
導入の背景とねらい

最長 7 年 2 か月の保管が必要とされる過去の会計データを、
低コストで移管

「つねにより高きものをめざして」という理念と目的を掲げ、未来志向型大学として、たゆみない挑

戦を続けている千葉大学。9 つの学部と 9 つの研究科、そして 17 の研究センターを持つ同学

は、2004 年 4 月の国立大学法人化に併い、複雑化する会計基準に対応するシステムとして、

企業への導入実績が豊富で、信頼性に優れていた大規模な ERP システムを採用し、運用を行っ

てきました。

しかし、国立大学法人が必要とする独自テンプレートのサポートの終了や、保守費用の値上がりな

どが契機となって、千葉大学では 2008 年から新システムの検討を開始。2009 年にシステム入

札を実施し、コストや機能面の要望を満たす、新しい会計・財務業務システムを導入しました。

ここで問題となったのが、6 年間におよぶ運用の中で蓄積された過去の会計データをどうするかと

いうことでした。新しいシステムにデータを移行するためには、ただ単に従来のシステムからデータ

を抽出するだけではなく、新しいシステムに合わせたテーブルの変換など、さまざまな手間がかかり、

結果として莫大な移行コストが生じてしまいます。そこで千葉大学では、過去データは新システムに

は移行させず、別の方法で保管することに決定したと、同学 財務部 財務課 予算・決算グループ 

専門職員 齋藤隼人氏は振り返ります。

「会計データの保管義務は、最長で 7 

年 2 か月あります。それに、年度の比較

などを行うためにも過去の会計データは

必要不可欠なものです。しかし、その移行

に必要以上のコストをかけることはできま

せん。また、過去のデータであればこそ、

従来と同じインターフェイス、同じ操作方

法で扱える方が、望ましかったのです。し

千葉大学では、国立大学法人化と同時に、その独自の会計基準による会計・財務業
務を支える基幹システムとして大規模な ERP システムを採用し、運用してきました。
しかし、導入から 6 年間を過ぎた 2009 年、運用コストの増加を主な理由として入
札を実施し、新たな会計・財務システムを選定しました。しかし、新しいシステムに、旧 
ERP システム上の過去データを移行するには、莫大なコストがかかります。そこで、
過去データの器となる新たなソリューションを求めていた同学がたどり着いたのが、
Microsoft Dynamics AX をベースとした「過去会計実績検索システム」でした。

千葉大学

国立大学の会計・財務業務を長年支え続けた ERP システ
ムのデータを、ほぼそのまま移行。低コストかつ短納期で、

「過去会計実績検索システム」を実現

ソリューション概要

○お客様プロファイル
国立大学法人 千葉大学は、9 学部からなる総合大学
です。世界 37 か国 175 大学などと交流協定を結ぶ
など、国際化への対応を重視する同校の理念は、「つね
により高きものをめざして」。世界を先導する創造的な教
育研究活動を通しての社会貢献を使命とし、生命のい
っそうの輝きをめざす未来志向型大学として、たゆみな
い挑戦を続けています。

○ソフトウェアとサービス
Microsoft Dynamics® AX

○メリット
・ Microsoft Dynamics AX をベースとしたシステムに

より、低コストかつ、短期での導入を実現
・ 従来の ERP システムのデータを、ほぼそのまま

移行可能
・ Microsoft® Office 製品との親和性の高さによって、

帳票類の作成も容易

○パートナー
株式会社 エヌティ・ソリューションズ

○ユーザーコメント 
「今までの ERP システムの代わりになるものがあ
るのかどうか？　と、ずっと不安にしていたところに 
Microsoft Dynamics AX という、最適な製品を提案
していただき、さらに、私たちの出したいくつかの厳しい
条件に対して 1 つずつ答えを探し、開発を進めていた
だいたエヌティ・ソリューションズさんにとても感謝してい
ます。」

千葉大学 財務部 財務課 
予算・決算グループ 専門職員
齋藤 隼人 氏

「重要なデータを扱う立場からすれば、なじみのないベン
ダーの製品を入れて何か不具合があった時にはどうす
るのか？　と考えてしまいます。しかし、マイクロソフトの
製品であれば、サポートもしっかりしているので、安心感
があります。Microsoft® SQL Server® についてもいく
つか稼働実績がありますので、年間約 50 万件という
データ量も問題ないのだろうな、と感じていました。」

千葉大学 情報部 情報企画課 専門職員
丹谷 浩一 氏

千葉大学



かし、従来のシステムを使い続けることはできなかったため、非常に困って

いました。

Microsoft® Office Access® を使って、自作することも考えましたが、出

てくる数字に間違いがあれば、責任を負いきれるものでもありません。」

こうして検討を重ねる同学が選択したのが、Microsoft Dynamics AX を

ベースとした、株式会社 エヌティ・ソリューションズ (以下、エヌティ・ソリュー

ションズ) の「過去会計実績検索システム」でした。

システム概要

年間約 50 万件のデータを
そのまま移行し、スムーズに活用

エヌティ・ソリューションズが提案するシステムでは、従来の ERP システムの

データを、ほぼそのままの形で移行し、活用することが可能です。さら

に、Microsoft Dynamics AX をベースとすることで、Microsoft Office 製

品との親和性が高く、帳票類の作成や、Microsoft® Excel® を使ったデー

タの加工などが容易に行えるようになっています。

しかし、エヌティ・ソリューションズから提案を受けるまで「Microsoft Dynamics 

AXのことは知らなかった」と、千葉大学 情報部 情報企画課 専門職員 丹

谷浩一氏は話します。

「初めて Microsoft Dynamics AX のデモを見せていただいた時は、『本

当に国立大学法人のニーズを満たせるのかな』という疑問があったのです

が、エヌティ・ソリューションズの方に、『できます』と言っていただいたことで安

心しました。

重要なデータを扱う立場からすれば、なじみのないベンダーの製品を入れて

何か不具合があった時にはどうするのか？　と考えてしまいます。しかし、マイ

クロソフトの製品であれば、サポートもしっかりしているので、安心感がありま

す。それに Microsoft Office 製品を事務の必須ツールとして使っています

し、Microsoft SQL Server についてもいくつか稼働実績がありますので、

年間で約 50 万件というデータ量についても問題なく対応できるのだろう、と

感じていました。」

千葉大学が、「過去会計実績検索システム」に求めた主な要件は次の 2 つ

でした。

　1．従来の ERP システムとほぼ同じ操作でデータを抽出できること

　2．従来の ERP システムのデータを、ほぼそのまま移行できること

千葉大学

千葉大学 財務部 財務課 予算・決算グループ 専門職員
齋藤 隼人 氏 (左)

千葉大学 情報部 情報企画課 専門職員
丹谷 浩一 氏 (右)

旧システム 新システム

■ 過去会計実績検索システム概要

大型 ERP
大学向けテンプレート

［ 過去会計実績検索システム ］

［ 独立行政法人向け 会計パッケージ ］

過去データを移行

現在残高のみ移行

・ 残高照会
・ 明細照会
・ 伝票照会
・ 仕訳帳
・ 残高試算表
・ 財務諸表
・ 得意先元帳
・ 仕入先元帳
・ 予算執行状況表

旧会計伝票、残高、予算、各種マスターを
旧システムからエクスポート。

Microsoft Dynamics AX の汎用ツールや
プログラムを使用して、データをインポート。

・
・



この要件に応えるために「リーズナブルに ERP を導入できる Microsoft 

Dynamics AX と、当社の ERP ノウハウを最大限に活かすことができた」と

話すのは、提案を行ったエヌティ・ソリューションズ ERPソリューション部 次

長 南雲暢之氏です。

「私たちは、以前から ERP システムを扱っています。データの移行について

は、その経験が活かせます。さらに、今回は Microsoft Dynamics AX とい

う武器もありました。非常に開発もしやすく、千葉大学様のご要望に合せた

インターフェイスの作り込みとデータの移行も、標準機能だけで対応が可能

でした。予算管理に関する 3 種類の帳票だけは、国立大学法人様特有の

要件が求められるため、少し工夫が必要でしたが、そのほかは問題なく、スム

ーズに開発を完了できました。」

導入効果

国立大学法人の複雑な会計基準に
低コスト、短納期で対応

千葉大学が、この「過去会計実績検索システム」の採用を決定したのは、

2009 年 10 月末のこと。そこからわずか 2 か月足らずで開発が完了。

2010 年 1 月には過去データの移行も完了し、同年 2 月にサービスインを

迎えています。

運用開始からまだ日も浅いため、導入効果についてまだ明確には把握され

ていません。しかし、カスタマイズによって以前の ERP システムと同等の

データ分析のドリルダウン機能を実現しているほか、データ抽出の速度など

も期待値を満たしていると齋藤氏は話します。

そして、この構築を通して「新しいシステムへの手応えが十分に感じられた」

と話すのは、エヌティ・ソリューションズ ERPソリューション部 Dynamics

サービス課 神戸豪文氏です。

「今回の開発の成果の筆頭として、柔軟性が非常に高いシステムであ

るために、開発費用をかなり削減できたことが挙げられます。Microsof t 

Dynamics AX が日本でリリースされてからそれほど経っていないこともあっ

て、私たち自身まだまだ経験が少なく、千葉大学様のニーズを伺いながら新

しいことにチャレンジしていく過程では、多少の苦労はありました。しかし、そ

れでも開発コスト削減というメリットを出せたことを考えれば、今後、より効率

的にお客様のニーズに応えていくことも可能だと思います。

今回の対象となった ERP システムは、多くの大学でも採用されています。そ

うしたシステムのデータ移行が非常にシンプルに行えたことは重要です。

特にマスターの移行が標準機能で行えることはポイントでしょう。トランザク

ションに関しても会計伝票用の汎用的なツールを使うことでスムーズにいき

ました。」

今後の展望

永続的な利用を支える安心感を

エヌティ・ソリューションズ 取締役 ERPソリューション部長 森本貴氏は、今

回の開発における成果が「次につながった」と説明します。

「今回のプロジェクトを通じて、Microsoft Dynamics AX をベースにした

大学の『会計・財務システム』の製品化も、はっきりと見えてきました。国立

大学法人のニーズに合わせた機能の提供、大量のデータを扱うパフォーマ

ンス、そして大型の ERP システムと比較して、イニシャルコストはもちろん、

運用・保守にかかる費用も大幅に軽減できるソリューションです。」

齋藤氏は、今回のプロジェクトを振り返って次のように話します。

「今回の一連の開発は、従来利用してきた会計・財務業務システムの当初

のサポート期間が終了してしまい、さらには国立大学法人に対応したテンプ

レートのサポートが切れてしまうために、今後、運用・維持していく上でコスト

がかかりすぎると判断したことに端を発しています。

私たちが新しい会計・財務業務システムに望んだのは、他のシステムと比べ

て、低コストで必要な機能を備え、それが永続的に使えるようなシステムとい

うことでした。

初めは Microsoft Dynamics AX を知らなかったのですが、過去の会計

データを移行するために『今までの ERP システムの代わりになるものがあ

るのかどうか？』と、ずっと不安にしていたところにエヌティ・ソリューションズさ

んにこのソリューションを提案していただき、さらに、私たちの出したいくつか

の厳しい条件に対して 1 つずつ答えを探し、開発を進めていただいたこと

にとても感謝しています。」

株式会社エヌティ・ソリューションズ
取締役 ERPソリューション部長　森本 貴 氏 (中央右)

株式会社エヌティ・ソリューションズ
ERPソリューション部 次長　南雲 暢之 氏 (右端)

株式会社エヌティ・ソリューションズ
ERPソリューション部 Dynamicsサービス課 神戸 豪文 氏 (中央左)

株式会社エヌティ・ソリューションズ
ERPソリューション部 営業課 課長 小林 猛 氏 (左端)



〒151-8583  東京都渋谷区代々木 2 丁目 2 番 1 号 小田急サザンタワー

導入についてのお問い合わせ
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