Obbligato Ⅲ 導入事例

オリンパス株式会社 様
複数存在していたPDMを統合
カスタマイズを最小限にしてIT投資を大幅抑制
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事例のポイント
課題背景
• これまで事業分野ごとにバラバラだった設計情報管理の統合が必要な状況であった
• 統合PDMシステムの構築を決めたが、導入コスト、および将来の運用コストをできるだけ圧
縮する必要があった

成

果

• 科学事業の設計・開発業務を統合

設計BOMを中心にドキュメント管理や配付管理、出図管理などの機能を備えたPDMシス
テムを科学事業全体で利用。開発業務オペレーションの標準化を推進した

• カスタマイズの最小化でイニシャルコストを低減

既存の業務のやり方ありきではなく、選定したパッケージソフトで行う最適な業務のやり方を検討することで、カス
タマイズを最小限に抑制。高い標準機能適用率（93.4%）を達成し、設定していた予算内で構築することができた

• システム間を「疎」連携にして、将来の運用負荷を軽減

PDMと各システム間のインターフェースを標準化し、必要となる連携機能をHUBシステムとして構築。将来の改
修やバージョンアップの際も、他システムへの影響を最小限に抑えながらスムーズに対応できる環境を整えた
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導入ソリューション
●オリンパス様が構築した統合PDMの概要
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Obbligato Ⅲ上に構築した設計BOMを中心に、ドキュメント管理や配付管理、出図管理、ワークフロー管理などの機能を活用して、
設計情報やノウハウを各現場の担当者が共有できる仕組みを実現。Obbligato Ⅲと各システムとの間には、HUBの役割を果たすサ
ブシステム「OBLink」を構築し、
「疎」連携によって将来の改修やバージョンアップにも容易に対応していけるよう配慮している。また、
取引先と図面や仕様書などを安全かつスムーズに共有するための「Obbligato Ⅲ/Collaboration Platform」も導入している。

Obbligato Ⅲ 導入事例

オリンパス株式会社 様
導入前の背景や課題
製品別に異なっていた
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導入後の成果
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「当初掲げた大きな方針であったPDMへの投資コストの
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