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株式会社オーバル 事例紹介

新基幹システムの多様な業務データを集約
売上実績の集計・分析から社外向け帳票の出力まで
一元的に処理して大幅効率化

あらゆる産業や社会インフラで用いられる流量計の大手メー
カーであるオーバルは、老朽化した ITインフラの抜本的な刷新
を機に、全社的な業務データを蓄積・活用するデータウェアハウ
スとしてDr.Sumを導入。さらに、そのフロントエンドとして
MotionBoard、帳票出力にSVFを連携させることで、現場部門へ
のリアルタイムな情報提供をシンプルな形で実現し、情報の確認
や活用を促進させた。これまで個別システムで行われていた帳票
作成・発行をこの一連のBI環境に統合することで業務効率化を行
い、その工数削減の効果は全社トータルで年間2,400時間に達する。

導入ポイント

採用の背景
● ホストコンピューターの保守終了を機に老朽化した ITインフラを刷新し
てシンプル化を図る

● 新基幹システム（営業管理、生産管理、原価管理）の導入で業務効率化を
目指す

● ユーザー数に依存しないサーバーライセンスで利用可能
● 業務現場のユーザーが直感的に理解できる使い勝手の良さ
● 多様な業務データ帳票イメージに沿った形に加工・変換［Dr.Sum 

Connect］
● 集計表（明細展開）形式のExcelレポートを作成・出力［MotionBoard 
帳票出力オプション］

● 細かい仕様に応じた社外向けの帳票作成・出力［SVF］

● 各業務システムで個別に行っていた帳票作成をBI環境に一元化
● 帳票作成の内製化によるコスト削減
● 業務効率化を実現して全社トータル年間2,400時間もの工数削減

導入効果

設立　　   :1949年5月10日

本社所在地 :東京都新宿区

事業内容  :センサー事業（流量計をはじめとする計量計測機器お

よび関連機器の製造販売）、システム事業（流体計測制
御に関連する製造・出荷・検査・分析等のシステム装置
の設計、開発、販売、施工）、サービス事業（製品のフィー
ルド対応、修理、メンテナンスおよび校正事業）

URL　　  :  https://www.oval.co.jp
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ビジネスのネックとなっていた
老朽化した ITインフラを刷新

液体や気体の流れる量を測定する流量計に

は、毎分数ミリリットルの微少流量から毎時

数万立方メートルの大流量に対応するもの

まで多種多様なタイプがある。社会のさまざ

まな装置やインフラを支えるセンサーとして、

その用途は食品・飲料水・酒類の製造、自動車

の製造工程、ガソリンの製油所、化粧品製造、

空港の燃料給油、発電所、医薬品製造、半導体

製造など、国内外のあらゆる産業に広がって

いる。

こうした流体計測機器の専業メーカー国内

最大手であるオーバルは、製造や販売の拠点

を米国や中国、東南アジアへと広げている。

だが、ビジネスのさらなる発展を進めるう

えでのネックとなっていたのが老朽化した

ITインフラだ。同社 情報システム室の室長

を務める小熊 仁氏は、「ホストコンピューター

は約35年間にわたって脈々と使い続けてき

たもので、そこにつながる各システムも部門

ごとに個別最適で構築・管理されていました。

全18システムが37台のサーバーに分散し、

運用が複雑化していました」と話す。この硬

直化した ITインフラは、販売系と製造系のシ

ステム間で情報が分断され、営業・事務業務

の効率化を妨げており、「紙をベースとした

ワークスタイルからなかなか脱却できずに

いました」と小熊氏は振り返る。

この状況を抜本的に改善すべく、同社が動

いたのは2014年7月のことだ。ホストコン

ピューターのEOL（保守終了）が3年後に迫っ

たのを機に、ITインフラの刷新プロジェクト

をスタートしたのである。そして、富士通の

営業管理システム、生産管理システム、原価

管理システムを中核とする全社統合インフ

ラを構築し、2017年4月より運用を開始した。

そして、この全社統合インフラのデータウェ

アハウスとして、各業務システムで処理され

る膨大な情報の一元的な蓄積および活用を

担っているのがウイングアークのDr.Sum

である。同社 情報システム室の檜山 隼人

氏は、「Dr.Sumのフロントエンドとして

MotionBoardを、さらに電子帳票システム

としてSVFを連携させることで、現場部門

へのリアルタイムな情報提供をシンプルな

形で実現しました」と話す。

MotionBoardとSVFを
柔軟に使い分け
全社の帳票作成・発行を一元化

数あるBIツールの中で同社がDr.Sumを

選んだ最大の理由は、情報の全社展開の必要

性にある。「今回刷新された基幹システムの

データを必要とするユーザーは、営業を中心

に製造、サービス、財務経理などあらゆる部

門をまたいだ200～300名に及びます。ユー

ザー数に依存せずサーバーライセンスで利

用できるDr.Sumは、運用コストの観点から

も私たちの利用形態に最もマッチしていま

した」と檜山氏は語る。

具体的に同社は、Dr.SumをはじめMotion 

BoardやSVFといった一連のツールをどの

ように活用しているのだろうか。先述の営業

管理システム、生産管理システム、原価管理

システムで処理される多種多様な業務デー

タは、Dr.Sum Connectを介して帳票イメー

ジに沿った形に加工・変換され、Dr.Sumに

集約される仕組みだ。

このデータをMotionBoardで閲覧するわ

けだが、通常のダッシュボード形式ではなく

帳票出力オプションを利用して、あえて集計

表（明細展開）形式のExcelレポートを作成・

出力しているのが大きな特長となっている。

「例えば、営業担当者が今期の自分の売上実

績を商品や顧客ごとに検索・集計し、Excel

シートに展開して二次加工するといった使

い方がメインとなります」と檜山氏は語る。

一方、見積書や納品書、請求書など社外向

けの帳票は、指定された項目やフォーマット

にあわせて作成する必要があり、こちらのデー

タ加工および出力についてはSVFを利用す

るというのが基本的な使い分けとなっている。

同社 情報システム室の課長を務める高橋 

人史氏は、「今回のインフラ刷新にあたり各

部門に対して、従来のような個別システムで

MotionBoard、Dr.Sum、SVF導入後の驚きの声

Before
老朽化したITインフラでは、部門ごとに個別最
適で構築された18システムが37台のサーバー
に分散し、運用が複雑化していた。販売系と製造
系のシステム間で情報が分断されていることが
営業・事務業務の効率化の妨げとなり、紙をベー
スとしたワークスタイルからなかなか脱却でき
ずにいた。

情報システム室 室長

小熊 仁 氏
情報システム室 課長

髙橋 人史 氏
情報システム室 

檜山 隼人 氏



の帳票作成・発行は今後一切認めないと通達

しました。この基本方針を徹底できたのは、

MotionBoardとSVFを連携させた柔軟な帳

票対応のおかげといって過言ではありません」

と語る。

Dr.Sum、MotionBoard、SVFで構成され

たBI環境の導入に伴い、システムごとにベ

ンダーに依頼していた帳票作成の自社内製

化が促進され、帳票開発、メンテナンスコス

トの削減にもつながっている。

あらゆる部門や
拠点で活動する従業員の
データに対する感度を高めたい

全社統合インフラへの移行に伴い、同社は

実際にどのような業務効率化を実現したの

だろうか。高橋氏によると、インフラのシン

プル化により「年間 ITシステム費用28％削

減」を実現するほか、「営業・事務業務の工数

20％削減（価値時間10％向上）」「生産BOM

（部品表）の管理工数10％削減（約400時間）」

「情報の一元管理化により月次原価確定の

リードタイムを約2日間短縮」といった効果

を上げている。

さらに、Dr.SumおよびMotionBoard、

SVFで構成されたBI環境にも言及し、「工数

削減の効果は全社トータルで年間2,400時間

に達します」と高橋氏は強調する。

「これらのBIツールの使い方について、特

に情報システム室として説明会や講習会な

どを実施したわけではありませんが、直感的

に操作を理解できることから各部門で自発

的に利用が広がっていきました。また、ユー 売上実績表（Excel）

システム概要図：Dr.Sum、MotionBoard、SVFの3製品が連携

Excelデータを
ダウンロード

例：売上実績表
MotionBoard上では
ダッシュボード形式ではなく
集計表形式で閲覧

MotionBoard、Dr.Sum、SVF導入後の驚きの声

After
Dr.Sum、MotionBoard、SVFによるBI環境は各部
門で自発的に利用が広がった。新たな項目を追加す
る場合も、Dr.Sum側でビューを修正すれば即時に
MotionBoardに反映される。こうした使い勝手の良
さとインフラのシンプル化により、営業・事務業務
や生産管理の工数が削減。帳票作成の内製化による
開発・メンテナンスコストの削減、月次原価確定の
リードタイム短縮を実現できた。

帳票の出力レポートの閲覧
Excelデータ出力

集計・分析 閲覧・共有 電子帳票・出力販売管理
システム

原価管理
システム

生産管理
システム

Dr.Sum
Connect
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ザーから新たな項目を追加してほしいとい

うリクエストを受けた場合も、Dr.Sum側で

ビューを修正すれば即時にMotionBoardに

反映されるため、コストも時間もかけずに対

応できます。こうした使い勝手の良さが、絶

大な工数削減の効果に結び付いたと考えて

います」と檜山氏は評価する。

もっとも、同社はこれで満足しているわけ

ではない。今後に向けて目指しているのが全

社的なデータ分析力の強化である。

「社内ポータルからMotionBoardにSSO

（シングルサインオン）でアクセスできる仕

組みをすでに構築しており、あらゆる部門や

拠点で活動する従業員のデータ（数値）に対

する感度を高め、洞察を促したいと考えてい

ます。また、マーケティング部門におけるア

ドホックなデータ操作による顧客分析、経営

者が求めるKPI（重要評価指標）のリアルタ

イムの可視化など、用途別のダッシュボード

も順次整備していきます」と小熊氏は構想を

示す。

インダストリー4.0（第四次産業革命）やデ

ジタルトランスフォーメーションといったキー

ワードに象徴されるように産業界全体が大

きな変革を迎える中で、同社はデータドリブ

ンのビジネスを強化することで新たな価値

を提供していこうとしている。

サービス見積書（Excel）サービス報告書（Excel）

導入製品・サービス

MotionBoard
ビジネスのあらゆるデータを可視化する BI
ダッシュボード。データを必要なカタチで、
シンプルに可視化。

Dr.Sum
現場がデータ活用するための「フロントデータ
ベース」。数百億件の大容量データに対応する
データベースエンジンと、専門知識を必要とし
ないExcel・Webブラウザーのインターフェイ
スで、見たいレポートを瞬時に取得。

SVF
膨大な帳票開発の効率化と多様な出力要件に
応えるための、帳票開発支援ツール。

例：サービス見積書/報告書

定型的な帳票がある場合は、
ボタンを押すだけで情報が
反映された帳票をダウンロード

MotionBoard上では
集計表形式で閲覧

本リーフレット掲載の会社名および製品名等は、各社の商標または登録商標です。 掲載内容は2018年8月現在のものです。 CSM042A1808

Dr.Sum Connect
複数のシステムのデータソースを統合。デー
タ更新処理の自動運用も可能。


