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　「マルちゃん」ブランドとして、多くの日本人に親しまれている東洋水産株式会社様の即席麺。そのブランドは日本
国内にとどまらず、着実に世界へ拡がっています。1972年、米国カリフォルニア州に設立された MARUCHAN, INC. 様
では、1976年から現地生産の即席麺の販売を開始し、現在ではトップシェアを獲得するまでの成長を遂げています。
NECは、2000年から同社の情報戦略パートナーとして、基幹システムの構築を支援。そこで培った経験とノウハウを
ベースに、2008年10月にはSAP ERPのビッグバン導入を果たし、新たな成長基盤の確立に貢献しています。 

　「マルちゃん」ブランドとして、多くの日本人に親しまれている東洋水産株式会社様の
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米国の商習慣、
流通機構にフィットした事業体制

　MARUCHAN,INC.様は、1972年に米国カリフォル

ニア州に本社・工場を設立して以来、1989年には東部

地区の拠点として MARUCHAN VIRGINIA, INC.、さらに

1994年には米国3番目の工場として MARUCHAN, 

INC. LAGUNAを設立するなど、北米市場におけるシェア

を着実に拡大しながら、現在では米国・メキシコにおい

て最も愛される即席麺メーカーに成長しています。

　

その成長の軌跡は、小説「燃ゆるとき」、「ザ エクセレン

トカンパニー」（いずれも高杉 良著/角川文庫）、同作の

映画化「燃ゆるとき」（監督：細野 辰興/配給：東映）で

日系企業のサクセスストーリーとして描かれ、広く知られ

ています。

　同社の成長のバックボーンは、徹底した品質の維持・

向上とコスト競争力強化への取り組みにあります。米国

市場における躍進で手腕を発揮し、現在、MARUCHAN, 

NC.様の代表取締役社長と親会社である東洋水産

株式会社様の代表取締役会長を兼務する深川 清司

氏は、これまでの経緯を次のように振り返ります。

　「単価の低い商品を製造・販売するビジネスのことを、

米国ではペニービジネスと呼びます。ペニー、すなわち

１セントの積み重ねがまさにビジネスの成否を左右する

のです。それだけに当社では、可能な限り無駄を切り詰

め、品質を保ちながら、生産スピードを向上させる努力

を、愚直なまでに繰り返してきました。そのスタンスは

現在も変わることはありません。最終的に企業を支える

事業環境

米国において効果的なセールス活動を行う上で、
ブローカーは重要なビジネスパートナーです。
ブローカーとの関係を密にして、プロモーションを
成功に導くことはもとより、その経過をリアルタイムで
把握・分析するための仕組みを模索していました。

自社のビジネスプロセスを一から見直し、BPRを
推進していくためには、業務に合わせてシステムを
構築するのではなく、世界の標準となっているビジ
ネスプロセスに当社の業務を合わせていくスタンス
が不可欠だと考えました。

SAP ERP本来のポテンシャル活用は、まだまだ
これからです。今後は豊富な機能をさらに活用しな
がら、当社の差別化戦略につながる仕組みを築い
ていきたいと考えています。

MARUCHAN, INC. 様
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　MARUCHAN,INC.様では2000年以来、NECの協力

のもとで導入したプロセス産業向けERPパッケージを

ベースに、基幹システムを運営してきました。しかし、社会・

経済環境の劇的な変化を背景に、持続的な成長を支える

より強固な事業基盤の確立が継続課題となっていました。

　そこで同社では、2006年の秋から基幹システム再構

築の具体的な検討を開始。その選択肢としてあがった

のが、既存のERPパッケージベースのシステム拡充と、

新たなERPパッケージ導入の2つの方法です。

　検討に当たっては、まず自社の事業環境に照らした

システムの「あるべき姿」を明確化していくことが、最優

先事項となりました。そして、社内での検討の結果、

次の3つの大きな目標が策定されました。

変化への対応と内部統制強化を目的に、
システムの「あるべき姿」を追求

のは『人』です。多くの社員の創意工夫がなければ、現在

のポジションは築けなかったに違いありません」

　一方、米国の商習慣や流通機構は日本と大きく異な

ります。日本の流通が、問屋機能（中間流通）によって成

り立っているのに対して、米国では小売業者と直接取引

を行うブローカーと呼ばれる存在が、メーカーの営業活

動を代行します。ブローカーは、日本の卸売業者のよう

な配送と代金の回収機能を持たない代わりに、1業種

1社に限定した取引の中で、メーカーのセールス部門と

連携しながら、販促活動を策定・推進。特に昨今では、

プロモーション活動やマーケティング活動をトータル

で提供するエージェンシーへと変貌を遂げています。

　なお、商品の代金はブローカーが取引を行ったリテール

（スーパーなどの小売業者）からメーカーに直接支払わ

れますが、米国では日本のように月次締めではなく、出

荷単位で請求・支払いが発生します。ただし、支払いの

金額は、ブローカーと共同で実施したプロモーションや

特売のコストなどが差し引かれたものとなるため、この

コストを正確に把握しておくことが、同社にとっても重要

な課題となっていました。

「米国において効果的なセールス活動を行う上で、ブロー

カーは重要なビジネスパートナーです。当社でも、ブロー

カーとの関係を密にして、プロモーションを成功に導く

ことはもとより、その経過をリアルタイムで把握・分析する

ための仕組みを模索していました。いうなれば、『プロモー

ションの見える化』です。それが実現できれば、損益上

の問題点を早期に発見し、解決を図ることができます」

（深川氏）

【1．顧客別・商品別損益の把握・分析】

　ここで中心となるのが、プロモーション管理の「見え

る化」です。同社では、従来の基幹システムにおいてもこ

の課題と向き合ってきましたが、定期的なバッチ処理で

更新される仕組みでは、リアルタイムな情報の把握がで

きていませんでした。また、プロモーションコストの管理

については、ブローカーからの申告に依存していたため、

数カ月前に発生したコストが後から反映されるなど、

常に「結果」を追いかける構造になっていました。同社で

は、これを受注の段階で把握し、顧客別・商品別の損益

分析を可能にすることで、より高いレベルの戦略を策定

するための環境を整えることを重要なミッションと位置

づけました。

【2．顧客要件に柔軟かつ拡張性の高いシステム基盤の実現】

　食品メーカーである同社を取り巻く外部環境は、ここ数年

で大きく変化しています。象徴的なのが、大手リテールから

寄せられるEDIやRFIDなどといった新たなテクノロジーへの

対応要請です。特にRFIDにおいては、GTIN（Global Trade 

Item Number：国際標準の商品識別コード）と呼ばれるコード

体系が業界標準となりつつあります。

導入の背景
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　これらの目的を具現化するための手段として、

MARUCHAN,INC.様はNECの提案を踏まえて、最終

的に SAP ERP　のビッグバン導入を選択しました。バ

機能要件、導入期間、コストのバランスから、
SAP ERP を選定

  また、GDS ( Global Data Synchronization )と呼ばれ

る仕組みを使って、リテールとメーカー間で商品情報を

共有しようとする動きも業界全体で活発化してきてい

ます。それだけに、こうした仕組みに自社の基幹システム

をいかに有機的に連携させていくかということも、基幹

システム再構築における重要なファクターとなりました。

【3．内部統制基盤の整備・確立】

　親会社である東洋水産において、2008年度から

適用される日本版SOX法（金融商品取引法）において、

当然ながらグループの主力企業である同社も、その管

理対象となりました。そこで、内部統制に関わるシステム

基盤および業務プロセスの整備が、外的要因として

急務な課題となりました。

　そのためには、明確な権限管理に基づくシステム運

用、データの信頼性および履歴の確保、承認プロセス

の明確化・自動化などを、基幹システムの中で担保して

いく必要が生じます。

　加えて同社は、このことを単なる法規制対応ではな

く、内部環境の強化というポジティブなファクターとし

てとらえました。当然、ブローカーからの申告に依存して

いたプロモーション管理の在り方もその1つです。日本

版SOX法対応というタイミングを捉え、同時に自社のビ

ジネスプロセスそのものも十分に見直し、再構築しよう

と考えたのです。

ージョンは最新リリースの SAP ERP 6.0、導入モジュ

ールはFI（財務会計）、CO（管理会計）、MM（在庫／購

買管理）、SD（販売管理）、PP（生産計画／管理）です。

さらに、経営情報のリアルタイムな可視化を目的に、

SAP NetWeaver Business Intelligence（SAP 

NetWeaver BI）の導入も決めました。

  選定の決め手となったのは、機能要件、導入期間、

コストのバランスです。機能要件については、3つの目的

導入の経緯
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　14カ月間という短期間でのビッグバン導入という目標

を掲げて、2007年8月に正式にキックオフしたプロジェ

クトは、経営サイドからの理解、手厚いサポートもあり、

2008年10月に無事カットオーバーを迎えています。

　プロジェクト体制は、代表取締役の深川氏をプロジェ

クトオーナーに、プロジェクトリーダーの吉村氏を中心

とするPMO（Project Management Office）、ステアリ

ング・コミッティーなどが連携して全体の方向性や進捗

管理を実施するとともに、業務に精通したコアメンバー

4 つの会議を軸に、
社内メンバーとコンサルタントが融合

の実現が最大の焦点となりました。その意味で、豊富な

ベストプラクティスが凝縮された SAP ERP が、最も少

ないアドオン工数で構築できるアドバンテージを備えて

いました。また、導入期間については、日本版SOX法の

適応時期に合わせて、2008年9月をゴールに定める

必要がありました。そのため同社では、「社内の業務を可能

な限り SAP ERP の標準機能に合わせ、アドオンを減ら

す」という開発方針を徹底的に貫くことに決めました。

　セールス＆マーケティング部門の総責任者で、今回の

プロジェクト・マネージャーを務めた吉村 功氏は、この

点について次のように説明します。

「自社のビジネスプロセスを一から見直し、BPR ( Busi-

ness Process Reengineering )を推進していくために

は、業務に合わせてシステムを構築するのではなく、世

界の標準となっているビジネスプロセスに当社の業務

を合わせていくスタンスが不可欠だと考えました。アド

オン本数を極力少なくして、ERP本来の良さを存分に引

き出す。まさに全体最適の追求です。過度なアドオン

はコストの増大につながる上、将来のシステム拡充や

アップグレードの大きな障壁となります。それだけに

システムにおける拡張性・柔軟性の芽を摘まないため

にも、当初の開発方針を徹底してプロジェクトを牽引

していきました」

　一方、同社の情報システム部門のマネージャーを務め

る上野 隆史氏は、今回のSAP ERPをコアとするNEC

からの提案に、次のような魅力を感じたと語ります。

「運用という観点では、まずインターフェースの充実が

あげられます。従来のSAPの画面は使いづらいという

印象が否めませんでしたが、SAP ERP 6.0では柔軟に

インターフェース開発ができるようになっており、エンド

ユーザーの使いやすさが追求されています。また、管理

ツールが充実しており、運用コストの削減も可能である

ことが分かりました。さらに、RFIDをはじめとする将来

的な顧客要件への対応という点でも、最新のテクノロ

ジーを搭載しているSAP ERPは、十分な変化対応力を

備えていると判断しました」

8名を主力に、セールス（プロモーション）、財務会計、購

買、Basis、開発、管理関係、およびSAP NetWeaver BI

といった機能別・目的別のグループに分かれて、詳細を

詰めていきました。

　最終的にコアメンバー、キーユーザーを含めて40名近

くが関わったというプロジェクトのメンバーは、基本的

に通常業務との兼任ですが、特にプロジェクトの山場に

おいては、現業の体制を組み直す会社側からのサポート

もあったといいます。

　一方、ベンダー側はNECをプライムベンダーに、日米

のアビームコンサルティングのメンバーが、コンサルティ

ングを実施。その数は、ピーク時で20名以上にのぼりま

した。また、アドオンなどの開発はオフショアを活用し、

スピーディーな進捗とコストダウンを実現しました。

プロジェクトの概要
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　今回のプロジェクトのもっとも大きなテーマはSAP 

ERPのビッグバン導入ですが、同時に同社では「プロモ

ーションの見える化」という課題に対して、独自のアプ

ローチも実施しています。Synectics Group, Incという

ベンダーが提供するAccount Reviewというプロモー

ション・マネジメントのためのソフトウェアを導入。これ

をSAP ERPと連携することで、新たなプロモーション

外部システムとの連携で
「プロモーションの見える化」を実現

「米国というマーケットを相手にしながらも、日本的な経

営観念を有する当社だけに、IT環境を構築していくに当

たっても、日米両方のノウハウを融合させていく必要が

ありました。その意味で今回のプロジェクトでは、NEC

の組織力で適材適所のコンサルタントをアサインしても

らうことができて、大きな成果につながったと思います」

（深川氏）

　プロジェクトは、次の4つの会議を軸に展開されました。

1.ウィークリー・ステータス・ミーティング

　コンサルタントが策定した厳しい評価基準に基づき、

週次で作業進捗確認を実施。進捗状況を信号の赤・青・

黄で明確に表し、赤を青に変えていくためには、どのよう

な支援策が有効かを徹底的に議論していきました。

2.チーム・ミーティング

　コアメンバーを中心に、チーム内での情報共有と課題

定義、解決策検討を実施。これを踏まえて、コンサルタント

とのウィークリー・ステータス・ミーティングを充実させて

いきました。

3.チェンジ・リクエスト・ミーティング

　現場からのアドオン要求に対して、その妥当性を徹底

的に議論しました。アドオンの代替策を含めた討議を

行い、アドオン本数を可能な限り削減しました。その結果、

当初90本程度を想定していたアドオン本数は、最終的に

78本にとどまりました。

4.ステアリング・コミッティー・ミーティング

　プロジェクトの方向性・指針を徹底させる司令塔の役

割を担い、プロジェクトの進行に必要なリソース、コストに

関わる課題に対して、解決策を講じていきました。

　なお、同社では、このプロジェクトに並行して、日本版

SOX法対応に向けたプロジェクトも立ち上がっています。

このコアメンバーもSAP ERP導入プロジェクトのメンバーが

兼務していたため、特にテストフェーズを迎えた2008年5月

から7月にかけては、相当な負担がかかったといいます。

「システムテストからトレーニング用のマニュアル作成、コ

ンサルタントからのナレッジトランスファー、そしてデータ

移送のための準備と、1人何役もこなすことを余儀なくさ

れました。この点については、双方のプロジェクトの整合

性を担保するという意味からも、敢えて二兎を追う決断を

しました。その際に、縁の下の力持ちとして、的確なアドバ

イスと具体的な解決策を提示してくれたのが、NECを筆頭

とするコンサルタントのメンバーでした」（吉村氏）

管理の仕組みを実現しています。

　具体的には、SAP ERPでは商品の基本価格が設定

されており、それらの受注・納品から請求に至るまでの

プロセスが一元的に管理されます。一方、Account Review

では金額の戻し（手数料）の条件、数量契約の条件、チラシ

代金の条件など、同社のプロモーションに関わる細か

いルールや条件が規定・管理され、リテールからの注文

の際は、このルール・条件に基づいて、プロモーションの

コストがAccount Reviewで管理される仕組みです。

  同社が、プロモーション管理のためのソリューションと

してAccount Reviewを選んだのは、同製品がブローカー

システム概要
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　SAP ERPの導入に伴い、MARUCHAN,INC.様のビ

ジネスプロセスは大きく変わりました。取引条件の正確

な登録など厳格化した新たなプロセスに、当初は現場

の戸惑いもあったといいます。ただし、このことは日本

版SOX法対応において、データの信頼性を担保できる

という意味で非常に重要です。同時にSAP ERPの導

入は、具体的なビジネスの面でも、その成果を発揮し始

めています。

将来的な顧客要件にも対応した
持続的な成長基盤

において汎用的に使われているという実情に応じて

判断したものです。

「プロモーション管理は、結局のところ、ブローカーから

の日々の情報収集に始まります。従来は電話などで

受けた報告を当社の担当者がシステムに反映していまし

たが、現在ではブローカー自身がネットワークを通じて、

直接入力できる仕組みになっています。これにより、

顧客別・商品別損益の把握・分析精度が向上した意義

は大きいと思います」（吉村氏）

「SAP ERPは現場の基準で最適化された仕組みではあ

りませんので、ある意味で使いづらいという側面がある

かもしれません。しかし、我々が目指したのは、システム

の『あるべき姿』に基づく全体最適です。その結果、現在

の基幹システムでは、これまで以上にデータの信頼性と

整合性が担保され、SAP NetWeaver BIによる実績管

理、損益管理なども合わせて、日々変化するビジネス環

境に対応した、よりきめ細かい戦略を策定できる環境

が整いました」（吉村氏）

　また、上野氏は日本版SOX法対応という法規制要件

を、ビジネスプロセスを見直す契機として活用できた点

は、今回のプロジェクトの大きな成功要因であることを

強調します。

導入の成果と今後の展望

Copyright © NEC Corporation 2009.
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「当社側のシステム刷新という理由だけでは、正直ブロ

ーカーサイドもなかなか動いてくれなかったと思いま

す。ブローカーとの連携を深める上で、日本版SOX法へ

の対応は、むしろ絶好の機会になったと思います。内部

統制の仕組みの中では、ブローカーが正確に情報を入

力してくれないと、得意先であるリテール側が発注でき

なくなります。そうなると、ブローカー自身のビジネスも

成り立たなくなりますから、彼らにとっては必須のビジネ

ス要件となるわけです。その結果、プロモーションコスト

の調査に要する当社の労力も大幅に軽減されました」

（上野氏）

お客様のプロフィール

社 名

創 立

資 本 金

売 上 高

本 社

従 業 員 数

事 業 内 容

U 　 R 　 L

MARUCHAN，lNC．

1972年（昭和47年）12月

3,000万ドル　（2008年3月現在）

499.5百万ドル （2008年3月現在）

15800 Laguna Canyon Road，Irvine，California 92618，U.S.A.

210人 (関係会社含む)

即席麺の製造販売。米国・メキシコにおいて、トップシェアを獲得。

http://www.maruchan.co.jp/（東洋水産株式会社）

：

：

：

：

：

：

：

：

（2009年3月13日現在）
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