有限会社ブル精密

高度なガラス加工技術を持つ少数精鋭企業が
技術情報など情報資産の有効活用を目指し
ドキュメント管理システムで効率化を推進
導入の狙い
・増え続ける書類データの効率
的な管理
・関連情報を即座に参照できる
業務基盤の整備

導入システム
・ドキュメント管理システム
『 eValue NS 2nd Edition
ドキュメント管理』

導入効果
・関連する文書を紐付けて即座
に参照できる
・必要な情報がすばやく検索、
確認できる
・版管理で最新図面がスムーズ
に参照できる
・アクセス権の設定で情報漏え
い対策を強化
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有限会社ブル精密

精研削法による非球面レンズ研磨加工と特殊形状超特急加工のエキスパート集団

【業種】
ガラス加工業

有限会社ブル精密は、高度な精研削法によるガラス加工技術を持つパイオニア企業
だ。深海8,000メートルの水圧に耐える撮影用のガラス球の製作など、革新的な取り
組みは顧客から高い評価を得ている。見積依頼案件の増加とともに、技術情報や図

【事業内容】精研削法による非球面レ
ンズ鏡面研磨加工や特殊形状超特急
加工など
【従業員数】30名（2018年8月現在）

面などの書類データの効率的な管理の必要性を実感した同社は、
『eValue NS 2nd
Edition ドキュメント管理』
を導入。既存の書類データの棚卸しを行い、関連する情報
が即座に参照できる業務基盤を整備した。今後、本格的な運用を開始することで、業
務が飛躍的に改善できると大きな期待を寄せている。

2018年8月取材

1

有限会社ブル精密

■

高度なガラス加工技術で
事業領域を拡大
有限会社ブル精密は、1984年に栃木

市に創立されたガラス加工のパイオニア企
業だ。
『笑顔とねばり』
『どんなモノにもトライ
する勇猛で忠実な会社にしよう』
をモットー
に、少数精鋭で常に技術革新を追求し、
高度なガラス加工技術を用いた革新的な
事業を展開している。

の水圧に耐えるものを作ることは困難でし

が必要不可欠でした」と川井氏は当時を

た。ですが、当社のガラス加工技術を用い

振り返る。

ることで、深海8,000メートルの水圧に耐え

特に最近は新規顧客からの見積依頼

るガラス球製作の実現に至ったのです」
と

が急増。多いときには、1日で30件ほどの
見積書を作成し、社内の書類データは増

川井氏は語る。

■

え続ける一方なのに、提出後の進捗状況

各自の裁量に任せていた
ドキュメント管理の
標準化に取り組む

は把握できていない状態となっていた。
そこで、以前からP Cやプリンターなどの
O A機器の導入で取引実績のあったリコー

今まさに、同社は事業拡大への重要な

ジャパンの営業担当者に書類管理に関す

以前は、大手メーカーのプロジェクターに

転換期を迎えている。そのための課題とし

る悩みを相談してみた。課題解決の最適

内蔵する高性能レンズの加工・生産が事

て感じているのが、情報発信力と技術情

な仕組みとして提案を受けたのが、OSKの
『eValue NS 2nd Edition ドキュメント管

業の約8割を占めていた。しかし、数年前

報をはじめとした各種書類の基盤整備だ。

に革新的な金型レスのものづくり環境を整

具体的には、社内のファイルサーバーに

備したことで、製作コストや製作期間を削

蓄積されている書類データを整理し、必要

減した試作品作成が可能となり、事業が

な技術情報をすぐに取り出せる環境の整

テムの詳しい説明を受け、機能面やサポー

拡大している。

備である。顧客からの注文に応じて作成さ

ト面などを総 合 的に評 価して導 入を決 断

れる、規格票や作業工程表、図面データ、

した。

「通常、デジタル機器の部材の生産に

理』
だった。
川井氏は、早速O S Kの担当者からシス

出荷時の検査票などに加え、売上に関す

「まず、当社が必要としている機能が全

ては完成するまで数カ月を費やし、数百万

る書類も複数存在している。ところが、これ

て網羅されていました。さらに、O S K担当

円かかるケースもあります。しかし、当社なら

らの管理方法は担当者任せとなっていた。

者のドキュメント管理に関する知識がとても

は金型を使用します。金型は、ものによっ

ば金型レスで高精度な部材を生産できま

「データはすべてファイルサーバーに保管

豊富で、何か分からないことがあっても、こ

す。安いものでは数十万円、早ければ3週

されているけれど、フォルダ名は、お客様

の人に電話をかければ解決する、という安

間程度で試作品が作れるのです」
と経理

別もあれば製品別もありで管理方法は担

心感が導入の決め手となりました」

部 部長の川井 佐知子氏は語る。

当者によってバラバラです。書類もW o r d

■

同社は、金型レスの手法をガラス加工業

やE x c e lのファイルが混在していました。そ

界の展示会で発表。低コスト・短納期で試

のため、お客様から過去の案件の仕様に

作品を作りたいという潜在的なニーズを呼

ついて問い合わせがあっても、担当者に

び起こし、予想以上に多くの企業からの引

確認しないと必要なデータがどこにあるの

き合いを受けた。それを契機に知名度が

か分からない状態だったのです。例えば、

徐々にアップし、医療装置や印刷装置など

FAXの発送票1つ取っても、全員が違うも

で使用される各種レンズの超精密加工を

のを利用していました」

手がけるようになっている。

また、同社ではCADシステムを利

近年では、日本の海底資源を調査する

用しているが、それはあくまでも単独

深海無人探査機「江戸っ子1号」プロジェ

利用で、製品情報として紐付けた

クトにも参画し、深海の水圧に耐える撮影

管理はされていなかった。

用のガラス球の製作を実現。ネットメディア

「 関 連する情 報が分 散している

からも取材を受け、その卓越した技術力は

と、それだけ管理が煩雑になり、必

大きな注目を集めている。

要な情 報を瞬 時に確 認することが

「深海8,000メートルでは、軽自動車が

難しくなります。作業の効率化とこ

小指の先に乗るくらいの圧力がかかるとい

れからの事業拡大を考えると、関連

われています。そのため、大手企業でもそ

する情報を一元管理できるシステム
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システム選定のポイントは
4つの機能
川井氏が、最終的に『eValue NS 2nd

Edition ドキュメント管理』
を選定したポイン
トは、大きく四つあるという。
一つ目のポイントは、それぞれの案件に

経理部 部長

川井 佐知子氏
「今回、既存のドキュメントを分類・整
理したうえで、アクセス権のある人が
関連する情報を即座に参照できる業
務基盤を構築できました。今後もITを
有効活用しながら業務改善に努めて
いきます」

有限会社ブル精密

関連するデータの一元管理。
「このシステムなら、P D F化したC A D図
面や作業工程表などの技術文書だけでな
く、見積書や注文書、さらに出荷時の送り
状や請求書まですべて1フォルダにまとめ
て管理ができます。売掛金の回収状況を
紐付ければ、案件ごとの進捗状況が即座
に把握できる。これならば、業務効率が格
段に向上する、と感じました」
二つ目のポイントは、優れた検索性。

日本 の 海 底 資 源を調
査する深 海 無 人 探 査
機「江戸っ子 1 号」
プロ
ジェクトにも参画し、深
海 8,000メートルの水
圧に耐える撮影用のガ
ラス球の製作を実現

「O f f i c eツールで作成したデータはもちろ
ん、紙の図面もP D F化すればシステムで
管理できます。テキスト情報から文字や金
額の検索ができるのは、詳細な情報を確
認したいときに役立ちます」
三つ目のポイントは、版管理機能。
「例えば、CAD図面データが旧版である

ルールに基づいた整理整頓を行う。そこか

ている総務経理関連の書類データをすべ

ら始めていくことが重要です。例えば、過

てチェックし、不要なデータは削除する作

ことに気づかずに作業を進めてしまった場

去5年間で一度も参照したことがないデー

業を実施。
そのうえで、管理が必要なものは

合、あとで大変なことになります。しかし、

タは破 棄する、逆に重 要なデータは案 件

『eValue NS 2nd Edition ドキュメント管

常に最新版が表示される版管理機能で、

に紐付けて保管するなど、今まで個人任

理』にアップロードし、検索機能を使った整

そうしたリスクを未然に回避できます。また、

せとしていた部分に明確なルールを定めた

理を行っていった。あわせて、O S Kのアド

誰がいつ、どのような変更を行ったのかも

のです」

バイスを参考にしながらドキュメント管理の

履歴から確認できるので、責任の所在も明

不要なデータが大量にあると管理は煩

業務ルール策定も進めている。

雑になる。また、不要なデータを破棄するこ

「最初は試行錯誤の繰り返しで大変で

とは限られたサーバーのディスク容量を活

した。今は、具体的な運用イメージを描き

用し、リソースの無駄を省くことにも繋がる。

ながら考え、基本手順を整備することを重

る情報には、経営者や経理・人事総務担

同製品の、一定期間参照していないデー

視しています。社 内のドキュメント管 理が

当者以外には見られたくない給与に関す

タを一 括 削 除できる機 能は、その点で大

本格的に軌道に乗ってくれば、大幅な業

る情報など、機微なものもある。だが、予め

変便利だという。

務改善につながると確信しています。例え

アクセス権を設定しておけば、権限を持つ

■

ば、一つの案件に関連するデータをすべ

確です」
四つ目のポイントは、フォルダやファイル
に設定できるアクセス権限。社内で管理す

具体的な運用イメージを描き
着実な業務改善につなげる

て紐付けすることができれば、ワンクリック

このように、
『eValue NS 2nd Edition

川井氏は、実際の運用に向けた準備の

のように、フォルダやファイルから探し出す

ドキュメント管 理 』は、これまでのデータ管

第一段階として、まずは自身が担当する総

手間が省けるので、業務スピードは飛躍的

人以外の参照を制御でき、情報漏えいの
心配もなくなる。

理における課題を解消するのにうってつけ
といえる。ただし、既存のファイルサーバー

務経理分野の文書から着手した。
「 過 去 5 年 間の売り上げや製 造 原 価 、

で即座に関連書類を参照できます。以前

に向上するはずです」と今後の展開を語
る。既に、新規案件については、
『eValue

に無造作に保存されたデータをそのまま移

給与などのお金に関する書類を精査する

NS 2nd Edition ドキュメント管理』のみの

行したのでは、抜本的な解決には結びつ

ことから始めました。履歴管理の要・不要

運用が始まっている。

かない。

を判断し、他データとの関連付けが可能か

「まずは、既存の書類データについての
棚卸作業が必要だと考えました。ドキュメン
ト管 理の業 務ルールを明 確に定め、その

また、過去の類似案件を検索して再利

どうかを整理しながら、業務ルールを明確

用することで、これまで多くの労力を費やし

化していったのです」

ていた見積書の作成時間短縮も見込んで

川井氏は、ファイルサーバーに保存され
3

いる。C A D図面などの技術文書について

有限会社ブル精密

も、版管理によって常に最新版が閲覧で
きるため、修正箇所の見落としも未然に防
止できる。
「今後は、主に製造現場の社員がドキュ
メント管理システムを活用していきます。製
造現場では以前からP Cを設置しているの
で、C A D図面を確認しながら作業を行う
環境は整っています。これまでに指導して
もらったことを参考にしながら、分かりやす
いマニュアル作りも行っているので、早い

システム導入によって、
関 連する文 書 の 一 元
管理や版管理などが効
率的に行える業務基盤
が整った

段階で全社展開できるようになると思いま
す」
と川井氏は語る。
同時に、もう一つの課題である、同社の
ガラス加工の特殊技術や高度な加工ノウ

急ピッチで進める同社では、新年度からの

ハウをアピールする情報発信力の強化に

システム本稼働を予定している。
『e V a l u e

も着手した。ホームページやS N Sを通じて

NS 2nd Edition ドキュメント管理』により、

効率的にP Rするための環境と体制づくり

効率的な情報管理を行うための業務基盤

の一環として計画しているのが、リコージャ

は整った。今後は、書類の増加に慌てるこ

パンのW e bアプリケーション
『おりこうブログ

となく、既存顧客に対してはもちろん、新

DS』の活用だ。ホームページとSNSを連携

規顧客にも効率的な対応が行えるという自

した情報発信力の向上を期待している。

信は、大きな推進力となるだろう。川井氏

「当社には外回りの営業はいません。各

は蓄積された情報をさらに有効活用するた

種展示会やホームページ、S N Sが主な情

めにも、今後もO S Kの手厚いサポートに大

報 発 信 源です。
『おりこうブログD S 』は、

きく期待を寄せている。

直感的な操作で誰でもすぐに利用できる
のがとても便利です。当社の高度なガラス
加工技術を効果的にアピールして、新規
顧客を増やしていきたいと考えています」
事業規模の拡大に向けて、目の前の課

有限会社ブル精密のホームページ

http://www.cc9.ne.jp/~bull/

題を解決すべく社内の運用ルール整備を

お問い合わせ
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