
　「優れた医薬品を通じて、人々の健やかな生活に貢献する」「富
士製薬工業の成長はわたしたちの成長に正比例する」を経営理念
に、新薬から後発医薬品（ジェネリック）、バイオ後続品（バイオシミ
ラー）まで、幅広い製品を取り扱う富士製薬工業。注射剤、ホルモン
剤を主としたラインナップで、「急性期医療」と「女性医療」を支え
る製品を展開している。
　現在、富士製薬工業は、昨今の医薬業界の急激な変化に対応し
ていくため、事業領域の拡大に向けブランド薬を中心とする新たな
ステージ体制構築に取り組んでいる。コーポレート企画部 経営管
理グループ システム統括課 リーダーの早川健氏は「ジェネリック
だけでなく、新薬、他社から承継する先発医薬品、バイオシミラー
を含めて、より広い範囲で医療に貢献していくのが狙いです。今
後、注力する医療領域の拡大や、一般用医薬品（OTC）やサプリメ
ントなども視野に入れてまいります」と語る。
　もう1つの戦略が海外事業の推進だ。同社は2012年にタイ最
大の医薬品製造受託企業であるOLIC（Thailand）Limitedを子
会社化。現在はOLICを起点に、日本品質の造影剤や女性医療医薬
品を東南アジアに供給することを目指している。2018年にはグ
ローバルに展開する製薬会社であるAlvogenグループとの業務
提携を開始し、バイオシミラー、抗がん剤のジェネリックなどの日本
での開発・販売の拡大と新たな販路の開拓を進めている。
　事業戦略の多角化/グローバル化とともに、ITの重要性はますま
す高まっており、同社はIT部門の要員増などによる体制の強化も
加速させている。

　富士製薬工業がSAP ERPを導入したのは2013年で、個別に
運用していた各業務システムを統合し、効率化を図った。「2012
年に子会社化したタイのOLICがSAP ERPをすでに導入していた
こともあり、当社の基幹系システムもグローバルスタンダードに合
わせようという方針で選定しました」と早川氏は説明する。
　SAP ERPのモジュールは、会計（FI/CO）、販売（SD）、在庫購買
（MM）の3つで、定型帳票の出力用途としてSAP BusinessObjects
も導入した。ただし、当時は導入を急ピッチで進めたため、本稼働
後もユーザーからの改善要望が多く、現場での定着には時間を要
したという。
　SAP ERPのITインフラ基盤は、自社の運用負荷を軽減するため
国内のデータセンターで運用するプライベートクラウドを採用。し
かし数年を経てサーバーの老朽化に起因するトラブルが発生する
ようになってきた。そしてある日、大きなサーバー障害に直面した。
　「タイのOLICのサーバーが止まったと連絡があり、自社要員に
加えてベンダーにも対応を依頼しましたが、当時の契約ではサー
ビスレベルに限界があり、復旧に大変労力を要しました」（早川氏）
　その後もバックアップ停止やシステム全体のパフォーマンス低
下など、サーバーの経年劣化による問題を重く見た同社は、ベスト
エフォート契約のプライベートクラウドからパブリッククラウドへの
移行に踏み切ることにした。

　富士製薬工業は2018年夏頃から情報収集を始め、複数のパブ
リッククラウドを検討した。最終的に選定したのがCTCの基幹系シ
ステム特化型クラウドサービス「CUVICmc2」だ。きっかけはCTC
の提案で全社ファイルのクラウド管理に「Box」を導入した際に
CUVICmc2の存在を知ったことだという。
　「サービス内容を聞いて、当社が求める要件にマッチしていて大き
な期待が持てそうだと考えました。さらにSAP ERPをCUVICmc2
上で実際に運用している製薬会社にも稼働状況を聞いてみたとこ
ろ、少ないIT要員でも運用が可能で、パフォーマンスも十分に発揮
できているという回答が得られました」（早川氏）
　選定時は、海外ベンダーのパブリッククラウドも含めて検討した
が、CUVICmc2のメリットを感じたところは2点あったという。1つ
は、CPU、メモリー、I/O、ネットワーク帯域の使用量に基づいて料

金が決まる独特の従量課金だ。一般的なクラウド基盤はピークに
合わせてリソースを一定レベルで確保しているため、コストは一律
となる。それに対してCUVICmc2の従量課金なら、システムの稼
働率に応じてコストの最適化が期待できる。
　2つ目は、国内サービスならではの安心感だ。自由度の高さでは
海外サービスに軍配があがるものの、自社での運用負担は増えて
しまう。CUVICmc2の運用のポリシーなどのレギュレーションは
日本企業の方針と親和性が高く、サービスに準拠した使い方をし
ている限りCTCに保守運用の多くを任せることができる。
　「このような安心感は、海外のクラウドサービスではなかなか得
られません。契約後にCTCのデータセンターまで見学に行きまし
たが、そこで改めてセキュリティ環境、安全性、堅牢性などを確認
し、最初のクラウドサービスとして選んで間違いがなかったと確信
することができました」（早川氏）
　その他にも製薬業界での採用実績や、医薬品の開発・製造業務
に不可欠なCSV（コンピュータシステムバリデーション）に対応
していることなども評価。PoCの実施による検証を経て、CUVICmc2
の採用を決めた。

　富士製薬工業は、SAP ERPインフラの移行プロジェクトを2018
年12月にキックオフした。要件定義、設計、開発などを経て、環境構
築は2019年3月までに完了。並行してSAP ERPのアプリケー
ションの移行も実施し、開発環境や検証環境の移行を経て、2019
年10月までに本番環境の切り替えを終える見通しだ。
　プロジェクト体制は、SAP ERP導入時から既存システムとイン
フラの運用保守を支えてきたビジネスエンジニアリング

（B-EN-G）をプライムベンダーとし、国内とタイ子会社のインフラ
の移行をCTC、アプリケーションの移行をB-EN-Gのグループ会
社で運用保守サービスを提供しているビジネスシステムサービス
（B-SERV）が担当する役割分担を行った。「当社のインフラとアプ
リケーションの環境の両方を熟知しているB-EN-Gをプライムベン
ダーとすることで確実にプロジェクトをコントロールし、その後の運
用保守も継続してB-SERVに任せることが狙いです」（早川氏）
　インフラの移行ではB-SERVが富士製薬工業に必要な要件をく
み取りながら監視環境、ジョブ管理、サーバーセキュリティなどの機
能を実装していった。CTCはその裏側で、日本とタイを一元的につ
なぐネットワークの設計/構築などで独自の工夫をしながら進めた。
　今回、アプリケーションには手を加えることなく、SAP ERPの
ECC 6.0のまま新しいクラウド環境に移行することを優先したが、
2019年10月からの消費税対応や、物流センターの移設に伴う
物流システムとのインターフェースの改修などが発生した。また、
サーバーとデータベースのOSは、それぞれWindows Server 
2016とSQL Server 2016にアップグレードしている。
　「プロジェクト中はすべての情報をB-EN-GとB-SERVに集め、
会社をまたがってプロジェクトに関わるメンバーががっちりスクラ
ムを組んだことで、非常にスムーズに進みました。CTC、B-SERV
それぞれのエキスパートの活躍もあり、結果的に予定していたス
ケジュールより早く移行することができました」（早川氏）

　ITインフラの刷新により、以前からの課題だったSAPシステムの
安定化や、パフォーマンスの強化が期待されている。サーバー更改
が不要になり、ハードウェアの運用保守がなくなることで、サーバー

コストの軽減や、障害対応時の負荷軽減も実現する見込みだ。
　インフラコストについては、1年目の稼働率や運用実績を見なが
ら、2年目以降に向けて軽減/最適化を図っていく。「現在のサイジ
ングは最適か、サーバーリソースの使い方は間違っていないかな
どを検証し、必要に応じてCTCやB-SERVに相談しながら対応を
検討していきます」と早川氏は話している。
　運用についても現在はB-SERVに多くの作業を委託している
が、今後は自社のIT体制を強化し、インフラにスキルを持つエンジ
ニアを育成する方針を固めている。自社要員が関わる領域を拡大
することで、「守りの運用から攻めの運用へ」とシフトチェンジして
いく考えだ。
　今後については事業継続の観点から、ディザスタリカバリ（DR）
環境の構築を検討している。現在、CTCの関東データセンターで
運用しているサーバー環境を、関西データセンターにバックアップ
を複製することで災害時の早期復旧を目指す。
　SAP ERPについても、2025年の保守サポート切れに備えて
SAP S/4HANAへの移行に向けた検討を始めており、アセスメン

トやPoCの実施に向けた準備を進めている。さらに、ユーザーには
SAP ERPやSAP BusinessObjectsをより効率よく使いこなせ
るように、IT部門がリードを取って積極的に提案していく方針だ。
　「当社インフラのSAPシステムへの移行は、本稼働から定着ま
でに時間を要したこともあり、活用に本腰を入れるのはこれからと
いう認識です。今回、安定的なインフラが整備できましたので、
ユーザーに呼びかけながら活用レベルを高めていきます。また、こ
れを機に、別で稼働している生産管理システムをSAP化できるか
の検討、正確な原価把握を行うための検討、経営ダッシュボード構
築による早期な意思決定の環境づくりなどにも貢献していきたい
と思います」（早川氏）
　これらの実現に向けて、今後も富士製薬工業、B-EN-G/B-SERV、
CTCによる協力体制の維持、連携は重要になると認識しており、
B-EN-G/B-SERVおよびCTCからの提案や支援に期待を寄せて
いる。

※記事中の肩書きは取材当時（2019年8月）のものです。
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急性期医療や女性医療を支える医薬品を中心に、新薬からジェネリックまで幅広い製品の製造を手がける富士製薬工業株式会社。
同社は2013年からSAP ERPを運用してきたが、ベンダーのプライベートクラウド環境に構築していたインフラ基盤は安定性
とパフォーマンスに課題があった。そこで新たなITインフラに「CUVICmc2」を採用。CUVICmc2への移行により、インフラ
コストの低減や柔軟性の向上などが期待されている。
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　「プロジェクト中はすべての情報をB-EN-GとB-SERVに集め、
会社をまたがってプロジェクトに関わるメンバーががっちりスクラ
ムを組んだことで、非常にスムーズに進みました。CTC、B-SERV
それぞれのエキスパートの活躍もあり、結果的に予定していたス
ケジュールより早く移行することができました」（早川氏）

　ITインフラの刷新により、以前からの課題だったSAPシステムの
安定化や、パフォーマンスの強化が期待されている。サーバー更改
が不要になり、ハードウェアの運用保守がなくなることで、サーバー

コストの軽減や、障害対応時の負荷軽減も実現する見込みだ。
　インフラコストについては、1年目の稼働率や運用実績を見なが
ら、2年目以降に向けて軽減/最適化を図っていく。「現在のサイジ
ングは最適か、サーバーリソースの使い方は間違っていないかな
どを検証し、必要に応じてCTCやB-SERVに相談しながら対応を
検討していきます」と早川氏は話している。
　運用についても現在はB-SERVに多くの作業を委託している
が、今後は自社のIT体制を強化し、インフラにスキルを持つエンジ
ニアを育成する方針を固めている。自社要員が関わる領域を拡大
することで、「守りの運用から攻めの運用へ」とシフトチェンジして
いく考えだ。
　今後については事業継続の観点から、ディザスタリカバリ（DR）
環境の構築を検討している。現在、CTCの関東データセンターで
運用しているサーバー環境を、関西データセンターにバックアップ
を複製することで災害時の早期復旧を目指す。
　SAP ERPについても、2025年の保守サポート切れに備えて
SAP S/4HANAへの移行に向けた検討を始めており、アセスメン

トやPoCの実施に向けた準備を進めている。さらに、ユーザーには
SAP ERPやSAP BusinessObjectsをより効率よく使いこなせ
るように、IT部門がリードを取って積極的に提案していく方針だ。
　「当社インフラのSAPシステムへの移行は、本稼働から定着ま
でに時間を要したこともあり、活用に本腰を入れるのはこれからと
いう認識です。今回、安定的なインフラが整備できましたので、
ユーザーに呼びかけながら活用レベルを高めていきます。また、こ
れを機に、別で稼働している生産管理システムをSAP化できるか
の検討、正確な原価把握を行うための検討、経営ダッシュボード構
築による早期な意思決定の環境づくりなどにも貢献していきたい
と思います」（早川氏）
　これらの実現に向けて、今後も富士製薬工業、B-EN-G/B-SERV、
CTCによる協力体制の維持、連携は重要になると認識しており、
B-EN-G/B-SERVおよびCTCからの提案や支援に期待を寄せて
いる。

※記事中の肩書きは取材当時（2019年8月）のものです。
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　「優れた医薬品を通じて、人々の健やかな生活に貢献する」「富
士製薬工業の成長はわたしたちの成長に正比例する」を経営理念
に、新薬から後発医薬品（ジェネリック）、バイオ後続品（バイオシミ
ラー）まで、幅広い製品を取り扱う富士製薬工業。注射剤、ホルモン
剤を主としたラインナップで、「急性期医療」と「女性医療」を支え
る製品を展開している。
　現在、富士製薬工業は、昨今の医薬業界の急激な変化に対応し
ていくため、事業領域の拡大に向けブランド薬を中心とする新たな
ステージ体制構築に取り組んでいる。コーポレート企画部 経営管
理グループ システム統括課 リーダーの早川健氏は「ジェネリック
だけでなく、新薬、他社から承継する先発医薬品、バイオシミラー
を含めて、より広い範囲で医療に貢献していくのが狙いです。今
後、注力する医療領域の拡大や、一般用医薬品（OTC）やサプリメ
ントなども視野に入れてまいります」と語る。
　もう1つの戦略が海外事業の推進だ。同社は2012年にタイ最
大の医薬品製造受託企業であるOLIC（Thailand）Limitedを子
会社化。現在はOLICを起点に、日本品質の造影剤や女性医療医薬
品を東南アジアに供給することを目指している。2018年にはグ
ローバルに展開する製薬会社であるAlvogenグループとの業務
提携を開始し、バイオシミラー、抗がん剤のジェネリックなどの日本
での開発・販売の拡大と新たな販路の開拓を進めている。
　事業戦略の多角化/グローバル化とともに、ITの重要性はますま
す高まっており、同社はIT部門の要員増などによる体制の強化も
加速させている。

　富士製薬工業がSAP ERPを導入したのは2013年で、個別に
運用していた各業務システムを統合し、効率化を図った。「2012
年に子会社化したタイのOLICがSAP ERPをすでに導入していた
こともあり、当社の基幹系システムもグローバルスタンダードに合
わせようという方針で選定しました」と早川氏は説明する。
　SAP ERPのモジュールは、会計（FI/CO）、販売（SD）、在庫購買
（MM）の3つで、定型帳票の出力用途としてSAP BusinessObjects
も導入した。ただし、当時は導入を急ピッチで進めたため、本稼働
後もユーザーからの改善要望が多く、現場での定着には時間を要
したという。
　SAP ERPのITインフラ基盤は、自社の運用負荷を軽減するため
国内のデータセンターで運用するプライベートクラウドを採用。し
かし数年を経てサーバーの老朽化に起因するトラブルが発生する
ようになってきた。そしてある日、大きなサーバー障害に直面した。
　「タイのOLICのサーバーが止まったと連絡があり、自社要員に
加えてベンダーにも対応を依頼しましたが、当時の契約ではサー
ビスレベルに限界があり、復旧に大変労力を要しました」（早川氏）
　その後もバックアップ停止やシステム全体のパフォーマンス低
下など、サーバーの経年劣化による問題を重く見た同社は、ベスト
エフォート契約のプライベートクラウドからパブリッククラウドへの
移行に踏み切ることにした。

　富士製薬工業は2018年夏頃から情報収集を始め、複数のパブ
リッククラウドを検討した。最終的に選定したのがCTCの基幹系シ
ステム特化型クラウドサービス「CUVICmc2」だ。きっかけはCTC
の提案で全社ファイルのクラウド管理に「Box」を導入した際に
CUVICmc2の存在を知ったことだという。
　「サービス内容を聞いて、当社が求める要件にマッチしていて大き
な期待が持てそうだと考えました。さらにSAP ERPをCUVICmc2
上で実際に運用している製薬会社にも稼働状況を聞いてみたとこ
ろ、少ないIT要員でも運用が可能で、パフォーマンスも十分に発揮
できているという回答が得られました」（早川氏）
　選定時は、海外ベンダーのパブリッククラウドも含めて検討した
が、CUVICmc2のメリットを感じたところは2点あったという。1つ
は、CPU、メモリー、I/O、ネットワーク帯域の使用量に基づいて料

金が決まる独特の従量課金だ。一般的なクラウド基盤はピークに
合わせてリソースを一定レベルで確保しているため、コストは一律
となる。それに対してCUVICmc2の従量課金なら、システムの稼
働率に応じてコストの最適化が期待できる。
　2つ目は、国内サービスならではの安心感だ。自由度の高さでは
海外サービスに軍配があがるものの、自社での運用負担は増えて
しまう。CUVICmc2の運用のポリシーなどのレギュレーションは
日本企業の方針と親和性が高く、サービスに準拠した使い方をし
ている限りCTCに保守運用の多くを任せることができる。
　「このような安心感は、海外のクラウドサービスではなかなか得
られません。契約後にCTCのデータセンターまで見学に行きまし
たが、そこで改めてセキュリティ環境、安全性、堅牢性などを確認
し、最初のクラウドサービスとして選んで間違いがなかったと確信
することができました」（早川氏）
　その他にも製薬業界での採用実績や、医薬品の開発・製造業務
に不可欠なCSV（コンピュータシステムバリデーション）に対応
していることなども評価。PoCの実施による検証を経て、CUVICmc2
の採用を決めた。
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ECC 6.0のまま新しいクラウド環境に移行することを優先したが、
2019年10月からの消費税対応や、物流センターの移設に伴う
物流システムとのインターフェースの改修などが発生した。また、
サーバーとデータベースのOSは、それぞれWindows Server 
2016とSQL Server 2016にアップグレードしている。
　「プロジェクト中はすべての情報をB-EN-GとB-SERVに集め、
会社をまたがってプロジェクトに関わるメンバーががっちりスクラ
ムを組んだことで、非常にスムーズに進みました。CTC、B-SERV
それぞれのエキスパートの活躍もあり、結果的に予定していたス
ケジュールより早く移行することができました」（早川氏）
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トやPoCの実施に向けた準備を進めている。さらに、ユーザーには
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るように、IT部門がリードを取って積極的に提案していく方針だ。
　「当社インフラのSAPシステムへの移行は、本稼働から定着ま
でに時間を要したこともあり、活用に本腰を入れるのはこれからと
いう認識です。今回、安定的なインフラが整備できましたので、
ユーザーに呼びかけながら活用レベルを高めていきます。また、こ
れを機に、別で稼働している生産管理システムをSAP化できるか
の検討、正確な原価把握を行うための検討、経営ダッシュボード構
築による早期な意思決定の環境づくりなどにも貢献していきたい
と思います」（早川氏）
　これらの実現に向けて、今後も富士製薬工業、B-EN-G/B-SERV、
CTCによる協力体制の維持、連携は重要になると認識しており、
B-EN-G/B-SERVおよびCTCからの提案や支援に期待を寄せて
いる。
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　「優れた医薬品を通じて、人々の健やかな生活に貢献する」「富
士製薬工業の成長はわたしたちの成長に正比例する」を経営理念
に、新薬から後発医薬品（ジェネリック）、バイオ後続品（バイオシミ
ラー）まで、幅広い製品を取り扱う富士製薬工業。注射剤、ホルモン
剤を主としたラインナップで、「急性期医療」と「女性医療」を支え
る製品を展開している。
　現在、富士製薬工業は、昨今の医薬業界の急激な変化に対応し
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後、注力する医療領域の拡大や、一般用医薬品（OTC）やサプリメ
ントなども視野に入れてまいります」と語る。
　もう1つの戦略が海外事業の推進だ。同社は2012年にタイ最
大の医薬品製造受託企業であるOLIC（Thailand）Limitedを子
会社化。現在はOLICを起点に、日本品質の造影剤や女性医療医薬
品を東南アジアに供給することを目指している。2018年にはグ
ローバルに展開する製薬会社であるAlvogenグループとの業務
提携を開始し、バイオシミラー、抗がん剤のジェネリックなどの日本
での開発・販売の拡大と新たな販路の開拓を進めている。
　事業戦略の多角化/グローバル化とともに、ITの重要性はますま
す高まっており、同社はIT部門の要員増などによる体制の強化も
加速させている。

　富士製薬工業がSAP ERPを導入したのは2013年で、個別に
運用していた各業務システムを統合し、効率化を図った。「2012
年に子会社化したタイのOLICがSAP ERPをすでに導入していた
こともあり、当社の基幹系システムもグローバルスタンダードに合
わせようという方針で選定しました」と早川氏は説明する。
　SAP ERPのモジュールは、会計（FI/CO）、販売（SD）、在庫購買
（MM）の3つで、定型帳票の出力用途としてSAP BusinessObjects
も導入した。ただし、当時は導入を急ピッチで進めたため、本稼働
後もユーザーからの改善要望が多く、現場での定着には時間を要
したという。
　SAP ERPのITインフラ基盤は、自社の運用負荷を軽減するため
国内のデータセンターで運用するプライベートクラウドを採用。し
かし数年を経てサーバーの老朽化に起因するトラブルが発生する
ようになってきた。そしてある日、大きなサーバー障害に直面した。
　「タイのOLICのサーバーが止まったと連絡があり、自社要員に
加えてベンダーにも対応を依頼しましたが、当時の契約ではサー
ビスレベルに限界があり、復旧に大変労力を要しました」（早川氏）
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下など、サーバーの経年劣化による問題を重く見た同社は、ベスト
エフォート契約のプライベートクラウドからパブリッククラウドへの
移行に踏み切ることにした。
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の提案で全社ファイルのクラウド管理に「Box」を導入した際に
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上で実際に運用している製薬会社にも稼働状況を聞いてみたとこ
ろ、少ないIT要員でも運用が可能で、パフォーマンスも十分に発揮
できているという回答が得られました」（早川氏）
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となる。それに対してCUVICmc2の従量課金なら、システムの稼
働率に応じてコストの最適化が期待できる。
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ている限りCTCに保守運用の多くを任せることができる。
　「このような安心感は、海外のクラウドサービスではなかなか得
られません。契約後にCTCのデータセンターまで見学に行きまし
たが、そこで改めてセキュリティ環境、安全性、堅牢性などを確認
し、最初のクラウドサービスとして選んで間違いがなかったと確信
することができました」（早川氏）
　その他にも製薬業界での採用実績や、医薬品の開発・製造業務
に不可欠なCSV（コンピュータシステムバリデーション）に対応
していることなども評価。PoCの実施による検証を経て、CUVICmc2
の採用を決めた。

　富士製薬工業は、SAP ERPインフラの移行プロジェクトを2018
年12月にキックオフした。要件定義、設計、開発などを経て、環境構
築は2019年3月までに完了。並行してSAP ERPのアプリケー
ションの移行も実施し、開発環境や検証環境の移行を経て、2019
年10月までに本番環境の切り替えを終える見通しだ。
　プロジェクト体制は、SAP ERP導入時から既存システムとイン
フラの運用保守を支えてきたビジネスエンジニアリング

（B-EN-G）をプライムベンダーとし、国内とタイ子会社のインフラ
の移行をCTC、アプリケーションの移行をB-EN-Gのグループ会
社で運用保守サービスを提供しているビジネスシステムサービス
（B-SERV）が担当する役割分担を行った。「当社のインフラとアプ
リケーションの環境の両方を熟知しているB-EN-Gをプライムベン
ダーとすることで確実にプロジェクトをコントロールし、その後の運
用保守も継続してB-SERVに任せることが狙いです」（早川氏）
　インフラの移行ではB-SERVが富士製薬工業に必要な要件をく
み取りながら監視環境、ジョブ管理、サーバーセキュリティなどの機
能を実装していった。CTCはその裏側で、日本とタイを一元的につ
なぐネットワークの設計/構築などで独自の工夫をしながら進めた。
　今回、アプリケーションには手を加えることなく、SAP ERPの
ECC 6.0のまま新しいクラウド環境に移行することを優先したが、
2019年10月からの消費税対応や、物流センターの移設に伴う
物流システムとのインターフェースの改修などが発生した。また、
サーバーとデータベースのOSは、それぞれWindows Server 
2016とSQL Server 2016にアップグレードしている。
　「プロジェクト中はすべての情報をB-EN-GとB-SERVに集め、
会社をまたがってプロジェクトに関わるメンバーががっちりスクラ
ムを組んだことで、非常にスムーズに進みました。CTC、B-SERV
それぞれのエキスパートの活躍もあり、結果的に予定していたス
ケジュールより早く移行することができました」（早川氏）

　ITインフラの刷新により、以前からの課題だったSAPシステムの
安定化や、パフォーマンスの強化が期待されている。サーバー更改
が不要になり、ハードウェアの運用保守がなくなることで、サーバー

コストの軽減や、障害対応時の負荷軽減も実現する見込みだ。
　インフラコストについては、1年目の稼働率や運用実績を見なが
ら、2年目以降に向けて軽減/最適化を図っていく。「現在のサイジ
ングは最適か、サーバーリソースの使い方は間違っていないかな
どを検証し、必要に応じてCTCやB-SERVに相談しながら対応を
検討していきます」と早川氏は話している。
　運用についても現在はB-SERVに多くの作業を委託している
が、今後は自社のIT体制を強化し、インフラにスキルを持つエンジ
ニアを育成する方針を固めている。自社要員が関わる領域を拡大
することで、「守りの運用から攻めの運用へ」とシフトチェンジして
いく考えだ。
　今後については事業継続の観点から、ディザスタリカバリ（DR）
環境の構築を検討している。現在、CTCの関東データセンターで
運用しているサーバー環境を、関西データセンターにバックアップ
を複製することで災害時の早期復旧を目指す。
　SAP ERPについても、2025年の保守サポート切れに備えて
SAP S/4HANAへの移行に向けた検討を始めており、アセスメン

トやPoCの実施に向けた準備を進めている。さらに、ユーザーには
SAP ERPやSAP BusinessObjectsをより効率よく使いこなせ
るように、IT部門がリードを取って積極的に提案していく方針だ。
　「当社インフラのSAPシステムへの移行は、本稼働から定着ま
でに時間を要したこともあり、活用に本腰を入れるのはこれからと
いう認識です。今回、安定的なインフラが整備できましたので、
ユーザーに呼びかけながら活用レベルを高めていきます。また、こ
れを機に、別で稼働している生産管理システムをSAP化できるか
の検討、正確な原価把握を行うための検討、経営ダッシュボード構
築による早期な意思決定の環境づくりなどにも貢献していきたい
と思います」（早川氏）
　これらの実現に向けて、今後も富士製薬工業、B-EN-G/B-SERV、
CTCによる協力体制の維持、連携は重要になると認識しており、
B-EN-G/B-SERVおよびCTCからの提案や支援に期待を寄せて
いる。

※記事中の肩書きは取材当時（2019年8月）のものです。
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