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ご紹介 



NECのPLMソリューションへの取り組み 
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▌PLMは 日本の製造業の強みである 「製品開発力」 をより強化するための
最重要戦略 

 

 

PLM 

営業 物流 調達 

サ
プ
ラ
イ
ヤ 

カ
ス
タ
マ 

SCM 

エンジニアリングチェーン 
・ 製品のQCDE向上  

・ 売れる製品づくり  

パートナ グループ 企業 

PLM：Product Lifecycle Management 

SCM：Supply Chain Management 

サプライチェーン 
 ・ 在庫圧縮 

 ・ キャッシュフロー向上 

PLMとは 

生産 

企画 

設計 

保守 

生産技術 
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製品開発領域における課題 

▌製品開発プロセスにおけるエンジニアリングチェーンが分断 

 

企
画 

設
計 

調
達 

保
守 

伝
達 

調
整 

管理  

顧客ニーズに合った製
品仕様を作りこめない 

設計完了まで 
情報が見えない 

手元の図面/仕様書が
最新なのかわからない 

部品の原価・品質等
が設計から見えない 

必要な図面や仕様書が
すぐに探せない 

伝
達 

調
整 

管理  

伝
達 

調
整 

管理  

伝
達 

調
整 

管理  

分断 分断 分断 分断 

 図面や仕様書類、部品構成表（BOM※）や3次元モデルなど多種多様なデータ 
 図面だけとっても数十万枚～数百万枚と、データ量が膨大で管理が困難 
 頻繁な設計変更のため、多くのリビジョンが発生し、版管理が複雑 
 それぞれの部門で別々の製品構成情報（BOM）を管理しており、設計変更の都度 各部門で転記や

再入力が必要なため、ミスが多発し、情報の不整合が発生 

生
産 

※ BOM：Bill Of Materials 

企画DB 
 
 

設計DB 
 
 

生産DB 
 
 

販売DB 
 
 

保守DB 
 
 

技術情報の共有基盤となるPLMシステムの導入が不可欠！ 
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Obbligato Ⅲ システムイメージ 

▌製品開発の過程で発生する膨大かつ多種多様な技術情報を、相互に関連付けて 

一元管理することで、全社で不整合のない情報をスピーディに活用可能 

 

【社内】 【社外】 

製品 
データ 

メカ設計 
(2D/3DCAD) 

エレキ設計 
(回路/基板CAD) 

生技/生産 営業 EMS サプライヤ 顧客 調達 

生産 

レガシー 
設計変更 コスト 

$ 

図面 3Dﾋﾞｭｰｱ 文書 部品情報 

プロジェクト 

BOM 
(部品表） 

企画BOM 

企画 設計 調達 生産 保守 

プロジェクト分析 実績登録 進捗状況 リソース計画 

設計BOM 生産BOM 調達BOM 保守BOM 

設計 

保守 

関連システム 

調達 

Intra-Net  Inter-Net  

Obbligato Ⅲ 

ソフト開発 
（ソフト構成管理) 

化学物質 
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▐ 製品がどのような部品、材料から構成されているかを表し、ものづくりを行う上
での最も重要なマスター情報 

▐ 設計や生産などの各部門が、各部門の目的に応じて異なった形で保持しているた
め、設計変更などの際に、部門間で情報の不整合が起こる原因となりやすい  

BOM（Bills of Material）とは 

Ａ a 

x b 

c 

Ａ a 

c 

b 

製品A 

設計 生産 

設計BOM 生産BOM 

CADから 
取込み 

ERP 

製品を構成するユニットや部品 
を表現しているBOM 
   

生産工程や、発注情報を 
考慮したBOM 
    

a b c 

製品 ユニット/部品 

中間品 

m 

n 

工程 

製品  ユニット/部品 

ERPへ 
入力 

CAD 

ものづくりの最大のボトルネックが設計-生産連携といわれることも多く 
設計BOMと生産BOMを上手くつなぐことが製品開発リードタイム短縮の要 



7 © NEC Corporation 2016 

▐ 1991年の販売開始より、長期に渡り、進化しながら事業を継続 

 

 

 
 
 

 

 

▐ 20年連続国内トップシェア 
PLM製品の国内市場実績において、 

1995年から2014年まで 
20年連続でObbligatoが 第1位を堅持 

 

▐ 約800社の導入実績 
電機、機械、輸送機等の組立製造業を 
中心に幅広いユーザ層で 
長期間にわたり活用 

近年はCPG※や素材業でも導入が活発 

NECのPLMソリューション『Obbligato Ⅲ』 

1991年 1998年 1987年 

UNIX 
対応 

Windows対応 
3Tier、Web対応 

ホスト 
コンピュータ 

2011年 

クラウド 
PRTR対応 

2010年 

REACH対応 
SOA対応 

2013年 2012年 

企画BOM 
PJ管理 

コラボレーション 
基盤 

2014年 

Obbligato Teams 

2015年 

FDA Part11対応支援 
ISO26262対応支援 

SaaS 

2009年 

持ち出し制御 

※CPG：Consumer Packaged Goods 消費財 
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クラウド型PLMサービス『Obbligato for SaaS』 

▌日本の大手電機・機械メーカを中心に800社以上で使い込まれた
国内トップシェア(※)の「Obbligato Ⅲ」を 
クラウド型PLMサービス「Obbligato for SaaS」として提供 

 

本格的なPLMシステムを 

迅速、手軽、安価にご提供 

 クラウドなので、サーバ設置不要！ 
 業務機能を作り込んであるので、カスタマイズ不要！ 

ここがポイント！ 

(※) 出典：(株)テクノ・システム・リサーチ「2015年機械系CAD/PLM関連ビジネス市場分析調査」 
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Obbligato Ⅲ ご提供機能 

セキュリティ機能拡張オプション 

開発環境 

基盤機能 

レプリケーション アクセスコントロール ログ管理 電子メール連携 パーソナライズ 

版管理 ユーザ管理 LDAP連携 多言語対応 帳票出力 ワークフロー 

採番機能 

含有化学物質集計 
調査依頼／受付管理 
法規制管理 
フォーマット対応 

拠点管理（PRTR） 
在庫量管理 
化学物質管理 

サプライヤ連携拡張オプション 

外部システム連携オプション 

含有化学物質管理 

化学物質収支管理 ★ 持ち出し制御 

新規アプリケーション作成 

動的モデル 

製品定義 
依存関係のマトリックス 
値の組合せルール設定 

製品定義管理 

3DCADダイレクト連携 
3DCADデータ管理 

CADデータ管理システム連携 
3DCAD所在情報管理 

CADデータ管理 

LDMインテグレーション 

ポータルサーバ 

★ 電気系CADビューア 

一括出図／履歴管理 
DocuWide連携 

設計変更情報管理 
構成差分表示 

並行レビュー 
レビュー状態管理 

配付/受領/履歴管理 
配付先テンプレート 

フルテキスト検索 
エンタープライズサーチ連携 

ドキュメント管理 

大容量ファイル転送オプション 

出図管理 

設計変更オーダ管理 

配付管理 

ドキュメント管理 

アクティビティ管理 

期間別原価管理 
原価積上げ 
為替レート管理 

コスト管理 

WBS管理 
マイルストーン管理 
ガントチャート編集 

タスク情報管理 
作業進捗管理 

プロジェクト管理 

負荷状況確認 
リソースグラフ 

タスク管理 

リソース管理 

大容量ファイル転送オプション 

配付管理オプション 

スマートデバイス拡張オプション 

Active Directory連携オプション 

★コラボレーション基盤 

ソフトウェア構成管理連携オプション  

チケット管理拡張オプション 

要求管理拡張オプション 

部品分類管理 
部品履歴管理 
OR部品 

構成展開/影響分析 
構成差分抽出 
ベースライン 
統合BOM 

ドラック＆ドロップ編集 
UNDO／REDO 
エクスポート／インポート 

製番BOM 

製品情報管理 
製品分類管理 
オプション管理 

部品管理 

製品構成管理 

部品表エディタ 

製番管理 

製品管理 

マトリックス部品表テンプレート 

産業機械業向け設計-生産連携 

コンテンツサーバ 

ＳaaＳ 
提供機能 
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大規模 / カスタマイズ要素が強い/利用範囲が広い お客様 

独自業務を作り込める  
自社導入（オンプレミス）型  

安価で短期間で立上がる 
SaaS型クラウド 

スモールスタート/ 試行運用 / 利用範囲が狭い お客様 

 PLM主要機能のみをご提供 
（製品構成管理、ドキュメント管理、設計変更管理、持出し制御） 

 Obbligato Ⅲへステップアップ可能 

Obbligato 選択の目安 



NECのクラウド型PLMサービス 
「Obbligato for SaaS」ご紹介 
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こんなお客様に最適です 

▐ 現場が多忙すぎて、 
製品開発プロセスの革新に
時間を取れない 

パッケージ機能で 
すぐに立ち上がる 

▐ 大掛かりなシステム導入は
コストやリスクが大きくて
導入に踏み切れない 

低予算で 
スモールスタート 

▐ PLM運用のイメージが共有
できず、プロジェクトが 
うまく進まない 

プロトタイプ 
として検証・評価 

▐ 海外拠点や小規模組織では
IT要員が不足しており
PLMに着手できない 

専任要員が 
不在でも導入可能 
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Obbligato for SaaS ご提供サービス 

設計変更 
情報管理 

ドキュメント 
管理 

製品構成 
(BOM)管理 

▌PLMシステムとして最も重要な業務機能から提供 

図面、仕様書、見積書、カタログなど、 
製品に関する様々なドキュメント類を 
ファイル形式に関わらず一元管理。 

部品の品目情報（属性、スペックなど）を管理。 
製品構成（BOM)の編集、管理を行い、 
BOMを中心に関連する図面や文書等の情報を検索可能。 

設計変更に付随する情報を、 
変更した図面や部品表情報と関連づけて管理。 

持ち出し 
制御 

機密データの端末外を持ち出し不可とするなど、 
データ流出の原因となる持ち出し操作を禁止して 
情報漏えい対策を実現。 

図面 仕様書 

････････････

････････････

････････････

M-BOM E-BOM 

設計変更 

機密データ 

秘 

今回は 
対象外 
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Obbligato for SaaS 導入イメージ例 

▌技術情報の安全な共有を実現し、設計業務や生産BOMメンテナンス業務を効率化 

 

仕様書 カタログ ビューワ 図面 見積書 

Obbligato for SaaS 

設計BOM 生産BOM 

[ BOM ] 

[ドキュメント] 

CAD 

生産管理 

BOMに図面や仕様書を 
関連付けて一元管理 

設計者 承認者 製造部門 
生技部門 等 承認フロー 

CAD構成 

表示データ 
TiffやXVL 

部品情報 

構成情報 

海外工場 

設計変更時は関連する 
設計成果物を一括承認 

最新情報を 
タイムリーに確認・共有 

設計BOMから 
生産BOMを生成 

････････････

････････････

････････････

 生産BOMを 
生産管理システムへ転送 

CADから部品図を取り込み 
設計BOMを効率的に作成 

設計BOMの変更を 
生産BOMに漏れなく反映 
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海外での導入事例：タイの自動車部品メーカー 

▌PLMクラウドサービス利用でカスタマイズなしで約1カ月で立上げ 

▌設計と製造間の情報共有がスムーズになり、手戻りや設変の手間が激減 

▌常に最新BOMを共有できるため、部材の無駄が3~5%から0.5％に削減 
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まとめ：Obbligato for SaaS の特長 

5 

専任要員がいなくても導入できる安価なPLM 
≫国内外の拠点の小規模PLMや企業間の情報共有基盤として最適！ 

設計～生産までの汎用的な業務の流れを実装済 
≫PLMがノン・カスタマイズですぐに使える！ 

まずはスモールスタート、将来的に自社導入型に移行可能！ 
≫SaaSでプロトタイプで評価・検証してから本格展開！ 

データの属性などのパラメータは設定が可能 
≫お客様の業務運用にもジャストフィット！ 

2 

3 

4 

1 インターネットさえあれば、1ユーザ、1ヶ月単位で契約可 
≫手軽にPLMを利用可能！ 

今回は
対象外 
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実装方法 

▌プリデファインされた標準環境がご契約後2週間で利用可能！ 

▌ガイドに従ってセッティング、業務シナリオベースで運用可能！ 

 

ご契約 

スタートガイドをもとにお客様にて 
環境設定 

□ クライアント環境設定 
□ 認証キー適用 
□ ユーザ登録 
□ ライセンス割当 

環境払出 

1 

2W 

利用開始 2 
設計～生産業務の汎用的な流れを 
イメージした「操作マニュアル」に沿って、 
すぐにPLM評価運用が開始できます。 

基本的な属性や機能、使い方は 
あらかじめ設定済です。 
（※実際にはパラメータ変更も可能です
が今回は対象外です。） 

□ 新規設計 
□ 設計変更 
□ 統合BOM 
□ ドキュメント管理 



18 © NEC Corporation 2016 

IVIインフラ支援プログラムでのサポート体制 

▌基本的な属性や機能、使い方はあらかじめプリデファインされています。 
属性などのパラメーターは変更可能ですが、実証実験中については、 
プリデファインされている範囲でお使いいただきます。 
※パラメータ設定変更をご要望の場合は、別途有償で対応します。 

 

▌無料の体験セミナーを開催しています。（次回は2/9と2月下旬頃を予定） 
1人1台のPCを使って、おおまかな使い方、流れをつかんでいただきます。その
後、各社の環境で、業務の流れに沿った操作方法をわかりやすく解説した「操作
マニュアル」をご覧いただきながら、一通りの操作を試行していただけます。 
※教育をご要望の場合は、別途有償で対応します。 

 

▌利用開始後の、標準的な使い方に関するお問い合わせは、メールにて無償で対応
いたします。  
NEC Obbligato for SaaS コンシェルジュ ：info@cpc.jp.nec.com 
※お客様を訪問しての個別のサポートをご要望の際は、別途有償で対応します。 

 

mailto:info@cpc.jp.nec.com
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Obbligato for SaaS のお問い合わせ 

  

   製造・装置業システム開発本部 

     PLMコンサルティンググループ        

   

TEL  ：03-3456-7474  

e-mail ：info@obl-saas.jp.nec.com  

URL  ：http://jpn.nec.com/obbligato/saas/           

● Obbligatoは、日本、中国、香港、台湾、シンガポール、タイおよび米国における日本電気株式会社の登録商標です。 
● 本紙に掲載された社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 
● 本製品（ソフトウェア含む）が、外国為替及び外国貿易法の規定により、規制貨物等に該当する場合は、 
     日本国外に持ち 出す際には日本政府の輸出許可申請書等必要な手続きをお取りください。 
● 本紙に掲載された仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。 
● 本紙で提供している文章、図、画面などを当社の許可なく利用（複製、転載を含む）することはできません。 




