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はじめに
これまでの 20 数年間、日本企業は、レガシーシステムの刷新と BPR 推進を目指し、
こぞって基幹業務統合型アプリケーション（ERP）のパッケージである SAP R/3 の
導入を行ってきた。今や、SAP ERP の導入企業は、日本で 2,000 社を超えると言わ
れている。

しかしながら、導入した SAP を充分に活かして、本来の目的であったリアルタイ
ム経営、データを活用した経営を実現している企業は必ずしも多くはないのではな
いか。SAP を導入したものの、業務プロセスを変革することが出来ず、結局アド
オンを多数開発し、標準化にはほど遠く、データ活用もままならず、維持管理に多
大なコストをかけているという声を JSUG 会員企業からも多く聞いている。

現在日本企業が巻き込まれているグローバル競争は、これまでとは全く異なる様相
を呈しており、IoT、AI、ビッグデータ解析、クラウド、RPA 、ブロックチェーン
等のデジタル技術の進化はすさまじいスピードで世界に広がっており、あらゆる分
野で、既存企業を倒すディスラプターが出現している。今や、待ったなしの状況で
ある。日本企業がこのグローバル競争に生き残っていくためには、DX（デジタルト
ランスフォーメーション）を推進していくことが急務である。

一方で、日本企業の現状を見ると、IT 人材の不足、IT 部門の企業内での役割の変
化、現場の創意工夫によって競争力を保持してきたという成功体験が業務の標準化
の阻害要因となっていること、企業内の縦割り組織によって全体を俯瞰した一気通
貫の業務変革を起こしにくい等の課題を未だに克服できていないように見える。経
営者が DX の必要性を認識してデジタル推進部門を企業内に設置し、様々な PoC

（実証実験）を行っている企業もあるが、残念ながら PoC のみで終わってしまい、
実際のビジネスの変革に進化していった事例は未だ少ない。本来の意味での DX を
実現する為には、業務のコアとなる基幹システムをデジタル化することが必須であ
るにも関わらず、その歩みは遅い。

JSUG で毎年実施している意識調査の最新版「SAP S/4HANA に関する会員企業の
意識調査 2018」においても、S/4HANA への移行について、全く検討していない企
業が 34％、検討中であるが具体的な移行の計画が出来ていない企業が 62％であり、
合わせて約 96％の企業が未だ具体的な計画を持っていないことが分かる。
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日本企業に今求められていることは、2025 年の既存 SAP の保守期限をターゲット
として S/4HANA への移行を考えることではなく、DX 早期実現の為に、自らが
S/4HANA 導入の価値を見出し、目標を定めて出来る限り早期に、基幹システムの
デジタル化を推進していくことではなかろうか。

そこで、JSUG は SAP ジャパンと協力し、日本企業が S/4HANA への移行を考え
る際にどうすれば過去の苦い経験を活かし、ERP の本来のあるべき姿で導入出来る
のかの指針を作成するべく、2018 年、「ニッポンの ERP 再定義委員会」を立ち上げ
た。先進的な取り組みを推進しているユーザー企業、日本のユーザー企業を多数見
てきたパートナー企業、メーカーの立場から SAP ジャパン、ユーザー企業の声を
多数聞いている JSUG からそれぞれ集められた有識者が、約半年間にわたり議論を
重ねてきた。現状の課題及びその要因を掘り下げ、先進事例の研究をしつつ、果た
して日本企業はどうすればよいのか、その議論をまとめたものが本書である。

経済産業省の「DX レポート　～IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的
な展開～」（2018 年 9 月）での、DX を実現していく上での IT システムに関する現
状の課題やその対応策についての議論には、「ニッポンの ERP 再定義委員会」が議
論している内容と重なる部分も多く、意見交換をさせていただいた。

既存 SAP を S/4HANA へ移行する時を、真の意味での DX を実現する最後の
チャンスだと捉え、S/4HANA への移行を実施中の企業、現在検討中の企業、これ
から検討する企業、多くの皆様が本書を活用し、企業価値向上を目指していただけ
ればこの上ない幸せである。

ジャパン SAPユーザーグループ会長
日本航空株式会社　常勤監査役

鈴鹿　靖史
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SAP ジャパン株式会社
ソリューション統括本部 デジタルアプリケーション 1 部マネージャー
上硲 優子
新卒で SAPジャパンに入社後、販売管理の導入コンサル、SAP.CRMの導
入コンサルを経て、2004年から提案を行うプリセールス部門に異動。メ
ディアや食品・消費財・製薬といった業界軸とソリューション軸担当の双
方を経て、現在は SAP.S/4HANAを提案するプリセールス部門のマネー
ジャー。入社時の SAP.R/3 から振り返ると、「カバーする業務領域の広がり」
「モバイル対応や機械学習の活用といった新技術への対応」など ERP は進化
し続けており、その価値を新規のお客様だけでなく、すでに SAP.ERP をご
利用いただいているお客様にご提案できるよう取り組んでいきたい。

JSUG 常任理事
（三井物産株式会社 理事 IT 推進部長）
植田 勲
2003 年から経営企画部で SSCの設計を担当後、2004年春から SAP.ERP
導入プロジェクトのプロジェクトマネージャーを担当（同年 11月の本番稼
動）。ERP 導入を機に、経営総体の変革を目的とし、組織・制度も大幅な
刷新を図るプロジェクトで、業務プロセスも会社が始まって以来の縦から
横に変えるような大きなインパクトのプロジェクトであった。
2015年 4月、10年ぶりに IT 部署に戻り、SAP.S/4HANAへの移行は、
国内と海外で分けて進行中（海外は 2019年 11月に本番稼働予定、国内は
詳細計画中）。

SAP ジャパン株式会社
デジタルコアクラウド事業本部 本部長
神沢 正
現在、SAP.S/4HANAおよび S/4HANA関連のクラウド事業全般を担当。
SAP.ERP に関しては、2010年に食品・消費財・製薬業界を担当した時
の思いが原体験にある。当時はリーマンショックの余波で、企業の IT 部
門はコストカットの要請に追われており、多くの ERP ユーザーが ERP 導
入の効果・価値を見出すことに苦労していた。その後、2015年に SAP.
S/4HANAがリリースされたが、その時に S/4HANAを導入いただくお客
様には ERP の価値を享受いただきたいと思い、ドイツの開発部門とも積極
的に連携して、日本特有の機能を盛り込むといった事が実現できた。今後
も日本のお客様が安心して導入いただけるように取り組んでいきたい。

ニッポンの ERP 再定義委員会 
メンバー紹介（50 音順）
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株式会社日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ
取締役副社長
栗田 琢
ニチレイに入社し、IT 部門に長く在籍。1997年にホストコンピューター
から SAP.R/3 への切り替えプロジェクトに参画。2003年に日立製作所と
ニチレイが共同で設立した日立フーズ＆ロジスティクスシステムズに転籍、
2016年からニチレイの SAP.S/4HANAの導入に参画した。プロジェクト
では SAP.S/4HANA標準の不定貫機能を採用したほか、さまざまな工夫で
シンプル化を図りながら SAPシステムを再構築した。

デル株式会社
Dell Technologies 日本最高技術責任者
黒田 晴彦
デルおよび EMC日本法人を始めとするDell.Technologies が提供する
技術・ソリューションの展開を統括し日本企業のデジタル変革推進に貢献
すべく各種活動を推進中。三井物産在籍時、欧州三井物産の SAP.ERP 導
入を皮切りに、内外のさまざまな SAP関連プロジェクトに関与。約 20年
間の SAP関連経験を通して SAP.ERP の持つ豊富な機能やサービス群に傾
倒。日本国内で SAP.ERP を活用しきれていない状況を変えるには、SAP.
S/4HANAの導入が好機と考えている。

株式会社ニチレイ
情報戦略部長
小松 唯史
ニチレイに入社し、営業部門からキャリアをスタート。営業支援システム
導入で IT 部門に移り、ERP の導入プロジェクト（ホストコンピューターか
ら SAP.R/3 への切り替え）に参画。その後、物流部門、営業部門を経験し、
再び IT 部門で 2016年から SAP.S/4HANAの導入プロジェクトに関わ
り、2018年 5月に全面移行を実現した。SAP.S/4HANAの導入では SAP.
R/3 の反省を生かして作り込みを最低限に抑え、不定貫の機能も標準で実
装した。

株式会社日立ハイテクノロジーズ
デジタル推進本部 理事 本部長
酒井 卓哉
日立ハイテクノロジーにおけるデジタルトランスフォーメーションプロ
ジェクト（DX- プロジェクト）を推進中。プロジェクトは通常の IT プロジェ
クトではなく、業務革新プロジェクトとして End.to.End の視点で業務全
体を再検証し、業務プロセス全体のシンプル化と経営情報のデジタル化を
目指している。プロジェクトに先駆け 2018年にM&Aで統合したグルー
プ会社 5社 5カ国に、S/4HANA.Cloud を Fit.to.Standard 手法により約
1年半で導入。今後これらで得た考え方、ノウハウをDX- プロジェクトに
活用していく。
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JSUG 会長
（日本航空株式会社　常勤監査役）
鈴鹿 靖史
2004 年から 2009年まで、航空機の整備管理業務に SAP（R/3）を導入
するプロジェクトのプロジェクトマネージャーを務める。日本で初めて、
Max.Attention.Service をプロジェクト当初から採用。日本航空（株）常
勤監査役の仕事の傍ら、2013年度から JSUG常任理事、2015年度から
JSUG会長を務め、グローバルの中でのジャパンのプレゼンス向上に注力
している。

株式会社クニエ
シニアマネージングディレクター
蘇 航
SAP のコンサルキャリアを 1999年からスタート。過去を振り返ると日本
企業は「その時点」では正しい形で SAP.ERP を導入してきた。しかし、SAP.
S/4HANA導入では、目的をしっかり考えないといけない。SAP.ERP の保
守が切れる「2025年対応」という声が大きいが、正しい目的を設定しなけ
れば今までの二の舞になる。特に最近はデジタルコアを考慮し、目的に合
わせて ERP の導入方法を検討していく必要がある。

住友化学株式会社
理事 IT 推進部

（兼） 住友化学システムサービス株式会社
 代表取締役社長
土佐 泰夫
住友化学入社時は計数センター計数部に配属され、ホスト系の社内 SEを経
て、本社の財務部へ異動。その後、経営情報システムGに戻り、eビジネ
スや SAP.ECC6.0 の導入プロジェクト等に参画し、現在に至る。2016年
から SAP.S/4HANAの導入プロジェクトをスタートさせ、北米、インド、
欧州のグループ数社で稼動済。2018年 4月に日本での導入に着手し、「単
なる SAPの置き換えではなく、業務の在り方を見直し、経営を支える情報
基盤を再構築する活動」と位置付けプロジェクトを推進中。
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富士通株式会社
ERP ソリューション事業本部 戦略企画統括部 統括部長
中江 功
富士通に入社後、産業系・流通系のシステムエンジニアからキャリアをス
タート。2002年から製造系の ERP の導入やプロジェクトマネージメント
に従事。ERP の導入ではプロジェクトの羅針盤としてお客様と一緒に「プ
ロジェクト憲章」を必ず文書化する。そこには「パッケージに業務を合わせ
る」と書いてあるが、プロジェクトが始まると現場の「うちは特別」「業務
が回らない」という声が大きく個別最適化が始まってしまう。頭の中では理
解していても、結果が異なることを多く経験した。失われた 20年と囁か
れて久しいが日本の ERP 導入の 20年の歴史とシンクロしているように感
じる。

大和ハウス工業株式会社
情報システム部 次長
福嶌 健
SAP.ERP 導入プロジェクトの IT 部門の責任者。2012年 4月に大和ハウ
ス本体で本稼動し、2013年以降は順次グループ会社に展開中である。SAP
提供の標準を理解して使う方向で進めた結果、比較的標準化が維持できた。
成功の要因は、ユーザー部門もプロジェクトに参加し、ともに推進し密接
に関わることで、業務フロー見直しにより現場の要望を抑えたことにある。　
今後は SAP.S/4HANAへの移行も視野に入れるが、先陣を切って海外のグ
ループ会社には SAP.S/4HANA.Cloud をノンカスタマイズで導入してい
る。2019年 1月にマレーシア拠点で本稼動し、以後順次展開中である。

SAP ジャパン株式会社
代表取締役社長
福田 譲
1997 年 4月、新卒で SAPジャパン入社。様々な業界・規模のお客様への
ERP 導入による業務改革 /経営改革の提案営業、ビジネスインテリジェン
スなど製品事業を経て、2014年に社長就任。
ニッポンの ERP の幕開け（1990年代後半）と時を同じくして社会人にな
り、以来、様々な日本企業の IT による競争力強化に携わってきた。ERP も、
誕生からもうすぐ 50年、日本でも 30年を迎える。AI や機械学習エンジン
との融合によって、「再発明」と言えるレベルの変化・進化が起こりつつあ
る。日本が、ますますイノベーションの恩恵を得るためにも、過去四半世
紀のニッポンの ERP の経験を、良いも悪いもきちんと消化し、SAPとして
も方向性や施策に反映したい。

ニッポンの ERP 再定義委員会 
メンバー紹介
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ニッポンの	
ERP 再定義委員会	
設立の背景・目的

第1章





設立の背景
日本企業は、今やグローバルな場で戦うことを余儀なくされている。熾烈な競争に
打ち勝つためには、デジタル技術を駆使した変革が欠かせない。そのためには、企
業の基盤がシンプルで標準化されたものでなければならない。
多くの日本企業は過去 20 数年間にわたって ERP を導入してきたが、その機能を十
分に活用できているとは言いがたい。当初は「業務を標準化し、カスタマイズは極
力省き、経営のためにデータを活用する」という掛け声で導入を始めたはずだった。
ところが、業務をシステムに合わせきれずにアドオンの山を築き、データの活用も
ままならないという状況に陥っている企業は少なくない。
このままでは、真のデジタル変革は困難と言わざるを得ない。なぜならば、コアと
なる基幹システムは、それを実現しうる基盤でなければならないからだ。

設立の趣旨
日本企業の輝く未来のため、ERP を本来のあるべき姿で導入・活用するためには、
どうするべきか。ニッポンの ERP 再定義委員会は、SAP S/4HANA の導入・移行
を絶好の機会と捉え、ユーザー企業、パートナー企業、SAP ジャパンで経験・知見
を合わせ、目指す指針をまとめて広く発信することにした。
ERP のあるべき姿とは、「業務を標準化し、カスタマイズは極力行わず、極力標準
機能で導入すべきもの」であることに異論をはさむ余地はない。
日本ではなぜそれが実行できなかったのか。そこには、日本ならではの要因がある
と考え、海外企業の状況も探りながら深掘りしていく。
その要因が見えてくれば、SAP S/4HANA を導入する際に実行すべきことが浮かび
上がってくるはずだ。

活動目的
活動目的を以下に示す。

・ 現場主義で個別最適を優先した結果、多数のアドオンを開発し、ERP のメリット
を十分に活かしきれていない過去 20 数年の導入実態を鑑み、SAP S/4HANA 導
入を契機に ERP のあるべき姿を探る。

・ 日本企業が ERP をその本来のあるべき姿で導入する際の要点をまとめ、ユーザー
企業、パートナー企業、SAP ジャパンの今後の共通の指針とする。

・ 幅広い知見を集めるため、メンバーは、JSUG、ユーザー企業、パートナー企業、
SAP ジャパンから有識者を集める。
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・ 広く発信することで、意義のある ERP 導入を推進するとともに、日本企業がグ
ローバルで輝くための後押しをする

活動内容
ニッポンの ERP 再定義委員会は、JSUG 戦略プログラムの 1 つに位置付け、JSUG、
ユーザー企業、パートナー企業、SAP ジャパンから選抜したメンバーで構成した。
定例会は 2018 年 6 月から 2019 年 3 月まで、2 カ月に 1 回の頻度で全 6 回開催。原
則として、SAP ジャパンの半蔵門オフィスにて、17 時から 19 時までの 2 時間で実
施した。ただし、第 5 回目のみは委員会のメッセージを具体化するため、静岡県熱
海市にある三井物産 人材開発センターにて集中的に議論した。

第 1 回　2018 年 7 月 2 日（月）17:00-19:00　 SAP ジャパン半蔵門オフィス
委員会設立の背景・目的の確認
委員会メンバー紹介
SAP S/4HANA の紹介

第 2 回　2018 年 7 月 23 日（月）17:00-19:00　 SAP ジャパン半蔵門オフィス
ERP 導入企業の課題・問題点の抽出

第 3 回　2018 年 9 月 10 日（月）17:00-19:00　 SAP ジャパン半蔵門オフィス
現状に至った要因・背景の分析

第 4 回　2018 年 11 月 20 日（火）17:00-19:00　 SAP ジャパン半蔵門オフィス
導入事例の紹介（ホルビガー、コロングループ、ニチレイ、日立ハイテク
ノロジーズ）

第 5 回　2019 年 2 月 16 日（土）9:00-16:00　三井物産 人材開発センター（湯河原）
ニッポンの ERP 再定義

第 6 回　2019 年 3 月 11 日（月）17:00-19:00　 SAP ジャパン半蔵門オフィス
経済産業省　和泉憲明氏講演
DX レポート～IT システム「2025 年の崖」の克服と DX の本格的な展開～
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既存 ERP導入企業の
課題・問題点の抽出

第2章



本格的な議論が始まった第 2回目の委員会では、過去を振り返り、日本企業の ERP
導入の課題・問題点を洗い出した。
この場では原因分析や解決策の検討は後回しとし、現時点で考えられることをあぶ
り出すことに専念。結果として、以下の 7点を課題として抽出した。

（1）	ERP の稼動自体が目的になっている
（2）	プロジェクトの理念、目的が明確になっていない
（3）	膨大なアドオンが作られている
（4）	アドオンが増えたために、コストがかかりすぎる
（5）	製品に対する知識や人的リソースが足りない
（6）	IT 部門のあり方や、パートナーとの関係自体に問題がある
（7）	導入企業の中に権限を持つビジネスプロセスオーナーがいない



1  ERP の稼動自体が目的になっている
土佐氏　住友化学が 1997 年に初めて ERP 導入に取り
組んだ時、結果的には、ホストと同じ機能をキープす
ることに注力してしまい、データ活用と言っても経営
レベルでは従来と同じレポートを出すだけに終わって
しまった。プロジェクトでは、サプライチェーンを回
す、請求書を出す、決算を処理するといった実績系を
開発することで精一杯となり、最終的に工数と予算が
尽きてしまったからだ。
本来の目的はデータ活用のはずだったが、それが後回
しになった。その結果、例えばデータが集まるのは月
次のままでリアルタイムでは見られないなど、従来な

かった新たな付加価値を得ることができなかった。
鈴鹿氏　カットオーバーさせることに懸命になり、「とにかく間に合わせろ！」と
なって導入することが目的となってしまうような、途中で目的が逸れていくのはよ
くあること。
プロジェクトで優秀なビジネスパーソンを集めても、稼動してしまうとプロジェク
トを解散してしまい、当初の理念を持ったキーマンもいなくなる。結果として、残
るのは維持管理するメンバーだけで、当初の理念が続かない。導入後に当初の意思
を継いで頑張ることができていない。
福田氏　IT は手段のはずだが、いつのまにか導入が目的になっていることも多い。
例えば、利益体質を強化するために導入する場合、売掛金の入金ルールは「今まで
どおりお客様ごとに異なる」のではなく、標準化や短期化を検討したり、売掛金管
理プロセスを強化したりするのが理想。目的が明確な場合、現業部門とプロジェク
トが一緒に検討し、顧客と交渉することになるが、目的が不明瞭な場合、「取引先
に迷惑をかけるのはもってのほかだ」と今までどおりになってしまう。
植田氏　日本の企業は取引先に迷惑をかけたくないという気持ちが強い。アメリカ
なら、「うちはシステムを変えますから業務はこう変わります」で片付けてしまう。
2004 年に本番稼動した三井物産の場合、連結経営のニーズの高まりがあったにも
かかわらず、最初の導入は単体で走らざるを得なかった。経営の求めるものと実装
可能なシステムにギャップがあり、（やむを得ないとはいえ）必ずしも満足できる
ものとはならなかった。現在は 2 層 ERP (2Tier-ERP) という考え方があるが、20 年
前にその仕組みがあればと感じる。
それは IT 全般に言えることで、Gartner のハイプ・サイクルのように過度な期待が

住友化学
土佐 泰夫 氏
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先行してしまう。実装して機能するまでにある程度の
時間がかかる、という認識が大事。期待値をどうコン
トロールするかにあり、その時点でどこまでできる
か、ということの見極めが重要。
SAP 導入プロジェクトが終わってからも、在庫、サ
プライチェーン、チャネル改革などビジネス側の改革
テーマは継続するが、SAP（というシステム）から見
ると導入が終わるとそこで切れてしまい、往々にして
システムが置いてきぼりになる。継続的な改善サイク
ルを回すことが大事。
土佐氏　今から思うとプロジェクトの目的が崇高すぎ
て、理想と現実の間をつなぐガイダンスがなかったのかもしれない。プロジェクト
で掲げた「データ活用」の目的を、実際の作業と結び付けて伝えられなかった。現
場からすれば、プロジェクトチームは理想を言うが、自分たちはデータ活用を考え
る前にまず実績系を回すためのマスターを作らないといけない、その上「期限が遅
れているからいつまでに出せ」と言われる。目的に向かっていく意識が全社で作れ
なかった点は大いに反省している。
本社からグループ各社に対して、グローバル展開を目指して「SAP 標準」でいく、
という号令をかけたから、国内外の何社かは SAP を導入してくれた。しかしそれ
はそれぞれ個別に導入したわけであって、想定していたデータ連携はできなかっ
た。ビジネス上のベネフィットがあったとしても、それが業務担当者に伝わらず、
具体的にどこまでをやるかが徹底できないと、現場のモチベーションは上がらな
い。これが 1997 年の ERP 導入プロジェクトで学んだこと。
神沢氏　当時はほとんどの企業がそうだった。最初は理想を追うが、実態はホスト
の焼き直し。それから 20 年が経ち、ERP に慣れたからこそ今回は実現できる。も
う 1 回同じことにトライすることは悪いことではない。
黒田氏　まさにそう。多くの企業では、アドオンを多数作っていても、基本となる
ビジネスプロセスは SAP のテンプレートに基づいていて、各種マスターも SAP に
合わせて整備し運用していると思う。SAP の経験を十分積んだ今、S/4HANA の導
入は、当初の理想を追求してさらなる高みを目指す好機だと思う。
土佐氏　2018 年から進めている SAP S/4HANA の導入プロジェクトでは「以前み
たいなことはない」と言っている。20 年前を覚えている人が、今はそれなりのポジ
ションになっていて、自分たちの部下にあの膨大なマスター整備などはさせられな
いと思っている。その人たちに「システム作りをやってもらうことはないから、本
当に業務を見直す議論から始めて欲しい」と言っている。まさに過去の経験から積
み上げたものを活かしていく意識は持っている。

JSUG
植田 勲 氏
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蘇氏　目的を変えるのではなく、今ある目的に対してどうなっているかを見ること
が重要。今から振り返って 90 点のものもあれば 20 点のものもある。これを次の導
入時に新技術を使ってどのように点数を上げるか。目的を新しくする必要はない。
昔の目的が点数に達していないから、今回は点数を上げることでもいい。
福田氏　参考 2 点挙げる。住友化学と同業のケミカルの分野で世界最大級の化学
メーカー、BASF も実は 2 度のやり直しをしていて、現在の SAP は 3 世代目とな
る。山登りでも、「登ってみたら思っていたより急だった、寒かった」ということ
があるように、やってみて初めて分かることもある。経験そのものには意味があり、
それを糧にするのが大事。日本の ERP も、日本に来て四半世紀の経験を積んだわ
けで、ぜひ学びを今後の取り組みに活かしたい。
もう 1 つは「導入してシステムが動いても自然に効果が出ることはない」というこ
と。Nestle も 17 万人が使う巨大な SAP を 10 年かけて入れ直したが、プロジェク
トが本稼動した後こそが効果を出す本番、という意識と体制で取り組んだ。本稼動
後に NCE (Nestle Continuous Excellence) という取り組みをスタート、世界的に標
準化したシステムと業務プロセスを最大活用して、実際の導入効果に結び付ける活
動に注力している。そもそもの目的を常に念頭に、その活用による導入効果に取り
組み続ける重要性を再確認したい。
鈴鹿氏　JSUG でも繰り返し言っているが、SAP S/4HANA の導入自体がゴールで
はない。それはあくまで出発点であると言っている。これまでの日本のプロジェク
トは、カットオーバーすれば終わりというのが実態であった。

2  プロジェクトの理念、目的が明確に
なっていない

蘇氏　企業によって導入目的が多様化している。コン
サルティング会社として、導入目的とその問題点、達
成度を評価してみた。
1． グルーバル化の視点として、①海外子会社、工場展

開の迅速化という目的があるが、基本的には実現で
きており、理解はできているものの時間が想定以上
にかかっている。②グローバルガバナンスの強化と
いう目的の場合、財務会計はそれなりにできている
が、実オペレーションは時間が経つにつれ、仕組み
外で行うことになり、ブラックボックス化になり、結
局ガバナンスされていないケースが増えてきている。

クニエ
蘇 航 氏
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2． プロセスの連携強化、業務標準化の視点として、全社横断的に業務プロセスの
標準化、連携強化は半分程度の会社ができている。しかし、業務プロセスオー
ナーの明確化と責任権限の強化は、プロジェクトが終わると消えていく。継続運
営できるのは稀。

3． 経営管理の強化の視点として、①変化への迅速対応の観点では、SAP ERP があ
れば経営状況は分かるが、迅速対応は人のセンスに任せているのでできていると
は言えない。②新規事業、工場の立ち上げの迅速化の視点では、それなりにでき
ていると思われる。③経営幹部管理権限の明確化、意思決定の早期化の視点では、
過去データ中心で、意思決定にうまく支援できているとは言えない。

4． 管理精度の向上として、実績データの把握、分析は可能になったが、その結果
を活用することによって、十分な効果が得られたとは言えない。例：①購買支出
の透明化が実現できているが、コスト削減につながらない。②在庫データの把
握ができているが、在庫の適正化への取り組みは不十分。③正確な製造原価のタ
イムリーな把握はそれなりにできているが、コストダウンへの改善効果が表れな
い。④顧客別、セグメント別、製品別の収益情報のリアルな把握はそれなりにで
きているが、活用して、改善への取り組みが弱い。

5． 情報管理の一元化として、経営情報の集約はそれなりにできているが、そのベー
スになるマスターの管理、経営指標（KPI）の標準化、一元化への取り組みが不
十分であるため、情報管理の一元化は実現できているとは言えない。

6． IT の面として、脱ホスト化は進んでいるが、まだ一部で残っている。ERP を導
入することによって、継続可能な IT 基盤の確立は可能になっているが、全社横断
的なシステムの統合は、当初のスコープより小さくなるケースが散見される。そ
して、SAP は積極的に新技術への取り込みが進んでおり、新しい技術の対応力は
確実に向上している。SAP S/4HANA あるいは SAP の新規ソリューションは新
技術向上の観点、どのように今後活用していくかしっかり議論したほうがいい。

福田氏　2000 年以前の日本の ERP の初期のころは、まだ取り組みに際しての典型
的な課題や対処法、留意点などのノウハウが、日本全体に少なかったと思う。少な
くとも SAP は示しきれなかった。
でも今は実例と経験から、相当な工夫の余地がある。アドオン開発にも、良いアド
オンと悪いアドオンがある。業務運用を含めた実現方法や逃げ道のノウハウも蓄積
されている。S/4HANA のコアはなるべく標準を保ち、アーキテクチャーを工夫し
てコアの外側でアドオンを開発することで、標準性と独自性を両立させることも可
能になってきた。
今一度、あるべきデザインやアーキテクチャー、プロジェクトの進め方を再定義し
てもいいのではないかと思う。
中江氏　日本国内では 1995 年ごろから大手企業中心に ERP の導入が始まり、ERP
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に業務を合わせる導入アプローチや導入方法論への整
備が進んだ。そこから約 20 年以上が経っているが、
業績の迅速な把握、情報共有、業務効率化によるコス
ト削減、サプライチェーンの効率化、経営改革など、
どの項目を取ってもお客様満足度が低い、という調査
データがある。特に経営貢献に関する事項に近づくほ
ど満足は低く、すべてが満足度 50% 以下となってい
る。
なぜ低いのか。過去、手組みのシステムから ERP に
移行したお客様を何社か調査したところ、稼動しても
当初目標の KPI に達せず、改善プロセスも不十分な

ケースが多くあった。標準化された ERP に業務がうまく合わされていない。
本来、導入企業にとって ERP の導入プロジェクトは手段のはずで、稼動後のシステ
ム運用も手段のはず。ところが、本来の目的である経営貢献、事業貢献する前にプ
ロジェクトが解散してしまう。その結果、改善は機能ベースの追加、変更にとどま
り、ERP 活用の観点で課題を残したままになり、満足度が低いのではないか。
蘇氏　導入時の課題として、業務標準化を先に解決せず、拠点ごと、事業部ごとの
導入がよく見られた。結果、ホスト時とほぼ同じ手法になるため、導入後にでき上
がったものは同じ “ 怪物 ” になってしまう。インスタンスがばらばらで、類似アド
オンが大量に生まれ、インターフェースが煩雑で、保守負荷がとても高いものにな
る。
チェンジマネージメントを先にやらず、現状のシステム、オペレーションを変える
意識が薄く、それらの要件に満たすためのアドオンをたくさん作っていくことが問
題になった。
神沢氏　BPR の粒度も問題だ。大きな業務プロセスの標準化なのか、現実的には
画面の改善なのか。改善点を訴求する現場と、大きな効果を求める経営の差がある。
大手の消費財メーカーからは、SAP 導入の結果、SAP でないところで見える化が実
現したという話も聞いた。それはプロジェクトのスコープに起因する。
大手の製薬メーカーは導入自体をゴールにしていた。その後、ビジネス側で在庫や
サプライチェーンやマルチチャネル改革などのテーマが挙がり、現場では誰かしらが
対応しているが、SAP から見ると導入が終わるとそこで関係が途切れてしまい、置
いてきぼりになる。導入後も SAP を含めて継続的に改善サイクルを回すことが大事。
中江氏　私自身もお客様の満足度が低い理由を考えてみた。多くの企業が ERP 導
入を IT プロジェクトとして考えてしまい、経営や業務改革が伴っていないからで
はないか。プロジェクト憲章では「ERP システムに業務を合わせる」「合わすアプ
ローチを惜しむことなく終始徹底する」と書いているのにもかかわらず、プロジェ

富士通
中江 功 氏
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クトが始まると現場に押し切られ、アドオンを積み重ねる。結果的にコストと時間
が浪費されていく。
なぜ現場が強いのか。現場は自分の仕事が一定の時間内に終わらないといけないか
ら、個別（現場）最適の仕組みを残したい。プロジェクト憲章でトップのメッセー
ジとして目的を明確にしているのにもかかわらず、それが不十分なためにメッセー
ジが全社に伝わらない。
あとスクラッチからの移行を引きずっていることも大きい。Fit&Gap をするが、何
と Fit&Gap するかが明確ではない。現行のシステムと Fit&Gap を実施して、Gap
はアドオンで何とかするという話になる。本来は、To-Be または ERP に合わせる
アプローチで Fit&Gap をするべきなのが、どうしても現行に合わせる形でやって
しまい、それを埋めるのがアドオンになっている。
導入目的が抽象的な場合がある。そもそも導入効果が出ないと分析ができない。こ
の約 20 年間の ERP 導入は日本の商習慣が足かせとなり ERP 標準をフル活用した
導入が難しく、効果が薄くなっている。海外と比較をしても FAX やレポートのプ
リント化など紙文化が根強く残り、アドオン開発量が多くなる原因にもなっている
のではないか。
鈴鹿氏　Fit&Gap はどの企業でもやってきたが、そもそも Fit&Gap をやること自
体が間違いだと思う。Gap が見つかれば、誰しも埋めたいと思うもの。現状と比べ
るという考え方自体を変えていかなければならない。
上硲氏　その観点だと、クラウド版の SAP S/4HANA Cloud は、クラウドに業務
を合わせていく「Fit to Standard」のアプローチを取っている。「要件を満たした機
能でなく、提供される機能で業務を回してください」というとお客様は驚くが、一
度 ERP で経験しているお客様は納得する。
福田氏　ある会社のアドオン判定会議で、強硬にアドオンを主張する業務側の担当
者がいた。会議に出席していた社長が「転職したらその会社のやり方を一から勉強
して従うのが当たり前。転職したつもりで一から業務
を考え直せば、変えられない業務はほとんどないは
ず」と言ったところ、場の空気が一変した。発想とし
ては参考になる。
中江氏　ERP 導入の方針やマインドでは、最初はそ
のつもりでなくても、どこかで手段が目的化している
ことがある。あとは、事務局がプロジェクト側と現場
の温度差を埋めきれていないこともしばしば。業務改
革を標榜しても現場は現状維持を求める。結局、経営
層が効果を見る前に人が変わってしまう時がある。そ
の時に目的・目標の引き継ぎが十分でない。経営幹部

SAP ジャパン
上硲 優子 氏
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内で会社として同じ思いがあるなら、本来は引き継ぎ自体が不要かもしれないが、
そのために適正な評価ができない。
私の経験で ERP 導入後の改善プロセスがうまくいった例は 2 社あった。1 社は、
目的を達成するために稼動後に稼動前に設定した KPI がどうなったかを測定して
改善を回していった。そうしたお客様は決算早期化や出荷遅延の抑制などが実現
し、一例として出荷遅延率が稼動前の 30.6% から 17% に改善された。そこからさ
らに改善を回すことで 5.6% までいっている。
もう 1 社は月次決算が実績は 5 営業日で、稼動直後の目標は 3 営業日だったが、実
際は 4 営業日となった。それを改善して 2 営業日に短縮して当初の目標を上回る結
果を得ている。稼動後に機能改善だけでなく、経営貢献、業務改善の一環で機能改
善、追加を継続しているお客様は比較的稼動後の満足感やモチベーションが高く、
ERP をうまく使いたおしている。プロジェクトを解散してもキーマンが改善を続
けているという好事例だ。

3  膨大なアドオンが作られている
土佐氏　1997 年の住友化学の ERP 導入プロジェクトでは、現場の要望を聞くだけ
聞いた結果、アドオンが膨れていった。外部に例外処理を作りインターフェースを
することは考えず、外から見て SAP がシングルで動くものを作ることに固執して
しまった。帳票系だけではなくデータ処理自体にアドオンを持ち込んでしまったた
めに、良くないアドオンが大量に生まれた。
鈴鹿氏　1990 年代から 2000 年代にかけて、ERP は統合システムだから全部を SAP
でやることにメリットがあると信じていた企業が多かったのではないか。私が導入
した JAL 整備では、主要な 40 システムをすべて SAP に一本化した。それはそれで
よかったが、今から思えば ERP には得意な部分と不得意な部分があり、不得意な
ことまで ERP にやらせようとしていたのかもしれない。そこではアドオンで埋める
しかなかった。今から考えるともっとほかの選択肢があったのかもしれないと思う。
土佐氏　教科書には、SAP は制度変更が自動で、組織変更も簡単だと書いてあっ
た。しかし実態は、膨大なアドオンを作ったので、変更後のテストをするだけです
ごく時間がかかる。ホストなら中身を知り尽くしているので、組織変更とかデータ
変換も自由自在。手直しも簡単だった。業務側から見れば、苦労して SAP にした
のにホストより効率が落ちたじゃないかと受け止められてしまった。
小松氏　ニチレイが 2001 年にホストから SAP に移行した際、生産系の役員が
SAP で原価計算をすることに反対した。結果、別の新しいシステムで対応したが、
SAP との連携が悪く、後になって一緒に作っておけばよかったと後悔した。ただ、
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これは当時導入した SAP の ERP 全般に言えるが、当
時はできないことも多すぎた。結果的にアドオンを増
やさざるを得ない。そうなるとプロジェクトはだん
だん「アドオンで作っておけばいい」と妥協すること
に慣れていった。
黒田氏　三井物産の場合は、業態変革プロジェクトの
一環として SAP の導入を進め、先行導入していた住
友商事の商社テンプレートを採用した。同じ総合商社
でも、勘定科目体系を始めとしてさまざまな違いがあ
り、抵抗感も強かったが、商社テンプレートには、必
要な機能の多くがすでに搭載されており、できる限
り、これに合わせることとした。
後日、ドイツの SAP 本社において、世界中の卸流通業界のユーザーが集まる会合が
あり、日本からは三井物産が初めて参加した。そこで、参加各社は各国の要求を標
準機能に取り込むよう SAP に働きかけている状況を目の当たりにし、自分たちは出
遅れていると実感した。
植田氏　三井物産が住友商事のテンプレートを採用した主な理由は、スケジュール
を守るためであった。ただし勘定科目や社内用語が微妙に異なることから、社内の
抵抗があったのは事実。住友商事は SAP と関係を深めてトレードモジュールも作っ
ていたというベースがあったので、時間を買う意味で住友商事のテンプレートを採用
した。さまざまな議論があったが、プロジェクト側としてよかったことは、住友商事
で実際に動いている安心感があったこと。
むしろ時間をかけて取り組んだのは BPR。当時の商売実態は「少量多品種」の商い
が大量にあるイメージで、鉄鋼部門、化学品部門など 500 近いユニットがあった。
それぞれに 1 から 10 まで自己完結型でプロセスしていたものを SAP 導入と同時に
内部統制の視点も高め、SSC を設置して標準化・集約化を図った。現在もその仕組
みは生きており、その後の内部統制意識の高まりに先駆けてプロセス作りができた
と考えている。
小松氏　システムに業務を合わせようと業務変革を検討した時、SAP が持ってい
る仕組みを分析したが、やればやるほど分からなくなる。どこをゴールとすればい
いのか分かりにくかった。2001 年にニチレイに SAP を導入する時、ユーザー部門
代表で私はプロジェクトで入ったが、どうすればいいか分からなかった。標準機能
を使えと言われても、使えないものは使えないし、どうすればいいかと問われても
答えが出ない。そこで利用しやすい画面を作ったりもした。裏の勘定系データなど
をいろいろ分析してみたが、1 個 1 個データを調べて結果を見ながらの繰り返しで
あった。そんなことをしながら、結局はアドオンでやるしかないということになっ

デル
黒田 晴彦 氏
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たことはあった。コンサルタントに相談しても、「ア
ドオンを作ればうまくいきますよ」と言われることも
多かった。
神沢氏　SAP への適合率に KPI を設けるという話は
コンサルタントもよくするし、教科書にも書いてあ
る。実際のお客様にアンケートを取ると、アドオン
で実現したものは SAP できちんとやれましたという
報告がある。つまり、アドオンを作っても SAP はき
ちんと使えているという話になり、結果的にアドオン
が増えていく。まさに逆説的な話も起こっている。
中江氏　体制不十分で進めると結果がおかしくなる

ことがある。特に IT 部門が ERP プロジェクトを引っ張ると、限られたリソースの
中で対応することになり、本来対応すべき周辺システムの改修が残る。その結果、
ERP を周辺システムに合わせてアドオンを開発するというおかしなことが起こる。
本当に経営が望んでないことをなぜするのかという思いがあるが、IT 部門のリソー
ス不足を「ない袖は振れない」と言われればそれまで。
鈴鹿氏　20 年前は SAP ERP 自体が未完成で、ユーザー、パートナー、SAP ジャ
パンも含めて日本全体が SAP ERP に対する知識不足だった面もあるかもしれない。

4  アドオンが増えたために、コストが
かかりすぎる

土佐氏　1997 年当時もビジネスプロセスの見直しに取り組んだが、業務自体を一
番理解しているのは最前線の一般社員や派遣社員であり、意思決定をする上司は彼
らが具体的にどんな事務処理をしているのかまでは知らない。部長クラスは画面を
見たこともない。責任者だから「意思決定せよ」と言われても判断できない。下か
ら「これでは仕事ができない」と言われてしまうと反論する材料がない。
結果的に現場の言うままに「アドオンを作れ」となり、膨大なコストがかかった。
そして仕事の見直しまでは踏み込めず、今までと同じように仕事ができるシステム
を作って終わってしまう。一方、多くの社員は通常業務が終わってからプロジェク
トの仕事をするので、現場はだんだんと疲弊していく。そうなったらますます仕事
のやり方を見直すまでいかない。今やっていることをコピーするだけで精一杯。
ただ、大量のアドオンを作って開発コストがかかったとはいえ、SAP に切り替えた
場合と、ホストをずっと持ち続けていた場合のコスト比較は難しい。ホストで持ち
続けていたら、コストはかからなくても保守人員の確保の面で維持ができなかった

ニチレイ
小松 唯史 氏
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かもしれない。結果的にホストのほうが高く付く可能性もあった。
鈴鹿氏　単に会計システムという観点で考えると、SAP はコストが高いという声も
あるが、導入でコストがかかるのか、維持管理でお金がかかるのか。経営層はどの
ように考えているのだろう。
土佐氏　アドオンやバージョンアップがあるからだと思う。例えばグループ会社
で固定資産管理モジュールを標準で入れたところでは、ほぼコストがかからず制
度変更できたが、住友化学はアドオンで対応していたために 1 億円くらいかかっ
た。バージョンアップについては、何と比較するかが難しい。長期的に見れば、最
新の機能を世界中で使えるという優位性が出てくるが、ライセンス料とは別にバー
ジョンアップコストの予算を定期的に取らないといけないので高く付いているよう
に見えてしまう。
小松氏　ニチレイはバージョンアップなど本来必要なことをやっていないこともあ
るので、何とも言えない。手を入れないのはコストが高いとみんなが言っていたが、
何もしないでいて、どうにも手を付けられなくなってしまってはバージョンアップ
も簡単にはできなくなってしまう。
また、会計システムだけを見ると高いかもしれないが、物流まで含めればそこまで
いかないと感じている。ただし、後から手を入れる部分が多ければ必然的にコスト
はかかる。
植田氏　三井物産では 1990 年代から直近までの単体の情報通信費の推移を「見え
る化」しており、長い時間軸で見て、いつどのようなイベントがあったので上がっ
たのか、その後償却が完了してどのようにコストが落ち着いてきているかというこ
とも評価できている。そのような長い時間軸で資料を見ると、足元の費用のみを見
ての高い・安いということではなく、フェアな評価をしてもらえるのではないかと
考える。
黒田氏　ERP の導入によって内製システムが不要となり、それに係わる人件費が
削減され、特定個人に依存するリスクも減るが、この観点は、意外と見落とされる
ことが多い。また、導入における BPR などの業務見直しのコンサルティングコス
トは ERP 導入に関するシステムコストと捉えられる傾向があるが、位置付けを整
理して考える必要がある。
鈴鹿氏　コンサルティングコストをかければ、本来なら仕事のやり方が変わるはず
なのだが、必ずしもそうなっていないところに問題がある。
黒田氏　業務プロセスの理想を追求し、ERP 標準機能では不足する部分をアドオン
で補いながら仕事の仕方を変革していく、というのがコンサルティングの重要なポ
イントだと思うが、現状の業務を継続するためのアドオンを SAP 上にたくさん作
る、ということに陥ってしまったケースが多いのではないか。
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5  製品に対する知識や人的リソースが
足りない

鈴鹿氏　ERP の機能でどこまで業務をカバーできるのかについて、細かい話では
あるが、その検討は誰がするのか。SAP かパートナーか導入企業の IT 担当なのか。
製品知識やリソースが足りてない面もあるかもしれない。
小松氏　Fit&Gap に近いかもしれないが、ニチレイで SAP 導入時もコンサルタン
トがいて、一緒に開発について検討することがあった。ところがコンサルタントは、
SAP の機能を考えるとユーザー側の要望をどこに落とすのが最適なのか、よく分
かっていないような提案があった。結局は SAP の機能ではうまく業務対応ができ
ないということで、アドオンを作ろうということになる。
鈴鹿氏　標準で行こうという姿勢は重要であるが、その際、SAP をどこまで掘り下
げられるか、能力のある人がいるかどうかが大きい。時間が経過していくと、時間
切れでアドオンを作ってしまえとなる。SAP をどこまで知っているか。標準をこ
う使えば業務ができるという提案をできる知識、知見が欲しい。
小松氏　付け加えれば、ギャップが埋まらない時に、「こういうやり方もある」と
いった提案も欲しかった。
鈴鹿氏　これは 20 年前ということで、SAP がまだ十分に成熟してなかったからか
もしれない。プラス知識不足。ユーザーもパートナーも SAP ジャパンもそうかも
しれないが、日本全体がそういう状況にあったのではないか。
黒田氏　同感。20 年前は、1990 年代のバブル崩壊のショックから立ち直り、日本
の会社が大きく変わろうとしていた時期に当たる。ERP を導入して業務改革を進
める大きな流れができていた。私たちも Activity Based Costing 分析を行い、シェ
アドサービスセンターの設置などの施策を進めた。しかし、SAP は魔法の杖では
なく、SAP を入れたらシステムが万事 OK になるわけではない。ユーザー企業が
SAP の良さをしっかりと理解し、さまざまな角度からうまく使うための戦略を立
てる必要ある。しかし、当時は SAP についての勉強不足が多く見受けられ、結果、
大量のアドオンが搭載されて今日に至っている企業が多いのではないだろうか。
土佐さんがおっしゃったとおり、現場にはプロジェクトチーム側で知らない業務が
てんこ盛りにあり、業務改革を行うには、経営層と業務に精通した人の連携が欠か
せないが、そこに「SAP に精通した人」が加わって戦略を立てることが、実は重要。
そこを、単にアドオンで片付けてしまうと SAP の良さが活きず、SAP は単なるプ
ログラムライブラリー群に成り下がってしまう。
鈴鹿氏　当時は、日本全体がそういう雰囲気だったかもしれない。
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6  IT 部門のあり方や、パートナーとの
関係自体に問題がある

植田氏　海外では標準をベースに、Best Practices を使うのが一般的。ユーザー企
業も IT 力を持っていて、SAP と組んで Best Practices を導入することを検討して
プロジェクトを進める。その上のレイヤーにコンサルタントがいるイメージ。SAP
の側も仕事を受けるのにアドオンを作っていられないから、Best Practices をどう
使うか考える。
日本は昔からホストコンピューターを作ってきたメーカーが SAP ERP の導入ベン
ダーとして入るので、パートナーに任せる領域が広い。その結果、アドオンが増え
ていく。つまり、アドオンを減らして Best Practices に向かおうと思ったら、パー
トナーとユーザーの IT 部門の役割を考えないと難しい。しかし、2020 年に向けて
ユーザーの IT 部門は生え抜きが少なくなり、力は落ちてきている。知見も蓄積さ
れていない。クラウドサービスのように継続的にメンテナンスをしながら取り組ん
でいく時、この体制は厳しい。
1990 年代初頭、2000 年代に SAP の標準でどこまでできるかということについて
も、的確な時間で答えを出せる人は少なかった。結果的にパートナーが担うことに
なり、少しでも時間を節約するためにアドオンを積極的に作った。パートナーのあ
り方、ユーザー企業のあり方も大きな問題になる。
鈴鹿氏　日本企業特有の問題もある。日本企業には人事異動があり、IT 責任者も
10 年同じ仕事をする人はまずない。何年かすると変わる。欧米は比較的長くやる。
将来も見通せるため、引き継ぎもしやすい。日本ではどうしたらいいか。これは属
人性の解消にも通じる話。プロジェクトを始める時に精鋭のメンバーは集めるもの
の、終わるとばらばらになる。SAP S/4HANA に移行しようとなっても、SAP を
導入した当時の人がいなくなっている。もう一度集め
たくても集められない。人口減と人手不足の影響で、
若手の IT 担当者も減っている。IT をアウトソーシン
グした結果、社内からはノウハウがなくなっている。
黒田氏　ASUG（アメリカの SAP ユーザー会）の会合
に出た時、あるユーザー企業が EU の貿易 EDI に関
する新しい SAP 機能のアーリーアダプターとして、
事例発表をしていた。出席者の多くは多大な関心を示
し、「すぐに使えるね！」というリアクションを示して
いた。JSUG で情報共有をしたが、自分たちはアドオン
があるため、使うにはアドオン改修が必須で、その機

JSUG
鈴鹿 靖史 氏
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能を自分たちで作るのと、手間が変わらないのでは、という反応が多かった。アド
オンが多いと、SAP に対して必要な機能を要求するモチベーションも上がらない。
鈴鹿氏　SAP にはいろいろなユーザー支援プログラムがある。ある業界で新機能
が欲しいと要求すれば一緒に開発もしてくれる。ところが日本企業はなかなかそう
いう要求をしようとはしない。そこはもったいない。ドイツやアメリカはどんどん
SAP に働きかけ、これを標準化して欲しい、これを改修して欲しいとアピールし
ている。JSUG でも募集をしているが、反応は薄い。
黒田氏　やはりアドオンを作るとユーザー同士の情報共有も難しい。さらに、SAP
関連業務をシステムインテグレーターに委託していて、そもそも SAP の標準機
能でどこまでカバーされているかを把握していない企業も少なくない。そのため、
SAP の標準機能の拡張に関する要求が難しくなっている。また、仮に標準機能が
拡張しても、すでにアドオン開発済の場合、標準機能を使うための改修コストがか
かってしまうことが重荷になり、要望を出しにくい状況になっている。
鈴鹿氏　それでも SAP S/4HANA については、企業が単独で言うのではなく、こん
な機能を付けて欲しいと業界として言えばできるはずである。
黒田氏　今回の SAP S/4HANA への移行は、日本のユーザーにとって、ERP のさ
らなる活用を可能にする絶好のタイミングとなる。
神沢氏　ニチレイさんが SAP S/4HANA を導入する際、不定貫の機能がアドオン
の大きな要素となっていた。そこで SAP と喧々囂々と議論を重ねてようやく標準
機能として実装してもらった。
小松氏　ニチレイでは不定貫が出るという前提で経営の承認をもらっていた。それ
以外も含め、結果として 1,600 本のアドオンのうち半分以上削減することができた。
黒田氏　以前ブラジルのグループ会社に SAP を導入する際、ブラジルでの業界対
応のために 10 以上の追加機能が必要だったが、SAP とのすり合わせを通して、半
分は標準機能として認識してもらい、機能を提供いただくことができた。SAP は、
しっかり議論をすれば、対応いただける。
鈴鹿氏　課題として思うのは、日本企業の IT 部門は待ちの姿勢が多くて、SAP か
らの対応を待っているだけという印象が強い。うちに情報が来ないのは、SAP が悪
いという姿勢。だから、SAP R/3 の時代もおごりがあったのかもしれない。その
結果、うまくやればできたことができないままで来ているのではないか。いまだに

「SAP S/4HANA は何なんだ？」「俺たちに教えに来い」というユーザーがいること
が日本の課題。どうすればこういう姿勢を改めることができるか。企業風土なのか
もしれないが、難易度が高い。
土佐氏　パートナーと一緒にやることが下手。
中江氏　パートナーの立場からすると、プロジェクトの途中で、誰のためのプロ
ジェクトか分からなくなることがある。あくまでも富士通はプロジェクトのオー
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ナーであるお客様の経営改革プロジェクトの一部をサポートしているにすぎない。
それにもかかわらず、進捗会議の司会や判断まで任されることがある。パートナー
はプロジェクトにより良い道を提案することができるが、自分たちの意思を込める
ことはできない。意思決定までパートナーに任せようとするから、途中で議論がお
かしくなる。「みなさんのプロジェクトだから意思を込めてください」と誤解を恐
れずに言ってきた。「みなさんの経営に貢献するプロジェクトです」と言い続けな
いといけない。
鈴鹿氏　日本の企業、特に大企業には減点主義の文化があるところが多い。そうい
うプロジェクトはうまくいかない。途中で失敗すると、パートナーや SAP のせい
にする。そういう企業文化の会社がいまだにある。その結果、プロジェクトが、誰
のためのプロジェクトなのか分からなくなってしまう。そんなことが過去 20 年間
多かったのではないか。
黒田氏　「プロセス管理」の視点が重要。プロセス管理は、独立した組織でもよい
し、IT 部門の中のチームでもよい。プロセスのあり方に戦略を持っていないと、要
求に応じて多数のアドオンを作ってしまうことになる。
プロセス管理の視点が欠けている場合、その役割をコンサルタントが埋めることに
なるが、ユーザー企業自身がプロセス管理の機能を持つことは必須。
鈴鹿氏　従来の IT 部門はビジネス部門から言われるがままで、「こんなシステムを
作って」と言われ、「分かりました。できました」「使い勝手が悪いから直せ」「分
かりました。直します」というように、受け身がほとんどだった。今はそういう IT
部門では対応できない。IT 部門こそが自らの役割が変わったことを認識しなけれ
ばならない。人から指示されたことしかできませんでは変わらない。組織を変える
ことから始めて、ビジネス部門と一緒に議論をしていかなければならない。
神沢氏　経営の参画意識にも問題がある。どうしても ERP の導入は IT プロジェク
トに終始する。その反省を活かし、SAP S/4HANA に切り替えているある食品メー
カーはプロジェクトの目的達成のために、役員でなく
現業で声が大きい人、物流やマーケティングなどの現
場の人たちをステークホルダーとして巻き込んだ。ま
た、業務の改善を優先する現場と、BPR を推進したい
経営との間に目的のギャップも出やすい。
福田氏　保守の効率と継続的な拡張性を高めるために
は、導入開発時の工夫とテストの自動化が重要。とこ
ろが日本では、属人的な開発とブラックボックス化を
避けるための成果物の作成やテストケースの整備、自
動化ツールの導入に投資が十分行われていないケース
が多い。結果として、自分たちが作ったシステムを必

SAP ジャパン
福田 譲 氏
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ずしも理解できておらず、手を入れるにも現状分析から、金がかかる、となる。も
ともとは自分たちが導入したシステムなのに、現状分析しないと分からない、とい
うのは、コストに加え、変化のスピードや柔軟性の視点からも望ましくない。

7  導入企業の中に権限を持つビジネス
プロセスオーナーがいない

神沢氏　日本企業には、権限を持つビジネスプロセス
オーナーがいないという問題もある。SAP は昔から
導入企業にはビジネスプロセスオーナーがあるほうが
いいと言っているが、現実的にはそういう役割がいな
い。その結果、効果も部門単位に限定される。
とはいえ、日本でビジネスプロセスオーナーを置くこ
とが現実的にありうるかどうか。それとも IT 部門が
その役割を担うべきなのか。現実を鑑みると難しい側
面もある。
黒田氏　ビジネスプロセスオーナーが必要というメッ
セージは出したほうがいい。プロセスは誰もが決め

ていいわけではない。戦略を持って取り組んでいくことが重要。また、ビジネスプ
ロセスオーナーは、導入プロジェクトの時だけではなく、継続的に必要。導入後に
オーナー不明になってはいけない。
土佐氏　住友化学もプロジェクト体制を組む際、業務系と IT 系とチームを分けた
が、最後にまとめるリーダーを決め、そのリーダーの判断に業務系と IT 系の 2 つ
が従った。それが機能している間はうまくいった。
黒田氏　三井物産でも、導入時、保守時、バージョンアップ時、継続的にプロセス
管理組織があり、重要な役割を果たしている。
蘇氏　ビジネスプロセスオーナーはまずポジションを作り、アサインまでしないと
ダメ。ビジネスプロセスオーナーを作ろうと議論をすると、たいていは会計なら財
務部長、生産なら生産管理部長がなる。するとだいたい 3、4 年でプロジェクトか
らいなくなる。プロセスオーナーは兼務であることが多く、プロジェクトが終わっ
ても職位はない。やるなら職位として作らないと続かない。兼務し 3 年でいなく
なっても、プロジェクトとしては問題ないが、結果としてプロジェクトを終わらせ
ることだけが目的となり、終わると何もしなくなる。
土佐氏　ビジネスプロセスオーナーと称するのは簡単だが、実際にポジションを
作って持続していくのは難しい。業務を変えるとしたら、あちこちを回って了解

SAP ジャパン
神沢 正 氏
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を取り付けるような役割があったほうが実際的。ただし、その人が決定したことを
みんなが納得する必要がある。
黒田氏　権限を与えて規定を作ることが必要。人が権限を持つのではなく、規定化
までしておけば、それをつぶすことは難しくなり、長持ちする。規定は形骸化しな
いように、沿わない場合は違反とすればいい。
福田氏　SAP 社の場合は、グローバルはジョブディスクリプション文化が根付い
ている。各ポジション単位で仕事の内容が規定されている。デジタルだからいいと
いうわけではないが、日本組織のような忖度はない。
鈴鹿氏　結局、最後は人が重要だということになる。ここまでで、いい議論ができ
たと思うが、課題も抽出されたので、次回は、このような現状に至った要因・背景
を分析したい。
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第 2回目では、既存 ERP 導入企業課題・問題点として以下の 7つを抽出した。

（1）	SAP の稼動自体が目的になっている
（2）	プロジェクトの理念、目的が明確になっていない
（3）	膨大なアドオンが作られている
（4）	アドオンが増えたために、コストがかかりすぎる
（5）	製品に対する知識や人的リソースが足りない
（6）	IT 部門のあり方や、パートナーとの関係自体に問題がある
（7）	導入企業の中に権限を持つビジネスプロセスオーナーがいない

第 3回目は、課題を掘り下げ、現状に至った要因・背景を分析した。
委員から出された意見には、共通項が見られる。「業務改革」というプロジェクト
開始時の理念は素晴らしいが、明確な目的がないとその理念が共有されないという
ことだ。多くの日本企業が、グランドデザインを全社で共有しないまま進んでし
まった。
日本企業が ERP の導入に取り組んだ 1990年代、「ERP は統合システムだ」と言わ
れ、何でも ERP でやることが美徳と感じていた誤解もあった。そのため ERP 内で
対応できないことは、すべてアドオンにしてしまった。次世代の SAP	S/4HANA
ではその反省を活かし、すべてを ERP でカバーすればいいものではなく、役割を
考えることが重要だということを認識しておくべきだろう。
アドオンが増えたことでプロジェクトが長期化し、現場が疲弊した結果、多くの人
が道半ばで離れていった。プロジェクト終了後は既存メンバーも解散し、継続され
ないまま今に至っている。ビジネスプロセスオーナーがいなかったことも大きな問
題だった。
しかし本来は、ERP を導入してからが本当の勝負となる。当初の理念と目標を理
解している人が稼動後も継続的に改善していける仕組みを、ユーザー、ベンダー、
SAPジャパンが三位一体で作っていくことが必要でないかという結論に至った。



1  プロジェクトの導入目的が明確に
なっていなかった　

思い込みが強く、考え方に柔軟性がない
土佐氏　住友化学が 1997 年に初めて ERP 導入に取り
組んだ時、システム導入プロジェクトとは違うという
意識で始めたが、作った体制はシステム導入プロジェ
クトの形そのものだった。「ERP 導入によって業務プ
ロセスを見直すことが重要」という認識はあり、それ
ほどずれたことを言っていたことはない。多くの人が
基本理念には納得していたと思う。
ところが、結果を見てみるとそうはなっていない。
Gap を埋められなかった。スケジュールを引き、体制
を作るとどんどん一般的なシステム構築プロジェクト
になり、いつまでにこのシステムを立ち上げなければ

ならないかという考え方に現場が支配されていく。仕掛けが足りなかったという反
省がある。
黒田氏　ERP の導入が IT プロジェクトでなく、業務改革そのものが目的であるこ
とは正しい認識だ。ただし、当時はどの会社も ERP をどう使うのがいいか、とい
う議論は薄かったと思う。
土佐氏　プロジェクトをトップダウンで進めたので、事業部門から見れば ERP を
導入して、どんなメリットがあるかを議論する間もなくプロジェクトが始まった。
売上が増える、コストが下がる、人が減るといったことが事前にプランニングでき
ていればもっと進んでできたかもしれない。当時の見立てでは SAP を標準のまま
導入したら「絶対に人が増えるよね」という疑念は誰もが持っていた。今までと同
じことをやろうとすると人が足りなくなるので派遣社員を増やさないといけない。
その上、プロジェクト開始から 2 年か 3 年は SAP 専任の人を事業部門から出せと
言われる可能性が高い。結果としてコストがかかり、これはいかがなものかという
空気があった。
植田氏　各組織が持っている情報やナレッジに Gap があった。経営幹部、企画部
門、IT 部門が「ERP はこういうものだ」「こう使いましょう」という考えは持って
いたとしても、それを現場が理解するまでには時間がかかる。その結果、現場に浸
透しきれないまま「自分の仕事を回すためにはこうして欲しい」という要望が先に
立ち、ERP のコンセプトよりも現場重視となってしまった。

住友化学
土佐 泰夫 氏
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今ならもう少し近いところで会話ができるのではないかとも思う。これまで綺麗な
言葉でベストプラクティス、標準化、全体最適ということを聞かされてきたが、本
当に（当時）それはできたのだろうか。本当のことは現場で起こっていることだが、
それは現場が回らないという一言で塗り固められた。本当はやればできたのではな
いかという反省の思いはずっと残っている。
各組織が抱く BPR の「捉え方」が必ずしも統一されていなかった。「目的」と「手段」
の取り違えもあり、2004 年 11 月に最初のプロジェクトが本番稼動した後は、走る
ことをいったんやめてしまった。やはり走り続けることは難しい。膨大なコストを
かけ、人のリソースもさんざん使ったからもういいだろうという雰囲気が生まれた。
土佐氏　プロジェクトを始める時、プロセスが複雑な事業部門からやれば、難しい
ことを乗り越えているのだから、横展開は簡単にいけるだろうというロジックは描
きがち。しかし、最初から難しいことをしたら後が続かない。そうなるとやっぱり
無理なんじゃないかという空気が蔓延してくる。
SAP の機能も今とは違うため、Fit&Gap をしたら Gap ばかりになる。住友化学も、
予算編成は SAP では無理だから、結局は外で丸ごと作ってつないだ。それでいて、

「これは SAP の導入プロジェクトです」という建て付けにしてしまった。
住友化学では、パイロット導入で小さく始めて、そこから拡大していこうとしたが、
そうすると全社的に盛り上がらない。先行した工場には「大変そうだね」と社内か
ら同情の声がかかる。それでも何とかスケジュールに間に合わせようとしたので、
工場の部分最適で作ってしまった。結果、横展開する時、これはうちでは使えない、
全社最適ではないですよね、となってしまった。
黒田氏　SAP を導入する前に、基幹システムの再構築に関与したが、社内には長
い間培ってきた業務の仕方があり、基幹システムは、その業務処理の仕組みをで
きる限り反映させて構築していた。SAP を導入した業態変革プロジェクトにおい
ては、ERP の機能を活用したプロセスの自動化を目指し、プロセス整理に力を注ぎ
ツールも活用して可視化を進めた。しかし、多岐にわたるさまざまなビジネスのプ
ロセス自動化は容易ではなく、見切り発車せざるを得なかった点も多々あった。ま
た住商モデルの利用においても、用語や勘定科目・項目の違いに対する強い抵抗感
があった。
鈴鹿氏　住商モデルを入れるにしてもなお、三井物産はこうなんだから、三井物産
のやり方で導入したいという思いが根底にあったのか。
黒田氏　最終的には、勘定科目体系などの独自の仕組みは放棄する、という決断を
しているが、自分たちが長い間慣れ親しんできたものを残したい、という強い思い
は確実にあった。しかし、住商モデルに体を合わせるかどうか、という議論はした
が、本来の SAP の機能でどこまで対応できるのか、という本質的な ERP に関する
議論は、時間の制約もあり、見送らざるを得なかった。

33



土佐氏　当時は、ERP で仕事をするとどうなるのかをベンダーさんもコンサルタン
トさんも誰も具体的に見せてくれなかった。さっぱり分からないのに、IT 部門から
は「要件定義をするから要件を決めろ」と言ってくる。それなら、とりあえず今の
ままにしておこうとなる。
また、「ERP を入れることになったから、今度から業務のやり方がこう変わります」
とお客様に対して言うことなど、事業部門にとって到底受け入れられるものではな
かった。このビジネスはお客様の立場が強い。業界標準という言葉を聞くが、標準
をお客様にあてはめることなどとてもできない、そんな雰囲気があった。
植田氏　問題は現場が回らない話と同じだが、それがどれくらい特殊なのかという
こと。お互いに理解しないと、「現場が回らない」「特殊だから」の一言で片付けら
れてしまう。細かいことを突き詰めないといけない。でも労力はかかる。大きなプ
ロジェクトでそこまで手が回らない、という背景はあった。
SAP S/4HANA になると、以前の経験とベースがあるから、そこから掘り下げて
細かいところまでいけば、本当にこれでいいかという議論ができる。
三波春夫が言い出した「お客様は神様」という言葉は誤解されており、本当の言葉
の意味を三波春夫事務所がホームページで公開している。「私は神様の前で歌って
いるつもりで、真剣に歌っている」ということであって、必ずしもお客様の言うこ
とに何でも従う、ということではないが、お客様との関係において何かをこちらか
ら変えていくことはなかなか言えない、というのが日本の商慣習にあるようだ。
似たようなことは現業部門と IT 部門の関係でも言える。「こうしましょう」の言葉
が IT 部門から現業部門に対して、必ずしも 50 対 50 の立場で言えない関係がある。
IT 部門とベンダーの関係も同様で、結果的に正しい議論、正しい思考プロセスを
経ずに、ベンダーはアドオンを作ってかわそうとした、という経緯もあるのではな
いか。行うべき丁寧なコミュニケーションを端折っている関係性があったのではな
いかと思われる。
蘇氏　そもそも実務が優先されるからプロジェクトで問題が起こる。グループ会
社、部門も標準化を図る文化がないため、特殊なことで工夫されることは自分の同
じグループや部門でも私たちのところは工夫されている証であり、評価すべきとい
う認識が強い。すると伝統的に標準化が図れない。
運用面でも基本はシステムのデータを業務改善に十分に活かす工夫が見られない。
最終的に出荷とか計上ができればいいと思っているから工夫しない。
黒田氏　ERP 導入以前の手作りシステムの時代は、部門ごとに責任者が異なり、
インターフェースとコードを合わせて処理結果をバッチでパスすればよい、という
個別最適なシステム開発が可能であった。ERP は、各モジュールがリアルタイム
で相互連携していて、全体最適を実現するプラットフォームであるが、部門の意識
が従来と変わらないと、折角の ERP の機能が活かせないことになる。
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福田氏　導入目的は、会社の戦略にひも付いた内容を定義し、できる限り明確にす
る。願わくは定量化しておいたほうがいい。ここがやりきれないと、あらゆるもの
が崩れていく。総論賛成、各論反対になりがちな全社最適プロジェクトにおいて、
右か左を選ぶ時に、道標になる明確な目標があると強い。

「コスト」ではなく「投資」の目線も大事。投資対効果の目線で判断が行われるべき
で、「安いほうがよい」というコストの発想だと、戦略的な IT 投資にならない。
土佐氏　20 年前は、企画部門を中心に SAP を入れようということになった。企画
部門 5 名と IT 部門 2 人の 7 人で欧米を回った結果、これからは ERP だ、その中
でも SAP がいいらしい、グローバル化にはこれしかない、これで経営レベルを上
げよう、経営環境の変化をつかむために統合業務パッケージを入れようとなった。
パッケージで業務改革できるわけではないが、世界標準の仕組みを使って業務改革
を成し遂げようという壮大な目標を立てた。
それがそうならなかった要因の 1 つが、パッケージというものに対する考え方が、
小さなオフコン時代のパッケージのイメージを引きずっていたことにある。パッ
ケージを入れてもすぐ使えるわけでない。パラメーター設定もいる。かつ固有機能
を入れるためのアドオンがある。さらにパッケージの根幹を修正するモディファイ
がある。さすがにモディファイはやめようとなったが、アドオンは標準で保証され
ているような誤解があった。そのために、カスタマイズとアドオンでシステムを構
築すればよいというところからスタートしたため、開発現場に降りていくにつれ、
だんだんとパッケージに業務を合わせるというコンセプトからずれてきた。
中江氏　私も振り返れば、パッケージに合わせるスローガンがあったにもかかわら
ず、現在の要件を聞きアドオンがどんどん積み上がるとお客様のコスト予算が心配
になることがしばしばあった。しかし、2007 年ごろからお客様に「現場でこんなも
のを作ったら禍根を残します」と言ってプロジェクトに入っていった。
ベンダーの ERP 部隊では、できるだけアドオンを作らないというアプローチが頭
にあるから作りたくない。アドオンを極力減らし追加
はダメということが 2007 年ごろから浸透してきた。

「作って欲しい」と言われて、それを説得して「皆様の
プロジェクト憲章にこう書いてあります」と言うと、
納得してもらえるお客様は考え方を元に戻していただ
ける。そういう意味では「プロジェクト憲章」が正し
く機能してプロジェクトの羅針盤になった。しかし、
中には現場に押し切られてお金で解決しようとするお
客様もいた。とても標準化されたシステムとは言えず
ERP をシステム素材としてスパゲティーシステムに
なり、後にトップが変わると「何でこうなっているん

富士通
中江 功 氏
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だ」と苦言をいただくことがある。
土佐氏　だから、SAP S/4HANA の導入プロジェクトでは、今の話の反省も含め
て、キックオフの時に社長に明確なメッセージを出してもらった。ポイントは、今
度のプロジェクトは ERP の置き換えでなく仕事そのものを変えること、情報の基
盤を構築することが目的、プロセスよりもデータが重要、実施することは生産性向
上とワークスタイルを変えること、基幹業務は徹底的に簡素化・標準化・自動化し
て、貴重な社員の労力を機械的な作業に割かずに済むようにすること。
だから Fit&Gap をやらずに、システム側が提示する業界標準の業務フローを仮説
として検証してください、今までやってきた仕事はいったん全部捨てて業務を見直
して欲しい、それでビジネスが成り立たないかどうか見て欲しい、ほかのことは考
えなくていいというメッセージを打ち出した。
以前の ERP プロジェクトではデータの入れやすさや使いやすさを重視してきたが、
それは今度はやりませんとも宣言してもらった。システムの簡素化やアドオンを減
らすというのは、それ自身が目的でなくて何でそうなっているかを考えましょうと
いうこと。仕事のやり方が複雑だから、その結果としてシステムが複雑になってい
る。自社の仕事を簡素化して結果的にシステムが簡素化するという考え方でやって
くれというのが今回の方針。

経営層やマネージメント層の理解不足
神沢氏　ニチレイが 2018 年に SAP S/4HANA で ERP を再構築する際、経営が現場
の意見を聞きながら経営改革という矛盾の乗り越えたと聞いている。今回のプロジェ
クトではどういうメッセージを出したのか。
小松氏　そこまで大きなメッセージは出していない。ただ、最初に導入した時か
ら 10 数年経って知見を深めた結果、どうやれば矛盾しているポイントを解消でき
るか分かってきた。再構築ではベースの業務要件部分は大きくいじらないことにし
た。その中で、S/4HANA の構築を考えた。導入パートナーの日立 F&L にお願い
したことは、アドオンの数を減らすこと。つまり、バージョンアップができるよう
にすることは重視した。今まではバージョンアップすると何億かかるとか、えらい
話になってバージョンアップを躊躇してきた。これからは、それは避けなければな
らない。このことは、プロジェクトとして最初に意思疎通を図るよう経営から指示
があった。その手段がアドオンを減らすことであり、その代替を考えることだった。
その 1 つで譲れなかったのが標準機能としての不定貫だった。
中江氏　現行踏襲は気にせず、コア業務、特にその企業の非競争業務領域は最低限
の機能でまずは早く稼動させて、慣れるところまで運用しましょうというのはいい
こと。携帯電話がフィーチャーフォンからスマホに移行した時を考えると分かりや
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すい。まずは動かしてみてから、本来の業務改革、周
辺の強みを活かすアプローチとして考えられるのでは
ないか。
システムを稼動させてから目的、目標達成のためのプ
ロジェクト継続が必要。ERP はコンピューターシス
テムだから、経営判断や業務運用の手段にしかならな
いはずだが、稼動後もプロセスオーナー的な部門でガ
バナンスを効かすことも有効。
あとは、ERP を使うお客様に「こういうふうに使う」
というガイドがあるといい。プロジェクト中に直面し
た課題や、カテゴリー別の目的目標更新の範囲、一般
的な注意事項、全社最適に向けた業務のすり合わせ、リスクマネージメント、体制
や権限委譲などに関することを、ERP は今までと違うということを周知する。
今となっては当たり前のことだが、当時は最初から納得していたお客様も、プロ
ジェクトが始まってしまうと不満が溜まってくる。
鈴鹿氏　パートナーもユーザーも、プロジェクトの最初の段階では、こうやってや
ろうと合意したはずなのに、途中から変わってしまうということ。ユーザー側の
覚悟や決意が弱かったのではないか。現場からちょっと反対されて「仕方ない」と
言ってあきらめる。
最近聞いた話だが、ERP 導入においてプロジェクトリーダーがアドオンを作らない
方針でプロジェクトを強力に進めていたら、現場が役員に「直訴」したらしい。す
ると、その役員がプロジェクトリーダーに「何とかしてやってくれ」と言ってきた。
プロジェクトリーダーも役員から言われたら逆らえない。その結果、現場はプロ
ジェクトリーダーの言うことを聞かなくなり、そのプロジェクトはガタガタになっ
てしまったそうだ。このような話を聞くと、ユーザー企業のトップから下までが強
い覚悟を持つことが絶対に必要だと思う。
蘇氏　日本企業の場合、ERP 導入の動機が不純で、既存ホストのリプレースと考え
られている企業が多い。IT 部門がユーザー部門の要望に合わせて、個別に言われ
たとおりに作っていく文化。いくつかのシステムを同時に導入することはできない
ので、1 個ずつ入れていくしかない。3 年で入れようと思っていても、開発の人数
が少ないから結局は 10 年近くかかってしまう。パートナーのリソースを大量につ
ぎ込む文化でもない。
そういうとこともプロジェクトが分断されている原因。当然、パッケージはビジネ
スノウハウを活用し、ユーザー部門への積極的に業務変革の提案ができない。
黒田氏　終身雇用が普及している日本企業においては、従来からやっている自社の
業務の仕方にこだわる傾向があると思う。以前、欧州における SAP 導入プロジェ

JSUG
鈴鹿 靖史 氏
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クトで社員教育を行った際、何人かの社員は「前の会
社でも SAP を使っていたら、操作は分かる」と言っ
て、すぐに使い始めていた。雇用形態の違いが、シス
テムに対する考え方に影響している点もあると思う。
蘇氏　ERP の標準機能を使わずに入れても大丈夫、
作ればいいというのがよくある話。マネージメントを
含めて今の業務改革の意識がなく、システムが業務に
合わせようとしている。組織横断のビジネスプロセス
オーナーが設定できない。そこで感じるのは、ERP は
入れるが、マネージメントスタイルが変わっていない
ということ。SAP を導入すれば、いろいろなデータ

を使って伝票を出すことができるのに、何も考えずに使っている。
もう 1 つ重要なのは、ERP は所詮管理ツールとマネージメントが認識しており、入
れ終わるとそれ以上は必要でない、進化は考えなくていいってことになる。とこ
ろが、お客様は新しいビジネスやイノベーションに関してはいくらでも投資する。
ERP は管理ツールだけでなく、新しいビジネスの創出、イノベーションにもつな
がるはずだが、日本ではその認識が薄いと思われている。
そこは IT 部門だけが意識しても仕方ない。マネージメントとして管理系も含めて、
ビジネスが変わるとそれも変えないといけないという認識があったほうがいい。
福田氏　もともと IT を理解した経営者はいない。IT 部門や IT ベンダーが、しっ
かりと経営者の理解を支援することも大事。財務諸表を読めない経営者がいないよ
うに、今の時代、IT が分からなくて経営はできない。
その点、金融業界は参考になる。銀行では、将来の頭取候補が CIO をやっている
ケースが少なくない。将来の経営人材に意図的に IT 部門を経験させ、会社全体を
俯瞰したり、IT を活用して業務を標準化する力を身に付けさせたりしている。

2  膨大なアドオンが作られた理由

黒田氏　2000 年代初頭は、ERP 導入プロジェクトの定石として、Fit&Gap 分析を行
い、Gap はアドオンで埋める、という考え方が日本では主流だったと思う。
小松氏　ニチレイが ERP を初めて導入した 2001 年当時、食品業界は商社と卸の
関係が密接だった。1 次店で商社、2 次店で卸という商習慣が一般的であり、食品
業界としても、商社の販路を使って販売拡大したいという思いがあった。今なら
SAP にも帳合マスターがあるが、当時は見向きもしてくれなかった。SAP に商社

クニエ
蘇 航 氏
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の帳合の話をしても「何で直接売らないのか」と言わ
れたことはある。物流面を考えれば確かにそのとおり
だが、別な狙いとして掛売での債権管理もある。だか
らこの商習慣がどうしても存在する。当時からすると
請求先、支払先の設定を何とか変えることができない
かと考えたが難しい。そのため、帳合マスターとして

「コネクションマスター」をアドオンで作った。当時
は日本の商習慣を理解してもらえなかった。
リベートも同様で、口銭手数料と後値引という仕組み
を作ることが設定価格と違う実質価格での商売が業界
では必要であった。不定貫についても社内だけの特殊

な事情ではなかった。ERP を導入する際、「社内で標準化をしましょう」と言われ
たが、業界の標準化を SAP グローバル標準にするまでは難しい。そもそもそのこ
とはターゲットではないし、やるとビジネスをする上で大きなダメージになりかね
ない。
不定貫は商品自体の重さが決まってない商品を扱うから、量ってみないと分からな
い。流通形態は箱単位で、肉や魚などの単価が張る商品を扱うから誤差の範囲と
言って許容もできない。だから不定貫の機能がないと商売上絶対にダメだった。こ
れは社内でどうこうより、商売をする上でお客様にとって当たり前の話で、これが
できないとクレームになる。その結果、SAP の導入時はアドオンがかなり膨れて
いった。
また、食品業界は午前中に注文を取って午後までに出荷指図がいる。そこでのボ
リュームは多く、現場からは「30 秒で伝票を打てるようにしてくれ」と要望があっ
た。今でこそ EDI 比率は 7 割ほどに達しているが、当時は 2 割から 3 割。あとは
FAX や電話でも注文を受け付けていたから、キーボードの配置がずれただけで作
業効率が低下する。ましてやポイントを合わせるためマウスを使うと持ち替えが発
生するため作業が大変になる。これが現場の声だった。
それに対して、当時、経営側もそのことに明確に結論を出していなかった。現場の
声も「聞いてあげなさい」と言っていた。その一方では、「業務改革もしなさい」と
言い、結果的に矛盾に満ちていた。経営は何となくスローガン的になるのは仕方が
ないが、現場では限られた短い時間で作業が必須だからただ標準に合わせたらおか
しくなる。
日本の場合は、ホストからオープン化の手段としての ERP を導入という流れで来
た。だから、現場を説得するのは大変だ。私の場合、現場を説得する役割としてプ
ロジェクトに現場代表で入った。でも「なぜこうなるか」「こういう応用ができな
いか」という情報がベンダーからも入ってこないため、説得のネタも足りなかった。

ニチレイ
小松 唯史 氏

39



その結果、時間がないからアドオンにしたほうが早い
となってしまった。
アドオンなしに業務を運用してもらうのは不可能。そ
こはシステム側としても半分あきらめがある。「ERP
の機能をできるだけ使わずに ERP を導入するのがポ
イントです」はあるコンサルタントが言ったセリフ。
ERP は単なる器として利用するだけで、中身はごちゃ
ごちゃとしたほうがいいという理屈。あとあとで大変
なことは分かっているが、作ってしまえば簡単という
こと。
栗田氏　私も聞いたが、目からうろこだった。
土佐氏　現場業務を止めず、ユーザーの要望は取り入

れながら、アドオンを作らず業務改革ができないものかと検討したが、この矛盾を
解決することはできなかった。一方、ベンダーにとっては顧客の業務改革を実現し
たいという想いがある反面、アドオンを作ったほうが継続的にサービスもでき後の
事業にもつなげられるという現実もあり、そこがアドオンの敷居が低くなった 1 つ
の要因かもしれない。
ERP は現行業務に合わない、ホストでこれだけ作り込んだものを SAP に置き換え
るなんてとても無理と当時のシステム部門は大反対したが、企画部門からトップダ
ウンでやるとなってから始まった。結果として現行システムの担当者はプロジェク
トに入らなかった。新しい仕組みだから、将来の育成のためにという目的もあり、
若手とコンサルタントだけが入った。確かに人の育成はできた。ただし、今の仕組
みの経緯や背景が分からないためスムーズに進められない、かつ当然 SAP のこと
は分からない。当時はコンサルタントも分かってない。後から考えたら標準を組み
合わせればできたかもしれないが、ともかくアドオンを作ってしまった。
さらに SAP 以外のアプリケーションは作ってはいけない、アドオンを作ってでも
見た目は SAP 単体で動いているようにしないとダメという意識が強かった。ソー
スコードもデータテーブルも作って押し込んでしまえば外から見たら SAP そのも
の。だけど当然標準になってない。ビジネスを止めないことが一番であり、実績系、
受発注や決算をできるようにすることが最優先でやった結果だが、本来 SAP は経
営者に情報提供する仕組みと言っていたが、BW で今の帳票と同じキューブを作っ
たところで力が尽きた。カットオーバー後の 2 期目で対応しようということになっ
たが、1 期目のプロジェクトが終わって 2 期目は始まらなかった。効果を刈り取ら
ずに力尽きたというのが実感だ。
当時は、そもそも、ビジネスプロセスを変更してもらうために「こうしましょう」
とユーザーを説得するのはシステム部門の仕事だろうか、だいたいシステム部門の

日立フーズ＆ 
ロジスティクスシステムズ
栗田 琢 氏
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言うことなんて聞いてくれるはずがないじゃないかと、業務改善のマインドが全く
モチベーティブではなかった。
鈴鹿氏　Fit&Gap をやることが当時は当たり前だった。しかし、そのやり方自体が
間違いではないかと思っている。Fit&Gap をしたら Gap が出るのは当たり前。そ
うなると、どうやって埋めるかの話になってしまう。要件定義も実は正しいやり方
とは思えないが、当たり前のようにやっていた。
中江氏　それはなぜか。いろいろあるが、現場が強いとか、個別（現場）最適視点
とか。要因・背景として経営者と現場の意識の違い。それは立場も視点も違うので
意識の違いがあって当たり前だが、それでも業務改革、プロセス見直しは現場で
強く反発される。CIO が一生懸命立ち振る舞って現場を押さえようとするが、「現
場が回らない」というキラーワードを覆せないことが多く、予算を変えてでもアド
オンを積み上げる。これでは ERP の特徴を活かしているとは言い切れない。
それは、プロジェクト体制に依存するのではないかと思う。プロセスを変えられる
権限を持った人、もしくはそのプロセスを明確に定義、運用できる、母体組織にそ
ういう人が求められる。業務から人を出してもらうことがよくあるが、それだけで
は不十分。現場寄りの方がそのプロジェクトの代表になると、現場を変えたくない
という思いが反映され、現状維持へ向かってしまう。だからプロジェクトの組閣の
仕方で現場を知っている人が代表ではなくて、組織化されたプロセスと IT を統括的
なミッションにしないといけない。業務プロセスを担保するのが ERP との考えだ。
蘇氏　ベンダー側としても、アドオンは売上につながるので、積極的に提案するケー
スが多い。加えて、ベンダー側も SAP の知識や最新機能への理解が足りない。アド
オンは勉強しなくていいから簡単。だから安易にアドオンの提案が行われている。
あとはプロジェクトマネージメント、チェンジマネージメントの問題。ベンダー側
の力も足りない。よくあるのは、特殊なアドオン、サブシステムが自社テンプレー
トだと思っており、競争優位の条件と考え提案している。その結果、世の中のアド
オンを増やしている。入れるとまた修正が出る。始め
から EDI がつなげられるが、SAP 標準のシステム間
連携機能は最初から付けられないとなってしまう。そ
れもベンダーとしてアドオンを作ってしまう原因に
なっている。
神沢氏　2000 年前後はウォーターフォール型が主流
だった。Fit&Gap の最初の機能一覧も現在なら SAP
の機能はこうだとなるが、ホストでの実現機能が最初
にあり、そこで SAP の機能のあるなしのチェックが
あり、アドオンでできるとなる。最初からウォーター
フォールで今の仕組みを作ることが前提だった。その

SAP ジャパン
神沢 正 氏

41



裏には ERP の機能を使わずに作れば早いという理由があった。
それらの経験を経て 2000 年代後半の主流はパートナーテンプレートになった。
パートナーテンプレートがなければ、日本でこれだけの ERP の導入はなかったと
思うし、導入期間は劇的に安定化した。ただ結果的にパートナーテンプレートはア
ドオンが標準機能に上乗せされることになる。導入の手法としては動くものをベー
スにアジャイル的に入れていく形を取るが、入れたものは結果的にアドオンが標準
的に入っていて、ベンダーしかエンハンスできない。つまり、恒久化していくこと
を想定していないアドオンがテンプレートにはある。
そうした反省を活かし、SAP S/4HANA では業種ごとにモデルカンパニーとい
うテンプレートを 2015 年ごろから作り始めている。以前はアドオンだったが、
1809 リリースからは SAP S/4HANA の標準機能になっている。ベストプラクティ
スには有効だと思う。

3  そもそも製品に対する知識が足りない

植田氏　製品に対する知識不足、技術不足も 1990 年代の問題だと思う。ベンダー
や IT 部門はもちろんだが、業務側も技術面を理解していないと ERP の話はできな
い。製品も技術も知らず、勉強をしようともしない人と議論をしても意味がない。
メカニズムを理解して進めることは必要。以前はそこまでの余裕がなかった。
IT 側はその裏返しで、業務の知識が不足している。ユーザーの状況が共感できる
くらい理解して、自分ごととして考えられる IT 人材は少ない。ERP の場合、業務
全般を対象とするから聞きかじりではできない。ユーザーの共感を得ることが必要
になる。それは教育で解決するのかもしれないが、マインドを醸成することすらで
きていなかった。今日では、中途採用で IT 側もプロ並みの技術を持っている人を
採用できるが、その会社の業務を理解しなければうまく進められない。
2 つ目は ERP の機能に対して、情報収集やコネクションが不足している。確かに、
IT 部門が ERP の可能性を理解することは簡単なことではない。特に 20 年くらい
前は、レガシーやアプリケーションの知識はあっても、ERP 全体を理解している人
は少なかった。分からないなら外部に聞きに行くことになるが、SAP ジャパンの中
にも何でも分かるスーパーマンのような技術者がいるわけではない。それならドイ
ツの SAP 本社まで行くか、研究部門のあるパロアルトまで行くとか、情報を収集
するためのコネクションが必要。知っている人のリソースが足りないのであれば、
ERP の機能に関する知識を収集する能力を磨くべきだ。
ベンダー側も ERP の機能や可能性の幅を知らないまま進めているケースもある。
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必ずしも深く知らないといけないわけでないが、ある
目的があればそれに対しての情報収集は幅広くやるこ
とが必要。それなりに得ようとしたら SAP とのパイ
プが必要だが、そこも不足していた。ベンダーと IT
部門と SAP の間で知見を深めるネットワークは大事
で 20 年前よりも今はよくなっていると思う。
福田氏　人材配置と育成のあり方は大前提として外せ
ないテーマ。例えば水戸黄門の「静まれ、静まれ」が
いい例。水戸黄門のように、誰が聞いても納得する方
が CIO やプロジェクトリーダーだと強い。未来を嘱
望されている若手のエースが助さんや格さんだと、業
務要件の定義や標準化、業務改革の案も、皆が納得する。水戸黄門が掲げる印籠が
光を出していることも重要、導入の目的が明快であること。「静まれ」という人に
威厳がなかったり、印籠に大義名分が見当たらないと迫力がない。適切なリーダー

（水戸黄門）と、それを支える助さん格さん、そして印籠（大義名分）が揃うと、プ
ロジェクトは自然とうまくいく。
土佐氏　これからデジタルトランスフォーメーションをやっていくから、人材は内
製化していかなければならない。以前のホスト系では本社に計数部があり、完全に
内製化していた。その後 IT 部門を分社化して、住友化学システムサービスを設立
し、業務委託の体制で維持運用を回すようになっていた。
デジタルトランスフォーメーションに取り組むとすると、業務委託でできる仕事も
あるが、そうでない部分は再び内製化に戻る必要がある。現在は、維持運用業務を
アウトソースして、担当していた社員に仕事をシフトしてもらっている。新しいと
ころにシフトしてもらわないとデジタルトランスフォーメーションに生き残れな
い。内製で抱える仕事でないものは外に出し、残そうと思う仕事はがっちり内製化
する。徐々にメリハリが利いてきた。
鈴鹿氏　とはいえ、入社して 30 年間近くシステムの運用だけをしてきた人に対し
て「明日からイノベーションを考えろ」と言っても難しいでしょう。
土佐氏　年齢が若い人は運用からデジタルトランスフォーメーションにいくらでも
ジョブチェンジできる。入社して相当の年数が経っている人はなかなか難しいが、
その人にはアウトソーシングした運用の管理者になってもらうとか、経験を活かす
道はある。
福田氏　ただし、クラウドの進展とともに、新しい種類の運用の仕事も出てきてい
る。今までの IT 面からの運用がクラウド化で軽くなる一方で、IT の利活用の促進
や高度化へとシフトし始めている。

SAP ジャパン
福田 譲 氏
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4  ユーザー企業とパートナーとの関係

黒田氏　日本では、1980 年代から、広くオフィスコン
ピューターが普及し、パッケージソフトが使われるよ
うになった。その際、当然のごとく、ユーザー企業
は個別の要求を出し、ベンダーもこれに応えていた。
パッケージソフトは、単なるライブラリー群と同じ扱
いであり、ユーザー企業は要求を出す側、ベンダー企
業は要求に基づきシステムを作る側であった。一方、
ERP は企業経営のプロセスの視点から機能が構成さ
れており、オフコン時代のパッケージソフトとは大き
く位置付けが異なるのだが、SAP が日本で普及を始
めたころは、この違いはほとんど認識されていなかっ

た。また、SAP は、国や業界に対して必要だと認めた場合は、不足機能を標準機能
として開発・提供してくれるのだが、日本では、15 年前の時点でも、まだこの取り
組みを行ったユーザー企業は少数。SAP ジャパンも、多くのユーザー企業も、SAP
本社との交渉については、十分こなれていなかった。
鈴鹿氏　福田さんが社長になってから SAP ジャパンはグローバルでのプレゼンス
がすごく上がってきたと思うが、20 年前はかなり低かったのではないか。
福田氏　今でも大きくは変わらない。国連において日本の意見が通るかどうかと同
じで、簡単なことではない。国際政治で日本の意見がそう簡単に通るわけではない。
他国を巻き込んで仲間にしながら、積極的に声を上げ、意見をまとめ、行動するこ
とが大事。
鈴鹿氏　そこは日本人が不得意なところかもしれない。
黒田氏　欧州の SAP 導入プロジェクトに取り組んだ際、最初の対象国はイタリア
であった。イタリアは、付加価値税 VAT が複雑で有名だったため、かなり設定で
手間を取られるのではないかと危惧していたが、SAP イタリアテンプレートの中
に、すでに多くの機能が組み込まれていて、当時大いに感心した。
福田氏　それはイタリアが積極的に手を挙げるからだ。実行力の有無は別とし
て、発信力はすごい。逆に日本は実行するわりには発言しない。ユーザー会に CEI

（SAP 本社開発部門と世界各国のユーザーが直接協働開発する国際規模の協働開発
プログラム）の参加を求めてもなかなか応募がない。オフラインでの活動は活発な
ものの、公の場では発言しない。結果として日本は損をしているかもしれない。
鈴鹿氏　それは確かにある。ユーザー会で手を挙げて、公開の場で意見を出せば、

デル
黒田 晴彦 氏
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その機能を SAP が開発してくれるかもしれないのだが。私は「誰かいないか」と
JSUG で呼びかけているが、誰も手を挙げない。それは日本の文化であり、歴史的
なものもあるのかもしれない。
植田氏　日本でのベンダーとの関係とアメリカでのベンダーとの関係は大きく異な
る。アメリカでは、日本と違って 50 対 50 でものを言う。そこまで言っていいのっ
てくらい遠慮がなくてハラハラするほど。日本もベンダーがはっきりとものを言
い、ユーザー企業はもっと聞く耳を持ったほうが結果的にはいいと思う。
中江氏　確かに、最近はベンダー企業がユーザー企業へ言うべき時にものを言うこ
とが必要と言われるようになってきた。それが正しい姿のような気がする。
福田氏　昔はストレートにものを言うと出入り禁止、なんてこともあった。最近は
踏み込んだ話をすればするほど、いい話をいただいたと評価するお客様が増えてき
ている。
鈴鹿氏　ユーザー側も成長してきた。
上硲氏　個人的に思うのは、SAP ジャパンとして開発とのコミュニケーションや巻
き込みが不足していたということ。今でこそ年に数回、SAP S/4HANA の開発責任
者がお客様先を訪問して SAP S/4HANA の話をしたり、ニチレイ様と SAP の消費
財担当が不定貫の話をしたりするなどの機会が増えたが、10 数年前はそういう機会
があまりなかったように思う。
海外イベントの活用も含め、本社へのインプットが足りずに日本の要件が入らない
こともあったのではないかと思っている。出てきた機能に対して、トレーニングを
受けて紹介したり、機能検証をしたりするが、もっと土台となる開発の根本的な思
想やグローバルでの要件をもとに、こういう作りになっているといったことは、開
発元に聞いて初めて分かること。お客様から機能が自社業務に合わないという話に
なった際に「グローバルではこんなやり方をしている」とか、逆に開発側に対して

「日本はこれがスタンダード」とインプットする機会が足りなかった。
ニチレイ様の話の中で、リベートや帳合の話があった
が、これは JSUG の食品部会で要件をとりまとめてド
イツに連絡を入れた。そこでは、日本が戦後まもなく

「パパママストア（一家族で構成されているような零細
小売店）があった」というところから丁寧に説明をして
いる。日本の要件やニーズを分かってもらうための活
動は継続的にやっていきたい。
パートナー様という観点だと、自分自身の経験でもそ
うだがコンサルタントで現場に入り、2 年くらいして
戻ってくると、製品のリリースが上がって機能が増え
ていることがある。その意味で新機能のキャッチアッ

SAP ジャパン
上硲 優子 氏
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プというのは課題ではないかと思う。
あと、プロジェクトやご提案の場で気になるのが「現行担保」をまず前提とされ
ることがあること。SAP S/4HANA で新しくできることが増えたとか、イノベー
ションができる基盤だとお伝えしても、まず今できていることがすべて担保できる
かを教えて欲しいと聞かれる。IT 部門として現場のユーザー様に迷惑をかけられ
ないというのはあるだろうが、「現行担保」に関して業務の現場の方と話をすると、

「そうなんだ」「ふーん」程度で終わることもある。もちろん「それは困る」という
場合もあるが、その時は業務的な理由があるはず。
福田氏　SAP 自身の反省を含めて 3 点ほど。
1 点目は、IT ベンダーはビジネスバリューを目的に投資をしてもらうものなのに、
システムが動けば成功といった意識にとどまったこと。すると投資でなく、コスト
扱いにされてしまう。実際にバリューを出すことに意識を上げないといけない。
2 点目は、「支える IT」根性が強すぎたこと。縁の下の力持ちとはよく言ったもの
だが、縁の下に隠れていたほうが楽。「支える IT」に甘んじて、導入企業のユーザー
部門の声のまま、IT を作り運用することに甘んじていたこと。
3 点目がリーダーシップの不足。「お客様がおっしゃる」ことを実現することはフォ
ロワーシップ。これにとどまらずに、IT ベンダーは IT の専門性を発揮して、もっ
とリーダーシップを強めるべきだった。同時にユーザー企業も、ベンダーがリー
ダーシップを発揮できる関係性・環境を整えることが大事。ユーザー企業と IT ベン
ダーの間の、リーダーシップとフォロワーシップのバランスを、一緒に変えていけ
ると、もっと価値ある取り組みを増やせるのではないか。

5  日本企業はプロセスオーナーがいない

黒田氏　ERP 導入における重要な視点の 1 つが「ビジネスプロセス管理」である
が、20 年前、日本企業にとって馴染みが薄かったと思う。プロセスに対する認識が
ないと、必然的にプロセスオーナー不在になってしまう。15 年ほど前の業態変革プ
ロジェクトにおいて初めてプロセス管理の重要性が認識され、プロセス管理の組織
を新設し規定も整備、グローバルにもプロセス管理の重要性が徹底された。しかし、
一般的に、システムオーナーとプロセスオーナーの違いは、あまり認識されておら
ず、システムオーナーが、そのままプロセスオーナーだ、と誤解する向きもある。
土佐氏　20 年前の住友化学もプロセスオーナーはいなかった。自分の仕事は変え
られたとしても、ほかの部署へどう影響するのか分からない。縦ラインの集合体で、
全体を見てこれはやめるべきだとか判断する責任を持った部署はない。それぞれの
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管理者が単独で判断することはできない。
植田氏　業務全体でニーズを見ながらバランスを取る
プロセスオーナーは不可欠だが、プロセスオーナーは
我慢が大事。何でもかんでも我慢すればいいというわ
けではないが、バランスを取る人がいないといけな
い。それをサポートする形でプロジェクトオーナー
チームがないと進めにくい。
上硲氏　やはり、見極めや判断ができるプロセスオー
ナーは重要。現場に課されている KPI やゴールがあ
る場合、プロセスオーナーの意思が働かないと、例え
ば「受注は X 秒以内で完了しなければ現場が回らな
い」という現場の声が通ってしまう。そう考えると、構想策定フェーズ、グランド
デザインフェーズでプロセスオーナーの役割や体制をどこまで考えるかが重要とな
るのではないか。

JSUG
植田 勲 氏
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国内外の	
成功事例の研究

第4章



SAP	S/4HANAへの移行（マイグレーション）には、現行のシステムを変えること
なく移行する「コンバージョン」と、業務要件を見直し、新規にインストールして
再設定する「リビルド」の 2種類がある。コンバージョンは移行が短期間・低コス
トで済む反面、プロセスの変更がないため SAP	S/4HANAのメリットは一部に限
定される。リビルドは業務改善によるメリットは受けられるが、導入期間は長くな
る傾向にある。
リビルドまたは新規拠点への導入には SAP	S/4HANAの SaaS 版である SAP	
S/4HANA	Cloud という選択肢もある。作り込みを排除することで、四半期に一
度のバージョンアップを通じて常に最新の状況にすることが可能である。

第 4章では、以下に示す国内 2社、国外 2社をピックアップし、それぞれの導入
手法、進捗状況、プロジェクトのポイント、導入効果などを研究した。

（1）	ホルビガー	(Hoerbiger)	（スイスのコンプレッサーメーカー）
（2）	コロン	(KOLON)	グループ（韓国の財閥グループ）
（3）	ニチレイ
（4）	日立ハイテクノロジーズ



事例1 ホルビガー (Hoerbiger)

ポイント

●.拠点を横断する組織を設立
●.CPO.(Chief.Process.Officer).を設置
●.標準化を徹底
●.テンプレートアプローチ
●.デジタル化を見据えた展開

● 企業概要
スイスに本部を置き、世界 53 カ国でビジネスを展開する世界トップクラスのシェ
アを持つコンプレッサーメーカー。圧縮技術、オートメーション技術、駆動技術の
分野でのグローバルリーダー的存在。
売上高は 2017 年の時点で約 1,100 億円。従業員は約 6,850 名。サービス拠点は世界
各国に 140 あり、ガス井戸のある場所にも展開している。

● 課題・目的
既存の SAP ユーザーだが、各国の拠点で業務プロセスが異なっていた。SAP シス
テムは 24 台。ERP も SAP R/3 4.7 と SAP ERP 6.0 が混在していた。そこで、グ
ローバルで業務全体を見直し、将来的に競争力のある体制を確立することにした。
ビジネスプロジェクトと位置付け、モットーは「Processes & Systems to Enjoy

（エンジョイするためのプロセス＆システム）」。標準化を徹底するとともに、プロ
セスとシステムテンプレートの守り手を設置して、勝手な変更が容易にできない体
制を目指した。

● プロジェクトのポイント
（1） プロセス・システムの標準化
拠点（10 カ国）を横断する組織を設立し、業務ユーザーとの距離を密接にした。標
準化の守り手として「CPO (Chief Process Officer)」と呼ぶ CIO に近いポジション
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を設置し、CPO の配下にコーポレート IT 部門、ビジネスプロセス部門、マスター
データ管理部門などを置いた。
CPO は、当初プラントエンジニアリング会社での ERP のコンサルタントや、CRM
プロジェクトの経験がある人材を中途で採用。組織やフレームワーク作りをメイン
に担当し、その後任の CPO は在籍年数が長くさまざまな部門を経験した人物が担
当している。
プロジェクトに際しては、上記の体制で業務プロセスの整理を実施。共通化できる
こと、できないことを見直した。その結果、会計、調達などグローバルで 84% が
同じ業界プロセスであることと、残りの 16% は生産工程やローカル保守業務形態
の違いであることが確認できた。

（2） テンプレート対応
プロジェクトフェーズでは、チームで認識を共通化した後、テンプレートを開発し、
テンプレートベースでロールアウトを実施した。プロジェクト計画の変更はステア
リングコミッティの合意と承認を必要とし、システム導入前にはガイドラインの策
定フェーズを設けている。
テンプレートアプローチでは、グローバルロールアウト前にパイロット工場で稼動
し、徐々にロールアウトする。法対応以外のテンプレート変更は認めず、なおかつ
変更時はステアリングコミッティでの承認を経てから進める条件とした。

● 導入範囲とスケジュール
導入範囲は、生産から販売から調達から会計まで幅広く、ビジネスユニット、国、
リージョン単位で展開している。チームには IT (SAP) に詳しいメンバーと、ビジ
ネスに詳しいメンバーが加わり、協働しながら進めている。IT チームは、コーポ
レート IT などをチーム化し、欧州拠点はドイツ、フランス、アメリカと順次展開。
2017 年 3 月に最初のロールアウトを完了した。現在も 3 カ年計画で実施しており、
最後の導入は 2021 年を予定している。

● デジタル化に向けたパイロット展開
同社はガスや石油が湧き出す場所にコンプレッサーを設置しているが、人里離れた
山奥にあるところも多く、移動に数時間を要する場所もある。問題がある場合は機
器をメンテナンスするが、何もなくても定期的に訪れてメーターの数値を読み、オ
フィスに帰って請求書にメーター数値を記載しなければならない。安全第一ゆえに
担当者には高いスキルが必要だが、何もなければ優秀な人材の時間の無駄使いに
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なっていた。
そこで、ガスコンプレッサーに IoT メーターを取り付け、センサーデータを読み
取り、SAP S/4HANA に送って自動請求する仕組みを構築した。取得したデータを
分析し、メンテナンス担当者が現地まで行くかどうかを判断する。問題が発生しそ
うな時にだけ現場に行けばいいため、ダウンタイムの削減が実現した。その結果、
サービス担当者は付加価値を生む活動へシフトすることが可能になっている。

 

その後の展開：デジタル化に向けてのパイロット展開
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事例2 コロン (KOLON) グループ

ポイント

●.テクニカルコンバージョン
●.韓国初、APJ.(Asia.Pacific.Japan).でもほぼ初となる既存 ERP からの移行事例
●.概念実証.(PoC).を実施し、移行の可能性を確認
●.パフォーマンスを大きく改善

● 企業概要
韓国の財閥の 1 つ。1954 年に繊維貿易商からスタートし、化学繊維全般へと進出。
その後、多角化に舵を切り、コロングループを形成する。主要事業は基幹素材、建
設と小売、ファッションの 3 つ。将来の戦略事業として、環境・エネルギー、自
動車部品と IT、バイオとヘルスケアを掲げている。現在は自動車事業がメインで、
エアバッグ生産で韓国 1 位。売上高は 9,740 億円。

● 課題・目的
既存システムの SAP ERP 6.0 のパフォーマンスが悪化し、リアルタイム処理に課
題があった。負荷をかけずに SAP S/4HANA に移行し、スピードアップを実現し
たい。目的は、グループ ERP を 19 のグループ企業（主要 9 企業、海外 6 企業、合
併 4 企業）のための「One S/4HANA」にすることと、そのうちの 14 企業のグルー
プ BW を「One B/W HANA」にすること。

● プロジェクトのポイント
（1） ストレートコンバージョンを選択
安全性とスピードを優先し、業務プロセスの変更のないストレートコンバージョン
を選択した。アドオンは大量にあったが、大半を新システムに持ち越している。移
行はグループの IT 会社が担当した。

（2） PoC で SAP S/4HANA への移行を確認
標準的な生産 ERP（産業用タイヤ素材）の PoC を、2016 年 1 月から実施。SAP 
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HANA BW、SAP Simple Finance、SAP S/4HANA 1511、SAP S/4HANA 1610 と、
最新版がリリースされるたびに基本情報とデータ移行、性能、アプリケーションの
移行、新性能のテスト、H/W のベンチマークテストなどを実施した。

最初に PoC を実施し、SAP S/4HANA への移行の可能性を確認した

● 7 カ月の短期間導入
2017 年 1 月にキックオフ、同年 8 月に本稼働。S/4HANA Value Assurance サー
ビスの中の 22 のカテゴリーを利用することで導入期間を短縮している。
システム範囲は、FI/CO から、SD、MM、PP、TR、PS、LE、ESM、GTM などに加
えて BW まで。ERP は ECC6.0 から SAP S/4HANA 1610 へ、BW は Oracle DB か
ら SAP HANA DB に移行した。
移行については本稼動のステップの際のシーケンスを注意深く定義し、データ移行
に伴うダウンタイムを短縮している。
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● SAP S/4HANA による IT の改善効果
（1） IT コストの軽減
データストレージの容量が、ERP は 1/6、BW は 1/8 に圧縮。さらに Unix サーバー
から Windows サーバーへの移行により、サーバーコストも削減でき、全体で 75%
のコストダウンを実現した。今後 10 年間のメンテナンスコストも 30% 減を見込ん
でいる。
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（2） バッチ処理時間の短縮
バッチ処理が 6 時間から 1.5 時間に短縮。エラーからの復旧に余裕ができた。

バッジ処理時間の改善→エラーからの復旧時間に余裕

● SAP S/4HANA による業務改善効果
（1） 意思決定の迅速化
在庫・償却データがバッチからリアルタイムになることで、不良在庫分析ができ
た。製品 IO 詳細も部分バッチからリアルタイムになり、更新系と参照系 DB が 1 つ
なったことで正確な在庫が把握できるようになった。付随してユニバーサルジャー
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ナルによって、さまざまな明細が多角的に分析可能になっている。保証と債務デー
タもリアルタイムになり、不良債権の防止と財務の健全性の維持が実現した。

データがリアルタイムに集計されるため精度が高く素早い意思決定が可能になった

（2） メインレポートの高速化
SCM のプロセスでもメインレポートの出力時間を短縮。ファイナンシャルクロー
ジングでは債権債務の総勘定元帳がクローズするスピードが 300 秒から 31 秒、
196 秒から 8 秒に短縮している。

● 今後の展開
SAP BusinessObjects を利用したリアルタイム分析機能の強化、SAP Fiori を活用
したマルチデバイス対応、SAP S/4HANA の最適化による継続的なパフォーマンス
強化を検討中。
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事例3 株式会社ニチレイ

ポイント

●.新規で SAP.S/4HANAを導入する「リビルド」を選択
●.ユーザー確認フェーズを設定し、ユーザーと目的を共有
●.SAP.S/4HANAの標準機能を利用してアドオン開発を抑制
●.業界特有の「不定貫」については標準機能を活用

● 企業概要
加工食品事業、水産事業、畜産事業、低温物流事業、不動産事業、バイオサイエン
ス事業を展開。グループの持株会社として、グループ全体のプランニング、資金調
達、事業会社の経営支援などの業務を担う。売上高（連結）は 5,680 億円、従業員数

（連結）は 15,787 名（いずれも 2018 年 3 月末）。
IT 業務はニチレイグループへの IT 開発・運用会社として 2003 年に発足した日立
フーズ＆ロジスティクスシステムズが担う。

● 課題・目的
2001 年に SAP R/3 を導入したが、メインフレームからの置き換えだったために内
部的に複雑な処理を実施せざるを得なかった。その後のシステムの新規導入や改修
は基本的に SAP 外の周辺システムを活用し、コストを抑制してきた。その結果、
SAP と他システムのインターフェースや連携が複雑化し、古いシステムが業務効
率と企業価値の向上の足かせになってきた。
そこで、アドオン削減による低コスト構造への転換、災害対策の実現、スマートデ
バイスでの展開、24 時間 365 日対応による会計データのタイムリーな入力・分析の
実現を目指し、SAP S/4HANA に切り替えることにした。

● プロジェクトのポイント
（1） 再構築の実施時期を 2018 年 5 月に設定
導入時期の選択肢は、ハードウェアリプレースの 2018 年 5 月と 2023 年 5 月が考え
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られたが、最終的に 2018 年 5 月とした。大きな理由は、2001 年に SAP R/3 を導入
したメンバーが主体で進められる最後のチャンスだったからだ。2023 年 5 月の導
入の場合では知見を有する主要な経験メンバーが抜け、ERP 未経験者が主体でとり
進めることになる。
そのほかにも、急務となっている基幹システムの二重化が早期に実現できること
や、保守が切れる 2025 年に向けて SAP S/4HANA の開発者の確保が難しくなって
いることを勘案し、2018 年 5 月の稼動を前提に検討を始めた。

（2） ユーザー部門が積極的に関与
経営トップの呼びかけにより、要件定義に入る前の 2016 年 1 月から 6 月まで、

「ユーザー確認フェーズ」を設け、事業会社の物流部門や管理部門のユーザーに理
解と進め方を諮ってからプロジェクトを立ち上げた。その目的はメンバーが能動的
に参加するためだ。メンバーの中に「やらされた感」が残ることは避けたかった。
ユーザー確認フェーズでは、SAP S/4HANA の理解と、新システムのあるべき姿に
ついての議論を実施した。2016 年 7 月からは「グランドデザインフェーズ」として
同じく経理部門や事業会社と一緒に SAP S/4HANA 標準との Fit&Gap を実施し、
追加開発が必要な機能を整理した。

ユーザー部門とのかかわり

（3） アドオンを 53% 削減
2001 年の SAP R/3 導入時は、不定貫、コネクション、リベートに関する機能がな
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いためにアドオン開発に頼らざるを得なかった。標準機能を精査することもなく、
帳票や入力画面もアドオン開発してきた。法的対応や周辺システムとのインター
フェースなどでもアドオン開発が発生した。
SAP S/4HANA ではその反省を活かし、標準機能による開発を意識した。SAP 
S/4HANA で対応できないことは、本当に SAP S/4HANA で実現するべき機能か
どうかを検討した上でアドオンの削減を図っている。
その結果、アドオンは 53% の削減に成功。複雑なアドオンで対応していた不定貫
は、SAP S/4HANA で世界で初めて標準化を実現し、不定貫品についてはトランザ
クションが半減した。帳合機能についてはアドオンで実現している。

SAP R/3 でアドオンが増えた主な要因と対応案

● プロジェクトの 3 つの分岐点
分岐点 1
ユーザー確認フェーズで「あるべき姿」をヒアリングした結果、現行プラスアル
ファの要望が多数発生した。

分岐点 2
グランドデザインフェーズで SAP S/4HANA の標準機能との適合性評価を実施し
た結果、大量の開発が必要なことが判明。そこで「既存のアドオンを活用する」方
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針に変更せざるを得なかった。

分岐点 3
要件定義フェーズにおいて、追加で発生した要望事項や品目コード桁数の実現方法
の変更（7 ケタから 10 ケタへ）が発生した。

● 導入効果
複雑化していたアドオンの削減・簡素化によりメンテナンス性が向上。新たな業務
イベントに俊敏に対応できるようになった。
移行方式として、リビルドを採用したことで、Unicode 対応も同時に実現できた。
さらに、海外への展開や新たなモジュールの活用など、SAP 中心の業務運営を実施
していくための基盤作りができた。

● プロジェクトを終えて
2016 年～2018 年当時、日本では SAP S/4HANA の導入経験者が少なかったため、
技術者確保には苦労した。SAP S/4HANA に関する情報もスピーディーに得られ
る状況ではなく、手探りでプロジェクトを進める場面も多くあった。
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事例4 株式会社日立ハイテク 
ノロジーズ

ポイント

●.デジタルトランスフォーメーション時代に合わせて全社的なデジタル戦略を策定
●.デジタル時代の基幹システムとして SAP.S/4HANA.Cloud を導入
●.最初にM&Aで取得した海外企業5社にグローバルスタンダードとして短期導入
●.Best.Practice を採用、アジャイル方式で平均 5カ月でのサービスイン
●.自動アップグレードにより新機能のメリットを常時享受し、鮮度維持

● 企業概要
日立グループの企業として、ナノテクノロジー・ソリューション、アナリティカル・
ソリューション、インダストリアル・ソリューションの 3 つのセグメントでビジネ
スを展開。26 の国と地域に拠点を有し、海外の売上比率が 61% を占める。売上収
益は 6,877 億円、従業員数（連結）は 10,898 名（いずれも 2018 年 4 月 1 日現在）。

● デジタルトランスフォーメーション戦略
デジタルトランスフォーメーションに本格的に取り組むため、従来の「情報システ
ム本部」を「デジタル推進本部」に改組。デジタル戦略を検討する部隊を新設した。
ミッションは、複雑な業務プロセスのシンプル化と、経営情報のデジタル化による
意思決定の加速化。これによる、ビジネスの加速化、業容の拡大、キャッシュフロー
の改善、企業価値の最大化を目指す。
現在、Global Standard System、Fit to Standard、Cloud First、Mobile First の 4 つ
を方針に掲げてデジタルトランスフォーメーションを推進している。
基幹系システムについては、本社やグループ会社は「フルスコープ ERP」、小規模
グループ会社はクラウドベースの「シンプル ERP」の 2 層構造を採用する。
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● 課題・目的
2017 年 7 月、5 カ国に会社を持ち、グローバルでビジネスを展開するイギリス本社
の一部事業をカーブアウト方式で買収。事業運営に必要なシステムの短期切り出し
が必要になり、買収条件で定められた 2018 年 12 月までに、全事業会社への基幹シ
ステム導入、統合を迫られた。
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● SAP S/4HANA Cloud の採用
日立ハイテクノロジーズでは、オンプレミスで海外拠点向けグローバル ERP を用
意しているものの、業務に合わせて大幅にカスタマイズを加えている。バリュー
チェーンをシンプル化し、今後のグローバルニーズにスピーディーに対応していく
ためには、Best Practice の適用が不可欠と考えた。
プロダクト選定にあたっては、グローバルスタンダードであること、短期間で導入
できること、少人数で運用できること、日立ハイテクノロジーズグループの次世代
プラットフォームのグローバル IT 戦略にマッチしていることを求めた。その条件
に合致するシステムとして、SaaS 型 ERP である SAP S/4HANA Cloud の採用を決
定した。

● プロジェクトのポイント
（1） Fit to Standard
導入する 5 拠点は、イギリス本社が連結管理、サービス、アメリカが販売、サービ
ス、中国とドイツが製造、販売、サービス、フィンランドが R&D と役割が異なる。
さらに拠点ごとに個別の ERP が存在し、仕組みやマスターはばらばらだった。拠点
にいる IT リソースは PC メンテナンスがベースで、ERP を理解する IT 担当者は、
カーブアウトの対象外だった。そこで、新しく採用する IT 責任者を中心に、期限
までに短期間で導入することを目標に、Fit to Standard 手法を採用し、アドオンは
一切行わない方針とした。さらに変化するビジネスニーズにはほかのクラウド製品
を採用し、SAP S/4HANA Cloud と連携することでニーズに対応することとした。
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（2） レビュー＆修正によるアジャイル方式で短期導入
はじめに東京とイギリスで 1 回ずつ Discovery Workshop を実施。実際に画面を操
作しながら実現性を見極めた。実際の導入は、詳細な現状業務分析を実施すること
なく、Best Practice のテンプレートをベースに業務プロセスを合わせることができ
るかを検証する方式で開始し、課題のリストアップを行った。その後、各課題に対
し、業務プロセスの見直しは可能か、S/4HC 内で許可されているカスタマイズ領域
で対応可能かを、SAP コンサルとともに、レビューと修正を何度も繰り返すアジャ
イル方式で、Fit to Standard を推進した。

（3） プロジェクトルームは設置せず
グローバルでのビジネス展開のため、プロジェクトチームは「Stream」というビジ
ネスラインの単位でワールドワイドに構成。会社を横断してビジネスユーザーを集
め、SAP のグローバルチームと直接 Best Practice をレビューしながら「このシナ
リオは使う、使わない」と選別するとともに、「標準プロセスとのギャップは何か」
と課題の洗い出しを行った（プロセス検討に IT は介在せず）。
プロジェクトルームは設置せず、ほとんどの会議は Skype で実施。SAP の担当者
もシドニー、インド、ドイツ、ロンドンなどに分散していた。
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● 導入スケジュール
導入プロジェクトを 2017 年 12 月にスタート。5 カ月後の 2018 年 5 月より管理拠点
のイギリスと、営業・サービス拠点のアメリカの 2 会社で本稼動を開始した。その
後、2018 年 10 月に中国の製造拠点で本稼動を開始。ドイツは 2019 年 1 月、フィン
ランドは 2019 年 2 月に稼動を開始した。

● プロジェクトで直面した課題
SAP S/4HANA Cloud に関する情報が限られていたため、グローバルでリサーチ
を行った。パブリッククラウドゆえの課題として、要望に対する機能も導入時点で
は十分でない場合があった。このような場合は、サブシステムで対応するか、手作
業で対応することになった。また、SAP S/4HANA Cloud のロードマップに今後の
リリース予定が載っている案件であれば、それを示していつまで待つのかを提示で
きればユーザー部門の理解は得られやすかった。

● SAP S/4HANA Cloud のメリットとデメリット
メリット
・ アドオン不可のため、必然的に NO アドオンが実現する。その結果、3 カ月に一

度の自動＆定期アップグレードに関しては、2 週間以内に基本的な確認とごく一
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部の修正を行うだけで対応でき、常にシステムが最新状態で維持され、新機能を
早く使うことができる。

・ プロジェクト開始後、すぐに動くシナリオやドキュメントを見ることができ、早
い段階でシステムの業務プロセスの流れを確認できるため、カットオーバー直前
の「そんなはずじゃなかった」が起こりにくい。

・ データ移行ツールがサポートされる。
・ SAP Fiori タイルから始まるメニューで、検索性や GUI が向上する。

デメリット
・ できると思っていたことができないケースがある。ただし、将来のアップグレー

ドにより対応できる可能性も高い。
・ オンプレミスに慣れている者はブラックボックス化されていることに違和感を覚

える。
・ 一括更新ツールは 100% ではなく、オブジェクトによっては対応しておらずマ

ニュアル更新が必要なケースもある。 
・ サブシステム連携は、標準 API へのデータ受渡は完全に自社開発となる。また自

動アップグレード時のテストツール対象外なため、マニュアルでのテスト実施が
必要。

● 今後の展開
当社では M&A による事業買収をきっかけに、海外拠点へ SAP S/4HANA Cloud
を先行導入した。今後は、本社の S/4 化と併せて、フルスコープ ERP とシンプル
ERP の 2Tier 構成検証を行っていく。
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ニッポンの ERPを	
再定義する

第5章



第 2章と第 3章にかけて既存 ERP の導入における問題点と、それに至った要
因・背景を議論してきた。第 4章では、海外・国内で先行している企業の SAP	
S/4HANAの導入事例を 4社紹介した。
第 5章では、これまでの議論と 4つの導入事例をもとに論点を整理。ニッポンの
ERP の再定義に必要なポイントとして「目的」「導入」「体制」「活用」の 4つをピッ
クアップした。

目的……BPR、変化対応力の強化、経営高度化、コスト・生産性

導入……業務・IT の関わり方、短期導入・スピード、アドオンの防止、製品理解

体制……経営の関与、プロセスオーナー、パートナーとの関係、過去の ERP 導入経験

活用……効果の検証、体制の維持、デジタルへの対応

湯河原の合宿で委員会のメンバーを 4つのグループに分け、それぞれの項目につい
て深く議論した。最後に第 5章として、ニッポンの ERP 再定義委員会の最終提言
をとりまとめる。



1  ニッポンの ERP 再定義－導入目的－

ERP の導入目的とは？
ERP 導入ほどの大きな取り組みであれば、明確な目的を持つことが当たり前と思
われがちだが、そうではないプロジェクトは少なくない。実際、プロジェクトを進
める中で、いつのまにか「ERP を導入すること」が目的になってしまっているケー
スも散見される。
欧米企業は「業務の標準化」や「経営の見える化・高度化」を導入目的に掲げ、実際
に実現したケースが多いが、日本企業は 2000 年前後から始まった第 1 次 ERP 導入
ブームにおいて、自社独自の As-Is 業務（今までの仕事のやり方）に合わせて ERP
パッケージ側をカスタマイズしてしまい、結果として業務の標準化も経営の見える
化も「今までどおりにとどまり、進まなかった」ケースが散見される。
今後の日本市場を鑑みると、少子化が進む中、デジタル化による生産性の向上や人
材の最適配置は、ますます重要になる。人手不足が明らかに問題であるにもかかわ
らず、経理・受注・購買・配送などの基幹業務において、現場では人依存の業務が
依然として残り、社員の高付加価値業務へのシフトが滞っている。一方で欧米企業
は、IT を活用して業務の標準化や属人性の排除を進め、実際に各種統計を見ても、
人の生産性を向上させてきた。これらを考えると、ニッポンの ERP の再定義は、

「ERP 本来の目的を今度こそ成し遂げる」と言い換えてもよい。
実際、SAP S/4HANA の導入を推進している日本の先行企業では、「ERP のやり直
し」を公言している。過去に ERP 導入を経験した経営者は、“ 全社の業務を俯瞰し
て見直す絶好の機会 ” として人材育成の観点からも「次世代リーダー育成」「ERP
導入経験の伝承」をキーワードに挙げている。
今後の経営にデジタルは欠かせないテーマになっているが、ビジネスモデルや業務
のデジタル化には、企業の基礎的な業務・基幹業務やデータが標準化されているこ
とが必須だ。自分たち自身を「標準化」する能力や企業文化が、今後のデジタル時
代の競争力や差別化の鍵となってくる。
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最終提言  ERP 導入の目的

● 経営の高度化・グローバル化
システム導入という IT ごとではなく、経営や業務を進化させるプロジェク
トと位置付ける
BPR をしてグローバル標準に合わせる（KPI/ プロセス /マスター/IT）

● 変化対応力の強化
変わり続けることを前提に、デジタルトランスフォーメーションを短サイ
クルで実行し続けられる環境を作る

● 人材育成
全社業務を俯瞰的に見直す絶好の機会として捉える
ERP 導入の視点や経験を伝承する

● コスト・生産性
チェンジマネージメントを推進して業務を標準化、業務シェアード化など
組織構造や人材スキルにもメスを入れる
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ERP 導入の目的：賢者の経験
●.手段であるはずの ERP 導入自体が目的になっていると、経営からは「それで？」と言
われてしまう。あるべき姿を考えると経営に響く目的につながっていく。（ニチレイ.
小松氏）

●.このままでは危ないという危機感を持っていることがポイント。危機感があれば経
営は納得するが、それがないと「それで？」になる。（JSUG.鈴鹿氏）

●.デジタルトランスフォーメーションが経営テーマになっている現在であれば、「シス
テム導入が目的」という考えも否定はできない。（日立 F&L.栗田氏）

●.目的を伝える際は、聞き手に合わせて言葉を選ばないと相手に響かない。最初の
ERP 導入プロジェクトでは延べ 1,300 コマ以上の研修・講演を実施したが、部長ク
ラス向けの講演はハイレベルな視点で、事務的業務に携わっている方々向けには実
務レベルで説明し、「その目的はこうです」と腹落ちしやすく、実効性のあるものに
することが必要だった。（JSUG.植田氏）

●.目的については継続的に再確認することと、必要に応じて補正していくことが重要。
SAP導入で「プロジェクト憲章」を作った。目的や体制、手段などを明確にした結果、
チーム全員が共通の認識を持つことができた。そしてプロジェクトの進捗の途中で
適宜再確認することで、ブレることなく進めることができた。一方で、状況に応じ
たアップデートもし続けることが重要だ。（大和ハウス.福嶌氏）

●.経営者の目線で目的を考え、経営目標と向き合い、経営層に響く目的を作ることが
できた。次に必要なのは、それを実現するための KPI。トップから現場までをカバー
する、地に足ついた KPI を作るのは IT 部門の責任。（住友化学.土佐氏）

●.SAP.ERP にはグローバルに使われているさまざまなプロセスが装備されている。自
社のプロセスと差異がある場合、プロセスの意味を考えプロセスを見直す好機とな
る。プロセス視点で業務を考えることは、表面的ではない本質的な業務効率化や無
駄の排除につながっていく。この ERP 活用の基礎を常に大事にすることで、事業拡
大や新規事業立ち上げに IT を活用する場合も、土台が崩れることなく適切な効果を
生み出すことができる。（デル.黒田氏）
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議論の詳細
鈴鹿氏　これまでの日本の ERP 導入プロジェクトは、
目的があいまいであった。その結果、標準化に至らな
かった反省がある。もともと、日本企業は現場力に
頼ってきた面があるが、欧米は人に依存できなかっ
たために、必然的に IT をベースにしてきた。日本と
欧米で根本が違う。IT 化が遅れている日本は欧米に
置いていかれている状況。日本では労働力不足が深刻
な事態になってきており、まさに破綻寸前。マスコミ
を賑わしている大企業の不祥事はその証左かもしれな
い。グローバルで戦うためには IT を使いこなすこと
によって労働力不足を補完し、欧米と同じ土俵に立た
なければならない。
小松氏　私自身の感触では、経営に ERP 導入の目的を伝えても、響く目的でない
と、経営に認識してもらえない。経営が一番気にしているのはスピードとコストの
2 つに加えて、事業継続。そこまで話を持っていくと、経営は認識する。多くの日
本企業では、経営に対してどう説得し、響かせたらいいか迷っている。
鈴鹿氏　ビジネスが良好に回っている企業は、現状維持を好む。何かを変えようと
訴えても「なぜ新しくやらなければならないのか？」と経営は取り合ってくれない。
現在は何とかビジネスがうまくいっていても、将来にわたってうまくいくとは限ら
ず、経営がどれだけ真剣に危機感を持っているかがポイントである。経営が危機感
を持っていれば、変革を受け入れやすいが、危機感がないと「それで？」になる。
栗田氏　ニチレイが SAP S/4HANA を導入する際、「ビジネスのやり方を変えま
しょう」という真っ当な目的で入ったが、一方で「システムイベント」の目的も否
定はできない。今ならデジタルトランスフォーメーションにチャレンジしようとい
う目的でも出てくるが、ニチレイが SAP S/4HANA の導入を検討した 2016 年当時
はそのような話は出ていなかった。目的の明確化は必要だが、システム寄りでも悪
いことではない。
鈴鹿氏　企業によって危機感のレベルが違う。すでに SAP S/4HANA への移行を
完了したニチレイなどはトップリーダー企業だが、世の中の大多数の企業は「これ
から SAP S/4HANA をどうしよう」という段階。今の時点で、目的がそれぞれ異
なるのは悪いことではない。これから目的を考えていけばよい。
川中氏　現在は、イノベータークラスが SAP S/4HANA を導入している段階。今
後、アーリーアダプターがメインになる時、事例で紹介した韓国のコロングループ
は、IT 課題から SAP S/4HANA に移行している。すべての企業がイノベーション

JSUG
鈴鹿 靖史 氏
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を目指す必要はない。
植田氏　三井物産の場合、目的に優先順位があった。
目的（の意味するところ）はグループ会社によっても、
経営層と現場によっても異なる。過去の ERP 導入プ
ロジェクトで感じたことは、相手に伝わる言葉を選ば
ないと響かないということ。当時、導入に向けた研修
や説明会は延べ 1,300 コマ以上に上った。部長クラス
向けの会と、事務的業務に携わっている層向けの会で
はスピーカーも内容も変えている。ただし、どちらも
分かりやすく、腹落ちしやすく、実効性のあるものと
することを心掛けた。

また、プロジェクトを始めてから本番に至るまでの過程で、関係する人が徐々に増
えていく。次から次へと新しい人が入ってくるたびに「このプロジェクトの目的は
何か」「何のために ERP の導入をやるのか」ということを説明しなければならない。
結局、誰にでも分かりやすく、納得感を得られる目的を最初にきちんと作っておく
ことが大事ということを痛感した。
現在、SAP S/4HANA で何を目指しているかを議論しているが、長い眼で見た場
合、業務プロセスの中で人間が対応する仕事がなくなっていく、ということは誰も
が痛切に感じ始めており、働き方の変革という文脈からも意義を説明することが大
事であろうと感じている。
鈴鹿氏　それは多くの企業が感じているはず。「仕事」と「作業」と言うが、作業は
機械がやる。だから仕事をやる人になろうと昔から言われてきた。多くの企業が仕
事の意味を問われている状況にあるのではないか。
福嶌氏　過去の経験を踏まえると、「導入目的」は適宜再確認することと、必要に
応じて改善（状況に応じた補正）したほうがいい。当社では SAP 導入で、パート
ナーの富士通さんにも協力をいただき、「プロジェクト憲章」を作った。それ以降
の他プロジェクトでも同様の「プロジェクト憲章」を作るようになった。これを作
ることで目的や体制、手段などを明確にした結果、チーム全員が共通の認識を持つ
ことができたことと、プロジェクトの進捗の途中で適宜再確認することで、ブレる
ことなく進めることができるようになった。一方で、プロジェクト開始後は、なか
なか見直す機会がないのも事実である。放置したままにせず、必要に応じて改善

（状況に応じた補正）をしていく必要がある。当初立てたプロジェクト憲章の内容
も、状況によっては変化することもある。そこを見直して改版することも重要だ。
土佐氏　手段が目的化すると経営者には響かないため、経営者の目線で目的を作っ
た。すると、経営目標と合致し、経営層の納得感とサポートが得られる。ところが、
20 年前のプロジェクトでは、それを中間管理職層へ降ろしていくと「現実的にはそ

JSUG
植田 勲 氏
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れでどうなの？」と目的が変化していった。目的で言っていることは理解できるが、
自分たちは何をすればいいのか、会社全体としてどういう方向に行くのかと、それ
ぞれの想いでばらばらになった。やはりそこでは、整合性を合わせながら、かつブ
レイクダウンしたものを状況に応じて示していかなければならないことを学んだ。
今回のプロジェクトでは、対象領域ごとに KPI を作ることにしている。「こういう
ことをしないと生き残れないからこれをやるんだ」という意気込みだけではダメ。
それなりの投資をするのだから達成レベルを測定する指標はいる。ただ従来の経営
管理の考え方で KPI を作るといきなり ROI になり、「人が何人減らせるか」といっ
た観点のみになりがち。トップから末端までが「なるほど」と思うような KPI、目
標、体系を作り上げることは、IT の視点を持った IT 部門の責任と自覚する必要が
ある。
例えば自動化率を 80% にしようという KPI の場合、それは経営目標の体系のどこ
に位置するか。当然だが、例えば企業価値向上といった最上位の目標に直結はしな
い。自動化したら何が起こり、次に何かをしたらこれが起こり、最終的に企業価値
向上につながるといった段階を追った体系が必要になる。できあいのものが世の中
にないため、自分たちで作るしかない。体系を作り、理論を作っても数字をあては
める時には当然、「本来このレベルが必要」「そんなのは無理」と議論になる。この
議論を経て数字をあてはめることができたら目標が明確になる。
鈴鹿氏　自分たちで考えた目標について議論することが大事。
土佐氏　ROI について言えば、IT 部門と業務部門が役割を分け合っていて、計算
式の分母（投資）は IT 部門が担当し、できる限り投資を抑えて ROI を上げようと
するが、より重要な計算式の分子（利益）を拡大することは業務部門にしかできな
い。IT 部門も分子をどうやって拡大するかに関心を持って業務部門に提案してい
かないと、せっかく作ったシステムの ROI が上がらない。最悪使われないシステ
ムになってしまうと効果はゼロ。業務部門からは、なぜ IT 部門が業務に口を出す
のか、と言われるかもしれないが、もしそこまで踏み
込んで、結果的に利益の拡大に貢献できたら IT 部門
は全体の推進役となることができ、社内での位置付け
が変わるかもしれない。
鈴鹿氏　素晴らしい。ぜひそこを突破して欲しい。
黒田氏　住友化学では経営、業務部門、IT 部門が連
携していて素晴らしい取り組みをされていると思う。
私が訪問したある会社では、経営側からは「ERP 導入
によってグローバルなリアルタイム経営を進めてい
る」という話を伺ったが、拠点の工場を訪問して現場
を拝見すると伝票が山積みになっていて「月末までに

住友化学 
土佐 泰夫 氏
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入力が済めばよい」というオペレーションになっており、経営者と現場との間でか
なりの乖離が見受けられた。
経営、業務部門、IT 部門が共通の認識に立って、想定した ERP のプロセスに基づ
いて業務を回すことで、初めて業務の可視化が可能になる。その上で、改善活動に
よって業務効率化やコスト削減の状況が ERP を通して関係者で共有化され、地に
足がついた形で事業拡張や新規ビジネスの展開が、スピード感を持って進められる
ようになる。各種 BOM の取り扱いも、現場の創意工夫が広く関係者に可視化され
て伝わることが重要だと思われる。

「デジタルツイン」に取り組むためにも、SAP S/4HANA の導入時に、プロセスの
棚卸を行い、「本当にプロセスはツインにできるか」を確認するとよいのではない
か。もし現場の業務プロセスが SAP S/4HANA のプ
ロセスとしっかり噛み合っていれば、今後 SAP が行
うさまざまな機能拡張の恩恵を大いに享受できること
となる。
SAP S/4HANA が従来の ERP と決定的に異なるの
は、データベースが SAP HANA になって中間テーブ
ルがないこと。ビジネスの各トランザクションがデー
タベースの各行に対応できることが基本であり、SAP 
S/4HANA 活用の土台。複雑化したビジネスも、個々
のプロセスを省くことなくこの土台の上に丁寧に構築
していくことが、遠回りに見えても、実はイノベー
ションを進める近道だと考える。　

デル
黒田 晴彦 氏
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2  ニッポンの ERP 再定義－導入－

ERP の導入とは？
ERP 導入において、最も優先度の高い検討事項は「導入方法論」と「製品知識」の
2 つである。「適切な製品理解と方法論により意思決定のプロセスを明確化する」こ
とが結論。
ERP 導入における課題は、①決められない、②製品知識不足、③基準・ものさし
がない、の 3 点。

「決められない」は、決める人・決めるために必要なことが明確でないために起こ
る。「xx を決めるためには xx が必要」など、調整事項ばかりが増えていく。

「製品知識不足」は、ERP 導入は標準を使うことが大前提であるため、標準を知ら
なければ業務側に正しく標準化の意義を伝えることができない。結果的にアドオン
開発が増え、正しい導入につながらない。

「基準・ものさしがない」は、要件が固まらない、または声の大きい人の意見で変
わってしまい、進捗やコストに深刻な影響をおよぼすことを意味する。
正しい導入方法論は、人依存ではないことを認識すべき。タスクとプロセスを明確
化し、そこに人や会議体をあてはめることで、正しい意思決定が実行されるように
導いてくれる。
プロジェクトマネージメントは「導入方法論」の根底となる普遍的な要素。ERP 導
入におけるアドオン開発やツールの利用は、「正しい製品知識」を持った上でビジ
ネスニーズを実現するために必要であるなら躊躇するべきではない。
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最終提言  ERP の導入

● 業務・IT の関わり方
ユーザーニーズを聞くのではない、ビジネスニーズを理解する

● 短期間・スピード
意思決定のスピードはコストに勝る
クラウドを積極的に利用する
テンプレートを活用する

● アドオン防止
アドオンの目標値を設定する
低コスト・変化対応が可能なアーキテクチャーを理解する

● 製品理解
「SAPでできることを理解する」が大前提
Gapは「業務ヒアリング」ではなく「業務説得」で解決せよ
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ERP の導入：賢者の経験
●.変える力.=.チェンジマネージメントが重要になる。導入ベンダーは SAPの導入部分
しか見ていないケースが多いが、お客様は SAPの外部も含めて業務全体の視点で見て
いる。その視点からどのように変えていくかを考えていく必要がある。（クニエ.蘇氏）

●.お客様にとって ERP 導入は目的を果たす手段であり、投資フェーズでもあるため、
導入期間はできる限り短いほうがよい。そのためにはプロジェクトの流れを止めな
いことが重要。そのためには、リソースの競合を取り除きマルチタスクを止める、
プロジェクトは生き物なので毎日の問題解決のプロセスを持ち、万全な準備態勢で
臨む、の 3点を確実に実行すればプロジェクトの流れを止めることなく目的が最短
で果たせると考える。ERP 導入でも同じことが言える。（富士通.中江氏）

●.プロジェクトマネージメントは、最終的に人間臭いところに行き着く。人に依存し、
「あの人がやるとうまくいく」「あの人がやるとダメだ」では全体の底上げにはならな
い。プロジェクトマネージメントは理屈や理論を使うべき。その結果、再現性の高
いマネージメントになる。（富士通.中江氏）

●.明確な導入の目的を掲げ、判断に迷った際は常にそこに立ち戻る。目的を全員で共
有し、未来志向でスピーディーな意思決定を進めることが、標準化や良い意味の割
り切りを生み、結果として短期導入につながる。（SAPジャパン.福田氏）

●.リソース不足の問題は、人材育成、効率的な導入、グローバルリソース活用の 3点
を積極的に実行することで解決できる。（富士通.中江氏、SAPジャパン.福田氏）

●.アドオン開発の削減では、① SAPに向かないものは外に出す、②アドオン審査会を
設置する、③必要なアドオンはいったん捨てて新規で作り直す、④必要性の低い機
能・システムは思い切って廃止する、の 4つが重要。（SAPジャパン.神沢氏）

●.効率的な導入を進めるには、Hybrid.Cloud の活用形態や、SAP.S/4HANA.Cloud
利用も視野に入れるべき。（デル.黒田氏）
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議論の詳細
蘇氏　業務を変えるチェンジマネージメントが重要。
そこがないとアドオンが増える。SAP 導入でありが
ちなのは、ベンダーは SAP や導入のことしか見えて
いないということ。しかし、お客さんの業務は SAP
だけで実現できるわけでない。外部システムもある。
導入では、それに合わせて業務全体を整理して変えて
いくことが重要になる。製品知識も重要だ。ただし、
SAP 製品は進化が早く、ベンダーも追いつくのが大
変。1 社だけでは習得しきれないこともあり、業界横
断的に検証ができないか。
中江氏　ベンダーの立場からすると、先ほども申し上
げたが ERP 導入はお客様にとっては手段にすぎない。言い換えれば投資。活用が
そこで価値を生むなら、導入はできるだけ短いほうがいい。プロジェクトは複雑な
タスクで構成され、お客様やベンダーで異なるが、できるだけ早く終わらせたいな
らプロジェクトマネージャーの活躍が重要。導入方法や ERP の特性にフォーカス
するべきだが、実態はプロジェクトマネージメントがうまくいかずに無駄な時間や
手戻りが発生している。本来避けられる無駄をなくすことを考えたい。
そのためには、プロジェクトの流れを止めないように、リソースの競合を取り除く
必要がある。人にタスクを割り当てるのではなく、タスクに人を割り当てる。プロ
ジェクトは日々動いているので、問題解決のためのミーティングは毎日開催する。
進捗ミーティングでこの 1 週間の作業報告を聞いてもあまり意味がない。過去に何
をどれだけやったといった議論より、未来や見通しを確認するのが本来の進捗ミー
ティング。万全な準備をせず、タスクに着手するとたいてい手戻りが発生して無駄
な時間を作ってしまう。
以上のように、リソースの競合を取り除き、毎日の問題を解決し、万全の準備をす
ることでプロジェクトの流れは止まらなくなる。その結果、プロジェクトは最短で
終わり、活用のフェーズに移行できる。導入方法論や製品知識も当然重要だが、プ
ロジェクトマネージメントをベースとした方法論を今後は考えていくべき。
川中氏　魂を込めた目的を作るためには、パッションを持ったリーダーが必須。そ
れを導入のフェーズでもやるべき。ある企業では、プロジェクトマネージャーを
IT 部門と財務部門で両方に置く複数体制を取った。その上に CFO がプロジェクト
の最初から常に関わり、メッセージを下に伝えていた。その結果、目的が浸透して
いった。
鈴鹿氏　パッションを持つ推進役、リーダーは絶対に必要。

クニエ
蘇 航 氏
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黒田氏　SAP S/4HANA への移行時にプロセスの棚卸と見直しを進めるべきと考
えるが、人と時間の制約が大きい場合は、いったんストレートコンバージョンをし
ておく、という選択肢も考えられる。
中江氏　プロジェクトマネージメントは実に人間臭いところにいくので、「あの人
がやるとうまくいく」「あの人だからダメだ」では底上げにならない。理論や理屈
に基づき、ベース部分を上げるマネージメントに徹する。底上げには再現性の高い
全体最適なマネージメントが必要。プロジェクトは人が行う活用なので人に優しい
マネージメントでなければならない。従来のマネージメントは人に優しく、理屈に
合っていたのかは大きく疑問視している。
福田氏　ある日本企業は、グローバル経理財務領域での SAP S/4HANA 導入を
9 カ月で終えた。従来の典型的な日本型導入なら最低でも 1 年半はかかったと思う。
経営トップが強力なリーダーシップを発揮したこと、示した導入目的・目標が明確
だったことが大きい。Fit to Standard を実現すべく、チェンジマネージメント力
が高く、SAP の標準機能・プロセスを熟知したパートナーを採用したこともポイン
ト。
正反対のプロジェクトもあった。導入目的が明確ではないため、常に As-Is がス
タートになり、発想は「今の業務を再現できないところは Gap」。アドオンで Gap
を埋めていき、従来とほぼ同じ業務・機能を持った新システムが完成してしまった。
ERP 導入を「コスト」ではなく「投資」にするためには、明確な導入目的と、ERP
導入によって「どのような効果を出すのか？（勝手に効果が出るのではない）」を先
に明確にすることが大事。これが不十分だと「ERP の導入が目的」になりがち。
もう 1 つは「導入プロジェクトの体制」。外部からの参画体制に、SAP の標準機
能やプロセスを熟知したメンバーを十分入れ込むことが大事。パートナー各社や
SAP のコンサルタント / エンジニアは、それぞれ得意領域が違う。ERP 導入プロ
ジェクトには、いろいろなスキルを持ったメンバーが必要だが、その中でも特に
SAP の製品を熟知したメンバーは欠かせない。
鈴鹿氏　ユーザーから見ても、SAP 製品に詳しい人と導入に詳しいパートナー
をミックスしたほうがいいと思う。パートナーも SAP ジャパンも 2025 年に近
づくほどリソースが足りなくなる。一方で、大多数の日本企業はこれから SAP 
S/4HANA に移行しようとしている。こういう状況にどう対応するか。
福田氏　日本には SAP 認定コンサルタントが 1 万数千人いる。しかし、今後 5 年
でまだ数千人単位で増員が必要であり、パートナー各社とともに対処していく。
開発効率を上げることにも取り組み始めている。日本は導入期間が長い傾向があ
り、その分リソースも多く必要になる。コストにも影響する。シンプルで効率の高
いプロジェクト運営ができれば、必要なリソースはそれだけ少なくて済む。
グローバルデリバリーの活用も進めたい。プロジェクトの作業を因数分解して日本
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人以外のリソースでできるなら、世界のリソースを活用できる。言葉の問題・文化
の問題があるが、グローバルデリバリーを活用できていない世界の主要国は日本だ
け。間違いなく損をしている。
鈴鹿氏　それに対してパートナーはどうか。
中江氏　一定期間内のスループットを最大化するためには、やれるリソース数を増
やすアプローチは必ず必要。だがリソースが枯渇している中、リソースを増やすに
は時間がかかる。だったら将来のために 1 つひとつのプロジェクトの期間を短くす
ることを考える。サイクルタイムを短くする。要はやり方を変える、マネージメン
トを変えるなどすることで結果、スループットは上がる。「スループット最大化↑ 
= リソースを増やす↑ / やり方を変えてサイクルタイムを短くする↓」で考えると
よく分かる。ただ人は変えることが苦手、避けたがるのでやり方やマネージメント
を変えるのは簡単ではないと思う。これはベンダー自身も変わらないといけないの
はもちろんだがユーザーにも変わる、変えることをしっかりと考えてもらいたい。
人を増やしていくには、限界がある。グローバルリソースの活用やマネージメント
の工夫など、日本全体でやり方を変えていくことで効果は出る。
蘇氏　人を増やすのは本当に難しい。個々のプロジェクトによるが、2025 年までに
SAP S/4HANA に移行しなければならないなら、テクニカルアップグレードも仕
方ない面はある。
鈴鹿氏　ユーザーの認識は？
植田氏　内部でも「いつやるか」について議論はあるが、以前のプロジェクトの経
験者がいるうちにとか、世の中の IT 人材が確保できる早い段階で対応したほうが
よい、ということ話している。人材不足に関しては、日本のパートナー経由で海外
人材を活用することも考えている。いろいろと選択肢を拡げることも大事。
神沢氏　アドオンの削減では、ある加工食品メーカーが 4,940 本のアドオンを
120 まで減らした実績がある。そこで 4 つの極意を教えてもらった。

① SAP に向かない機能は外に出した。

② アドオン審査会を設けて、プロジェクトリーダーの

承認が必要とした。ステアリングコミッティのメン

バー4 人が全員 OK を出さないといけない。そこに

はマーケティングの本部長、物流の本部長など、声

が大きい人、「あの人に承認を求めれば」という人を

入れた。

③ 既存のアドオンは使わず新規で作り直した。

④ 必要性が低いシステムは廃止。レポート類や画面な

ど、なくてもいいものは廃止した。

鈴鹿氏　私自身の経験でも以前は、SAP は統合シス
SAP ジャパン
神沢 正 氏
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テムだから何でも ERP でやるほうがいいという “ 迷信 ” があったと思う。その結
果、SAP が不得意なところも取り込んでしまった。SAP S/4HANA にするなら、
そこは見直しすべきで、全部 ERP で無理にやる必要はないと考えている。SAP 
S/4HANA に適さないところは、別システムでもいいのではないか。
黒田氏　SAP S/4HANA の稼動環境としては Hybrid Cloud 形態が有効と考える。
また、S/4HANA の機能をすぐに確認したい場合など、SAP S/4HANA Cloud を有
効に使えるケースもあると思われる。導入プロジェクトを立ち上げる際には、利用
可能な選択肢をしっかりと見ておく必要がある。
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3  ニッポンの ERP 再定義－体制－

ERP の導入体制とは？
ERP 導入プロジェクトは、「始まる前から始まっている」。ガバナンスや IT 活用
への意識は一朝一夕でできるものではない。常日頃から経営レベルでの IT リテラ
シーを上げ、ERP 導入における経営の役割やガバナンスの重要性を、関係者に理解
周知しておく。
ERP 導入体制を構築する際、経営者の巻き込みは必須である。プロジェクトリー
ダーには、全社に影響力を発揮できる将来の経営幹部候補、さらに各事業部門から
も、その部門に影響力を発揮できる人材をプロジェクトにアサインすることが理
想。
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最終提言  ERP の体制

● 全社への影響力
経営層がオーナーとなり合意形成・実行をトップダウンで進める
プロジェクトリーダーは次期経営幹部候補が務める
“暗黙知 ”も意識的に形式知化する

● プロセスオーナー
業務プロセスごとにプロセスオーナーを設置する
（SAPモジュールごとではなくプロセス単位）
プロセスオーナーに ToBe に基づく要件定義の権限を持たせる

● パートナーとの関係
ユーザーとベンダーは、真のパートナーシップを築く

● 過去の ERP 導入経験
SAP 導入経験・経験者を積極的にプロジェクトに活用する
ERP 導入・BPR のノウハウを継承する
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ERP の体制：賢者の経験
●.SAP.S/4HANAの導入では、デジタルトランスフォーメーションを旗印にトップを
プロジェクトオーナーに据え、事業部長クラスにプロジェクトメンバーに入っても
らった。プロジェクトが始まってみるとやはりどうしてもゴールが「作ること」へ
引っ張られそうになる。そこで現在は、SAP.S/4HANAの導入自体と、デジタルト
ランスフォーメーションの体制を分けて考えようと思っている。海外リソースを使
うことも想定し、ドキュメントは英語化している。（住友化学.土佐氏）

●.SAP.R/3 の導入当時、営業の管理部門にいた私もプロジェクトメンバーに入った。
当時「なぜ指名したのか？」と聞いてみると、「うるさそうな人間を引っ張ったほう
がいいだろう」という答えだった。ユーザー代表的な存在で IT を検討したり、ユー
ザーに説明したりすることがこれまで比較的多かったので、そういう人間が体制に
いたほうがやりやすかったのだろう。SAP.S/4HANA導入時の体制作りでもユー
ザーを巻き込むという点では基本的な考え方は変わっていない。（ニチレイ.小松氏）

●.SAP の製品開発部隊に直結できるように、エキスパートを体制に組み入れるべき。
（JSUG.鈴鹿氏、デル.黒田氏）

●.グローバルでの SAP.S/4HANA.Cloud の複数拠点同時展開といったことを見据え
て、グローバルデリバリーセンター構想の必要性を考えている。（大和ハウス.福嶌氏）

●.SAP.S/4HANAの導入についてもオンプレミス型とクラウド型ではベンダーに求め
られるスキルは全く異なる。クラウド型では Fit.to.Standard の考えに基づき、お
客様を標準利用に導くスキルが最も重要となる。（富士通.中江氏）

●.組織 IQが低いと IT にコストをかけても成功しない。組織 IQとは、社外の情報に対
して高いアンテナが立っていること、内部での情報共有やナレッジの伝達がしっか
りとできることなどであり、別な表現をすれば全社的なリテラシーを高めるという
こととも言える。IT のプロジェクトを成功させるにも、ERP の導入・刷新後の効果
を出すにしても、組織 IQの向上に積極的に取り組み、組織能力を高めていく努力を
継続することを認識する必要がある。（JSUG.植田氏）
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議論の詳細
土佐氏　振り返ると、20 年前の SAP R/3 の導入は、システムの構築プロジェクト
だった。トップは掛け声をかけたものの、実行は IT 部門が担当した。結局、「現在
の仕事を回せるようにする」ことが命題になってしまった。加えて、SAP で全部を
やれ、外にものを作るなということになった。結果的に大量のアドオンを作り、ホ
スト時代と同じように仕事ができるものを作った。
その反省に立ち、SAP S/4HANA の導入では体制ややり方を変えた。社長をプロ
ジェクトオーナーに据え、仕事を変える決断のできるメンバーを揃えた。以前のプ
ロジェクトでは「誰か人を出してくれ」「誰ができるんだ？」となり、結果的に事務
処理に精通した人がアサインされて、伝票やデータ処理をどうするかの議論になっ
た。今回は、事業部長クラスの人を集めて「仕事はどうしますか？」と議論ができ
る体制で進めている
トップからも「会社を変える」というメッセージが発せられているので、業務側の
メンバーは以前とは違って仕事そのものを変えようとしてくれる。逆に IT 側の方
が予算どおり、期限どおりに作らないといけないとスコープを縮小し始めた。そ
こで現在は、体制を見直そうとしている。当初から、デジタルトランスフォーメー
ションが目的の 1 つに入っていたので、これを考えるグループと、S/4HANA を構
築するグループを分けようと考えている。
以前ならプロジェクトの最中に何か良くない予兆を感じても「今さらそんなことは
できない」「変えられない」といって走り続けたかもしれないが、今回は、本来の
目的を達成するためには、プロジェクトを途中で止めてもいいくらいの勢いで取り
組んでいるので、体制を変えても、人を変えてもやろうということができている。
20 年前と雰囲気は明らかに変わっている。
もう 1 つは、海外のリソース活用を考えた。今回の導入で実際できることは少ない
かもしれないが、今後のことを考えてドキュメントは
全部英語で進めている。要件定義も英語で書いた。
鈴鹿氏　それはいいですね。
土佐氏　国内のプロジェクトで、要件定義など導入の
上流工程を日本人相手に英語でやるのはまだまだ難し
いが、もの作りの部分は海外へ出せるようにしていこ
うと思う。また、今後システムの運用をさらに海外に
出すことも選択肢の 1 つとなることを考えると、ド
キュメント類を全部英語で作っておくことは、翻訳す
ることなくそのまま出せるので、非常に有益。
小松氏　ニチレイが 20 年前に SAP R/3 を導入した ニチレイ

小松 唯史 氏
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際、営業部門や管理部門の在籍経験がある私もプロジェクトメンバーに入った。「な
ぜ自分が指名されたのか？」と聞いてみると、「うるさそうな人間を引っ張ったほ
うがいいだろう」ということだった。プロジェクトではユーザー代表的な立場で検
討した。そこで決めたことをユーザー部門に説明する機会が多かったので比較的不
得手ではなかった。体制にそういう人間がいたほうがやりやすかったのだろう。私
自身は、プロジェクト中も営業現場とずっと話していたから、「プロジェクトでこん
なことしています」という話もしていて、営業現場でもどんなことができるかを知
る機会になった。そういうことを踏まえていたこともあり、SAP S/4HANA 導入
時の体制作りでもユーザーを巻き込むという点では基本的な考え方は変わっていな
い。
鈴鹿氏　私の経験だが、ユーザー部門の中で、「これに関してはあの人に聞けばい
い」というエキスパートをプロジェクトに入れておくべきだと思う。製品知識につ
いては、開発者レベルでなければ分からないことについては、SAP ジャパンでも
限界がある。SAP の最上位サポートである SAP MaxAttention Service の TQM 
(Total Quality Management) も重要。本当に開発している人までリーチできる人を
1 人でも入れておくと安心。
栗田氏　SAP S/4HANA は、先行者として辛かった。プロジェクト中は、SAP に
聞きながらやったが、エキスパートクラスの知識がある人がいたほうがいいと思っ
たのは事実。
神沢氏　大和ハウスは、SAP S/4HANA Cloud を海外展開する際、体制はどう変え
るのか。
福嶌氏　現状は、展開の初期段階ということもあり、ノウハウや展開テンプレート
の整備のため、国内展開と同様のプロジェクトメンバー中心で進めている。しかし
今後、スピーディーな展開に対応するため、複数拠点同時展開などグローバル拠点
とのやり取りが増えることが想定されるので、グローバルデリバリーセンターの設
立が必要ではないかと考えている。個々のプロジェク
トに大和ハウス側のメンバーが携わる濃度も薄くなる
ので、ベンダー側の海外保守サービスや拠点を活用
し、導入後の運用サポートを含めた体制の検討をする
つもりである。
中江氏　グローバルデリバリーリソースを使うのは大
前提だが、リソースのスキルセットはクラウド型に
なると変わってきている。従来の ERP のベーススキ
ルは必要だが。従来はテーブルを理解してパラメー
ターを組み上げるスキルセットが必要だった。SAP 
S/4HANA では Fit to Standard にどう導くか。標準

大和ハウス工業
福嶌 健 氏
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プロセスに誘導するスキルセットが今まで以上に必要
となる。
上硲氏　それは導入だけでなく提案の場でも同様。
オンプレミスの SAP ERP や SAP S/4HANA では、
パラメーターの変え方や、拡張方法を知っていること
が重要視されていた。一方で SAP S/4HANA Cloud
を提案していく時は、お客様にどこまで標準に寄せて
いただけるか、納得していただけるか、がポイントと
なる。
グローハルデリバリー体制や英語のドキュメント化も
そうだが、継続的かつスピーディーに対応していくこ

とが大切。従来のプロジェクトは決まった人がやっていたが、今後は年代や言語、
国籍などさまざまな立場の人が国をまたいでプロジェクトに入ってもおかしくな
い。そうなると暗黙知を形式知に変えられるか、どれだけ情報にリーチできるかが
重要なので、それを支える情報整備が必要になる。形式知を共有できる仕組みがあ
るか、というのがリソースの確保でポイントになるのでは。
植田氏　早く、正しく、できるだけ少ない工数で物事を決める。それがプロジェク
トの短期化やコストの最小化になる。そのために横断的に決めるための会議体を作
り、形式知や暗黙知というナレッジのばらつきを少なくし、物事を決めるための

「地均し」にも意を用いることが大事。
組織 IQ も大事。組織 IQ とは、外部情報に対する感度が高いこと。外から取り込ん
だ情報やナレッジを内部に円滑に流通させること。さらには暗黙知や形式知を組織
で共有し、創造できること。一般的に組織 IQ が高く、IT にお金をかけられるとこ
ろは利益率が高いと言われる。逆に一番利益率が低いのは IT にお金をかけても、
組織 IQ が低いところというのが怖い。
意思決定のプロセスが整理され、効率的に行われているかどうかも重要。普段から
会議の進行、コミュニケーション、ファシリテーションのスキルを組織的に高めて
いれば、意思決定も効果的になされる。普段からの組織能力を高めるための努力を
怠らないことだ。
鈴鹿氏　導入が終わるとプロジェクトチームは解散し、散り散りばらばらになるの
が典型的な日本のパターン。だから、「プロジェクトは始まる前から始まっている」

「プロジェクトは導入が終わってもまだ続いている」という意識を持つことが重要
だ。　

SAP ジャパン
上硲 優子 氏
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4  ニッポンの ERP 再定義－活用－

ERP の活用とは？
ERP 導入後は、「効果を出し続ける」ことが求められる。それには、経営層と会社
全体を巻き込み続けることが欠かせない。導入効果を出し続けるためには、3 つの
重要な要素がある。

① 導入効果の考え方：ROI（投資対効果）の R（リターン）は事業部門、I（投資）は IT

部門が可視化と実行の責任を持つ。

② 導入効果の発現に向けた取り組みとフォーカスを継続すること。導入した業務プロ

セスとその領域での導入目的に対するオーナーシップを明確化し、体制や効果発現

の取り組みに継続的に取り組む。

③ 新たなトレンドや ERP の進化をリサーチする体制、それらを迅速に取り入れる仕組

みを構築する。

3 つの要素を兼ね備えた一例として、委員会を設置して透明性や責任を担保するこ
と、新たな課題や事象に対応していくことは有効。
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最終提言  ERP の活用

● 効果を出す・出し続ける
導入に関わる ROI（投資対効果）を可視化する
導入の目的を一過性に終わらせず、効果を発現させる取り組みを維持する
新たなトレンドや ERP の進化をキャッチアップする仕組み・体制を作る

● 委員会の設置
導入時の目標の進捗、透明性、責任を担保し、新たな課題や事象に対応し
ていく

● 体制の維持
プロジェクトチームは ERP 稼動後に解散するケースが多いが、導入効果を
出すために必要な体制を組み、取り組みを継続する

● デジタルへの対応
AI、IoT などを活用したデジタル対応をタイムリーに進めていくために、
導入後の ERP を進化させ続けることが重要
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ERP の活用：賢者の経験
●.2016 年度からの中期経営計画で SAP.S/4HANAに移行し、処理スピードの高速化
を実現した。デジタルの活用は、2019年度からの次期中期経営計画で実行してい
く。（ニチレイ.小松氏）

●.SAP.S/4HANAへの移行を終えたことで、RPAや AI など新たにチャレンジしたいこ
とが出てきている。（日立 F&L.栗田氏）

●.グローバルDWHを SAP.HANAで作った。データを集めて自在に見られるように
するため、先行して PoCを立ち上げ、成果を見極めながら横展開を始めている。デ
ジタルトランスフォーメーションはずっと続いていくものであり、スパイラルにレ
ベルを上げていくサイクルを回していくことが重要であるため、プロジェクトに終
わりはない。IT 部門にとって、このように従来と違う新たな取り組みが増えており、
メンバーのマインドチェンジが必要。（住友化学.土佐氏）

●.HANA.(SoH).の導入で処理スピードが格段に上がったことは実感している。SAP.
S/4HANAに関しては RPAや外側の仕組みも含めて「幕の内弁当方式」でどれだけ
業務処理にかかる時間を効率化できるのか、ということで「時間」を KPI にしようと
考えている。（JSUG.植田氏）

●.ベンダー側としても反省がある。プロジェクトでは稼動に向けて一生懸命取り組む
が、稼動後はシステムを運用するだけに陥っていた。システム運用ではもともと目
指していた効果への貢献が足りなかったことが反省点。2010年ごろにそこに気づ
き、現在は稼動後に貢献する視点を持つように変わってきている。（富士通.中江氏）

●.ポスト ERP のようなサービスでデータ活用やプロセス改善を進めていく。3カ月サ
イクルでバージョンアップが行われる SAP.S/4HANAに対する戦略を考えていく必
要もある。（クニエ.蘇氏）

●.クラウドを活用し、お客様と長期的な関係を築いていく。同時にビジネスの状況を
診断するサービスなどを提供しながら、お客様のビジネス効果に貢献していく。（SAP
ジャパン福田氏）
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議論の詳細
小松氏　分かりやすい活用の例では、処理速度が速くなったことが挙げられる。本
格的な効果測定はこれからだが、一歩一歩進んでいるのは事実。目指す姿の中に

「グローバル化を見据えた 365 日稼動」を謳っているから、そこに近づくために処
理の時間をコンパクトにしていこうとはしている。
デジタルの活用については、2019 年度からの次期中期
経営計画で答えを出したい。2016 年度から 2018 年度
までの中期経営計画では現在の下地を作ることが目的
だったので、順調に進んでいるが、継続していかない
と意味がない。
栗田氏　ニチレイの場合、現場レベルでも久しぶりの
大型プロジェクトだった。若い新しい人がプロジェク
トの中で大いに活躍してくれた。最近、RPA や AI が
出始めて、経理の分野でもっと上手に使いたいといっ
た声や、仕事をワークフロー化したいといった意見
が周辺から出てきている。今後は体制作りも含めて、
キャッチアップしていく。
土佐氏　住友化学の場合は、プロセスオーナーは業務の特性上、設置するのが難し
い側面もある。どの業務にも関わりがあり社内で一番自由に動けるのが IT 部門で、
デジタルトランスフォーメーションの PoC など新たな取り組みを IT 部門が担うこ
とも増えてきている。
鈴鹿氏　それは強みになる。ピンチがチャンス。前向きに考えれば、その知見を活
かして IT の人がリードしていける素地があるということ。
土佐氏　人の活用という面では、IT 部門でもマインドチェンジが必要になってい
る。
植田氏　三井物産は、直近に（進行中も含めて）3 つのプロジェクトがあった。1 つ
は国内の HANA (SoH) 化。これは目に見えて成果があり、レスポンスが格段に速
くなったと実感している。2 つ目は海外拠点の SAP S/4HANA 化。これは 2019 年
11 月に本稼動の予定で進めている。国内の S/4 HANA 化は現在計画を詳細化し
ている段階。3 つ目は、デジタルトランスフォーメーションでビジネスをイノベー
ションする流れの一方で、コーポレート組織、間接部門もデジタルで業務を効率化
しようと「コーポレートデジタルトランスフォーメーション」というプロジェクト
を進めている。S/4 HANA 化もその一環という位置付けとし、RPA や社内の報告・
申請業務の効率化や、会議・電子メールの生産性向上など、さまざまな分野に及び、
これらの目指すものを「幕の内弁当方式」にして見せている。2020 年に予定してい

日立フーズ＆ロジスティクス 
システムズ
栗田 琢 氏
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る新社屋移転に向けて、という意味を持たせ、ペーパーレス化や働き方改革ともつ
なげている。
システムの入れ替えは、（いろいろな言い方・見方ができるが）1 つの意義としては、
人手によらず省力化し、節約して余った時間をどのように有効に活用するかという
ことにある。AI や RPA という文脈で言えば、本来人間がやるべき業務をしっかり
とできる環境を作るということ。業務部門や間接部門が、本当に大事なことに気づ
き、注力することが重要。
これらを考えると、KPI は節約できる「時間」ということになる。SAP S/4HANA
化を機にプロセスを見直して、会社のルールで変えるべきは変え、さまざまな手を
使って時間を節約し、効率化と生産性の向上につなげていきたい。
黒田氏　SAP S/4HANA に限らず、IT における成果の算出は歴史的に見ても難易
度の高いテーマであった。過去との定量的な比較はできるが、「やらなかった場合
の今」との比較ができないためだ。特にビジネス環境が流動的な場合、難易度がさ
らに上がる。今から 10 年以上前の話だが、成果の算出ではなく、コスト自体が適
正かどうかをチェックするために、同業他社間で IT コストの比較を試みたことが
ある。コスト比較はできたが、会社の規模や仕組みが大きく異なるため分析が容易
ではなく、概算での比較にとどまった。一方、当時アメリカでは、一定の前提をお
いて電子メール等システムごとのコストが示された統計情報があり、自分たちの立
ち位置を客観的に見ることができて参考になった。クラウドサービスの登場後は仮
想マシン当たりのコスト比較がしやすくなり、TCO 算出自体は各社の取り組み次
第ではあるものの、コンピューターコストの可視化には貢献していると思う。SAP 
S/4HANA のコストについて考える場合、ビジネス領域に関わる視点が重要である
が、導入効果の算出は各社に委ねられている。もし JSUG や SAP ジャパンで「こ
うだ！」という共通の比較指標が出せたらよいと思う。
中江氏　ベンダーとしても反省がある。プロジェクトは一生懸命に取り組んだ。プ
ロジェクト憲章を作り、導入目的に対してプロジェク
トの運営ができるように動いた。カットオーバー後は
システム運用をしていたが、プロジェクト憲章に対し
てどの程度達成できているかを比較して、目指した効
果を実現するために必要な提案を提出するまでには
至っていない。それに 2010 年ごろに気がついた。大
きな報酬をいただいているにもかかわらず、活用に向
けた提案が十分でないことを反省している。そこは見
直して、稼動後の経営に貢献する視点を持つほうに変
わり始めている。
鈴鹿氏　ユーザーはぜひ支援して欲しいと思っている

富士通
中江 功 氏
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はず。
蘇氏　ポスト ERP のサービスとして、データ活用やプロセス改善を進めていく。
ユーザーには積極的に使ってもらって利便性を理解してもらい、結果を見ながら継
続的にプロセス改善を進めたほうがいい。
SAP S/4HANA ではアップグレードも重要になる。SAP S/4HANA になると定期
的にバージョンアップが行われる。コストがかからないようにテスト自動化したり
しながら、常に最新版を維持していくことが従来の ERP の活用との大きな違いに
なる。
鈴鹿氏　過去には、SAP R/3 をアップグレードしたり、Ehp を適用してきた企業が
驚くほど少なかった。SAP S/4HANA はアップグレードが前提のシステムだから、
ユーザー側もそういうことを志向しなければならない。
福田氏　SAP としては、SaaS のビジネスを積極的に進めていく。間接材調達の
SAP Ariba は現在、グローバルで年間 250 兆円、日本でも年間 6,000 億円の調達を
実現している。SAP Ariba の顧客にはポストセールスの担当者が付き、お客様と
一緒に利活用の向上と導入効果に関するレビューを実施し、成果を上げている。
SAP S/4HANA Cloud も方向性は同じで、システムを使ってデータを生み出し、
そこから価値を生むサイクルを作っていく。
鈴鹿氏　SAP S/4HANA を導入し、コアがデジタル化されればデータの使い道は
驚くほど拡がるはず。ユーザーはまだ漠然としている段階だが、パートナー、SAP
ジャパン、ユーザーの 3 者が一緒になって「こんなことができる」「こんな連携が
できる」と考える仕組みができれば、ユーザーは SAP S/4HANA を導入した意義
を実感できる。
黒田氏　導入効果を算出するために、自社もしくはグループ企業内で評価指標を
作るとよいと思う。他社比較を行うためには、どこかに巨大なデータプールを持
ち、そこに SAP S/4HANA からアクセスできる場があるとよい。世界に先駆けて、

JUSG と SAP ジャパンとが中心になって、日本企業
が SAP S/4HANA の導入効果を得やすい仕組みを
作ってはどうか。以前はジャパンプレミアムという
と、日本が不利益を被っている状態を示していた。今
後、日本で SAP S/4HANA を導入すると、世界のど
こよりも得ができる「良い意味でのジャパンプレミア
ム」が得られるようになると面白い。
福田氏　SAP は世界中のユーザー企業に参加しても
らうことで、導入効果のベンチマークデータを大量に
保有している。同業他社や類似規模の企業と比べて、
間接費用の比率はどうか、部署ごとの人数の多寡、業

SAP ジャパン
福田 譲 氏
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務の質の比較、情報の利活用レベルの可視化と比較などを行える。これは原則無償
で行っている。これらをもっと積極的に日本での導入効果の最大化のために活用し
ていきたい。
蘇氏　データを丸ごと渡すのは大変だが、決まった KPI だけを持ってきて平均値
を見るだけでも面白い。
鈴鹿氏　活用についてはまだまだこれからの段階。数年前から「ERP を使いたお
そう」という言葉はあった。今後、SAP S/4HANA への移行がどんどん進むと、数
年後には「SAP S/4HANA を使いたおそう」という議論が間違いなく出てくるだろ
う。その時に向けて JSUG、SAP ジャパン、パートナーの 3 者が引き続き議論を深
め、日本企業の価値向上のお役に立てるようになっていきたい。

ニッポンの ERP 再定義委員会メンバーと事務局メンバー
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デジタルトランス	
フォーメーションの	
推進に向けて

付録1
－ IT システム「2025 年の崖」と 
　 戦略的 ERP 導入に関する論点 －

経済産業省 商務情報政策局 情報産業課
ソフトウェア産業戦略企画官 和泉憲明氏の講演より



デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進に向けて、大きな変革を迫られて
いる日本企業。そんな中、経済産業省は 2018年 9月にDXに向けた研究会の報
告書「DX（デジタル変革）レポート」を公開した。
DXレポートでは、このまま基幹系システムを放置すれば、運用保守費の高騰や
エンジニア不足が深刻化し、2025年にはDXどころでなくなると指摘。それを
「2025年の崖」と呼んでいる。
DXレポートの内容は、ニッポンの ERP 再定義委員会が議論してきた「ERP の本来
のあるべき姿」そのものである。そこで、経済産業省	商務情報政策局	ソフトウェ
ア産業戦略企画官の和泉憲明氏を招き、DXレポートの内容や経産省の戦略を講演
していただいた。

参考資料：
デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会の報告書『DXレポート～IT システム
「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開～』
https://www.meti.go.jp/press/2018/09/20180907010/20180907010.html

デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン（DX推進ガイドライン）
https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004.html



はじめに
● DX の必要性
DX の必要性で議論になるのは、経営者は分かってないのではないかということ。
もう 1 つは、外部環境として「産業構造の組み替え（ディスラプター）」「技術の飛
躍的進歩（クラウド、AI、ブロックチェーン）」などのキーワードを経営者は聞き飽
きているということ。論点はその 2 つに分かれる。
キーワードベースではどちらも正しいが、その結果、多くの日本企業は「PoC 貧乏」
に陥っている。AI、IoT、新しい ERP の導入などにチャレンジしても、経営層が実
際のビジネスにゴーサインを出すまでには至っていない。結果、次年度に先送りし
て再び新たな PoC を繰り返す。
経営者は、ビジョンの欠如、既存事業とのコンフリクト、変革を支える仕組みの欠
如、既存 IT システムの制約などの内部課題を認識しなければならない。

デジタルトランスフォーメーション（DX）の必要性

1  DX レポートの概要：2025 年の崖
● デジタル競争とは、どんな競争なのか
あらゆる企業がデジタル企業に変革するとはどういうことか。例えば、書籍の通信
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販売からスタートした外資系通販会社は、「ロングテール」にフォーカスした結果、
今やデジタル企業の代表格になっている。B2B が基本の航空会社（運輸業）やホテ
ル（宿泊業）も、B2C 化によって急成長を遂げている。
AI、IoT、クラウドなどの先端技術に対して、以前は実現の可能性を模索すること
で終わっていたが、今ではいかにしてビジネスモデルを作るかにゴールが明確化し
ている。つまり、「技術による驚き」から、「当たり前のように使える」ことに注力
することで、どのような「変革」をもたらすかということだ。
現在、どの航空会社でもホームページからチケットの予約ができるが、さらにサー
ビスを進化させているアメリカの航空会社もある。その航空会社は、機内端末を設
置せず、顧客の個人端末にアプリ経由でサービスを提供することで顧客サービスを
向上させている。アプリからフードコートの食べ物が注文でき、飛行機に乗ってか
ら座席まで届けてくれるというものだ。また、自分のタブレット PC を利用して機
内で最新の映画が見られるサービスも提供している。

● DX を実行する上での経営戦略における現状と課題
DX の論点は経営側の問題である。DX を実行するにあたっては、新たなデジタル
技術を活用して、どのようにビジネスを変革していくかといった経営戦略が不可欠
となっている。DX の必要性に対する認識は高まっているものの、現状はビジネス
をどのように変革していくか具体的な方向性を模索している企業がほとんどだ。

DX を実行する上での経営戦略における現状と課題
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● 既存システムの現状と課題
一方、現行システムも DX を推進する足かせになっている。戦略的な IT 投資に資
金・人材を振り向けられていないのが現実だ。その理由は、ドキュメントが整備さ
れていない、レガシーシステムとのデータ連携が困難、ノウハウがないなど、技術
面の老朽化、システムの肥大化・複雑化、ブラックボックス化などが挙げられる。
情報サービス産業のエンジニアには、最新のテクノロジーを使ってどこまでビジネ
スモデルを作り込むかの部分で活躍して欲しいが、ほとんどは現行システムの維持
管理に予算が割かれ、それを受注しているだけにすぎない。
日本企業は IT 関連費用の 80% を現行ビジネスの維持・運営に割り当てており、特
に、大規模システムを保有する大企業ほど、現行システムの影響が大きいと考えら
れる。この結果、AI や IoT、カスタマーエクスペリエンス向上といった、戦略的な
IT 投資に資金・人材を振り向けられていない。
IT 投資における日米比較でも、日本企業は業務効率化やコスト削減に突出してい
る。対してアメリカは IT による新サービス開発や顧客の行動分析、製品ライン
の拡充などにコストが割かれる。同じ IT 予算でも使い方が大きく異なる。日本は
AI、IoT などを牽引するべき大手の情報サービス事業者自体が、大手企業の大規模
な現行システムの維持に固執している。彼らは本当に DX を牽引できるのか。ここ
が問題意識となる。

既存システムの運用・保守に割かれてしまう資金・人材
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● 2025 年の崖
「2025 年の崖」のキーワードは SAP R/3 のサポート終了にある。20 年前は、ホス
トシステムのオープン化プロジェクトで、大なり小なりのスケジュール延長があっ
た。ストラクチャーが異なるため、最低でも半年、長ければ 1 年、2 年のリリース
延期があった。
SAP S/4HANA への移行でもそれと同じ、またはそれ以上の変化が待っている。
20 年前と同じ程度のエンジニアレベルで対応すると、以前と同じレベルのリリー
ス遅延が起こりかねない。2025 年の SAP ERP の保守サポート終了では、現行のシ
ステム移行より多数の人員が動員される可能性が高く、さらに消費税対応や改元対
応があるため、おそらく多くの企業は 2020 年ごろまで AI や IoT どころではない
だろう。しかし、2020 年から現行システムの移行に着手した場合、結果としてデジ
タル競争の敗者になってしまう可能性は限りなく高いと言わざるを得ない。
既存システムのブラックボックス化、複雑化による経済損失は、2015 年の段階で全
体の 8 割を占める。現在、日本企業で 20 年以上稼動を続けている基幹系システム
は 10% に達し、10 年以上稼動している予備軍も 20% に達する。このまま基幹系シ
ステムを放置したままにすれば、2025 年までに 20 年以上の稼動している基幹系シ
ステムは 30% 以上に達する計算になる。
その結果、2025 年以降、毎年日本全体で現在の約 3 倍に当たる最大 12 兆円の経済
損失が生じる可能性が高い。これを「2025 年の崖」と呼んでいる。40% 以上の企業
が IT 予算の 9 割以上をシステムの維持管理に使っている現状を考えると、産業の
成長力強化に向けてユーザー企業や IT ベンダーともに変わっていかなければなら
ない。
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2025 年の崖

● 既存システムの問題点
既存システムの問題の難解さは、ユーザー企業が自らレガシー問題を抱えているこ
とに気づきづらいことにある。メンテナンスを行わず、日常的にシステムを活用で
きている間はレガシーであることは自覚できないからだ。ハードウェアやパッケー
ジの維持限界が来た時、初めてその問題が顕在化してくる。それは、人間の生活習
慣病と同じで、実際に病気であっても日常生活で困らない間は病気であることを自
覚できないことと同様だ。
レガシーシステムの問題を自覚している場合であっても、根本的な解消には長時間
と大きな費用を要する上、手戻りなどの失敗のリスクもあるため刷新に着手しにく
い。結果「それならやらないほうがまし」という議論になる。
既存システムを放置した場合、技術的負債が増大する。技術的負債とは、短期的な
観点でシステムを開発した結果、長期的に保守費や運用費が高騰している状態のこ
とを指す。本来不必要だったはずの運用保守費を、延々と支払い続けていることで
負債が増しているという意味だ。
IT システムの変遷を見ると、過去、メインフレームからオープン系に移行し、現
在はクラウド化に進んでいる。しかし、メインフレームをオープン化しても、アプ
リケーションは COBOL のまま残存し、表形式データがテキストファイル形式で管
理されていたり、Java などで再構築しても機能不足していたりする状態が散見さ
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れる。月締め処理のバッチプログラムが残っているところも多く、結果として月に
1 回のみのデータアップデートになる。最後に丸め誤差だけ調整しているだけでは、
ビジネスモデルは変わらない。当初、クラウドネイティブを目標に掲げても、「リ
フト＆シフト」の「リフト」だけで終わっているプロジェクトもあり、ビジネスモ
デルの変革のチャンスを失っている。

● DX の実現シナリオ
そこで、DX の実現シナリオでは、まず 2025 年までの間に複雑化・ブラックボック
ス化した既存システムについて、廃棄や塩漬けにするものの仕分けから始める。必
要なものについて刷新しつつ、DX を実現することで 2030 年に実質 GDP130 兆円超
の押上げを目指すというものだ。
2020 年まで、IT 人材が集まらないならそれまでは経営判断期間、先行実施期間と
し、新たなデジタル技術の活用による新たなビジネスモデルの創出を考える。そ
の後、2021 年からの 5 年間をシステム集中期間（DX ファースト期間）と位置付け、
業種・企業ごとの特性に応じた形で計画的なシステム刷新を断行する。
IT システム刷新に向けてユーザーは「技術的負債を解消し、人材・資金を維持・保
守業務から新たなデジタル技術の活用にシフトすること」「データ活用などを通じ
て、スピーディーな方針転換やグローバル展開への対応を可能にすること」「デジ
タルネイティブ世代の人材を中心とした新ビジネスの創出」の 3 つが求められる。
ベンダーに対しても同様に、「既存システムの維持・保守業務から、最先端のデジ
タル技術分野への人材・資金にシフトすること」「受託型から、AI、アジャイル、マ
イクロサービスなどの最先端技術を駆使したクラウドベースのアプリケーション提
供型ビジネスモデルへ転換すること」「ユーザーへの開発サポートにおいて、プロ
フィットシェアができるパートナー関係へ転換すること」の 3 つが求められる。そ
れが結果として、2030 年に実質 GDP130 兆円超の押上げにつながるということだ。
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DX 実現シナリオ

● 5 つの対応策について
その先の対応策としては、「DX 推進ガイドライン」の策定、「見える化」指標と中
立的な診断スキームの構築、DX 実現に向けた IT システム構築におけるコスト・リ
スク低減のための対応策、ユーザー企業・ベンダー企業間の新たな関係、DX 人材
の育成・確保の 5 つがある。
DX 推進ガイドラインでは、システム刷新や新たなデジタル技術を活用するにあ
たっての「体制のあり方」「実行プロセス」などを提示すると同時に、経営者、取締
役会、株主などのチェックリストとしての活用も想定している。
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5 つの対応策について

2  情報サービス産業の実態と 
戦略的 IT 導入の実現に向けて

● 情報サービス産業を取り巻く現状
情報サービス業界が注目すべき外部環境変化には、クラウド、IoT、AI の 3 つがあ
るが、問題点は、クラウド化が外資系企業の国内進出によって想定以上の速さで
進んでいることと、質・量両面での IT 人材が不足していること、現行システム維
持・保守ビジネスへの依存と技術革新への遅れだ。
情報サービス産業の 2018 年度の速報値を見ると、2017 年度はリーマンショック前
の水準を超える売上高となったが、伸び率は 1.5% 足らずにすぎない。その原因は、
多くは受注ソフトウェア開発にある。売上高で伸びているのはゲームだけで、パッ
ケージやソフトウェアの開発は成長に貢献していない。言われたものを作ることが
正義だった時代が終焉を迎えた今、日本の情報サービス産業の将来は明るいとは言
えない。

● システム刷新プロジェクトはなぜ何度も失敗するのか？
システム刷新（開発）の現実において、「失敗から学ぶ」は決して正しくない。ハー
バード ･ ビジネススクールのある調査では、失敗した人が次に成功する確率は、初
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めての人が成功する確率とほぼ同じ。成功した人が次に成功する確率は、初めての
人が成功する確率より優位という結果が出ている。
ここに共通プラットフォームの意義がある。初めて自社で単独でオープン化しても
うまくいかない。パッケージと言いながら、盲目的に使うことに問題がある。経営
層と技術者のギャップがあり、間違った形で発注者や利用者にアプローチしてしま
うからだ。
もう 1 つの原因は、上流工程のミスにある。自分の思いをうまく伝えられない担当
者、話を聞かない SE、現場を知らない責任者が集まった結果、使えないシステム
ができ上がってしまうことは往々にして起こる。

● 既存システムの問題点と戦略的 ERP の導入
既存システムの問題点は、ユーザー企業とベンダー企業の関係にもある。日本は
ユーザー企業よりもベンダー企業に多くの IT エンジニアが所属している。スク
ラッチ開発や汎用パッケージでもカスタマイズを好むユーザー企業も多い。
そのような中でも、経営資源を競争領域に集中させるため戦略的 ERP 導入を実現
した企業がある。ある食品加工・小売業者は、イノベーションとコストリダクション
を経営の 2 本柱に据えて経営体制を一新した。新たな経営理念を実現するために
は、業務のシンプル化や効率化を支える IT 基盤の見直しが必要と判断し、SAP S4/
HANA をベースに基幹システムを再構築している。そこでは、アドオンプログラ
ムを 98% 削減し、経営判断のスピード向上と業務のシンプル化を実現した。
日本企業の多くはデータの入れ物をカスタマイズするが、戦略的な IT 導入に関し
てはノンカスタマイズがほとんどだ。その食品加工・小売業者は、システムの刷新
においてデータの入れ物はあえてノンカスタマイズとし、経営がどう IT を使いこ
なすかに資源を集中させた。

● IT システム刷新と共通プラットフォーム
長期の計画で多額の投資を実行し、DX に取り組んでいる企業もある。ある飲料品・
小売業者は、ホールディングス経営への移行を進める中で、30 年以上使ってきたシ
ステムを刷新した。それにより、総額 60 億円規模のコスト削減、生産・販売プロ
セスなどの全体最適化、グローバル対応が実現している。
さらに納入先拠点が広域分散している地域において、競合企業と協調して共同配送
を実施している。これは、真の競争領域は商品開発と広告宣伝という共通理解のも
と、協調領域のコスト圧縮に業界横断で取り組んだ事例だ。
同様の取り組みは損害保険会社の自賠責保険に関する共同システムでも見られる。
損保会社 6 社と IT 企業 3 社が、証明書等現物管理、バッチ計上、保険料回収の業
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務・システムを共同化。運用コストの大幅な削減を達成している。
このように、協調領域については個社が別々にシステム開発するのではなく、業界
や課題ごとに共通のプラットフォームを構築することで早期かつ安価にシステム刷
新することが可能になる。

3  DX ガイドラインの策定と 
診断スキームの構築

● DX 推進ガイドラインの策定
DX 推進ガイドラインは、DX の実現やその基盤となる IT システムの構築を行って
いく上で経営者が押さえるべき事項を明確にすること、取締役会や株主が DX の
取り組みをチェックする上で活用できるものとすることを目的に、経済産業省が
2018 年 12 月 12 日に公表した。
DX 推進ガイドラインは、経営の観点である「DX 推進のための経営のあり方、仕
組み」と、IT の観点である「DX を実現する上で基盤となる IT システムの構築」の
2 つがある。経営の観点では、経営戦略・ビジョンの提示、経営トップのコミット
メント、DX 推進のための体制整備などの 5 項目、IT の観点では、全社的な IT シ
ステムの構築のための体制、全社的な IT システムの構築に向けたガバナンスなど
6 項目を定めている。
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「DX 推進ガイドライン」の策定

● DX 経営指標と各社指標との関係
2019 年 3 月現在、DX 推進ガイドラインに従って「見える化」指標を作成している
段階で、指標を用いて診断することで、DX 取り組み状況や技術的負債の度合いを
把握できるようにする予定だ。

「見える化」指標を用いた簡易診断（健康診断で言うところの問診表、血液検査レベ
ル）は中立組織が実施し、詳細診断（人間ドック、精密検査レベル）は各社 / 各団
体が実施することを想定している。
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DX 経営指標と各社指標との関係

● 見える化指標と診断スキーム構築の検討状況
「見える化」指標全体の内容・粒度は、DX を推進していくプロセスの道標となるよ
うにする方向性で検討し、経営者のアクションにつながることを重要視している。
項目が多すぎると調査が自己目的化してしまうため、指標の項目は絞り込むことと
し、DX 推進の枠組みと、IT システム構築の枠組みの観点から、社長自らが答える
質問も 5～10 個程度用意することにした。
各質問に対する回答は、成熟度のモデルとして 0～5 までの 6 段階でレベル分けを
し、定性値でスコアリングする。例えば、レベル 3 を健康体として、レベル 5 をグ
ローバルで戦えるアスリートと定義。レベル 1、2 は関心があり準備はしているも
のの、実行はしてない状態。基本的にはトップが現場と話して「うちはどうなって
いるか」と議論し、気づきを得るためのツールキットを想定している。
さらに、定量指標も作成する予定で、経営指標については、DX による競争力強化
の到達度合い、デジタル指標については DX の取り組み状況を数値化することを検
討している。

● 見える化の狙いと流れ
見える化の狙いは、まず、CEO が理解できる報告レベルとすることにある。その結
果によって、あるべき姿と現状とのギャップ、あるべき姿に向けた対応策が明確に
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なり、CEO と事業部門、DX 推進部門、情報システム部門に共有される。同時に、現
状を放置した場合の経営リスクと、対応した場合の経営メリットが明確になるため、
その後の経営上のアクションを促すことにつながる。さらに、診断結果のデータが
多数集まれば、業界内での自社の位置付けなどを経営者に示すことも可能になる。
見える化の結果の活用としては、CEO が、DX 推進の枠組み、DX 推進の取り組み
状況、IT システム構築の枠組み、IT システム構築の取り組み状況の 4 つの観点で
インパクトを理解し、優先順位に関する意思決定を行うことを想定している。同時
に、事業部門、IT 部門は、それに応じて必要な対応事項への対応力確保を考え、優
先順位に応じて計画を作成すると考えている。

見える化の狙いと流れ

おわりに
DX レポートでは、DX を以下のように定義した。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、
顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するととも
に、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性
を確立すること」
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ここで重要なことは、DX がビジネスモデルの変革をもたらすことにある。そこに
至るまでの重要性が理解できれば、DX の定義を改めて議論する必要はない。
過去の第 1 次から第 3 次までの産業革命では、蒸気機関、電気・ガス、計算機など
の新装置の登場により、生活や労働のスタイルそのものが変化し、期間中にその変
化を感じることができた。ソフトウェアとデータが牽引する第 4 次産業革命では、
無形物が牽引する「装置の刷新」による変化がもたらされ、生活や労働の課題解決
など「質的向上」が実現する。すでに登場している要素技術を組み合わせて、自然
により便利に使えるようになっていく。つまり、同じ技術でも、ビジネスモデルを
駆使してどこまで使いこなしているかで差が出るということだ。
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これまで数十年にわたり、ERP により企業が生み出してきた価値とは何でしょう
か。もちろん、ERP：Enterprise Resource Planning の名のとおり、企業のリソー
スであるヒト、モノ、カネ、情報を統合的に管理するサービスを提供してきていま
す。このサービスにより、企業は、ビジネススピードの向上、内部統制の強化、業
務負荷の低減といったビジネス上の価値創造を実現してきています。

SAP ERP をご評価いただいた点

では、これからの ERP は企業にどのようなサービスを提供できるのでしょうか。
そして企業はこのサービスをもとに、どのような価値を創造すべきなのでしょう
か。
これまで数十年にわたり SAP が ERP を通じて企業に提供しようと努力を積み重ね
てきたのは、「真のリアルタイム経営」の実現です。これまでの ERP によって、た
とえ Global に展開する大企業であっても、One Fact、One Place を達成してきまし
た。企業全体のヒト、モノ、カネを見える化し、経営者は高品質のデータという
事実に基づいた論理的な経営判断を行うことができるようになりました。しかし、
それは、残念ながら発生からある程度の時間を経た、鮮度は高くない情報でした。
ERP により発生点でデータを入力し、夜間バッチ処理により集計され BW に格納
されたデータは、さらに分析しやすいよう分析用バッチ処理を経て、Analytics ツー
ルにより直観的な理解を実現する情報となり、経営者へ伝えられていました。つま
り、経営者がデータに触れるのは数日前のデータであり、言ってみれば経営者は

「バックミラーを見ながら自動車を運転するドライバー」のような立場だったので
す。そこで、SAP では「One Fact、One Place、Real Time」を次世代の ERP が実現
すべき姿と位置付けました。そしてその実現不可能とも思える高い理想を実現する
ための鍵が、SAP が開発した、インメモリーデータベースとして圧倒的な高速性を
実現する SAP HANA でした。
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SAP S/4HANA を支える SAP HANA

SAP はこの次世代の ERP の理想を実現するための強力なテクノロジーである SAP 
HANA を最大活用するため、SAP HANA をベースにして再度 ERP パッケージを
新たに構築しました。それが、SAP S/4HANA です。SAP S/4HANA の開発にあ
たっては、SAP HANA のテクノロジー、OLTP と OLAP を 1 つのデータベース上
で実現、参照用の中間テーブルやチューニング用のインデックスが不要といった
データモデルのシンプル化、を最大限活用しました。このため、トランザクション
データと情報系データの壁を意識することなく、業務に必要なデータを経営層から
現場の作業者までがすべてリアルタイムに利用できるようになり、従来の高度にサ
マライズされたデータだけでなく、そこからドリルダウンして原始証憑まで確認で
きます。また、データモデルのシンプル化により、長時間バッチの廃止などシステ
ム処理時間が短縮されることにより、会計締め処理期間の短縮に伴うキャッシュフ
ローの高度化など、ビジネスに大きな価値を生み出すことができています。加えて、
データモデルのシンプル化により、ストレージやハードウェアの縮小によるシステ
ム初期費用、運用費用の低減も実現することができます。
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従来の ERP から何が変わったのか　-SAP S/4HANA の開発コンセプト -

また従来の SAP ERP では、ユーザーの高度な業務にも対応できるよう、SAP 
GUI に代表されるように、1 つの画面にさまざまな機能を盛り込んでいましたが、
S/4HANA では各業務プロセスを見直し、ユーザーが必要とする機能に集約しシン
プル化するとともに、ユーザーが必要な情報をプッシュ型で通知するなど、高度な
機能をシンプルに提供する UX 機能として、SAP Fiori を実装しました。

SAP S/4HANA とデジタルテクノロジーの親和性

このように、トランザクション系と情報系システムを統合し、リアルタイムに全社
のデータを活用でき、さらに SAP Fiori により各ユーザーの処理にフォーカスした
UX を活用することで、Plan → Do → Check → Action というビジネスプロセスに
おいて、これまでの「Do」を中心とする ERP のスコープを大きく超え、S/4HANA
ではそのすべてのプロセスにおいて、リアルタイムデータを活用し、これまでとは
異なる「フロントウィンドウを向いた経営」を実現することができます。
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SAP S/4HANA が変える ERP の使い方

昨今、IT システムはクラウドを活用することにより、さらなる高度な付加価値を
創出しています。これは企業の基幹システムを担う ERP も例外ではありません。
SAP では S/4HANA の多様な導入方針にお応えすべく、これまでのオンプレミ
ス製品に加え、SAP によるマネージドクラウド (SAP HANA Enterprise Cloud) 
上での提供、AWS、Azure といったパートナー企業の IaaS と組み合わせる SAP 
S/4HANA Cloud、Single Tenant Edition (STE)、そして ERP のマルチテナント型
SaaS サービスである、SAP S/4HANA Cloud の 4 つの形態での S/4HANA をご提
供しています。

SAP S/4HANA のデプロイメントオプション

これら 4 つの形態のうち最も特徴的なのは、SAP S/4HANA Cloud です。従来の
SAP ERP ではアドオンによりユーザー独自の仕様をシステム化してきていただい
ていますが、SAP S/4HANA Cloud では、ほぼアドオンを開発いただくことはでき
ません。SAP が定義した S/4HANA Cloud の標準機能 = ベストプラクティスをそ
のままお客様にご利用いただくことになります。これまでの ERP 開発では、まず
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ERP の機能とユーザーの要件の間にどのような差異があるか Fit&Gap 分析を行う
ことが常でしたが、SAP S/4HANA Cloud ではこれを行わず、Fit2Standard：ERP
の提供機能にユーザーの要件をどのように合わせられるか、が重要となります。こ
れは一見ユーザーにばかり負担を負っていただく仕様のように思われるかもしれ
ませんが、この Fit2Standard を達成していただくことで、ERP は 3 カ月に一度、
最新のリリースが自動的に適用され、単なるバグフィクスだけでなく、SAP Cash 
Application（請求書と入金のマッチング）や SAP Stock in Transit（在庫転送の遅
延状況予測）といった AI やその他の先端テクノロジーを、常に最新の状態でご利
用いただくことが可能になります。

SAP S/4HANA Cloud のコンセプト：Fit2Standard

今も触れた、AI など自動化の波が次々と押し寄せ、企業のビジネスプロセスに大
きな改革の流れを起こしています。しかしながら、ビジネスプロセスの自動化とい
うものは、最近になって初めて誕生したものではありません。コンピューターシス
テムの黎明期より、人々は自動化を進めてきました。まずは、大規模メインフレー
ムにおけるオートメーションの実現、PC の普及や ERP、インターネットを活用し
たビジネスプロセスオートメーション、そして近年のモバイルデバイス、クラウド
コンピューティング、ソーシャルネットワーク、ビッグデータ活用といったデジタ
ルトランスフォーメーションへ、ビジネスプロセスは絶え間なく進化してきていま
す。そして今、我々は機械学習や AI、IoT といった新たなテクノロジーによるさら
なるビジネスプロセスの進化を推し進めており、SAP ではこれをインテリジェント
エンタープライズによる改革と定義しています。
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デジタル時代における仕事の変化とそれを支える Intelligent Enterprise

このインテリジェントエンタープライズを具現化するのが SAP の各種ソリュー
ションです。その中でも S/4HANA はデジタルコアとしてインテリジェン
トエンタープライズを担うアプリケーションの中でも中核に位置していま
す。この S/4HANA を中心に、オムニチャネルなど顧客体験を支援する SAP 
C/4HANA、需給調整を行う SAP IBP、人材マネージメントソリューションの
SAP SuccessFactors、調達や経費精算、契約社員など外部人材の管理を行う SAP 
Ariba、SAP Concur、SAP Fieldglass などによって構成されています。そしてこ
れらのアプリケーションを支えるのが、インテリジェントスイートであり、SAP 
HANA や SAP Cloud Platform といったデジタルプラットフォームです。この構成
の中で最も特徴的な点は、機械学習や AI といったインテリジェントスイートがア
プリケーションとして提供されているのではなく、アプリケーションを構成するテ
クノロジーとして提供されている点です。すなわち、SAP ではインテリジェントス
イートは S/4HANA などの独立したアプリケーションではなく、S/4HANA などの
アプリケーションが提供する業務プロセスの一部として、アプリケーションのさま
ざまな機能に包含して提供しているのです。
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Intelligent Enterprise を具現化する SAP ソリューション群

具体的にその一例をお伝えすると、財務機能における SAP Cash Application
（請求書と入金のマッチング）、購買・支払における SAP Quantity Contract 
Consumption（数量契約の消化状況予測）、生産・製造における SAP Stock 
in Transit（在庫転送の遅延状況予測）、受注・入金における SAP Quotation 
Conversion Probability Rate（見積から受注への変換率予測）、設計・開発におけ
る SAP Project Cost Forecasting（プロジェクト費用の予測）など、いずれも日々
のビジネスプロセスの中で、これまで人の手を介して行っていた業務を AI や機械
学習の機能を実装することにより、負荷の軽減やより高度な価値の創出を実現して
います。

埋め込み・連携によって実現する “Intelligent Apps” 
パッケージ化されたイノベーション活用によるコア業務の高度化（AI を業務へ活用）

そして、企業のビジネスプロセスを強化するソリューションを早く現場で活用し
ていただき、実際の価値を創出していただくため、SAP では S/4HANA の新規
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機能リリース戦略を新たに定義しました。先の、SaaS 型 S/4HANA である SAP 
S/4HANA Cloud では、四半期に一度のリリースを、またオンプレミス版において
も、年に一度のリリースを行ってきています。すなわち、最新の機能を活用しビジ
ネスの効果創出をいち早く達成していただけるのは、オンプレミス版のリリースよ
り先行してリリースを行っている SAP S/4HANA Cloud となります。

SAP S/4HANA リリース戦略

さて、これまでお届けしてまいりましたように、次世代の ERP である S/4HANA
では、これまで数十年にわたり SAP が蓄積してきている ERP の価値、企業全体で
統合されたデータを活用するビジネスプロセスの連携と、その結果もたらされるビ
ジネススピードの向上や内部統制・ガバナンスの強化に加え、SAP HANA をベー
スにすることで初めて具現化できたリアルタイムビジネスの実現、より一層のビジ
ネススピード増強に伴う新たな価値の創出、データ量圧縮に伴うバッチ処理の廃止
や、ストレージ・ハードウェアの低減による各種コストの削減をご提供しておりま
す。さらに現在すでに、インテリジェントエンタープライズとして、S/4HANA を
中心とした SAP アプリケーションに SAP HANA、SAP Cloud Platform というデ
ジタルプラットフォーム上で機械学習や AI といったインテリジェントスイートを
アプリケーションの提供するビジネスプロセスに組み込み、新たな企業価値の創造
のご支援を開始しています。
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まとめ：SAP S/4HANA で基幹システムはどう変わるのか
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あとがき
ニッポンの ERP 再定義委員会メンバーからのメッセージ

新卒として SAP ジャパンに入社した私にとって、皆様から「あのときはここがだ
めだった」「こうすればよかった」という実体験に基づいたお話を聞かせていただ
いたり、「では次はどうすればいいのか」というディスカッションに関わらせてい
ただいたりというのは非常に貴重な経験となりました。昨今、グローバル競争力の
強化や新事業への参入など様々な理由でまさに「次の ERP をどうすべきか」を検討
されている企業が増えています。そういった際に今回出てきた「昔から言われてい
たことを実直にやる」に加え、クラウドなど「新たに出てきた技術ならではの進め
方」を取り入れることなどは参考にしていただけるのではないかと思います。

SAP ジャパン株式会社 ソリューション統括本部 
 デジタルアプリケーション 1 部マネージャー

上硲 優子

2004 年に SAP の導入プロジェクトのプロマネを担当し、2015 年 4 月に 10 年ぶり
に現部署に戻り、JSUG 理事に就任、現在 SAP S/4 HANA 化プロジェクトを指揮
していることは、SAP との強いつながりを感じています。今回の委員会は、さまざ
まな経験値をお持ちのメンバーの皆さんとの議論を通じて、15 年前にやり残したこ
とや教訓を振り返り、それらを今のプロジェクトに活かしていくという点で非常に
貴重な機会になりました。
我々の議論が、多くの日本のユーザー企業の皆さんの参考となり、経営の革新を目
指すプロジェクトにつなげていただければ幸いです。

JSUG 常任理事 
（三井物産株式会社 理事 IT 推進部長）

植田 勲 

最近は、SAP S/4HANA や DX に関するトピックに触れることが多いのですが、今
回の委員会活動を通じて、ERP の根っこである変わらぬ価値と時代の変化に応じて
変わってきた役割があることを感じました。根っこの価値は業務標準化やリアルタ
イム経営など、2 周目を迎えたニッポンの ERP 導入においても変わらず目指し続け
る目的だと思います。一方で、デジタル対応やインテリジェント技術の活用は、ま
さにこれからの企業競争力を培っていくための礎で ERP が進化し続けている点で
す。今回の再定義委員会の内容は、長年 ERP に関わってこられた方々だからこそ
語れる変わらぬ価値と進化しづける技術が融合された ERP の再定義になったので
はないかと思います。今後とも、この委員会を通じて得た知見を活かして少しでも
ニッポンの ERP に貢献できればと思っております。

SAP ジャパン株式会社 
デジタルコアクラウド事業本部 本部長

神沢 正 
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早いもので初めて SAP の ERP システムに出会ってから 22 年の月日が過ぎました。
この間 SAP システムを通じて色々な業界の方とお知り合いになれたことが、私の
大きな財産となっております。日本では多くの産業が深刻な人手不足に直面してお
り、システム業界もその影響が顕著になっております。基幹システムのお守りから
いち早く脱却し、システム要員をモード 2 分野に振り向けることがとても重要であ
り、そのためには可能な限りスピーディーに SAP S/4HANA を導入することが望
ましいと考えております。今回の「ニッポンの ERP 再定義委員会」の活動が SAP 
S/4HANA 導入検討のヒントになることを期待しております。

株式会社日立フーズ＆ロジスティクスシステムズ 
取締役副社長

栗田 琢 

SAP に最初に触れたのは、20 年前、欧州に赴任中の時でした。SAP R/3 のインス
トールディスクを手にして、マニュアルを見ながらインストールしました。欧州赴
任前から基幹システムの開発には深く係わってきましたので、SAP R/3 でどこまで
できるのか、非常に興味がありました。いろいろ試してみると驚くほど機能が豊富
で「これは凄い！」と興奮したことを今でも思い出します。その後、多くの SAP の
方々と深いお付き合いをさせていただきました。日本のユーザーの皆様には、SAP
をうまく使ってぜひメリットを享受いただきたい、との思いから、本委員会に参加
させていただきました。多少なりともお役に立てましたら幸いです。

デル株式会社 
Dell Technologies 日本最高技術責任者

黒田 晴彦 

ニッポンの ERP 再定義委員会への参画の話があったときはまだ自分たちの SAP 
S/4HANA 導入プロジェクトが終わったという実感しかありませんでした。そんな
中、皆さんの話を聞くことで、各ユーザーの実態やこの委員会が求める真の意義と
いうものを見据え、自分たちがこれまで感じていたことややってきたことをきちん
とまとめることができました。単に新たに ERP を再構築するといっても、経営者、
ユーザー、といったステークホルダーは簡単には理解してくれません。しかし、こ
の報告書にはそのあたりの気付きを感じさせてくれるものと確信しております。

株式会社ニチレイ 
情報戦略部長

小松 唯史 
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本活動を通じて、日ごろから社内で議論していることが、他の会社でも議論されて
いることを知り、大きく勇気づけられました。個々人では現状の何が課題なのか分
かっているのですが、会社単位で現状を具体的に変えていくかになると、なかなか
大胆な施策ができません。現場は部分最適で構築されてきた業務プロセスに複雑に
縛られています。今回「ニッポンのＥＲＰ再定義委員会」で議論された内容と、出
された提言は、国内で同じ志を持ちながら悩んでいる方々に勇気を与え、現状の閉
塞感に一石を投じるものになればと期待しています。

株式会社日立ハイテクノロジーズ 
デジタル推進本部 理事 本部長

酒井 卓哉 

歴史は繰り返される。日本は、明治維新の時から欧米に追いつき追い越せと必死で
頑張り、日露戦争で大国ロシアに勝つまでになった。しかしその後、太平洋戦争で
全てを無くした日本はまた必死で頑張り、ジャパン・アズ・ナンバーワンと言われ
るまでになった。が、今、日本は製造業を始めさまざまな分野で、欧米や中国の後
塵を拝する部分が見えてきている。「デジタル」という新しい道具を使いこなさな
い限り、日本の輝く未来はやって来ないのではないだろうか。
このような事を考えながら、委員会をやらせていただきました。ご協力いただいた
皆様に心から感謝いたします。

JSUG 会長 
（日本航空株式会社 常勤監査役）

鈴鹿 靖史 

SAP に触れて 20 年以上経ち、導入コンサルタントとして、多くの顧客の SAP 導
入に手伝わせていただきました。その時、それなりの理由があって、さまざまな導
入形式になっていました。その中で、何が本来あるべき姿で、何が追及しなければ
いけないポイントか、毎回反省しながら、自分自身も進化しているところです。今
回、このような機会をいただき、委員会の皆様とディープな議論ができ、自分の知
見も深めることができました。また、今回の内容をこのような一冊にまとめたこと
によって、これから盛り上がるニッポンの ERP の再導入に貢献できると確信して
います。

株式会社クニエ 
シニアマネージングディレクター

蘇 航 
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SAP を 導 入 し て か ら 22 年、 何 度 か の バ ー ジ ョ ン ア ッ プ を 経 て、 現 在 SAP 
S/4HANA プロジェクトを推進中です。今回のプロジェクトは SAP S/4HANA を
デジタルトランスフォーメーションのプラットフォームの中核の 1 つと位置付け、
業務革新を明確な目的としており、まさに「ニッポンの ERP を再定義」し「ERP 本
来の目的を今度こそ成し遂げる」というこの委員会の想いと一致しています。同じ
目的意識を持った委員の皆さんとのディスカッションは私自身にとっても大変刺激
的でかつ示唆に富むものでした。議論の集大成であるこの冊子は、地に足ついたす
ぐに役立つ知見がちりばめられており、広く皆さんにご活用いただけるものと思い
ます。この委員会に参加させていただけたことに感謝するとともに、少しでも貢献
できていたとすれば幸いです。ありがとうございました。

住友化学株式会社 
理事 IT 推進部 

（兼） 住友化学システムサービス株式会社 
代表取締役社長

土佐 泰夫 

ニッポンの ERP 再定義委員会のメンバーとして活動をご一緒させていただいたこ
とに大変感謝しています。ERP 導入には 2002 年から携わっていますが委員会での
議論の通り、皆さん一生懸命にやってきたにもかかわらず日本の ERP 導入が必ず
しも上手くいっていると言い切れない状況です。私自身も 2010 年頃からそれに気
付き自分のできる範囲で ERP 導入の勘所といった観点でユーザー企業にガイドし
てきましたが、今回の委員会を通じて今までの自分の何となく思っていたことが
ハッキリと確信に変わりました。議論を通じて共感する点も数多くあり、これから
の日本の輝く未来のための ERP 再定義ができたのではないかと思います。日本が
この 20 年で失った「元気」を取り戻すための一助になればとの想いです。

富士通株式会社 
ERP ソリューション事業本部 戦略企画統括部 統括部長

中江 功 

私は途中からの参加になるのですが、委員会の皆様からは暖かくお迎えいただき感
謝いたしております。これだけ多方面での経験や知見を持たれた方々とのディス
カッションは、私自身にとっても、これまで行ってきたことの再確認や新たな気付
きにつながり、大変有意義なものでした。そして読者の方々にとっても、会議の雰
囲気そのままにリアルに編集された内容であり、きっと同じように感じられ、お役
に立てるものと確信しております。我々の経験談や意見・提言が、少しでも読者の
皆様のお役に立てれば、委員会に参加した意義もありますし、これ以上の幸せはご
ざいません。

大和ハウス工業株式会社 
情報システム部 次長

福嶌 健 
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SAP に入社して 22 年、ERP を中心に日本企業の国際競争力を高めることに貢献す
る仕事には、今でもやりがいと意義を感じています。一方で、日本企業を取り巻く
世界情勢や経済は、私たちが変わる速度以上の速さで変わり続けています。IT は
もはや「経営を支える」のではなく、「経営を変える」あるいは「ビジネスモデルそ
のもの」です。日本企業が IT に取り組む意識やスピード・考え方を、根本的に変
えることこそ、将来にわたる国際競争力の維持・向上の要であろうと考え、「ニッ
ポンの ERP 再定義委員会」の活動を提唱・参画いたしました。もはや失える時間
は残されていない、ぜひ皆でカタチにいたしましょう。

SAP ジャパン株式会社 
代表取締役社長

福田 譲 
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Special Thanks
三井物産株式会社

合宿場所としてご提供いただいた 
三井物産株式会社 人材開発センター

Thanks to
ニッポンの ERP 再定義委員会 事務局

SAP ジャパン株式会社　川中 健史
SAP ジャパン株式会社　小林 晴行
SAP ジャパン株式会社　坂本 典子
SAP ジャパン株式会社　鴨井 禎行
SAP ジャパン株式会社　坪根 康介
SAP ジャパン株式会社　木村 将誉

SAP Global User Groups organization　長崎 功

制作協力
株式会社 SE デザイン　高橋 寛弥
株式会社 SE デザイン　加川 知彦
株式会社 SE デザイン　村橋　 昇
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