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Nippon Steel & Sumikin Galvanizing（Thailand）Co., Ltd.

グループのグローバル戦略の一翼を担い
タイで溶融亜鉛めっき鋼板を生産・販売
業務・ITを一体で設計、NSSOLが現地法人を設立して運用を支援
背景

ソリューション

成果

新日鐵住金グループのグローバル戦略
の一翼を担うため、
タイで溶融亜鉛めっ
き鋼板の生産・販売事業を立ち上げる。
日本と同じ高品質の製品を提供するた
め、最新鋭の生産設備と販売・生産
管理システムを導入したいと考えた。

製鉄業の業務・ITにおける豊富な知見・
実績を持ち、タイにおいても確実にプ
ロジェクトを推進できる新日鉄 住金ソ
リューションズが構想段階からプロジェ
クトに参加。業務・ITの設計から、運用
までをワンストップで支援する。

並行開発や段階的な立ち上げによっ
て、24時間365日安定稼働する販売・
生 産 管 理システムが 短 期間で 完 成。
2013年10月から計画通り営業運転を
開始した。NSSOLはタイに現地法人
を設立して運用・保守を支援している。

Nippon Steel & Sumikin
Galvanizing (Thailand) Co., Ltd.
General Administration Division
General Manager

白砂 修一氏

細に検討したことが、成果を上げてい

の生産・販売を行ったのは、新日鐵住

れ、最短期間で業務とシステムを立ち

ます」
と評価する。

金グループのグローバル戦略の一翼を

上げることができました」
と述べる。

担うためである。
General Administration Division

NSGTはこれからもNSSOLタイ現

システムの仕様を決めるときの支援
も的確だったという。

地法人の運用・保守を通じてシステム
を改良していく。

NSSOLは具体的なイメージがわく提

や、タイの法令変更などに伴ってシス

するため、日本と同じ最新鋭の生産設

案を作成していました。それも過去に

テムの改修が必要になる見込みです。

備を導入しています。また 、当社は

構築した類似システムの図面や仕様

タイ現地法人の体制をさらに強化して

新日鐵住金グループのグローバル戦略の一翼を担い、自動車向けを中心に、タイにお

100％出資であるため、日本からタイま

書そのままでなく、業務とITに関する

いただければ幸いです」
と語る。

ける溶融亜鉛めっき鋼板の生産・販売を行うNippon Steel & Sumikin Galvanizing

での全体を最適化したマネージメント

豊富な知見を基に、この現場の特性を

海外におけるシステム構築実績を

（Thailand）
（以下、NSGT）
。世界最高水準の競争力実現のため、新日鐵住金が自動車

が行え、製品の品質面でもデリバリー

考慮した提案になっていました」
（同）

着実に重ねるNSSOLへの期待は高い。

タイでの事業立ち上げに伴い、販売・生産管理システムを構築

白砂氏は「当社の販売・生産管理シ

面でも世界最高水準の競争優位性を
実現することができます」
と語る。

利用頻度の低い機能も必ず検討
システム全体の品質を高める

ステムは、新日鐵住金グループが海外
で構築したシステムでは最大規模で、

築を検討したのは2011年ごろである。当時、新日鐵住金グループは日本で生産した溶

Production Planning Department

融亜鉛めっき鋼板をタイへ輸出していたが、需要増に対応すべく、NSGTを設立するこ

のGeneral Managerである近藤泰男

白砂氏は「完成したシステムは予想

今後の海外展開のベースとなる重要

とで日本から原板を調達してタイで亜鉛めっき処理を行う体制に変更。タイのユーザー

氏は「原板を日本から輸入して、タイ

以上に品質が高いと感じています。プ

なものです。今回の経験を生かしてグ

で溶融亜鉛めっき鋼板を生産・販売

ロジェクトの間、多数の課題が出まし

ループのグローバル戦略をより強力に

する体制を構築することで、リードタ

たが、N S S O Lのメンバーは全てにつ

支援してほしいと思います」
と話す。

（顧客企業）
へ日本と同じ高品質の製品を短いリードタイムで提供することを目指した。

ンズ（以下、NSSOL）
は構想段階からプロジェクトに参画。24時間365日の連続稼働
が必須で、タイのインフラに課題があるなか、可用性の高いシステムを構築した。

イムが大幅に短縮され、最小限の製品
在庫でユーザーニーズに対応できるよ
うになります」
と述べる。

原板メーカー

NSGTの販売・生産管理システム
の開発は短工期で進められた。
白砂氏は「海外でゼロから事業拠点

ループの開発者を国内外から動員すると同時に、設計（品質保証）
と実装の役割分担を

を設立するにもかかわらず、ITを含め
て最新鋭の技術を採用した設備を、よ

鉄所への導入実績がある「あらまほ2」
などのフレームワークを採用。さらに業務設計と

り短い工期で導入することが求めら

システム設計が合致しているか、
業務とITを一体的にレビューするといった対策を行った。

れました」
と振り返る。
NSSOLは構想段階からプロジェク

注文申し込み

請求書など

NSGTは2013年10月に計画通り営業運転を開始。
日本と同じ高品質の製品の生産・

の業務部門のスタッフと一体になって

販売を行っている。本格稼働を始めた販売・生産管理システムでは、オンラインの原板

プロジェクトを推進。国内で構築した

発注機能によって調達から生産・販売までの業務が効率的に行えるほか、製品の所在

システムの実績やノウハウを基に、工

をほぼリアルタイムにトラッキングする機能によってデリバリー面でもユーザーニーズに

期短縮と高可用性、他の海外案件への

対応した厳格な管理が可能になっている。この販売・生産管理システムは、新日鐵住金

展開を意識した設計を追求した。

グループにおける今後の海外展開のベースとして活用していく。システムの24時間365

近藤氏は「工期短縮に向け、複数の

日にわたる安定稼働を支えているのが、NSSOLの運用・保守体制である。NSSOLは

機能を並行して開発しました。プロ

システムの稼働監視や保守を行うため、タイ現地法人のThai NS Solutionsを2013

ジェクトマネージメントは複雑になり

年1月に設立。日本における運用・保守のノウハウを同社スタッフへ移転している。

ましたが、NSSOLは我々が次に何を
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ユーザー
︵顧客企業︶

明確化した体制を構築して開発を進めた。品質面では、新日鐵住金グループの国内製

原板発注情報

ユーザー
︵顧客企業︶

て並行開発する手法をプロジェクトの早い段階で選択。豊富な経験を持つNSSOLグ

計画通り新システムが稼働、NSSOLタイ現地法人が運用・保守を支援

■NSGTが導入した販売・生産管理システムの概要

生産委託会社

工期面では、業務とITを一体的に設計して開発範囲を絞り込み、主要機能を分割し
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するべきかを考えてレールを敷いてく

氏は「日本と同じ高品質の製品を生産

ITを含めた工場全体の設備は短工期での導入が求められた。
新日鉄住金ソリューショ
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NSGTがタイで溶融亜鉛めっき鋼板

近藤氏は「生産する製品の多様化

並行開発で工期短縮、設計と実装の役割分担を明確にした体制を構築

Nippon Steel & Sumikin Galvanizing（Thailand）
Co., Ltd.
工場所在地：タイ ラヨーン県ヘマラート イースタ
ン工業団地
設立：2011年
資本金：1億1800万米ドル
生産能力：年間36万トン
営業運転開始：2013年10月
従業員数：約200名

い機能についても、抜け・漏れなく詳

「 我々が 仕 様 を 検 討 する 段 階 で

NSGTがタイでの事業立ち上げに向けて、基幹となる販売・生産管理システムの構

近藤 泰男氏

また、例外処理のような利用頻度の低

のGeneral Managerである白砂修一

鋼板関連では海外で初めて100％出資で設立した現地法人である。
Nippon Steel & Sumikin
Galvanizing (Thailand) Co., Ltd.
Production Planning Department
General Manager

いて必ず何らかの対応を行いました。
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輸送指示

輸送会社
I/C：鋼材検査証明書

■コアテクノロジー

製鉄業に関する業務知見、Java、あらまほ2、鉄鋼ソリューションAP共通機構、24時間365日の運用体制

■システム概要

●サーバー：物理サーバー×4台、仮想サーバー×32台
●アプリケーション：販売受注管理、工程管理、品質管理、操業管理など

Key to Success 2014 Winter

11

