株式会社 ソディック
導入事例

グローバル戦略を加速するため基幹システムをSAPに統合
周辺システムとの柔軟な連携で現場業務の利便性も確保
必要なシステムは内製で構築し、コストと開発期間を大幅に圧縮
金属の切断などに使う放電加工機や食品加工機、モーター・制御装置などを製造し、もの
づくりの現場を支える株式会社 ソディック。同社は、これまで国や地域ごとに構築・運用
してきた15の基幹システムをSAPに統合。その際、アプリケーション自動生成ツールおよ
びASTERIA Warpの導入によって、必要なサブシステムを内製し、SAPと連携できる仕
組みを整えた。これにより、現場業務の利便性と、グローバルの経営高度化の双方を満
たす業務システムを実現している。
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基幹システムのリプレースに際し
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の売上や財務データの見える化、および部品

在庫状況のリアルタイムな把握などを実現す
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明する。
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システムを新たに内製する方法を検討。SAP
がカバーしきれない業務については、自社構

築のシステムを用意することで、滞りなく行え
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リプレースに与えられた期間はわずか3カ月。
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すさにも配慮。ときには特定条件時のみ処理

を行う「条件付きレイヤー」も使用している。

「SAPから受け取ったデータを固定長データ

に整えてからWeb Performerに渡すなど、

あらかじめASTERIA Warpでデータを加工

しておくことで、後段の処理の複雑化を避けつ
つ役割を分担させることが可能。さらに、視

覚的にも分かりやすくなることが、使ってみて

分かりました」と江守氏は話す。従来、こうし

たデータを整える処理にはプログラムを組む
必要があり、担当者に大きな作業負荷が発生

していた。現在はASTERIA Warpでの自動
化により、その負荷はほぼなくなったという。

S-MES
（伝票管理、製造管理など）

同社は今後、工場で利用される他の業務シ

会計 / 原価管理

EDI

ステムについても、徐々にWeb Performer

とASTERIA Warpによる内製に移行してい

く計画だ。「各部署の要望にも応えながら、連
オンライン
発注

在庫管理

携先システムは随時拡充していきたい。より

規 模 の 大 き な 連 携 を 構 築 す る 際 に は、
販売管理

ASTERIA Warpをグループ内のシステム開

発会社に横展開することも視野に入れていま

す」と斎 藤 氏。ASTERIA Warpは、同 社 の
自動倉庫

部材管理

製造管理

海外輸出

生産管理

グローバル戦略を支えるツールとして、一層
その重要性を増していくことだろう。
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