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第 4 章 まとめと提言 

 

素形材産業向けソフトウェア関連用語集 

 

[要 約] 

はじめに 

1. 調査の目的 

素形材企業が IT 化を実施するに当っては、新たにシステムを開発するより、既成のソフ

トウェア製品を活用することが、時間、人、コストの面で効率的である。しかし、多くの

分野に多種多様なソフトウェアがあるため、適切な選択は難しい。また、素形材側にニー

ズはあるが、対応するソフトが無い、又はあっても十分に対応していないものが多い。 

本調査は、第一に、現在のソフトウェア製品の動向と内容に関する情報を素形材企業に

提供することにより、素形材企業の効率的な IT 化を図ること、第二に、ソフトウェア･ベ

ンダーに素形材企業の多様なニーズを提供することによって、そのニーズを反映したソフ

トウェア製品の開発を促進することを目的に実施した。 

2. 調査の内容 

(1) 素形材産業に関連するソフトウェア製品の動向 

素形材の生産技術(CAD、シミュレーション(CAE)等)の分野を中心に、更に経営･生産管理

(生産･在庫管理、商取引)等の分野をも対象にして、ソフトウェアパッケージ製品(ASP を

含む)の動向と素形材企業の活用の状況を分析した。この際、通信インフラ、CAD 技術の動

向、IT 環境の変化等を踏まえることとした。 

(2) ソフトウェア製品の詳細調査 

素形材企業の態様(業種、取引関係等)及び利用分野に応じて、利用可能なソフトウェア

製品を以下の手順によりピックアップして、それぞれの内容と特徴を整理した。 

・ 企業態様と利用分野を整理し、区分毎に適用可能なソフトウェア製品をソフトウェア･

ベンダー等に係る資料調査、情報収取によりピックアップした。 

・いくつかのソフトウェア製品については、ソフトウェア･ベンダーからの説明や、それ

を使用している素形材企業の評価により、その特徴を整理した。 

・適用可能なソフトウェア製品の内容と特徴をそれぞれの分野別に整理した。 

(3) ソフトウェア製品に関する素形材企業のニーズ調査 

素形材企業に対し、使用しているソフトウェア製品、その評価、改良へのニーズ、新
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ソフトウェア製品に関するニーズをアンケート等により調査し、その結果を解析し、素

形材企業が期待するソフトウェア製品について検討した。 

3. 調査の方法 

素形材センター内に産学官の学識経験者等による「素形材産業におけるソフトウェア製

品の活用の状況とニーズに関する調査委員会」を設置し、調査を行った。 

第 1 章 素形材産業に関連するソフトウェア製品の動向 

1.1  背 景 

素形材産業における国際競争の激化や技術革新の中で、競争力強化の方策として、設計・

シミュレーション・検証などに要する開発期間の短縮、効率的な生産管理の実現、製品品

質の向上などが必須となっている。そのため、IT を活用した新しいものづくりを実現する

関連設備への投資が、大企業だけでなく、中堅・中小企業でも積極的になされつつある。 

また、「IT 新改革戦略」のような政府の取り組みにも後押しされて、今後は素形材産業

も製造業務だけでなく、基幹業務などにも IT 投資をしていくことが予想される。 

一方で、中小製造業の生産管理プロセスにおける IT 活用は、大企業と比べて進んでいな

いという報告もある。生産現場と密接にかかわる生産管理システムなどは、機能を 低限

に抑えたとしても、投資金額としては 2,000 万円を超えることになり、中堅中小規模の製

造業にとっては手を出せないという現状があるという。 

システム開発に関わるコストの問題については、開発メーカが素形材産業の共通のニー

ズをくみ取り、それらのニーズが反映された汎用のソフトウェアパッケージを低価格で提

供するようになることが期待されている。 

1.2  IT 環境の動向 

1.2.1  ソフトウェアと素形材産業の業務の流れの位置づけ 

今回、調査対象としたソフトウェア製品分類と素形材産業の業務の流れは、図 1-2-1 の

ように関連づけることができる。 
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図 1 ソフトウェアと素形材産業の業務 

 

素形材産業に関連するソフトウェアの流通では、開発会社が直接販売するルート、販売

代理店が間接販売するルート、直接販売と間接販売を併用するルートの 3 つに大別される。

素形材産業では、ソフトウェア開発会社とパートナー契約を結んだ販売代理店がユーザ企

業への製品営業、販売、導入支援、サポートなどを行うケースが多い。販売代理店によっ

て、取扱製品や販売方法、コンサルティングサービスの内容、保守サービスの内容、価格

などが異なるため、よく検討のうえ選択する必要がある。 

ここ数年で企業を取り巻く IT 環境は、インフラ面、コスト面、アクセス管理や情報漏洩

対策などのセキュリティ面などで大きな進歩を遂げた。IT 環境は社会基盤として必要不可

欠なものとなり、場所、端末、接続形式など利用方法も多様化している。 

素形材産業に関わる企業にとっても、どの局面でどのアプリケーションを利用するかだ

けでなく、どのようにサービスやソリューションを利用するかといったことも選択できる

ようになりつつある。これまでは、多くの企業にとって、社内にサーバやクライアント PC

を用意し、パッケージソフトウェアを導入するというのが一般的であった。しかし、アプ

リケーションプロバイダのサーバに用意されたソフトウェアを、ユーザがインターネット

を介して利用する方式の ASP(Application Service Provider)をはじめ、SaaS(Software as 

a Service)、SOA(Service Oriented Architecture)といった新しいサービス提供形態も普

及し始めている。ASP は社内のサーバやクライアント PC にインストールして利用する必要

がないため、比較的手軽に利用を開始できる。初期導入コストがかからず、ソフトウェア

のメンテナンスやアップデート、セキュリティ管理もサーバ側のみで行えばよいため、ユ

ーザの負担が減ることが大きなメリットである。ASP の利用にあたっては、ソフトウェア

のライセンス費用の代わりに、利用した期間やユーザ数に応じて課金されるサブスクリプ
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ション契約を行う。 

SaaS は、ソフトウェアの必要な機能をインターネットを介して Web ブラウザから利用す

ることができるサービスで、カスタマイズなどが比較的容易なこと、他のアプリケーショ

ンとの連携がしやすいなど、ASP より柔軟かつ低コストで活用できる。 

1.3  CAD/CAM 関連の動向 

CAD/CAM は、近年、機能・操作性が大幅に改善され、価格も下がり、投資対効果の改善

が普及を促したが、現状では導入推進より既存の CAD/CAM の適用範囲の拡大に注力する企

業が目立っている。設計ツールの主役が 3 次元 CAD になったことで、設計の効率や品質は

高まったが、3 次元モデルには製造工程等で必要な情報を盛り込みにくいことから、設計

部門では 2 次元図面の作成も強いられているのが現状である。図面レスはなかなか実現で

きず、いまだに“2 次元図面＋3 次元モデル”など図面を併用している企業も多い。CAD/CAM

データの後工程での利用についても、産業機械、自動車産業等では“2 次元データを主と

し、3 次元データを補完的に使用”しているという。 

CAD/CAM のランキングトップの入れ替わりは激しいが、日刊工業新聞社によれば業種に

より多少差異はあるが、例えば「自動車･自動車部品」では 1 位 CATIA V5､2 位 CATIA V4､3

位 I-deas となっている。海外 CAD/CAM メーカの強さが顕著である。 

CAD/CAM メーカはデザイン・設計・解析・製造まで領域まで拡げ、製造領域でも例えば

金型設計・治工具検討・組立検討・測定・作業手順書作成までも支援するソフトが普及し

はじめている。 

設計・生産・検査などの部門によって、複数の異種ツールが混在する環境が定常化して

いるが、市販の CAD/CAM は固有のデータ形式を持つため、企業や部門ごとでデータの互換

性がないという問題がある。より確実なデータ交換を求める場合は、IGES(米国標準)や 

STEP(国際標準)よりも、CAD/CAM 固有の Native データおよび Kernel データ形式によるデ

ータ交換が 適である。一方で、データ品質が粗悪なため変換が失敗するケースが多いが、

データ品質を高めることにより、汎用フォーマット(IGES/STEP)によるデータ交換の成功率

を向上させることができる。 

第一世代 CAD は製造業の『必要性』から生まれ、第二世代は『新しい技術』がシステム

の開発と展開を助けたが、第三世代のシステムには今の CAD/CAM システムの制約、限界を

超えた『自由度の追及』が望まれる。 

1.4 ERP の概要、導入状況及び効果 

ERP(Enterprise Resource Planning：企業の全資源の 大効率的な計画と実施)システム

は、①複数の基幹業務(会計、生産管理、SCM、CRM、人事、他)をその対象範囲として、②
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ひとつの連携するデータベース(RDB)に、関連するデータが一元的に記録されて、③複数の

業務間でデータをリアルタイムで相互利用が可能であり、業務分野が異なったプロセスで

データが入力されると、一元的に RDB 上で更新されるシステムで、いわゆる”見える化“が

実現できる。ERP は売上高の大きい企業ほど導入が進んでいる。 

1.5  ソフトウェアの製品分類 

図 1 に示した素形材産業の業務に即し、表 1 のようにソフトウェア製品を分類した。 

 

表 1 調査対象とする製品分野 

大分類 中分類 

開発設計・生産 CAD/CAM、 CAE、CAT、PDM、生産計画・管理 

調達・販売・流通 SCM(供給連鎖管理)、在庫管理、CRM(顧客管理) 

人材開発と管理 人事・給与管理 

経営・資産管理、基幹業務系 PLM、ERP、財務・会計管理、コラボレーションツー

ル(管理系)、コラボレーションツール(情報系＝グル

ープウェア)、ガバナンス、リスクマネジメント 

環境管理 環境管理(EMS) 

 

第 2 章 素形材産業に関連するソフトウェア製品の詳細 

素形材産業で活用される可能性が高く、国内での販売経路が確立されており、一定の販

売実績があるソフトウェア製品を中心に選択した 193 件について、①製品名、②開発元、

③販売会社、④価格帯(3 次元 CAD/CAM のみ)、⑤製品対象業種、⑥製品概要、⑦製品サイ

ト URL の情報について、それぞれ表 1 に示す分類に基づき一覧表にまとめると共に、うち

162 件のソフトウェアの機能等の詳細を個票としてまとめた。 

 

第 3 章 素形材産業におけるソフトウェア製品の活用状況とニーズ 

3.1 素形材産業におけるソフトウェア製品の活用状況 

CAD/CAM 及び生産管理システム等を積極的に活用している鋳造企業及び鍛造企業のうち、

代表的な企業各 1 社の事例を以下に紹介する。 

(1) 鋳造企業における活用事例 

手込め単品のフルモールド鋳造法は、3 次元 CAD を始め多くの IT に適合しやすい鋳造法

である。例えば、模型製作工程では CAD で図面から 3 次元ソリッドを作り、CAM で NC デー

タを作成し、発泡スチロール模型を NC 加工により作り出している。この 3 次元ソリッドデ

ータは、鋳造・鋳物加工と各生産工程に幅広く活用されている。 

各工程でのソフトウェア導入の 大の目的は、製品の品質向上・工数削減・納期短縮・
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技術蓄積にある。また、社内の情報伝達のみならず、顧客との鋳造品の寸法確認・鋳物形

状の変更確認等にも、3 次元ソリッドは幅広く活用されている。しかし、ベンダーより提

供されるパッケージ・ソフトのみでは、自社内のニーズに対応できない状況が多く見られ

るため、ソフトのカスタマイズを進め独自のシステムを構築している。 

管理部署では、仕入れ管理・在庫管理・工程管理・情報管理・人事管理・財務管理に、

ソフトウェアを使用しているが、自社独自の管理手法が従来から取られて来ているため、

パッケージ・ソフトではニーズに合うソフトが少なく、カスタマイズのみならず独自の個

別開発ソフトが多くある。 

 ソフトの進化と PC ハードの進化が、現場でのソフトウェアの活用度を増大させている。

また、生産現場にソフトウェアを活かすために、自動化・標準化が促進され若年作業者で

も作業が可能となっている。 

(2) 鍛造企業における活用事例 

金型製作用の放電電極、WIRE-EDMのツールパス作成にUNIGRAHICSを使用している。また、

工程図、金型図面、FEM解析モデル、測定器用形状データもUNIGRAHICSを使用して作成する

が、これらの多くは2次元データである。2次元から3次元に移行しない主な理由として、①

圧入式金型をモデル化した場合、圧入代分モデルが重なり合って干渉チェックが難しい、

②ひな形図面が3次元化されておらず3次元設計は設計工数増となってしまう等が挙げられ

る。オリジナルアイコンメニューを作成し、3次元 CAD上の2次元作業の工数削減にも取り

組んでいる。 

新規品の設計時には、DEFORM-2Dを使用して成形解析を必ず実施し、特に多段成形におけ

る工程設計(形状、成形荷重の確認、ダメージパラメータによる冷鍛割れの予想)に活用し

ている。解析業務は専任者ではなく、各製品担当が鍛造工程設計時に行い、金型構造、金

型寸法へ反映させる事で試作回数低減に役立てている。 

新規品の早期安定立ち上げについては、過去の得られた知見(ノウハウ)をいかに横展開

し有効活用するかが、重要である。そこで、データを蓄積し、簡単に検索、活用できるシ

ステムとして、仮想マイスターシステムを構築した。 

3.2 素形材産業におけるソフトウェア製品の活用状況とニーズに関するアンケート調査結果 

素形材企業を対象に、①情報化の状況として、コンピュータ導入数、年間 IT 総投資額、

情報システムの有無、システム化の方法、パッケージ・ソフト等の活用状況及びニーズを、

②使用しているパッケージ・ソフト及びニーズとして、ソフトウェアの種類･品名、導入目

的、投資総額、評価等を、アンケート調査し、その結果をとりまとめた。 

アンケートの回答は 117 事業所からあり、うち大企業の比率は 13%、中小企業の比率は
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87%であった。また各事業所の製品の主な用途としては、輸送機器 61%、一般機械用 10%、

電子・電気・通信機器用 9%、工作機械用 6%という割合である。 

(1) 情報化の状況について 

コンピュータの使用台数は概ね 1 名に 1 台で、LAN の構築状況は業種によってはばらつ

きがあるが、金型製造業が約 8 割程度、鋳造業、鍛造業、金属プレス製品製造業はいずれ

も 5 割前後の普及率である。 

IT への年間投資額は、資本金 5 千万円未満の事業所では、年間 100 万～500 万円、それ

以上の規模の事業所であると 1,000 万～5,000 万円程度であり、年間売り上げに対する IT

投資額の割合は、0.1%以上～0.5%未満程度が大勢を占めている。 

社内の情報システム部門の有無については、部門がある或いは部門はないが専任者がい

ると回答している事業所は 4、5 割程度で、人数は 1～3 名程度である。 

ソフトウェア導入、システム化の方法としては、自社内での検討の結果でパッケージ･

ソフトを導入した事例が も多い。 

(2) パッケージ・ソフト等の活用状況及びニーズについて 

概ね表 1 の分類をベースに、各事業所がどのようなソフトウェアを導入あるいは予定し

ているかを一覧表にとりまとめた。なお、パッケージ・ソフトだけではなく、開発ソフト

についても掲載した。 

パッケージ・ソフト導入の投資額としては、イニシャルコストで 1,000 万以上 5,000 万

円未満、カスタマイズコストで 50 万円未満、メンテナンスコストで 50 万円未満及び 500

万以上～1,000 万円未満を要している事業所が多い。 

パッケージ・ソフトのカスタマイズ化としては、鋳造業においては、比較的パッケージ・

ソフトをそのまま導入している傾向があるが、それ以外の業種では、半数程度のソフトウ

ェアについて何らかのカスタマイズが行われているようである。 

導入したパッケージ・ソフトの評価としては、導入によって効果を上げている事例が

も多いが、導入したが一部の機能しか使われていないという意見も多く、素形材業界が十

分に満足するパッケージ・ソフトがまだ少ないことが伺われる。また価格面での問題を挙

げている回答も多い。システム開発(社内あるいは委託して開発)と比較した評価しては、

機能、操作性、価格及び納期共に、システム開発に比して良かったという回答が多い。 

パッケージ・ソフト導入に際しての今後の投資方向としては、現状維持ないしは若干の

増加という意見が大多数を占めている。 

3.3 各素形材産業におけるソフトウェアパッケージ製品への期待 

素形材産業におけるソフトウェアパッケージ製品へ期待するニーズとして、本調査に協
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力してもらった鋳造企業及び鍛造企業の意見を紹介する。 

(1) 鋳造業のソフトウェアパッケージ製品への期待 

ソフトウェアへの第 1 のニーズとして、諸々のコスト低減が上げられる。新規購入・個

別受託開発のカスタマイズにしても、製造原価に大きく影響する。また、投資に見合った

業務改善の成果がすぐに現れ難い。海外と比べてソフトの売価は日本では 2 倍近いものも

ある。中小の鋳造業には、コストに見合った機能及びサービスの提供というニーズがある。 

第 2 のニーズとしては、確実な異機種 CAD 間のデータ変換の実現が上げられる。単品鋳

物分野では、多種多様の CAD データが顧客から提供され、データ変換が必要になる。この

データ変換が 100％完全なものは少ない。CAD のデータベースが完全一致していないために

起きる問題である。各 CAD ベンダーでのデータベース公開により異機種 CAD 間のデータの

授受が確実に行われる事が、業務改善に繋がると思われる。 

(2) 鍛造業のソフトウェアパッケージ製品への期待 

IT 化によって期待されるものとしては、管理工数の削減が第一義に上げられる。中小企

業のシステム管理者は、通常業務と兼任している場合が少なくない。便利なはずが、管理

工数の増加で不便にならないように、以下の改善を期待したい。 

多くのソフトウェアは Windows ベースへ移行しており、インストールに関しては非常に

簡単になったが、バージョンアップに関しては幾分問題が残っている。バージョンアップ

を行うことで、メニューの配置、プロッタの変更等が行われた場合、管理者は旧作業環境

と同等もしくはそれ以上の作業性を得る環境への再セットアップ作業を強いられる。旧環

境を引き継ぐよう、インストーラーでの配慮が望まれる。 

Web 技術を用いた PDM、ナレッジ系データベースの多くは大規模運用を想定して 2～3

サーバーソフト構成としていることが多い。サーバに適した OS を選択した場合、Unix も

しくは Linux を推奨する構成もあり、管理者は複数サーバーハードの管理、複数 OS への適

応、場合によってはネットワーク管理技術も要求される。サーバーハード 1 台に複数サー

バーソフト(もしくは複数の仮想 OS)とすることで、初期費用のみならず管理工数削減を可

能となるので、今後の技術発展に期待したい。 

 

第 4 章 まとめと提言 

経営環境の変化は激しく、各企業はグローバル化、環境対応、コスト競争激化、製品ラ

イフサイクル短縮化、多様性増加(小ロット化、JIT 対応)、市場要求品質のレベルアップ、

少子高齢化(技能伝承、人材育成問題)への対応など多くの課題に直面している。これらに

対応するための一つのアプローチとして IT(情報技術)活用が進められ、ビジネス・プロセ
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スの刷新が行われてきた。また、新しい IT が開発され、その活用が新しいビジネス・モデ

ルを産み出す一方で、必要なビジネス・プロセス変革のために新たな IT 投資を誘発すると

いう循環がうまれている。 

IT はビジネス・プロセス改革のイネーブラー(Enabler)であるという根拠として、(1)IT

によってプロセスそのものの改革が推進される、(2)IT によってプロセスが「見える化」

され、環境変化に合わせたプロセス改善が可能になる、という 2 点をあげたい。 

ビジネス・プロセス改革と IT 投資は密接に関係することがわかっている。ビジネス・モ

デルの成熟化のためには、どのプロセスを重点的に改革していくか、さらには、どのよう

な IT ツールを活用していくか、投資効果の把握も重要である。また、情報共有手段とプロ

セス改革には関連性があり、プロセス改革に適合した情報共有手段が必要であることがわ

かった。今後は、SOA (Service Oriented Architecture)により、ビジネス・プロセスの頻

繁な変更にも対応可能なシステムであることが望まれる。 

各業界の大企業においては積極的な IT 投資によって、ビジネス・プロセス改革を実行し、

大きな成果をあげている。一方、中小企業の多い素形材産業(鋳造、鍛造、プレス、粉末冶

金、熱処理、メッキなど)においては、IT によるビジネス･プロセス改革が積極的に進めら

れているとはいえない。 

IT は、ビジネス・プロセスとのマッチングが必要である。経理(会計)、人事管理などの

汎用支援プロセスに適合したソフトウェアは、多くの企業ニーズにマッチし、パッケージ

ソフトウェアも数多く開発、販売されている。しかし、素形材産業の開発、設計、生産準

備、生産、品質保証などの固有プロセス、あるいは、素形材部品の販売・流通にかかわる

SCM(サプライ・チェーン・マネジメント)に適合したソフトウェアはどこでも手に入るとい

うものではない。各企業がオーダーメイドしたり、インハウスソフトがパッケージ・ソフ

トとなり、そのパッケージ・ソフトをカスタマイズして、更にそれがパッケージ・ソフト

となるといったようにスパイラル状に発展、普及していく形態になっているため、企業だ

けの取組みでは実態をすべて把握することは難しい。 

本事業では、素形材の生産技術(CAD、シミュレーション(CAE)等)の分野を中心に、更に

経営･生産管理(生産･在庫管理、商取引)等の分野をも対象にして、ソフトウェアパッケー

ジ製品(ASP を含む)の動向と素形材企業の活用の現状を調査、分析した。 

中小企業では、ソフトウェアを利用する人材の育成が難しい。また、CAD/CAM の例でい

えば、 近ではシステムメーカの合併等で、突然ハードが変わったり、OS が変わったりす

ることもあり、どのソフトウェアをどの時点で選択をすれば良いかの判断が難しく、それ

らの情報も少ない。川下産業の CAD/CAM ソフトは幾つかに集約されてきてはいるものの、
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ソフト間で互換性が取られておらず、データ変換の点でも苦労している。ソフトウェアを

選択するにしても実際の業務に適しているかを判断するのは難しい。本調査では、このあ

たりについてのなんらかの指標を提示できればという思いで、委員会では活発な議論が行

われた。 

ソフトウェア製品は、次の 5 つのカテゴリーに分けて詳細調査、整理を行った。 

(1) 開発設計・生産 

(2) 調達・販売・流通 

(3) 人材開発と管理 

(4) 経営・資産管理、基幹業務系 

(5) 環境管理 

さらに、素形材産業のうち、特に鋳造業、鍛造業におけるニーズとソフトウェア製品の

活用状況を各分野の第一線で活躍されている委員に整理していただいた。 

業務とソフトがマッチングされれば、業務効率は改善される。しかし、どのようなソフ

トウェアをどのような業務、プロセスに適用し、どのように改革を進めていけばいいのか、

その道標と成り得る調査結果がここにまとまったことで、素形材産業における中小企業に

おいても IT 導入への意欲が生まれることを期待したい。 

ソフトウェア･ベンダーは、従来、多種多様に分れた素形材分野のそれぞれに細かく対応

すると販売本数が少量になることから、開発意欲が生じなかった。本調査により、素形材

の各分野で異なると見えてもソフトウェア面では共通と見られる課題が抽出され、相当の

市場規模を見積もれることから、開発インセンティブが生ずるものと期待される。また素

形材業界においても、上記のようなソフトウェア製品が開発されれば、更に高度なユーザ・

ニーズに対応した品質・納期で製品を提供することが可能になる。 

つまり、IT 導入により、素形材企業の各社固有のビジネス・モデルが再構築されるか、

あるいは、更なる発展を遂げて、差別化されて、国際競争力向上にも大いに貢献できると

いうように連鎖が起きることが大切である。 

ビジネス・モデルのデザインでは、競争優位性の評価、IT 予算、投資計画、利益計画、

特許投資計画等が重要になる。続く、ビジネス・モデルの構築では、IT 成熟度とビジネス・

モデル達成度の計測、評価等が必要である。さらに、ビジネス・モデルの運用、改善段階

では、コスト・マネジメントも重要である。 

ビジネス・モデルのデザインと IT 投資とのマッチングを評価するためには、各 IT ツー

ルがどのビジネス・プロセスでどのように効果を発揮するか定量的に見積もる必要がある。

そのとき、ひとつの IT ツールが複数のプロセスに関係し、コスト低減や新たな付加価値を
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生む効果がある。IT コストと効果評価表を用い、IT ツールの投資と各部門への相乗効果を

評価する試みも参考になるかもしれない。 

素形材産業の発展のために、IT 投資はなくてはならない。その投資効果の算定もきっち

り行うことが必要であり、それらの方法論の調査・整理も必要になるであろう。また、ソ

フトウェアは日々変化していく。素形材産業各社、ソフトウエアベンダーが継続的に相互

に情報交換を行い、刺激を感じながら業界の発展に貢献できるような場づくりも今後の課

題である。 

しかしながら、各社が各社固有の強みを発揮できるビジネス・モデルの構築、あるいは

ビジネス・プロセスの革新のためにもっとも適合したソフトウェアの選択が行えるように

まず、そのトリガーとして本事業の調査結果が役立つことを願ってやまない。 

 

素形材産業向けソフトウェア関連用語集(省略) 

 


