
中小企業の情報ネットワーク化
に応える今後の課題 
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インターネットユーザ数の推移 
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経営環境のトレンド 

情報化 グローバリゼーション 

インターネット 

製品・商品のライフサイクルの短縮化 

市場競争の激化 

経営リスクの増大 



環境変化への対応の方向 

 コアコンピタンスの強化 

 アウトソーシングとネットワーク分業型経営
の指向 

 リスクマネジメントの採用 



対応のポイント 
 スピーディで効果的なコミュニケーションと               
意思決定 

 効果的かつ効率的な経営 

• 企業内 ：ビジネスプロセスの再設計（リエンジニ
   アリング） 

• 企業間 ：企業間取引プロセスの見直しと再構築
   （サプライチェーン） 

効率的なビジネスプロセス 情報に基づく 

意思決定 
スピーディなコミュニケーション 

ERP,EC,EDI,SCM   データウェアハウス    グループウェア 

               データマート、OLAP    イントラネット 



1．グループウエア 

 グループウエア 

• コミュニケーション支援 

• 情報共有化支援 

• 会議支援 

 

 ワークフロー管理支援 

 

中小企業情報化推進のキーワード 

スピーディなコミュニケーション 



稟議システム 

起案者  

起案責任者 

決裁者 

②必要事項記入 

稟議共有 

ファイル 
回議部門 

回議部門 

⑬承認済み電子メール 



２．イントラネット 

 インターネットの技術を使用 

 特徴 

• 異なるシステム間の連携が容易 

• マルチメディア対応 

• 短期間でかつ低コストでのシステム構築 

スピーディなコミュニケーション 



３．データウエアハウス 

 基幹システムのデータベースから分離、意思決定や

データ分析を目的に構築されたデータベース 

 データウエアハウスの特徴 

• 一元管理（Integrated） 

• 目的志向（Subject Oriented） 

• 恒常的（更新されない、Nonvolative） 

• 時系列（Time Valiant） 

情報に基づく 

意思決定 
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データウェアハウスの必要性 

変化の激しい市場動向、 
顧客ニーズ 

正確な情報をタイムリーに 
とらえ、分析 

戦略立案 
実行 

正確な情報、スピーディーな 
分析方法の提供 

データウェアハウス 
データマート 
ＯＬＡＰ 
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従来システムでは 

販売管理システム 

在庫管理システム 

物流システム 

販売データ 

在庫データ 

物流データ 

ＥＵＣツールでの 
データ検索・分析 

分析用パッケージでの 
データ分析・加工 

見たいデータが 
見たい形でない 

分析方法ごとに 
ＡＰ開発 

正確なデータが 
タイムリーに 
得られない 

業務ごとにデータ開放 



データ抽出 

データ転送 

データストア 

データ 
ウェアハウス 

目的別に 
データ加工、 
集計 

データ転送 

トップ 
マネジネント用 
データマート 

経理部門用 
データマート 

営業部門用 
データマート 

開発部門用 
データマート 

ＥＵＣ・ 
ＯＬＡＰ 
ツール 

ＥＵＣ・ 
ＯＬＡＰ 
ツール 

ＥＵＣ・ 
ＯＬＡＰ 
ツール 

ＥＵＣ・ 
ＯＬＡＰ 
ツール 

基幹・業務系システム データウェアハウス・システム 

データマート 
システム 

メタデータ 
管理 

データの倉庫 
複雑な全件検索用 
ＲＤＢＭＳ 

データの小売り店 
目的別ＤＢ 
ＭＤＢＭＳ・ＲＤＢＭＳ 

エンドユーザーが 
ＤＢを活用する為の 
辞書・変換テーブル 

基幹系
ＤＢ 

データウェアハウス概念図 
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使えないデータウェアハウスの原因（１） 

設計時点で、処理形態を 
決められない。 
何に使われるかわからない。 

どうやって使ったら 
よいかわからない 

レスポンスが遅い 

使えない 

・典型的な使われかた／シナリオの設定が必要 
  利用観点の整理 
  データの切り口（管理ポイント）の分析 
・メタデータの整理が事前に必要 

普段使っている言葉で 
データを使用することが 
できない。 

データウェアハウス構築のポイント 
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使えないデータウェアハウスの原因（２） 

基幹系システムのデータベースに、 
同一データが、重複して存在 

基幹系各業務システムにより、 
データの更新タイミングが異なる 

正確なデータが得られない 使えない 

基幹系システムのデータ分析が重要 
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１．データウェアハウスの典型的な使われかた／シナリオの設定が必要 
    利用観点の整理 
    データの切り口（管理ポイント）の分析 
 
２．メタデータの整理が事前に必要 
 

３．基幹系システムのデータ分析が重要 

データウェアハウス構築のポイント 

企画・設計段階での十分な検討がポイント 

利用者を含めた十分な検討を 



４．EC（電子商取引） 

企 業 

消費者 

企 業 拡大 

企業間での協力（コラボレーション）
を可能にする 

効率的なビジネスプロセス 



５．ＥＤＩ 

 日本情報処理開発協会・産業情報化センターが
ＥＤＩ推進協議会の会員に98年１月に行ったEDI

実態調査（回答企業数594社）によると、既に
75.4％の企業が電子データ交換を実施 

 企業間ECを支援する組織として、企業間電子商
取引推進機構が設立（98年７月） 

• CALSの普及・啓蒙を行ってきたCALS技術研究組合
と、製品データ交換の国際標準規格STEPの標準化・
実用化を推進してきたSTEP推進センターを統合 

効率的なビジネスプロセス 
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インターネットＥＤＩ 

ＥＤＩの目的の変遷 

 第１世代：顧客・チャネルの囲い込み。大手企業中心。 

 第２世代：業務の効率化。取引先の選別。業界ＥＤＩ。 

 第３世代：新規取引先の開拓。インターネットＥＤＩ 
 

 

インターネットＥＤＩの目的・特徴 

 ・従来型ＥＤＩの補完 

 ・ローコストサプライヤーの開拓 

 ・中小企業の取り込み 

 ・製品仕様、技術情報の公開 

効率的なビジネスプロセス 



情報化推進のポイント（１） 

①情報戦略の確立 

• 企業経営に役立つ情報システムを構築するため、情
報技術を活用した経営課題の実現を支援する情報戦
略の確立が必要 

②BPR・業務改革の実施 

• ビジネスプロセス、組織体制、企業文化等を含む広範
囲な業務改革、顧客満足の達成による競争優位の獲
得 

• あるべきビジネスシステム実現のためのシステム化、
情報技術の活用を検討 

 



情報化推進のポイント（２） 

③ERP（統合業務パッケージ）の適用 

  生産管理を含む人事、経理、販売などの主要 

  業務システムを統合しパッケージ化 

• 低コストでシステム化が可能。システムの維持・保守
コストの低さ、最新情報技術活用の恩恵、他のパッケ
ージソフトとの標準インタフェースの提供等、がメリット 

• ERPにビジネスプロセスを合わせるのではなくて、
BPRの結果に基づいて最適なERPパッケージを選定
することが大切 

 

効率的なビジネスプロセス 
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Ⅰ．ＥＲＰの特徴 

（１）データの統合・業務の統合 
 
（２）マネジメント重視（Ｐｌａｎ／Ｄｏ／Ｓｅｅ） 
 
（３）プロトタイプを活用しての検証・教育 
 
（４）情報技術の進歩への対応は、バージョンアップで可能 
 
（５）海外現地でのサポートベンダー調達 

  戦略 
 
マネジメント 
 
オペレーション 

従
来
の
シ
ス
テ
ム 

Ｅ
Ｒ
Ｐ 

効率的なビジネスプロセス 
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Ⅱ．ＥＲＰに対する期待 
 

 １．基幹系システムに対するパッケージ利用 
 
    安く、早く、うまい。 
 
 ２．ＢＰＲ、業務改革のツール 
 
 
 ３．経営資源としての情報インフラ構築 
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１．基幹系システムに対するパッケージ利用 

安い カストマイズをしないこと。 

早い 
業務分析、設計、移行、運用テストに 
かかる時間は、従来と、あまり変わらない。 
大幅に短縮されるのは、開発期間。 

うまい 
好みにぴったり合うものはない。 
味に、好みを合わせる努力も必要 

Ⅲ．期待を実現するためには 
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ＢＰＲ 

企業内の業務を 
顧客指向に横串で 
見直す 

ベンチマーキング 
ベストプラクティス 

・他の企業の良い所を 
 取り入れる。 
・経営指標の数値化 
・企業競争力に関連の低い 
 業務は、他の企業をまねる。 

コア・コンピタンス 

自社の企業競争力を発揮 
するエリアを明確にする。 

ラーニング・ 
オガニゼーション 

ビジョン 

２．ＢＰＲ、業務改革のツール 

ＥＲＰ 
パッケージ 
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コーポレートＤＢ 

コミュニケーション・システム 
電子メール、電子掲示板、文書管理、 
ワークフロー、スケジュール管理など 

基幹系業務システム 
  （定型処理業務システム） 

情報系システム 
ＤＳＳ 
 （非定型業務システム） 

ＥＲＰパッケージは 

このエリアの見本 
Datawarehouse 

Cost Saving Value Creation 

Agility 

３．経営資源としての情報インフラ構築 

効率的なビジネ
スプロセス 

情報に基づく 

意思決定 

スピーディなコミ
ュニケーション 
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グローバル統合業務パッケージ 

基幹 
業務 

生産 
販売 
会計 
人事 

経営 
支援 

エスベース／コマンダー 

損益分析 
受注・売上分析 
在庫状況 
費用分析 
人員 
マーケット動向 
他社情報 等 

グループウェア 

業務支援 

インターネット、電子メール、営業日報、 
通達、承認業務 等 世界標準のインフラ 

Windows,LAN,WAN, 
TCP/IP,EXCEL,ORACLE 

＜オープンシステム＞ 

＜従来システム＞ 
Host,AS/400,SNA,OS/2 

転換 

ＴＤＫ 情報システム部 
オープンシステムグループ 
部長 鈴木洋二様 ＢＩＴ講演資料より 

例（１） 
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企業の業務構造 

  Cost saving                    Value Creation 

基幹業務（Basic Function) 
 ・企業の経営活動で不可欠な 
  定常業務 

戦略業務 (Profit Making) 
 ・付加価値創造業務 

コミュニケーション 
 ・電話、手紙、会議 
 ・通達、通知、広報 
 ・日報、顧客管理 
 ・規定、基準、契約 
 ・稟議、承認 

ＢＰＲ 
 ・業務改革 
 ・情報インフラ 
  再構築 
 ・組織改革 

藤沢薬品工業 取締役情報システム部長 
山本 様 ＥＲＰフォーラムセミナー 
講演資料より 

例（２） 



情報化推進のポイント（３） 

 ④EUCの推進 

• 各業務部門（現場）に合った迅速かつきめ細かな情
報活用が必要→情報システム部門主導ではムリ 

• クライアントサーバシステムのクライアントがユーザ 

• パソコンの高機能化・低価格化、ネットワーク技術の
進展が発展の大きな要因 

• インフラ整備、情報セキュリティ・情報リテラシー教育、
ユーザ支援体制（ヘルプデスク）などがキーであり、こ
れらが情報システム部門の新しい役割 



事例１．Ｓ社（１） 

企業概要 

• 業種：オンライン書店、インターネット総合技術サービ
ス業 

• 資本金：約900万円 ・従業員：7名 

• 年商：全体で５億円（うち洋書販売３億円） 

• 主要製品：書籍、雑誌、システム販売 

• 沿革：1993年４月、インターネット上の「オンライン書
店」としてスタート。1996年４月、ビジネスの拡大に伴
い、株式会社化、インターネット総合技術サービス会
社に発展 



事例１．Ｓ社（２） 

システムの概要 

 目的：書籍の受発注等の業務をシステムにより効率化 

 概要： 
• イントラネット／エクストラネットを活用した書籍受発注システム 

• 280万タイトルの書籍データベースを構築、各取引先のホームペ
ージを通じてインターネットで公開 

• 利用者はタイトル、著書、キーワード、サブジェクト等のキーワー
ドで書籍を検索し、発注を行う 

• 社内イントラネットで、受発注管理、入出荷納品管理、従業員管
理等も行う 



事例１．Ｓ社（３） 
システム構成 

取引先ホームページ 

受発注システム 

ユーザ 

インターネット 

エクストラネット 
S社 

受発注システム 

イントラネット 

データベース 

入出荷納品管理 

従業員管理 

出版社 

VAN等 

書籍注文 

EDI 

EDI 



事例２．（有）イージー（１） 

企業概要 

• 業種：インターネット利用のＴシャツ通信販売 

• 資本金：３００万円 ・従業員：４名 

• 年商：１千万円(1996）、３千万円（1997）、 

     １億円（1998目標） 

• 主要製品：Ｔシャツ 

• 沿革：社長40歳、1995年10月より京都にてイ
ンターネット通販開始、関東圏50％ 



事例２．（有）イージー  （２） 

システムの目的・概要 

 目的：通信販売 

 概要：インターネットに商品の販売を目的としてホームペ
ー ジを開設 

 特徴：インターネットによるユニークなマーケティング 

 規模：ホームページとパソコンLAN 

 経緯：パソコン素人からスタート 

 コスト：ホームページ自社開発、OCN専用線利用であり
きわめて小 

 その他：リアルタイムに近い画面の更新 



事例２．（有）イージー  （３） 

ネットワーク活用による効果 

 極めて例の少ないインターネットビジネスの成功 

成功のポイント 

 お買いあげのお客さまこそが大切という顧客志向のマー
ケティング 

今後の課題・方向 

 売上増加 



事例３．日本ポール株式会社
（１） 

企業概要 

 業種：精密フィルター製造販売等（同社の筑波工場は、     

精密フィルターを世界的に供給） 

 資本金：７億５千万円 ・従業員：４６０名 

 年商：１５２億円 

 主要製品：精密フィルター 

 沿革：１９４６年 米国にて創業  

     １９８２年 日本法人設立 



事例３．日本ポール株式会社
（２） 

システムの目的・概要 

 目的： 

• 倉庫管理情報システムによる倉庫管理業務の効率化・正確化、
販売機会損失の低減 

• 作業効率の向上による人件費削減目的だけでなく、短納期、誤
配の減少による顧客満足の充足という視点から開発 

 概要： 
• リアルタイム処理の無線端末を利用した倉庫管理システム 

• 入荷検品、棚入れ、ピッキング、出荷検品、棚卸しにおけるバー
コード入力 



事例３．日本ポール株式会社
（３） 

ネットワーク活用による効果 

 システム活用による誤出荷の低減 １２件／年→０件／５ヶ月間 

 棚卸し作業の効率化       ３．５日／３４人→１．５日／３０人          

 バーコード化による発注、ロケーション管理、在庫管理の精
度向上 

 倉庫への配送状況問い合わせが激減 

 品質検査書のコンピュータ発行により品質管理レベルが向
上 

今後の課題・方向 

 顧客満足、社内効率化のための活用の拡大 

 



事例４．ヌーズ・ヌー（１） 

企業概要 

• 業種：情報サービス業（コンサルティング、教育、サービス提供等） 

• 資本金：1,200万円 ・従業員：数名 

• 年商：3,800万円（97年度）、6000万円（98年度予定） 

• 主要製品：コンピュータ、ネットワーク関連のセミナー、書籍・雑誌・
マニュアル・セミナー教材の執筆・制作、ネットワーク構築・コンサル
ティング、Web構築、ホームページ制作等 

• 沿革：1992年設立、1996年代々木にオフィス開設・本格的にLAN

化を図る。1998年８月、株式会社に組織変更 



事例４．ヌーズ・ヌー（２） 

システムの目的・概要（１） 

 目的：LAN＆イントラネット、インターネットで効率的な情報収集、社
内資源の有効活用、コミュニケーション向上 

 概要：クライアント・サーバシステム 

• 個人用マシン（１人１台）＋業務用を用途別に期間を決めて配分 

• サーバ（５台）：NTサーバ（３台）社内業務用、イントラネット用／
UNIXサーバ（２台）ファイアーウォール用、ホスティングサービス用 

• 個人用マシンとサーバ、プリンタはLANで接続 

• 個人用のデータ以外は、ＮＴサーバに入れ、ファイルを共有 

• Web構築、ホームページ作成はイントラネットによりNT内のWeb

サーバを利用し、共同作業が可能 

 

 



事例４．ヌーズ・ヌー（３） 

 

ネットワーク活用による効果 

 ノウハウの共有 

成功のポイント 

 会社の業種がコンピュータ関連なので、社外に頼むことなく、社内の
話し合いを通じて自分たちの欲しいシステムを作り上げることが可能 

今後の課題・方向 

 コンテンツのメンテ、拡大を行う時間の捻出 

 



情報セキュリティの確保 

 情報セキュリティ重要性の認識 

• 情報資産をめぐるリスク 
• 自然災害 

• 人的災害 

• エラー 

• 犯罪 

• プライバシーの侵害 

 情報資産の重要度（緊急性、不可欠性）に
応じた重点管理の実施 



情報セキュリティの対策 

情報セキュリティのガイドラインを活用した 

効果的・効率的なセキュリティ対策の実施を 

 情報システム安全対策基準 

 システム監査基準 

 コンピュータウィルス対策基準 

 コンピュータ不正アクセス対策基準 

（通産省のガイドライン） 



情報セキュリティ確保の課題 

 既存ビジネスでのネットワーク化への対応 

• 取引先、提携先、外注先等との良好な関係の構築と
リスクマネジメントの実施 

 電子商取引など新しいビジネスへの対応 

• リスクを考慮した積極的かつ慎重な対応、リスクマネ
ジメントの実施 

 情報セキュリティ確保のための仕組みづくり 

• 組織体制、ルールの確立、従業員教育の実施など 

 情報セキュリティの重要性および内容の認識と外部の専
門家等の確保 



情報化推進上の課題 

①経営課題と情報化課題の明確化 

 

②経営幹部の情報リテラシ向上 

 

③情報インフラの整備 
 



経営管理者に求められる要件 

①一人ひとりがダイナミックに行動できるよ
うにすること 

②経営管理指標を明確に決めること 

③経営管理者が意識変革を図ること 

情報は重要な経営資源 



情報化のポイント 

情報に基づく 

意思決定 

効率的なビジネ
スプロセス 

スピーディなコミュ
ニケーション 

①情報共有のシステムを作ること 

②いつでも、どこからでも、情報を必要とする人

が必要とする情報を検索し、活用できるように

すること 

③情報交換したいメンバー間において、いつでも、

どこにいても、密なコミュニケーションを図れ

るようにすること 

④共有すべき情報を、きちんと整備しておくこと 



ご静聴どうもありがとうございました。 

   

 ご質問・ご感想のある方は、下記へお願い
いたします。 

 

  ・    ｒｍｃ＠ｎｏｕｓ.ｃｏ.ｊｐ 

      http://www.con-con.com/rmc/      

  

 


