）によって行う。 

　もう一つは「監査証跡ログの保全・検索ソリューション」で、

MCFrameで蓄積する監査証跡データを保全しながら必要なと

きに高速に検索・調査を実施できる機能である。これは、イン

テックの製品である「快速サーチャーログ検索ソリューショ

ン」にデータ連携することで実現する。「快速サーチャーロ

グ検索ソリューション」はエス・エス・ジェイ株式会社の

Supe rSt ream（会計システム）の操作ログデータや

Cosminexus電子フォームワークフロー（基幹ワークフローシ

ステム）の承認ログデータなどについても保全と検索が可能で

ある。また、「快速サーチャーログ検索ソリューション」への

各ログデータの取り込みは、ＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩシステム）

によって実行される。 

　全体のイメージは図３の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 特徴 
　本稿では「基幹ワークフローソリューション」について特

長を紹介することとする。「基幹ワークフローソリューション」

はMCFrameと連携することで、ＩＴ業務処理統制のインプッ

トコントロールを実現する。対象となる業務プロセスは以下

のプロセスである。 

(１) 受注プロセス 

(２) 出荷プロセス 

(３) 請求プロセス 

(４) 購買プロセス 

(５) マスタ登録・変更プロセス（製品仕様書や単価の改定など） 

　　購買プロセスのワークフロー例が図４である。 

 

3.4.3 今後の展開 
　今後は、マスタ登録・変更プロセスにおけるインプットコン

トロールの機能拡張を予定している。具体的には、研究開発部門

システムなどの他システムとの連携機能である。 

　生産管理システムのマスタ登録・変更時には、他システム

のマスタ登録・変更が必要になってくるケースがほとんどで

ある。例えば、研究開発部門において新しい製品が開発され

生産フェーズに移行する時に、生産管理システムでは製造

BOM(bill of materials：部品表)情報を研究開発部門の設計

BOM情報をもとに登録し、品質管理システムでは試験にかか

わる情報を研究開発部門のシステム情報をもとに登録する。

生産フェーズへの移行申請を基幹ワークフローで行うことに

より、関連する複数システムへの自動データ投入が可能とな

り、お客さまの業務負荷を軽減することができる。 

　また、このような業務は紙（申請書）による運用が多く残って

おり、大量な申請書の起案や承認にかかわる高い作業負荷や

申請書の保管にかかわるスペース確保などの問題もあり、その

ような問題・課題に対するソリューションとしても価値があ

ると考える。 

表 ２　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題 

表 １　化粧品業界ソリューションの機能部品（抜粋） 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部 
● MCFrame Certified Professional Consultant

お客さま インテック 東洋ビジネスエンジニアリング 

サプライチェーン 

ノウハウの取り込み 

ノウハウ（競争力の源泉） 

ベストプラクティス 
＋機能部品の提供 
   （付加価値） 

要件の機能部品化 

ベストプラクティスの提供 
（MCFrame） 

機能部品の標準実装 
（ベストプラクティスの洗練） 

図 ２　コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 
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FS 
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（OQ） 
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SQAP： Software Quality Assurance Plan 
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FS　：Function specification  
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DQ： Design Qualification 
IQ： Installation Qualification 
OQ： Operational Qualification 
PQ： Performance Qualification

計画立案 設計 システム構築 テスト 稼働 

図 ３　内部統制ソリューションの全体イメージ図 
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そのまま注文書を発行する場合は上長の承認は必要ない。 
購買先や数量の変更あるいは高額な発注となる場合は、上長の承認が必要になる。 
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注文書自動FAX対応 

発注承認 

納品書統一対応 

支給依頼管理（受託対応） 

内示発注残管理 

マルチ単位 

倉庫システム連携 

入荷業務効率化 

ミル規格対応 

試験記録書発行 

サンプリング指示書発行 

マルチ単位 

バーコード対応 

可変歩留対応 

ロス入力対応 

不良内訳登録 

手直し対応 

製造指図・記録書「MS-Word連携」 

秤量システム連携 

荷姿管理 

容器管理 

統一単位換算 

EDI対応 

FAXサーバー対応 

注文書発行前に発注承認プロセスを行える 

１品１葉注文書・納品書出力 

委託元への支給依頼書発行 

内示発注残を算出 

在庫管理単位とは別に、発注用単位を持つ 

受入倉庫⇒原料倉庫入庫業務モデル 

入庫指示オーダー自動発行 

入荷予定リスト出力 

バーコード付入荷ラベル出力 

抜取り数自動計算 

記入用試験指図・記録書の発行 

試験サンプルの抜き取りを指示する指示書印刷 

解体登録機能 

（包装品⇒充填品、資材へ１工程前に戻す） 

在庫管理単位とは別に、投入用単位を持つ 

投入品目チェック、投入実績入力をバーコードH/Tで実施 

製造量によって投入歩留りを可変で設定できる機能 

正味投入量とロス量、材料不良等原因別実績を入力 

充填・包装工程内検査における不良実績登録 

試験不合格品を手直しにより良品とする機能 

「MS-Word」で作成されたSOP付製造指図・記録書の発行 

秤量構成表の追加 

秤量実績取り込み 

単位換算（リットル⇒Kgなど） 

複数の荷姿を管理（バラ、箱、ケース等） 

荷姿の振替 

容器登録、使用容器登録、使用履歴の管理 

複数の荷姿または入り目の在庫を統一単位（kgなど)で集計 

JD-NET対応 

プラネット対応 

包装替え対応 
 

購買管理 

品質管理 

製造管理 

在庫管理 

製造記録や作業記録を手書きしている 
 
 
 
現状在庫を正確に把握できていない 
入出庫は目視と手書きで実施している 

記入ミス、記入漏れを無くしたい 
現場の進捗や在庫をリアルタイムに把握したい 
棚卸しの所要時間を短くしたい 
正確な作業工数を製造原価に反映したい 
在庫切れや過剰在庫の発生を抑えたい 
出庫ミスや投入ミスの発生を抑えたい 

データ入力がタイムリーに行えない 

現状 　　　　　　　　　　　課題 

　インテックはMCFrameパッケージをコアとした生産管理ソ

リューションの提供によって、製薬・化粧品製造業を中心とし

た製造業に貢献してきた。その結果としてMCFrameワールド

においてはNo.1パートナーとして評価をいただけるように

なった。しかしながら、インテックが提供できる製造業向け

ソリューションが対象とする業務範囲は、お客さまの全体業務

と比較してまだ狭い。 

　今後も得意とする製薬・化粧品業界の生産管理分野に対する

ソリューションに一層磨きをかけながらも、新しい業界や業務分

野へのソリューション展開にチャレンジしていく。そして、製造

業のお客さまにイノベーションを起しながら貢献し続けたい。 

登録されたマスタ値によって所要量計算された結果にもとづいて、 

デマンドチェーン 
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インテックのMCFrameソリューション 
 INTEC MCFrame Solution

鎌仲　昌彰　　　　　郡山　彰 
KAMANAKA Masaaki　　KOORIYAMA Akira 

概要 
　インテックのMCFrameビジネスの歴史は、MCFrameのVAR（Value Added Reseller:付加価値再販業者）と

しての歴史である。今では導入実績数などNo.1パートナーとしての評価を得ているが、その結果を積み上げること

ができた要因として挙げられるのが当初からインテックが取り組んできたMCFrameの独自ソリューション開発であ

る。この独自ソリューションの開発こそがVARとしての存在価値である。 

　本稿では、インテックが１０年来強く意識して取り組んできたMCFrameソリューションに対する基本的な考え方を、

MCFrameソリューションのサプライチェーンとデマンドチェーンという観点から整理する。次に、現在提供している

または今後提供を予定している具体的なソリューションの概要について紹介する。 

1. はじめに 

2. インテックがMCFrameソリューション 
　　で創り出す価値 

3. インテックのMCFrameソリューション 

郡山　彰 
KOORIYAMA Akira

MCFrameビジネス 

　当社が初めてMCFrameの導入を手がけたのは１９９６年のこ

とで、富山県の某製薬会社への導入が最初の取り組みである。

その後の４年間は富山県の製薬会社を中心として５社への導

入を行い、５年後の２００１年に本格的に首都圏への営業展開を

行うことで毎年４～７社の導入プロジェクトを実施する規模

になり、今では導入中のお客さまも含めて３０社以上のお客さ

まから導入のご注文をいただいたことになる。 

鎌仲　昌彰 
KAMANAKA Masaaki

参考文献 

［１］MCFrame Forum2006 MCFrameソリューションブック（東洋

ビジネスエンジニアリング株式会社） 

 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部　課長代理 
● マーケティング、ソリューション企画担当 

2.1 MCFrameのVARとしてスタート 
　１９９６年にインテックが初めてMCFrameをお客さまに導入

した時に提供した付加価値は以下の３点である。 

(１) MCFrameの利用方法を可視化（要件定義、導入支援） 

　　　お客さまの要件を充たすためのMCFrameの使い方を

　　定義・指導する。 

(２) MCFrameの不足機能を提供（カスタマイズ開発） 

　　　MCFrameの標準機能ではお客さまの要件を充たせない

　　場合、機能の変更・追加をする。 

(３) 稼動後のシステム保守を提供（運用・保守サービス） 

　　　稼動後の各種お問い合わせに答える。 

　その後、４年間は製薬会社を中心に導入を重ねることに

よって、上記(２)：不足機能の提供においてVARとしての存

在価値を高めてきた。 

　それは、お客さまの要件に対して既に経験済みのカスタマイズ

部品を流用することからスタートした。そもそも、MCFrame

はオブジェクト指向の考え方で実装されており、カスタマイズ

した機能を部品化することで同じ要件の実装にあたっては、部

品を流用することで高品質・低コスト・短納期に導入ができる

のである。当初は製薬会社へ製薬業界のフレームワーク（医薬

コア）の提供を中心に展開していたので、同じ製薬会社であれ

ば共通の要件が存在するケースがほとんどであった。これら、

オブジェクト指向と製薬業の共通要件という２つの要因が、製

造業向けのパッケージとしてMCFrameに取り組んでいくこと

を決定させたのである。 

 

2.2 b-en-g社から見たパートナーというVAR 
　製薬会社を中心としてMCFrameの導入実績が5社となった

ところで、製薬業が共通に求める業務要件や機能要件がはっき

りと見えてきた。もともと、b-en-g社が提供する製薬業界の

フレームワーク（医薬コア）を製薬業へのベストプラクティスと

して提供してきたわけだが、ベストプラクティスとしてレベル

アップを図る必要性に気がついたのである。 

　インテックとしてはカスタマイズ機能が部品化されていると

はいえ、導入のたびにカスタマイズをすることはQCDの観点

から適切でなかった。それはお客さまの立場に立つとより一層

明確である。b-en-g社としても、ライセンサーの存在価値で

あるベストプラクティスの提供という観点で考えればそのよう

な機能は標準機能としてパッケージに実装することがパッケージ

の競争力を高めるために必要不可欠である。両社が合意して、

製薬業界のフレームワーク（医薬コア）はレベルアップを行う

ことになった。そして、その開発はライセンサーであるb-en-g社

とVARであるインテックとの共同で行われ、MCFrame/Pharma

という製品を生み出した。b-en-g社にとってパートナーは

MCFrameを販売するだけの存在ではなく、MCFrameをベス

トプラクティスへ成長させる上で重要な役割を持つ存在でも

ある。 

2.3 インテックが作るMCFrameのサプライ
　　　チェーンとデマンドチェーン 
　インテックは、MCFrameをb-en-g社からお客さまにお届

けするサプライチェーンとお客さまのノウハウをMCFrameに

取り込むデマンドチェーンの中心に位置し、それぞれのチェーン

の要となっている。これがMCFrameビジネスにおけるイン

テックの存在価値である。 

(１) サプライチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはb-en-g社が提供する製造業のベストプラ

　　クティスを、製造業の業種に標準的に必要な機能を部品

　　として実装しお客さまに提供する。これらによって、お

　　客さまは新しいノウハウを自社に取り入れることができ

　　る。インテックの価値は、個々のお客さま視線に近いベ

　　ストプラクティスの実現とそのベストプラクティスをお

　　客さまへ提供することである。 

(２) デマンドチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはお客さまの要件をMCFrameに実装しながら

　　ノウハウと機能部品を蓄積し、標準的に必要と判断できる機

　　能についてはb-en-g社に標準機能としてMCFrameに取り込

　　むよう働きかける。これにより、b-en-g社はベストプラク

　　ティスをより洗練することができる。インテックの価値

　　は、個々のお客さまからのノウハウを集約することでb-en-g

　　社におけるベストプラクティスの成長を支援することで

　　ある。 

　　　このサプライチェーンとデマンドチェーンを図に表現

　　すると図１となる。 

図 １　インテックが作るMCFrameのサプライチェーンとデマンドチェーン 

3.1  化粧品業界ソリューション 
3.1.1  概要 
　インテックのMCFrame導入実績において、製薬会社の次に

実績が多いのは化粧品製造会社である。化粧品製造業と製薬業

は製造工程が似ており、品質管理規格においても厚労省が定

めた医薬品ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：製造

管理および品質管理規則）に準じて策定された化粧品ＧＭＰの

存在があることから、インテックの製薬会社へのシステム導入

における業務ノウハウを横展開することで多くの導入を重ねる

ことができた。 

　化粧品業界ソリューションは、その豊富な導入実績からなる

ノウハウを機能部品として有形化し、その機能部品を利用する

ことでローコストかつ短納期・高品質な導入を実現するソリュー

ションである。 

 
3.1.2 特徴 
　化粧品業界ソリューションの核となるのは化粧品製造会社が

求める業務機能を機能部品とした部品群である。部品群を抜粋

したものが表１になる。以下に例として二つの機能を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 抜き取り数自動計算機能 

　　　品質管理業務における機能部品で、購入資材の受け入れ

　　試験時に試験のサンプルとして抜き取る資材の数や試験結果

　　の判定基準を計算し、試験指図書へ出力する機能である。計

　　算ロジックとして採用しているのは米国防総省が定めた部品

　　調達に関する標準規格のミリタリー規格である。 

(２) 支給品依頼機能 

　　　化粧品業界は受託メーカーが比較的多い業界である。受

　　託メーカーは、厳しい納期で製造するケースがほとんど

　　であり、原料や資材が委託先からの支給になる場合はそ

　　の支給品の到着が短納期を実現する大きな条件となる。

　　有償支給や無償支給に係わらず確実な支給を促すために

　　受託メーカーから委託先に支給依頼書を発行するのが支

　　給品依頼機能である。 

 

3.1.3 今後の展開 
　化粧品業界と一言で言っても、ビジネス様式は多様である。

自社製品のみならずOEM（Original Equipment Manufacturing

：他社ブランド品の製造）も行い工場設備の稼働率を上げる

ことで資産の効率化を図る会社もあれば、自社ではほとんど

製造しないで製品開発とマーケティング・物流に注力する会

社もある。そのようなビジネス様式の違いは他の業界にも同

じように存在することから、化粧品業界ソリューションの機

能部品をビジネス様式の違いで整理しなおすことで受託型製

造業ソリューションなどといった様に横展開していく。 

 

3.2 製薬業界ソリューション 
3.2.1 概要 
　先にも述べたとおり、 製薬業向けMCFrameとして

MCFrame/Pharmaはパッケージとして存在する。インテッ

クの製薬業界ソリューションは、MCFrame/Pharmaの機能を

補完する「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」と

システム導入時にお客さまの作業負荷を軽減する導入支援

サービスである「コンピュータシステムバリデーション支援

サービス」である。 

 

3.2.2 特徴 
(１) 秤量管理システムforMCFrame/Pharma 

　　　秤量とは粉体や液体の原料を精確に計量する仕事で、そ

　　の工程を秤量工程という。秤量工程で計られた原料が後

　　工程で投入され製品となっていく。製薬業にかかわらず、

　　秤量工程で原料そのものや量に間違いがあると製造され

　　たものは廃棄処分となるので間違いは許されない。製薬

　　業においてはもっと厳しく、計画段階のロットと差異が

　　あった場合にも廃棄処分となるため細心の管理が必要に

　　なってくる。 

　　　一般的に秤量管理システムは秤量器メーカーなどから

　　提供されており、MCFrame/Pharmaとのインターフェース

　　を相互に開発することで運用は可能になるが、その場合に

　　問題となるのはマスターデータのメンテナンス負荷である。

　　MCFrame/Pharmaと秤量管理システムが別システムに

　　なると、それぞれのシステムが管理するデータ項目の整

　　合性を意識した運用が必要になり、運用が煩雑にならざる

　　を得ない。「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」は

　　MCFrame/Pharmaそのものに追加機能として開発され

　　ており、運用時の煩雑さを感じさせない特長を持つ。 

(２) コンピュータシステムバリデーション支援サービス 

　　　コンピュータシステムバリデーションとは、コンピュータ

　　システムが正しく稼動・処理していることを保証するこ

　　とで、製薬業界では法規制対応の観点から対処する必要

　　があり、受託製造や海外販売の側面からも対応するケー

　　スが多い。 

　　　インテックの「コンピュータシステムバリデーション支

　　援サービス」は、MCFrame/Pharmaを中心とした生産

　　管理システムが正しく稼動・処理していることの保証作

　　業（「図２：コンピュータシステムバリデーション活動の流

　　れ」を参照）を支援するサービスであり、以下の３点を特

　　長として持つ。また、当然のことながらサービスを受けたお

　　客さまは受託先視察や当局査察をクリアしている。 

　　　● 国際的に準拠するためGAMP4（Th e Go o d  

　　　Automated Manufacturing Practice Ver4：自動化

　　 システムのバリデーションガイド）に従ったバリデー

　　  ションの実施 

　　　●お客さま作業の代行サービスや文書化のためのコンサ ル

　　  テーションサービスを提供 

　　　●新規導入システムに限らず、既に稼動済みシステムに対

　　  して回顧的バリデーションを実施 

 

3.2.3 今後の展開 
  製薬業界は法規制が厳しい業界で、システムの対応も迅速

に正しく行う必要がある。お客さまにとってパッケージシステム

採用の大きなメリットである迅速な法規制対応に今後も応え

続けるために、研究を怠らず新ソリューションを提供し続け

ることがインテックの使命である。 

　また、昨今の食品業界における品質管理面の問題などが代

表的なきっかけであるが、他業界においても品質管理の重要

性を再認識される中、製薬業界で培った品質管理の業務ノウ

ハウを他業界のお客さまにも提供していく。 

3.3 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） 

3.3.1 概要 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」は製薬会社への

MCFrame/Pharmaの付加ソリューションとして提供を開始

し、今では業界を問わず導入するケースが増えてきたソリュー

ションである。当初は原料や中間品の誤投入を防止するチェック

業務を主機能としていたが、最近は各工程における作業実績

収集や棚卸業務の効率化を実現する機能を持ち、バーコード

とハンディターミナルを利用する仕組みで実現している。 

 

3.3.2 特徴 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題

をまとめたものが表２である。それらの課題に対して以下の

通り解決が図れるソリューションであり、正確性やリアルタ

イム性による管理精度の向上と作業負荷軽減を両立すること

が可能である。 

(１) 手記入や手入力作業を廃止することで人的ミス削減が可能 

(２) 正確な入出庫データや投入実績が簡単・確実に収集可能 

(３) バーコードによりワンタッチで現物確認が可能 

(４) 無線通信でリアルタイム処理が可能 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 今後の展開 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」はバーコードを利

用したソリューションである。昨今、普及が注目されている

RFID(Radio Frequency Identification)タグはバーコード

と比較して「情報量の多さ」や「読み取りの自動化」などの特

徴を持ち普及が進んでいる。バーコードに替えてICタグを利用

することで、単一企業内に留まらないより広範囲で効果的な

ソリューションに成長させることを考えている。 

4. おわりに 

図 ４　購買プロセスのインプットコントロール 

3.4 内部統制ソリューション 
3.4.1 概要 
　内部統制ソリューションにおいては二つの機能を提供する。 

　一つは「基幹ワークフローソリューション」で、MCFrameへの

受注登録時や発注書の出力時あるいはマスタ情報の登録変更

時に基幹ワークフローシステムに連携し適切な承認プロセス

を経て正式登録される機能である。これは、株式会社日立製作

所の「Cosminexus電子フォームワークフロー」との連携で

実現する。データ連携については、リアルタイムシステム連携

を実現するインフォテリア株式会社のＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩ

システム）によって行う。 

　もう一つは「監査証跡ログの保全・検索ソリューション」で、

MCFrameで蓄積する監査証跡データを保全しながら必要なと

きに高速に検索・調査を実施できる機能である。これは、イン

テックの製品である「快速サーチャーログ検索ソリューショ

ン」にデータ連携することで実現する。「快速サーチャーロ

グ検索ソリューション」はエス・エス・ジェイ株式会社の

Supe rSt ream（会計システム）の操作ログデータや

Cosminexus電子フォームワークフロー（基幹ワークフローシ

ステム）の承認ログデータなどについても保全と検索が可能で

ある。また、「快速サーチャーログ検索ソリューション」への

各ログデータの取り込みは、ＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩシステム）

によって実行される。 

　全体のイメージは図３の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 特徴 
　本稿では「基幹ワークフローソリューション」について特

長を紹介することとする。「基幹ワークフローソリューション」

はMCFrameと連携することで、ＩＴ業務処理統制のインプッ

トコントロールを実現する。対象となる業務プロセスは以下

のプロセスである。 

(１) 受注プロセス 

(２) 出荷プロセス 

(３) 請求プロセス 

(４) 購買プロセス 

(５) マスタ登録・変更プロセス（製品仕様書や単価の改定など） 

　　購買プロセスのワークフロー例が図４である。 

 

3.4.3 今後の展開 
　今後は、マスタ登録・変更プロセスにおけるインプットコン

トロールの機能拡張を予定している。具体的には、研究開発部門

システムなどの他システムとの連携機能である。 

　生産管理システムのマスタ登録・変更時には、他システム

のマスタ登録・変更が必要になってくるケースがほとんどで

ある。例えば、研究開発部門において新しい製品が開発され

生産フェーズに移行する時に、生産管理システムでは製造

BOM(bill of materials：部品表)情報を研究開発部門の設計

BOM情報をもとに登録し、品質管理システムでは試験にかか

わる情報を研究開発部門のシステム情報をもとに登録する。

生産フェーズへの移行申請を基幹ワークフローで行うことに

より、関連する複数システムへの自動データ投入が可能とな

り、お客さまの業務負荷を軽減することができる。 

　また、このような業務は紙（申請書）による運用が多く残って

おり、大量な申請書の起案や承認にかかわる高い作業負荷や

申請書の保管にかかわるスペース確保などの問題もあり、その

ような問題・課題に対するソリューションとしても価値があ

ると考える。 

表 ２　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題 

表 １　化粧品業界ソリューションの機能部品（抜粋） 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部 
● MCFrame Certified Professional Consultant

お客さま インテック 東洋ビジネスエンジニアリング 

サプライチェーン 

ノウハウの取り込み 

ノウハウ（競争力の源泉） 

ベストプラクティス 
＋機能部品の提供 
   （付加価値） 

要件の機能部品化 

ベストプラクティスの提供 
（MCFrame） 

機能部品の標準実装 
（ベストプラクティスの洗練） 

図 ２　コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

システム構築の流れ 

VMP 
SQAP （要求仕様書） 
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システム設計書 
FS 
 

設計適格性確認 
（DQ） 
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動作適格性確認 
（OQ） 

稼働性適格性確認 
（PQ） 

運用管理 
変更管理 

SQAP： Software Quality Assurance Plan 
VMP ： Validation Master Plan 
VA  ： Vendor Audit 
URS ： User Requirement specification 
FS　：Function specification  
DS  ： Detail specification

DQ： Design Qualification 
IQ： Installation Qualification 
OQ： Operational Qualification 
PQ： Performance Qualification

計画立案 設計 システム構築 テスト 稼働 

図 ３　内部統制ソリューションの全体イメージ図 
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そのまま注文書を発行する場合は上長の承認は必要ない。 
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e-Mail
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注文書自動FAX対応 

発注承認 

納品書統一対応 

支給依頼管理（受託対応） 

内示発注残管理 

マルチ単位 

倉庫システム連携 

入荷業務効率化 

ミル規格対応 

試験記録書発行 

サンプリング指示書発行 

マルチ単位 

バーコード対応 

可変歩留対応 

ロス入力対応 

不良内訳登録 

手直し対応 

製造指図・記録書「MS-Word連携」 

秤量システム連携 

荷姿管理 

容器管理 

統一単位換算 

EDI対応 

FAXサーバー対応 

注文書発行前に発注承認プロセスを行える 

１品１葉注文書・納品書出力 

委託元への支給依頼書発行 

内示発注残を算出 

在庫管理単位とは別に、発注用単位を持つ 

受入倉庫⇒原料倉庫入庫業務モデル 

入庫指示オーダー自動発行 

入荷予定リスト出力 

バーコード付入荷ラベル出力 

抜取り数自動計算 

記入用試験指図・記録書の発行 

試験サンプルの抜き取りを指示する指示書印刷 

解体登録機能 

（包装品⇒充填品、資材へ１工程前に戻す） 

在庫管理単位とは別に、投入用単位を持つ 

投入品目チェック、投入実績入力をバーコードH/Tで実施 

製造量によって投入歩留りを可変で設定できる機能 

正味投入量とロス量、材料不良等原因別実績を入力 

充填・包装工程内検査における不良実績登録 

試験不合格品を手直しにより良品とする機能 

「MS-Word」で作成されたSOP付製造指図・記録書の発行 

秤量構成表の追加 

秤量実績取り込み 

単位換算（リットル⇒Kgなど） 

複数の荷姿を管理（バラ、箱、ケース等） 

荷姿の振替 

容器登録、使用容器登録、使用履歴の管理 

複数の荷姿または入り目の在庫を統一単位（kgなど)で集計 

JD-NET対応 

プラネット対応 

包装替え対応 
 

購買管理 

品質管理 

製造管理 

在庫管理 

製造記録や作業記録を手書きしている 
 
 
 
現状在庫を正確に把握できていない 
入出庫は目視と手書きで実施している 

記入ミス、記入漏れを無くしたい 
現場の進捗や在庫をリアルタイムに把握したい 
棚卸しの所要時間を短くしたい 
正確な作業工数を製造原価に反映したい 
在庫切れや過剰在庫の発生を抑えたい 
出庫ミスや投入ミスの発生を抑えたい 

データ入力がタイムリーに行えない 

現状 　　　　　　　　　　　課題 

　インテックはMCFrameパッケージをコアとした生産管理ソ

リューションの提供によって、製薬・化粧品製造業を中心とし

た製造業に貢献してきた。その結果としてMCFrameワールド

においてはNo.1パートナーとして評価をいただけるように

なった。しかしながら、インテックが提供できる製造業向け

ソリューションが対象とする業務範囲は、お客さまの全体業務

と比較してまだ狭い。 

　今後も得意とする製薬・化粧品業界の生産管理分野に対する

ソリューションに一層磨きをかけながらも、新しい業界や業務分

野へのソリューション展開にチャレンジしていく。そして、製造

業のお客さまにイノベーションを起しながら貢献し続けたい。 

登録されたマスタ値によって所要量計算された結果にもとづいて、 

デマンドチェーン 
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インテックのMCFrameソリューション 
 INTEC MCFrame Solution

鎌仲　昌彰　　　　　郡山　彰 
KAMANAKA Masaaki　　KOORIYAMA Akira 

概要 
　インテックのMCFrameビジネスの歴史は、MCFrameのVAR（Value Added Reseller:付加価値再販業者）と

しての歴史である。今では導入実績数などNo.1パートナーとしての評価を得ているが、その結果を積み上げること

ができた要因として挙げられるのが当初からインテックが取り組んできたMCFrameの独自ソリューション開発であ

る。この独自ソリューションの開発こそがVARとしての存在価値である。 

　本稿では、インテックが１０年来強く意識して取り組んできたMCFrameソリューションに対する基本的な考え方を、

MCFrameソリューションのサプライチェーンとデマンドチェーンという観点から整理する。次に、現在提供している

または今後提供を予定している具体的なソリューションの概要について紹介する。 

1. はじめに 

2. インテックがMCFrameソリューション 
　　で創り出す価値 

3. インテックのMCFrameソリューション 

郡山　彰 
KOORIYAMA Akira

MCFrameビジネス 

　当社が初めてMCFrameの導入を手がけたのは１９９６年のこ

とで、富山県の某製薬会社への導入が最初の取り組みである。

その後の４年間は富山県の製薬会社を中心として５社への導

入を行い、５年後の２００１年に本格的に首都圏への営業展開を

行うことで毎年４～７社の導入プロジェクトを実施する規模

になり、今では導入中のお客さまも含めて３０社以上のお客さ

まから導入のご注文をいただいたことになる。 

鎌仲　昌彰 
KAMANAKA Masaaki

参考文献 

［１］MCFrame Forum2006 MCFrameソリューションブック（東洋

ビジネスエンジニアリング株式会社） 

 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部　課長代理 
● マーケティング、ソリューション企画担当 

2.1 MCFrameのVARとしてスタート 
　１９９６年にインテックが初めてMCFrameをお客さまに導入

した時に提供した付加価値は以下の３点である。 

(１) MCFrameの利用方法を可視化（要件定義、導入支援） 

　　　お客さまの要件を充たすためのMCFrameの使い方を

　　定義・指導する。 

(２) MCFrameの不足機能を提供（カスタマイズ開発） 

　　　MCFrameの標準機能ではお客さまの要件を充たせない

　　場合、機能の変更・追加をする。 

(３) 稼動後のシステム保守を提供（運用・保守サービス） 

　　　稼動後の各種お問い合わせに答える。 

　その後、４年間は製薬会社を中心に導入を重ねることに

よって、上記(２)：不足機能の提供においてVARとしての存

在価値を高めてきた。 

　それは、お客さまの要件に対して既に経験済みのカスタマイズ

部品を流用することからスタートした。そもそも、MCFrame

はオブジェクト指向の考え方で実装されており、カスタマイズ

した機能を部品化することで同じ要件の実装にあたっては、部

品を流用することで高品質・低コスト・短納期に導入ができる

のである。当初は製薬会社へ製薬業界のフレームワーク（医薬

コア）の提供を中心に展開していたので、同じ製薬会社であれ

ば共通の要件が存在するケースがほとんどであった。これら、

オブジェクト指向と製薬業の共通要件という２つの要因が、製

造業向けのパッケージとしてMCFrameに取り組んでいくこと

を決定させたのである。 

 

2.2 b-en-g社から見たパートナーというVAR 
　製薬会社を中心としてMCFrameの導入実績が5社となった

ところで、製薬業が共通に求める業務要件や機能要件がはっき

りと見えてきた。もともと、b-en-g社が提供する製薬業界の

フレームワーク（医薬コア）を製薬業へのベストプラクティスと

して提供してきたわけだが、ベストプラクティスとしてレベル

アップを図る必要性に気がついたのである。 

　インテックとしてはカスタマイズ機能が部品化されていると

はいえ、導入のたびにカスタマイズをすることはQCDの観点

から適切でなかった。それはお客さまの立場に立つとより一層

明確である。b-en-g社としても、ライセンサーの存在価値で

あるベストプラクティスの提供という観点で考えればそのよう

な機能は標準機能としてパッケージに実装することがパッケージ

の競争力を高めるために必要不可欠である。両社が合意して、

製薬業界のフレームワーク（医薬コア）はレベルアップを行う

ことになった。そして、その開発はライセンサーであるb-en-g社

とVARであるインテックとの共同で行われ、MCFrame/Pharma

という製品を生み出した。b-en-g社にとってパートナーは

MCFrameを販売するだけの存在ではなく、MCFrameをベス

トプラクティスへ成長させる上で重要な役割を持つ存在でも

ある。 

2.3 インテックが作るMCFrameのサプライ
　　　チェーンとデマンドチェーン 
　インテックは、MCFrameをb-en-g社からお客さまにお届

けするサプライチェーンとお客さまのノウハウをMCFrameに

取り込むデマンドチェーンの中心に位置し、それぞれのチェーン

の要となっている。これがMCFrameビジネスにおけるイン

テックの存在価値である。 

(１) サプライチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはb-en-g社が提供する製造業のベストプラ

　　クティスを、製造業の業種に標準的に必要な機能を部品

　　として実装しお客さまに提供する。これらによって、お

　　客さまは新しいノウハウを自社に取り入れることができ

　　る。インテックの価値は、個々のお客さま視線に近いベ

　　ストプラクティスの実現とそのベストプラクティスをお

　　客さまへ提供することである。 

(２) デマンドチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはお客さまの要件をMCFrameに実装しながら

　　ノウハウと機能部品を蓄積し、標準的に必要と判断できる機

　　能についてはb-en-g社に標準機能としてMCFrameに取り込

　　むよう働きかける。これにより、b-en-g社はベストプラク

　　ティスをより洗練することができる。インテックの価値

　　は、個々のお客さまからのノウハウを集約することでb-en-g

　　社におけるベストプラクティスの成長を支援することで

　　ある。 

　　　このサプライチェーンとデマンドチェーンを図に表現

　　すると図１となる。 

図 １　インテックが作るMCFrameのサプライチェーンとデマンドチェーン 

3.1  化粧品業界ソリューション 
3.1.1  概要 
　インテックのMCFrame導入実績において、製薬会社の次に

実績が多いのは化粧品製造会社である。化粧品製造業と製薬業

は製造工程が似ており、品質管理規格においても厚労省が定

めた医薬品ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：製造

管理および品質管理規則）に準じて策定された化粧品ＧＭＰの

存在があることから、インテックの製薬会社へのシステム導入

における業務ノウハウを横展開することで多くの導入を重ねる

ことができた。 

　化粧品業界ソリューションは、その豊富な導入実績からなる

ノウハウを機能部品として有形化し、その機能部品を利用する

ことでローコストかつ短納期・高品質な導入を実現するソリュー

ションである。 

 
3.1.2 特徴 
　化粧品業界ソリューションの核となるのは化粧品製造会社が

求める業務機能を機能部品とした部品群である。部品群を抜粋

したものが表１になる。以下に例として二つの機能を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 抜き取り数自動計算機能 

　　　品質管理業務における機能部品で、購入資材の受け入れ

　　試験時に試験のサンプルとして抜き取る資材の数や試験結果

　　の判定基準を計算し、試験指図書へ出力する機能である。計

　　算ロジックとして採用しているのは米国防総省が定めた部品

　　調達に関する標準規格のミリタリー規格である。 

(２) 支給品依頼機能 

　　　化粧品業界は受託メーカーが比較的多い業界である。受

　　託メーカーは、厳しい納期で製造するケースがほとんど

　　であり、原料や資材が委託先からの支給になる場合はそ

　　の支給品の到着が短納期を実現する大きな条件となる。

　　有償支給や無償支給に係わらず確実な支給を促すために

　　受託メーカーから委託先に支給依頼書を発行するのが支

　　給品依頼機能である。 

 

3.1.3 今後の展開 
　化粧品業界と一言で言っても、ビジネス様式は多様である。

自社製品のみならずOEM（Original Equipment Manufacturing

：他社ブランド品の製造）も行い工場設備の稼働率を上げる

ことで資産の効率化を図る会社もあれば、自社ではほとんど

製造しないで製品開発とマーケティング・物流に注力する会

社もある。そのようなビジネス様式の違いは他の業界にも同

じように存在することから、化粧品業界ソリューションの機

能部品をビジネス様式の違いで整理しなおすことで受託型製

造業ソリューションなどといった様に横展開していく。 

 

3.2 製薬業界ソリューション 
3.2.1 概要 
　先にも述べたとおり、 製薬業向けMCFrameとして

MCFrame/Pharmaはパッケージとして存在する。インテッ

クの製薬業界ソリューションは、MCFrame/Pharmaの機能を

補完する「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」と

システム導入時にお客さまの作業負荷を軽減する導入支援

サービスである「コンピュータシステムバリデーション支援

サービス」である。 

 

3.2.2 特徴 
(１) 秤量管理システムforMCFrame/Pharma 

　　　秤量とは粉体や液体の原料を精確に計量する仕事で、そ

　　の工程を秤量工程という。秤量工程で計られた原料が後

　　工程で投入され製品となっていく。製薬業にかかわらず、

　　秤量工程で原料そのものや量に間違いがあると製造され

　　たものは廃棄処分となるので間違いは許されない。製薬

　　業においてはもっと厳しく、計画段階のロットと差異が

　　あった場合にも廃棄処分となるため細心の管理が必要に

　　なってくる。 

　　　一般的に秤量管理システムは秤量器メーカーなどから

　　提供されており、MCFrame/Pharmaとのインターフェース

　　を相互に開発することで運用は可能になるが、その場合に

　　問題となるのはマスターデータのメンテナンス負荷である。

　　MCFrame/Pharmaと秤量管理システムが別システムに

　　なると、それぞれのシステムが管理するデータ項目の整

　　合性を意識した運用が必要になり、運用が煩雑にならざる

　　を得ない。「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」は

　　MCFrame/Pharmaそのものに追加機能として開発され

　　ており、運用時の煩雑さを感じさせない特長を持つ。 

(２) コンピュータシステムバリデーション支援サービス 

　　　コンピュータシステムバリデーションとは、コンピュータ

　　システムが正しく稼動・処理していることを保証するこ

　　とで、製薬業界では法規制対応の観点から対処する必要

　　があり、受託製造や海外販売の側面からも対応するケー

　　スが多い。 

　　　インテックの「コンピュータシステムバリデーション支

　　援サービス」は、MCFrame/Pharmaを中心とした生産

　　管理システムが正しく稼動・処理していることの保証作

　　業（「図２：コンピュータシステムバリデーション活動の流

　　れ」を参照）を支援するサービスであり、以下の３点を特

　　長として持つ。また、当然のことながらサービスを受けたお

　　客さまは受託先視察や当局査察をクリアしている。 

　　　● 国際的に準拠するためGAMP4（Th e Go o d  

　　　Automated Manufacturing Practice Ver4：自動化

　　 システムのバリデーションガイド）に従ったバリデー

　　  ションの実施 

　　　●お客さま作業の代行サービスや文書化のためのコンサ ル

　　  テーションサービスを提供 

　　　●新規導入システムに限らず、既に稼動済みシステムに対

　　  して回顧的バリデーションを実施 

 

3.2.3 今後の展開 
  製薬業界は法規制が厳しい業界で、システムの対応も迅速

に正しく行う必要がある。お客さまにとってパッケージシステム

採用の大きなメリットである迅速な法規制対応に今後も応え

続けるために、研究を怠らず新ソリューションを提供し続け

ることがインテックの使命である。 

　また、昨今の食品業界における品質管理面の問題などが代

表的なきっかけであるが、他業界においても品質管理の重要

性を再認識される中、製薬業界で培った品質管理の業務ノウ

ハウを他業界のお客さまにも提供していく。 

3.3 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） 

3.3.1 概要 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」は製薬会社への

MCFrame/Pharmaの付加ソリューションとして提供を開始

し、今では業界を問わず導入するケースが増えてきたソリュー

ションである。当初は原料や中間品の誤投入を防止するチェック

業務を主機能としていたが、最近は各工程における作業実績

収集や棚卸業務の効率化を実現する機能を持ち、バーコード

とハンディターミナルを利用する仕組みで実現している。 

 

3.3.2 特徴 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題

をまとめたものが表２である。それらの課題に対して以下の

通り解決が図れるソリューションであり、正確性やリアルタ

イム性による管理精度の向上と作業負荷軽減を両立すること

が可能である。 

(１) 手記入や手入力作業を廃止することで人的ミス削減が可能 

(２) 正確な入出庫データや投入実績が簡単・確実に収集可能 

(３) バーコードによりワンタッチで現物確認が可能 

(４) 無線通信でリアルタイム処理が可能 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 今後の展開 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」はバーコードを利

用したソリューションである。昨今、普及が注目されている

RFID(Radio Frequency Identification)タグはバーコード

と比較して「情報量の多さ」や「読み取りの自動化」などの特

徴を持ち普及が進んでいる。バーコードに替えてICタグを利用

することで、単一企業内に留まらないより広範囲で効果的な

ソリューションに成長させることを考えている。 

4. おわりに 

図 ４　購買プロセスのインプットコントロール 

3.4 内部統制ソリューション 
3.4.1 概要 
　内部統制ソリューションにおいては二つの機能を提供する。 

　一つは「基幹ワークフローソリューション」で、MCFrameへの

受注登録時や発注書の出力時あるいはマスタ情報の登録変更

時に基幹ワークフローシステムに連携し適切な承認プロセス

を経て正式登録される機能である。これは、株式会社日立製作

所の「Cosminexus電子フォームワークフロー」との連携で

実現する。データ連携については、リアルタイムシステム連携

を実現するインフォテリア株式会社のＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩ

システム）によって行う。 

　もう一つは「監査証跡ログの保全・検索ソリューション」で、

MCFrameで蓄積する監査証跡データを保全しながら必要なと

きに高速に検索・調査を実施できる機能である。これは、イン

テックの製品である「快速サーチャーログ検索ソリューショ

ン」にデータ連携することで実現する。「快速サーチャーロ

グ検索ソリューション」はエス・エス・ジェイ株式会社の

Supe rSt ream（会計システム）の操作ログデータや

Cosminexus電子フォームワークフロー（基幹ワークフローシ

ステム）の承認ログデータなどについても保全と検索が可能で

ある。また、「快速サーチャーログ検索ソリューション」への

各ログデータの取り込みは、ＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩシステム）

によって実行される。 

　全体のイメージは図３の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 特徴 
　本稿では「基幹ワークフローソリューション」について特

長を紹介することとする。「基幹ワークフローソリューション」

はMCFrameと連携することで、ＩＴ業務処理統制のインプッ

トコントロールを実現する。対象となる業務プロセスは以下

のプロセスである。 

(１) 受注プロセス 

(２) 出荷プロセス 

(３) 請求プロセス 

(４) 購買プロセス 

(５) マスタ登録・変更プロセス（製品仕様書や単価の改定など） 

　　購買プロセスのワークフロー例が図４である。 

 

3.4.3 今後の展開 
　今後は、マスタ登録・変更プロセスにおけるインプットコン

トロールの機能拡張を予定している。具体的には、研究開発部門

システムなどの他システムとの連携機能である。 

　生産管理システムのマスタ登録・変更時には、他システム

のマスタ登録・変更が必要になってくるケースがほとんどで

ある。例えば、研究開発部門において新しい製品が開発され

生産フェーズに移行する時に、生産管理システムでは製造

BOM(bill of materials：部品表)情報を研究開発部門の設計

BOM情報をもとに登録し、品質管理システムでは試験にかか

わる情報を研究開発部門のシステム情報をもとに登録する。

生産フェーズへの移行申請を基幹ワークフローで行うことに

より、関連する複数システムへの自動データ投入が可能とな

り、お客さまの業務負荷を軽減することができる。 

　また、このような業務は紙（申請書）による運用が多く残って

おり、大量な申請書の起案や承認にかかわる高い作業負荷や

申請書の保管にかかわるスペース確保などの問題もあり、その

ような問題・課題に対するソリューションとしても価値があ

ると考える。 

表 ２　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題 

表 １　化粧品業界ソリューションの機能部品（抜粋） 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部 
● MCFrame Certified Professional Consultant

お客さま インテック 東洋ビジネスエンジニアリング 

サプライチェーン 

ノウハウの取り込み 

ノウハウ（競争力の源泉） 

ベストプラクティス 
＋機能部品の提供 
   （付加価値） 

要件の機能部品化 

ベストプラクティスの提供 
（MCFrame） 

機能部品の標準実装 
（ベストプラクティスの洗練） 

図 ２　コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

システム構築の流れ 

VMP 
SQAP （要求仕様書） 

URS

システム設計書 
FS 
 

設計適格性確認 
（DQ） 

プログラム仕様書 
DS

据付適格性確認 
（IQ） 

動作適格性確認 
（OQ） 

稼働性適格性確認 
（PQ） 

運用管理 
変更管理 

SQAP： Software Quality Assurance Plan 
VMP ： Validation Master Plan 
VA  ： Vendor Audit 
URS ： User Requirement specification 
FS　：Function specification  
DS  ： Detail specification

DQ： Design Qualification 
IQ： Installation Qualification 
OQ： Operational Qualification 
PQ： Performance Qualification
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図 ３　内部統制ソリューションの全体イメージ図 
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荷姿の振替 

容器登録、使用容器登録、使用履歴の管理 

複数の荷姿または入り目の在庫を統一単位（kgなど)で集計 

JD-NET対応 

プラネット対応 

包装替え対応 
 

購買管理 

品質管理 

製造管理 

在庫管理 

製造記録や作業記録を手書きしている 
 
 
 
現状在庫を正確に把握できていない 
入出庫は目視と手書きで実施している 

記入ミス、記入漏れを無くしたい 
現場の進捗や在庫をリアルタイムに把握したい 
棚卸しの所要時間を短くしたい 
正確な作業工数を製造原価に反映したい 
在庫切れや過剰在庫の発生を抑えたい 
出庫ミスや投入ミスの発生を抑えたい 

データ入力がタイムリーに行えない 

現状 　　　　　　　　　　　課題 

　インテックはMCFrameパッケージをコアとした生産管理ソ

リューションの提供によって、製薬・化粧品製造業を中心とし

た製造業に貢献してきた。その結果としてMCFrameワールド

においてはNo.1パートナーとして評価をいただけるように

なった。しかしながら、インテックが提供できる製造業向け

ソリューションが対象とする業務範囲は、お客さまの全体業務

と比較してまだ狭い。 

　今後も得意とする製薬・化粧品業界の生産管理分野に対する

ソリューションに一層磨きをかけながらも、新しい業界や業務分

野へのソリューション展開にチャレンジしていく。そして、製造

業のお客さまにイノベーションを起しながら貢献し続けたい。 

登録されたマスタ値によって所要量計算された結果にもとづいて、 

デマンドチェーン 
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インテックのMCFrameソリューション 
 INTEC MCFrame Solution

鎌仲　昌彰　　　　　郡山　彰 
KAMANAKA Masaaki　　KOORIYAMA Akira 

概要 
　インテックのMCFrameビジネスの歴史は、MCFrameのVAR（Value Added Reseller:付加価値再販業者）と

しての歴史である。今では導入実績数などNo.1パートナーとしての評価を得ているが、その結果を積み上げること

ができた要因として挙げられるのが当初からインテックが取り組んできたMCFrameの独自ソリューション開発であ

る。この独自ソリューションの開発こそがVARとしての存在価値である。 

　本稿では、インテックが１０年来強く意識して取り組んできたMCFrameソリューションに対する基本的な考え方を、

MCFrameソリューションのサプライチェーンとデマンドチェーンという観点から整理する。次に、現在提供している

または今後提供を予定している具体的なソリューションの概要について紹介する。 

1. はじめに 

2. インテックがMCFrameソリューション 
　　で創り出す価値 

3. インテックのMCFrameソリューション 

郡山　彰 
KOORIYAMA Akira

MCFrameビジネス 

　当社が初めてMCFrameの導入を手がけたのは１９９６年のこ

とで、富山県の某製薬会社への導入が最初の取り組みである。

その後の４年間は富山県の製薬会社を中心として５社への導

入を行い、５年後の２００１年に本格的に首都圏への営業展開を

行うことで毎年４～７社の導入プロジェクトを実施する規模

になり、今では導入中のお客さまも含めて３０社以上のお客さ

まから導入のご注文をいただいたことになる。 

鎌仲　昌彰 
KAMANAKA Masaaki

参考文献 

［１］MCFrame Forum2006 MCFrameソリューションブック（東洋

ビジネスエンジニアリング株式会社） 

 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部　課長代理 
● マーケティング、ソリューション企画担当 

2.1 MCFrameのVARとしてスタート 
　１９９６年にインテックが初めてMCFrameをお客さまに導入

した時に提供した付加価値は以下の３点である。 

(１) MCFrameの利用方法を可視化（要件定義、導入支援） 

　　　お客さまの要件を充たすためのMCFrameの使い方を

　　定義・指導する。 

(２) MCFrameの不足機能を提供（カスタマイズ開発） 

　　　MCFrameの標準機能ではお客さまの要件を充たせない

　　場合、機能の変更・追加をする。 

(３) 稼動後のシステム保守を提供（運用・保守サービス） 

　　　稼動後の各種お問い合わせに答える。 

　その後、４年間は製薬会社を中心に導入を重ねることに

よって、上記(２)：不足機能の提供においてVARとしての存

在価値を高めてきた。 

　それは、お客さまの要件に対して既に経験済みのカスタマイズ

部品を流用することからスタートした。そもそも、MCFrame

はオブジェクト指向の考え方で実装されており、カスタマイズ

した機能を部品化することで同じ要件の実装にあたっては、部

品を流用することで高品質・低コスト・短納期に導入ができる

のである。当初は製薬会社へ製薬業界のフレームワーク（医薬

コア）の提供を中心に展開していたので、同じ製薬会社であれ

ば共通の要件が存在するケースがほとんどであった。これら、

オブジェクト指向と製薬業の共通要件という２つの要因が、製

造業向けのパッケージとしてMCFrameに取り組んでいくこと

を決定させたのである。 

 

2.2 b-en-g社から見たパートナーというVAR 
　製薬会社を中心としてMCFrameの導入実績が5社となった

ところで、製薬業が共通に求める業務要件や機能要件がはっき

りと見えてきた。もともと、b-en-g社が提供する製薬業界の

フレームワーク（医薬コア）を製薬業へのベストプラクティスと

して提供してきたわけだが、ベストプラクティスとしてレベル

アップを図る必要性に気がついたのである。 

　インテックとしてはカスタマイズ機能が部品化されていると

はいえ、導入のたびにカスタマイズをすることはQCDの観点

から適切でなかった。それはお客さまの立場に立つとより一層

明確である。b-en-g社としても、ライセンサーの存在価値で

あるベストプラクティスの提供という観点で考えればそのよう

な機能は標準機能としてパッケージに実装することがパッケージ

の競争力を高めるために必要不可欠である。両社が合意して、

製薬業界のフレームワーク（医薬コア）はレベルアップを行う

ことになった。そして、その開発はライセンサーであるb-en-g社

とVARであるインテックとの共同で行われ、MCFrame/Pharma

という製品を生み出した。b-en-g社にとってパートナーは

MCFrameを販売するだけの存在ではなく、MCFrameをベス

トプラクティスへ成長させる上で重要な役割を持つ存在でも

ある。 

2.3 インテックが作るMCFrameのサプライ
　　　チェーンとデマンドチェーン 
　インテックは、MCFrameをb-en-g社からお客さまにお届

けするサプライチェーンとお客さまのノウハウをMCFrameに

取り込むデマンドチェーンの中心に位置し、それぞれのチェーン

の要となっている。これがMCFrameビジネスにおけるイン

テックの存在価値である。 

(１) サプライチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはb-en-g社が提供する製造業のベストプラ

　　クティスを、製造業の業種に標準的に必要な機能を部品

　　として実装しお客さまに提供する。これらによって、お

　　客さまは新しいノウハウを自社に取り入れることができ

　　る。インテックの価値は、個々のお客さま視線に近いベ

　　ストプラクティスの実現とそのベストプラクティスをお

　　客さまへ提供することである。 

(２) デマンドチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはお客さまの要件をMCFrameに実装しながら

　　ノウハウと機能部品を蓄積し、標準的に必要と判断できる機

　　能についてはb-en-g社に標準機能としてMCFrameに取り込

　　むよう働きかける。これにより、b-en-g社はベストプラク

　　ティスをより洗練することができる。インテックの価値

　　は、個々のお客さまからのノウハウを集約することでb-en-g

　　社におけるベストプラクティスの成長を支援することで

　　ある。 

　　　このサプライチェーンとデマンドチェーンを図に表現

　　すると図１となる。 

図 １　インテックが作るMCFrameのサプライチェーンとデマンドチェーン 

3.1  化粧品業界ソリューション 
3.1.1  概要 
　インテックのMCFrame導入実績において、製薬会社の次に

実績が多いのは化粧品製造会社である。化粧品製造業と製薬業

は製造工程が似ており、品質管理規格においても厚労省が定

めた医薬品ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：製造

管理および品質管理規則）に準じて策定された化粧品ＧＭＰの

存在があることから、インテックの製薬会社へのシステム導入

における業務ノウハウを横展開することで多くの導入を重ねる

ことができた。 

　化粧品業界ソリューションは、その豊富な導入実績からなる

ノウハウを機能部品として有形化し、その機能部品を利用する

ことでローコストかつ短納期・高品質な導入を実現するソリュー

ションである。 

 
3.1.2 特徴 
　化粧品業界ソリューションの核となるのは化粧品製造会社が

求める業務機能を機能部品とした部品群である。部品群を抜粋

したものが表１になる。以下に例として二つの機能を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 抜き取り数自動計算機能 

　　　品質管理業務における機能部品で、購入資材の受け入れ

　　試験時に試験のサンプルとして抜き取る資材の数や試験結果

　　の判定基準を計算し、試験指図書へ出力する機能である。計

　　算ロジックとして採用しているのは米国防総省が定めた部品

　　調達に関する標準規格のミリタリー規格である。 

(２) 支給品依頼機能 

　　　化粧品業界は受託メーカーが比較的多い業界である。受

　　託メーカーは、厳しい納期で製造するケースがほとんど

　　であり、原料や資材が委託先からの支給になる場合はそ

　　の支給品の到着が短納期を実現する大きな条件となる。

　　有償支給や無償支給に係わらず確実な支給を促すために

　　受託メーカーから委託先に支給依頼書を発行するのが支

　　給品依頼機能である。 

 

3.1.3 今後の展開 
　化粧品業界と一言で言っても、ビジネス様式は多様である。

自社製品のみならずOEM（Original Equipment Manufacturing

：他社ブランド品の製造）も行い工場設備の稼働率を上げる

ことで資産の効率化を図る会社もあれば、自社ではほとんど

製造しないで製品開発とマーケティング・物流に注力する会

社もある。そのようなビジネス様式の違いは他の業界にも同

じように存在することから、化粧品業界ソリューションの機

能部品をビジネス様式の違いで整理しなおすことで受託型製

造業ソリューションなどといった様に横展開していく。 

 

3.2 製薬業界ソリューション 
3.2.1 概要 
　先にも述べたとおり、 製薬業向けMCFrameとして

MCFrame/Pharmaはパッケージとして存在する。インテッ

クの製薬業界ソリューションは、MCFrame/Pharmaの機能を

補完する「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」と

システム導入時にお客さまの作業負荷を軽減する導入支援

サービスである「コンピュータシステムバリデーション支援

サービス」である。 

 

3.2.2 特徴 
(１) 秤量管理システムforMCFrame/Pharma 

　　　秤量とは粉体や液体の原料を精確に計量する仕事で、そ

　　の工程を秤量工程という。秤量工程で計られた原料が後

　　工程で投入され製品となっていく。製薬業にかかわらず、

　　秤量工程で原料そのものや量に間違いがあると製造され

　　たものは廃棄処分となるので間違いは許されない。製薬

　　業においてはもっと厳しく、計画段階のロットと差異が

　　あった場合にも廃棄処分となるため細心の管理が必要に

　　なってくる。 

　　　一般的に秤量管理システムは秤量器メーカーなどから

　　提供されており、MCFrame/Pharmaとのインターフェース

　　を相互に開発することで運用は可能になるが、その場合に

　　問題となるのはマスターデータのメンテナンス負荷である。

　　MCFrame/Pharmaと秤量管理システムが別システムに

　　なると、それぞれのシステムが管理するデータ項目の整

　　合性を意識した運用が必要になり、運用が煩雑にならざる

　　を得ない。「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」は

　　MCFrame/Pharmaそのものに追加機能として開発され

　　ており、運用時の煩雑さを感じさせない特長を持つ。 

(２) コンピュータシステムバリデーション支援サービス 

　　　コンピュータシステムバリデーションとは、コンピュータ

　　システムが正しく稼動・処理していることを保証するこ

　　とで、製薬業界では法規制対応の観点から対処する必要

　　があり、受託製造や海外販売の側面からも対応するケー

　　スが多い。 

　　　インテックの「コンピュータシステムバリデーション支

　　援サービス」は、MCFrame/Pharmaを中心とした生産

　　管理システムが正しく稼動・処理していることの保証作

　　業（「図２：コンピュータシステムバリデーション活動の流

　　れ」を参照）を支援するサービスであり、以下の３点を特

　　長として持つ。また、当然のことながらサービスを受けたお

　　客さまは受託先視察や当局査察をクリアしている。 

　　　● 国際的に準拠するためGAMP4（Th e Go o d  

　　　Automated Manufacturing Practice Ver4：自動化

　　 システムのバリデーションガイド）に従ったバリデー

　　  ションの実施 

　　　●お客さま作業の代行サービスや文書化のためのコンサ ル

　　  テーションサービスを提供 

　　　●新規導入システムに限らず、既に稼動済みシステムに対

　　  して回顧的バリデーションを実施 

 

3.2.3 今後の展開 
  製薬業界は法規制が厳しい業界で、システムの対応も迅速

に正しく行う必要がある。お客さまにとってパッケージシステム

採用の大きなメリットである迅速な法規制対応に今後も応え

続けるために、研究を怠らず新ソリューションを提供し続け

ることがインテックの使命である。 

　また、昨今の食品業界における品質管理面の問題などが代

表的なきっかけであるが、他業界においても品質管理の重要

性を再認識される中、製薬業界で培った品質管理の業務ノウ

ハウを他業界のお客さまにも提供していく。 

3.3 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） 

3.3.1 概要 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」は製薬会社への

MCFrame/Pharmaの付加ソリューションとして提供を開始

し、今では業界を問わず導入するケースが増えてきたソリュー

ションである。当初は原料や中間品の誤投入を防止するチェック

業務を主機能としていたが、最近は各工程における作業実績

収集や棚卸業務の効率化を実現する機能を持ち、バーコード

とハンディターミナルを利用する仕組みで実現している。 

 

3.3.2 特徴 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題

をまとめたものが表２である。それらの課題に対して以下の

通り解決が図れるソリューションであり、正確性やリアルタ

イム性による管理精度の向上と作業負荷軽減を両立すること

が可能である。 

(１) 手記入や手入力作業を廃止することで人的ミス削減が可能 

(２) 正確な入出庫データや投入実績が簡単・確実に収集可能 

(３) バーコードによりワンタッチで現物確認が可能 

(４) 無線通信でリアルタイム処理が可能 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 今後の展開 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」はバーコードを利

用したソリューションである。昨今、普及が注目されている

RFID(Radio Frequency Identification)タグはバーコード

と比較して「情報量の多さ」や「読み取りの自動化」などの特

徴を持ち普及が進んでいる。バーコードに替えてICタグを利用

することで、単一企業内に留まらないより広範囲で効果的な

ソリューションに成長させることを考えている。 

4. おわりに 

図 ４　購買プロセスのインプットコントロール 

3.4 内部統制ソリューション 
3.4.1 概要 
　内部統制ソリューションにおいては二つの機能を提供する。 

　一つは「基幹ワークフローソリューション」で、MCFrameへの

受注登録時や発注書の出力時あるいはマスタ情報の登録変更

時に基幹ワークフローシステムに連携し適切な承認プロセス

を経て正式登録される機能である。これは、株式会社日立製作

所の「Cosminexus電子フォームワークフロー」との連携で

実現する。データ連携については、リアルタイムシステム連携

を実現するインフォテリア株式会社のＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩ

システム）によって行う。 

　もう一つは「監査証跡ログの保全・検索ソリューション」で、

MCFrameで蓄積する監査証跡データを保全しながら必要なと

きに高速に検索・調査を実施できる機能である。これは、イン

テックの製品である「快速サーチャーログ検索ソリューショ

ン」にデータ連携することで実現する。「快速サーチャーロ

グ検索ソリューション」はエス・エス・ジェイ株式会社の

Supe rSt ream（会計システム）の操作ログデータや

Cosminexus電子フォームワークフロー（基幹ワークフローシ

ステム）の承認ログデータなどについても保全と検索が可能で

ある。また、「快速サーチャーログ検索ソリューション」への

各ログデータの取り込みは、ＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩシステム）

によって実行される。 

　全体のイメージは図３の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 特徴 
　本稿では「基幹ワークフローソリューション」について特

長を紹介することとする。「基幹ワークフローソリューション」

はMCFrameと連携することで、ＩＴ業務処理統制のインプッ

トコントロールを実現する。対象となる業務プロセスは以下

のプロセスである。 

(１) 受注プロセス 

(２) 出荷プロセス 

(３) 請求プロセス 

(４) 購買プロセス 

(５) マスタ登録・変更プロセス（製品仕様書や単価の改定など） 

　　購買プロセスのワークフロー例が図４である。 

 

3.4.3 今後の展開 
　今後は、マスタ登録・変更プロセスにおけるインプットコン

トロールの機能拡張を予定している。具体的には、研究開発部門

システムなどの他システムとの連携機能である。 

　生産管理システムのマスタ登録・変更時には、他システム

のマスタ登録・変更が必要になってくるケースがほとんどで

ある。例えば、研究開発部門において新しい製品が開発され

生産フェーズに移行する時に、生産管理システムでは製造

BOM(bill of materials：部品表)情報を研究開発部門の設計

BOM情報をもとに登録し、品質管理システムでは試験にかか

わる情報を研究開発部門のシステム情報をもとに登録する。

生産フェーズへの移行申請を基幹ワークフローで行うことに

より、関連する複数システムへの自動データ投入が可能とな

り、お客さまの業務負荷を軽減することができる。 

　また、このような業務は紙（申請書）による運用が多く残って

おり、大量な申請書の起案や承認にかかわる高い作業負荷や

申請書の保管にかかわるスペース確保などの問題もあり、その

ような問題・課題に対するソリューションとしても価値があ

ると考える。 

表 ２　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題 

表 １　化粧品業界ソリューションの機能部品（抜粋） 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部 
● MCFrame Certified Professional Consultant

お客さま インテック 東洋ビジネスエンジニアリング 

サプライチェーン 

ノウハウの取り込み 

ノウハウ（競争力の源泉） 

ベストプラクティス 
＋機能部品の提供 
   （付加価値） 

要件の機能部品化 

ベストプラクティスの提供 
（MCFrame） 

機能部品の標準実装 
（ベストプラクティスの洗練） 

図 ２　コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

システム構築の流れ 

VMP 
SQAP （要求仕様書） 

URS

システム設計書 
FS 
 

設計適格性確認 
（DQ） 
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DS

据付適格性確認 
（IQ） 

動作適格性確認 
（OQ） 

稼働性適格性確認 
（PQ） 

運用管理 
変更管理 

SQAP： Software Quality Assurance Plan 
VMP ： Validation Master Plan 
VA  ： Vendor Audit 
URS ： User Requirement specification 
FS　：Function specification  
DS  ： Detail specification

DQ： Design Qualification 
IQ： Installation Qualification 
OQ： Operational Qualification 
PQ： Performance Qualification

計画立案 設計 システム構築 テスト 稼働 

図 ３　内部統制ソリューションの全体イメージ図 
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そのまま注文書を発行する場合は上長の承認は必要ない。 
購買先や数量の変更あるいは高額な発注となる場合は、上長の承認が必要になる。 

生産計画 
データ 

資材 
所要量 
計算 

購買計画 
データ 

発注 
登録 発注データ 

購買承認 
申請 

購買承認 
申請データ 

連携 

申請書 
起案データ 

注文書 
発行 

購買部門　担当 

e-Mail

注文書 

注文書 
発行 

発注データ 

連携 

申請書 
承認データ 

受付 
承認 申請 

通知 

承認 
通知 

購買部門　部長 【基幹ワークフローシステム】 
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【基幹システム】 
(MCFrame)

計画部門 担当 

e-Mail

その他 

注文書自動FAX対応 

発注承認 

納品書統一対応 

支給依頼管理（受託対応） 

内示発注残管理 

マルチ単位 

倉庫システム連携 

入荷業務効率化 

ミル規格対応 

試験記録書発行 

サンプリング指示書発行 

マルチ単位 

バーコード対応 

可変歩留対応 

ロス入力対応 

不良内訳登録 

手直し対応 

製造指図・記録書「MS-Word連携」 

秤量システム連携 

荷姿管理 

容器管理 

統一単位換算 

EDI対応 

FAXサーバー対応 

注文書発行前に発注承認プロセスを行える 

１品１葉注文書・納品書出力 

委託元への支給依頼書発行 

内示発注残を算出 

在庫管理単位とは別に、発注用単位を持つ 

受入倉庫⇒原料倉庫入庫業務モデル 

入庫指示オーダー自動発行 

入荷予定リスト出力 

バーコード付入荷ラベル出力 

抜取り数自動計算 

記入用試験指図・記録書の発行 

試験サンプルの抜き取りを指示する指示書印刷 

解体登録機能 

（包装品⇒充填品、資材へ１工程前に戻す） 

在庫管理単位とは別に、投入用単位を持つ 

投入品目チェック、投入実績入力をバーコードH/Tで実施 

製造量によって投入歩留りを可変で設定できる機能 

正味投入量とロス量、材料不良等原因別実績を入力 

充填・包装工程内検査における不良実績登録 

試験不合格品を手直しにより良品とする機能 

「MS-Word」で作成されたSOP付製造指図・記録書の発行 

秤量構成表の追加 

秤量実績取り込み 

単位換算（リットル⇒Kgなど） 

複数の荷姿を管理（バラ、箱、ケース等） 

荷姿の振替 

容器登録、使用容器登録、使用履歴の管理 

複数の荷姿または入り目の在庫を統一単位（kgなど)で集計 

JD-NET対応 

プラネット対応 

包装替え対応 
 

購買管理 

品質管理 

製造管理 

在庫管理 

製造記録や作業記録を手書きしている 
 
 
 
現状在庫を正確に把握できていない 
入出庫は目視と手書きで実施している 

記入ミス、記入漏れを無くしたい 
現場の進捗や在庫をリアルタイムに把握したい 
棚卸しの所要時間を短くしたい 
正確な作業工数を製造原価に反映したい 
在庫切れや過剰在庫の発生を抑えたい 
出庫ミスや投入ミスの発生を抑えたい 

データ入力がタイムリーに行えない 

現状 　　　　　　　　　　　課題 

　インテックはMCFrameパッケージをコアとした生産管理ソ

リューションの提供によって、製薬・化粧品製造業を中心とし

た製造業に貢献してきた。その結果としてMCFrameワールド

においてはNo.1パートナーとして評価をいただけるように

なった。しかしながら、インテックが提供できる製造業向け

ソリューションが対象とする業務範囲は、お客さまの全体業務

と比較してまだ狭い。 

　今後も得意とする製薬・化粧品業界の生産管理分野に対する

ソリューションに一層磨きをかけながらも、新しい業界や業務分

野へのソリューション展開にチャレンジしていく。そして、製造

業のお客さまにイノベーションを起しながら貢献し続けたい。 

登録されたマスタ値によって所要量計算された結果にもとづいて、 

デマンドチェーン 
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インテックのMCFrameソリューション 
 INTEC MCFrame Solution

鎌仲　昌彰　　　　　郡山　彰 
KAMANAKA Masaaki　　KOORIYAMA Akira 

概要 
　インテックのMCFrameビジネスの歴史は、MCFrameのVAR（Value Added Reseller:付加価値再販業者）と

しての歴史である。今では導入実績数などNo.1パートナーとしての評価を得ているが、その結果を積み上げること

ができた要因として挙げられるのが当初からインテックが取り組んできたMCFrameの独自ソリューション開発であ

る。この独自ソリューションの開発こそがVARとしての存在価値である。 

　本稿では、インテックが１０年来強く意識して取り組んできたMCFrameソリューションに対する基本的な考え方を、

MCFrameソリューションのサプライチェーンとデマンドチェーンという観点から整理する。次に、現在提供している

または今後提供を予定している具体的なソリューションの概要について紹介する。 

1. はじめに 

2. インテックがMCFrameソリューション 
　　で創り出す価値 

3. インテックのMCFrameソリューション 

郡山　彰 
KOORIYAMA Akira

MCFrameビジネス 

　当社が初めてMCFrameの導入を手がけたのは１９９６年のこ

とで、富山県の某製薬会社への導入が最初の取り組みである。

その後の４年間は富山県の製薬会社を中心として５社への導

入を行い、５年後の２００１年に本格的に首都圏への営業展開を

行うことで毎年４～７社の導入プロジェクトを実施する規模

になり、今では導入中のお客さまも含めて３０社以上のお客さ

まから導入のご注文をいただいたことになる。 

鎌仲　昌彰 
KAMANAKA Masaaki

参考文献 

［１］MCFrame Forum2006 MCFrameソリューションブック（東洋

ビジネスエンジニアリング株式会社） 

 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部　課長代理 
● マーケティング、ソリューション企画担当 

2.1 MCFrameのVARとしてスタート 
　１９９６年にインテックが初めてMCFrameをお客さまに導入

した時に提供した付加価値は以下の３点である。 

(１) MCFrameの利用方法を可視化（要件定義、導入支援） 

　　　お客さまの要件を充たすためのMCFrameの使い方を

　　定義・指導する。 

(２) MCFrameの不足機能を提供（カスタマイズ開発） 

　　　MCFrameの標準機能ではお客さまの要件を充たせない

　　場合、機能の変更・追加をする。 

(３) 稼動後のシステム保守を提供（運用・保守サービス） 

　　　稼動後の各種お問い合わせに答える。 

　その後、４年間は製薬会社を中心に導入を重ねることに

よって、上記(２)：不足機能の提供においてVARとしての存

在価値を高めてきた。 

　それは、お客さまの要件に対して既に経験済みのカスタマイズ

部品を流用することからスタートした。そもそも、MCFrame

はオブジェクト指向の考え方で実装されており、カスタマイズ

した機能を部品化することで同じ要件の実装にあたっては、部

品を流用することで高品質・低コスト・短納期に導入ができる

のである。当初は製薬会社へ製薬業界のフレームワーク（医薬

コア）の提供を中心に展開していたので、同じ製薬会社であれ

ば共通の要件が存在するケースがほとんどであった。これら、

オブジェクト指向と製薬業の共通要件という２つの要因が、製

造業向けのパッケージとしてMCFrameに取り組んでいくこと

を決定させたのである。 

 

2.2 b-en-g社から見たパートナーというVAR 
　製薬会社を中心としてMCFrameの導入実績が5社となった

ところで、製薬業が共通に求める業務要件や機能要件がはっき

りと見えてきた。もともと、b-en-g社が提供する製薬業界の

フレームワーク（医薬コア）を製薬業へのベストプラクティスと

して提供してきたわけだが、ベストプラクティスとしてレベル

アップを図る必要性に気がついたのである。 

　インテックとしてはカスタマイズ機能が部品化されていると

はいえ、導入のたびにカスタマイズをすることはQCDの観点

から適切でなかった。それはお客さまの立場に立つとより一層

明確である。b-en-g社としても、ライセンサーの存在価値で

あるベストプラクティスの提供という観点で考えればそのよう

な機能は標準機能としてパッケージに実装することがパッケージ

の競争力を高めるために必要不可欠である。両社が合意して、

製薬業界のフレームワーク（医薬コア）はレベルアップを行う

ことになった。そして、その開発はライセンサーであるb-en-g社

とVARであるインテックとの共同で行われ、MCFrame/Pharma

という製品を生み出した。b-en-g社にとってパートナーは

MCFrameを販売するだけの存在ではなく、MCFrameをベス

トプラクティスへ成長させる上で重要な役割を持つ存在でも

ある。 

2.3 インテックが作るMCFrameのサプライ
　　　チェーンとデマンドチェーン 
　インテックは、MCFrameをb-en-g社からお客さまにお届

けするサプライチェーンとお客さまのノウハウをMCFrameに

取り込むデマンドチェーンの中心に位置し、それぞれのチェーン

の要となっている。これがMCFrameビジネスにおけるイン

テックの存在価値である。 

(１) サプライチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはb-en-g社が提供する製造業のベストプラ

　　クティスを、製造業の業種に標準的に必要な機能を部品

　　として実装しお客さまに提供する。これらによって、お

　　客さまは新しいノウハウを自社に取り入れることができ

　　る。インテックの価値は、個々のお客さま視線に近いベ

　　ストプラクティスの実現とそのベストプラクティスをお

　　客さまへ提供することである。 

(２) デマンドチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはお客さまの要件をMCFrameに実装しながら

　　ノウハウと機能部品を蓄積し、標準的に必要と判断できる機

　　能についてはb-en-g社に標準機能としてMCFrameに取り込

　　むよう働きかける。これにより、b-en-g社はベストプラク

　　ティスをより洗練することができる。インテックの価値

　　は、個々のお客さまからのノウハウを集約することでb-en-g

　　社におけるベストプラクティスの成長を支援することで

　　ある。 

　　　このサプライチェーンとデマンドチェーンを図に表現

　　すると図１となる。 

図 １　インテックが作るMCFrameのサプライチェーンとデマンドチェーン 

3.1  化粧品業界ソリューション 
3.1.1  概要 
　インテックのMCFrame導入実績において、製薬会社の次に

実績が多いのは化粧品製造会社である。化粧品製造業と製薬業

は製造工程が似ており、品質管理規格においても厚労省が定

めた医薬品ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：製造

管理および品質管理規則）に準じて策定された化粧品ＧＭＰの

存在があることから、インテックの製薬会社へのシステム導入

における業務ノウハウを横展開することで多くの導入を重ねる

ことができた。 

　化粧品業界ソリューションは、その豊富な導入実績からなる

ノウハウを機能部品として有形化し、その機能部品を利用する

ことでローコストかつ短納期・高品質な導入を実現するソリュー

ションである。 

 
3.1.2 特徴 
　化粧品業界ソリューションの核となるのは化粧品製造会社が

求める業務機能を機能部品とした部品群である。部品群を抜粋

したものが表１になる。以下に例として二つの機能を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 抜き取り数自動計算機能 

　　　品質管理業務における機能部品で、購入資材の受け入れ

　　試験時に試験のサンプルとして抜き取る資材の数や試験結果

　　の判定基準を計算し、試験指図書へ出力する機能である。計

　　算ロジックとして採用しているのは米国防総省が定めた部品

　　調達に関する標準規格のミリタリー規格である。 

(２) 支給品依頼機能 

　　　化粧品業界は受託メーカーが比較的多い業界である。受

　　託メーカーは、厳しい納期で製造するケースがほとんど

　　であり、原料や資材が委託先からの支給になる場合はそ

　　の支給品の到着が短納期を実現する大きな条件となる。

　　有償支給や無償支給に係わらず確実な支給を促すために

　　受託メーカーから委託先に支給依頼書を発行するのが支

　　給品依頼機能である。 

 

3.1.3 今後の展開 
　化粧品業界と一言で言っても、ビジネス様式は多様である。

自社製品のみならずOEM（Original Equipment Manufacturing

：他社ブランド品の製造）も行い工場設備の稼働率を上げる

ことで資産の効率化を図る会社もあれば、自社ではほとんど

製造しないで製品開発とマーケティング・物流に注力する会

社もある。そのようなビジネス様式の違いは他の業界にも同

じように存在することから、化粧品業界ソリューションの機

能部品をビジネス様式の違いで整理しなおすことで受託型製

造業ソリューションなどといった様に横展開していく。 

 

3.2 製薬業界ソリューション 
3.2.1 概要 
　先にも述べたとおり、 製薬業向けMCFrameとして

MCFrame/Pharmaはパッケージとして存在する。インテッ

クの製薬業界ソリューションは、MCFrame/Pharmaの機能を

補完する「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」と

システム導入時にお客さまの作業負荷を軽減する導入支援

サービスである「コンピュータシステムバリデーション支援

サービス」である。 

 

3.2.2 特徴 
(１) 秤量管理システムforMCFrame/Pharma 

　　　秤量とは粉体や液体の原料を精確に計量する仕事で、そ

　　の工程を秤量工程という。秤量工程で計られた原料が後

　　工程で投入され製品となっていく。製薬業にかかわらず、

　　秤量工程で原料そのものや量に間違いがあると製造され

　　たものは廃棄処分となるので間違いは許されない。製薬

　　業においてはもっと厳しく、計画段階のロットと差異が

　　あった場合にも廃棄処分となるため細心の管理が必要に

　　なってくる。 

　　　一般的に秤量管理システムは秤量器メーカーなどから

　　提供されており、MCFrame/Pharmaとのインターフェース

　　を相互に開発することで運用は可能になるが、その場合に

　　問題となるのはマスターデータのメンテナンス負荷である。

　　MCFrame/Pharmaと秤量管理システムが別システムに

　　なると、それぞれのシステムが管理するデータ項目の整

　　合性を意識した運用が必要になり、運用が煩雑にならざる

　　を得ない。「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」は

　　MCFrame/Pharmaそのものに追加機能として開発され

　　ており、運用時の煩雑さを感じさせない特長を持つ。 

(２) コンピュータシステムバリデーション支援サービス 

　　　コンピュータシステムバリデーションとは、コンピュータ

　　システムが正しく稼動・処理していることを保証するこ

　　とで、製薬業界では法規制対応の観点から対処する必要

　　があり、受託製造や海外販売の側面からも対応するケー

　　スが多い。 

　　　インテックの「コンピュータシステムバリデーション支

　　援サービス」は、MCFrame/Pharmaを中心とした生産

　　管理システムが正しく稼動・処理していることの保証作

　　業（「図２：コンピュータシステムバリデーション活動の流

　　れ」を参照）を支援するサービスであり、以下の３点を特

　　長として持つ。また、当然のことながらサービスを受けたお

　　客さまは受託先視察や当局査察をクリアしている。 

　　　● 国際的に準拠するためGAMP4（Th e Go o d  

　　　Automated Manufacturing Practice Ver4：自動化

　　 システムのバリデーションガイド）に従ったバリデー

　　  ションの実施 

　　　●お客さま作業の代行サービスや文書化のためのコンサ ル

　　  テーションサービスを提供 

　　　●新規導入システムに限らず、既に稼動済みシステムに対

　　  して回顧的バリデーションを実施 

 

3.2.3 今後の展開 
  製薬業界は法規制が厳しい業界で、システムの対応も迅速

に正しく行う必要がある。お客さまにとってパッケージシステム

採用の大きなメリットである迅速な法規制対応に今後も応え

続けるために、研究を怠らず新ソリューションを提供し続け

ることがインテックの使命である。 

　また、昨今の食品業界における品質管理面の問題などが代

表的なきっかけであるが、他業界においても品質管理の重要

性を再認識される中、製薬業界で培った品質管理の業務ノウ

ハウを他業界のお客さまにも提供していく。 

3.3 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） 

3.3.1 概要 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」は製薬会社への

MCFrame/Pharmaの付加ソリューションとして提供を開始

し、今では業界を問わず導入するケースが増えてきたソリュー

ションである。当初は原料や中間品の誤投入を防止するチェック

業務を主機能としていたが、最近は各工程における作業実績

収集や棚卸業務の効率化を実現する機能を持ち、バーコード

とハンディターミナルを利用する仕組みで実現している。 

 

3.3.2 特徴 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題

をまとめたものが表２である。それらの課題に対して以下の

通り解決が図れるソリューションであり、正確性やリアルタ

イム性による管理精度の向上と作業負荷軽減を両立すること

が可能である。 

(１) 手記入や手入力作業を廃止することで人的ミス削減が可能 

(２) 正確な入出庫データや投入実績が簡単・確実に収集可能 

(３) バーコードによりワンタッチで現物確認が可能 

(４) 無線通信でリアルタイム処理が可能 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 今後の展開 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」はバーコードを利

用したソリューションである。昨今、普及が注目されている

RFID(Radio Frequency Identification)タグはバーコード

と比較して「情報量の多さ」や「読み取りの自動化」などの特

徴を持ち普及が進んでいる。バーコードに替えてICタグを利用

することで、単一企業内に留まらないより広範囲で効果的な

ソリューションに成長させることを考えている。 

4. おわりに 

図 ４　購買プロセスのインプットコントロール 

3.4 内部統制ソリューション 
3.4.1 概要 
　内部統制ソリューションにおいては二つの機能を提供する。 

　一つは「基幹ワークフローソリューション」で、MCFrameへの

受注登録時や発注書の出力時あるいはマスタ情報の登録変更

時に基幹ワークフローシステムに連携し適切な承認プロセス

を経て正式登録される機能である。これは、株式会社日立製作

所の「Cosminexus電子フォームワークフロー」との連携で

実現する。データ連携については、リアルタイムシステム連携

を実現するインフォテリア株式会社のＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩ

システム）によって行う。 

　もう一つは「監査証跡ログの保全・検索ソリューション」で、

MCFrameで蓄積する監査証跡データを保全しながら必要なと

きに高速に検索・調査を実施できる機能である。これは、イン

テックの製品である「快速サーチャーログ検索ソリューショ

ン」にデータ連携することで実現する。「快速サーチャーロ

グ検索ソリューション」はエス・エス・ジェイ株式会社の

Supe rSt ream（会計システム）の操作ログデータや

Cosminexus電子フォームワークフロー（基幹ワークフローシ

ステム）の承認ログデータなどについても保全と検索が可能で

ある。また、「快速サーチャーログ検索ソリューション」への

各ログデータの取り込みは、ＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩシステム）

によって実行される。 

　全体のイメージは図３の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 特徴 
　本稿では「基幹ワークフローソリューション」について特

長を紹介することとする。「基幹ワークフローソリューション」

はMCFrameと連携することで、ＩＴ業務処理統制のインプッ

トコントロールを実現する。対象となる業務プロセスは以下

のプロセスである。 

(１) 受注プロセス 

(２) 出荷プロセス 

(３) 請求プロセス 

(４) 購買プロセス 

(５) マスタ登録・変更プロセス（製品仕様書や単価の改定など） 

　　購買プロセスのワークフロー例が図４である。 

 

3.4.3 今後の展開 
　今後は、マスタ登録・変更プロセスにおけるインプットコン

トロールの機能拡張を予定している。具体的には、研究開発部門

システムなどの他システムとの連携機能である。 

　生産管理システムのマスタ登録・変更時には、他システム

のマスタ登録・変更が必要になってくるケースがほとんどで

ある。例えば、研究開発部門において新しい製品が開発され

生産フェーズに移行する時に、生産管理システムでは製造

BOM(bill of materials：部品表)情報を研究開発部門の設計

BOM情報をもとに登録し、品質管理システムでは試験にかか

わる情報を研究開発部門のシステム情報をもとに登録する。

生産フェーズへの移行申請を基幹ワークフローで行うことに

より、関連する複数システムへの自動データ投入が可能とな

り、お客さまの業務負荷を軽減することができる。 

　また、このような業務は紙（申請書）による運用が多く残って

おり、大量な申請書の起案や承認にかかわる高い作業負荷や

申請書の保管にかかわるスペース確保などの問題もあり、その

ような問題・課題に対するソリューションとしても価値があ

ると考える。 

表 ２　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題 

表 １　化粧品業界ソリューションの機能部品（抜粋） 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部 
● MCFrame Certified Professional Consultant

お客さま インテック 東洋ビジネスエンジニアリング 

サプライチェーン 

ノウハウの取り込み 

ノウハウ（競争力の源泉） 

ベストプラクティス 
＋機能部品の提供 
   （付加価値） 

要件の機能部品化 

ベストプラクティスの提供 
（MCFrame） 

機能部品の標準実装 
（ベストプラクティスの洗練） 

図 ２　コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

システム構築の流れ 
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DQ： Design Qualification 
IQ： Installation Qualification 
OQ： Operational Qualification 
PQ： Performance Qualification

計画立案 設計 システム構築 テスト 稼働 

図 ３　内部統制ソリューションの全体イメージ図 
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入荷業務効率化 

ミル規格対応 

試験記録書発行 
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マルチ単位 

バーコード対応 

可変歩留対応 

ロス入力対応 

不良内訳登録 

手直し対応 

製造指図・記録書「MS-Word連携」 

秤量システム連携 

荷姿管理 

容器管理 

統一単位換算 

EDI対応 

FAXサーバー対応 

注文書発行前に発注承認プロセスを行える 

１品１葉注文書・納品書出力 

委託元への支給依頼書発行 

内示発注残を算出 

在庫管理単位とは別に、発注用単位を持つ 

受入倉庫⇒原料倉庫入庫業務モデル 

入庫指示オーダー自動発行 

入荷予定リスト出力 

バーコード付入荷ラベル出力 

抜取り数自動計算 

記入用試験指図・記録書の発行 

試験サンプルの抜き取りを指示する指示書印刷 

解体登録機能 

（包装品⇒充填品、資材へ１工程前に戻す） 

在庫管理単位とは別に、投入用単位を持つ 

投入品目チェック、投入実績入力をバーコードH/Tで実施 

製造量によって投入歩留りを可変で設定できる機能 

正味投入量とロス量、材料不良等原因別実績を入力 

充填・包装工程内検査における不良実績登録 

試験不合格品を手直しにより良品とする機能 

「MS-Word」で作成されたSOP付製造指図・記録書の発行 

秤量構成表の追加 

秤量実績取り込み 

単位換算（リットル⇒Kgなど） 

複数の荷姿を管理（バラ、箱、ケース等） 

荷姿の振替 

容器登録、使用容器登録、使用履歴の管理 

複数の荷姿または入り目の在庫を統一単位（kgなど)で集計 

JD-NET対応 

プラネット対応 

包装替え対応 
 

購買管理 

品質管理 

製造管理 

在庫管理 

製造記録や作業記録を手書きしている 
 
 
 
現状在庫を正確に把握できていない 
入出庫は目視と手書きで実施している 

記入ミス、記入漏れを無くしたい 
現場の進捗や在庫をリアルタイムに把握したい 
棚卸しの所要時間を短くしたい 
正確な作業工数を製造原価に反映したい 
在庫切れや過剰在庫の発生を抑えたい 
出庫ミスや投入ミスの発生を抑えたい 

データ入力がタイムリーに行えない 

現状 　　　　　　　　　　　課題 

　インテックはMCFrameパッケージをコアとした生産管理ソ

リューションの提供によって、製薬・化粧品製造業を中心とし

た製造業に貢献してきた。その結果としてMCFrameワールド

においてはNo.1パートナーとして評価をいただけるように

なった。しかしながら、インテックが提供できる製造業向け

ソリューションが対象とする業務範囲は、お客さまの全体業務

と比較してまだ狭い。 

　今後も得意とする製薬・化粧品業界の生産管理分野に対する

ソリューションに一層磨きをかけながらも、新しい業界や業務分

野へのソリューション展開にチャレンジしていく。そして、製造

業のお客さまにイノベーションを起しながら貢献し続けたい。 

登録されたマスタ値によって所要量計算された結果にもとづいて、 
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インテックのMCFrameソリューション 
 INTEC MCFrame Solution

鎌仲　昌彰　　　　　郡山　彰 
KAMANAKA Masaaki　　KOORIYAMA Akira 

概要 
　インテックのMCFrameビジネスの歴史は、MCFrameのVAR（Value Added Reseller:付加価値再販業者）と

しての歴史である。今では導入実績数などNo.1パートナーとしての評価を得ているが、その結果を積み上げること

ができた要因として挙げられるのが当初からインテックが取り組んできたMCFrameの独自ソリューション開発であ

る。この独自ソリューションの開発こそがVARとしての存在価値である。 

　本稿では、インテックが１０年来強く意識して取り組んできたMCFrameソリューションに対する基本的な考え方を、

MCFrameソリューションのサプライチェーンとデマンドチェーンという観点から整理する。次に、現在提供している

または今後提供を予定している具体的なソリューションの概要について紹介する。 

1. はじめに 

2. インテックがMCFrameソリューション 
　　で創り出す価値 

3. インテックのMCFrameソリューション 

郡山　彰 
KOORIYAMA Akira

MCFrameビジネス 

　当社が初めてMCFrameの導入を手がけたのは１９９６年のこ

とで、富山県の某製薬会社への導入が最初の取り組みである。

その後の４年間は富山県の製薬会社を中心として５社への導

入を行い、５年後の２００１年に本格的に首都圏への営業展開を

行うことで毎年４～７社の導入プロジェクトを実施する規模

になり、今では導入中のお客さまも含めて３０社以上のお客さ

まから導入のご注文をいただいたことになる。 

鎌仲　昌彰 
KAMANAKA Masaaki

参考文献 

［１］MCFrame Forum2006 MCFrameソリューションブック（東洋

ビジネスエンジニアリング株式会社） 

 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部　課長代理 
● マーケティング、ソリューション企画担当 

2.1 MCFrameのVARとしてスタート 
　１９９６年にインテックが初めてMCFrameをお客さまに導入

した時に提供した付加価値は以下の３点である。 

(１) MCFrameの利用方法を可視化（要件定義、導入支援） 

　　　お客さまの要件を充たすためのMCFrameの使い方を

　　定義・指導する。 

(２) MCFrameの不足機能を提供（カスタマイズ開発） 

　　　MCFrameの標準機能ではお客さまの要件を充たせない

　　場合、機能の変更・追加をする。 

(３) 稼動後のシステム保守を提供（運用・保守サービス） 

　　　稼動後の各種お問い合わせに答える。 

　その後、４年間は製薬会社を中心に導入を重ねることに

よって、上記(２)：不足機能の提供においてVARとしての存

在価値を高めてきた。 

　それは、お客さまの要件に対して既に経験済みのカスタマイズ

部品を流用することからスタートした。そもそも、MCFrame

はオブジェクト指向の考え方で実装されており、カスタマイズ

した機能を部品化することで同じ要件の実装にあたっては、部

品を流用することで高品質・低コスト・短納期に導入ができる

のである。当初は製薬会社へ製薬業界のフレームワーク（医薬

コア）の提供を中心に展開していたので、同じ製薬会社であれ

ば共通の要件が存在するケースがほとんどであった。これら、

オブジェクト指向と製薬業の共通要件という２つの要因が、製

造業向けのパッケージとしてMCFrameに取り組んでいくこと

を決定させたのである。 

 

2.2 b-en-g社から見たパートナーというVAR 
　製薬会社を中心としてMCFrameの導入実績が5社となった

ところで、製薬業が共通に求める業務要件や機能要件がはっき

りと見えてきた。もともと、b-en-g社が提供する製薬業界の

フレームワーク（医薬コア）を製薬業へのベストプラクティスと

して提供してきたわけだが、ベストプラクティスとしてレベル

アップを図る必要性に気がついたのである。 

　インテックとしてはカスタマイズ機能が部品化されていると

はいえ、導入のたびにカスタマイズをすることはQCDの観点

から適切でなかった。それはお客さまの立場に立つとより一層

明確である。b-en-g社としても、ライセンサーの存在価値で

あるベストプラクティスの提供という観点で考えればそのよう

な機能は標準機能としてパッケージに実装することがパッケージ

の競争力を高めるために必要不可欠である。両社が合意して、

製薬業界のフレームワーク（医薬コア）はレベルアップを行う

ことになった。そして、その開発はライセンサーであるb-en-g社

とVARであるインテックとの共同で行われ、MCFrame/Pharma

という製品を生み出した。b-en-g社にとってパートナーは

MCFrameを販売するだけの存在ではなく、MCFrameをベス

トプラクティスへ成長させる上で重要な役割を持つ存在でも

ある。 

2.3 インテックが作るMCFrameのサプライ
　　　チェーンとデマンドチェーン 
　インテックは、MCFrameをb-en-g社からお客さまにお届

けするサプライチェーンとお客さまのノウハウをMCFrameに

取り込むデマンドチェーンの中心に位置し、それぞれのチェーン

の要となっている。これがMCFrameビジネスにおけるイン

テックの存在価値である。 

(１) サプライチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはb-en-g社が提供する製造業のベストプラ

　　クティスを、製造業の業種に標準的に必要な機能を部品

　　として実装しお客さまに提供する。これらによって、お

　　客さまは新しいノウハウを自社に取り入れることができ

　　る。インテックの価値は、個々のお客さま視線に近いベ

　　ストプラクティスの実現とそのベストプラクティスをお

　　客さまへ提供することである。 

(２) デマンドチェーンにおけるインテック 

　　　インテックはお客さまの要件をMCFrameに実装しながら

　　ノウハウと機能部品を蓄積し、標準的に必要と判断できる機

　　能についてはb-en-g社に標準機能としてMCFrameに取り込

　　むよう働きかける。これにより、b-en-g社はベストプラク

　　ティスをより洗練することができる。インテックの価値

　　は、個々のお客さまからのノウハウを集約することでb-en-g

　　社におけるベストプラクティスの成長を支援することで

　　ある。 

　　　このサプライチェーンとデマンドチェーンを図に表現

　　すると図１となる。 

図 １　インテックが作るMCFrameのサプライチェーンとデマンドチェーン 

3.1  化粧品業界ソリューション 
3.1.1  概要 
　インテックのMCFrame導入実績において、製薬会社の次に

実績が多いのは化粧品製造会社である。化粧品製造業と製薬業

は製造工程が似ており、品質管理規格においても厚労省が定

めた医薬品ＧＭＰ（Good Manufacturing Practice：製造

管理および品質管理規則）に準じて策定された化粧品ＧＭＰの

存在があることから、インテックの製薬会社へのシステム導入

における業務ノウハウを横展開することで多くの導入を重ねる

ことができた。 

　化粧品業界ソリューションは、その豊富な導入実績からなる

ノウハウを機能部品として有形化し、その機能部品を利用する

ことでローコストかつ短納期・高品質な導入を実現するソリュー

ションである。 

 
3.1.2 特徴 
　化粧品業界ソリューションの核となるのは化粧品製造会社が

求める業務機能を機能部品とした部品群である。部品群を抜粋

したものが表１になる。以下に例として二つの機能を紹介する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 抜き取り数自動計算機能 

　　　品質管理業務における機能部品で、購入資材の受け入れ

　　試験時に試験のサンプルとして抜き取る資材の数や試験結果

　　の判定基準を計算し、試験指図書へ出力する機能である。計

　　算ロジックとして採用しているのは米国防総省が定めた部品

　　調達に関する標準規格のミリタリー規格である。 

(２) 支給品依頼機能 

　　　化粧品業界は受託メーカーが比較的多い業界である。受

　　託メーカーは、厳しい納期で製造するケースがほとんど

　　であり、原料や資材が委託先からの支給になる場合はそ

　　の支給品の到着が短納期を実現する大きな条件となる。

　　有償支給や無償支給に係わらず確実な支給を促すために

　　受託メーカーから委託先に支給依頼書を発行するのが支

　　給品依頼機能である。 

 

3.1.3 今後の展開 
　化粧品業界と一言で言っても、ビジネス様式は多様である。

自社製品のみならずOEM（Original Equipment Manufacturing

：他社ブランド品の製造）も行い工場設備の稼働率を上げる

ことで資産の効率化を図る会社もあれば、自社ではほとんど

製造しないで製品開発とマーケティング・物流に注力する会

社もある。そのようなビジネス様式の違いは他の業界にも同

じように存在することから、化粧品業界ソリューションの機

能部品をビジネス様式の違いで整理しなおすことで受託型製

造業ソリューションなどといった様に横展開していく。 

 

3.2 製薬業界ソリューション 
3.2.1 概要 
　先にも述べたとおり、 製薬業向けMCFrameとして

MCFrame/Pharmaはパッケージとして存在する。インテッ

クの製薬業界ソリューションは、MCFrame/Pharmaの機能を

補完する「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」と

システム導入時にお客さまの作業負荷を軽減する導入支援

サービスである「コンピュータシステムバリデーション支援

サービス」である。 

 

3.2.2 特徴 
(１) 秤量管理システムforMCFrame/Pharma 

　　　秤量とは粉体や液体の原料を精確に計量する仕事で、そ

　　の工程を秤量工程という。秤量工程で計られた原料が後

　　工程で投入され製品となっていく。製薬業にかかわらず、

　　秤量工程で原料そのものや量に間違いがあると製造され

　　たものは廃棄処分となるので間違いは許されない。製薬

　　業においてはもっと厳しく、計画段階のロットと差異が

　　あった場合にも廃棄処分となるため細心の管理が必要に

　　なってくる。 

　　　一般的に秤量管理システムは秤量器メーカーなどから

　　提供されており、MCFrame/Pharmaとのインターフェース

　　を相互に開発することで運用は可能になるが、その場合に

　　問題となるのはマスターデータのメンテナンス負荷である。

　　MCFrame/Pharmaと秤量管理システムが別システムに

　　なると、それぞれのシステムが管理するデータ項目の整

　　合性を意識した運用が必要になり、運用が煩雑にならざる

　　を得ない。「秤量管理システムforMCFrame/Pharma」は

　　MCFrame/Pharmaそのものに追加機能として開発され

　　ており、運用時の煩雑さを感じさせない特長を持つ。 

(２) コンピュータシステムバリデーション支援サービス 

　　　コンピュータシステムバリデーションとは、コンピュータ

　　システムが正しく稼動・処理していることを保証するこ

　　とで、製薬業界では法規制対応の観点から対処する必要

　　があり、受託製造や海外販売の側面からも対応するケー

　　スが多い。 

　　　インテックの「コンピュータシステムバリデーション支

　　援サービス」は、MCFrame/Pharmaを中心とした生産

　　管理システムが正しく稼動・処理していることの保証作

　　業（「図２：コンピュータシステムバリデーション活動の流

　　れ」を参照）を支援するサービスであり、以下の３点を特

　　長として持つ。また、当然のことながらサービスを受けたお

　　客さまは受託先視察や当局査察をクリアしている。 

　　　● 国際的に準拠するためGAMP4（Th e Go o d  

　　　Automated Manufacturing Practice Ver4：自動化

　　 システムのバリデーションガイド）に従ったバリデー

　　  ションの実施 

　　　●お客さま作業の代行サービスや文書化のためのコンサ ル

　　  テーションサービスを提供 

　　　●新規導入システムに限らず、既に稼動済みシステムに対

　　  して回顧的バリデーションを実施 

 

3.2.3 今後の展開 
  製薬業界は法規制が厳しい業界で、システムの対応も迅速

に正しく行う必要がある。お客さまにとってパッケージシステム

採用の大きなメリットである迅速な法規制対応に今後も応え

続けるために、研究を怠らず新ソリューションを提供し続け

ることがインテックの使命である。 

　また、昨今の食品業界における品質管理面の問題などが代

表的なきっかけであるが、他業界においても品質管理の重要

性を再認識される中、製薬業界で培った品質管理の業務ノウ

ハウを他業界のお客さまにも提供していく。 

3.3 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） 

3.3.1 概要 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」は製薬会社への

MCFrame/Pharmaの付加ソリューションとして提供を開始

し、今では業界を問わず導入するケースが増えてきたソリュー

ションである。当初は原料や中間品の誤投入を防止するチェック

業務を主機能としていたが、最近は各工程における作業実績

収集や棚卸業務の効率化を実現する機能を持ち、バーコード

とハンディターミナルを利用する仕組みで実現している。 

 

3.3.2 特徴 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題

をまとめたものが表２である。それらの課題に対して以下の

通り解決が図れるソリューションであり、正確性やリアルタ

イム性による管理精度の向上と作業負荷軽減を両立すること

が可能である。 

(１) 手記入や手入力作業を廃止することで人的ミス削減が可能 

(２) 正確な入出庫データや投入実績が簡単・確実に収集可能 

(３) バーコードによりワンタッチで現物確認が可能 

(４) 無線通信でリアルタイム処理が可能 

 

 

 

 

 

 

3.3.3 今後の展開 
　「リアルタイム実績収集ソリューション」はバーコードを利

用したソリューションである。昨今、普及が注目されている

RFID(Radio Frequency Identification)タグはバーコード

と比較して「情報量の多さ」や「読み取りの自動化」などの特

徴を持ち普及が進んでいる。バーコードに替えてICタグを利用

することで、単一企業内に留まらないより広範囲で効果的な

ソリューションに成長させることを考えている。 

4. おわりに 

図 ４　購買プロセスのインプットコントロール 

3.4 内部統制ソリューション 
3.4.1 概要 
　内部統制ソリューションにおいては二つの機能を提供する。 

　一つは「基幹ワークフローソリューション」で、MCFrameへの

受注登録時や発注書の出力時あるいはマスタ情報の登録変更

時に基幹ワークフローシステムに連携し適切な承認プロセス

を経て正式登録される機能である。これは、株式会社日立製作

所の「Cosminexus電子フォームワークフロー」との連携で

実現する。データ連携については、リアルタイムシステム連携

を実現するインフォテリア株式会社のＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩ

システム）によって行う。 

　もう一つは「監査証跡ログの保全・検索ソリューション」で、

MCFrameで蓄積する監査証跡データを保全しながら必要なと

きに高速に検索・調査を実施できる機能である。これは、イン

テックの製品である「快速サーチャーログ検索ソリューショ

ン」にデータ連携することで実現する。「快速サーチャーロ

グ検索ソリューション」はエス・エス・ジェイ株式会社の

Supe rSt ream（会計システム）の操作ログデータや

Cosminexus電子フォームワークフロー（基幹ワークフローシ

ステム）の承認ログデータなどについても保全と検索が可能で

ある。また、「快速サーチャーログ検索ソリューション」への

各ログデータの取り込みは、ＡＳＴＥＲＩＡ（ＥＡＩシステム）

によって実行される。 

　全体のイメージは図３の通りである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 特徴 
　本稿では「基幹ワークフローソリューション」について特

長を紹介することとする。「基幹ワークフローソリューション」

はMCFrameと連携することで、ＩＴ業務処理統制のインプッ

トコントロールを実現する。対象となる業務プロセスは以下

のプロセスである。 

(１) 受注プロセス 

(２) 出荷プロセス 

(３) 請求プロセス 

(４) 購買プロセス 

(５) マスタ登録・変更プロセス（製品仕様書や単価の改定など） 

　　購買プロセスのワークフロー例が図４である。 

 

3.4.3 今後の展開 
　今後は、マスタ登録・変更プロセスにおけるインプットコン

トロールの機能拡張を予定している。具体的には、研究開発部門

システムなどの他システムとの連携機能である。 

　生産管理システムのマスタ登録・変更時には、他システム

のマスタ登録・変更が必要になってくるケースがほとんどで

ある。例えば、研究開発部門において新しい製品が開発され

生産フェーズに移行する時に、生産管理システムでは製造

BOM(bill of materials：部品表)情報を研究開発部門の設計

BOM情報をもとに登録し、品質管理システムでは試験にかか

わる情報を研究開発部門のシステム情報をもとに登録する。

生産フェーズへの移行申請を基幹ワークフローで行うことに

より、関連する複数システムへの自動データ投入が可能とな

り、お客さまの業務負荷を軽減することができる。 

　また、このような業務は紙（申請書）による運用が多く残って

おり、大量な申請書の起案や承認にかかわる高い作業負荷や

申請書の保管にかかわるスペース確保などの問題もあり、その

ような問題・課題に対するソリューションとしても価値があ

ると考える。 

表 ２　「リアルタイム実績収集ソリューション」が解決する課題 

表 １　化粧品業界ソリューションの機能部品（抜粋） 

● ビジネスソリューション事業本部 
    Ｉ－ＭＣＦ事業部　Ｉ－ＭＣＦ事業推進部 
● MCFrame Certified Professional Consultant

お客さま インテック 東洋ビジネスエンジニアリング 

サプライチェーン 

ノウハウの取り込み 

ノウハウ（競争力の源泉） 

ベストプラクティス 
＋機能部品の提供 
   （付加価値） 

要件の機能部品化 

ベストプラクティスの提供 
（MCFrame） 

機能部品の標準実装 
（ベストプラクティスの洗練） 

図 ２　コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

コンピュータシステムバリデーション活動の流れ 

システム構築の流れ 
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SQAP （要求仕様書） 
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IQ： Installation Qualification 
OQ： Operational Qualification 
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図 ３　内部統制ソリューションの全体イメージ図 
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そのまま注文書を発行する場合は上長の承認は必要ない。 
購買先や数量の変更あるいは高額な発注となる場合は、上長の承認が必要になる。 
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【基幹システム】 
(MCFrame)

計画部門 担当 

e-Mail

その他 

注文書自動FAX対応 

発注承認 

納品書統一対応 

支給依頼管理（受託対応） 

内示発注残管理 

マルチ単位 

倉庫システム連携 

入荷業務効率化 

ミル規格対応 

試験記録書発行 

サンプリング指示書発行 

マルチ単位 

バーコード対応 

可変歩留対応 

ロス入力対応 

不良内訳登録 

手直し対応 

製造指図・記録書「MS-Word連携」 

秤量システム連携 

荷姿管理 

容器管理 

統一単位換算 

EDI対応 

FAXサーバー対応 

注文書発行前に発注承認プロセスを行える 

１品１葉注文書・納品書出力 

委託元への支給依頼書発行 

内示発注残を算出 

在庫管理単位とは別に、発注用単位を持つ 

受入倉庫⇒原料倉庫入庫業務モデル 

入庫指示オーダー自動発行 

入荷予定リスト出力 

バーコード付入荷ラベル出力 

抜取り数自動計算 

記入用試験指図・記録書の発行 

試験サンプルの抜き取りを指示する指示書印刷 

解体登録機能 

（包装品⇒充填品、資材へ１工程前に戻す） 

在庫管理単位とは別に、投入用単位を持つ 

投入品目チェック、投入実績入力をバーコードH/Tで実施 

製造量によって投入歩留りを可変で設定できる機能 

正味投入量とロス量、材料不良等原因別実績を入力 

充填・包装工程内検査における不良実績登録 

試験不合格品を手直しにより良品とする機能 

「MS-Word」で作成されたSOP付製造指図・記録書の発行 

秤量構成表の追加 

秤量実績取り込み 

単位換算（リットル⇒Kgなど） 

複数の荷姿を管理（バラ、箱、ケース等） 

荷姿の振替 

容器登録、使用容器登録、使用履歴の管理 

複数の荷姿または入り目の在庫を統一単位（kgなど)で集計 

JD-NET対応 

プラネット対応 

包装替え対応 
 

購買管理 

品質管理 

製造管理 

在庫管理 

製造記録や作業記録を手書きしている 
 
 
 
現状在庫を正確に把握できていない 
入出庫は目視と手書きで実施している 

記入ミス、記入漏れを無くしたい 
現場の進捗や在庫をリアルタイムに把握したい 
棚卸しの所要時間を短くしたい 
正確な作業工数を製造原価に反映したい 
在庫切れや過剰在庫の発生を抑えたい 
出庫ミスや投入ミスの発生を抑えたい 

データ入力がタイムリーに行えない 

現状 　　　　　　　　　　　課題 

　インテックはMCFrameパッケージをコアとした生産管理ソ

リューションの提供によって、製薬・化粧品製造業を中心とし

た製造業に貢献してきた。その結果としてMCFrameワールド

においてはNo.1パートナーとして評価をいただけるように

なった。しかしながら、インテックが提供できる製造業向け

ソリューションが対象とする業務範囲は、お客さまの全体業務

と比較してまだ狭い。 

　今後も得意とする製薬・化粧品業界の生産管理分野に対する

ソリューションに一層磨きをかけながらも、新しい業界や業務分

野へのソリューション展開にチャレンジしていく。そして、製造

業のお客さまにイノベーションを起しながら貢献し続けたい。 

登録されたマスタ値によって所要量計算された結果にもとづいて、 

デマンドチェーン 




