
ビジネス
Honeywell International は 370 億米ドルの売上を誇り多様なテクノロジーを手がけ
る大手製造業であり、世界中の顧客に航空宇宙製品とサービス、ビル、住宅、企業向け
の制御技術、自動車製品、ターボチャージャー、特殊素材を提供しています。ニュージャ
ージー州モリスタウンシップを拠点とする Honeywell は世界中に 132,000 人の従業
員を抱えています。ニューヨークとロンドンの株式市場に上場し、S&P 500 の構成銘柄
でもあります。

課題 
Honeywell Aerospace は、現在運行しているほぼすべての型の航空機に製品とサービ
スを提供していると言えます。一方で、業務運営（工場からカスタマー サービス センタ
ーまで）も顧客の飛行機の運行も SAP ERP システムに大きく依存しています。実際、単
独の SAP 導入案件としては、Honeywell が航空宇宙/軍需産業で世界最大です。 

「Google 検索アプライアンスはトランザクション データのまったく新しい閲
覧方法を提供してくれました」と Gibson 氏は言います。「これにより新たな展
望が開け、収益性を高めて業務全体を改善する新たな機会を得ることになり
ます」—EMEA 担当副社長、Theo Gibson 氏

 
 
航空宇宙部門の従業員 22,000 人のうち 14,000 人以上が毎週 SAP データベース
にログインし、1 日あたり 200 万件のトランザクションを実行しています。SAP は 
Honeywell で最も稼働量の多いデータベースなのです。しかし、データにアクセスする
のはひと苦労でした。

「SAP にはネイティブの検索アプリケーションがありません」と Theo Gibson 氏 
（Honeywell Aerospace IT ビルド兼 EMEA 担当副社長）。「だから請求書、発注書、配

達記録にせよ、1 つの項目を見つけるのに 12～14 回もクリックすることはざらでした。 
時間にすると約 15 分です。これを従業員数で 14,000 倍すると、1 週間で 3,500 時間
の損失になります。たった 1 つのドキュメントでこれですから、毎日何度も検索すること
でいかに多くの時間が失われているか想像もできません。」

社内の業務システムから家庭のサーモスタットに至るまで、すべてを使いやすくしよう
という「人的要因」イニシアチブを掲げる Honeywell は、自社の SAP システムを使いや
すくし、システムのユーザーの生産性を高めるために、強力なエンタープライズ検索ソ
リューションが必要であることを認識しました。
 
解決策 
Honeywell が検討したエンタープライズ検索ソリューションは SAP、Microsoft 
FAST、Google 検索アプライアンスの 3 つです。

Aerospace の IT チームで、各検索ソリューションについてコスト、相互運用性、拡張性、
使いやすさの面で比較検討を行いました。Google のアプライアンス ベースのソリュー
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概要

目的
• 世界的な検索ソリューションを実装することで 
SAP ERP システムの全体的な操作性を高める
• 航空宇宙部門の従業員 22,000 人の 
   生産性を高める

対策
• Google 検索アプライアンスを SAP ERP  

システムと統合する
• SAP システム内の 500 万のドキュメント （添付 

ファイルを含む）をインデックスに登録する。  
SAP、Salesforce、WebSphere カスタマー ポー
タル内に存在する 3,000 万のドキュメントにま
で拡張予定 

成果
• 平均検索時間が 15 分から 30 秒に短縮した
• 少なくとも 3,500 時間/週を節約でき生産性が

向上した
• 正式な SAP トレーニング プロセスを実装するこ

とで、さらなる効率化を実現した



ションは、複数のシステム（SAP にとどまらない）にまたがる検索が可能であるほか、ソ
リューションの拡張、導入、サポートも容易です。

「最終的に、検索を中核事業とする会社が製造したアプライアンス モデルのシンプル
さを選ぶことにしました」と Gibson 氏は述べます。「概念実証で、Google 検索アプライ
アンスから非常に的確な結果が返されましたし、検索操作性の面でも「よりクリーン」で
した。」

Google Enterprise 検索導入チームと Honeywell Aerospace の IT チームが、Google 
検索アプライアンスを SAP システムとうまく統合するコネクタを作成するために何が
必要かを考えるのにわずか 20 時間しかかかりませんでした。Honeywell は軍需の請
負業者であるため、GSA が既存のセキュリティやアクセス制御システムとシームレスに
統合できる点も評価されました。

数週間後には Google 検索アプライアンスを実装し、SAP システム内の 500 万のドキ
ュメント（関連する添付ファイルを含む）をインデックスに登録することができました。
計画では、ドキュメント数を 1000 万にまで増やす予定です。さらに、Salesforce や顧客
ポータルといった他の主要ビジネス アプリケーションに存在する 2000 万のドキュメン
トもインデックスに登録する予定です。

「カスタマー サービスや製品サポートの担当者は多くの場合、これら 3 つのシステム
を何度も行き来しています。ワンストップの検索ソリューションがあれば、受注書の検索
にかかる時間を短縮して、お客様のサポートに時間を割くことができます」と Gibson 
氏は言います。

Honeywell が実装した機能には、検索機能を強化する次のような既製の機能も含ま
れます。

• 自動スペルチェック – 担当者がベンダー名のつづりを間違えることはよくあることで
す。Google の「もしかして」機能のおかげで節約される時間は計りしれません。

• 学習機能付きのスコアラー – ユーザーが行った操作や、ユーザーがクリックした特定
のリンクを分析して、関連性やスコアを自動的に微調整します。

• ダイナミック ナビゲーション – 発注書、請求書、受注書、運送業者といった パラメータ
を選択して検索結果を絞り込めるようにすることで、 検索操作の利便性が高まります。

「Google の関連性のおかげで、探しているドキュメントがすぐに確実に見つかります。
実に素晴らしいことです。末尾の番号しかわかっていなくても検索できます。これまで
は、お客様に発注書を確認して、正確な番号を教えていただかなければ何も探すことは
できませんでした」と Gibson 氏は話します。

利点 
効果はすぐに現れました。1 件あたりの平均検索時間が 15 分から 30 秒に短縮された
のです。

「14,000 人ものログイン ユーザーが 1 日数百件の検索に 30 秒かかるのと、以前のよ
うに 15 分かかるのとでは、生産性という点で大違いです」と Gibson 氏は満足げに語
ります。節約できた時間を使って、セールスとカスタマー サービスの担当者は顧客への
サービス提供や、調達価格の交渉に時間を割いています。後者は最終損益に大きく影
響します。

さらに、リーダーたちにドキュメントを SAP Solutions Manager に保存してもらい、そ
れらを Google 検索アプライアンスで検索できるようにして、SAP システムの使い方に
関する従業員のトレーニングを合理化しました。

「これまでのトレーニングは口頭で行っていたのです」と Gibson 氏。

Google 検索アプライアンスについて 
Google 検索アプライアンス（GSA）を使用すると、
各企業が GSA 特有の企業向け拡張機能を利用
して検索機能を実装することができ、簡単でわか
りやすくカスタマイズ可能な検索を実現できま
す。世界中で数百万人のユーザーが利用していま
す。「特別な設定をしなくても」多くの企業コンテ
ンツをインデックスに登録する仕組みが整ってお
り、Google システムと同等の関連性と信頼性を備
え、かつ同様に使いやすいシステムを会社のイン
トラネットやウェブサイトの検索エンジンとして導
入することができます。

詳細については次をご覧ください: 
www.google.com/enterprise/search

http://www.google.com/enterprise/search
http://www.google.com/enterprise/search
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Google 検索アプライアンスは、いわゆる「ソフト」面でもメリットがあります。たとえ
ば、SAP システムの全体的な使い勝手がよくなることで、ユーザーはフォームやデータ
をローカルに保存するのではなく、システムにアップロードするようになり、これまでは
検索できなかった製品情報も閲覧できるようになりました。

「Google 検索アプライアンスはトランザクション データのまったく新しい閲覧方法を
提供してくれました」と Gibson 氏は言います。「これにより新たな展望が開け、収益性
を高めて業務全体を改善する新たな機会を得ることになります」


