
レガシーを捨て新しい経営システムへ

ビジネス変革を支える新世代クラウド ERP

Oracle ERP Cloud



お客様が
Oracle ERP Cloudを
選ばれた理由
グローバルな事業拡張にオールインワンで対応できる、唯一のクラウドERP

ビジネス網羅性

企業データ統合

クラウド基盤

迅速な立ちあげ

企業内のさまざまな業務に関わる全ての
データを統合して管理することで、リアル
タイムなデータ分析が可能になり、深い
インサイトを活用したデータ主導型の経営
が実現

IT運用コストの大幅削減 日々の運用、バージョンアップ作業もオラクルにお任せ

既存システムやIoTなどと連携 Webサービスとファイル・ベースの連携で、既存システムや
IoTシステムと連携容易

利用申込から数日で環境利用が可能になり、経営の意思決定
に追随

高度なセキュリティとBCP対策 オラクルの高度なセキュリティ技術と、堅牢なデータセンター
運営で心配レス

Data Driven

企業活動の全てを記録 リアルタイム経営

ビジネス
インテリジェンス

業務プロセス統合
販売 /製造 /購買 /物流 /
プロジェクト/会計…
共通マスタ・業務データ一元化で
オートメーション・内部統制が実現

さまざまな業界への実績
自動車/機械製造/ハイテク/化学/
プラント/建設・エンジ/金融/小売/
卸売

グローバル拠点対応
子会社/関係会社を一元管理すること
で最適化、透明化とガバナンス 多言語
/多通貨/主要国(25ヶ国)の法制度
にも対応

事業パターン対応
見込み生産/個別受注設計、自社製造
/外注委託/仕入先直送…
事業毎に異なる業務パターンを標準
機能で対応可能



お客様の導入背景
お客様が検討を始めたきっかけ

お客様の導入パターン

お客様が解決した課題　

オラクルならではの豊富なパターン。オンプレミスとの 「ハイブリッド・クラウド」で、目的に合わせた導入が可能。

・各国の通貨・言語・法制度に対応
したグローバルなシステムが、海外
進出の準備期間を短縮

・さまざまな拠点の業務を統合して
標準化

・拠点ごとに拡散したシステムを統合
して運用し、運用コストを削減

・財務会計・管理会計、販売・購買・物流、
人事など、企業のすべての業務をカバー
して最適化
・さまざまな業務を横断したデータの統合
管理が、企業の「全体活動の見える化」と
トレーサビリティを確保
・SaaSならでは、必要な機能を必要な時に
必要な分だけ利用して、停止も容易

・オラクルの高い技術力が、大事なデータ
を守る万全なセキュリティを提供
・クラウド利用で、システム運用コストを
抑制

・容易に迅速な導入を実現、短期間で
導入効果を享受してコスト回収期間を
短縮

急速な事業拡大と海外進出を実現 業務のスリム化／標準化で全体効率化 迅速な立ち上げと万全なセキュリティ
CASE 01 CASE 02 CASE 03

ビジネス変化 コストダウン／効率化

子会社戦略
海外展開

事業拡大戦略
M&Aなど

新規市場
参入・立ちあげ

企業のスマート化
IT コスト削減

見える化
コンプライアンス

業務効率化
シェアード

1 2 3

Oracle Cloud

予算管理 Sourcing
子会社 海外拠点

クラウド時代のERPは導入も迅速
従来型の「要件に合わせて作り込む」ではなく、グローバルで通用するプロセスをそのまま利用する、クラウドERPのために設計された
「安く・早く・確実」な導入方法。オラクルの20年以上にわたるERPノウハウを凝縮したベストプラクティスを提供し、デジタル時代の
スピード感で、低コストかつ高い効果を実現します。

お
客
様
の
ナ
レッ
ジ
を
活
用

従来型の導入方法

Decision Making 
Zone

導入期間

クラウド導入手法
True Cloud Method

ビジネスモデル定義

コンセプト
確認

ソリューション
特定 本番移行ワークショップ

プロジェクト準備 セットアップ & アドオン設計・構築 運用移行

オンプレミスへのアップグレードの
代わりにクラウドを選択

クラウドで最適な2層ERP戦略を
実現

クラウドで特定の機能を改善



Function

001 財務管理およびリスク管理

Financials Cloud、GRC Cloud
グループレベルでの財務情報の一元化と、
情報の信頼性を確保する内部統制基盤を提供！

取引の発生から決算報告までの財務情報を一元管理し、BIおよび
多次元分析ツールにより蓄積したデータの見える化を促進します。
また、GRC（ガバナンス、リスク管理、コンプライアンス）Cloudとの
併用により、財務データの信頼性が向上します。

・新拠点への進出、会計基準への対応、決算変更の対応など、
スピードが求められる会計システムの構築を、クラウドならではの
俊敏性で対応
・短いプロジェクトスケジュールと標準機能活用による導入コストの
低減

スピード＆コスト

・さまざまな規模・業種にて導入実績のあるERP製品、Oracle EBS、
PeopleSoft、JD Edwardsの特質を継承して作られた高品質な
会計クラウド
・複数通貨、複数会計基準、多軸での管理会計に対応するための
元帳・セグメント設定
・Subledger Accountingを利用した仕訳ルールの変更、パラメータ
でのユーザ・インターフェースの修正など、要件に対応するための
柔軟性を確保

優れた機能性

仕訳作成・補助簿
管理

Su
bled
ger Accounting

Function

002 プロジェクトポートフォリオ管理

Project Portfolio Management Cloud
プロジェクトの収益性やリソース配分を
グローバルに可視化！

グループ内の全てのプロジェクト活動を、財務的側面（収益
／コスト）・スケジュール／進捗・リソースの３面から管理する
ことが可能で、経営に対するインパクトを正確かつ早期に
把握し対応することを可能にします。

プロジェクト実行・タスク・リソース管理

プロジェクト収益・コスト管理

プロジェクト情報

契約管理 請求・収益管理

分析・評価

実行計画
実行管理

プロジェクト状況
の可視化

コスト管理 予算・見込管理

タスク管理 リソース管理

お客様の用途に応じて部分的
に利用することも可能（収支管
理のみ、実行管理のみ、など）

経営層からプロジェクト・
メンバーまで、意思決定
に必要な情報をリアルタ
イムに提供

「【人】中心のソリューション」
最適なスキル・経験を持つリ
ソースのアサインや、メンバー
間のコラボレーションを強力に
サポート

売掛管理
（Receivables）

財務合計 IFRS
管理合計

買掛管理
（Payables）

固定資産
（Assets）

資金・経費
（Cash&Expense）

General Ledger



売掛金管理
（請求／入金）

コア人事

一般会計

タレント・
マネージメント 買掛金管理

（支払）
会計

Finacial

Function

003 購買管理

Oracle Procurement Cloud
グローバルな購買活動で
大きなコストダウンを実現！

豊富な機能でお客様の業務を  フルカバー！

企業グループ全体での大きなコストダウン効果を目指す取り
組みには、どこで誰がどこからどうやって購買するのが最適な
のかを分析することが必要です。グローバルの購買実績
データを一元的に集約し、見積段階からのコストダウン活
動と仕入先との密な協業体制が成果を結びます。

Function

004 プロダクト・ライフサイクル管理

製品企画から製品保守までをフルカバー、
一貫した製品情報の管理を実現！
従来の設計成果物管理を中心とするＰＬＭでは困難な、製品企画・構想
設計から生産設計・製品保守まで含めた製品ライフサイクル全般にわたる
製品情報を、重複なく紐づけ管理することで、情報登録・検索業務効率の
改善とトレーサビリティを実現します。

Innovation Management ‒‒
市場調査結果の蓄積、企画情報管理、要件管理、構想BOM管理、
製品品揃え・投入計画ポートフォリオ管理
Product Development ‒‒
品目管理(図面・技術属性・推奨部品等)、E-BOM管理、設計変更管理、文
書管理
Product Hub ‒‒
品目管理(拠点別生産属性・現調部品価格情報等)、M-BOM管理、目的別
BOM管理(サービスBOM等)
Project Portfolio Management ‒‒
ガントチャートによる日程計画、PLM成果物との連携

購
買 

実
行
管
理

購
買 

価
格・契
約
管
理

購買情報
仕入先・品目

発注管理 購買契約管理

受入管理 見積管理

購買分析

購買活動を見積から受入まで
一元的にデータ管理し、仕入
価格から業務コストまで、コスト
ダウンの余地を徹底的に洗い
出します。

コストダウンは「見積」から始ま
ります。過去の様々な提案の
詳細を吟味し、相見積の内容
を比較し最適な契約を行いま
す。

発注残から納品状況まで、現
在のステータスを仕入先との
WEB協業も活用し、リアルタ
イムに監視し、工場の生産計
画に影響しないように購買活
動をコントロールします。

仕入先

仕入先ポータル
製品データの組織横断的・効率的／効果的な管理を実現

Oracle ERP Cloudラインナップ
Engineering Chain

SCM Cloud

ERP Cloud
EPM Cloud

Demand Chain

Supply Chain

納期回答
Order Promising

提供計画
Planning Central

会計見える化
FAH Reporting

リスク・コンプライアンス管理
GRC Cloud

人事管理

プロジェクト
PPM 予算管理

PBCS

連結
FCCSHCM Cloud

物流
OTM/GTM顧客 仕入先

在庫
Inventory

購買
Purchasing

需要管理
Planning Central

コンフィグ
Configurator

受注
Order Mgmt

構成情報管理
Product Develop

製品企画／開発
Innovation Mgmt

統合マスタ
Product HUB

製造
Manufacturing

Project PortfolioManagement Cloud

Innovarion
Management Cloud

Product
Development Cloud

Product HUB Cloud

企画

設計監理

企画 開発 生産準備

開発管理

要件

構想

プロジェクト

変更管理

部品・文書・BOM

Product
Development Cloud

Product
Development Cloud



Function

005 サプライチェーン管理

販売・需給計画・生産・調達までの
サプライチェーンを一元管理。
統合ソリューションで
企業のバリューチェーンを強化！

Supply Chain Management Cloud

ビジネスの環境は、日本から世界の市場に向け急速に広がっています。多く
のビジネスチャンスを掴み、利益の向上に貢献するためには、即効性があり
低コストで運用が可能なサプライチェーン管理システムの導入が急務となり
ました。
『Oracle SCM Cloud』は、グローバルの需給計画、販売、調達、在庫、
生産のサプライチェーン管理に必要な業務機能の全てを統合したCloud 
Applicationです。
顧客のニーズを集約、製品の企画・開発に反映、最適な調達と最適地での
生産を実現する生産計画、国際物流の管理など、全てのソリューションを
ご提供します。
サプライチェーン全体の人（人材、生産資源）・モノ（在庫、物流）・金（収益、
コスト）の情報を可視化し、先進的なグローバル経営が可能となります。

Planning Central Cloud
サプライチェーン需給計画、サプライチェーンモニタリング、課題管理

Order Management Cloud　
受注管理、納期回答、受注構成管理、価格管理、販売分析

Manufacturing Cloud　　
生産管理、生産手順管理、製造進捗管理、予算実績管理、製造分析

Inventory and Cost Management Cloud　
在庫管理、入出庫トレース、受払原価管理、在庫分析、原価分析

Transportation Management Cloud　
グローバル物流管理、輸送コスト管理、物流モニタリング、物流分析

Global Trade Management Cloud
貿易コンプライアンス管理、貿易コンテンツ管理、地域/人/モノの
スクリーニング

統合マスター

グローバル販売
/顧客管理

グローバル購買契約
/仕入先管理

サプライチェーンの需給計画

グローバル在庫状況

生産拠点の進捗状況

物流のモニタリング
/コンプライアンスグローバルSCMオペレーション

フランス

シンガポール

ノルウェー

ドイツドイツ
アメリカアメリカ

メキシコメキシコ

オランダ

ポーランド

イギリス

台湾
中国

カナダ

タイ

インド

ブラジル

ロシア

受注
調達

開発

生産
物流

日本



日本オラクル株式会社
〒107-0061 東京都港区北青山2-5-8 オラクル青山センター
oracle.com/jp

お問い合わせ窓口
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Oracle ERP Cloudモジュール群

リスク・コンプライアンス管理
財務レポート・コンプライアンス、財務トラン
ザクション制御、アクセス制御および職務
分掌管理

プロジェクトポートフォリオ管理
プロジェクト実行計画・管理（WBS管理）、
プロジェクト予算予測管理、進捗状況
管理、要員管理、コスト管理、契約管理、
請求管理、勤務時間管理、パフォーマンス
レポーティング、プロジェクト実績データ
分析

プロダクトライフサイクル管理
製品企画/開発管理、構成情報管理、
製品マスター管理

その他
人事管理、タレントマネージメント、予算
編成管理

財務会計管理
一般会計、売掛管理、買掛管理、経費精算、
支払回収管理、会計レポーティング、文書
管理（請求書等）

購買管理
購買管理（発注、受入）、見積管理、購買
契約管理、仕入先ポータル、従業員セルフ
サービス、購買実績データ分析

サプライチェーン管理
受注管理、コンフィギュレータ、価格管理、
納期回答、出荷管理、在庫管理、需要
管理、サプライチェーン計画、生産管理、
物流管理、貿易コンプライアンス


