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  最近の自動車産業の取り巻く環境は、年々厳しさを増している。その様な状況に

あり、中小自動車部品製造業内の活気がますます失われつつある。優秀な加工技術

を持つ日本の製造が生き残るために、今まで業務を「ＩＴを利用し付加価値のない

業務を効率良くこなす」必要性を感じてもらうために実施してきた。外部のデータ

センターを利用することにより、低コストでシステム構築が可能となる。そして、

システムの広がりに臨機応変に増加／減少を行うことも可能となる。日本の中小自

動車部品製造業が、本業のものづくりに集中することができる環境が整ってきた。

中小自動車部品製造業の経営者は、付加価値の高い独自技術の改善に努め、付加価

値を生まない業務はアウトソーシングで対応し、活性化が進むことを期待する。 

  この論文が業務改善のヒントになることを期待する。 
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１．はじめに 

当社は来年「創立 75周年」を迎える。社是を「和」と定め、ものづくりはひとづくりと

の考えで全員参加で取組んでいる。会社内における「和」だけではなく、家庭・地域・社

会、更には国際社会へとつながり、当社の基本精神として、今も脈々と受け継がれている。 

日本の中小自動車部品製造業は、世界的に見ても品質管理・納期管理・原価管理に優れて

いる。また、大量生産・多品種少量生産にも臨機応変に対応する力を有しているが、中小

自動車部品製造業内の活気がますます失われつつある。その大きな問題点は、海外とのコ

スト競争や取引先の海外生産へのシフトなどが要因となる。その結果、将来にわたっての

不安感やコスト競争からの資金繰りの悪化による倒産や廃業が進んでいる。 

また、海外とのコスト競争や、海外生産による部品の現地調達化など、中小自動車部品製

造業の取り巻く厳しい環境の中で、日本自動車産業復活の鍵は、中小自動車部品製造業の

活性化にある。 

 

そこで、当社では仕事の中の無駄を削減するための「業務の無駄を削減し標準化を進め

る」この様な活動の中で「ＩＴを利用し付加価値の無い業務の見直し」を行なって来た。 

 

２．自動車業界を取り巻く環境 

 

         図１ 自動車業界の 7重苦 

 

 

 

 



 

- 4 - 

 昨今の自動車業界を取り巻く外的環境は、7種類の苦行が重なっている（図１参照）。 

１. 円高の進行 

２. 高い関税 

３. 高い法人税率 

４. 高いＣＯ２削減目標 

５. 国内労働力規制 

６. 電力不足と値上げ（東北地震） 

７. タイ洪水（災害） 

 

円高・関税・法人税・ＣＯ２削減などの要因から、自動車の販売価格での海外格差が拡

大し収益を悪化させている。そのため輸出が減少し自動車メーカーとしては海外生産への

切替を加速させてきた。それにより部品メーカーも海外進出を進め、国内生産の空洞化が

進んでいる。 

販売価格以上に大きな問題になっているのが、国内労働規制により海外よりも優位に立っ

ていた品質力・技術力でも新興国の追従を許す結果となり、日本車の優位点が減少し販売

シェアを減少結果を招いている。 

また、昨年に起こったさまざまな災害において、国内生産がストップし結果として海外生

産が増加し国内生産の減少に拍車をかけてしまった。 

その結果、国内生産数の減少により、中小自動車部品製造業の生産量減少が進み、収益に

影響を与えた。 

 

３．中小自動車部品製造業の現状 

３．１ 受注から請求業務手順  

中小自動車製造業における「受注業務から請求業務までの業務内容」を受発注各社の業

務方法（発注社・受注社とも手作業、発注社はＩＴ化・受注社は手作業、発注社はＩＴ

化・受注社もＩＴ化）ごとに図式化した（図２～図４参照）。 

中小自動車製造業の社内業務は、取引の相手によって社内業務の問題点が変わる。 

発注社・受注社が中小企業同士の場合は、ＩＴ化の導入が遅れているため、ＦＡＸなど手

作業による取引となり、発注社が中堅以上の企業との取引で、ＩＴ化の導入が進んでいる

企業との業務の入り口にはＩＴへの関わりが多くなる。 

また、中堅以上との取引でも受注社にＩＴの導入が無い場合は、発注社も手作業による取

引となる。。 

この点から見て社内業務で、複数社取引において社内業務への情報の取込みが変わり、そ

のために複数の業務プロセスが発生している。そのことが中小自動車部品製造業に負担を

強いて業務の簡素化の妨げとなっている。 
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           図２ 発注社・受注社とも手作業 

 

 

 

図３ 発注社はＩＴ化・受注社は手作業 
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図４ 発注社はＩＴ化・受注社もＩＴ化 

 

３．２ 付加価値を生まない業務 

業務は本来付加価値を生むために行なっている。（付加価値とは：ある「もの」が有し

ている価値と、それを生み出す元となった「もの」の価値との差のことである）しかし、

すべての業務に付加価値があるわけでは無い。付加価値は付かないが、必ず行なわなけれ

ば行けない業務もある。 

例えば生産現場では、ある製品に別の部品を組み付ける事で付加価値をあげている。し

かし部品は勝手に付くわけではなく、組み付ける側に準備をしておかなければ行けない。 

この場合、組み付ける事に付加価値は有るが、準備する事には付加価値がない。 

この様に、付加価値は付かないが、必ず行わなければ行けない作業としての準備を行わ

なければ行ければならない。付加価値を生まない業務なのだから、時間をかけず行なう方

が良いに決まっている。しかし、付加価値を生まない業務ほど時間がかかっている事が多

い。なぜ時間がかかってしまうのだろう？ 

そこには臨機応変な対応は、ＩＴ化を進めるよりも、担当者のアナログ的

な対応に磨きをかけるほうが良いという考えで業務を行ってきた。それは、

機械化（ＩＴ化）せずに人の手による作業になる。 

人間が行なうことにより、ヒューマンエラーはさけて通る事は出来ない。ミスを減らす

ためにチェック工程に時間（費用）を掛けることになり、結果的に付加価値を生まない業

務が増えることになる。 
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４．業務の課題 

 ４．１ 手作業での課題  

・作業者の高齢化 

 中小自動車製造業業務では、手作業の方が効率的に業務を行なう事ができる

場合がある。社内業務に精通した担当者が、関連する状況をすべて一人で把

握し、最良の判断を臨機応変に対応しているため、ＩＴにたよらなくても手

作業で暗黙知的に仕事をこなすことが可能となる。しかし、高齢化により、

このような業務に精通した担当者が減ってきている。また、業務の複雑化／

多様化により管理工数の増加も無視できなくなってきている。  

 

・やり直し作業 

 業務のやり直しほど無駄な作業は無い。 

やり直し仕事は正規の作業に比べ、チェック・確認の作業がより多く入るため、正常作業

よりも２〜３割の作業時間を要する事が多い。ヒューマンエラーを減らすために、各担当

者のアナログ的なスキルアップを進めるこになるが、これでは抜本的な対策にはならず、

結果として無駄な工数を掛けなければいけなくなっている。 

 

・保管場所の無駄 

 アナログで業務を行う以上、管理面においてデジタル化が進まずそれにより、社内にお

いて指示を出す方法として紙による管理を行うしか方法がない。また社外に対しては商品

のエビデンスを求められ、そのために書類等の保管場所も必要となってくる。保管場所の

無駄を削減しなければいけない。 

 

・保管品のチェックの時間 

 問題が発生したときに保管品（紙）から問題点の回答を導き出すのに時間が掛かってし

まい無駄な時間を費やすことになる。そのため必要な情報を必要なときに状況に応じて誰

でも取り出せるようにし効率化を高める必要性がある。 

 

 ４．２ ＩＴ化への遅れと課題  

・他社からの依頼対応力の低下  

 中小自動車部品製造業の中には、「ものづくりにＩＴは必要ない」との気風があるのも

事実である。そのためＩＴ化導入の遅れが進み、取引先とのＩＴ格差が発生している。 

 

今後、早い段階に生きた情報を経営に生かすためには、ＩＴ化は避けて通れない。また、

取引先の業務を知らなければ生きた情報は得られない。生きた情報のネットワークは、相

互の業務をお互いに理解することから始まる。社内業務がアナログでしか出来ない状態で

は、今後の取引において、取引先にも負荷を掛けることになる。 

 

・社内の効率化への弊害 

社内業務に精通した担当者が、関連する状況をすべて一人で把握し、最良
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の判断を臨機応変に対応しているため、ＩＴにたよらなくても手作業で暗黙

知的に仕事をこなすことが可能となる。しかし、担当者が休んだりすると、

とたんに業務が滞る事になる。また異常があった時、担当者一人が全工程の

詳細な指示を出しても、全作業者に的確に伝わらない事の方が多く見られ、

結果的に無駄な作業となる。  

また、業務の簡素化が出来ていない環境でのＩＴ化は、業務ごとのアプリケーションを

作成することになり、開発コストの増加とそれに伴った企業の負荷となる。 

 

５．業務の見直しに考慮したい点 

 業務の改善を行うときに一番に考えなければいけないことは、その業務を行っている人

は現状の業務に何の疑問も持たず業務を行い、日々の業務を確実に行っている点である。 

このような業務を行っている人に、業務の標準化をお願いすると現状の業務内容がそのま

ま標準となってしまう。 

「人は変化を嫌う傾向」にある。業務の見直しをする時には、目的と目標を的確に相手に

説明し、無駄の排除を行わなければならない。そして、結果として標準化にならず効率化

も進まない。 

この業務の見直しこそ、ＩＴ化を進める上でもっとも必要なことである。また、業務の

中で人間系と機械系（ＩＴ）を分ける一番大事な点である。 

往々として、ＩＴ化を進める時は何でもＩＴ化した方が良いと思われる方がいる。しかし、

機械系の最大の弱点は、指示されたこと以外できない点である。異常が無い時は最大の効

果を発揮するが、判断を求められると途端に効率が悪くなる。 

このように人間系と機械系（ＩＴ）の混在一体となる標準化が、人員の少ない中小企業に

求められる標準化である。 

 

特にＩＴ化を進める時には、業務の見直し（改善）とＩＴ化を行なうアドバイザーを同じ

人が行うことをよく見聞きする。 

しかし、ＩＴ関係のアドバイザーは業務に精通していない方が多い。そのため、ＩＴ化す

る前提の業務見直し（改善）になる。その結果として、ＩＴに業務を合わせる形となり、

作業がしにくいシステムとなり効果が半減する。 

まずは業務の見直し（改善）は業務専門のアドバイザーにお願いし、ＩＴ化はその後、

ＩＴ化する箇所を見定めてからする事を薦める。 

 

 

・６．ＩＴ化への導入 

 ＩＴ導入のキッカケがつかめない中小自動車製造業が多く存在している。なぜキッカケ

をつかむことができないのか。その理由は大きく三点考えられる。 

 

一点目は、「日々業務の煩雑化」である。 

取引先の複雑化した要求に対応するため、日々人海戦術で対応しており、業務の見直し
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を行なう人員的余裕を無くしている。人海戦術（アナログ）の泥沼から抜け出せなくなっ

ている。 

 

二点めは、「改善要員の不足」 

昨今の景気状態から、人員を増やし改善業務を行なうことは難しい。又ＩＴの知識が乏

しいからといって、ＩＴ専門家を雇うことができない。 

 

三点めは、「金銭の不足」 

ＩＴ導入コスト、運用コストの高額化のため、ＩＴを導入することができない。 

 

この三点がＩＴ導入の機会を逃している。 

導入コスト／運用コストを低く抑え、ＩＴ導入を始めるキッカケとするためには、ＩＴ導

入をしやすくし、ＩＴによるメリットを感ずることである。そして、その結果として、効

率の良いデータ連携も可能となる。 

 

最近、インフラであるＳａａＳ・ＡＳＰの導入コストが下がってきた。下記に示す数字は

ＳａａＳ・ＡＳＰ導入事例である（表ＸＸ参照）。自社でハード・ソフトを保有した場合

と比較すると、確実にコストが下がってきている。 

 

 

１ 経理ソフトＳａａＳ・ＡＳＰ導入費用比較 

ＳａａＳ・ＡＳＰ導入事例 

パッケージソフトの事例： ＳａａＳ・ＡＳＰの事例： 

・ソフト購入費用：３７８，０００円 ・サービス利用料金：３１，５００円／年 

（２ユーザ ID）＋ハードウェア費用 （２ユーザ ID） 

  ※初期費用なし 

また、ＩＴ導入のメリットは、多岐に渡り導入費用だけでなく、電力費・人件費・工数低

減など細かい点で効果がある。そのため、費用対効果はある程度長期的に把握する必要が

ある。 

 

＜一般的なＳａａＳ・ＡＳＰによるユーザ企業のメリット＞ 

①コストパフォーマンスがよい 

・初期導入費用が少ない 

・必要なサービスを従量制または定額制で買うだけでよい 

→ パッケージソフトより最大で１／３～１／２程度安くなる 

②システムの導入・運用・保守を自分でやらなくてすむ 

・専門 IT技術／知識をユーザ企業が無くても良い 

・災害・ネットセキュリティ・人的管理をベンダ企業が運用 

→ 低コストで高いセキュリティを得ることができる 
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企業間でのサーバ連携が可能な「Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ」とした（図５. 参照）。更に、

「Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ」をベースとした「自動車部品手配システム」を構築した（図６. 

参照）。 

中小自動車製造業では、各サーバのメンテナンスなどを行なえる人材が不足しているこ

とも考慮して基本は「クラウド型ＳａａＳ」とし、外部のデータセンターを利用する。 

自社にどうしてもサーバーを設置したい場合は、それも可能となっている。 

また導入コストを抑えるためにソフトは安価にする。ただし、データセンター利用料は、

データ量により課金される。 

 

図５Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩの特徴「サーバ間データ連携」 

 

 図６ 「Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ自動車部品手配システム」全体構成 
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手計算… 

受入検収	
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発注側	 受注側	
受注側 

（部材メーカー）	

内示発行	

出荷指示	

受入検収	

受領した内示データ
から生産予定を計算。	

生産計画と同時に必要な部
材数を計算。 

在庫推移を予測し、部材の
発注データを計算。	

内示発行	

情報が全て電子化されて
いるので、取引のやりとり
で齟齬が発生しない。	

受領した出荷指示データか
ら、必要な部材数を算出し、
部材メーカーへ出荷指示を

発行。	

出荷指示発行	

部材を出荷	

G 

R 

E 

E 

N 

 

E 

D 

I 

製造	

製品を出荷	

発注先の検収状況を確認し、
請求書を発行。	

かんばん、納品書・納品受
領書を発行。	

G 

R 

E 

E 

N 

 

E 

D 

I 請求	

After 

内示に裏付けされた予測在
庫が見える！	

 

図７ Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩを使用した時の変化図 

 

・「内示処理」 

＜Before＞ 

社内在庫を確認し、何日にどれだけ製造する必要かあるか手計算して計画を作成する 

＜After＞ 

受領した内示データから生産予定をシステム計算。 
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・「生産計画処理」 

＜Before＞ 

生産計画から必要な部材の数を計算し、部材の在庫を確認し必要な発注数を手計算にて行

う。 

＜After＞  

生産計画と同時に必要な部材数をシステム計算。 

在庫推移を予測し、部材の発注をシステム計算。 

 

・「請求処理」 

＜Before＞  

納品受領書を１つ１つチェックしながら、請求書を作成 

＜After＞  

情報が全て電子化されているので、取引のやりとりで違算が発生しない。 

 

GREEN EDI は中小自動車部品製造業向けの受発注業務に特化した、SaaS 型の EDI サービス

である。自動車部品メーカーの取引で必要な「内示→出荷指示→出荷→検収→請求」とい

った基本的な業務フローをカバーし、企業間で必要なデータの連携各サーバ間で保証し中

小企業における事務業務の付加価値を生まない業務の改善を行い無駄な工数を削減する。 

 

・８．改善の評価 

①開発システムの優位性： 

・各社でサーバを持たないＳａａＳ形のシステムである 

・情報を各サーバ間で整合性を取り情報の連携が取れるシステムである 

・プロバイダー間を繋ぐ事で、インターネット環境が有ればどこででも繋がる。 

・安価に使用する事ができる。 

・ Ｎ社対Ｎ社の取引に使用可能 

 

中小自動車部品製造業が「Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ」を利用することにより、各種管理をデ

ータセンターが実施するため、中小自動車部品製造業における受発注取引業務の「データ

の安全性」が向上した。またデータの整合性を簡保しているので、決済時での違算など業

務の手戻り作業の発生を抑え、付加価値を生まない業務の改善に寄与した。 

 

 

②アピールポイント： 

・社外システムに特化したシステムである。 

・受注から発注へデータの再利用が可能 

・事務改善につながり、中小企業の活性化につながるアイテムである。 

・業務改善へのきっかけとなった 

・各帳票類を出力する事で手書きによりヒューマンエラーが無くなった。 

・仕事全体の流れを再確認できた 
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・生産管理（在庫）の把握ができるようになった 

 

社内業務と社外業務を分けることにより、社外への不要なデータを送付する必要性を下

げデータの受け手側に、過度の負担を強いることが無く、業務の標準化を助けることので

きるシステムになっている。またデータの再利用が容易なため、データの有効活用を行う

ことでデータのハンド入力によるヒューマンエラーを減少させ無駄な工数の低減ができる。 

それにより取引先との違算によるチェック／修正が無くなり、発注社・受注社双方に付加

価値を生まない業務の低減ができた。 

 日々の受領確認作業を確実に行うことにより、今まで月末に集中して行っていた確認作

業を平準化することで残業などの無駄な工数を減らすことができた。 

 

＜ＩＴに関する評価＞ 

・社内のＩＴ活用のキッカケになった 

・ＩＴに対する考えが変わった 

・再利用可能データを取引企業（仕入先／サプライヤー）へ送る事ができた。 

・サーバ間連携を行なう事で、データの整合性が取る事が出来た 

・データの整合性が取れた事で、月次処理の精度が上がった 

・データを他に使う事が出来ないか考えるようになった 

・ＩＴに興味が出て来た 

 「ＩＴを難しい・自分にはできない」といわれていた人達が、少なくともＩＴ対し興味

を持って使用してもらうきっかけになった。それにより今まで以上に業務内容の見直しに

対しても率先して行い業務の簡略化・シンプル化を独自に考えるようになった。 

 

Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ自動車部品手配システム構築 

＜開発期間・開発人員＞ 

       開発期間  ：２０１１年８月１日～２０１１年１２月３０日 

       開発人員  ：プロジェクトメンバー ７名 

              （リーダー１名、仕様２名、設計１名、開発３名） 

   

＜実施実績＞ 

       試行 ：２０１２年 １月１日～６月３０日（仕入先においてデモ実施） 

       本稼動：２０１２年 ７月 １日～（２社使用継続中） 

 

 

 

 

 

 

 

＜ＣＯ２削減効果＞ サーバーを各社が設置しないことによる効果 
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            ＜＜ ＣＯ２削減計算式 ＞＞ 

 

       中規模企業の場合（中型サーバー導入不要）      

        0.50 kWh   ×  0.555 C02kg/kWh 

                          ×   24 時間  ×  365日  ≒ 2.43 t/年 

2.43 t/年  ×  3社  ＝  約 7.29 t/年   

 

       小規模企業の場合（小型サーバー導入不要） 

        0.20 kWh   ×  0.555 C02kg/kWh 

                          ×   24 時間  ×  365日  ≒ 0.97 t/年 

0.97 t/年  ×  10社  ＝  約 9.70 t/年   

 

＊中型サーバー消費電力量1 ＝ 0.50 kWh 

＊小型サーバー消費電力量2 ＝ 0.20 kWh 

＊換算係数3：0.555  

 

今後、「Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ」を利用すると、下記のＣＯ２削減が可能となり、 

「グリーンＩＴ」に貢献することになる。 

 

 

「Ｇｒｅｅｎ ＥＤＩ」を利用した場合の効果 

        中規模企業：約２．４３t／年ＣＯ２削減（１社） 

        小規模企業：約０．９７t／年ＣＯ２削減（１社） 

 

 

 

                             
1 中型サーバー消費電力量：消費電力 500Wクラスのサーバーを利用した場合、消費電力量 0.50kWh。 
2 小型サーバー消費電力量：消費電力 200Wクラスのサーバーを利用した場合、消費電力量 0.20kWh。 
3 換算係数：環境省/経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニユアル」の排出係数を利用。 
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９．今後の課題 

 

図８ 時代の変化 

HV4 PEV5 EV6 FCV7 

 

図９ ＨＶ／ＥＶの時代とは 

                             
4 HV：ハイブリット 
5 PEV：プラグイン電気自動車 
6 EV：電気自動車 
7 FCV：燃料電池車 
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 これからの自動車は、時代の変化により環境が大きく変化してくる。 

そのひとつに、移動手段と動力・燃料の変遷がある。 

今までの自動車は、化石燃料を用いていたが、昨今ではＨＶやＥＶに見られるように化石

燃料＋電気又は電気のみに移行し、今後は燃料電池への移行が考えられている（図８参

照）。 

それに伴い自動車を形成する部品も、内燃機関がモーターへと変化し、部品点数も 2/3位 

に減少する。そのため従来の部品テリトリーが崩れ、自動車産業ではない他の産業からの

参入が容易になる。 

部品業界での部品確保・利益確保のための競争が激化してくる（図９参照）。 

中小自動車部品製造業は、海外部品メーカーだけでなく国内のシェアー・コスト低減な

ど非常に苦しい時代となる。 

 

そのためにＩＴ情報を出す側、受け取る側で標準化を進め、情報を正確にスピーディに

末端まで届け情報の再利用を行い。無駄のない情報の連携を行っていかなければいけない。 

またソフトウェアにおいては、社内改善を行った結果、独自の生産方法・管理方法をも

とに作られてきた、他社間での優位性のある部分は自社の資産とし、受発注情報などの社

外とのデータ連携においては標準化に準拠した開発を進める。 

この点の改善進めばＩＴ投資についても改善が進み安価なソフトウェアを提供できるよう

になり中小自動車部品製造業のＩＴも進む。 

 

１０．おわりに 

優秀な加工技術を持つ日本の製造が生き残るために、今まで業務内容を改善し「ＩＴ

を利用し付加価値のない業務を効率良くこなす」必要性を感じてもらうために実施して

きた。 

外部のデータセンターを利用することにより、低コストでシステム構築が可能となる。

そして、システムの広がりに臨機応変に増加／減少を行えることも可能となる。 

このようなインフラを使用し情報連携を進めることで、手戻り作業などの無駄な業務を減

らすことで、日本の中小自動車部品製造業が、本業のものづくりに集中することができる

環境が整ってきた。 

中小自動車部品製造業の経営者は、付加価値の高い独自技術の改善や開発に努め、付加

価値を生まない業務などはアウトソーシングでし、収益効率を改善することで活性化が進

むことを期待する。 


