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平素よりJSUGの活動に多大なご尽力、ご協力を賜り、誠にありが
とうございます。この度2013年版JSUGINFOを、執筆者並びに関
係者のご努力で発刊することが出来ましたので、皆様にお届けした
いと思います。このJSUGINFOは、私たちJSUG活動の年間の集大
成と位置づけており、様々な観点からのテーマが比較的読みやすい
形で整理されていると思います。

JSUGトップインタビューでは、現在日本の多くの企業が置かれてい
る立場と、そこにSAPの新しいソリューションがどう関わるのか、ま
たその解決のためのKFS（Key Factor for Success）とは、ユー
ザー、SAP、パートナーの共生にあるとあります。これが正にユー
ザー会に求められる一番大切なものと思います。JSUG幹部と
ASUG 前CEOのブリジット・チェンバース氏との懇談は、非常に有
意義かつ刺激的なものでした。やはり日本と米国の企業風土の違い
を強く感じざるを得ないところもあり、またJSUGの今後のステー

ジアップへの助言については、素直に頷けないところでもありまし
た。これについては、今後継続したテーマと位置づけています。

一方、今年で５年目になるJSUG Leaders Exchangeは、IT部門の
次世代のリーダー育成の観点から、当初から非常にユニークな活動
として注目され、また期待されてきました。今年もこの活動を通して
の気づきが自社への何らかの付加価値アップにつながっていければ
と期待しています。また、ケース・スタディとして会員企業のみならず
パートナー様からの事例は、先進技術導入のケースや積年の課題克
服のケースのほか、多くの企業の共通テーマでもあるグローバル展
開のケースなど、本当に価値ある事例紹介だと思います。

このように、JSUG活動は様々な切り口で活動しておりますので、今
後における皆様方の積極的な参加を大歓迎致します。
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不確実性の時代に求められる
ITの役割

日本では、国家の最大の課題である東日本
大震災からの復興がまだ道半ばとはいえ、
ようやく景気に明るい兆しが見えてきまし
た。2020年のオリンピックの開催地が東
京に決まったことも前向きな話題です。し
かしながら、多くの日本企業は、まだ景気
の回復を実感できていないのではないで
しょうか。来年4月から8%に引き上げられ
る消費税率についても、今後の影響などを
慎重に見極めなければならないでしょう。
世界に目を移してみても、中国の経済の先
行きや、本格的回復にはまだ時間のかかる
欧州経済危機など、いくつもの不安要素が
指摘されています。
このような不確実性の増大に加えて、もう1
つの大きな環境変化としてグローバル競争
の激化があります。海外進出しているか否
かにかかわらず、海外企業との激しい競争
にさらされる現在の環境を、JSUG会員の
皆様も日頃の業務を通じて実感されている
のではないでしょうか。こうした環境の変
化に立ち向かっていくためには、今まで以
上にITを活用した経営が必要です。より迅
速に必要な情報を収集・分析し、未来を予
測・判断し、それに基づき機敏に実行してい
く。そのためには、昨今のクラウドやイン
メモリーコンピューティングの急速な普及

は、まさに企業がグローバルなリアルタイム
経営をスピード感とアジリティを持って実行
していくための大きな武器となりうるもの
です。

「SAPを活かす」をテーマに
幅広い活動を展開

2013年度のJSUGは、「SAPを活かす」を
最大のテーマに活動を続けています。私が
JSUGの会長に就任してから半年あまりが
経ちましたが、その間にも8月に発表され
たSAP Business ByDesign 日本語版の
ほか、SAP HANAの周辺からもさまざま
な製品やサービスが登場しています。しか
し、この目まぐるしく変化するSAPの“今”に
ついて、会員企業の皆様と理解を共有し、
それぞれの事業に反映していくうえでは、ま
だいくつかの課題があります。
そ の た めJSUGで は 、合 同 部 会 で あ る

「JSUG FOCUS」を今年度は2回開催する
など、ユーザー同士の情報交換を活性化す
るための取り組みを進めてきました。この
ほかテクニカル部会や人事部会では、イノ
ベーションの方法論である「デザインシン
キング」に挑戦するなど、次年度につながる
具体的な成果を上げています。
次世代を担う人材を集めた勉強会「Lead-
ers Exchange」も継続していますが、ここ
でも事業部門と対等に会話できる力を高
めようという意識が強く感じられます。こ

のような、チェンジリーダーの思想をもった
方 と々の交流ができることもJSUGならで
は素晴らしい点ではないでしょうか。

グローバル競争を勝ち抜くための
知見の収集

JSUGの会員企業が直面している課題を克服
するうえでは、ユーザー、SAP、サポーター（賛助
会員企業）の3者の協力が何よりも重要です。
お互いの利益を奪い合うのではなく、この3者
すべての事業価値を高めていけるWin-Win
の関係を目指していきたいと思います。
そのためにもSAP、およびサポーター企業
の皆様には、ぜひ長期的視点でのアドバイ
スをお願いしたいと考えています。日本企
業はこれからますます厳しいグローバル競
争にさらされることになります。日本の
SAPユーザーにも、SAPをさらに深く知り、
最新の技術や情報を国や言語を問わず活
用していく力が求められます。その支援策
として、今年度はテクニカル部会に続き、医
薬品部会や北陸フォーラムが「国際派遣プ
ログラム」に参加し、海外のユーザーと多く
の意見交換を行っています。こうした場で蓄
積される知見は、ユーザー企業の事業価値
向上において必ず活かされるはずです。世
界のユーザー会「SUGEN」の一員でもある
JSUGは、今後もこうした機会を活用して、グ
ローバルに向けた情報発信にも積極的に取
り組んでいきたいと考えています。

SAPの“今”を考える
ユーザー、SAP、サポーターの共生から生まれる
グローバル競争を勝ち抜くための新たな知見

■ JSUGトップインタビュー
SPECIAL FEATURE

前川 一郎氏

ジャパンSAPユーザーグループ（JSUG）会長
三井物産株式会社 理事 IT推進部長
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マーケットリーダーになるためには新技術
が必須だが、その取り組みは“今”から始め
なければ間に合わない。ASUGのCEOを
退任以降、リサーチ会社のCEOとしてビジ
ネスモデル変革の支援を行うチェンバース
氏は、自らの経験を踏まえて「新しい技術を
積極的に活用して、顧客に高い価値を提供
しているリーダー企業は市場の5％。リー
ダー企業の後を追うフォロワー企業の約
15％を加えても、市場でトップ集団を形成
しているアーリーアダプターは20％に過ぎ
ない」と指摘する。先頭集団を走る企業は、
スマートフォンの激増に着目し、いち早くモ
ビリティのトレンドをビジネスに採り入れ、
さらにライバル企業を引き離そうとしてい
るのだ。「アーリーアダプターたちは、イノ
ベーションを起こすためにリサーチを重ね

てナレッジを蓄積している。そして、ビジネ
スバリューを評価する測定方法を自ら持
ち、スピーディな意思決定によって技術革新
を起こして先行者利益を獲得している」と同
氏。その代表的な企業の１つとして、ウォル
ト・ディズニー社を例に挙げ、「彼らはSAP
BusinessObjectsを活用してアトラク
ションの混雑率を予見し、その解消を促し
たり、新しいアトラクション作りに活用する
などして、イノベーションを生み出し続けて
いる」と紹介した。
SAPソリューションの価値については

「SAPのコンセプトの中核は“リアルタイム”
であり、“今”の課題を解決するためのもの
であると同時に、未来についても対応でき
るスケーラビリティを備えている」と語り、

「将来に必要な準備は技術を熟知したSAP

がすべて代行してくれる。リーダー企業たち
はトレンドに合わせて戦略を進めるだけで
よく、SAPの活用こそが真のリーダーにな
るための近道である」と強調した。
さらに同氏は、ASUGを率いてきた経験か
ら「市場の先頭集団を追いかけていくうえ
で、何よりもスピードが要求される現在にお
いて、1社だけですべてのことに対応するの
は難しい。だからこそ、組織として活動して
いく中で知見や刺激が得られることが、差
別化要素となる」とユーザー会の意義につ
いて述べた。なかでもイベントや集会など
への出席によって、各種の知見を獲得するこ
とができる教育的な効果は、大きなメリッ
トの１つだという。

「ユーザー会のメリットは、先行者の事例を
参考にすることで自分たちの失敗を軽減し、
新たな価値を活用できる点にある」（同氏）
また、集団で行動し、声を集約することで
SAPに対して影響力を発揮することも可能
だ。チェンバース氏は、SAPとのコミュニ
ケーションを支援するプログラムとして
SAPの開発部門とユーザーが直接協働開
発するプログラムや、現在のソリューション
をどう変えていくかをSAPに伝えるCus-
tomer Connectionプログラムが用意され
ていることを紹介。さらに「SAP以外の
ユーザーグループと連携することでも新た
な情報が獲得できるので、JSUGのメン
バーも積極的に外に目を向けて欲しい」と
結んだ。

■ ASUG 前CEO ブリジット・チェンバース氏 来日講演

ユーザー会の組織運営をめぐり
JSUG理事らとも意見交換

セッションに先立ち、チェンバース氏は
JSUG理事ほか部会長、地域フォー

ラム長らとも意見交換を行った。JSUGの
参加者からは多様化する会員のニーズへ
の対応や、ユーザー会の組織運営に関する
質問が寄せられた。チェンバース氏は
ASUGのCEOとして活動した4年3カ月の
任期中に、ASUGの組織改革を推進して

運営面・財政面の安定性を向上させた。
会員数も倍増させ、現在は法人で約3,000
社、4万人以上の個人会員が登録してい
る。懇談会では、社員のビジネスマインド
を根本的に変え、収益性重視の姿勢に徹
底させたことなどを紹介。今後のJSUG運
営に対しても「ビジョンが大事」と語り、マネ
ジメントの重要性を強調した。

新たなトレンドの
アーリーアダプターであるための
ユーザー会活動の意義

世界のSAPユーザー会の中でも、最大規模を誇る米国のユーザー会「ASUG
（Americas' SAP Users' Group）」。独立法人として運営されているASUGにお
いて、2013年9月までCEOを務めたブリジット・チェンバース氏が、秋期合同部
会JSUG 8th FOCUSのスペシャルゲストとして来日し、特別講演を行った。

JSUGトップインタビュー/ASUG 前CEO来日講演
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Suite on HANAのメリットをめぐり
SAPとの活発な議論を展開

3月7日に東京国際フォーラムで開催された
製品発表会では「SAP ERPユーザーが聞き
たい、Suite on HANAに関する3つの質
問」と題したパネルディスカッションが行わ
れ、JSUG事務局長（当時）の速水康喜氏（三
井物産株式会社）とSAPジャパン担当者と
の間で、さまざまな意見が交わされた。
SAPは従来のオンプレミスを中心とした「堅
固」なソリューションを提供するビジネス戦略
から、モバイル、クラウド、インメモリーの3つ
を軸とした、よりイノベーショナルなビジネス
を実現するソリューションを提供する戦略へ
と舵を切っている。それと呼応するように、
先進的なユーザーはそのバリューをいち早く
獲得しようと、チャレンジの第一歩を踏み出
し始めている。それを示すように、冒頭で速
水氏が「SAPが推進するモバイル、クラウド、
インメモリーによるイノベーションによって、従
来のシステムの課題であった時間や場所、利
用者などの制約から解放される」というメリッ
トに言及すると、SAPジャパンの馬場氏から
は「SAPジャパンとしても多くのユーザーにそ
の価値を享受して欲しい。そのための支援
は、情報提供、ワークショップ、セミナーといっ
た形で始めているが、今後もさまざまな形で

支援していきます」と応じた。
続いて速水氏から出された「ユーザーとして
は、どのような課題意識を持ち業務に当たっ
ていくべきか」という質問に対しても、馬場氏
は「現場は、これをやりたいという欲求をもっ
と打ち出していくべきです。これまでは技術
面とコスト面の実現可能性が優先され、それ
がイノベーションのボトルネックになっていま
した。SAP HANAによってこれらの制約の
多くは取り払われ、現場の本当のニーズに即
したシステムデザインができる環境が整いつ
つあります」と話した。ユーザー自身が課題を
見つめ直し、「制約が大幅に取り除かれた
SAP HANAで何ができるか」について本気
の議論を重ねることが重要であるというの
が、SAPジャパンからのメッセージだ。

Suite on HANA移行に
伴うさまざまな技術課題

しかし、そこにはユーザー側が解決しなけれ
ばならないいくつもの課題、ハードルがある。
ディスカッションでまず俎上に載ったのは、

「SAP HANAの利用によって見込めるビジネ
ス価値」である。この点について、SAPジャ
パンの脇阪氏は「情報抽出の迅速化」と「意思
決定の高度化」の2つのポイントを挙げ、

「SAP ERPに保管された全トランザクション
データから必要な情報を瞬時に取り出せる

ようになり、MRP計算などの夜間バッチ処
理も今までより格段のスピードで完了し、検
証を繰り返すことでより的確な意思決定が促
されます」と説明。
続いてSAPジャパンの松村氏も、「M2M通
信の普及により、近い将来、管理すべきデー
タの急増が見込まれます。しかし、超高速な
SAP HANAならデータの増加にも容易に
対応可能です。汎用的な技術であるだけ
に、社会インフラで利用される時代も、そう
遠い先ではないはずです」と補足し、SAP
HANAの未来の可能性を強調した。
次のテーマとなったのが、「SAP HANAの可
用性とディザスタリカバリー（DR）」といった運
用面での課題だ。SAPジャパンの高山氏は
技術的な側面から「SAP HANAサーバーに
はデータのバックアップ用ディスク領域が確
保されています。バックアップ対象となるデー
タファイルは5分間隔で自動的にハードディス
ク上に保存され、ログファイルはコミット処理
のたびにSSD上に記録される仕組みです。
このデータをテープ媒体などに保管すること
でバックアップを実現します」と説明した。
また、日本のユーザー環境は海外に比べてア
ドオンが多いという現実がある。そこで速水
氏は、Suite on HANAへの移行に伴うアド
オンへの影響を質問した。この点について、
高山氏は「修正を加えることで、アドオンは引
き続き利用可能」と明言。さらにアドオンコー

2013年度のJSUGの活動の中でも大きなト
ピックの1つとなったのが、5月に一般提供が
開始された「SAP Business Suite pow-
ered by SAP HANA」（以下、Suite on
HANA）だ。SAPの統合アプリケーションで
あるSAP Business Suiteがインメモリー
データベースSAP HANA上で稼動する同製
品の登場によって、ユーザーにはどのようなメ
リットがもたらされるのか。3月に開催された
製品発表会や7月に開催されたSAPジャ
パン最大のイベントSAP Forumには、その
関心の高さから多くのユーザーやパートナー企
業が詰めかけ、活発な意見交換が行われた。

SAP Business Suite 
powered by HANAは
ユーザー企業に何をもたらすのか？

■ Suite on HANAがビジネスにもたらす価値
SPECIAL ISSUE
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ドのうち、データベースへのアクセスを目的と
したものに修正作業を行うことで、パフォー
マンスも飛躍的に向上すると付け加えた。
最後に「ユーザー企業が今後、目指すべき方
向性」に話題が及んだ。JSUGの会員企業
には、SAP ERPを導入してすでに10年以
上が経過している企業も多いだけに、どのよ
うに技術を継承していくかという議論が高
まっている。この状況に対して馬場氏は、「基
幹システムの見直しは、イノベーションを手に
入れるという側面以外にも、今後のシステム
活用に向けたトレーニングにもなります。若
い人材にその機会を与えることも、重要な意
思決定の1つ」と語り、熱い議論を終えた。

変化への欲求が生み出す
イノベーションの重要性

Suite on HANAについては、7月10日に開
催されたSAP Forum Tokyoにおいてもパ
ネルディスカッションの場が設けられた。ここ
ではJSUG Leaders Exchangeのメンバー
であり、西日本フォーラムのオピニオンリー
ダー（当時）を務める佐々木伸昌氏（トラスコ
中山株式会社）と、JSUGテクニカル部会の
部会長である鈴木孝司氏（日本発条株式会
社）の2人が登壇し、SAPジャパンの担当者
とさらに深い議論を重ねた。
佐々木氏は最初に、Suite on HANAのビジ
ネス的な価値を再確認したうえで「SAP ERP
のモジュールにもたらされる具体的な価値」
について質問した。するとSAPジャパンの松
村氏は、工場における設備マスターのトラン
ザクションを例に挙げ、「工場の規模が大きく
なれば、1つのプラントを構成する設備や機
器数は数十万件にも膨れ上がるが、管理者
はそれぞれの修理履歴や部品の交換履歴を
管理しなければならない。Suite on HANA
はこうした大量データの分析が可能で、数百
万、数千万単位の設備保全計画の作成に活
用できる」と話した。
Suite on HANAの価値を理解して、導入を
検討するユーザーは少なくないが、移行には

SAP ERPを最新リリースにアップグレードす
る、ユニコード対応させるなど、ユーザーに
とって乗り越えなければならない多くのハード
ルがある。そこで、鈴木氏からはテクニカル
な視点で「Suite on HANAへの移行を支援
する効果的なツールは提供されるか」という
質問が出された。SAPジャパンの大本氏は

「通常のデータベースのマイグレーションと変
わりません。既存のSAP ERPを必要なバー
ジョンにアップデートしたうえで、データベース
をSAP HANAに切り替えるだけ」と説明。そ
して、マイグレーション期間中のマシンや作業
工数を確保する方法として、アマゾンのクラウ
ドサービス（AWS）上に環境を間借りして、す
べての作業を終えた段階で本番環境のみを
オンプレミスに戻すという移行方法も選択肢
の1つであることを紹介した。

最後に再び佐々木氏が、IT部門が新しいテ
クノロジーに対峙した時の取り組み方や心構
えについて問いかけると、SAPジャパンの馬
場氏は「変化に対する欲求を持ち続け、リスク
を取ってチャレンジしていくことが必要」と述
べ、その手法として、SAPが全社的に実践して
いるイノベーションの方法論である「デザイン
シンキング」が紹介された。

実行系と分析系を統合し
本来あるべきリアルタイム性を実現

7 月 16 日に 開 催 さ れ た SAP Forum
Nagoya/JSUG中部フォーラムでも、SAP
HANAに関するセッションが行われた。冒
頭、中部フォーラムのフォーラム長を務める吉
田鋭一氏（ブラザー工業株式会社）は「SAP
HANAはビッグデータ分析のエンジンと考え
られていたが、ERPの次世代プラットフォーム

としての用途の拡がりで、リアルタイムプロセ
スによるビジネスシーンの革新的な進化が期
待できる。一方、このSAP HANAの導入を実
際どう進めるべきか、この新しい流れとどう向
き合うべきか、正しい理解が必要だ」とユー
ザーの声を代弁した。
これに対して、SAPジャパンの松舘氏は技術
的な観点から、① SAP HANAはインメモ
リー専用のデータベースであり、独自の技術
ですべてのデータをメモリー上で高速処理、②
従来の基幹システムで採用されていたロース
トア型データベースに加え、大量データ処理
を得意とするカラムストア型データベースにも
対応、③カラムストア型に適したデータ圧縮
を行い、高速性と低コストを実現、④インテル
x86アーキテクチャに準拠した認定ハード
ウェアに搭載して提供という4つの特徴を挙
げ、SAP HANAの実像を語った。また同氏
は「計算処理の一部をデータベース（HANA）
に受け持たせる（プッシュダウン）ことにより、こ
れまでのアプリケーション層の負担を軽減す
ることで高速化が実現しています」と説明し、
その優位性を強調した。
さらにSAPジャパ ンの 鈴 木 氏は 、SAP
HANAのビジネス価値について、「人間の意
思決定を伴わないプロセスはすべて自動化
する」というSAP共同創業者のハッソ・プラット
ナー氏の言葉を紹介したうえで、「Suite on
HANAはトランザクション系の処理と、分析
系の処理を1つのプラットフォームで実現し、
意思決定の迅速化を支援します」と語り、たと
えば、既存の環境では作成したレポートをそ
の場で深掘りすることはできないが、Suite
on HANAならレポートから明細情報のより
細かな分析が可能となることを紹介した。

JSUGで は 、今 後 も引き 続 きSuite on
HANAがユーザーのビジネスにもたらす価
値についてアイデアや事例を共有する一方、
その価値の享受のためにユーザーが直面す
る課題について、SAPやサポーター企業と
の率直な対話を通じて、解決の糸口を見い
だしていくつもりだ。

SAP Business Suite powered by HANAはユーザー企業に何をもたらすのか？
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人間の意思に焦点を当てながら
イノベーションを創造する発想法

イノベーティブな発想で複雑な問題を解決
するための手法の1つとして注目が高まっ
ている「デザインシンキング」。画期的なア
イデアを生み出すのは、一般的に「一握りの
天才」と思われがちだが、方法論さえ身につ
ければ、いわゆる「普通の人」でも優れたア
イデアが発案できるという。人間の意思や
観察による気づきなどを重視するこの方法
論こそが「デザインシンキング」だ。
デザインシンキングは、SAPの共同創業者
であるハッソ・プラットナー氏自身がその有
効性にいち早く着目し、自社製品の開発プ
ロセスに採り入れてきた。その中から生ま
れた代表的なソリューションがSAP HANA
であり、現在も新たなソリューションを生み
出す源泉となっている。
JSUGテクニカル部会では、技術的優位性
を中心にこれまで検証してきたが、今年度
の検証プロジェクトでは、新技術がどこま
で事業価値創造に貢献できるかを掘り下げ
るべく、設計フェーズとして、デザインシン
キングを体験しながら、「競合他社との差別
化」「リアルタイムビジネスを活用したイノ
ベーション」といった経営に関するテーマに
ついて議論を深めた。ここではそのワーク
ショップの模様を報告する。

6つのステップを繰り返しながら
解決策の精度を高めていく

2013年7月8日の丸1日かけて行われた
ワークショップには、自社システムを企画・
提案する担当者や経営企画部門、事業部門
の担当者など10名が参加した。ファシリ
テーターはSAPでデザインシンキングの訓
練を受けたスタッフが担当。
今回のワークショップは、さまざまな業種
からの参加者があったため、まず5人ずつ2
グループに分け、第一グループをお菓子メー
カー、第二グループをロボットメーカーと仮想
の企業とし、それぞれの経営上の課題、顧客
ニーズ、製品コンセプト、ビジネスモデルなど
を定義していった。
ビジネスの世界では、課題解決には実現性
を重視するのが一般的だが、デザインシン
キングでは、実現性にはあまりとらわれず、
できるだけ多様なアイデアを出すことが重
要だ。そのため今回のワークショップで
も、①SCOPING（スコープ設定）、②360度
リサーチ（調査）、③SYNTHESIS（統合）、
④IDEATE（アイデア創出）、⑤PROTO-
TYPE（プロトタイプ）、⑥VALIDATE（評
価）の6つのステップを踏み、状況に応じて
各工程に戻りながら、解決策の精度を向上
させ、以降のプロジェクトで検証すべき対象
を抽出することを目的とした。

① SCOPING（スコープ設定）
② 360度リサーチ（調査）
第一グループのお菓子メーカー、第二グループ
のロボットメーカーそれぞれが、顧客のニー
ズ、付加価値、グローバル統合などの観点か
ら課題を抽出。さらに外部情報を参考にしな
がら、モバイル、クラウド、SNS、ビッグデータ
などの技術やトレンドを利用して、顧客満足度
や業務効率をどのようにして高めていくかを
検討した。その結果、第一グループでは「ソー
シャルメディアとビッグデータを活用して他社
にない製品サービスを提供し、CS向上を図
る」、第二グループは「SNSなどを活用した自
己成長型のロボットを製造し、顧客に付加価
値を提供する」という目標が設定された。

③ SYNTHESIS（統合）
このステップは、①でピックアップした課題や
テーマを、対象領域や優先順位ごとにブレイ
クダウンしていく作業だ。ワークショップでは、
各グループのメンバーが目標を実現するため
の課題を自由に発想し、壁に用意されたボー
ドに付箋を貼り付けていった。お菓子メー
カーの場合は「味、香り」「味わう楽しみ」「季節
物」「顧客ごとのカスタマイズ」などが並び、一
方のロボットメーカーは「自動化」「セキュリティ」

「クラウドとの連動」といったキーワードが挙
げられた。その後、壁一面に張り出された
課題をグルーピングし、ITで解決すべき対
象を明確化していった。

JSUGテクニカル部会では毎年、検証プロジェクトを通じて、SAPの新技術
の実際のビジネスへの適用に向けたさまざまな試みを継続している。今年
度は「SAPの正しい活かし方を考える」という活動方針に沿って、SAP
HANAを生み出す原動力ともなった「デザインシンキング」を採り入れた。参
加者の枠をIT企画担当者から経営企画部など、事業ラインまで広げ、SAP
の新技術がどこまで事業価値の創造に貢献できるかについて掘り下げた。

事業価値の創造に貢献するITを目指し
イノベーションを生み出す

「デザインシンキング」に挑戦

■ テクニカル部会 デザインシンキングワークショップ
SPECIAL ISSUE
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SYNTHESISで行ったもう1つの作業は、顧
客の立場で考える「Point of View」の設定
だ。デザインシンキングの最終目的は顧客満
足度を高めることにあるため、この視点は
欠かすことができない。そこで、各グループが

「ペルソナ」と呼ばれる仮想の顧客モデルを
設定して、その人物の年齢、氏名、性別、家族
構成、趣味、嗜好、人生の目標までイメージ
を具体化。その結果、第一グループは「子供
2人、韓流ドラマを見ることが好きで、パート
で働く35歳の主婦」、第二グループは「小学
校の子供2人に70代の両親と同居、会社で
のストレスを抱えながら、両親の介護にも不
安を抱いている40歳の男性公務員」といっ
た顧客像を定義した。さらに「顧客のニーズ
とは何か？」「その理由は何か？」を議論し、掘
り下げていった。

④ IDEATE（アイデア創出）
このステップは、③で考えた顧客ニーズを、ど
のように実現していくかを自由に考えるアイデ
ア出しの工程。第一グループからは「韓流ス
ターのキャラクターアイス」「ゼロカロリー」「当日
お届け」といったユニークなアイデアが付箋で
張り出されたほか、第二グループからも「子供
の宿題を見る」「家庭を円満にする」「野球の
トレーニングに付き合う」などのアイデアが
出された。続いてそれらのアイデアをグ
ルーピングし、優先順位を決定した。

⑤ PROTOTYPE（プロトタイプ）
⑥ VALIDATE（評価）
PROTOTYPEは、上記の材料を元にプロト
タイプ（模型）を作って、アイデアを検証する工
程だ。ここでのポイントは時間をかけずに構
築し、できるだけ早い段階でエラー出しをする
ことにある。プロトタイプは、紙上ストーリー
を作ることでも、メンバーで役割を決めて
ロールプレイを行うものでも、レゴブロック
を使って実際のモデルを作るものでもよく、
自由な発想で表現することが重要だ。今回
のワークショップでは30分でプロトタイプ作
りが行われ、最後にそれぞれのグループが

考案したモデルを発表した。
第一グループでは、顧客による参加型商品
企画をアイスクリームに適用することを企画し
た。SNSなどにより顧客自身が口コミで販売
拡大を支援する一方で、企画の参加者には
販売量に応じて利益配当金を還元するビジ
ネスモデルを提案した。第二グループは、家
庭用ロボットの具体的な用途として、家族間
で発生する情報やSNS情報を収集、連携活
用して、家族の体調管理、家庭内トラブルの
解消、子守り、葬儀などの人生のライフサイク
ルに役立てるシーンを示した。
各グループからの質疑応答の後、プロトタイプ
の評価（VALIDATE）を経てワークショップは
無事終了。デザインシンキングで重要なことは
1度で終わらせるものではなく、結果が悪けれ
ば前の工程に戻りながら何度も繰り返すこと
にある。ワークショップでも「イノベーションの
1％はひらめきだが、99％はどれだけ汗をか
くかにかかっている」と強調された。
今回のワークショップで出されたアイデア
は、受注生産と設備保全のビジネスモデル
としてシナリオ化し、SAPの最新ソリュー
ションによって競業他社と差別化したリアル
タイムビジネスをいかに支えることができ
るか、（1）モバイルアプリケーション開発、

（2）SAP HANA DB運用、（3）SAP Solu-
tion Managerによるビジネスプロセス監
視・分析のそれぞれについて、テクニカル部
会に所属する3つのワーキンググループが
検証し、その内容を12月2日のJSUGカン
ファレンスで発表する。
※検証はSAP Co-Innovation Lab Tokyo

（COIL Tokyo）の提供によるSAP ERP on
HANAをベースとした環境で行われた。

ルーチンワーク中心の人事業務で
イノベーションの発想を体験

7月10日に開催されたSAP Forum Tokyo
においても、人事部員を対象としたデザイン
シンキングのワークショップが行われ、5人の
ユーザーが体験した。

設定されたチャレンジテーマは「ヒット商品を
出し続けるために人事部は何をするべきか」。
まず参加者が2つのチームに分かれ、テーマ
に対する解決策を業種にとらわれることなく
ランダムに出していく。その中で「社内環境を
整備して社員のモチベーションを高める」「適
切な人事制度によってヒット商品が生まれる
土壌を整備する」といった解決策が出された。
続いて、それぞれのチームの業種を決定し、第
一グループは「アンチエイジングの薬剤を開
発する会社」、第二グループは「健康食品の会
社」を設定。数年後のビジネス像を描きなが
ら、それに貢献するための人事施策を精査
していった。その後、2つのグループがお互
いのアイデアを確認し合い、自社の人事サー
ビスにフィードバック。最後はそれぞれ人事
施策やサービスの「プロトタイプ」を模造紙に
書き出して発表を行った。
3時間足らずのワークショップだったが、参
加者は今までにない手法に刺激を受けた
ようだ。JSUGの人事部会長を務めるエイ
チアールワン株式会社の加藤俊哉氏は「人
事業務においても、こうしたアプローチを
重ねることでビジネスに貢献できることを
改めて認識した。ルーチンワークのように
見える人事業務でも、デザインシンキング
を活用してビジネスの視点で捉え直せば、
もっと事業に貢献できるのではないか」と
期待を寄せた。
イノベーションの創出につながる「デザイン
シンキング」は、SAPの活用という枠を超え
て、さまざまな業務領域で応用が可能な方法
論として大きな可能性を秘めている。7月8
日のワークショップの参加者からは「今の
日本で忘れられつつある“何か面白いこと”
を思い出させてくれる貴重な体験」「職人的
な技に固執してガラパゴス化している状態
から抜け出すためにも有効な思考法」と
いった感想が聞かれるなど、早くもその有
効性に注目する意見が出た。JSUGでは今
後、こうした場を他の部会にも拡大しなが
ら、その成果の共有を積極的に進めていく
考えだ。

事業価値の創造に貢献するITを目指し、「デザインシンキング」に挑戦
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経営におけるIT活用をめぐる議論で
5期目を迎えたJSUG LEX

JSUG Leaders Exchange（以下、JSUG
LEX）は、JSUGの有志が企業価値向上に
向けてどのようにしてITの価値を見極め、
活用していくかを議論する場だ。主にIT部
門のリーダーを中心としたメンバーがSAP
ジャパン本社に月1回のペースで集まり、ゲ
ストの講師を交えたディスカッションを展
開しながら、IT部門のあり方を探ってきた。
5期目となる2013年度も、4月から9月ま
で6回にわたって開催。4月の第1回目は、
JSUG常任理事で日本郵船株式会社 アドバ
イザーを務める安永豊氏が「海運業におけ
る情報活用のチャレンジ」と題して、経営上
の課題とその解決にデータを有効活用した
事例について紹介した。続く5月に開催さ
れた第2回目は、トラスコ中山株式会社 執
行役員 物流部長で、JSUG西日本フォーラ
ムのオピニオンリーダー（当時）を務める
佐々木伸昌氏をゲストに招き、「卸売業にお
ける取り組み」と題して、特有のビジネスモ
デルに貢献するITや独自のIT組織について
の講演が行われた。

その後、メンバー間でディスカッションを行っ
た3回目のミーティングを経て、7月の第4回
目では、JSUG常任理事で日本航空株式会
社の常勤監査役、元整備本部 整備企画室
部長の鈴鹿靖史氏が「JALグループ経営へ
のITの貢献」と題して、ユーザー主導で世界中
からベストリソースを集めて導入した事例や
経営破綻のピンチからＶ字回復を遂げた企
業再生のプロセスについて紹介。また8月の
第5回目では日本たばこ産業株式会社 IT部
次長の楠根健次氏、村木光昭氏が「グローバ
ル化で見えてきた課題とその取り組み」と題
して、海外企業との違いを冷静に分析しな
がら、急激なグローバル対応に立ち向かっ
ている事例の講演を行った。
ここでは、これらの総括として9月に開催さ
れた第6回目の「まとめ」と題したディスカッ
ションの模様を紹介する。

組織を横断したコミュニケーションが
ITの価値向上には不可欠

「まとめ」のディスカッションでは、過去5回
の講演や議論を振り返り、「JSUG LEXを
通して学んだこと」と「自社の取り組み」につ
いて、参加者1人ひとりが発表を行った。

そこで明らかになったのは、「IT部門の経営
層とのコミュニケーション」が多くの参加
メンバーの悩みとなっている点だ。化学
メーカーの情報システム部のメンバーは

「経営層がITを理解してくれない。取締役
からIT施策を考えろと言われて報告する
と、『IT部門の資料は難しすぎてわからな
い』と言われる」と打ち明けた。この発表者
は、それに対する対応策として、まず小学生
でもわかる一般的な用語を用いて資料を
作成し、わかりやすく説明することから小
さな成功体験を重ね、経営層とのコミュニ
ケーションを円滑化する努力を継続してい
るという。
同様にインターネット情報サービス企業の
メンバーも「サイトへのアクセス状況など、
DWHを使ってさまざまなKPI分析ができる
切り口を用意しているが、経営層にどのよう
な情報を見せればいいのかで悩んでいる」と
話すと、化学メーカーのメンバーなどから「事
業単位で出し方を変えて見せている」「経営
層が関心のある情報に問い合わせが寄せら
れたら適宜回答している」「見やすいレポー
トを作成し、個別に提供している」といった、
それぞれの取り組みが紹介された。
参加者の声からは、コミュニケーションに関

JSUG会員企業のマネジメント層やIT部門の若手リーダーを中心に、IT
を活用した改革に向けた意見交換を行う「JSUG Leaders Exchange」。

「企業価値向上とIT活用」をテーマに、2009年からメンバーを入れ替え
ながら過去4年にわたって継続的に実施してきた。5期目を迎えた2013
年度は「情報活用」に焦点を当て、全6回にわたる議論を実施。例年にも
増して幅広い業界や地域から20名ものメンバーの参加がみられ、成熟し
た議論の中でより多くの成果が生み出された。JSUGでは今後も、多くの
会員企業の参加を募りながら、議論の拡大を図っていく方針だ。

「企業価値向上とIT活用」をテーマに
IT部門の若手リーダーが活発な意見交換

■ 第5期 JSUG Leaders Exchange 
SPECIAL ISSUE
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して業務部門との関係も大きな関心事と
なっていることが垣間見える。IT部門は企
業の中でもコストセンターなどと呼ばれ、業
務部門とのコミュニケーションギャップが以
前から指摘されてきた。しかし、この点に
ついて食品メーカーのメンバーをはじめと
する多くの参加者からは、「IT部門は企業全
体を俯瞰できる立場にあることもあり、基
幹システム以外にも積極的に最新のシステ
ム情報を収集し、業務部門の担当者に有益
な情報を発信していく必要があるのではな
いか」という積極的な意見が寄せられた。
化学メーカーの別のメンバーからも「IT部
門は、広く浅く多くのIT関連の情報を収集
していくべきだ。そして積極的に現場との
コミュニケーションを図り、業務に効果の
ありそうな提案を行っていく必要がある」と
いう声が聞かれたほか、「業務部門から相
談を受けた際、何もアイデアが出せないIT
部門では頼りにされなくなる。きちんとし
たビジョンを持ち、何がなんでもやり抜く
思いで現場の課題解決に貢献していくこと
が大切ではないか」といった声も聞かれた。
一方、こうした課題の解消に成功している
精密機器メーカーの担当者からは「当社で
は、常に製造部門のキーパーソンとの良好
な関係維持を心がけている。そのために
は、社内全体のコミュニケーションを活発
化し、他部門の業務や人の動きや動向に関
する情報を日頃から収集することが大切」
といったアドバイスが送られた。

ジョブローテーションや
人材活用の有効性

JSUG LEXの参加者にはIT部門の若手マ
ネジメント層が多いこともあり、IT部門の
あり方に関しても活発に意見が交わされ
た。特に、第2回で紹介されたトラスコ中
山のIT戦略には共鳴するメンバーが多かっ
たようだ。同社では、IT部門を「基幹システ
ムのおもり」ではなく、「ビジネスの革新を促
す競争の源泉」と位置づけ、経営層に対して

も積極的に提言を行っている。さらに、業
務部門とIT部門とのジョブローテーション
を効果的に行い、事業のポリシーや志を社
員1人ひとりが追究していくことで企業の価
値を向上させてきた。
この取り組みについて食品メーカーのメン
バーは、自社のIT部門を省みながら「業務部
門とIT部門を入れ替えるジョブローテー
ションを行ってみたが、それぞれが以前の所
属の意識を引きずったり、当事者意識を欠い
たりしたケースが多く、結果としてうまくいか
なかったが、トラスコ中山の事例は参考に
なった」と語った。また、IT部門の人材は世
代交代時の入れ替えがある程度で、ジョブ
ローテーションや新入社員の抜擢などは
行っていない企業もある。小売企業のメン
バーは「一般的にはIT部門の社員なら入社
から一貫してIT部門のままといった人事の
硬直化が進んでいる。仮に人事がローテー
ションを組みたくても業務側は優秀な人材
を手放したくない。そのため、問題意識を
持っている優秀な人材も、価値向上に向け
た活躍の現場が与えられず、閉塞感を抱い
ている」と発言した。
これとは逆に、新入社員をIT部門に抜擢
し、早くから業務部門との交渉を任せなが
ら、教育を行っている事例も報告された。
参加者の精密機器メーカーでは、現場とIT
の価値を近づけるために現場にはITの知
識を、ITには現場の知識を植え付ける活動
をしているという。その中で、新入社員もす
ぐに現場のプロジェクトに連れ出し、現場
のヒアリングから担当させながら2カ月で
ものにして、伝票の切り方を業務担当者に
教えている例が報告された。
しかし、「新入社員の間でIT部門の人気が
いまひとつ」という悩みも依然として多い。
特に製造業や食品業界などは、開発、マー
ケティング、広報など花形職種に人気が集
中する傾向が強く、IT部門に対する関心の
薄さが顕著になっているという。こうした
状況に対して、JSUG理事の1人は「CIOな
どIT部門のリーダーが中心となり、IT部門

の業務や実績を社内外に向けて情報発信
していくことが大切だ。ITに関する基本的
な実力を備えていることは大前提だが、そ
のうえでメンバーに業務に対する自信を持
たせる工夫をしていくべきではないか」との
提言を行った。

自らの存在意義を高める
マインドの重要性

6回にわたるJSUG LEXを経て、各業界を
代表する企業から参加したメンバーからは

「気づき」としてさまざまな感想が寄せられ、
今後取り組んでいきたい課題に関しても積
極的な発言がなされた。特に「基幹システ
ムのおもりからの脱却」を意識するメン
バーは多く、経営の価値に貢献していくこと
の重要性を改めて認識したようだ。食品
メーカーのメンバーは「講師全員の話から、
熱きマインドを感じた。これからはIT部門
として自分の仕事に熱き思いと誇りを持
ち、率先して存在意義を高めていこうとい
う意識が強くなった」とJSUG LEXでの収
穫を語った。
最後に小売企業のメンバーからも「IT部門
はシステムを利用する自社の業務担当者に
目が向きがちだが、本来はその先にある自
社の製品やサービスを購入したり、利用し
たりする顧客満足度の向上に目を向けるべ
きではないか。鈴鹿氏が講演したJALの場
合、機体の整備部門であったとしてもKPIを
用意して、飛行機の乗客であるエンドユー
ザーに自分たちの業務がどのように貢献す
るかを定量的に測定する仕組みを用意して
いる。それは方法論やツールでは語れない
本気の精神だ。こうした意識によってITポ
リシーもぶれなくなり、企業価値の創出に
向けた道筋が見えてくるはずだ」との提言が
なされた。
JSUG LEXによって得られた知見や情報は
今後、それぞれのユーザー企業において
フィードバックされ、変革に活かされていく
ことになるだろう。

「企業価値向上とIT活用」をテーマにIT部門の若手リーダーが活発な意見交換
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オンプレミスからの脱却と
クラウド、モバイルへのシフト

2013年6月7日に開催された春期合同部
会JSUG 7th FOCUSでは、SAP SAP-
PHIRE NOW Orlando 2013とASUG
Annual Conferenceに参加したJSUG有
志3名がパネルディスカッションを行い、
ユーザーの視点から見たSAPの戦略と最
新動向についてのフィードバックを行った。
まず冒頭では、クラウド、モバイル、インメモ
リーデータベースなど6つの技術分野、12
のフォーラムに分かれて開催されたカン
ファレンスの概要とともに、参加者はオン
サイトで約2万人、Webを中心としたオン
ラインからも約8万人が参加した盛況ぶり
が報告された。
続くパネルディスカッションでは、カンファ
レンスの内容をもとにテーマを設定。最初
に「SAPはもうERP企業ではなくなった」と
題して議論が進められた。この点について

は、前年に引き続き医薬品部会からカン
ファレンスに参加したアステラス製薬株式
会社 コーポレートIT部 SCM人事グループ

（当時）の坪倉隆史氏から「昨年はクラウド、
モバイル、HANAなどに関する話はサブ
メッセージの扱いとされていたが、今年は
一変してあらゆるソリューションがクラウド
上で動くというメッセージが明確に打ち出
された」という報告がなされた。オンプレ
ミスへのサポートがなくなることはない
が、これから導入する企業にとってはクラ
ウドベースが現実的な選択肢になってい
る状況が明らかとなった。
次のテーマになったのが「HANAの定説」で
ある。カンファレンスでは、SAP共同創業
者の1人であるハッソ・プラットナー氏が

「HANAは仮想化できない」「HANAは専用
ハードでしか動かない」といった一部で広
がっているHANAの“都市伝説”を打ち消す
プレゼンテーションを実施。医薬品部会の
参天製薬株式会社 情報システム本部 ビジ
ネス情報システムグループの石川高司氏は

「HANAはSAPのアプリケーションを動か
すためのデータベース技術と認識されてい
るが、実際には多くの企業が別の用途で
使っている」と話し、いくつかの事例を紹介
した。そのうえで「当初、情報システム部門
の担当者として、HANAやクラウド、モバイ
ルのテクノロジーをSAP ERPに使うため
の情報収集を目的として参加したが、それ
は間違いだった。私たちの課題はSAPの
新技術をビジネスモデルとしてどう発展さ
せていくかであることが改めてわかった」
と収穫を披露した。

最新のHANA活用事例ほか
自社の課題解決に向けた収穫も

北陸フォーラムから参加した富山化学工業
株式会社 総務人事部 情報システム担当部
長の蓑島義昭氏は、SAPが注力するテーマ
についての多くの事例が紹介されるショー
ケースが非常に参考になったという。同氏
は「アメリカンフットボールのサンフランシ

SAPの戦略や最新情報の深い理解と会員企業間での共有を目
指して、国際派遣支援プログラムの強化を推進するJSUGで
は、SAPの主要なグローバルイベントにメンバーを派遣する
など、活発な活動を展開している。2013年度は5月14日か
ら3日間にわたって米国フロリダ州オーランドで開催された
SAP SAPPHIRE NOW Orlando 2013と米国ユーザー会
ASUG（Americas' SAP Users' Group）の年次カンファレン
スASUG Annual Conferenceに会員を派遣。ここで獲得し
たさまざまな情報はJSUG FOCUSやSAPの各種イベントで
も報告され、多くのユーザーに還元されている。

実用段階に入った「クラウド」という新たな選択肢
米国ユーザー会との交流においても多くの収穫
－2013年度 国際派遣支援プログラム 成果報告－

■ 国際派遣支援プログラム 活動報告
SPECIAL ISSUE

JSUG 7th FOCUSでのパネルディスカッション
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スコ49ersでは、SAPのHRモジュールを
スカウトに活用し、選手の試合中のプレイ
など膨大な情報を分析して、有望選手の獲
得に役立てている。また英国のレーシング
チームのマクラーレンも、レース中の車体
からセンサーを通じて膨大なデータを収集
し、HANAを使ったリアルタイム解析で試
合運びを予測している」と説明。こうした
HANAの具体的な活用事例は、日本のユー
ザーにとっても大きな刺激となるはずだ。
こうした参加者からのフィードバックを受
けて、パネルディスカッションの最後は「で
は、これから自分たちは何をすべきなの
か？」という点に議論が発展。カンファレン
ス期間中、少人数で議論を行うマイクロ
フォーラムを中心に参加した坪倉氏は「当
社では複数の人事システムが稼動しており、
その統合が課題となっている。この悩みに
ついて参加メンバーに意見を求めたとこ
ろ、先行してタレントマネジメントだけを統
合すべきとの助言を受けた」と現地での収
穫を報告。石川氏も「エンタープライズ
アーキテクチャ（EA）」を引き合いに出し、

「参天製薬ではグローバルでERPの統合に
取り組んでいるが、業務プロセスやシステ
ムの設計に対する考え方の違いから、現地
との会話がなかなか成り立たない。こうし
た状況を打開するためには共通のフレーム
ワークが必須だ」と課題解決に向けたシス
テム導入の方法論の必要性を訴えた。

ディスカッションを中心とした
ASUGの運営スタイル

パネルディスカッションでは、JSUGと
ASUGの違いについても素直な感想が聞か
れた。蓑島氏は「ASUGの活動はディス
カッションを中心に構成されていて、知り
たいことがあったら主体的に議論の場に参
加しなさいというスタンス。ユーザー同士
が情報を交換し合える機会を存分に得る
ことができた」と話すとともに、「JSUGは
SAP ERPのユーザーが中心だが、ASUG

はこの数年でBusinessObjectsやSybase
のユーザーだった企業も多く参加するように
なり、さまざまな経験則や事例が集まる場
になっている。そのため、ASUGの活動に
参加する人は、共通の課題を会社に持ち帰
ろうというよりも、自らの意思で面白いもの
を見つけに来る人が多かった」と語った。
最後に、国際派遣に参加した感想とSAP
ユーザーへのアドバイスとして、まず蓑島氏
は「SAPはBtoBtoCなど、メーカーとユー
ザーとの取引を想定した機能を次 と々シス
テムに取り込んでいる。日本企業も躊躇す
ることなく市場への変化対応力を高めてい
くべき」と変化の重要性を訴えた。続いて
坪倉氏は「SAPの今後のロードマップから、
ビジネス変革の可能性がある
ことを実感できた。ただし、こ
うした貴重な情報が得られる
にもかかわらず、日本からの参
加者は少ない。今後はより多く
のSAPユーザーの参加を期待
するとともに、そのためのサ
ポートをJSUGに望みたい」と
提言。石川氏からも「今やって
いる仕事にどう生かすかでは
なく、技術を使って何かを変えられないか、
と考え方そのものが変わった。同じ世代の
情報システム部員と話していても、前向きな
アイデアが出てくるようになっている。今後
の若手育成のためにも、今後もこうした場
への参加を積極的に支援してほしい」という
意見が出され、ディスカッションを締めく
くった。

国際派遣の継続による
より有益な情報共有

7 月 18 日 に 開 催 さ れ た SAP Forum
Osaka/JSUG西日本フォーラムにおいて
も、参天製薬の石川氏によるフィードバック
セッションが開催された。この場で石川氏
は、SAP首脳陣によるキーノートについて
触れ、共同CEOであるビル・マクダーモッ

ト氏の「時代はBtoBtoCである」というメッ
セージを紹介。「BtoBtoCを一言で表すと、
お客様のお客様に対してアプローチするこ
と。当初は製薬メーカーの情報システム部
員である自分にはピンと来なかったが、い
くつかの事例を聞いていくうちに理解を深
めることができた。特に米国のスポーツ用
品メーカーがセンサーで人の脈拍などをリ
アルタイムに測定し、スマートフォンに運動
量を知らせるサービスを行っている事例を
聞き、自社製品にITを組み込んでエンド
ユーザーにリーチすることの意義が確認で
きた」と話し、このBtoBtoCの基盤としてク
ラウド、モバイル、インメモリーがあること
に言及して、ユーザー企業にとってはこうし

たSAPの戦略を理解することが、今後のIT
戦略を考えるうえで欠かせないことを説明
した。
最後にASUGのブースについても触れ、「3
日間で600近いテーマに関するユーザー
セッションが行われた。進め方もユーザー
が主体となり、積極的にレクチャーする姿
が印象的だった」と紹介して講演を終えた。
多くの成果が得られた今回の国際派遣だ
が、イベントの盛況ぶりが参加者の関心の
高さを示す一方で、日本からは参加は
JSUGの有志を含めて85人とまだまだ少
ないのが現状である。JSUGでは今後、こ
うした活動をさらに強化しながら、会員企
業間のより有益な情報共有に取り組んでい
く予定だ。

実用段階に入った「クラウド」という選択肢、米国ユーザー会との交流でも多くの収穫

SAPPHIRE NOW＋ASUG Annual Conference 2013
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将来の成長を見据えた
部分最適からの脱却

名古屋を拠点に、FA関連の電子制御装置や
電子応用機器の開発・製造・販売を手がける
株式会社タイテック。同社では1975年の設
立以来、顧客視点に立った開発姿勢と高い技
術力によって着実に業績を伸ばし、2011年1
月には中国現地法人を設立するなど、市場変
化の激しい電子機器業界にあって、さらなる成
長とグローバル化を進めてきた。
2010年にSAP ERPを導入し、持続的な成
長基盤として安定的な運用を続ける同社だ
が、管理部門管掌 取締役兼システム事業部
長を務める竹内晩穂氏は、その背景につい
て次のように語る。

「当社では長らく自社開発の販売、生産、購
買などの業務システムを運用してきましたが、
部分最適が進んだ結果、業務全体の最適化
という点でいくつもの課題が指摘されていま
した。また、収益や原価の詳細な分析を行
うための機能も十分ではなく、このままでは
将来の事業成長に対応できないという危機
感がありました」
おりしも同社では、それまでの受託専業から自
社での製品開発・販売への転換に向けたチャ
レンジに取り組んでいた。だが、そのためには
複数の業務管理システムの情報を横断的に管
理・分析して、管理会計的なデータ活用を可能
にする新システムが不可欠だった。加えて、事
業の多様化に伴う分社・子会社化の推進、さら

にグローバル化に向けた体制作りなど全社
的な事業の転換期を迎え、既存の手組みシ
ステムでは不可能な、成長と変化に対応す
る柔軟性、拡張性の確保も急務だった。
また、新たな成長基盤としてSAP ERPを選
択した理由について、システム事業部 ERP
事業推進課 課長の石田晃一氏（当時）は「分
社化やグローバル展開による拠点の分散が確
実視されている以上、すべての業務データを一
気通貫で処理、活用できるERP製品の導入
は喫緊の課題でした。その条件をすべて満た
すのがSAP ERPだったのです」と説明する。
経営陣からは業務システム相互のデータ連携
に加え、それを経営に活用するためのデータ
分析系機能も強く求められていた。そこで国内
外のERP製品を比較検討した結果、すべての
要件を満たす「全社統合型システム」がSAP
ERPだったという。またグローバル化を進め
る同社にとっては、内部統制への対応が可能
な点も重要な採用ポイントとなった。

JSUGのネットワークを活用して
実践的なノウハウを収集

2010年4月に無事カットオーバー
を迎えたタイテックのSAP ERP
導入で注目すべきは、一連の導入作
業が業務部門とシステム部門の各
3名、わずか6人の社内スタッフに
よって行われた点だ。自社導入を
決断した理由を竹内氏は「環境変
化の激しい電子機器業界において

は、組織変更や業務改革のスピードが何よりも
重要です。外部のリソースに過度に依存する
体制は、コスト面でも対応のスピード面でも、当
社が目指す経営理念に反していました。そこ
で、自社のニーズに即したスピーディなシステム
対応のノウハウを蓄積する試みとして、あえて自
社での構築にチャレンジしました」と語る。
しかし、一般的に考えて難易度の高いERP
の自社導入について、石田氏は意外な事実
を明かす。

「SAPのシステムは非常に論理的に構成され
ており、基本の知識さえマスターすれば、構築
やカスタマイズも容易です。しかもロジックが
明確なので、原因不明の障害がきわめて少な
い＝止まらないシステムを構築できるのです」
構築の過程では、JSUGのネットワークも大い
に活用したという。石田氏はかねてから
JSUG活動にも参加しており、懸念される課題
について積極的にアドバイスを求めていった。

「本当にできるのか迷ったときなども、JSUG

株式会社タイテック

FA関連機器をはじめとした電子機器の開発・製造・販売を手がけ、近年は中国への進出などグローバル化を積極
的に進める株式会社タイテック。同社では、2010年に導入したSAP ERPの運用基盤を、ハードウェアのリプ
レースを機に2013年5月からアマゾン ウェブ サービス（以下、AWS）のクラウド環境に移行。運用コストの大幅
な圧縮のほか、市場の変化に迅速に対応するためのグローバル拠点間における情報共有体制を実現している。

■会員事例
CASE STUDY

SAP ERPによる全社統合データ環境を
AWSのクラウド環境に移行し
グローバルビジネスの強固な成長基盤を確立
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AWSを活用したタイテックのシステム概要
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会員の皆さんからは『うちでもやってみたけど、
大丈夫でしたよ』といった実践的なアドバイス
をいただけました。こうしてさまざまな事例やノ
ウハウを共有できる点は、JSUGの最大の価
値だと思います」（石田氏）
それでも基本的には自社内で導入をやりぬい
た石田氏だが、「SAP Solution Manager
7.1の導入に、マニュアルを見ながら取り組ん
だのですが、結構難しくて時間がかかりまし
た。後から『SAP Solution Manager導入
支援のためのリモートサービス（EGI）』の存在に
気づき、これを利用すればもっと早くできたの
ではないかと反省もしています」と試行錯誤の
苦労も明かす。

ライフサイクルの制約を受けない
クラウド活用のメリット

その後、タイテックのSAP ERP運用に大き
な転機が訪れる。ハードウェアの保守が終
了する2013年5月を目前に控え、2020年
まで続くSAP ERPの保守契約期間を通じ
たシステムライフサイクルの見直しを迫られ
たのだ。そこで同社が着目したのが、基幹シ
ステムの運用基盤をクラウド環境に移行す
るという選択肢だった。

「クラウド環境への移行は、ハードウェアのライ
フサイクルの制約を受けないメリットと同時に、
ディザスタリカバリーやBCP（事業継続性）の
面でも有効な選択肢です。そこで以前から注
目していたAWSにターゲットを絞って情報収
集を続け、SAPのパブリッククラウド認定が降
りたのを機に正式採用を決めました」（石田氏）
同社ではERP導入時の経験とノウハウを活か
し、このクラウド環境への移行も自社スタッフで

実施。プロジェクト開始から約6カ月後の
2013年5月には、本番環境の運用がスター
ト。その後も安定したパフォーマンスを維持す
るとともに、運用コストの面でも飛躍的な改
善効果を実現している。
ERPの自社導入、そしてクラウドへの移行が
もたらした成果としては、まず大幅なコスト
削減が挙げられる。SAP ERPを自社導入
したことによって、導入コストは外部ベンダー
をアサインした場合の5分の1にまで削減。
いわゆる物理サーバーをベンダーに依頼し
て導入・運用するケースと比較すると、初期
費用だけでも60%以上の削減が実現してい
る。さらにハードウェア関連のコスト面で
は、AWSへの移行からまだ約4カ月にもか
かわらず、クラウドならではのさまざまなメ
リットを体感しているという。
だが、それ以上に大きな効果として石田氏が
強調するのが「経営のアジリティ向上」だ。

「SAP ERPによって個別最適が解消され、さ
らにクラウド移行がもたらした運用負荷の軽
減により、従来は3日かかっていた月次会計の
締め作業が、半分の1.5日で完了するようにな
りました。これを受けて、これまで月の中旬に
行っていた経営会議を第6～7営業日の早い
段階で開催できるようになったのです。最新の
経営数値を月初に分析評価することで、変化
や課題への対策が非常に早いタイミングで実
施できるようになりました」

柔軟なリソース活用を可能にする
中堅・中小企業の競争基盤

今回のクラウド移行を振り返って、石田氏は「短
期導入が可能で、ビジネスの変化に応じた柔

軟なリソース拡張が容易なAWSは、非常に
有効な選択肢」と評価する。従来の物理サー
バー環境では、業務の要請に応じて新しい
サービスや機能の追加検証を行うにも相応の
コストと時間が避けられなかった。その点、必
要に応じたリソース活用が可能なAWSは、限
られた要員での運用とコストの適正化を可能
にする最適なプラットフォームだといえる。

「サーバーの処理能力のさらなる向上などはも
ちろんですが、これまではハードウェアがなくて
検証できなかったSAPの新しい機能なども試
してみたいと考えています。たとえば、SAP
エンハンスメントパッケージやSAP HANAな
どといった話題の最新ソリューションも、AWS
ならば試してみたいときにすぐ環境が立ち上げ
られるので、積極的にトライしていきたいと思い
ます。ここでもJSUGのアドバイスが役に立つ
シーンが出てくるはずです」
またタイテックでは、2012年5月から中国拠
点でのSAP ERP構築をオンプレミスで実施
し、同年7月から稼動している。竹内氏は「海
外に子会社を作るたびにゼロからシステムを構
築するのは現実的ではありません。今後こうし
た海外のグループ企業にもSAP ERPと
AWSを組み合わせることで基幹システムを簡
単にクラウド展開できるようになったことは、中
堅・中小企業の競争基盤として大きな可能性を
秘めています」と期待を込める。
SAP ERPのクラウド移行については、JSUG
の内部でもさまざまな議論が進められている。
世界への飛躍を目指すタイテックのクラウド活
用は、今後グローバル市場での競争力強化を
目指す多くのユーザーにとって、貴重な先行事
例となるはずだ。

SAP ERPをAWSのクラウド環境に移行し、グローバルビジネスの成長基盤を確立

株式会社タイテック
本社：愛知県名古屋市
設立：1975年
資本金：22億5,084万円
売上高：4,526,352千円（単体、2013年3月期）
事業概要：FA関連機器の開発・製造・販売その他
の電子機器の開発・製造・販売
http://www.tietech.co.jp/
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原価管理の精緻化を目指し
SAP ERPをビッグバン導入

岡山県倉敷市に本社を置く萩原工業は、レ
ジャー、建築・土木、梱包・物流、農水産など
の現場で利用される高機能シート製品と、
スリッターなどの関連産業機械のトップメー
カーだ。強くて軽く、耐久性に優れた独自開
発の合成樹脂繊維「フラットヤーン」をコアプ
ロダクトに、合成樹脂事業とエンジニアリン
グ事業を展開している。設立50周年を迎
えた2012年には、創業者の口癖であった

「おもしれえ直ぐやってみゅう」の精神のもと、
新たな創業を牽引する新製品の開発にも乗
り出した。
ビジネスの中核基盤となるSAP ERPは、
2002年11月から1年2カ月の期間をかけ
て、会計（FI/CO）、販売管理（SD）、在庫/購買
管理（MM）、生産管理（PP）の機能および
SAP Netweaver Business Warehouse

（SAP Netweaver BW）をビッグバン導入し、
2004年1月から運用を開始している。1990
年代からインドネシアと中国に生産拠点を設
立し、コスト競争力の強化を進めてきた同社だ
が、事業環境が変化し続ける中で、経営的な
価値を創出するための新たな競争基盤の構
築が必要となっていた。そこで老朽化によって
運用効率の低下が進んでいた今までの基幹
システムを、SAP ERPで刷新したのだ。SAP

ERP導入の理由を経理部 情報システム課
課長の福田哲氏は次のように語る。

「最大の目的は、価格競争力の基盤となる原
価管理、損益管理の仕組みを作り、利益の最
大化に貢献することです。そのためには、各
部署から原価情報が見えるようにして、営業
活動をスムーズにすることが必要でした」
システム活用面で特徴的なのが原価管理だ。
同社における原価管理のコンセプトは、実態
に即した原価を把握し、正しい経営判断を下
すことにある。そのため、財務会計上必要な

「標準原価」の計算方法を変えることなく、管
理会計のために定義した「標準的原価」を使
用して顧客別、製品別、部門別の損益管理を
行っている。福田氏は「2000年代は製品の
原料となる原油価格の変動が激しく、標準原
価と実際原価とであまりにも大きな差が出る
ため、正確な分析ができない状況でした。そ
こで、ある程度の変動が発生したら標準原価

を再計算して修正するプログラムを組み込み、
正確な原価情報をもとにアクションが取れる
ようにしました」と説明する。現在は、1カ月、
2カ月単位で標準原価と実際原価の差異を
取り、より精緻な評価損益を確認しながら経
営判断を行っている。

性能改善サービスを活用し
納品書の出力時間を大幅に短縮

SAP ERPの初期導入から8年近くが経った
2011年、萩原工業は最新リリースへのアップ
グレードとともに、UNIXサーバーからWin-
dowsサーバーへのマイグレーション、さらに
開発環境を仮想環境に移行して運用の安定
化を図ることを決定した。この際、SAPから
提案がなされたのが保守サービスのSAP
Enterprise Supportの活用だ。そこで、
SAP Enterprise Supportのアセスメント

萩原工業株式会社

工事現場のブルーシートやレジャー用シートなどの高機能シート（フラットヤーン製品）とスリッターなどフ
ラットヤーン関連産業機械のトップメーカーとして知られる萩原工業株式会社。競争力の強化基盤として
SAP ERPを2004年から活用してきた同社は、経営戦略を進めるうえで不可欠なシステムのライフサイクル
管理の最適化を目的に、SAPが提供する保守サービス「SAP Enterprise Support」の適用を開始。継続的
品質改善チェック（CQC）サービスにより、システムのパフォーマンス改善と高速化を実現し、月次決算処理
時間や帳票出力時間の短縮など、業務の大幅な効率化に成功し、システムの安定運用も実現している。

■会員事例
CASE STUDY

SAP Enterprise Supportで
システムのパフォーマンスを大幅に改善
SAP ERPの運用効率を向上

1 2 3 4 5 6
旧バージョンの
サポート終了に
伴う新たな保守
体系への対応

最新ハードウェ
ア環境を導入。
オープン環境で
構築し、システム
の拡張性が向上

最新リリースへの
移行により、SAP
の各サポートプ
ランの適用が容
易に

処理スピードの
大 幅な向上 。 
バッチ系処理で
は3～5倍の性
能アップ

DBテーブルの容
量を拡大。 アーカ
イブ機能により、
容量の増加率を
低減

ブレード/仮想
サーバーの導入
で可用性が向上
（バックアップの
信頼性向上が
今後の課題）

最新リリースへ
の移行により、各
種要件へ柔軟
に対応可能

障害復旧時間
の短縮、データ
保管の信頼性
向上

各種施策準備
や法改正への
対応

処理速度および
性能の向上

DB使用率の
増加

機器の老朽化、
耐用年数オーバー

SAP Enterprise Supportを活用したアップグレードプロジェクトの成果
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サービスである「360°レビュー」を使って現状
の環境を把握・分析を行ったところ、さまざま
なパフォーマンス改善が得られることが明ら
かになった。
実際のアップグレード作業においては、並行
してSAP Enterprise Supportの「継続的
品質チェックサービス（CQC※1）」を適用し、
その中のシステムチェックサービス「CQC
RPO※2」を利用して、改善効果が高いと思わ
れるジョブを特定。そこに対して、性能改善
サービス「CQC BPPO※3」およびデータベー
ス最適化サービス「CQC TPO※4」を実施し
た。経理部 情報システム課 係長の伊東研
吾氏は、改善内容の一部について次のように
説明する。

「夜10時から朝6時までの限られた時間内
にさまざまな処理を行うバッチ系のジョブに
関しては、以前から処理量が限界に近い状態
で、システムの性能向上とデータベースのスリ
ム化に迫られていました。CQC RPOで分析
したところ、バッチ系の納品書・請求書の発
行業務に関する改善項目が9つ指摘されま
したが、その中から頻度の高い5項目をピッ
クアップして改善を行っています。特に改善の
効果の大きかったのは、納品書の出力業務
です。これまでは数十枚～100枚単位の印
刷に1時間程度、処理枚数が多くなると2時
間を要し、その間の業務は停滞していました
が、CQC BPPOのプログラム改善によって
数分で印刷が終わるようになり、業務効率が
飛躍的に向上しました」
また、SAP ERPのアドオンプログラムの一部
でパフォーマンスの問題があったため、CQC
BPPOによってチューニングを実施したところ、
管理帳票データ作成プログラムにおいて、

20％程度の性能改善が見られた。さらに製
造費用配賦プログラムについても、システムの
アップグレード、ハードウェアの性能向上、デー
タベースのスリム化などによって35％程度の
性能向上が実現している。

SAP Solution Managerによる
ビジネスプロセスの監視も検討

SAP Enterprise Supportに対する評価と
して、福田氏は「CQCではパフォーマンスの改
善のみならず、アップグレードに関する有益な
情報が提供され、リスクの洗い出しにも役
立っています。その結果、アップグレードを検
討する際の検討期間を1カ月ほど短縮でき
ただけでなく、アップグレードプロジェクト段階
でのリスク回避に役立ちました」と語っている。
萩原工業では、業務領域に関してはホスト
コンピューター時代から付き合いがある導入
パートナーが、長年にわたって蓄積した業務
知識をもとにサポートを行ってきた。SAP
ERPのアップグレードに際しても、CQC RPO
によって指摘された改善項目を導入パート
ナーに示して、「ベーシスの観点からはこのよう
な指摘を受けたが、解決できるのか」といった
議論を重ねてシステム改善に取り組んでいる
という。SAP Enterprise Supportを活用
するメリットについて伊東氏は「SAP ERPは
導入当初はわかりにくい面が多く、非常に
ハードルが高かったが、パートナー企業からで
は得られない、SAPならではの専門的な見
地からアドバイスが得られることは大きい。
さまざまな経験を経ながら、現在は苦労しな
がらも使いこなせるようになっている」と評価
している。

今後の展望として萩原工業では、SAP ERP
で標準装備されているシステム監視ツール

「SAP Solution Manager」の活用を掲げ
ている。現在導入しているSAP Solution
Manager 7.0では、「アーリーウォッチアラー
ト」の機能で週次のエラーチェックを行ってい
るのみだが、今後はSAP Solution Man-
ager 7.1にアップグレードし、最新版で提供
される「ビジネスプロセス運用の監視機能

（BPO）」を活用して、管理効率を高めていく方
針だ。SAPに対しては「ユーザー会でも話題
として出ましたが、当社規模の企業になると
保守費用の負担が大きいので、もう少し改
善されることを期待しています」と福田氏は
語った。
SAP ERPを初期導入した2002年から
JSUGに参加している萩原工業だが、福田氏
が「SAP ERPを最新リリースにアップグレー
ドするにあたり、JSUGに参加している他社
の事例を参考にできたことは助かりました」と
語るように、同社はユーザー目線の実用的な
情報を獲得できる点にJSUGに参加する大
きなメリットを見いだしている。地方の中堅企
業の場合、運用が導入パートナー任せとなり、
SAP ERPの機能を十分に使いこなせてい
ないケースも散見される。JSUG会員からさ
まざまな情報を収集し、さらにSAP Enter-
prise Supportを活用して3名の小規模な
システム要員で運用の効率化を実現してい
る萩原工業の事例は、同様の立場に置かれ
ているSAPユーザーにとっても参考になる
はずだ。

福田 哲氏

萩原工業株式会社
事業支援部門

経理部 情報システム課
課長

伊東 研吾氏

萩原工業株式会社
事業支援部門

経理部 情報システム課
係長

SAP Enterprise Supportでシステムのパフォーマンスを大幅に改善

萩原工業株式会社
本社：岡山県倉敷市
設立：1962年11月29日
資本金：12億7,400万円
売上高：208億500万円（2012年10月期）
事業概要：ポリエチレン・ポリプロピレンを主原料とした合成
樹脂繊維フラットヤーンを用いた関連製品、およびフラット
ヤーン技術を応用したスリッターなど、産業機械の製造・販売
http://www.hagihara.co.jp/ 

※1 CQC：Continuous Quality Check
※2 RPO：Remote Performance Optimization
※3 BPPO：Business Process Performance Optimization
※4 TPO：Technical Performance Optimization
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グローバルSCMの確立を目指して
SAP ERPを日本拠点に展開
光学部品、イメージング、フォトニクス技術
を世界中に展開するEdmund Opticsの日
本法人として1995年に設立されたエド
モンド・オプティクス・ジャパン。秋田県湯
沢市に最先端の生産工場を有し、オプティ
クス製品、イメージングシステムなど、標準
規格品のカタログ販売を中心に手がけて
おり、アジア全体の売上高の約60％を占め
る中核拠点だ。
同社の業務基盤となる従来のシステムは、
会計、販売、生産、在庫管理の業務が個別
パッケージやExcel、Accessなどで運用さ
れ、システム間の連携が不十分だった。日
本法人の生産・販売・会計情報を米国本社

に報告する際にも、情報を取りまとめてレ
ポート化する作業をすべて手作業で行う必
要があったため、本社でも日本法人の売上
状況の可視化が課題となっていたという。中
でも月次の締め処理は、本社に10日締めで
報告すべきところ、データの集計や検証に時
間がかかり、数日遅れになることもあった。
そこで、Edmund Opticsはグループを横断
したグローバルSCMの構築を念頭に置き、
米国本社ですでに運用していたSAP ERP
を日本法人に展開することを決定した。エ
ドモンド・オプティクス・ジャパン 執行役員の
ティモシー・ポール・ケネディ氏は「米国本社
では、基幹システムのグローバル統合を見
据えて実績豊富なSAP ERPを選定した経
緯があります。本社に続く導入先として、生

産・販売の重要拠点である日本法人がター
ゲットに定められました」と説明する。

世界45カ国をカバーする
SAPパートナーネットワークの活用
エドモンド・オプティクス・ジャパンへの
SAP ERP導入は、米国本社からIT部門の
担当者や、業務部門の責任者が来日し、日
本のIT部門や業務部門と共同でプロジェク
ト体制が組む体制で進められた。日本法
人で使用するモジュールは、会計、販売、生
産、在庫・購買とし、米国本社のサーバーに
アクセスするシングルインスタンスで導入
する方針が定められた。
原則として、米国本社の業務プロセスを日
本法人にも展開する開発方針だったが、支
払や税制などの会計領域については日本の
会計ルールや法制度に合わせたカスタマイ
ズが必要となる。そこでEdmund Optics
は世界各国のSAPパートナーが連携するグ
ローバルネットワーク「United VARs」に支
援を要請し、United VARsの日本代表で
あるアイ・ピー・エス（IPS）がプロジェクトに
参画した。
United VARsは、中小・中堅企業へのSAP
導入を得意とする各国のパートナーが連携
してグローバル展開を支援するネットワー
クだ。各国のパートナーにはSAPの推薦を
受けた1社のみが参加しており、45カ国を
カバーしている（2013年11月現在）。今回

株式会社アイ・ピー・エス

グローバル光学機器メーカー、Edmund Optics®におけるアジア最大の拠点として多彩な製品の製造・販売を手がける
エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社。同社は個別運用していたシステムをSAP ERPで統合し、米国本社とのリア
ルタイム連携を実現した。SAPのパートナーネットワーク（United VARs）を通じて紹介を受けた株式会社アイ・ピー・エス
のグローバル展開サービス「GlobalOne」を採用したことにより、従来の半分以下のコストで本稼動を実現している。

アイ・ピー・エスの
グローバル展開サービスを活用し
米国本社と連携する
SAPシステムを短期構築

CASE STUDY
■エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社 導入事例

Partner Solutions

特徴
1

特徴
2

効果
1

効果
2

特徴
3

企業統治の実現 円滑な現地業務の実現
（在庫問い合わせの迅速化）

日本導入の経験と
ノウハウでサポート
会計ローカル対応
 現地（語）教育
 現地（語）サポート

エドモンド・オプティクス・ジャパン
プロジェクトメンバー

UnitedVARsの活用によりローカルニーズを
熟知した現地パートナーと連携

通常のロールアウトプロジェクトに比べ
大幅な外部コストの削減を実現

実質導入3カ月間で本番稼動
（生産管理含むビッグバンプロジェクト）

アメリカ本社
情シススタッフ スムーズな連携

日本法人へのSAP ERP導入における特徴と効果
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のようにIPSが開発パートナーとして、海外
企業の日本法人へのロールアウトに参画す
る場合もあれば、日本企業が海外のグルー
プ企業にSAP ERPをロールアウトする際
には、現地のことをよく知るUnited VARs
のパートナーをIPSがコーディネートし、
IPSと連携してプロジェクトを推進すること
もできる。今まで現地にSAP ERP技術者
がいない場合、日本から技術者が出向かざ
るを得ず、導入後の保守体制の構築も困難
だったが、United VARsを利用することで
低コストでの導入と、現地パートナーによる
オンサイトでの保守サポートが実現する。

IPSのグローバル展開サービス
「GlobalOne」を適用
エドモンド・オプティクス・ジャパンのSAP
ERP導入プロジェクトでは、IPSのグローバ
ル展開サービス「GlobalOne」を適用し、
IPSは会計・販売領域のシステム開発を担
当した。エドモンド・オプティクス・ジャパン
でITマネージャーを務める斉藤英樹氏は、

「IPSには、帳票の作成に始まり、税制の違
いや締め日・支払期日の違い、小数点以下
の丸め処理など、アメリカと日本のシステム
の違いを吸収するといった点で支援を受け
ました」と振り返る。
ユーザー教育については会計業務の一部を
除いて、米国本社の業務担当者が日本の業
務部門のキーマンに対してトレーニングを
実施。会計業務に関しては、日本の商習慣
を知るIPSが担当した。開発期間中から導
入拠点となる秋田工場でサポートやトレー
ニングを担当し、稼動後もWebベースの電
子会議システムを使って東京本社と秋田工

場の利用者への追加トレーニングも実施し
ている。

プロジェクト期間3カ月、
外部コスト約5,000万円で本稼動
2012年6月にスタートしたプロジェクト
は、同年10月にカットオーバーを迎え、実
質3カ月で完了している。外部コストは、導
入から米国本社の担当者の出張費用など
も含めて約5,000万円。従来の海外展開の
プロジェクトで見込まれるコストや導入期
間の半分以下で本稼動までこぎつけた。短
期間/低コストでの導入が実現した要因は、
SAP ERPの導入ノウハウを身につけた米
国本社の担当者がリーダーシップを取り、
トップダウンによってプロジェクトを推進し
たことと、United VARsを通じて日本の仕
組みに精通したIPSをパートナーに採用し
たことにある。

「米国本社がSAP ERPを採用した背景に
は、ローカルのニーズを把握しているパー
トナーが世界中に存在していることがあり
ました。そして海外拠点への導入を確実に
行うためUnited VARsを活用し、IPSに巡
り会えたことが結果として成功につながり
ました。日本法人としても、IPSの高いスキ
ルとSAPシステムに対する深い知識、柔軟
で素早いサポートを高く評価しています」

（ケネディ氏）

リアルタイム連携により
在庫の問い合わせに迅速に回答
現在エドモンド・オプティクス・ジャパンで
は、会計、販売、生産、在庫管理に関わる約
70名が東京本社および秋田工場でSAP

ERPを利用して業務を行っている。IPSは
本稼動後も会計・販売システムを中心に継
続的に運用およびサポートを担当し、帳票
の修正作業や、日本国内での問い合わせな
どに対応している。
新システムにより、会計、在庫、生産、販売
の各種情報のリアルタイム連携が実現し、
日本法人や米国本社から必要な情報がいつ
でも見られるようになった。「お客様から
製品に対する問い合わせがあった際にも、
在庫状況や納品日を正確に回答できるよう
になりました。国内に在庫がない場合には
米国本社の在庫状況を確認して納期を回答
すると同時に、製品の輸入や購買を指示す
ることが可能となりました」（斉藤氏）
Edmund Opticsでは現在、日本での成功
を足がかりに、シンガポール、韓国、台湾の
現地法人へのSAP ERPのロールアウトが
進行中だ。日本と同様、United VARsを
活用して現地のパートナーと米国本社が共
同で開発を進め、2014年7月の一斉稼動
を目指している。今後もグローバルSCM
の確立に向けて、海外展開の動きを加速さ
せていく方針だ。

エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社

本社：東京都文京区
設立：1995年
資本金：8,600万円
事業内容：光学部品・光学製品の製造販売、仕入輸出業務
http://www.edmundoptics.jp/

アイ・ピー・エスのグローバル展開サービスを活用し、米国本社と連携するSAPシステムを短期構築

神戸本社：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-7-4
ハーバーランドダイヤニッセイビル20F
東京本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2
富国生命ビル17F
TEL：078-361-0435
URL：http://ips.ne.jp/

株式会社アイ・ピー・エス

お問い合わせ先

エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
ITマネージャー

斉藤 英樹氏

エドモンド・オプティクス・ジャパン株式会社
執行役員 営業・マーケティング

ティモシー・ポール・
ケネディ氏
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サービスデリバリーマネージャーの
マネジメント力とサービス品質を評価
自社設計・開発・販売に特化した「ファブレ
ス体制」で世界の顧客ニーズを掘り起こし、
魅力あるタブレット製品を市場に送り続け
るワコム。長期経営戦略では、事業分野を
従来のPC市場からモバイルとクラウドの市
場に拡大する一方、グローバルSCM体制
の強化を目指し、ビジネス基盤作りを進め
ている。2011年8月には基幹システムを
SAP ERPで統合し、日本国内での運用を
開始した。
稼動直後は、導入ベンダーに引き続きアプ
リケーション運用保守を依頼していたが、
運用品質の向上を目的に見直しを図ること
にした。ワコムの財務本部 ICT推進部で

ジェネラル マネージャを務める三沢忠直氏
は「当時の運用保守サービスは管理者のス
キルに依存しがちで、サービス品質が安定
しているとは言えませんでした。そこで将
来を見据えて、継続的に安定したサービス
に切り替えるべきと判断しました」と説明
する。
同社は、複数のベンダーを検討した中から
NTTデータGSL（当時はNTTデータソル
フィス）のAMOサービスを採用し、2012
年3月から新たな運用保守体制に移行し
た。選定の理由について三沢氏は、日本国
内に拠点を持っていること、中堅メーカー
であるワコムの事業規模にあったサービス
が柔軟に提供されること、さらに担当者へ
の信頼感を挙げている。

「SAPシステムの運用保守には、サービスデ
リバリーマネージャー（運用保守サポート管
理者）のマネジメント力と、組織的なアプ
ローチが正しく取られていることが重要と
考えています。その中でNTTデータGSLの
運用保守サポート管理者は、プレゼンテー
ション時の真摯な姿勢が印象的で、この
リーダーがまとめるチームなら相互のコ
ミュニケーションが良好に進むと判断しま
した。また、NTTデータGSLのAMOサー
ビスは、ITサービスマネジメントの業界標
準であるITILのフレームワークに準拠し、
継続的に品質改善が図られていることもポ
イントになりました」

グローバル拠点の運用保守を
NTTデータGSLのサービスで統合
ワコムでは日本国内でSAP ERPを稼動さ
せた後、2012年9月にシンガポール、
2013年1月には台湾の拠点にSAP ERP
の導入を拡大し、その後も韓国、オーストラ
リア、中国、インドなどのアジア圏にシング
ルインスタンスでロールアウトする計画を
進めていた。海外展開に際し安定した運用
保守サービスを必要としていたワコムは、
国内に続き海外拠点の運用保守にもNTT
データGSLのAMOサービスを採用し、
2013年6月より運用を開始した。

「NTTデータGSLに依頼することで、グロー
バル運用実績が豊富で、運用要員のスキル
も高いNTTデータグループの体制が活用

株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ

ペンタブレット市場で、世界トップシェアを誇る株式会社ワコム。アジアを中心とし
たグローバルSCMの強化に取り組んでいる同社は、SAP ERPの海外展開にあた
り、アプリケーションの運用・保守にNTTデータ グローバルソリューションズ（以下、
NTTデータGSL）のAMOサービスを採用し、サポートサービスの品質向上を実現す
るとともに、国内と海外拠点が一体となった運用保守体制を確立した。

国内のシステム運用保守の品質を改善し
グローバルへの展開も推進

CASE STUDY
■株式会社ワコム 導入事例

Partner Solutions
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できると考えました。また、運用保守体制
を国内と海外で統合することで、ベンダー間
をまたぐオーバーヘッドが解消され、ナレッ
ジの共有などによってすべての拠点に安定
したサービス品質が提供できると判断しま
した」と三沢氏は語る。日本を基点に、グ
ローバル業務に精通したNTTデータグルー
プのサポートを各拠点で受けられるため、
今後ワコムが海外展開を進めるうえでもプ
ラスに働くという判断だ。また、サービス提
供拠点の拡大に柔軟に対応し、利用量に応
じて料金を支払うリーズナブルな価格体系
であることも評価のポイントとなった。

オフショアチームも活用して
全拠点の営業時間をカバー
ワコムが採用したNTTデータGSLのグ
ローバルAMOサービスの特長は、海外拠
点のL2サポート（SAP側の1次対応窓口）
にNTTデータGSLのオフショアチームを活
用していることにある。これによって対応
時間は、サービス対象となる拠点の営業時
間をすべてカバーでき、電話対応の言語も
日本語だけでなく、英語も追加される。さ
らに、月額サービス料金も低く抑えられる
ため、コストメリットも大きい。

「必要な拠点の営業時間がすべてカバーで
きる利便性の高さがオフショアサービスの
魅力でした。L2サポートにオフショアを活
用したとしても、上位のL3サポートやデベ
ロッパーサポートはNTTデータGSLの国
内チームが担当し、日本品質のサービスが
提供されるので不安はありませんでした」

（三沢氏）

NTTデータGSLのオフショアサポートで
は、国内と同レベルの品質を確保するサー
ビスデリバリー体制が用意されている。オ
フショアのコンサルタントが作成した回答
内容は事前に国内の管理担当者のレビュー
を通して提供。さらに日本国内の運用サ
ポートリーダーが海外インシデントの回答
内容を定期的にチェックしながら問題があ
る場合は品質改善を実施しているので、継
続的なサービス改善が図られていく。

インシデント数の削減とともに
ユーザー満足度が向上
国内/海外の運用保守サポートをNTTデー
タGSLで統合したワコムでは、インシデン
ト数の削減といった具体的な成果が現れ
た。問い合わせ件数が減ることで、コスト
削減につながると同時に、システム全体の
品質向上も実現している。「NTTデータ
GSLからは『システムのここをこう変更する
と、こうした問い合わせのコールが削減で
きます』『ユーザーにこうした教育を実施す
れば、同じような質問は削減できるはずで
す』といったアドバイスを得られました。そ
れに従って改善を繰り返した結果、ユー
ザーの満足度も向上しています。NTTデー
タGSLのサポートチームは、意見をキャッ
チボールしながら、自ら手を動かしてプロ
セスを改善することに誠実かつ柔軟に取り
組んでくれるので、非常に良好なコミュニ
ケーションが築けています」と三沢氏が語
るように、ユーザーと同じ目線で問題解決
に取り組むNTTデータGSLの姿勢は高く
評価されている。サービスの運用について

も、インシデントの発生が多い時期や時間
帯にはサポート人員を厚めに配置するな
ど、安定した品質を提供する工夫が行われ
ている。
ワコムにおけるSAP ERPのロールアウト
は、韓国、オーストラリアまで終了した。現
在は中国・香港への導入プロジェクトに着
手しているが、その導入パートナーにも
NTTデータGSLが初めて採用され、2014
年1月の本稼動に向けて導入作業が進んで
いる。「グローバル拠点でのAMOサービス
の運用実績を評価したほか、中国独自の会
計制度の要件に対応するソリューションや
SAP要員を擁しているかを調査した結果、
NTTデータGSLを選択しました」（三沢氏）
今後のインドや欧州への展開についても、
アプリケーションの運用保守は継続的に
NTTデータGSLのサービス基盤上で運用
されていくことになる。グローバルSCMの
確立が急ピッチで進むワコムにおいて、
SAP ERPを含めたすべてのシステムの運
用保守のサービスレベル向上は重要な課
題であり、品質改善に向けた取り組みは今
後も続いていく。

株式会社ワコム

本社：埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1
設立：1983年7月
資本金：42億346.9万円（2013年3月末現在）
売上高：連結610億7,000万円（2013年3月）
事業内容：クリエイティブビジネス、コンシューマ
ビジネス向けのペンタブレット製品の開発・製
造・販売、スマートフォン、タブレット、電子書籍端
末などの入力部品の開発・製造・販売、電機設計
用CADソフトウェアなどの開発・製造・販売など
http://www.wacom.com

国内のシステム運用保守の品質を改善し、グローバルへの展開も推進

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 
東京トラフィック錦糸町ビル
TEL：03-5669-2020
URL：http://www.nttdata-gsl.co.jp/

株式会社NTTデータ
グローバルソリューションズ

お問い合わせ先

株式会社ワコム
財務本部 ICT推進部

ジェネラルマネージャ

三沢 忠直氏
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競争力獲得、統制強化を念頭に
業務プロセスとITシステムを標準化
NECでは製品の低コスト化や製品ライフサイ
クルの短縮化などの外部環境変化に加え、
企業の社会的責任として各種法規制による内
部統制にいかに対応していくかという課題に
直面していた。

「いずれも大きな経営問題であるため、一足飛
びに解決することはできません。グローバル
規模でのビジネス競争力を獲得するために
は、スピード経営とコスト削減を両立させる必
要があります。内部統制の観点では、全社の
取り組み状況を把握し、それを国 の々法規制
に合わせて、柔軟かつ迅速に判断・対応して
いく必要があります。そのためには、全社的
な業務プロセスとITシステムの標準化が不
可欠でした。個別最適で増大する業務プロ
セスを改善しないままに、ITシステム改革に
取り組んでも、十分な成果は得られません。
業務プロセスとITシステム両方の改革が一

体となって、初めて経営システムの改革が実現
できるからです。そこで、業務プロセス改革、
ITシステム改革を推進すべく、2008年7月に
立ち上げたのが『G1（Global One）プロジェ
クト』です」（NEC 小竹毅志）
G1プロジェクトでは、「One NEC」体制を実
現するグループ共通の経営基盤確立を目指
し、それまで個別最適化されてきた経理、購
買、販売といった基幹領域の業務プロセスを
標準化し、それら基幹業務を支えるITシステ
ムを『SAP ERP』をベースにクラウド化。
2010年4月よりNEC本体、および、国内外
の主な連結対象子会社に対して展開を進め
てきた。海外については、順次、地域統括法
人、および、その傘下法人に対してその展開を
進めている。2011年秋、中南米地域共通の
経営基盤整備のファーストステップとして、地
域統括法人であるNEC Latin America
S.A.へのG1展開プロジェクトを開始した。

「従来は、各現地法人が独自の裁量で業務の
遂 行やITシス
テムの展開を行
い、コンプライ
アンス対応やリ
スク管理、ビジ
ネス変化への
対応 なども推
進していました。
その結果、各現

地法人で業務プロセスやITシステムがバラバ
ラとなり、地域全体としてのITコストがかさん
でしまうという問題に加え、統一化された基
準による情報がタイムリーに得られず、経営判
断が行いづらいという課題を抱えていました」

（NEC 広田譲二）

ローカル要件を最小限にとどめ、
標準を極力そのまま適用

「中南米地域でのG1プロジェクトは、ブラジ
ルの現地法人でもあるNEC Latin Ameri-
ca S.A.から、本社側で標準化を行った業務
プロセスとITシステム導入を開始し、その後、
他の現地法人へと展開していくアプローチを
採用しました。一連の導入プロジェクトはア
ビームコンサルティングと共に進めました。
適用の流れはおおよそ以下の通りです。プロ
ジェクトの開始に先立ち、G1プロジェクトの
適用を進めていくための組織や方法論を検
討する『準備作業』を現地法人と協同で実施
しました。続いて、現地に赴いた本社の担当
者が『標準制度・ルール・プロセスを現地法人
に説明』するとともに、『標準の適用が困難
な、現地法人独自の制度・ルール・プロセスの
洗い出しと対応の方向付け』を行いました。
その際、他の地域のG1プロジェクトと同様、

『法律』『税制』と『重要顧客』以外にはローカ
ルな要件を基本的に認めず、できるだけ標準
をそのまま適用するというスタンスで臨みま

日本電気株式会社

NECは、従来バラバラであった業務プロセスを、国内外の連結対象子会社も含めて標準化し、これを
支えるITシステムも日本のデータセンターからクラウドサービスとして提供する｢G1プロジェクト

（Global One）｣を推進している。この一環として、先頃中南米地域においても、NEC Latin America
S.A.での取り組みを完遂。日本本社側でも連結経営情報をタイムリーに入手することができるように
なり、ビジネス環境の変化に応じたスピーディな意思決定が可能となった。

業務プロセス改革、ITシステム改革を断行し
スピーディな連結経営とグローバルな
競争力強化を実現 （中南米地域導入編）

NECグローバル経営改革

CASE STUDY Partner Solutions

中南米展開マスタスケジュール
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した」（NEC 須藤浩志）
「その後、現地法人に対して『ITシステムに
ついての説明』を行い、現地法人のビジネ
スモデルを検証したうえで、SAP ERPを
ベースとする『標準システム』との間の業務
プロセス上のギャップを抽出しました。

『標準プロセスに合わせることを基本とし、
ギャップの対応を行い』、『プロセスの最適
化を進めながら、標準システムに沿った業
務プロセスのパターン化』を行いました。
続くフェーズでは、『パイロットシステムの構
築』を行い、これを実機上で動作させ、現地
法人の確認を通して、現地のビジネスが実行
可能かを検証しました。その結果を基に最
低限のシステム開発を行った後、『インテグ
レーションテスト』を実施しました。インテグ
レーションテストでは、実際の標準システムを
現地法人のユーザーが使いこなせるように早
い段階から確認しておくために、開発担当者
に加え、現地のユーザーにも参加してもらい
ました。確認完了後、今度は現地のユーザー
を主体に、再度検証する工程を経て、当初の
予定通り2013年の1月から本番稼動してい
ます」（NEC情報システムズ 太田祐二）

30あまりの周辺システムを
12のシステムに集約
今回、NEC Latin America S.A.に導入さ
れたのは、「販売」「在庫／購買」「プロジェクト
管理」「物流」およびそれらを支える「管理会
計」「財務会計」「連結（制度連結／管理連結）」

「経営レポート」「権限管理」といったSAP ERP
の各モジュール群から成る『標準システム』だ。
導入においては、本社側で策定したテンプ
レートによる適用を推進。可能な限りERPの

標準機能を使い、開発やテストの期間の短
縮を図ると共に、最低限のローカル要件につ
いてのみ実装を行った。現地法人では、中心
となるERPシステムのほかに、30あまりの周
辺システムが稼動していたが、今回の標準シ
ステムの適用によりそれらを9つのシステムに
集約。新規で導入した3つのシステムとあわ
せて、最終的にSAP ERPを中心とした12の
周辺システムで基幹業務を支えている。

中南米地域でのビジネスに関する
本社側の意思決定が迅速化

「現在、NEC Latin America S.A.では約
500名のユーザーがこのグローバルなグ
ループ共通の経営基盤を利用しています。
その結果、NEC Latin America S.A.の経
営情報が、他の主要連結対象子会社の情報
と合わせタイムリー（日次）に共有され、本社
側での連結経営管理サイクルが、従来の月
次から週次となり、経営上の意思決定が迅
速化しました。ビジネス環境の変化に応じ
た、よりスピーディな対応が可能となってい
ます。標準化された業務プロセス／ITシス
テムが適用されたことにより、決裁・承認フ
ローにもガバナンスがもたらされ、業務効
率化や業務統制、IT統制の強化という観点
でも多大な成果が出ています」（広田）

「その他にも例えば、プロジェクトの実績管
理の自動化を行い、地域、顧客、顧客のサ
イト別（本社、支社、倉庫、等）といった単位
でプロジェクト状況（損益、他）がタイムリー
に把握でき、課題プロジェクトへの対応が
迅速にできるようになりました。さらに、ブ
ラジル独特の税制についても、SAP ERP
と１つの周辺システムで対応が完結し、法税

レポート、Nota Fiscal（税務出荷伝票）を含
めた請求プロセスが自動化され、人員の効
率化を実現しました。このように、現地法人
の日常業務には様々な成果が現れていま
す。さらに、こうした地域特有の制度をテン
プレート化し標準システムに取り込むため
のノウハウも、これまでのグローバル展開に
加えて、一層蓄積が進みました」（太田）

業務プロセス全体の標準化、
効率化にグローバル規模で取り組む
今後、NECでは、海外のG1プロジェクトが未
適用の地域や現地法人への対応を順次進め
ていくことになる。「将来的なビジョンとして
は、G1がサポートする経理、購買、販売と
いった業務プロセスに加え、その前後に位置
するCRMやSCMを含めた業務プロセス全
体の標準化、効率化にもグローバル規模で
取り組んでいきたいと考えています」（小竹）
さらに、これまでのG1プロジェクトのなかで
培ったノウハウに基づき、税制の複雑さなどか
らシステム導入難易度が高い中南米地域をは
じめ、お客様のグローバルでのSAP ERPの
展開、あるいはグローバルをターゲットとした
業務プロセスの改善といった取り組みをNEC
グループとして支援する体制を整えている。

日本電気株式会社

本社：東京都港区芝五丁目7番1号
創立：1899年7月
資本金：3,972億円（平成25年3月末現在）
事業概要：パブリック事業、エンタープライズ事業、テ
レコムキャリア事業、システムプラットフォーム事業
http://jpn.nec.com/

日本電気株式会社

エンタープライズ共通ソリューション開発本部
SAPコンサルテインググループ
〒108-8001 東京都港区芝五丁目7-1（NEC本社ビル）
E-mail：nssc-cs@sap.jp.nec.com
URL：http://jpn.nec.com/sap/

お問い合わせ先

NEC 経営システム本部
（業務プロセス改革グループ）

シニアマネージャー

須藤 浩志氏

NEC
経営システム本部長代理

広田 譲二氏

NEC
経営システム本部長

小竹 毅志氏

NEC情報システムズ
基幹システム事業部マネージャー

元NEC経営システム本部マネージャー

太田 祐二氏

業務プロセス改革、ITシステム改革を断行し、スピーディな連結経営とグローバルな競争力強化を実現
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グローバルビジネスに有効な
クラウドサービスの活用
海外へビジネスを展開する際、国内で使う
SAP製品や環境を海外拠点でも利用した
いと考える企業は多い。しかし、拠点ごと
に一からSAP環境を構築すると時間もコ
ストも掛かり、グローバルビジネスに重要
なスピード感を犠牲にしてしまう。また、事
業統合やM＆Aに伴うシステム統合時に
は、既存のSAP環境をどのように統合する
かも問題となる。
SAP製品のコンサルティングから導入、構
築、運用までを一手に担い、クラウドインフ
ラでもグローバルに高い実績を持つIBM。

「IBM SmarterCloud for SAP Applica-
tions（SC4SAP）」は、クラウド基盤上で稼
動するSAP環境を、PaaSとしてユーザー
企業へ提供するクラウドサービスだ。その
導入事例から、クラウドが有力な選択肢と
なる理由が見えてくる。

ケース1：海外拠点への
SAPの展開を迅速に実現
ヨーロッパに本社を構える大手消費財製
造業A社は、基幹システムとして長年SAP
製品を運用してきた。南米の子会社で新
たに基幹システムを構築する際、直面した
課題はSAP環境をオンプレミスで構築す
ることによる事業立ち上げの遅れの可能
性、現地の環境に合わせた言語対応やサ
ポートだった。

そこでA社はSC4SAPを導入。IBMは
SAP製品の機能を提供するだけでなく、
SAP製品の中核部分であるBASISの運用
を担当。世界8カ所にあるIBMのデータ
センターでサービスを運営しているため、
グローバルで標準化された高品質のサービ
スを、世界中で同一料金で利用できる。
A社はSC4SAPによって事業の立ち上げを
迅速化できた上、システム構築コストを大
幅に削減（図1）。現地のサポートは、IBM
拠点の要員による支援サービスを受けるこ
とでスムーズに対応した。
海外拠点では、現地のベンダーからシステ
ムやサービスを調達するため、本社からの
ITガバナンスが効かないという声も多い。
A社は、ヨーロッパ各拠点のSAP環境も
SC4SAPで一元化。運用をグローバルで
標準化し、構築/運用コストも本社で一元管
理できるようになった。今後は、北米拠点
のSAP環境もSC4SAPで構築し、運用/コ
スト効率をさらに高めていく予定だ。

ケース2：SC4SAPを中心とした
ハイブリッド構成のシステム統合
ヨーロッパの化学薬品製造業B社は、C社
との合併時、システム基盤統合に着手した。
B社はIBMのデータセンター基盤でSAP
ERPを運用していたが、C社は異なるERP
パッケージとホスティングサービスを利用
していた。両社の環境をB社のSAP環境に
統合する方針を定めたが、C社の全てのシ
ステムを移行するとコストも時間もかかり、
業務生産性低下の恐れもあった。
そこで両社の全てのワークロード（業務ア
プリケーション）の棚卸しをして、基幹アプ
リであるSAP ERPの一部をSC4SAPに移
行し、その他を既存のオンプレミス環境に
残して併用（図2）。またSAP以外の業務ア
プリケーションも、一部をIBMのIaaS「IBM
SmarterCloud Enterprise+（SCE+）」に
移行し、いわばオンプレミスとマネージド
パブリッククラウド（PaaS、IaaS）のハイブ
リッドなシステム構成を採用。IBMは業務

日本アイ・ビー・エム株式会社

基幹業務を支えるSAPのアプリケーションは、ビジネス環境の変化とともに、従来環境の複雑さと高
額なTCO、SAP製品固有のタスク、サービスデリバリー時間、インフラ基盤の柔軟性低下、要員不足
やシステム制約によるプロジェクトの遅延、本番システム/非本番システムの使用率の違いを考慮し
ない非効率な構成といった課題に直面する。有効な解決策は、インフラ環境の迅速性や柔軟性、コス
トの最適化を実現し、新技術との親和性も高いクラウドで構築することだ。

成功事例に学ぶ、“SAP on クラウド”が
もたらすインパクトとは?
高品質のサービスを世界同一料金で利用できるIBM SmarterCloud for SAP Applications

図1 消費財製造業：システム構築コストを大幅に削減

CASE STUDY Partner Solutions

SC4SAP
本番環境
（北米）

SC4SAP
本番環境
（欧州）

SC4SAP
本番環境
（南米）

次期展開予定

初期投資
不要

新事業立ち上げ時の 
TCOを大幅削減
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要件に応じてクラウドに載せるシステムと
そうでないシステムの“仕分け”をするコン
サルティングサービスも提供した。
こうして、B社/C社双方にとって最もバラ
ンスの取れたシステムへの移行が実現。
SC4SAPによるERP環境の統合のみなら
ず、それ以外のシステムに関しても効率性と
生産性が維持された。SC4SAPとSCE+
のハイブリッド環境により、システム全体も
最適化された。今後は同様の取り組みを各
事業国にも展開し、システム統合後の5年
間でIT予算の25～30％を削減できる見込
みだ。

ケース3：システムの頻繁な追加/新設に
かかる時間とコストを大幅削減
大手食品製造業D社は、ビジネス拡大に伴
い多くの拠点を世界中に新設していたが、
各拠点のオンプレミスのSAP環境構築に
多大なコストと時間、労力がかかっていた。
そこで各拠点のSAP環境の構築/運用を効
率化し、周辺システムとの連携や災害対策
の仕組みも見直すため、オンプレミスの
SAP環境とSC4SAPを併用したハイブ
リッド構成を採用した。
従来、本番環境/非本番環境ともにIBMの
データセンターで運用していたSAP環境を
見直し、本番環境はオンプレミスのまま、非
本番環境をSC4SAPで運用（図3）。さらに
IBMのクラウド基盤を活用した災害対策サイ
トも再構築。システムの目的別にオンプレミ
スとクラウドを使い分けたことで、拠点展開
時のシステム構築時間が大幅に短縮し、ビジ
ネスの俊敏性を高めることができた。

また、SC4SAPを中心に全てのクラウド基
盤をIBM提供のものに統一し、ハイブリッ
ド構成でありながらシンプルなコスト管理
を実現。今後3年間で30％以上のシステム
運用コストの削減を見込んでいる。

SC4SAPは“ワークロードの自動化”と
“SLA”を実現したSAPのPaaS
3つの事例は、SC4SAPの活用がSAP環境
の構築/運用コストの削減に寄与すること
を示している。重要な基幹業務を担うSAP
環境に「安かろう、悪かろう」は決して許さ
れない。SAP環境の構築・運用に長い実績
を持つIBMが運用を担当する安心感は折
り紙つきだ。インフラ部分の可用性だけで
なく、SAP製品の各種モジュールまで含め
た可用性や応答時間、サービスデスクなど
を含めた独自のSLA（サービスレベル）を
設けているSC4SAPの安定性もポイントと
なる。
SC4SAPは実装済みのSAPアプリケー
ションのインスタンスをクラウド上で提供
するPaaSサービスのため、SAPライセン
スキーを入力することで、すぐに利用でき
る。また、業務アプリケーション群「SAP
Business Suite」およびビジネスインテリ
ジェンス（BI）ツール群「SAP BusinessOb-
jects」の全てのコンポーネントやソリュー
ションを幅広くサポートしている。
IBMでは、クラウドの要件を「仮想化」「標準
化」「自動化」と定義しており、SC4SAPもこ
の要件を満たしている。SAP環境をSAP
ポータルからオートプロビジョニングで構
築できるだけでなく、SAP固有の運用手順

（データベースリフレッシュ、システムクロー
ニング、移送）も自動化。SAPのワーク
ロードをポータルからリクエストして、数ス
テップの画面入力で、1両日以内にSAP環
境を利用できる。運用に関わるコストや時
間を短縮するほか、新規プロジェクトや新
拠点への展開時にも、初期費用を抑えなが
ら短期間（1カ月半～）で新規環境の運用管
理設定からトータルテストまで完了した環
境を利用できるようになる。
世界中に拠点を持つIBMが、グローバルレ
ベルで高品質な運用/支援サービスを提供
する点も大きな強みだ。
SC4SAPは、上述の信頼性や実績に加え、
海外展開におけるガバナンスの確立といっ
た、企業の基幹業務に求められる運用サー
ビスを提供する。SAP製品の利用価値を
さらに高めたい企業にとって、検討すべきク
ラウドサービスだといえよう。

〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21
TEL：0120-300-426 （平日9:30～17:30）
SmarterCloud    http://ibm.com/ibm/jp/cloud
SmarterCloud for SAP Applications
http://ibm.com/sc4sapjp

日本アイ・ビー・エム株式会社

お問い合わせ先

※この記事は、TechTargetジャパン（http://techtarget.
itmedia.co.jp/）に2013年9月に掲載されたコンテンツを
再構成したものです。
http://techtarget.itmedia.co.jp/tt/news/1309/24/n
ews02.html

図3 食品製造業：本番環境はオンプレミス、非本番環境をSC4SAPで運用

成功事例に学ぶ、“SAP on クラウド”がもたらすインパクトとは?

SC4SAP
本番環境

SC4SAP
非本番環境

IBM Cloud
データセンター
（SAP ERP、関連アプリ） 

IBMデータセンター
（SAP ERP以外の統合アプリ）

5年で
25～30%
コスト削減

3年で
30%以上
削減目標

SC4SAP
非本番環境

新DR環境

IBMデータセンター
（本番環境）

オフサイト
（テープバックアップ）

グローバルミラー
バックアップ・ 

リカバリーサービス

図2 化学薬品製造業：SC4SAPとオンプレミスを併用
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イノベーション戦略に不可欠な
新たなマインドセット

2010年2月にジム・スナーベとビル・マク
ダーモットによる共同CEO体制に移行し、
イノベーション戦略への注力を宣言してか
ら3年半。その間、SAPは確実な成長を遂
げてきたが、イノベーション戦略に舵を切る
までのグローバルにおける約40年間、日
本における約20年間は、その対極にあるオ
ペレーションの効率化に情熱を傾けてき
た。SAPジャパン バイスプレジデント ク
ラウドファースト事業本部 本部長の馬場渉
氏は、次のように説明する。

「グローバルで40年間にわたってSAPが成
長を続けられてきた理由は、経営者の二大
関心事である『トランスフォーメーション』と

『イノベーション』に、具体的、かつ現実的な
解を提供してきたからだと考えます。ト
ランスフォーメーション、つまり『聖域なき
業務改革』に必要なのは、業務改革の進め
方という方法論とマインドセット、それを牽
引する人材、そしてそれを可能にするツール
群です。またイノベーション、つまり『前例な
き新たな発想』に必要なのは、イノベー
ションの起こし方という方法論とマインド

セット、それを牽引するイノベーターやアン
トレプレナー、そしてそれを可能にするツー
ル群です」
また、トランスフォーメーションとイノベー
ションにおけるSAPの強みについて、同氏
は次のように説明する。

「トランスフォーメーションにおけるツール
はSAP ERP、方法論は標準化に基づく
BPR、人材はITと業務に精通したコンサル
タント、つまり業務改革の推進者でした。一
方、イノベーションの領域においては、ツー
ルに相当するものがモバイル、クラウド、
インメモリーの3点セットです。方法論は、
デザインシンキングがこれに相当します。
デザインシンキングとそのマインドセットを
身につけることで100人中100人がイノ
ベーションを起こせるようになります。そ
して、3つめの人材がイノベーターと起業家
精神です。SAPでは、社員教育や提案活動
にもデザインシンキングを採り入れ、また
お客様にもそれを提供することで社会全体
のイノベーターの育成に力を入れています」

業務部門の要求に即座に応える
「Cloud first, Cloud fast」の発想

オペレーション領域に重点を置いていた

SAPがイノベーション領域にシフトした背
景には、IT部門への期待に大きな変化が生
じ、発想の転換を迫られていく時代の変化
にあった。特にここ最近は、スピードを求
める経営層や業務担当者からの要求が矢
継ぎ早に飛んでくるが、それに対してオペ
レーション志向のIT部門は慎重を期すあま
り反応が遅れがちとなり、ユーザーの信頼
を失っていくケースが少なくない。
その結果、コンシューマー系のツールや
サービスが業務部門に浸透しはじめ、

「コンシューマライゼーションIT」が急速に
市民権を得ていった。ユーザー主導型のシ
ステムが社内に増えていく中で、「コンプラ
イアンスやセキュリティから逸脱しなけれ
ば、部門別予算でのシステム導入もやむな
し」と、方針転換する企業も現れている。IT
部門は、こうした大きな変化に対応し自ら
役割を再定義していくことが必要になるだ
ろう。
そこでSAPは、業務部門が求めるサービス
をIT部門がスピード感を持って提供する

「Cloud first, Cloud fast」のコンセプトの
もと、「People（社員）」「Customer（顧客）」

「Money（財務）」「Supplier（サプライヤー）」
の4領域において、20数種類のSaaSアプ
リケーションをリリースした。これらの

モバイル、クラウド、SAP HANAの3つを核としたイノベーション戦略により、グローバルで13期連続の2桁
成長を続けるSAP。ここ数年は積極的なM＆A戦略により、オペレーション業務の効率化を支援するソフ
トウェアベンダーから、アイデアとスピードで新しいビジネスを開拓するイノベーションカンパニーへと着実な
進化を遂げようとしている。2013年は「Cloud first, Cloud fast」を全社のスローガンに掲げ、日本法人
では2013年4月に世界に先駆けてクラウド事業の専任組織となるクラウドファースト事業本部を設立し、

「People」「Money」「Customer」「Supplier」の4つの領域でのクラウドアプリケーションと次世代クラウド
プラットフォーム「SAP HANA Enterprise Cloud」、そしてクラウドインフラストラクチャに対してオープンで
包括的なクラウドポートフォリオを提供する「SAP HANA Cloud Platform」を持つSAP。創業以来、ビジ
ネスの世界にイノベーションをもたらし続けるSAPの戦略は、今どこへ向かおうとしているのだろうか。

「Cloud first, Cloud fast」のコンセプトで
スピーディなイノベーション創出を支援

■ SAPのビジョン
SAP STRATEGY ROADMAP

馬場 渉氏

SAPジャパン バイスプレジデント
クラウドファースト事業本部 本部長
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サービスを組み合わせて提供することで、
業務部門が求める要求に迅速に応えられ
るようになる。
また、海外へのビジネス展開などへも対応
できるよう、業務部門が主体となって導入
できるSaaS型の基幹システム「SAP Busi-
ness ByDesign」の日本語版も、2013年
11月に提供開始となった。これによって小
規模な子会社や海外拠点への低コスト・短
期間導入が可能となる。「いずれも、一刻
も早くイノベーションを実現したい業務部
門が、喉から手が出るほど欲しがっている
ソリューションといえます」と馬場氏は強調
する。

オペレーション志向から脱却し
IT部門の価値を最大化

一般的にIT部門は長期的な視点から全体
最適を意識したシステムを考えるのに対し
て、業務部門はシンプルな機能をそのまま
使えればよいとする傾向がある。IT部門は
こうしたユーザーの要求に対して正しく介
入していくべきだが、全体最適や整合性を
重視したチェックリストと、イノベーションを
起こすためのチェックリストはまったく異な
るものであることを、念頭に置いておかな
ければならないと馬場氏は語る。

「これからのIT部門は部門最適を重要視し
て、スモールスタートを切るセンスも同時
に持ち合わせるべきです。全体最適信者の
SAPが部門最適を提唱することに驚く方も
いるかと思いますが、イノベーションを起こ
す時、全体最適の発想が“悪”であることは
紛れもない事実です。フェイルファスト

（Fail Fast）の精神でトライアルを何度も積
み重ねることで、大失敗をした時のインパ
クトが最小化されるとともに、新たな可能
性を見いだすスピードは確実に速まります。
クラウドによって、可能性をすぐに試すこと
ができます。イノベーターのクリエイティブ
なアイデアをすぐに目に見えるものにし、
共感を助け、さらなる可能性に対する議論

を膨らませることができます。アイデアの
トライアル時間とコストを極小化すること
を可能にしたクラウドのプラットフォームと
アプリケーション群の登場は、イノベー
ションを生み出すという観点において非常
に大きな意味を持っているのです」
日本でSAP ERPの導入が始まった20年前
は、電算機の大量処理から脱却し、オペ
レーションを効率化することがイノベー
ションだった。しかし、それが当たり前に
なった現在、IT部門がかつての輝きを再び
取り戻すためには、個別最適によってイノ
ベーションを起こしていく必要がある。
SAPはこうした企業のIT部門を、業務部門
とともに強力に支援していくという。

「コーポレート全体を統括するIT部門とし
ては、業務部門だけで完結する勝手クラ
ウドの乱立だけは避けなければなりませ
ん。そこでSAPではクラウドアプリケー
ションと、既存のオンプレミス環境にある
SAP ERPとのハイブリッド化を支援し、イ
ノベーションとガバナンスの両立を実現し
ます。アプリケーションごとに異なってい
たプラットフォームもSAP HANAをベー
スとした 、PaaSとしてのSAP HANA
Cloud Platformに統一し、オンプレミス
からクラウドまで、従来の投資を有効かつ
安心して活用できる環境を整えていきま
す」（馬場氏）

クラウドへの移行を支援する
新たなライセンスサービス

とはいえ、オペレーション思考からイノベー
ション思考への転換は、多くの企業にとって
容易なことではない。そこでSAPでは、
オンプレミスからクラウドへの移行や拡
張、オンプレミスとクラウドのハイブリッド
化を実現するための支援策を用意してい
る。その1つが、クラウドへの柔軟な移行支
援だ。既存のSAPユーザーに対しては、導
入済みのオンプレミス型ソリューションの
ライセンスと保守を、SAPのクラウドソ

リューションに置き換えることができる拡
張サービスを用意している。

「つまり、クラウド型のSaaSへ拡張する際、
それにより使わなくなるSAP ERPのライ
センスを部分的またはすべて解約し、それ
によって抑えられるコストを、改めてクラ
ウドのライセンスに当てていただくことが
できます。もちろん既存のERPをそのまま
クラウド上で 使 い た い という 場 合 は 、
BYOL（Bring Your Own License－ライ
センス持ち込み）を適用することも可能で
す」（馬場氏）
オンプレミス環境のシステムで行っていた
業務を外部に委託してスリム化を図りたい
と考えても、ライセンスが残ってしまう。一
方、SAPシステムを使って自社でシェアー
ドサービスをスタートさせるようなケース
では、新たなライセンスが発生してしまう。
こうした場合でも、停止するライセンスを新
規システムのライセンスに移行するといっ
た柔軟な運用が可能となり、ビジネスのブ
レーキとアクセルが踏みやすくなる。
もう1つの施策として挙げられるのが、
SAPが自社内で実践している「デザイン
シンキング」のワークショップだ。SAPが
SAP HANAの開発で実践した方法論を外
部のユーザーに提供し、イノベーティブな
ビジネスやプロジェクトの創作を支援して
いく。
イノベーション戦略にシフトし、成長を続け
るSAPが示すように、かつては花形だった
オペレーションを中心としたIT部門も、市
場の期待値がイノベーションにシフトしつつ
ある今、スピーディにサービスが提供でき
る体制を整えなければならない。最後に
馬場氏は「SAP自身も当初は不安を感じな
がらイノベーション戦略を進めてきました
が、振り返ってみると予想以上の成長を遂
げていました。ユーザーのイノベーション
を支援できるよう、JSUG会員の皆さんと
未来に向けて共に歩んでいきたい」と力強
く語った。

「Cloud first, Cloud fast」のコンセプトでスピーディなイノベーション創出を支援
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Partner SolutionsPR記事

基幹システムの情報を
現場の業務に活かすには
SAP ERPに日々蓄積されるデータはビジ
ネスチャンスの宝庫であり、企業の経営や
管理業務に活かされています。しかし、営
業、製造、物流などビジネスの最前線で
ERPのデータは充分に活用されているで
しょうか。競争力の向上が求められる中で
は、社員1人ひとりの力を結集した“現場力”
がますます重要になります。
たとえば、SAP ERPのデータは伝票間の
連携が複雑で、大量の検索には時間がかか
ります。画面やレポートも、1人ひとりの担
当者が今見たい情報をすぐに表示できると
は限りません。そこで、アイ・ピー・エスでは
現場が欲しい情報を即座に業務に活用で
きる「宗達」をはじめ、さまざまなサービス
で“現場力”の強化を支援します。

SAP ERPとインタラクティブに
連携するフロントERP「宗達」
宗達は従来型ERPの入出力はもちろん、
データサイエンス用のレポートを提供する
情報基盤にもなり、 現場が活用できる「フ
ロントERP」としてSAP ERPとインタラク
ティブに連携します。PCだけでなくモバイ
ル端末にも対応し、オフィスや外出先、製造
/物流現場など利用場所を問わず、宗達の
画面からも情報入力ができるため、双方向
でデータのやり取りが可能です。
また、SAP ERPのテーブル・キー項目や

ABAPのルールにとら
われないため、伝票ご
とに検索や照会画面が
分かれることなく1つ
の画面で自由に検索/
照会/分析が可能です。
また、システムメニュー
ではなく、「今日の出荷
予定」や「昨日の入庫実
績 」な どの "仕 事 のメ
ニュー"に合わせて検索
できる情報照会画面が提供されます。SAP
ERPのフロント画面として使いやすい画面
に再構成も可能です。
営業担当者は、在庫や注文の進捗、請求/入
金、調達の状況などを即座に回答できます。
製造現場では、宗達からSAP ERPの生産
情報にアクセスし、当日の指図や工程進捗、
材料の在庫状況などを現場で確認し、製造
進捗を入力できます。物流現場において
も、当日の入庫予定、出荷予定、ピッキング
指示、明日の入出荷予定を確認したり、出庫
やピッキング実績を入力可能です。現場の
社員自身で迅速な判断ができるため、生産
性や業務品質の向上につながります。

業務品質の改善を継続的にサポート
SAP ERPを現場で使いこなすと、業務の
品質は大きく高められます。アイ・ピー・エ
スは「すべてはお客様の業務品質のため
に。」を掲げ、運用サポートサービスも提供

しています。たとえば、情報基盤の10年後
のあるべき姿を目指す企業が、現在の状況
から自力で100点を目指す道のりは簡単で
はありません。そこでアイ・ピー・エスでは

「業務運用サポートパック」を提供し、3年
単位でお客様の業務環境のベンチマークを
取りながら、適切な会計処理や効果的な在
庫分析など、業務に直結する改善方法をア
ドバイスしながら将来に向けた変革を支援
していきます。

業務管理系や計画系など、経営レベルの業務を中心に活用されているSAP ERPですが、営
業や製造、物流といった現場で働く社員ひとりひとりの情報活用にはさまざまな課題が残さ
れています。株式会社アイ・ピー・エスは、SAP ERPとリアルタイムに連携する情報基盤「宗
達」をはじめ、現場力の向上に貢献する多彩なサポートサービスを通じて、企業の業務品質
の向上を支援しています。

SAPシステムの情報を現場の生産性、
競争力の向上に活かすサービス
業務品質の向上に向けて、基幹システムと現場の情報連携を強化

株式会社アイ・ピー・エス

お問い合わせ先

SAP ERPと連携する「宗達」

特徴
3

SAP ERPのフロント画面として
使いやすい画面に再構成が可能

自由自在に情報を取り出した
複雑な照会・分析レポート

特徴
4

特徴
1

5分ごとにSAP ERPと
データを同期

特徴
2

PCでもモバイル端末でも
利用可能

1つの画面で
自由な検索・照会・分析が可能

販売管理　購買管理
在庫管理　生産管理

会計管理
プロジェクト管理
情報分析

宗達DB
宗達宗

達SAP ERP

※同期のタイミングはシステム構成によって変わる可能性があります。

神戸本社：〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1-7-4
ハーバーランドダイヤニッセイビル20F
東京本社：〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2
富国生命ビル17F
TEL：078-361-0435
URL：http://ips.ne.jp/

株式会社アイ・ピー・エス
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ニアショアとオフショアの
ハイブリッド運用
NTTデータGSLは、各国で活躍するNTT
データグループ企業のSAPコンサルタント
とインフラを活用し、シェアード型のグロー
バルAMOサービスを展開しています。日本
と同等のサービスを、必要な時に必要なボ
リュームだけ利用できるため、お客様に大
きなメリットを提供します。
各拠点のタイムゾーンに合わせて、急なトラ
ブルにも適切なサービスを実施。ドイツの
拠点にはヨーロッパのセンターがドイツ語
で対応、シンガポール独自の業務要件に関
するサポートには、業務知識が豊富なマ
レーシアのセンターで対応など、ニーズに即
したサービスを提供します。
さらには、個 の々サポート要請に対し、インシ
デントの特性を見極めてリソースを確保。重
要度/緊急性が高いものは該当地域（ニアショ
ア）の担当要員が直接対応し、重要度や時間

的な優先度が低い場合は低コストなオフショ
ア要員を活用します。リソースの割り当ては
サービス窓口で行うため、お客様はサポー
トセンターに連絡を入れるだけで手間もか
かりません。サービス窓口は時差や言語な
どの要望に応じて、欧州、アジア、アメリカの
サポートセンターや、グローバル共通のサ
ポートセンターに用意できます。

“使った分だけ払う”
リーズナブルな料金体系
定額プランと従量課金を組み合わせたハイブ
リッドな料金体系も特長の1つです。
この料金体系は、グローバル各地のセンター
ごとの時間単位の価格と、実際にお使いいた
だいたサービスの時間に基づく課金となりま
す。たとえばフランスで発生した緊急インシ
デントにおいて、ヨーロッパ地域の要員が対応
した場合、緊急対応時間分のみがヨーロッパ
センター価格で課金されます。一方で、オフ

ショア要員でカバーした
場合は、オフショアセン
ター価格に基づくコスト
を抑えた課金となります。
料金プランは事前のアセ
スメントに基づいて設定
可能で、サービス開始後
もインシデントの状況を
見ながら変更が可能で
す。インシデントの発生
数が集中する時期と少な

い時期、安定化による減少傾向などを鑑み、
サービスデリバリーマネージャーと相談しなが
らプランを見直すことができます。

世界共通のインシデント管理により
継続的にサービス品質を向上
もう1つの特長は、SAP標準の管理ツールで
あるSAP Solution Managerを共通基盤
として採用していることです。NTTデータグ
ループの各リージョンで蓄積したSAP Solu-
tion Managerの情報を、日本国内にある

「Global Management Service Center
（GMSC）」と連携。全世界で起きているインシ
デントやステータス情報を一元管理し、サービ
ス品質を確保。さらに、GMSCに蓄積され
た情報をサービスデリバリーマネージャーに
フィードバックして、継続的にサービス品質を
向上する提案を行うことが可能となります。
このようにNTTデータGSLは、INERPIA
サービスの強化とともに「日本品質」のグロー
バルAMOサービスを通じて、日本企業の海
外ビジネスを今後も支援していきます。

海外拠点におけるSAPシステムの運用保守には、多くの課題があります。たとえばコスト優
先で現地のベンダーに委託した場合、コミュニケーションやサービス品質、ガバナンスと
いった点に不安が生じることがあります。NTTデータ グローバルソリューションズ（以下、
NTTデータGSL）は、世界中の豊富なグループリソースを目的に応じて使い分け、コストを
抑えながら「日本品質」を維持したグローバルAMOサービスを提供します。

ニアショア・オフショアのハイブリッド運用を実現
品質とコストを最適化したグローバルAMOサービス

株式会社NTTデータ グローバルソリューションズ

NTTデータグループ

シェアードリソース

シェアードリソース

お客様

Global Management Service Center（GMSC）

お客様
本社 IT部門

サービス
デリバリー
マネージャー
（全体を管理）

SAP 
Solution
Manager

Customer
Tool

SAP 
Solution
Manager

●お客様間に共通する業務・SAPの知識
●コスト効率の良いサポート

●ローカル言語
●ローカル知識・経験（法規制対応等）
●時差の無いタイムリー応答

Tool

ニアショア

オフショア

●緊急度の低い事象（緊急度2,3,4）
●ローカル知識・言語の
　不要なサービスリクエスト

●緊急度が高い事象（緊急度１）
●ローカル要件・ローカル言語
　サービスリクエスト

〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5 
東京トラフィック錦糸町ビル
TEL：03-5669-2020
URL：http://www.nttdata-gsl.co.jp/

株式会社NTTデータ
グローバルソリューションズ

お問い合わせ先

緊急度・内容・言語に応じて最適なサポートセンターからAMOサービスをご提供





SAPソリューション

高い技術、高い品質、高効率の
コンプリートサポートサービス
ソフテスには、業種・業態に限らず、様々なお客様の課題解決に貢献してきた実績と経験があります。
「システムの運用・保守のためのコストに1億円／年かかる」「処理に時間がかかる」「思い通りの成果が得られない」etc…、
解決困難と思われる課題も、ぜひソフテスにご相談ください。業務知識とシステムの技術を兼ねそろえた経験豊富なコンサルタントが
責任をもって解決までご支援致します。

基幹業務における課題解決のための、全方位サポートを提供します。

ソフテス 検索
お電話、またはH Pからお問合せください。

緑の中の
IT会議

アップ
グレード

経営
コンサルティング

環境構築
AWS

ハウジング

IT戦略企画
コンサルティング

パ

資産管理○○○サービス ○○○サービス ○○○サービス モジュール
追加 ○

アーカイブ
チューニング
マイグレーション

○○○サービス 仮想化
クラウド

コンサルティング
業務改善 機能改

タレント
マネジメント
支援

制度改正
業務対応
ワークショップ

SAP BPC
導入

テンプレート

リプレース・
マイグレーション

パフォーマンス
チューニング連結会計 BCP対策

DR対策
Q&Aサポート
緊急対応

グローバル
戦略支援

環境構築
AWS
クラウド

セキュリティー
強化

定期運用
保守

仮想化
ネットワーク

SAP BW
SAP SCM
SAP HCM

モバイル
SAP HANA
Solution
Manager

らくらく登録
WF 給与計算

緑の中の
IT会議

開発
ABAP

専用アドオン

SAP ERP
SAP CRM
SAP BOBI

SAPスキル
トレーニング・
ワークショップ

 

株式会社ソフテス　☎053-450-3188
〔本社・浜松事務所〕 〒430-0944 静岡県浜松市中区田町330-5 遠鉄田町ビル4F
〔東 京 事 務 所〕 〒105-6112 東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル12F
※SAP、SAPロゴ、SAPパートナーロゴは、ドイツおよびその他の国におけるSAP AGの登録商標または商標です。

コ ン プ リ ー ト サ ポ ー ト サ ー ビ ス

運用・保守で
このコスト！！
何が起こっても
安心です！ 毎月徹夜の

帳票処理、
もう徹夜しなくて
すみます

システム管理は
全部お任せ！
後は使うだけ！
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入会のご案内

名称：ジャパンSAPユーザーグループ
（略してJSUG、ジェイサグ）

設立：1996年
法人会員（ユーザー）：424社    
賛助会員（パートナー）：54社
JSUGNET登録者：5,606名（以上、2013年10月末現在）
経営（補佐）層向け活動1、産業別活動7、機能別活動7、
地域別活動3、ワーキンググループ・分科会活動6

法人会員：SAPのシステムを使用している
又は使用が見込まれる法人

賛助会員：本会の目的に賛同した法人で、
SAPによって承認されたビジネスパートナー

年会費     法人会員：60,000円　
※初年度年会費無料
賛助会員：110,000円

入会をご希望の際は、お電話またはJSUG
ホームページ（JSUGNET）からオンラインで
もお申込みいただけます。

ジャパンSAPユーザーグループ
東京都文京区本郷4-9-30-203
E-mail：info@jsug.org
TEL：03-5684-4182
運営時間：平日 10:00-18:00

JSUGの概要

JSUG
会員資格

入会方法

お問い合わせ

●ダイアモンドサポーター
SAPジャパン株式会社

●プラチナサポーター
株式会社アイ・ピー・エス 
アクセンチュア株式会社 
アビームコンサルティング株式会社 
SCSK株式会社
株式会社NTTデータグローバルソリューションズ 
日本電気株式会社
三井情報株式会社
三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社

●ゴールドサポーター
日本アイ・ビー・エム株式会社 
株式会社日立製作所

●NETサポーター
アンサイリ・ソリューションズ合同会社 
株式会社ソフテス 
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 

2013年度 
JSUGサポータープログラム

JSUGINFO バックナンバーのご案内

協賛企業一覧

オンライン入会のご案内
※JSUGへの入会手続きは、JSUGNETからオンラインで承っております。

各部会のアクティビティや会員事例など、JSUGの活動をまとめた
JSUGINFOのバックナンバーは、以下でご覧いただけます。
JSUGNET：http://www.jsug.org/about/jsug-info/index.html

Vol.1 Autumn 2009 Vol.2 Autumn 2010 Vol.3 Autumn 2011 
JSUG15周年特集号

Vol.4 Autumn 2012

http://www.jsug.org/


