
三菱電機インフォメーションシステムズが
シスメックス社のR/3のバージョンアップと
子会社とのシステム統合を1年で完了

三菱電機インフォメーションシステムズが
シスメックス社のR/3のバージョンアップと
子会社とのシステム統合を1年で完了

R/3 バージョンアップとシステム統合事例

本冊子はリックテレコム発行の月刊誌「月刊ソリューション IT」2002年8月号の掲載記事を抜粋したものです。無断複製および転載を禁じます。
http://www.ric.co.jp/sol/

抜刷  02.7.12  2:27 PM  ページ1



医療用検査機器および検査試薬を

製造・販売するシスメックス（兵庫県神

戸市、家次恒社長）では、2002年の4

月に試薬メーカーの国際試薬（兵庫県

神戸市）を 100 ％子会社とした。機

器・試薬の総合メーカーとしての機能

強化が目的だ。

今後ますます増加すると思われる

企業再編において、システム統合の問

題は避けて通れない。シスメックスで

は97年から、三菱電機インフォメーシ

ョンシステムズ（MDIS）の支援を受け

てSAPの「R/3」を順次導入しており、

現在、PP（生産）、MM（購買）、SD

（販売）、FI（財務会計）、CO（管理会

計）の 5つの業務分野で稼働させて

いる（図1参照）。

一方の国際試薬は、メインフレーム

上に独自開発した基幹システムを保有

していた。これとシスメックスのR/3を

統合し、業務プロセスをひとつにつな

ぐ必要が生じた。

統合の方法としては、お互いのシス

テムのデータをファイルレベルでやり取

りする最も簡単な方法や、EAIツール

によるプロセス連携など、いくつかの

方法が考えられた。しかし最終的に2

社が選択したのは、国際試薬のレガ

シーシステムを全廃し、シスメックスの

R/3を横展開するという方法だった。

従来および統合後の業務の流れは

図 2・3・4のとおりだ。販売機能は

企業統合の過程でシスメックスに統合

され、会計・生産管理についても、シ

スメックスの持つR/3テンプレートを元

にして基本的にそのまま国際試薬に

適用する方法を選んだ。

将来性を考慮して
最新バージョンへ移行

シスメックスに導入していたR/3の

バージョンは 3.0D。これをそのまま国

際試薬に展開するのが、最も容易な

方法だった。しかし、シスメックスでは

あえて、当時の最新版であった 4.6C

にバージョンアップし、それを両社に

導入することとした。「最新バージョン

に移行することで、シスメックス本体の

さらなる業務改善を図り、関係各社も

統合する」との方針にそったものだ。

シスメックスで3.0Dを導入したのは

4年前。運用を続ける中でR/3に関

するスキルはかなり蓄積されており、

業務要件の変化に対してパラメータ

変更で対応したり、場合によってはア

ドオン開発をするなど、パッケージを
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アドオンをきっちり管理すれば
バージョンアップに憂いなし！

「ERPのバージョンアップは大変だ」と言われている。
データ移行やアドオンの作り替えに多大な労力がかかると言うのだ。
しかしシスメックス社では、R/3のバージョンアップと
子会社とのシステム統合を1年間で無事完了させた。
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試薬のシステム統合が最大の目的で

あり、そちらの作業を妨げない程度の

機能追加に留めた。最終的に追加し

たのは、①MRPエリア、②国際試薬

との企業間取引き、③品目や得先マ

スタの一括更新、④海外送金、の 4

機能だ。

これらの機能追加は、パラメータ設

定と関連マスタの設定で対応した。

アドオンプログラムの移行が
バージョンアップの「ヤマ」

本体部分の移行作業が完了する

と、いよいよアドオン開発部品の移行

にとりかかった。

初期導入時からプロジェクトに携わ

っている MD I S 第二事業本部

SCM/ERPソリューションの伊藤峰秋

主席コンサルタントは、「バージョンアッ

プ作業は計画的な取り組みが必要で

すが、特に作業に要する工数や期間

は、アドオンの量に大きく左右されます」

と語る。シスメックスではR/3導入時

に、業界特有の業務要件に対応する

ため、販売モジュールを中心に、いく

つかのアドオン開発を実施していた。

SAPが提供している標準アドオン部

品もあったが、独自仕様のものもある。

その後運用を続けていく中で、業務の

改善や進歩に合わせて様々なアドオ

ンを追加。最終的に、数百本単位の

アドオン開発が加えられていたという。

もちろんアドオンプログラムは、バー

ジョンアップ時の移行保証はされな

い。すべてユーザー責任での対応と

なる。そのためMDIS で一つひとつ

プログラムを慎重にチェックし、修正が

必要な個所を特定し、作業を行った。

それでもオリジナル帳票出力のよう

な、R/3のデータを抜いてくるアドオン

であれば、DBの構造がそれほど大

きく変わることは少ないため、移行は

それ程難しくないという。

問題は入力系のアドオンだ。R/3

のアドオン開発では、担当者が画面

から入力するのと同じ手順で外部か

らデータを投入していくのが、一般的

なやり方だった。その場合、画面デザ

インが変わり、入力エリアの配置が変

わったら、新しい画面に合わせてプロ

グラムを修正しなければならない。こ

こに最も時間がかかった。中には、一

から作り直したプログラムもあった。

またプログラム的には問題なくても、

帳票を出力する際のプリンタの制御プ

ログラムが変わってしまっているなど、

思いもかけない問題も出たと言う。

アドオンしていたのはプログラムだけ

ではない。DBも同様だ。

アドオンプログラムで必要なデータ

項目が標準DBになければ、どこか

に追加しなければならない。もちろん、

R/3 の標準DBを変更して項目を追

加するなど論外だ。そのため必要な

データは、外付けにしておくことにな

る。こうした独自追加のDBも新バー

ジョン向けに変更する必要がある。

しかし今回のバージョンアップでは、

外部DBも多くなく、DBの構造が大

きく変化することはなかったため、それ

ほど大きな問題ではなかったという。

アドオン部分の移行に数カ月を費や

し、その後、全体を通したスルー・テ

ストや、EDIなど外部とのインタフェー

ス部分をシスメックスとMDISが一体

となって検証し、テストを完了させた。

本番環境への移行は、5月の連休

を利用した。5モジュールを一斉に入

れ換え、データもすべて移行するため、

数日を必要とすると予想されたから

だ。実際、作業には3日を要し、連休

の残りをかけて、本番環境での動作

検証を行った。

当初、今回のプロジェクトは約 1年

と予想していたが、大きな遅延もなく、

スケジュールどおりに完了したという。

ユーザーを交えた体制づくりが
バージョンアップでも重要

本プロジェクトで特に注意したの

は、ユーザー側の体制づくりだったと

いう。バージョンアップの際には、新シ

ステムのテストが非常に重要だからだ。

バージョンアップ時には、使いにくい

画面デザインを改良したり、入力効率

アップのために複数の画面を統合し

たりする。

画面が変われば、その画面を使用

していた担当者の操作が変わるのは

言うまでもない。データ入力の順序が

特集
企業は変わる、ITも変わる
だからERPを入れる！

ソリューションIT 2002.8

「使いこなす」技術も高まっていた。

そのため、R/3は同社の基幹系機能

のバックボーンとなっていた。

しかし、4年前と比較して R/3 は

大きな進化を遂げている。CRMや

SCMといったフロント部分の機能が

追加され、インターネット技術へも対

応するなど、「別物」と言っても良いほ

どだ。今後企業戦略を考え、実行す

るためのインフラとして、旧バージョン

ではじきに力不足になると判断し、最

新バージョンへの移行を決断した。

「3.0 のサポート期限切れが迫って

いる」という現実的な理由もあった。し

かし、ERP事業の技術部門を統括し

ているMDIS製造・自動車システム部

の綿貫寛部長は、「企業の成長とシス

テムのバランスを考えると、サポート期

限の問題が無くても、最新バージョン

へ移行していたでしょう」と見ている。

バージョン間の機能差を
ドキュメントから調査する

システム統合およびバージョンアップ

プロジェクトは、2001年 6月にスタート

（図 5参照）。SIとして、初期導入の

時と同様、MDISが参加した。

最初の作業は、新旧バージョンの

機能差のチェックだった。新バージョ

ンと言ってもどこが違うのか、漠然とは

分かっていても、現場レベルでの理解

はできていなかったからだ。

ところが、3.0Dと4.6Cの詳細な機

能比較表など、どこからも提供されて

いない。バージョンごとの追加機能は

SAP社から提示されるが、大まかな

機能であり、現場担当者の作業レベ

ルのものではない。「MRPエリア」や

「有償支給」といった個別機能になる

と、複数プログラムの集合によるもの

であり、単純にメニューや

プログラムで比較するわけ

にはいかない。

そこで、バージョンアップ

時にSAPジャパンから提

供される機能変更に関す

るリリースを追い、どうい

った変更が加えられてい

るのかを一つひとつ押さ

えていった。この作業は

MDIS 側が担当したが、

数カ月を要したという。

その後テスト環境にお

いて、まず R/3 本体部分

のバージョンアップを実

施。バージョンが大きく離

れていたため、一度では

移行できず、2段階での移

行作業となった。

プログラムと同時に、

R/3 の標準DBも新バー

ジョンへ移行した。標準

DBにあるデータは、その

ままR/3 のツールで移行

できる。ただ、新バージョ

ンで新たに追加された項

目もあり、そういった旧DB

に存在しないデータを、一

部設定する必要があった。

新バージョンへプログラ

ムを移行した後、新たに

追加された機能をどこま

で利用するかを検討した。

MDISで調査した新旧バ

ージョンの差を現場ユー

ザーに開示し、その中か

ら必要と思われる機能を

ピックアップしてもらった。

ただ、今回のプロジェク

トではシスメックスと国際
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システム統合およびバージョンアップ

プロジェクトは、2001年 6月にスタート

（図 5参照）。SIとして、初期導入の

時と同様、MDISが参加した。

最初の作業は、新旧バージョンの

機能差のチェックだった。新バージョ

ンと言ってもどこが違うのか、漠然とは

分かっていても、現場レベルでの理解

はできていなかったからだ。

ところが、3.0Dと4.6Cの詳細な機

能比較表など、どこからも提供されて

いない。バージョンごとの追加機能は

SAP社から提示されるが、大まかな

機能であり、現場担当者の作業レベ

ルのものではない。「MRPエリア」や

「有償支給」といった個別機能になる

と、複数プログラムの集合によるもの

であり、単純にメニューや

プログラムで比較するわけ

にはいかない。

そこで、バージョンアップ

時にSAPジャパンから提

供される機能変更に関す

るリリースを追い、どうい

った変更が加えられてい

るのかを一つひとつ押さ

えていった。この作業は

MDIS 側が担当したが、

数カ月を要したという。

その後テスト環境にお

いて、まず R/3 本体部分

のバージョンアップを実

施。バージョンが大きく離

れていたため、一度では

移行できず、2段階での移

行作業となった。

プログラムと同時に、

R/3 の標準DBも新バー

ジョンへ移行した。標準

DBにあるデータは、その

ままR/3 のツールで移行

できる。ただ、新バージョ

ンで新たに追加された項

目もあり、そういった旧DB

に存在しないデータを、一

部設定する必要があった。

新バージョンへプログラ

ムを移行した後、新たに

追加された機能をどこま

で利用するかを検討した。

MDISで調査した新旧バ

ージョンの差を現場ユー

ザーに開示し、その中か

ら必要と思われる機能を

ピックアップしてもらった。

ただ、今回のプロジェク

トではシスメックスと国際
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変わるなど、場合によっては作業の流

れが大きく変化する。こうした新しい

画面での作業で問題は発生しない

か？ また業務効率が著しく低下す

ることはないか？ バージョンアップに

先だってチェックする必要がある。そ

して、それは実際の作業担当者でな

ければ分からない。

そこで今回のプロジェクトでは、経

理や生産といった部署毎に IT部門

担当者を1～ 2名配置し、その下に

キー・ユーザーが数名参加した。もち

ろん最初のERP導入時ほどユーザ

ーの占有率は高くはないが、新機能

やバージョンアップの検証に相当の負

荷はかかった。

実は画面の変更は、とりわけて心

配されたポイントだった。特にR/3で

は、バージョン4.6Bから「enjoySAP」

と呼ぶ画面を採用しており、3.0Dとは

画面デザインや構成がまったく異なっ

ている。画面の改良による期待効果

も大きかったが、ユーザーに受け入れ

られるかどうかも課題だった。

最初にERPを導入する時なら、画

面の操作性をチェックして、使いにくけ

れば他の製品を選ぶことができる。し

かしバージョンアップでは、新しいバ

ージョンの画面を使わざるを得ない。

幸いなことにR/3においては、使い

勝手は良くなりこそすれ、悪くなっては

いないという。伊藤主席コンサルタント

は「初期導入時より、変化を柔軟に受

け入れていただけたので、特に問題

はありませんでした」と振り返る。

国際試薬の導入作業は
マスタの移行がメイン

6月現在、シスメックス側でのバージ

ョンアップは完了し、国際試薬の工場

への生産管理システム導

入を進めている最中だ。

国際試薬側からすれば

ERPの新規導入プロジェ

クトとなるが、通常の導入

とは異なり、パッケージ選

定は既に完了している。

またパッケージの持つ業

務プロセスはシスメックス

と同じで適合性チェックも済んでいる。

いわば「答の出たERP導入プロジェ

クト」だ。

具体的な作業としては、国際試薬

側のレガシーシステムの中にあるマス

タデータをR/3 の DBにマッピング

し、移行する。もちろん、品目や取引

先など、マスタデータの件数は膨大だ。

それでもMDISでは、国際試薬のデ

ータ移行および生産管理システム導

入は、予定どおり完了すると見ている。

その後は、追加機能の検証に入る

予定だ。前述したように、今回は両社

のシステム統合に注力し、バージョン

4.6Cの持つ豊富な新機能は絞り込ん

で適用した。これを再検討し、順次必

要な機能を盛り込んでいくという。

パッケージの使いこなし技術で
バージョンアップ工数に差が付く

シスメックスでは最初のR/3導入段

階から「アドオンはしても、システムのコ

ア部分には絶対に手を加えない」とい

う方針を決めていた。MDISでは、そ

のおかげでバージョンアップ作業がか

なりスムーズになったと見ている。

「ERPを素直に使っていれば、バージ

ョンアップをそれほど恐れる必要はあ

りません」（綿貫部長）とのことだ。

本体部分のバージョンアップはベン

ダから保証されている。後は、周辺の

拡張部分について、個別に対応して

いけばよい。これが、全体のプロセス

を変更していたりすると、大変な事に

なるという。

MDIS ではプロジェクトがスムーズ

に進んだ理由のひとつとして、R/3の

テンプレート「MELEBUS」を保有して

いる点をあげる。MELEBUSは同社

が、バージョン3.1の時に開発し、R/3

の進化に合わせて何度もバージョン

アップしてきたものだ。そうした経験か

ら、作業工数の見積もりや、注意すべ

き点がある程度予想できたという。

MDIS では、ERPパッケージの新

規導入と同様、ユーザーやSIがこう

した「経験」を重ね、「慣れ」ていくと、

バージョンアップ時のリスクやトラブル

を回避できるようになると見ている。

また綿貫部長は「最近はパッケージ

自体の機能が充実し、アドオンの数が

減ってきており、バージョンアップは楽

になってくるでしょう」と語る。伊藤主

席コンサルタントは「古いバージョンか

らの切り替えでは苦労しますが、R/3

はバージョンアップできる数少ないパ

ッケージです。今回のプロジェクトはこ

のメリットを活かし、単なるバージョン

アップではなく、ERPをグループ経営

の武器として位置付けた、一歩進ん

だ取り組みをしています」と述べる。

（瀬尾英一郎：eseo@ric.co.jp）

▲三菱電機インフォメーショ
ンシステムズ　第二事業本部
SCM/ERPソリューション
伊藤峰秋主席コンサルタント

▲三菱電機インフォメーショ
ンシステムズ　製造・自動車
システム部　綿貫寛部長

IT
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お問い合わせは

三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社
本　　社／〒108-0023 東京都港区芝浦4-13-23（MS芝浦ビル） TEL.（03）5445-7450
関西支社／〒553-0003 大阪府福島区福島3-14-24（阪神ダイヤビル） TEL.（06）6454-2301
中部支社／〒460-0008 名古屋市中区栄2-4-18（岡谷鋼機ビル3F） TEL.（052）212-1602
九州支社／〒812-0024 福岡市博多区鋼場町8-23（朝日生命ビル） TEL.（092）262-7563

三菱電機株式会社〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）

ERP製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。

インターネットサービス
www.mdis.co.jp
www.MitsubishiElectric.co.jp

N-N03-2-06080-A MDIS-0207（RIC）
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