Schleich GmbH

Neo4j が可能としたサプライチェーン全体にわた
る柔軟・高速・簡単な MDM（マスター・データ・マネジメント）

製造業

玩具メーカーの Schleich は、バリューチェーン全体にわたる様々なデータ
を効率的に管理するため、柔軟な製品データ管理（PDM）ソリューションを
模索していました。スケーラビリティとスピードが優れている Neo4j が中
心なるデータベースをして選ばれました。
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フリードリッヒ・シュライヒが 80 年前に創立した Schleich GmbH は、ドイツで最大の玩
具メーカーの 1 つで、世界中のオリジナルのおもちゃのコンセプトのリーディング・サ
プライヤです。 その有名な Schleich のプラスチック製のフィギュアは、50 カ国以上で販
売されています。 同社はもともとコミックフィギュアの開発、製造、販売に専念し、そ
の後、実物の動物や騎士、ネイティブアメリカンやエルフのおもちゃなど、その範囲を
拡大しました。

チャレンジ
Schleich は、長い歴史の中で蓄積されたデータ構造の異なる幅広いデータをサポートして
いました。 そのおもちゃは厳格な法律上の規制の対象となり、最初の設計から商品製造ま
で広範な材料管理が必要です。 例えば、個々の玩具部品、その品質基準および国別の規
制、材料、生産ツール、およびそれらのデータコンポーネントのすべてを保持する必要が
あります。 データは、コンポーネントメーカやサプライヤのシステム、さまざまな国など
のさまざまなソースから、Schleich の製品データ管理（PDM）システム（製品データのマ
スターデータマネジメントシステム（MDM））に取込みます。 Schleich のスタッフは、複
雑なデータをバリューチェーン全体に渡り活用しています。
以前の PDM システムは、何年も前に Schleich によってそのニーズに合わせて開発されまし
た。 このシステムは、統合された製品データネットワークを提供していましたが、そのユ
ーザーインターフェイスでは、データ処理が複雑となっていました。 管理が面倒となり、
柔軟性、パフォーマンス、操作性といった観点から、要件に適合しなくなりました。

ストラテジー
Schleich の目標は、すべての情報をセマンティックデータモデルに入れて、社内全体で用
いることでした。 「玩具業界では、最高品質と安全基準を満たすことが重要です」と
Schleich のオペレーション担当バイスプレジデント Andreas Weber 博士は述べています。
「当社のスタッフは、バリューチェーン全体にわたって関連するデータにすばやく簡単に
アクセスできる必要がありました。 すべての法的規定を遵守しているという明確な証拠が
不可欠です。 古いデータ・サイロを徐々に置き換えなければなりませんでした。

ソリューション
フレキシブルでスケーラブルなシステムを開発するに、Schleich は、Neo Technology 社
（Neo4j の開発元）とそのパートナーの Structr 社を選びました。 Structr の提供するプラッ
トフォーム(Neo4j をベースの OSS プラットフォーム)に基づく新しい PDM システムは、開
発を大幅に簡素化し、スピードアップしました。
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個々のニーズにカスタマイズしたにユーザーインターフェイスのミニアプリの開発も数日し
か要しません。 他システムとのインタフェースも高度な統合が保証されています。
Structr 社の作成したグラフアプリケーションプラットフォームは、Schleich のスタッフが
必要とするミニアプリの開発を簡単にします。各部門は、専用のユーザーインターフェイ
スで各機能にアクセスすることができるようになりました。
Structr GmbH 社のマネージングディレクターAxel Morgner 氏は「すべてのデータは、各ア
プリケーションの背後で Neo4j で統合されています。ミニアプリはそれぞれのユーザーグ
ループのニーズに合わせて作られており、最適のインターフェースと操作方法を実現して
います。Web ベースであってもモバイル機器用であってもフレキシブルなフロントエンド
は、素早くアプリ開発できます。 そして、柔軟性とスピードが Neo4j の最大の利点です。
大規模な企業のマルチユーザー操作でも問題なく実行でき、ユーザーはシステムを並行し
て操作できます。」

「品質保証の透明性
の向上に加えて、
PDM では、今日、バ
リューチェーンに沿
ったすべてのプロセ
スをより効率的に計
画し、追跡すること
ができます。」
–Dr. Andreas Weber,

結果
わずか 6 ヶ月で、Schleich は新たな PDM ソリューションを導入し、そのデータセット全体
を移行しました。
Weber 氏は言います。「機能モジュールとしてのミニアプリの可用性は、システムの効率的
な利用法を可能にします。パフォーマンスも優れています。 変更リクエストやデータビュー
の変更は、迅速に実施することができます。」
スタッフは、使用されている原材料についての正確な情報を、例えば部品表ミニアプ
リを通じて受け取ることができます。 これにより、法令遵守を確認し、必要に応じて
製造方法を調整することができます。 原材料メーカーやサプライヤーから Schleich 内
の生産チームまで、バリューチェーン全体を明確に把握し、マテリアルマネジメント
やコンプライアンスなどのために追跡することができます。 法律の変更は、その影響
を迅速かつ容易に評価することができます。

Vice President of Operations,
Schleich GmbH

外部からのユーザーは、ミニアプリで事前に定義されたアクセス権を使用して、関連する
データを表示および編集できます。外部の研究データなども直接システムにインポートで
きます。例えば 要注意物質（SVHCs）の欧州化学物質庁（European Chemicals Agency）リ
ストなど、外部のデータセットとも簡単に統合が可能です。
Structr プラットフォームのオープンシステムアーキテクチャは、Schleich が用いる様々なシステム
環境を統合できます。 新しいシステムと SAP を直接組み合わせるすることで、PDM への要
求のほぼすべてを満たす新しいプラットフォームとなることできます。業界標準の SAP を
特定の場所に導入することにより IT インフラストラクチャの複雑さを軽減しながらコス
ト削減できるようにします
Weber 氏曰く、「新しいプラットフォームを使用して、さまざまなシステムのデータセッ
ト全体をすばやく簡単かつ柔軟に管理できます。 品質保証の透明性の向上に加えて、
PDM では、今日、バリューチェーンに沿ったすべてのプロセスをより効率的に計画し、
追跡することができます。」
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