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日立ソフトと日立システムが10月１日付けで合併し、日立ソリューションズが発足！
新たな企業価値創造を支援する製造・流通業向けビジネスソリューションスイート「BELINDA」
製造業や流通業では、多様化する市場のニーズに対応し、新たな企業価値を創造するため、ITの活用がこれまで以上に拡大
しています。日立ソリューションズグループでは、製造・流通業のお客様が抱えるビジネスの課題に対し、最適なソリューションを
選定するため、グループ一体となり、豊富なソリューションラインアップとその知識や業務ノウハウを結集した製造・流通業向け
ビジネスソリューションスイート「BELINDA(ベリンダ)」を提供しています。
今回は、「BELINDA」立ち上げの背景や概要について紹介します。

についての理解を深め、これまでの導入実績を基にコンサ
ルティングを行い、豊富なソリューションからお客様の課題
に最適なソリューションを迅速に提供する仕組みを検討し
てきました。こうした中で、誕生したのが製造・流通業向け
ビジネスソリューションスイート「BELINDA」です。

２.

日立ソリューションズ
常務執行役員

「BELINDA」は、当社グループおよび国内外の有力な
ITベンダーが提供する70種類のソリューションをERP や

山崎 英二

1.

SCM などのお客様の業務に即した7つのカテゴリに分類
するとともに、お客様が抱えているさまざまな課題に沿って

「BELINDA」立ち上げの背景

ラインアップすることで、あらゆる切り口から最適なソリュー

製造・流通業では、急速に多様化する市場のニーズに

ションを迅速に提供することができます。当社グループは、

対応するため、合併や異業種間での買収などにより事業

全国の販売チャネルを通じて、「BELINDA」の中からお

を多角化するとともに、グローバル市場への進出などが活

客様の課題に最適なソリューションを選定し、設計、構築、

発化しています。このような背景の下、各企業は、情報共

運用、保守に至るまでワンストップで提供します。また、当

有を円滑にして業務を効率化するため、ERPや人事系な

社グループは、IT中期計画策定からシステム企画、要件

どの基幹システムを導入してきました。IT企業は、製造・流

定義プロセスにおいて、経営コンサルタントや公認会計士

通業の競争力を強化するため、クラウドサービスによる柔

によるビジネスコンサルティングと人間中心設計を体系化

軟なITインフラ基盤やECサイトなどの電子商取引、タブ

した超上流工程手法「HyThology (*1)」や、当社グルー

レットなどのスマートデバイスを活用したサービスなどを提

プがこれまで培ってきたノウハウを掛け合わせて

供していますが、各社が提供する製品、サービスが類似し

「BELINDA」を提案することで、お客様の経営から業務プ

ているため、お客様はそれぞれの特長を把握し、自社に

ロセスまでの一連の流れを可視化し、新たな企業価値創

最適な製品、サービスを比較検討することが難しくなって
います。
当社グループは、製造・流通業のお客様と共に、新たな
企業価値を創造したいという想いから、お客様特有の業態
ビジネス戦略

「BELINDA」の概要

造を支援します。（図.1）
(*1) HyThology：IT中期計画策定からシステム企画、要件定義プロセスについて、日立
ソリューションズおよび日立グループの実践から得られた技法ノウハウや人間中心設
計などの技術を、要求工学知識体系REBOKに基づき体系化したものです。
BELINDAのアプローチ

検討事項

IT中期計画策定
（IT全体計画）

システム企画
（IT個別計画）

設計・パッケージ導入へ

など

■業務・ITコンサルタント
■IT中期計画策定支援

・パッケージ、ベンダーの評価と選定
・RFP作成
・課題分析
など

■業務・ITコンサルタント
■情報・事例提供
■AsIsの理解
■ToBe（業務・IT）の協創
■RFPの作成支援

・パッケージFit&Gap
・カスタマイズ、アドオン定義
・新ビジネスプロセス定義

■業務・ITコンサルタント
■パッケージFit＆Gap支援
■業務・IT要件定義支援
■要件定義の妥当性評価

など

超
上
流
工
程
手
法
HyThology

要件定義

・ビジネス戦略のレビュー
・ITビジョン/主要施策の策定
・IT課題の抽出

図1 ビジネス戦略に沿った「BELINDA」のアプローチ
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（２）細かな課題からソリューションを紹介

（１）業務に即したカテゴリからソリューションを紹介
「BELINDA」は、図.2のとおり、70種類のソリューション

「BELINDA」は、「経営の課題」、「現場の課題」、「営

をERP やSCM などの７つのカテゴリに分類することで、

業の課題」、「情報活用の課題」、「ＩＴ活用の課題」をさら

お客様の業務に最適なソリューションを迅速に提供する

にお客様の実態に沿った課題に細分化し、70種類のソ

ことができます。各カテゴリにラインアップされている主な

リューションを分類しています。例えば、「戦略的なグルー

ソリューションは表.１のとおりです。

プ連結会計を実現したい」、「組織的営業力を強化した
い」など、お客様のさまざまな課題の切り口からソリュー
ションを紹介しています。

図2 業務ユニットとソリューション体系
No

カテゴリ

ソリューション数

1

ERP
基幹系ソリューション

23

2

SCM

10

3

PLM

6

4

SFA/CRM

5

5

HRM

4

6

BI/EPM

9

7

業種特化型

13

主なソリューション
SAP Business Suite
GEMPLANET
Fit-ONE
快作スタイル
Hi2-KIT3
ForecastPRO
SynCAS
SynPIX
Windchill
PLMconsole
Salesforce CRM
Microsoft Dynamics CRM
リシテア
Hi-PerBT人事給与
SAP BusinessObjects
Dr.Sum EA
Aptage
スマートe-trasus

メーカー
SAPジャパン(株)
(株)日立製作所
(株)日立ソリューションズ
日立ビジネスソリューション(株)
(株)日立ソリューションズ九州
Business Forecast Systems
(株)日立東日本ソリューションズ
(株)日立東日本ソリューションズ
PTC ジャパン(株)
(株)PLMジャパン
(株)セールスフォース・ドットコム
日本マイクロソフト(株)
(株)日立ソリューションズ
(株)日立中国ソリューションズ
SAPジャパン(株)
ウイングアーク テクノロジーズ(株)
(株)日立ソリューションズ
(株)日立ソリューションズ

表1 主なソリューション
①ERP
③PLM
④CRM
⑥BI
⑥EPM

（Enterprise Resource Planning）・・企業資源計画
②SCM （Supply Chain Management）・・供給連鎖管理
（Product Lifecycle Management）・・製品ライフサイクル管理 ④SFA （Sales Force Automation）・・営業支援システム
（Customer Relationship Management）・・顧客関係管理
⑤HRM （Human Resource Management）・・人的資源管理
（Business Intelligence）・・経営情報分析
（Enterprise Performance Management）・・企業のデータ管理手法、ITシステム、方法論などの総合的な概念
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３. 「BELINDA」の活用方法
当社およびグループ会社担当者が、「BELINDA」を活用することでどのようなメリットがあるのか、またお客様にどのよう
な付加価値を提供することができるのかを紹介します。

日立ソリューションズ
産業・流通システム事業本部
企画本部 プリセールス部
第2グループ
グループマネージャ

日立東日本ソリューションズ
事業企画開発本部
本部長

宮林 主則

田富 範之

私は、当社のお客様に「BELINDA」を紹介するととも

私は、これまで業務系対応SEとして多くの製造・流通業
のお客様に対し、課題を解決してきた経験、ノウハウを基

に、営業担当者に対する普及活動をしています。
日立東日本ソリューションズには、生産計画システム

に、「BELINDA」の中から最適なソリューションを選定し

「SynPIX」、プロジェクト管理システム「SynViz」、需要予

てお客様に提供しています。
「BELINDA」は、ソリューションごとに対象規模や適合

測・販売計画支援システム「SynCAS」などの主力製品が

するユーザーが明確になっているため、お客様は複数の

あります。グループ一体となって「BELINDA」を提供する

選択肢からじっくりソリューションを比較検討することがで

ことで、当社の生産計画系システムだけでなくグループ各

きます。また、「BELINDA」は、業務に即して分類してい

社の基幹系や人事系システムなどのソリューションを組み

るため、お客様は現行の基幹業務システムとその周辺シ

合わせ、幅広い品揃えでお客様に業務システム全体をわ

ステムをシームレスに連携するソリューションを

かりやすく提案することができるようになりました。また、こ

「BELINDA」の中から容易に選択することができます。

れまでの導入プロジェクトで培った当社の技術やノウハウ

実際に、需要予測関連のソリューションを検討していたお

をグループ全体で共有および活用できるようになり、新鮮

客様に、当社が「BELINDA」の中から日立東日本

でユニークなハイブリッドインテグレーションを提供するこ

ソリューションズのプロジェクト管理システム「SｙnViz」を

とができると考えています。

提案して受注に至ったという事例もあり、グループ一体と

今後は、さらに社内へ「BELINDA」を普及させるととも

なって「BELINDA」を提案することで、全国各地のお客

に、関係者が一体となって「BELINDA」にグループのノ

様に迅速に最適なソリューションを提供することができるよ

ウハウを集積し、国内だけでなく、海外の市場にも積極的

うになりました。

に展開していきたいと思います。

４.

「BELINDA」 Webサイトの紹介
BELINDAのWebサイトは「ソリューションの展示場」です。ビジネスの課
題、事例、特集・コラム、カテゴリごとのソリューションという切り口で、お客様
がより簡単に情報を閲覧できるように工夫しました。
■事例紹介ページ：
お客様がソリューションを探す上で最も有効な情報は、他社の導入事例で
す。当サイトでは現時点で60以上の事例を、業種別・ジャンル別に掲載して
います。
■特集・コラムページ：
特集では、当社グループのSEや営業担当者による最新のIT活用方法に
ついて、コラムでは、製造・流通業の有識者による業界の動向やITを活用し
た業務改善など、最新のビジネストレンドを読み解く記事を
紹介しています。
今後もコンテンツを拡充するとともに、日立ソリューションズ
産業・流通システム事業本部

日立ソリューションズ ベリンダ

検索

お客様のご要望に沿った有益な情報 企画本部 プリセールス部
を提供していきます。まずはサイトに 部長
アクセスしてください！

住澤 妙
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最近の主なニュースリリース
ニュースリリースの詳細は、当社ホームページでご覧いただけます。
http://www.hitachi-solutions.co.jp/company/press/

10/23

ドキュメントレビュー支援ソフトウェア
「Review Coordinator」の最新版を販売開始

10/24

日立ソリューションズ、レッドハット、オープンソースソフトウェア普及
のための技術者育成で戦略的提携

10/25

10カ国以上に導入実績のあるフィールドサポート業務を効率化する
「Field Service Automation」の日本語版を販売開始

10/25

グループ会社の合併・再編について

11/1

社員向けに「介護と仕事の両立セミナー」を開催

11/12

スタンドアロンで利用するAndroid端末用ポータブル
地理情報システムを販売開始

11/13

省リソース向け組み込みデータベース「Entier Micro」を販売開始

写真：株式会社ワーク・ライフバランス
代表取締役 小室淑恵氏による講演の様子

ＴＯＰＩＣＳ
サウジアラビア教育省次官御一行来訪
10月22日、日立ソリューションズは、サウジアラビア教育省ナーイフ・ビン・ハシャル・アッルーミ教育省企画担当
次官をはじめとする8名の方々を日立ソリューションズ本社に招待し、日本教育工学振興会(JAPET)の関係者を
交えた教育ICTに関するディスカッションを行うとともに「StarBoard Student Tablet Software」などの関連製品
を紹介しました。
本ディスカッションは、ICTを活用した教育環境向上への理解を深め、サウジアラビアの教育改革の政策立案へ
の参考とすることを目的としたもので、日立ソリューションズのインタラクティブホワイトボード「StarBoard」のデモが
行われたほか、サウジアラビアや日本の教育の現状や課題、JAPETの活動紹介など、ICT機器普及の現状およ
び将来の方向性について、活発な意見交換が行われました。
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株式会社日立ソリューションズ

本社事務所

本社
〒140－0002 東京都品川区東品川四丁目12番7号
本社別館 〒108－8250 東京都港区港南二丁目18番1号

URL

http://www.hitachi-solutions.co.jp/

設立年月日

1970年9月21日

従業員数

15,724名 （2012年9月30日現在、連結）

事業内容

業務コンサルティングからITコンサルティング、システム設計、保守、システム運用まで、システム構築のライフサイクルを
一括してサポートするワンストップサービスを提供

主要製品

機密情報漏洩防止ソリューション「秘文」､就業管理システム「リシテア」、指静脈認証システム「静紋」、
Juniper Networks製品、電子ドキュメントトータルソリューション「活文」、インタラクティブ電子ボードStarBoard」、
エンタープライズ型地理情報システム「GeoMation」、統制IT基盤提供サービス「SecureOnline」、JP1ソリューションサービス他

認証取得

ISO9001、ISO14001、ISO27001、プライバシーマーク

主な国内グループ
会社

日立ビジネスソリューション（株）、（株）日立東日本ソリューションズ、（株）日立中国ソリューションズ、
（株）日立ソリューションズバリュー、（株）日立ソリューションズデザイン、（株）日立ソリューションズサービス、
（株）日立ソリューションズ九州、（株）DACS、（株）アイネス、（株）ビジネスブレイン太田昭和

ニュースレター、転載、取材に関するお問い合わせ
Ｔｅｌ：03-5479-5013 [広報・宣伝部：宮本]
Ｅ‐ｍａｉｌ：koho@hitachi-solutions.com

Ｔｅｌ：03-5780-2111（大代表）

＊ 記載されている会社および製品名は各社の商標または登録商標です。
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