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フォスター電機株式会社

でのグローバル企業間販

売系ECシステムの構築

フォスター株式会社は,日

立製作所の企業間ECサービ

ス｢TWX-21販売業務支援サ

ービス+を適用することによ
り,国内･海外の販売･生産

拠点20か所をインターネッ

トで接続し.グローバルな情

報共有によるリードタイム短

縮と,得意先へのCS向上を

実現した｡

グローバルに生産･販売拠点を持つ企業グループでは,得意先の生産計画や発注情朝を国内･海外の生産拠点と密接に共有

し,さらに,仕入れ先との部品調達など企業間を含めた市場変化へのスピーディな対応を図る企業間SCM(SupplyChain

Management)システムの構築が急務となっている｡

日立製作所は,セキュアなエクストラネット上で販売から設計 調達･生産から決済に至る企業間取り引きをトータルに支

援する企業間ECサービス"TWX-21”を1997年から提供している｡TWX-21の会員は,販売業務支援やEDl(電子データ交換),資

材･購買業務支援サービスなどを利用することにより,企業間SCMシステムの構築を実現している｡

世界規模での販売･生産を行う音響機器パーツメーカーであるフォスター電機株式会社は,(1〉得意先へのCS(Customer

Satisfaction)向上と即納体制の強化,(2)リードタイム短縮,および(3)製品･部品在庫の削減をねらいとして,SCM改革を実

施している｡その一環として,販売系SCMシステムを実現するために,TWX-21販売業務支援サービスを利用し,国内･海外

の販売･生産拠点20か所をインターネットで接続することにより,得意先の生産計画情報の取り込みや販売拠点から生産拠点

への発注手配,納期管理などグローバル企業間販売系SCMシステムを構築し,2000年1月に稼動させた｡これにより,最大22

日のリードタイム短縮と.販売業務の効率化を目指している｡

はじめに

製造業では,企業競争力の強化のために,SCM

(Supply Chain Management)のシステム化が急速に展

開している｡特に,リードタイムの短縮や在庫の削減に

あたっては,取引先を含めた企業間EC(電子商取引)シ

ステムの構築が必須となる｡

日立製作所の企業間ECサービス"TWX-21”では,得意

先やグループ企業,仕入れ先などとのSCMを実現するた

めに,販売から調達･生産,決済に至る企業間のビジネ

ス アプリケーション サービスを提僕している｡フォス

ター電機株式会社は,得意先への即納体制の強化をねら

いとして,このTWX-21販売業務支援サービスを利用し,

国内外の販売･生産拠点20か所との企業間SCMシステ

ムを構築した｡これにより,同社は,(1)リードタイム

の短縮,(2)企業間にまたがる業務進捗状況の吋祝化に

よる業務精度の向上,および(3)CS(顧客満足度)向上を

実現した｡

ここでは,TWX-21の概要と,フォスター電機株式会

社でのグローバル余業間販売系ECシステム構築事例に

ついて述べる｡
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企業間ECサービス"TWX-21”の概要

TWX-21が提供するサービスを図1に,全体システム概

要を図2にそれぞれホす｡TWX-21の特徴は以下のとおり

である｡

(1)オープンで高セキエア.安全な企業間の電子取引環

境を提供:会員証書による本人確認･TWX-21運用セン

タとユーザー間の相互認証･暗号化,会員個人のサービ

ス利用権限チェックなどの技術により,セキュリティを

確保し,運用監視,ヘルプデスクサービスを提供する｡

(2)グローバル対比∴海外VAN(ValueAddedNetwork)

会社と連携した海外EDI(電子データ交換)サービスや,

英語･多通貨対応の販売業務支援サービスを提供する｡

(3)一貫したサービス環境の提供:企業間取引業務を一

貫してサポートし,TWX-21上で行われる電子取り引き

の各業務の案件状況を 一括してリアルタイム表示する

｢ビジネスナビゲーション機能+を提供する｡

(4)会員数3,200杜(2000年4月現在)や非会員との相互ビ

ジネスチャンスの拡大:公開見積もりや企業情報公開,

会員向けの企業間モール販売支援など,新規取引開拓の

ための｢場+を提供する｡

(5)ネットビジネスの開設:TWX-21の会員･課金管理

などのサービス某盤上にユーザーが開発したサービスを

提供するネットビジネスの開設が可能で,課金･請求代

行機能も提供する(基盤提供サービス)｡

共通 設計･開発■調達一生良一涜通一版亮■決済卜保守■廃棄

ソリューション例

会員管理

情報交換

圏
ネットワーク

サービス

企業間

ワークフロー

協調設計

図面･仕様書
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調達

電子市場
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サプライチェーン決済支援

ネッティング
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図1TWX-21が提供するサービス

TWX-21では.設計･開発から調達,販売,決済までの企業間

取引業掛こついて,ワンストップでサービスを提供する｡
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図2 ¶〟X-21の全体像

TWX-21では,オープンなインターネットを利用し,高セキュ

アなサービス基盤上での各種のアプリケーションサービスを提供

する｡

製造業に対するSCMソリューションは,｢販売系SCM+

と｢調達系SCM+に大別できる｡

調達系SCM構築では,(1)全什人れ先との受発注や計

画情報などの完全EDI化,(2)伝票情報以外の改版岡面

などの日動交換,(3)仕様書を含めた見積業務などの非

定型情報の交換などがかぎとなる｡

TWX-21では,仕入れ先の規模･情報化力に応じた各

椎メディア変換(ブラウザ,ファクシミリなど)を提供し,

完全EDI化を支援する｡このために,EDIサービスや海

外EDIサービス,非定型業務を支援する資材･購買業務

支援サービス,さらに,仕入れ先の取引業務を支援する

EDI対応受注管理システムや図面受信管理システムなど

を提供する｡これにより,数か月で数百社から数千祉の仕

入れ先とのEDI化を実現し,調達リードタイムの短縮,調

達業務の効率化,部品在庫の圧縮を図ることができる｡

グローバル企業間販売系SCMシステム

構築の背景

フォスター電機株式会社は,総売上高の90%を海外で

のグローバル販売が占める音響関連のパーツメーカーで

ある｡

何社では,得意先の短納期発注に対応するための即納

体制の強化とリードタイム短縮が急務とされ,(1)国

内･海外の販売･生産拠点間の伝票ヤフアクシミリなど

による受発注の廃止と,得意先発注情報のリアルタイム
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な情報共有,(2)得意先の生産計l耐二韮づく,随時所要

量の展開や計画変史による影響範囲の把握･指示,(3)

部占占在樺最少化のための調達EDI化などが課題となって

いた｡このため,販売･生産拠点や得意先にまたがる幻モ

業間システムと,リアルタイムMRP(MaterialRequire-

ment planning)シミュレーションなど企業内システムの

構築が仙南され,まず,得意先や販売拠点の発注にかか

わる情報の共有化をl対る企業間販売系SCMシステムの構

築に着手した｡また,(1)グローバル企業間販売系SCM

システムの早期構築,(2)企業間SCMシステム道川工数

の低減,(3)得意先や什入れ先,企業グループなどとの

外部介業との道川窓口の一本化をねらいとして,｢TWX-21

販売業務支援サービス+を採川することとした｡

TWX-21販売業務支援サービスによる

グローバル企業間SCMシステムの構築

4.1TWX-21販売業務支援サービスの概要

TWX-21販売業務‾支援サービスでは,国内･海外の販

売店･代理店と受汗企業間をインターネットで接続し,

′受柱手配業務を支援する｡この概要を図3に示す｡また,

このサービスは,発注手配から受汁,納期回答,出荷,

着荷･検収までの販売にかかわる企業間のビジネスプロ

セスを対象としている｡ビジネスプロセスを図4に示す｡

このサービスの技術的な特徴は以下のとおりである｡

(1)グローバル対応:ブラウザ,httpsプロトコルを基本

としたインターネット環境で利糊がロJ`能で,ドルやユー

ロなどの多通貨や英語表記に対応している｡

(2)企業間にまたがる業務ステータス管理:｢受注照会

待ち+や｢着荷待ち(出荷済み)+など販売りf･受注企業作目

TWX-21販売業務支援サービスサイト

販売店
(日本)

代理店
(海外:欧州)

代理店
(海外:アジア)

●カタログ参照
●案件参照

●ファイルダウンロード
アップロ【ド

など

の怖隙(ふかん)的な業務状態の把継が可能である｡

(3)ストアの概念:特定の販売店向けや受注企業グルー

プごとに手配環境を分割することができる｡これにより,

特定販売店向けの特別価格や受注企業ごとの受注案件管

群や商品マスタ管理などが可能になる｡

(4)カスタマイズ:WWW(World Wide Web)とサーバ

側でのスクリプト技術を併用することにより,単純な表

示レベルから個別処理を含む機能レベルまでのカスタマ

イズができる｡

4.2 TWX-21サービス適用にあたってのくふう点

フォスター電機株式会社がこの販売業務支援サービス

を利用するにあたっては,各販売拠点が販売店側機能を,

各年産拠点が受注企業側機能をそれぞれ利用する｡ま

た,日本の本社は受注企業全体のID(1:dentification)を持

ち,手配状況の全体監視･調薬を行う｡サービス適川に

あたってのくふう点を以下にあげる｡

(1)各生産拠点が自社あての情報だけを参照し,また,

自社分の商占占マスタだけを保守できるように,生産拠点

ごとの手配環境(ストア)を設置した｡

(2)国内･海外ともに,英語環境による業務道川の一本

化を凶った｡

(3)企業間の伝票キー番冒･の 一元管理:得意先の発注キ

ー番号,販売拠点の発注手配キー番号,生産拠点の物流キ

ー番号を一元管理し,各種キーでの状態検索を可能とした`二

(4)営業担_当によるブラウザでの個別入力方式と,得意

先の大量EDIデータや社内ERPからの自動取り込み方式

を併用し,効率的な人力を実現した｡

(5)得意先EDI情報の連携基準の取り決め:販売拠点と

牛産拠点の取引形態(輸人,仲介など)や納人リードタイ

日本

手配機能

カタログ

検索

発注

ステータス

欧州

在庫

発注案件
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商品情報
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触期
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インタフ工一ス
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雷
歴璽〕
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情報参照

情報共有機能

情報登寂

情朝参照

商品情壬昆

(酎象など)
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情報

案件取得

回答登毒蓑

状態参日召

情報登録

盲鶉参照
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ファイル
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オンライン

インタフェース

TWX-21

連携用サーバ

社内基幸手

システム

ブラウザ

図3 TWX-21販売業務

支援サービスの概要

TWX-21センタで案件管

理や商品マス久 ステータ

ス管理などを保持している

ため,ユーザー側はインタ

ーネット環境だけでこのサ

ービスを利用することがで
きる｡
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承認俵
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納期回答了解

待ち案件一覧

着荷･検収待ち

案件一覧

収

模収活み

受注照会待ち

案件一覧

)主文請け待ち
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注文請け

出荷待ち

案件一覧

売り上げ一覧

ムなどを勘案した得意先EDI情報の活用基準を設定し

た｡例えば,得意先の所要計画情報のどの指示臼,数量

情報を手配用に活用するか,などを設定した｡

4.3 効 果

企業間ECシステム構築によるフォスター電機株式会

社での効果は以‾卜のとおりである｡

(1)リードタイムの短縮(目標:最人22口):従来の帳票

での手配処理を廃止し,また,リアルタイムに入手する

得意先の計画情報に基づいて部品調達や生産準備を行う

ことにより,受注後数週間で納入が可能となる｡

(2)販売･生産拠点で統合の業務進捗の共有化と,これ

に伴う個別管理･問い合わせ業務の廃_1L,本社での遅延

案件などの-1‾t期把握,先手処理の強化

(3)製品在庫の止桁化,得意先EDI情報のイ1一効活用によ

る業務の効率化,得意先へのSCM適応基盤の確荘

(4)サービス適用:設計からシステム構築まで,約3か

月で短期構築した｡

おわりに

ここでは,日立製作所の企業間ECサービス"TWX-21''

と,フォスター電機株式会社でのグローバル企業間販売

系SCMシステムの構築について述べた｡

このシステムの稼動により,フォスター電機株式会社

はグローバル販売系SCMを実現し,受注から納品までの

リードタイム短縮や業務効率化などの効果を出してい

る｡また,企業間にまたがる業務の進捗状況が顕在化さ

れ,CSの向上を実現した｡

今後は,企業間にまたがる各種情報の電子化を進め,

総合的なSCMを構築していく考えである｡
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支援サービスのビジネス
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このサービスでは,発注

手配から受注,納期回答,

出荷,着荷･模収までの企
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