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グローバル生産システム再構築のための成立性検証手法
津村 寿雄

How to Ensure Consistency of Global Production System Rebuilding
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Toshio Tsumura
多国間にわたるグローバル生産システムの再構築は，
グローバルでの新旧システム混在の中で，
グローバル・
システムとして正しく機能することを確認するシステム成立性をどのように保証するかが課題となる．システム
成立性を保証するには，機能・情報の配置と依存関係において論理的に矛盾がないことを証明しなければ
ならない．そのためには，アプリケーション・アーキテクチャー分析と主要データベース間の情報連携の整合
性検証が有効である．筆者は，日本を代表するグローバル企業の生産システム再構築プロジェクトに参画し，
現新のアプリケーション・ファンクション・モデルをもとに，機能・情報を Global/Region/Local の 3 階層に配
置してのアーキテクチャー分析を行うことで，グローバル・システムのシステム成立性検証やアプリケーション・
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アーキテクチャーの確定ができることを確認した．
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❸

Re-building the global production system is an issue of how to ensure consistency of the global system in which
current and new application functions are mixed. To ensure consistency of the global system, we have to prove
that there are no inconsistencies in application function/data layout and dependencies. Application architecture
analysis and data model analysis are effective for showing system consistency. Through the global production
system project of a major global manufacturer in Japan, I confirmed that an application architecture analysis that
lays out current and new functions/data across GRL (Global Region Local) layers is effective for system
consistency and application architecture definition.
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1．はじめに
グローバル企業活動を支える生産システムは，初期

するグローバル・システムのシステム成立性をどのように

においては主に国内での生産活動を支援する目的で

保証するかが課題となる．システム成立性は，グローバ

構築され，海外でのノックダウン生産（部品供給による

ル（G:Global）
，地域・国などの極（R:Region）
，生産

現地組立生産）をサポートする機能を継ぎ足す形で進

拠点（L:Local）の GRL3 階層に分かれて配置された

化してきた．その後，部品生産および製品組み立ての

機能・情報がグローバル生産活動を支えるシステムとし

現地化が進み，部品の調達先もグローバルになるにつ

て正しく機能することを確認することであり，切り替え断

れ，現状の生産システムでは，その新しいビジネス要求

面ごとにシステム成立性を保証することが求められる．

に答えられなくなってきており再構築が望まれている．

システム成立性を保証するには，機能と情報配置と

多国間にわたるグローバル生産システムの再構築は，

その依存関係において論理的に矛盾がないことを証明

その規模や複雑さから企業プロジェクトに位置付けられ，

しなければならない．そのためには，
アプリケーション・アー

システムの一斉切り替えは生産活動をグローバル・レベ

キテクチャー分析と主要データベース間の情報連携の

ルで長期にわたって混乱させるリスクが高く，最終ゴール

整合性検証が有効である．

に向けて切り替え断面を規定し，その上で断面ごとに順

今日まで，
グローバル企業のハイレベルなアプリケーショ

次切り替えが必要となる．順次切り替えでは，必然的に

ン・ファンクション・モデルを提示した論文はあるが［1］
，

新旧システムが混在することになり，新旧システムが連携

アプリケーションの連携パターンに踏み込み，システム成
立性検証の方法論を述べた論文は少ない．本論文に
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おいては，グローバル生産システム再構築における課題

から事業拠点に向かって情報連携する代表的アプリ

とする解決策とその効果を提示する．

ケーションである．

以下，2 章でグローバル・アプリケーション・システム
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に対して，アプリケーション・アーキテクチャー分析を中心

（3）連携パターン 3：ボトム・アップ連携
ローカル⇒極⇒グローバルに向かって，逆垂直方向

再構築の課題と解決策を述べる．さらに，水平連携パ

に情報連携する．生産実績のように，事業拠点からグ

ターンの課題解決策であるアプリケーション・アーキテク

ローバルに向かって，
情報が集約され，
トレーサビリティー

チャー分析について 4 章で手順を詳述し，5 章で分析

（生産履歴から不適合がいつどの工程で発生したか
を追跡する［2］）分析などに活用される．

2．グローバル・アプリケーション・システムの連携
パターン

3．グローバル生産システム再構築の課題と解決策

❷
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例を述べる．最後に 6 章で適用事例と効果を述べる．
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の連携パターンを分類し，3 章で，グローバル・システム

3.1 グローバル・システム再構築の特長
拠点でのビジネス・ルール変更であっても，グローバ

および生産実施を行う役責が，グローバル（G:Global）
，

ルで連携するアプリケーションに大きな影響を及ぼす

地域・国などの極（R:Region）
，生産拠点（L:Local）

ことがあり，グローバル・レベルでのアプリケーション

の 3 階層に分かれて配置される．それらの役責を支援

影響分析が必要となる．

するためのアプリケーションは GRL の各階層に配置さ

生産システムはすべての製造活動を支える基幹シス

れ，以下の 3 パターンで連携がとられる．

テムであり，システムの一斉切り替えはグローバルで

❸
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グローバル製造業においては，生産準備，生産計画

長期にわたって生産を混乱させるリスクが高く，最終

（1）連携パターン 1：水平連携
極⇒極，拠点⇒拠点のように，水平方向にグローバ

❹

ゴールに向けて切り替え断面を規定し，断面ごとに

ルな地理的広がりを持って，機能および情報が連携す

順次切り替えが必要となる．

る．一部は，拠点⇒極，極⇒拠点などの垂直方向の

新システムの段階的展開が必要となり，新旧システ

連携も行う．代表的アプリケーションとしては，海外拠

ムが混在する中でグローバル・システムとしてのシス

点への部品発注がある．アプリケーション機能連携とし

テム成立性が保証されなければならない．

ては，生産計画立案⇒海外拠点への部品発注⇒オー

部品表はグローバル製造業の活動を支える基幹情

ダー受領⇒部品供給計画⇒部品梱包計画⇒受注拠

報であり，製品仕様の部品表，生産手配用の部品表，

点内での部品発注⇒梱包工程管理⇒部品物流管理

海外部品供給用の部品表，補用部品手配用の部

のような連携となり，大変複雑である．図 1 にそのアプ

品表，
製造工程と部品の関連を管理する部品表など，

リケーション連携例を示す．

さまざまな種類の部品表が存在し，生産部品表を情
報源流として連携し，GRL の各層に配置される．グ

（2）連携パターン 2：トップダウン連携
グローバル⇒ 極⇒ 拠点へ垂直方向に情報連携す

ローバルの生産部品表にはグローバル情報が，極の

る．生産部品表は，グローバルで生産基本情報が作り

生産部品表には極の情報が，さらに生産拠点の生産

こまれ，各階層での管理情報が付加され，グローバル

部品表には拠点の情報が管理される．グローバルの
生産部品表が構築や再構築されると，上記のほとんど

地域1

の部品表に影響を与えることになり，GRL をまたがって

地域2

の情報連携整合性を保証することが必要となる．
部品
オーダー受領

R

部品
供給計画

生産計画

L

部品
オーダー受領

部品物流

部品物流

部品
梱包計画

部品発注

部品
梱包計画

梱包
工程管理

梱包
工程管理

3.2 現システムの設計成果物の課題

部品
供給計画

数十年前に構築された生産システムは，システム詳
生産計画

ルの仕様書はほとんど存在しない．システム詳細設計
書は最新化されているものの，システム間のつながりが

部品発注

海外
部品発注

細設計書は存在するが，ビジネス仕様を含む論理レベ

分かりにくく，システム領域をまたがるアプリケーション分
海外
部品発注

析での活用が難しい状態であることが多い．

図1．水平連携アプリケーションの例
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3.3 グローバル製造業におけるシステム再構築の課題
以下，アプリケーション連携パターンごとにシステム再
構築の課題を整理する．
（1）水平連携の課題

ＩＢＭプロフェッショナル論文

水平連携は GRL 階層をまたがり，グローバルに地理
的な広がりをみせ，多くのアプリケーション機能が連携す

る．また，
トレーサビリティー分析のためには，製品／部
品と製造ロット番号とのひも付けや物流情報が必要とな
る．実績情報連携においては，これらの情報が論理的
に矛盾なく連携され，グローバルに向かって情報集約で
きることを検証する必要があり，トップダウン連携と同じ
課題が存在する．

る．製造業における代表的なグローバル・アプリケーショ
ン連携と言える．グローバル製造業においては各国の
業務の違いを吸収するために，同じようなアプリケーショ

❷
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ンが個別に開発・運用されることが多い［3］．そのため，
システム再構築においてさまざまな課題が生じる．
以下に水平連携の課題を記述する．
課題 1：現地アプリケーションが独自進化したことにより，

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❸

グローバル製造業におけるシステム再構築の課題に
対する解決策を以下に記述する．
（1）アプリケーション・アーキテクチャー分析
各システム切り替え断面においては，
新旧アプリケーショ
ンが混在する．現・新システムのアプリケーション・ファン

現地システムへの影響が分かりにく
くなっている．

クション・モデルを定義することにより，断面ごとに，グロー

課題 2：現地の独自アプリケーション運用が見えず，シ

バルでの生産領域全体の機能・情報配置および情報

ステム変更の業務への影響が判断できない．

❹

3.4 解決策

連携の分析が可能となる．同時に，グローバル・
レベルで，

課題 3：現行システムの設計成果物が利用可能な状

新システムが現システムへ与える影響分析を行うことがで

態になっていないため，現行システムへの影響

きる．アプリケーション・アーキテクチャー分析は，水平連

分析が行えない．

携課題への解決策となる．
分析手順は 4 章で詳述する．

課題 4：システム境界や関連が明確にならないため，シ

（2）情報連携分析

ステム単位の設計開発フェーズに着手できない．

部品表が GRL に配置され，上流から下流に向かっ

つまり，現システムのアプリケーション機能・情報が明

て情報が連携される．連携が論理的に矛盾がないこと

確でないため，最適なアプリケーション・アーキテクチャー

を検証するためには，部品表データ・モデルに着目する

がどのような形であるかを求めることができない．

必要がある．関連する部品表をまたがっての ER（Entity

（2）トップダウン連携の課題

Relationship）分析と，ビジネス・シナリオに基づくサン

グローバルや極で管理される部品表は，部品番号を

プル・データを使ったデータ遷移の分析により，GRL をま

主要なキーとして，生産拠点・製品と部品との関連が

たがって部品表の論理連携が成立するかの見極めを

管理される．拠点では，工程番号を主要なキーとして，

行うことができる．
トップダウン連携およびボトム・アップ連

工程と製品・部品との関連が管理される．グローバル・

携の課題への解決策となる．

システムの再構築においては，変化するグローバル・ビ
ジネスを支えるためにグローバル生産部品表を新規に

4．アプリケーション・アーキテクチャー分析とその手順

構築し，極においては，膨大な現アプリケーションへの
影響を最少化するために現部品表はそのまま使い続け

GRL に配置された現のアプリケーション・ファンクショ

ることが求められる．しかし，グローバル要件は極部品

ン・モデルに，新の機能と情報を配置しながらアプリケー

表にも影響を及ぼし，結果，極部品表のデータ構造が

ション・アーキテクチャー分析を行い，
各断面のアプリケー

変更になる．部品表は，生産システムを支える基幹情

ション・ファンクション・モデルを定義していくことになる．

報であり，GRL に配置される部品表の論理性が崩れる
ことは，グローバルでの生産領域のシステム成立性が

4.1 アプリケーション・ファンクション・モデルの表記法

崩れることになる．ここでは，GRL をまたがっての情報の

表記法は，以下の 3 条件を満たす必要がある．

論理的整合性をどのように検証するかが課題となる．

分析には，機能と基本情報の配置だけではなく，機

（3）ボトム・アップ連携での課題
ボトム・アップ連携では，ローカルからグローバルに向
かって実績情報が連携し集約される．輸送用機器では，

74

能・情報連携表現が必要
機能と基本情報を垂直（GRL）方向と水平方向（極
間・拠点間）の 2 次元への配置しやすさが必要

機体や車体の号機番号と搭載されるエンジンなどの号

生産領域全体のシステム連携の鳥瞰のしやすさが必要

機番号とのひも付け情報が生産実績として取り込まれ

代表的な表記として，図 2 に示すような DFD（Data
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シーケンス図

コラボレーション図
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DFD

4.2.1 手順1．
現システムのアプリケーション・ファンクショ
ン・モデルの定義
まず，現システムのアプリケーション・ファンクション・モ
デルを描く．モデル化することでシステム全体像が可視

ＩＢＭプロフェッショナル論文

化でき，あいまい性や重複性を排除することができると同
図2．代表的なモデル表記法

時に，初めてシステムのあるべき姿を描くことができるよう
になる．
［6］

Flow Diagram）［4］と UML の表記法であるシーケン
ス図とコラボレーション図［5］の 3 つがあり，各表記法
企業レベルのアプリケーション・アーキテクチャー分析
においては，機能や情報の配置とそれらの依存関係が
鳥瞰できる必要があり，
その観点で DFDを選択している．

覧作成

❷

大機能は，生産計画や部品発注といったシステム・レ

ＩＢＭプロフェッショナル論文

を上記の 3 条件の観点で比較したまとめを表 1に示す．

① 現アプリケーション大機能（システム）洗い出しと一

ベルの機能単位に定義する．
② 大機能の論理レベルの GRL へ配置
大機能を，以下に示す分類基準に基づいて GRL の
階層に配置する．

DFD

GRL，拠点ま
たぎの2次元
表 現 のし や
すさ

○
2次元のマト
リックス へ
の配置は容
易

△
基本的に1次元の
表 現 ．2 次 元 の 表
現は難しい

○
2次元のマトリック
スへの配置は容
易

機能・情報お
よび機能・情
報連携の表
現

○
機 能・情 報
表 現 および
機 能・情 報
連携表現が
可能

△
機能および機能・
情報連携表現が
可能
ただし，情報配置
の表現は不可

△
機能および機能・
情報連携表現が
可能
ただし，情報配置
の表現は不可

アプリケー
ションの鳥瞰
のしやすさ

○

△

△

概略評価

○

△

△

コラボ
レーション図
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表記への
要求

シーケンス図

❸

グローバル役責を支えるグローバル機能・情報

表1．代表的なモデル表記法の比較

⇒グローバルへ配置
極や拠点役責を支えるグローバル標準機能・情報
⇒グローバルへ配置
極の役責を支える極固有機能・情報

❹

⇒極へ配置
拠点役責を支える極標準機能・情報
⇒極へ配置
拠点役責を支える拠点固有機能・情報
⇒拠点へ配置
③ 現の各アプリケーション大機能（システム）ごとに，
アプリケーション・ファンクション・モデルを定義する
アプリケーション・ファンクション・モデリングでは，ビジネ
ス情報とビジネス・アクティビティーが，アプリケーション・
グループにどのようにまとめられ，区別されるかを記述する

4.2 アプリケーション・アーキテクチャー分析手順

こと，またアプリケーション間のやりとりがきちんと定義され

図 3 にアプリケーション・アーキテクチャー分析の手順
を示す．

ていることとある［7］
．つまり，
アプリケーション・ファンクション・
モデルは，
『アプリケーション機能・情報の定義とそれらの
依存関係』および『情報連携による機能間の依存関係』
を記述しなければならない．アプリケーション・ファンクション・

手順1

手順2

手順3

現アプリケー
ション・ファンク
ション・モデル
の定義

新の大機能の
アプリケーション・
ファンクション・
モデル定義

アプリケーション・
アーキテクチャー
分析

G

手順4
断面ごとの生産物
流領域全体の
アプリケーション・
ファンクション・
モデル定義

さらに，外部システムや役責・組織を記入することでア
プリケーション全体を鳥瞰しやすくなる．

L

G

R

R

L

L

−アプリケーション機能
−データ・ストア
−データ・フロー

案1

R

G

モデルに記述される構成要素は，以下のようになる．

G

案2

図3．アーキテクチャー分析手順

G
G

L
L

現設計書，業務マニュアルをもとにアプリケーション・ファ

R

ンクション・モデルのたたき台を作成し，ヒアリングにより

L

精度向上を図っていく．しかし，当該参照資料だけでは，

R
R

断面3
断面2
断面1

大機能間連携の整合性を確認・保証するには不十分
であり，抜け漏れが懸念される．懸念解消には，現アプリ
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ケーション ･ システム資産（ジョブ，プログラム，DB，ファ
イルなど）を解析し，プログラムとプログラムの物理連携

各階層に配置する．

を明らかにすることが重要となる．解析作業には解析ツー

③ 新の各アプリケーション大機能（システム）ごとに，

ＩＢＭプロフェッショナル論文

ル（例：WebSphere Studio Asset Analyzer［8］）を活

アプリケーション・ファンクション・モデルを定義する．

用することが一般的であり，解析作業の QCD（Quality

要求定義と同様に，新業務フローや要求仕様をもとに

Cost Delivery）を高めることができる．解析情報によりシ

たたき台を作成し，ヒアリングにより精度が向上する．

ステム間の連携の抜け漏れ検証が行え，
アプリケーション・

モデルに記述される構成要素は，現と同等となる．

ファンクション・モデルの精度向上を図ることができる．
④ 現アプリケーション・ファンクション・モデルから，小

❷

現で記述した分類基準に基づいて大機能を，GRL の

ＩＢＭプロフェッショナル論文

機能および主要情報を抽出し，現アプリケーション機
能および主要情報一覧（表 2）としてまとめる．
②の GRL 配置で GRL をまたぐとして定義した大機能

④ 新のアプリケーション・ファンクション・モデルより，
小機能および主要情報を抽出し，新アプリケーション
機能および主要情報一覧としてまとめる．
GRL にまたがる大機能に関しては，小機能単位で
GRL の配置の詳細検討を実施する．

は，小機能単位で GRL 配置の詳細検討を実施する．
4.2.3 手順3.システム切り替え断面ごとのアプリケー

ＩＢＭプロフェッショナル論文

❸

ション・アーキテクチャー分析

表2．現アプリケーション機能一覧

❹

NO

GRL配置

002

G

グローバル部品表

大機能

004

R

極部品表管理

006

R

原材料管理

007

L

生産計画

小機能

アプリケーション・アーキテクチャー分析の目的は，アプ
リケーション機能や情報の最適配置，最適依存関係を
明確にすることにある．

購入単価登録
見積処理
原材料発注

① アプリケーション・アーキテクチャー分析対象の大機
能を以下の基準で選択する．
新と新の組み合わせで情報が密に連携する場合で，
機能や情報の配置決定が難しい大機能群

⑤ 生産領域の全体整合を確認するために，現の最上
位アプリケーション・ファンクション・モデルを定義する．
アプリケーション大機能および主要情報を GRL 層に

新と現が密に連携する場合で，現がどのように影響を
受けるか分析する必要がある大機能群
例としては，販売・生産調整⇒生産計画⇒内作計画

配置し，アプリケーション各機能連携および情報連携を

⇒部品調達の連携などが挙げられる．

記述する．ここで作成された最上位アプリケーション・ファ

② アプリケーション・アーキテクチャー案を作成する．

ンクション・モデルが，新旧混在のアプリケーション・アー
キテクチャー分析で活用される．

この段階で，不明確であいまいなアプリケーション機能
が存在する場合は，機能を明確に定義しなければならな
い．機能が不明確なままでは，システムをまたがっての配

4.2.2 手順2．
新大機能のアプリケーション・ファンクショ
ン・モデルの定義
一気にグローバル全体のアプリケーション・ファンクショ
ン・モデルを描くことは，量的にも質的にも困難であるため，

置検討や連携分析を行うことはできない．
③ アーキテクチャー案を比較検討し，最適なアプリケー
ション・アーキテクチャーを決定する．
代表的なビジネス・シナリオや新しいビジネス要件をもと

まず，個々のシステム（大機能）ごとにアプリケーション・

に，連携する機能と情報を明らかにしながら論理的なつ

ファンクション・モデルを定義する．

ながりを検証する．理想の姿を描き，現状とのギャップ分

① 新アプリケーション大機能（システム）洗い出しと一

析・課題洗い出しを行い，課題の難易度を見極めながら，

覧作成
ビジネス施策，システム施策および業務要求仕様から，

最適解につなげていく．最終的にアプリケーション機能・
情報の配置と依存関係を決定する．

大機能を抽出する．大機能の粒度は現と同様に，生産
計画や部品発注といったシステム・レベルの機能単位に
定義する．
新旧の大機能の変化点を明確にするために，対比し

76

4.2.4 手順4．
断面ごとの生産領域全体のアプリケーショ
ン・ファンクション・モデル定義
システム切り替え断面ごとに，
手順 3 のアプリケーション・

た形で機能一覧を作成する．

アーキテクチャー分析結果を反映させ，生産領域全体の

② 大機能の GRL への配置

アプリケーション・ファンクション・モデルを定義する．
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図 7 に示すように情報が清流化される．
グローバルの部品オーダー連携では，
『オーダー部品リ

そこでグローバルにオーダー集約機能を配置すること
により，システム成立性検証がなされたアプリケーション・

するかを分析しなければならない．

ファンクション・モデル（図 8）とすることができる．
地域1

5.1 部品オーダーでの機能・情報のGRL配置
R

海外の生産拠点へ部品を発注する場合，代表的な
オーダー方法として 2 種類存在する．

製品1 20台分

部品
オーダー受領

部品A N個
部品B M個

L

生産計画

❷
海外への部品手配

梱包計画

オーダー方法 2：
『部品何個』
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オーダー方法 1：
『製品何台分の必要部品』

地域2

オーダー部品
抽出

部品表

ＩＢＭプロフェッショナル論文

ストを求める機能』や『部品表』を，GRL のどこに配置

図4．オーダー方法1のモデル

（1）オーダー方法 1 での機能・情報配置
オーダー元拠点では，生産計画（製品をいつ何台
地域1

生産する）をもとに，当該製品の生産台数分の部品を，

地域2
部品C N個、 部品D M個

部品オーダー受領

部品C N個
部品D M個

を受けた拠点では，オーダー元拠点に供給する部品リ
L

ストを求めなければならず，部品表情報が必要となる．

❸
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R

製品何台分の形で他海外拠点に手配する．オーダー

生産計画

梱包計画

オーダー部品
抽出

部品表

このケースにおいては，部品リストを求める機能と部品

海外への
部品手配

図5．オーダー方法2のモデル

表が，オーダー先拠点に配置される．図 4 にオーダー

❹

方法 1 のアプリケーション・ファンクション・
地域1

モデルを示す．
（2）オーダー方法 2 での機能・情報配置
オーダー元拠点では，生産計画をもとに

R

供給計画

地域2

部品
オーダー受領

供給計画

地域3

部品
オーダー受領

部品
オーダー受領

供給計画

他の海外生産拠点に手配する部品リストを
求める．そのためには，部品表情報が必要
となる．部品リストを求める機能と部品表が

L

拠点1

拠点2

拠点4

拠点3

オーダー元拠点に配置される．図 5 にアプリ

拠点5

拠点6

拠点7

拠点8

拠点9

図6．成り行きモデル

ケーション・ファンクション・モデルを記述する．
地域1

5.2 グローバル・システムでのアプリケー
ション・アーキテクチャー分析例

地域2

地域3

部品オーダー
集約

G

オーダー方法 2 のように，拠点からの部
品単位オーダーでの生産計画連携が理

R

供給計画

供給計画

供給計画

想的であるが，グローバル企業では，現地
の法的制約，拠点の生産管理方法の違

L

拠点1

拠点2

拠点3

いにより，理想的な機能・情報配置が難し

拠点4

拠点5

拠点6

拠点7

拠点8

拠点9

図7．清流化モデル

い場合がある．グローバル要件を満たすた
めには，方法 1，2 の両方に対応できるア

地域1

プリケーション・アーキテクチャーが求めら
れる．それぞれのオーダーを処理するため
の機能を GRL の階層と地域的な広がりを

ステムを複雑にし，運用を難しくしてしまう．
スパゲッティ状態の情報連携を単純化

製品1 20台分

G
R

持って配置すると，オーダー情報の連携は
スパゲッティ状態（図 6 参照）になり，シ
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するために，部品オーダーをグローバルで集約することで，

5．アプリケーション・アーキテクチャー分析例

部品表

地域2
部品オーダー
集約

オーダー部品 部品D M個
抽出
部品C N個
生産計画

L

地域3
製品1 20台分

部品A N個
部品B M個

梱包計画

部品表

オーダー部品
抽出

部品D M個
部品C N個

生産計画

海外への
部品手配

海外への
部品手配

図8．成立性検証モデル
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6．適用事例と効果

な情報である．また，グローバルでは，地理的な時間差
を吸収するために輸送にかかるリード・タイムを考慮しな

提案手法は，世界有数のグローバル企業の生産シス

ＩＢＭプロフェッショナル論文
ＩＢＭプロフェッショナル論文

❷

ければならない．例えば，欧州の生産月の 1 カ月前には，

テム再構築プロジェクトにおいて，特定のアプリケーション

日本に対して確定の部品発注情報をトスし，日本では欧

領域（海外からの部品オーダー受領〜部品供給計画〜

州供給分の部品発注の確定処理を行う．日本生産分の

供給部品リスト作成〜梱包計画）で適用，GRL に配置さ

部品手配は，1 カ月後の予定情報となり，予定情報処理

れる機能・情報（供給部品展開機能，海外部品供給

を実行する．つまり，タイミングによって連携する機能や情

用の部品表，
現機能など）の確定を行うことができた．
『グ

報が異なることとなる．
本論文で提示したアプリケーション・

ローバル・システム全体のモデル化』により，システム全

アーキテクチャー分析手法では，タイミングによる違いを

体像の共通認識化が図れ，定義されたアプリケーション・

分析するには限界があり，今後，時間軸を持っている表

ファンクション・モデルを活用することで，以下の 2 点の

記を組み合わせた手法の開発が必要と考えている．

実施が可能となり，機能・情報確定につながった．
システム再構築時の最適なアプリケーション・アーキテ
チャーの分析

❸
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システム変更時の影響範囲確認と分析対象の抜け
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漏れチェック
さらに今後予想される効果として，以下 2 点が挙げら
れる．
グローバル・システムの共通認識化と定着化により，

❹

グローバル・システム開発・展開における継続的な
QCD（Quality Cost Delivery）向上に貢献できる．
GRL をまたがってのアプリケーション機能の配置と依
存関係，およびシステム間の境界が明確になり，以下
が可能となる．
−システム切り替え断面での論理レベルのシステム成
立性保証
−システム開発／改修順序とグローバル展開計画
の確定

7．おわりに
グローバル・アプリケーションの連携パターンを整理し，
グローバル・システム再構築の特長を踏まえ，パターンご
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との課題および解決策を明らかにした．解決策のうち，ア
プリケーション・アーキテクチャー分析を取り上げ，現新
のアプリケーション・ファンクション・モデル作成，機能配
置基準をもとに機能・情報を GRL に配置しアーキテク
チャー分析を行うことで，グローバル・システムのシステム
成立性検証が行え，アプリケーション・アーキテクチャー
の確定ができることを示した．
生産システムの特長は，製品を生産する月に向かって
生産計画情報が進化する．生産月に近くなればなるほど
生産計画の精度が上がり，発注部品情報の精度も上が
る．生産月の 6 カ月前のタイミングでは，生産計画も月単
位のラフなレベルであり，発注部品の情報も月の総量的
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