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Chadwicks Group + インターシステムズ 

InterSystems IRIS が、Chadwick 
Group のデジタル変革のためにビル

ディングブロックを提供 
Chadwicks Group は、アイルランドの多くの建設業者や住宅設備専門

業者を束ねる大企業で、200 年以上にわたって事業を展開してきまし

た。アイルランド全国に 50 以上の支店を持ち、1,300 人以上の従業員

を抱え、業者や DIY の顧客向けに建築資材や配管資材を販売していま

す。 

同グループの現在の成長戦略は、いくつかの戦略的な柱に基づき構築

されています。例えば、顧客から第一に選ばれるサプライヤーであり

続けること、一連の製品やサービスを改良し開発すること、革新的で

効率的なマルチスペシャリストおよびマルチチャネルのビジネスを展

開すること、e コマース能力を高めることなどを柱とした取り組みが行

われています。 

これらの目標の達成を支援するため、Chadwicks は、テクノロジーか

らグループの価値を生み出して変革を実現する IT プロジェクトの青写

真を描きました。具体的には、デジタルチャネルを通じて効率を高

め、顧客や外部パートナーとの交流を拡大することを目指しました。 

過去 30 年間、進化するビジネスニーズに対応するため、企業各社では

多種多様な IT システムが採用されてきました。その結果、社内でデー

タのサイロが生まれ、プロセスがバラバラになり、アジリティが低下

し、データを「信頼できる唯一の情報源」として扱うことが難しくな

りました。 
 

 

  

概要 
 

顧客 

Chadwicks Group 

 
課題 

社内外の業務のデジタル変

革に向けて、大量のデータ

を高速で処理すること 

 
成果 

レガシーIT からクラウド

ファーストのエコシステム

に移行することで、データ

がアクションポイントに分

断なく流れ、デジタルチャ

ネルを通じた顧客やパート

ナーとの交流が拡大 



 

 

以前、Chadwicks は、インターシステムズのテクノロジーを基盤とし

て、独自の企業資源計画（ERP）システム「Accustar」を構築しまし

た。このシステムは、運用開始以来、重要なインテリジェンスを蓄積

してきました。分散型のレガシーシステムには、長年にわたってさま

ざまな改良が加えられてきました。しかし、ERP を中核的な記録シス

テムとして、新旧のアプリケーションを最適に組み合わせて利用でき

るようにするためには、インフラ自体を最新化する必要がありまし

た。 

ミッションクリティカルな統合上の複雑な要件があったため、

Chadwicks は厳しい市場調査と評価を実施することにより、異種シス

テム間でデータを識別し、収集し、変換し、正規化することができる

インテリジェントなプラットフォームを探しました。しかし結果的

に、答えは身近なところにありました。 

パフォーマンステストの結果、InterSystems IRIS が、大量のデータを

高速で処理したいという Chadwicks Group の要件を明確に満たせるこ

とが分かったのです。 

このインフラストラクチャにより、Chadwicks は、現在のビジネス要

件に合った最適な製品を選べる柔軟性と、新たな機会に迅速に対応で

きるアジリティを手に入れることができました。 

 
サイロからのデータの解放 
2019 年には、4 つの個別の商業ブランドが、Chadwicks Group のブラ

ンドに統合されました。この統合は、同社のシステムとプロセスを更

新する絶好の機会ともなり、顧客は 1 つのアカウントを使って、すべ

てのブランド（あるいは各地にある 50 の支店）を横断的に購入できる

ようになりました。そのためには、複数のソリューションを最適に組

み合わせ、まとめて中央の ERP に統合する必要がありました。さら

に、数多くの新旧のシステム間で複雑な情報をリアルタイムでやり取

りするためには、Web サービスから JSON、FTP に至るまで、あらゆ

る種類の標準に対応することができるプラットフォームが必要でし

た。 

Chadwicks Group の IT 責任者である Colm Scannell 氏は、次のように

述べています。「サイロ型のレガシーIT システムから、データをアク

ションポイントまで分断なく流せるクラウドファーストかつクラス最

高の最新エコシステムに移行する取り組みは、当社にとって鍵となる

戦略的施策でした。そのため、基盤から正しく構築することが重要で

した。 
Chadwicks は長年にわたり、時間に追われるお客様が当社と取引しや

すくなるようなサポートを提供してきました。データが分断なく流れ

る仕組みができれば、当社の対応力が向上し、お客様の期待を上回る

サービスを提供し続けることができます。」 



 

 

使いやすいツールでワークフォース能力を構築 
Chadwicks は、デジタル化施策に着手したとき、人材とスキルの開発

こそが重要な成功要因であると認識しました。「私たちは、社内の IT
チームが容易に理解し、サポートすることができる最新の統合ソ

リューションが必要だと考えました。」 

InterSystems IRIS は 、Java、.NET、REST、JSON、C++、
JavaScript、XML など、多くの一般的な言語に対応しているため、

チームメンバーは各自の好きな環境で作業することができました。 

Scannell 氏はこうも語ります。「現在、IRIS は当社のインフラの重要な

要素として大活躍しています。新しいソリューションを迅速に構築で

きるようになったため、新規プロジェクトをすぐに立ち上げられるだ

けでなく、メンテナンスも非常に簡単になりました。」 

Chadwicks Group の社内 IT チームは、InterSystems IRIS に含まれるグ

ラフィカルツールにより、プロセス、変換、ルール、ワークフローな

どを視覚的に図式化することができます。これにより、チームはコー

ディング作業よりもシステム間の論理的なインタラクションに集中で

きるようになり、ビジネス要件を満たすソリューションの開発がより

迅速に、既存アプリケーションの変更がより簡単になりました。すべ

てのデータは組み込みデータベースに自動的に保存され、リアルタイ

ムのレポートや分析に利用することができます。 

Scannell 氏は次のように付け加えました。「サイロ型のレガシーIT シス

テムから、データをアクションポイントまでシームレスに流せるクラ

ウドファーストかつクラス最高の最新エコシステムに移行する取り組

みは、当社にとって鍵となる戦略的施策でした。そのため、基盤から

正しく構築することが重要でした。」 

「サイロ型のレガシーIT シス

テムから、データをアクショ

ンポイントまでシームレスに

流せるクラウドファーストか

つクラス最高の最新エコシス

テムに移行する取り組みは、

当社にとって鍵となる戦略的

施策でした。そのため、基盤

から正しく構築することが重

要でした。」 

Colm Scannell 氏、

Chadwicks Group IT 責任者 



 

 

成果の積み重ねを重視 
Scannell 氏とそのチームは、早期に社内の支持を得る目的で、短期間

のうちに大きな成果を達成でき、リスクも管理しやすいプロジェクト

から取り組みを開始しました。 

最初のプロジェクトでは、既存システムのワークフローの統合、変

革、作成による社内効率の向上に重点が置かれました。現在ではすで

に、以下の 3 つの新システムが本番稼動しています。 

• Chadwicks Group の財務部門は、大量のトランザクションを処理す

る新しい買掛金ソリューションを利用しています。このソリュー

ションは、e コマース分野に参入する同社にとって不可欠な存在で

す。 

• 新しい MTR（ミルテストレポート）システムは、要望に応じて顧客

に検査証明書を発行するシステムで、エンドユーザー向けに、鋼材

の品質に関するトレーサビリティと保証を提供します。これによ

り、今までにないレベルの利便性と効率性を実現します。 

• Chadwicks は、インターシステムズのテクノロジーを活用すること

で、新しい製品管理システムと電子納品証明ソリューションも導入

しました。 

「InterSystems IRIS テクノロジーをスムーズに導入するために、管理

しやすい定期的なマイルストーンを設定しました。当社の広範な長期

戦略の中で、早くも成果が出始めています。こうして当社がデジタル

ジャーニーを進める上でのメリットが短期間のうちに実現し、それら

をすぐにお客様に還元することができています。」 

対応力のあるパートナー 
Scannell 氏は次のように述べています。「当社は、自分たちで理解でき

ないソフトウェアではなく、自分たちで管理し、保守し、変更するこ

とができるソリューションが必要だと思っていました。それで市場に

出回っている多くのソリューションを検討してみましたが、そのほと

んどは複雑で、使い方の学習に多くの時間を要し、最終的には予定し

ていたプロジェクトの実施が遅れる結果になりそうでした。しかし、

当社の IT チームは、インターシステムズのチームから最初のトレーニ

ングを受けた段階で、すでに IRIS プラットフォームの幅広い機能につ

いて完全に理解することができました。」 

「最初にこれが分かったことで、私たちは InterSystems IRIS の採用を

決めました。ビジネスに必要なあらゆる機能を実現できることが分

かっていたので、判断に迷いはありませんでした。」IRIS の初期導入作

業は、ダブリンにあるインターシステムズのシステム統合パートナー

であるGrapevineによって行われました。Grapevineは新システムを実

装し、各ソリューションと Chadwick のミッションクリティカルな中央

ERP をつなぐインターフェイスを構築しました。Scannell 氏は次のよ

うに続けます。「このアプローチにより、当社はテクノロジーを迅速に

セットアップするために必要な支援を受けると同時に、将来的に自分

たちでプラットフォームを管理し、さらなるソリューションを追加す

るために役立つ知識も得ることができました。私たちが最初からデジ

タル変革を力強く推進できたのは、この強力な基盤があったおかげで

す。」 

「InterSystems IRIS テクノロ

ジーをスムーズに導入するため

に、管理しやすい定期的なマイ

ルストーンを設定しました。当

社の広範な長期戦略の中で、早

くも成果が出始めています。」 

Colm Scannell 氏、

Chadwicks Group IT 責任者 



 

「InterSystems IRIS のおかげ

で、当社のアジリティ、信頼

性、拡張性、パフォーマンスが

向上しました。これは当社の継

続的なデジタル化の取り組みに

おいても鍵となるはずです。」 

 

Colm Scannell 氏、

Chadwicks Group IT責任者 
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インターシステムズとGrapevineのサポートにより、Chadwicks Group
のインフラにソリューションを適切に統合する作業は専門家に任せな

がら、Chadwicks の社内 IT チームは、総合的なデジタル戦略とテクノ

ロジーへの取り組みに最大限に注力することができました。 

 
今後の展望 
建設業界は新型コロナウイルス感染症の大流行で特に大きな打撃を受

けましたが、Chadwicks Group は、この時機を利用して、業界におけ

るデジタルエンゲージメントのリーダー的存在となるべく、e コマース

能力の拡張を計画しました。 

Scannell 氏は最後に次のように述べています。「InterSystems IRIS のお

かげで、当社のアジリティ、信頼性、拡張性、パフォーマンスが向上

しました。これは当社のデジタルジャーニーを進める上で不可欠なこ

とです。今年は不確実な状況に見舞われたため、当社にとってアジリ

ティがますます必要であることが明らかになりました。B2B 顧客のオ

ンラインサービスへの需要の高まりに当社が対応する中で、

InterSystems IRIS プラットフォームは、クリック＆コレクト機能など

を通じ、お客様や業界全体の変化し続ける要件に適応し、今後も重要

な役割を果たしていくことでしょう。どの競合他社も現在はまだ提供

できていない、エンドツーエンドの e コマースプラットフォームが当

社の事業を力強く支えてくれるので、アイルランドの建設業者をサ

ポートする私たちのリーダーとしての地位はさらに強固なものとなる

でしょう。」 
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