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システム統合に先駆け統合システム基盤を整備
短期間にシステム統合や経営統合を成し遂げる

　私は2012年の経営統合のとき、新日本製鐵の業務プロセス
改革推進部 部長として両社のシステム統合を推進しました。
さらに2002年～2010年にかけて新日本製鐵における統合シス
テム基盤の整備をとりまとめています。
　実は2012年のシステム統合は、統合システム基盤整備の延
長線上にあったといっても過言ではありません。私に予知能
力があったわけではないのですが、統合システム基盤の整備
を行ったからこそ、経営統合が決まったあとに短期間でシス
テム統合や経営統合を成し遂げることができたと感じていま
す。本日は、統合システム基盤の整備、システム統合の順にポ
イントを説明しましょう。
　私は1983年に新日本製鐵へ入社し、八幡製鉄所へ配属さ
れました。八幡製鉄所には約15年間勤務し、それから本社の
業務プロセス改革推進部に15年間いましたので、製鉄所と本

社の業務をそれぞれ経験しています。
　この間、日本の鉄鋼業を巡る経営環境は大きく変化しまし
た。1964年の東京オリンピックのころから70年代初頭までの
日本は高度成長期で鋼材需要も年率約5％で伸びていました。
その高度成長が終わると約30年間、需要がほとんど伸びない
時代に入ります。「鉄冷え」といった言葉もできたほどですが、
2003年から現在までは、再び需要が伸び始めます。中国をは
じめとする新興国の経済成長が主な原因で、中国でも鉄鋼メー
カーが増えるなど、鉄鋼業はグローバル競争の時代に入りま
した。だからこそ、新日本製鐵と住友金属工業は世界と戦う
ために経営統合を行ったのです。
　一方、私が入社した1983年は需要が伸びなかった時期で、
製造コストの削減にコンピュータを使う仕事を行っていまし
た。システム費用自身についても厳しい削減要請がありました。
　ITではオープンシステムが全盛の時代で、サーバーなどを
アプリケーションシステム単位で購入し、アプリケーションシ
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ステムごとに構成を決めていました。結果として全社で1500
台以上のサーバーが個別のアーキテクチャで構築されていま
した。
　2001年に新日本製鐵が本社組織として業務プロセス改革
推進部を設立した背景は、こうした縦組織が強い時代に横連
携を推進し、全社的な視点から業務を抜本的に見直してコス
ト効率をさらに高めることでした。
　コンピュータシステムを検討するのではなく、業務プロセス

（＝仕事のやり方そのもの）を変えることが主な目的です。業
務プロセス改革推進部は、本社システム部門を中心に約20名
で構成され、「売れる仕組みの実現」「顧客・サプライヤー視
点での改革テーマ」「業務の全社標準/統合化、システム標準
/統合化」といったテーマを軸に改革の検討を進めました。
　この時期は、「コンピュータシステムの構築」を行っていたシ
ステム部門の仕事が、「業務プロセス改革」に大きく舵をきった
時期ですから、自分たちの組織の役割や位置づけなどをよく
考えた時代でした。図1に概念図を示します。具体的には、シ
ステム部門は「経営、コーポレート部門」「業務部門」「システム
関係会社」「全社システム部門」それぞれに対してどのような
役割を持ち、どのような距離を保つのかということを考えまし
た。
　システム部門は、経営やコーポレート部門に対しては透明
性のあるシステム業務管理を行うことが重要です。実施する
ことを報告するだけでなく、考えていることを定期的に報告す
る必要があります。業務部門に対しては積極的にIT活用のメ
リットを説明し活用法を提案するITプロモーションを行うべ

きです。
　それから、こうした方針を基に「システム業務プロセス」「シ
ステム技術」「組織・体制」「人材育成」などの視点で施策に展
開して順次実施しました。組織やチーム作りに特効薬はあり
ません。施策は多岐にわたるため、10年かけて愚直に取り組
んでおり、現在も継続中です。
　その中で2012年の経営統合に最も活躍したのが「システム
技術」視点の施策です。後で述べるように経営統合では、業
務プロセスの統合やアプリケーションシステムの統合に先駆
けて、パソコンや電子メール、スケジュール管理といった、社
員の日常業務管理ツールを統一して社員の一体感を醸成して
います。そのときに役立ったのが「情報システム基盤構造の
全社化推進」と呼んでいた施策で、特に大きなものが統合シ
ステム基盤の整備でした。

アプリケーションとシステム基盤を分離・独立
それぞれ異なる目標を別組織で追求する

　統合システム基盤の整備について具体的な話に入る前に、
企業の中のコンピュータシステムの位置づけについて整理し
てみたいと思います。
　釈迦に説法かと思いますが、企業のコンピュータシステム
の位置づけは図2のようになっています。図の下にシステム運
用管理やシステム基盤があり、その上にアプリケーションがあ
ります。共通的なものが下にあり、上に行くほど独自色が強く
なります。
　アプリケーションの領域は業務と密接に関連しており、適用

範囲は狭くリスクが顕在化してもその影響は
限定されます。つまり、リスク顕在化や開発費
用よりはシステムの効果やスピードを優先す
る領域です。
　一方、下の領域は適用範囲が広く、リスク
が顕在化すると影響が大きい部分です。シス
テム効果よりはリスクやシステム費用を意識
して構築したほうがよい領域です。
　オレンジの点線で囲んだようにアプリケー
ションシステム単位でシステム基盤や運用を
設計・構築していたのが従来の状況です。そ
の場合、アプリケーションとシステム基盤それ
ぞれ異なる目標のバランスを見て構築を行う
必要がありました。
　それに対して統合システム基盤では、青い
横の線でアプリケーションシステムとシステム
基盤などを分離します。これによって目標が

明確に分離され、複雑な仕事が整理されます。システム基盤
のところでは共通化を追求できますので、専門技術やエンジ
ニアを集約可能になります。
　これから話をする、統合システム基盤は、青い線の下側に
関する部分です。

統合システム基盤を製造設備と同様に長く使いたい
運用管理しやすいシステム基盤をシステム部門が作る

　では新日本製鐵が統合システム基盤を整備した方針につ
いて説明しましょう。
　製鉄業は装置産業で、製鉄業の設備寿命は30年以上ありま
す。私が入社したころの設備はまだ稼働しています。高炉と
いう反応炉は、15年に一度解体し、中にある耐火レンガを取り
替えてまた組み立てて活用しています。設備は保守・運用を
行って、長く使うほうが製造するものが安定して、さらに設備
コストも抑制できるのです。
　コンピュータシステムも同様と考えました。業務プロセスが
変化しない場合、アプリケーションシステムは保守・運用さえ
行えば、継続して使え、仕事もコストも基本的に安定します。
それにはアプリケーションを動かす安定したシステム基盤が
必要でした。
　当時は分散処理のオープンシステムが全盛で、新技術をど
んどん取り入れ、早く安くスクラップ＆ビルドでシステム基盤
を作っていました。ただし、システム基盤が変わると、アプリ
ケーションシステムも対応のために改修が必要になります。こ
れは無駄なコストだと感じていました。
　それから事業継続のためには、しっかりした保守・運用作
業が必要です。そこでシステムの運用に責任を持つシステム

部門が運用管理しやすいシステム基盤を自分たちで作ろうと
考えたのです。
　そういう方針の下、統合システム基盤で実現する基本機能
を「長期間活用できる頑強なオープンシステム基盤」「ライフ
サイクル費用の削減」「業務プロセスへの迅速な対応」の三つ
に整理しました。
　これらはアプリケーションシステム個別のニーズを基に作る
のではなく、逆に統合システム基盤を前提にアプリケーション
を開発してもらうという発想でした。今ですとクラウド・コン
ピューティングが提供するシステム基盤とよく似ていると感じ
ますが、統合システム基盤を企画した2003年ごろは、クラウド
という言葉がなく、このようなコンセプトはなかなか理解され
ませんでした。
　よく指摘されたのは、アプリケーションに適合していないよ
うなシステム基盤は使われなくなるというものです。それに対
して我々は、日本の自宅に水道や電気が提供されているように、
社内のシステムには最低必要限の機能をカバーしたいといっ
て反論したのを覚えています。
　この統合システム基盤は、ハードウエアやソフトウエアの構
成だけを指すのではなく、「情報セキュリティポリシー（ガイド
ライン）」「アーキテクチャデジジョン」「開発ガイドライン」の複
合体です。サーバーやネットワークなどの個別構造を構築す
る前に、全体の概念を整理しています。
　この中でアーキテクチャデジジョンは聞き慣れないかと思
います。これは構造物を設計するときに、運用設計を基に作
るということです。
　例えば自宅を建てるとき、子供は何人にしようとか、子供が
成長して家を出たら、自分の書斎を作って本を読みたいといっ
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連携・協業の強化

システム
部門

【対 システム関係会社】

透明性のあるシステム業務管理

【対 経営、コーポレート部門】

全社的統制（標準化）と協業の関係強化

システム業務プロセス、システム技術、組織・体制、人材育成などの視点で
全方位的に施策を展開

【対 全社システム部門】
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■図1 強いIT部門にするために考えたこと
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た過ごし方を想像して、部屋割りを決めたり、動線を決めたり、
階段を作ったり、もっと細かいこと、コンセントの位置を決め
たりということをやります。それと同じ発想です。
　システム基盤の場合には、計画停止、セキュリティパッチの
適用、バージョンアップなど、運用上考えられる要件はすべて
列挙して設計に反映します。例えば、計画外停止を2時間以内
にする場合、本当に2時間で復旧できるシステム構成になって
いるかどうかを検証します。サーバーの二重化を採用した場
合には両方が同時に停止したらどうするかまでを考えます。
予備の部品はどこに保管するか、部品倉庫は東京地区ではど
こにする──といった細かいことまでを検討します。
　統合システム基盤で工夫していることは多数ありますが、
その一つにアプリケーションシステムに共通コンポーネントを
積極的に使ってもらうことがあります。例えば、認証システム
はすべてのアプリケーションシステムで同じものを使うという
ルールです。
　このおかげで良いことが二つありました。
　一つはプログラムの構造を標準化・均一化できたことです。
今は340のアプリケーションシステムが統合システム基盤上で
稼働していますが、データベース管理システムのインスタンス
はわずか一つです。これによってライセンス費用が圧縮でき
ます。
　もう一つは業務アプリケーションの開発者が業務ロジック
に集中できることです。オープンシステムではミドルウエアの
仕様がバージョンアップなどで変化しますが、共通コンポーネ
ントが吸収してくれます。ミドルウエアの変化対応を行うだけ

の開発案件は大変少なくなりました。
　統合システム基盤は良いことばかりではありません。統合
システム基盤が停止すれば、システム全体が停止します。特
に障害リスクの回避には腐心しました。ノウハウを蓄積して同
じ障害は繰り返さないようにしています。

業務やシステムに対する文化・哲学が異なる2社
高いハードルを乗り越えてシステム統合を推進

　統合システム基盤の整備は2010年ごろに一区切りがつきま
した。統合システム基盤に併せて、電子メール・スケジュール
管理、文書管理といった共通システムを同様に整備していき
ました。その結果、製鉄所にある工場の操業系システムを除
いて、PC、サーバー、ネットワークといった全体が有機的に結
合しました。2008年以降は、コーポレート部門の人事、財務、
購買といったシステムについても全社的あるいは製鉄所内で
の統合が動き始めました。
　このような状況のなか、2011年2月3日に新日本製鐵と住友
金属工業が経営統合の検討を開始すると発表しました。
　実は独占禁止法をクリアするまでは、両社の関係者は自由
にコンタクトができませんでした。これはシステム統合にとっ
ては大きなハンディキャップになると当時は思いました。
　さらに両社の企業風土には異なる部分がありました。例え
ば、業務やシステムに対する文化・哲学、そしてシステム業務
統制の違いなどです。要員規模、投資額といったシステム関
連装備も違っていました。
　しかし私は両社の業務やシステムに対する文化・哲学など

に違いがあっても、システム装備を踏まえ
た最善の施策を考え、実行すれば結果が得
られると感じていました。システム統合の
検討期間が短いため、施策の実行タイミン
グと実行にかけるマンパワーについては慎
重に判断する必要があるものの、基本的に
は統合の範囲が広がっただけでこれまでの
延長線上の仕事です。
　システム統合は、2012年10月に本番稼働
させるシステム群を対象にしたプロジェク
ト「Day1」と、それ以降に本番稼働するシス
テム群を対象にしたプロジェクト「Day2」に
分けて推進することにしました。特に期間
が短いDay1ではどのようなシステムを対象
に、何を行うかということが非常に大きなポ
イントになりました。
　Day1は大きく分けて「業務システムは必

要最小限の対応とすること」「社員の一体感
の醸成のための情報基盤は共通とすること」

「計算機システムは両社のものを活用するこ
と」という三つの対応方針を決めています。
　アプリケーションシステムは時間もないた
め、無理に統合していません。業務部門に相
談して必要最小限の対応にしようと決めまし
た。実際にDay1のときに統合したアプリケー
ションシステムは5％ぐらいです。
　それに対して、社員の一体感の醸成のため
の情報基盤の共通化は徹底して推進しまし
た。ログインIDや電話番号の体系、ドメインに
始まり、PC、メールやスケジュール管理といっ
たシステムツールの統一などです。営業所や
執務室もDay1に統合集約しました。そのため、システム部門
の約3分の1は、ネットワークやパソコンの整備などの引っ越し
に従事しました。こうした決断は、統合システム基盤などの経
験を踏まえたものです。
　最終的に2012年10月1日前後には、システム基盤の統合、社
員への共通システムの提供、システム部門の業務の統合を終
えました。アプリケーションシステムについては基本的に2社
それぞれのものをそのまま稼働させ、ブリッジでデータ交換す
る仕掛けにしました。
　切り替え作業は、2012年10月1日に集中しないようにしまし
た。新日本製鐵と住友金属工業の従業員数は合計で約3万
5000人と新日本製鐵のときの約2倍になる見込みでした。人
の数が多いことを考慮して分散しました。
　続くDay2では業務統合とそれに伴うシステム統合を行っ
ています。統合システム基盤の上で新しい統合システムを稼
働させます。統合するシステムは多数ありますので、現在も
Day2は継続中ですが、数カ月前に一山越えたところで、2016
年度末には終わる計画です。

経営統合システムは「新会社の事業基盤の構築」
短期間で取り組むために優先順位をつける

　言わずもがなかもしれませんが、統合システム基盤の整備
やシステム統合を経験して改めて感じるのは「経営統合シス
テム」は「新会社の事業基盤の構築」だということです。統合
日までに「ヒト、モノ、カネ、情報システム」といった経営リソー
スを、新会社という一枚岩にまとめて提供するという仕事の
結果の一つが経営統合システムだと思います。
　ただし、短期間に全部を統合することはできないので、優先
順位をつけてやらざるを得ません。その優先順位は「企業ブ

ランドの統一（社名など）」「社員の一体感の醸成」「業務アプ
リケーションシステム」になると思います。
　誤解を恐れずに言うと、業務アプリケーションシステムの統
合は、業務統合に関する整理が終わってから着手するのがよ
いでしょう。業務統合は時間をかけて効果を確かめながら進
めたほうが業務部門が付いてくるので効果が出やすくなりま
す。
　業務アプリケーションシステムより優先して実行するべき
は、「社員の一体感の醸成」で、これが進めば業務統合も実現
しやすくなります。そのためには情報システムをうまく使うこ
とです。メールやスケジュール管理ツールのような情報基盤は
優先して統合した方がいい。
　最後にユーザー企業のシステム部門の仕事についてまとめ
たのが図3です。私が入社した30年前にはシステム部門の仕
事はプログラムを作ることでしたが、最近では「ITを活用した
業務改革」や「IT戦略」「情報システムのリスク管理」を行う組
織になっています。
　大きく変わったように見えますが、これは仕事が追加され
ているだけで、この図の下に位置する「システム管理業務（シ
ステム構築・保守運用など）」がやはりシステム部門の仕事の
基本だと思います。新日鐵住金がこの一環として行っている
のがシステムの資産管理です。大変時間と費用がかかります
が、利用頻度を把握することで得る成果は大きいと思います。
　新日鐵住金は世界と戦うために経営統合を行い、戦うため
の武器の一つとして様々なシステムを構築・運用しています。
システムの責任を担うシステム部門の役割と重要性はこれか
らも大きくなっていきます。専門性が高く、ユーザー企業の業
務を理解しているITパートナーの選択というのは、より重要
なポイントになると思います。

■図3 おわりに

システム管理業務（システム構築・保守運用など
）

ITを活用した
業務改革IT戦略

情報システム
リスク管理

（システム技術、
業務、費用統制）


