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Messages to JSUG

CASE STUDY

SAP STRATEGY

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。昨年で設立15周年を迎えたJSUGは、法人会員
424社 賛助会員53社の計477社、5,000名以上が参加するユー
ザー会に成長し、国内での部会やイベント開催などの活動はもとよ
り、他国のSAPユーザー会との交流やSAPのユーザーグループの国
際組織（SAP User Group Executive Network）の一員としての
インフルエンス活動など、活動領域をグローバルに広げています。

今SAPは、インメモリテクノロジーにより「真のリアルタイムコン
ピューティング」を実現し、さらにこれらに「いつでもどこから」でもア
クセスできるようにするため、モバイルテクノロジーをビジネスアプ
リケーションに取り入れるといった、近未来を見据えたイノベー
ションに取り組んでいます。その一方、昨年SAPは「SAP ERP 6.0」
をはじめとする「SAP Business Suite 7」のコアアプリケーション

について、保守期間を2020年12月まで延長し、長期間継続的な利
用を可能とする発表もしました。

これは、我々ユーザーが、ビジネスの継続性を阻害せずに円滑にイ
ノベーションを取り入れていくという困難な仕事に、SAPがユー
ザーと共に取り組もうとする立場の表明であるとJSUGは解釈して
います。JSUGは、このようなSAPからの戦略的メッセージを正し
く解釈する「SAPを知る」という活動と、それを踏まえて正しくSAP
を使うために「SAPを技術的に知る」という活動を通じて、ユーザー
企業各社の企業価値向上に寄与して参りたいと考えます。このよう
な活動は、ユーザー自らの主体的な参画をベースとして、SAP社お
よびパートナー各社の三位一体の協働（チーム日本）によって支えら
れています。皆様のJSUG活動への積極的な参加を心よりお待ちし
ております。
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経営を支えるITの役割を
実践的な事例を交えて共有

まず4月に開催された第1回では、「ITは企
業価値向上に貢献できているか？」という大
きなテーマで議論を行い、年間の活動に向
けた参加メンバー間の課題の共有が行われ
た。その中で１つのトピックとなったのが、“IT
部門の呼称”である。参加メンバーの所属
企業を見渡してみても、「IT戦略部」「企画部」

「情報システム部」など、IT部門にはさまざま
な呼称が用いられ、その役割についても「経
営戦略を支援するIT」から「事業（現場）をサ
ポートするIT」まで、かなり幅がある。
参加者からは「最近、IT部門が経営戦略室に
組み込まれた。やはり、経営戦略と連携して
こそ、真のITの価値を発揮できる」といった意
見のほか、「IT＝コストという視点だけではな
く、経営サイドとのコミュニケーションを図り
ながら、もっと理解を深めていかなければな
らない」といった反省も聞かれ、3年、5年と
いった中長期的な視点で、いかにして経営サ
イドと課題認識を共有できるかが鍵になる
という点で、参加者の意見は一致した。
もう1つ、新たな技術のキャッチアップにつ
いても議論が及んだ。参加者からは「新し
い技術を追いかけることについては、アウト
ソーシングの有効活用を視野に、自社のビ
ジネスにとってのコアとノンコアの切り分け
が重要」といった意見が聞かれ、ITのR&D
に十分な予算を確保することが難しい中

で、いかに経営戦略をスピーディにサポート
できるかが課題であることが確認された。
最後に、第1回目の議論を総括する中で
ファシリテーターを務めた株式会社中田康
雄事務所代表の中田氏から出された「戦略
とは戦いを略すことであり、戦わずして勝つ
ことが究極の目的。そのためには圧倒的な
武器を持ち、他社と差別化することが必要
で、そこにITがどう貢献するかが大切」とい
う言葉は、多くの参加者の胸に響くととも
に、企業価値向上におけるITの重要性を再
認識させるものとなった。
続いて、5月に開催された第2回では、ITを
活用して企業価値向上に取り組む最先端の
事例として、ヤマトフィナンシャルの岡村正氏
をゲストに迎えて、ヤマトグループの取り組
みを聞いた。
顧客の利便性・満足度の向上と、社員のモチ
ベーション向上をITで実現する方針を打ち出
し、さまざまな施策を推進するヤマトグループ。
荷物を場所にではなく直接人に届ける「新！宅
急便」や、ITネットワークを利用して高齢者の買
い物を支援する「まごころ宅急便」などは、こう
した取り組みから生まれたサービスだ。
同社の取り組みが先進的である所以は、こう
した顧客との接点を拡大するための課題認
識が、IT部門にも広く浸透している点にある。
顧客に貢献するためには何が必要かという
課題の解決に、顧客と接する機会が少ない
IT部門が経営と同じ目線で取り組む。この
ヤマトグループの姿勢は、まさに「経営を支
えるIT」のモデルともいえるものだ。

このほかにも同社では、社員が顧客に提供
した「満足度」を、ITを使って「ポイント化」す
る独自の仕組みで、社員の意識向上に役立
てる取り組みを進めていることなどが紹介
され、参加者からは「経営に貢献するITとい
う難題に対して、漠然と描いていた問題点
がクリアになった」「社風を醸成するための
施策として、ITが十分に活用されていること
に気付かされた」といった感想が寄せられ
るなど、JSUGにとって大きな刺激となる貴
重なセッションとなった。

ビジネスの未来を見越した
グローバル人材の育成

「人材育成」は、ITを活用して企業価値を向
上していく上で、欠かすことのできない継続
的なテーマだ。6月の第3回では、このテー
マについてアステラス製薬の須田真也氏を
講師に招いて、議論を展開した。
組織の人材育成には、5年後、10年後の未
来を見越した長期的な視点が重要であるこ
とはいうまでもない。アステラス製薬のIT
部門においても「パフォーマンス＝やる気×
能力」「やる気＝好奇心×プロ意識」をキー
ワードに、知識を実戦で培うOJTに重点を
置いて、社員のプロ意識を育てることに全
力を注いでいる。また、同社ではIT部門の
役割が、個別業務の支援から部門を横断し
た全社的な情報活用の支援にシフトしてき
ていることから、近い将来、ビジネス部門
のキーパーソンになる人材が、IT部門でそ

JSUGの活動に参加するCIOクラスのメンバーが中心となって2008年に発足し、業界の垣根を越えたさまざ
まな議論を通じて、多くの知見を生み出してきたJSUG Leaders Exchange。早くも4期目を迎えた2012年
は、参加メンバーの枠をIT部門のリーダー層にまで拡大し、会員企業への成果の還元を後押しする新たな枠
組みで「企業価値」「人材」「技術」といったテーマについて議論を深めた。

経営に貢献するITとは？
「企業価値」「人材」「技術」の3つの視点で
多角的な議論を展開

■ 第4期 JSUG Leaders Exchange 活動報告
SPECIAL ISSUE
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のノウハウを学ぶための仕組み作りにも取
り組もうとしている。
参加者からは「日本の医薬品業界は、今後
さらにグローバル市場への注力が課題にな
ると思うが、この点での人材育成にはどのよ
うに取り組んでいるか」といった質問が出さ
れた。これについては、アステラス製薬の
IT部門に在籍する約40名のうち、10名は海
外出向の経験があり、その他のうち約20名
も英語力にかかわらずグローバルプロジェ
クトに参加した実績を持つといい、こうした
機会が同社におけるグローバル人材の育成
において、大きな機能を果たしているとい
う回答がなされた。
しかし、こうした環境作りには10年以上の
歳月を要していることも明らかにされ、「グ
ローバル人材の育成には、英語でのコミュ
ニケーションの壁など、さまざまな苦労が
あるが、そのベースとなるプロ意識があれ
ば、海外で活躍できる多くの人材が育つは
ず」と話すなど、同様の課題に悩む参加者
の共感を呼んだ。

長期的な経営戦略を支える
IT活用のバリューチェーン

第1回においても議論が及んだように、新
たな技術はIT部門の価値を支える中核的
な要素である。7月に開催された第4回で
は、この「テクノロジー（技術）」をテーマに、

三井物産の黒田晴彦氏がスピーチを行っ
た。この中で大きな議論に発展したのが、
やはり「IT部門は変化の激しい技術とどう
向き合うか」についてである。2008年以
降、継続的なIT変革に取り組む三井物産
は、ITのR&Dに対しても予算を確保して、
最新の技術調査と検証を進めながら、
2010年にはITグランドデザインを可視化
した「IT Landscape」を作成した。
この取り組みは、IT活用の指針作りに悩む
参加者の大きな関心を集め、「IT Land-
scapeは、抽象的な概念で、企業ごとの違
いは打ち出しにくいのでは？」といった質問
が出されたが、三井物産におけるIT Land-
scapeは、経営陣や情報戦略委員会のメン
バーが同じ目線で議論するための、いわば

「全社共通の言語」の役割を果たしていると
いう。また、同社ではこうした議論におい
て、ITの専門用語に依存することなく、自分
の言葉で説明するコミュニケーション能力
を何より重視している。この姿勢、取り組
みは、すべての企業にとって多くの学ぶべき
点があるはずだ。
IT Landscapeの具体的な構築に際して、
三井物産では世界65カ国150拠点、400
にも及ぶ関係会社、多彩な事業領域などを
踏まえ、グローバルなビジネス体制を支え
るITとは何かについて、半年間の時間を費
やして徹底的な検証を行っている。また、
関心の高いクラウド活用についても、監査

やセキュリティ、コストメ
リットなどを考慮しなが
ら、パブリック、プライ
ベートの両方を自社の環
境でテストし、実際のビ
ジネス活用における手応
えを見出しているという。
このIT部門の価値を支
える「技術」や「IT Land-
scape」について、さらに
経営的な視点で議論を深
めたのが、8月に開催され
た第5回だ。ここでは第4

回に続いて、三井物産のCIOを務める木下
雅之氏を講師に招いて、「企業価値向上に
対するITへの期待」と題して意見交換を
行った。この中では、「CIOの果たす役割」
が大きな議論の的となった。三井物産で
は、CIOを委員長とし執行役員クラスが参
加する「情報戦略委員会」を最上位機関に位
置付け、情報戦略の立案から重要案件の意
思決定までを、情報戦略委員会が合議で下
しながら、プロセス全体の透明性を高める
とともに、意思決定の加速化を図っている。
しかし、こうした情報共有体制を確立した
としても、実際の業務に還元されなければ
意味がない。そのためにはユーザーに対す
る啓蒙活動が重要だが、この点についても
三井物産では、ITビジネスへの活用支援を
行う組織を設け、営業本部の若手社員を一
定期間配属する制度を開始。様々な案件
の対応を通して、ビジネスの活性化と人材
育成の双方に効果をもたらしているという。
三井物産が推進するこれらの取り組みは、
ITを活用した新たなバリューチェーンの創
出には、長期的な経営戦略のもとで全社一
体となった施策が必要であることを明確に
示している。同社を講師に招いた２つの
セッションによって、この課題認識が参加
メンバー間であらためて共有された。

このように5回にわたって議論を深めてき
た各テーマは、9月に行われた第6回の総
括において、自社の企業価値を理解し、そ
れを高めていくための手段としてのIT、また
そのためのコミュニケーションの重要性な
どが再確認された。
参加者の枠を拡大して開催された2012年
度のLeaders Exchangeでは、これまで
にない多角的な視点で議論が展開され、よ
りビジネスの現場に根差した多くの知見を
得 ること が で き た 。こ れ らの 成 果 は 、
JSUGの活動におけるさまざまな機会を活
用して会員企業にフィードバックしながら、
今後のビジネスの価値創造に役立てても
らう考えだ。

「企業価値」「人材」「技術」の3つの視点で多角的な議論を展開

第4期 JSUG Leaders Exchange 開催概要

第1回
（4月25日） 「企業価値向上に貢献できているか？」

「企業価値向上にどのように取り組むか？」

「事例研究：企業価値とは」
講師：ヤマトフィナンシャル株式会社 取締役常務執行役員経営管理部長 岡村 正 氏

「事例研究：人材育成」
講師：アステラス製薬株式会社 コーポーレートIT部 部長 須田 真也 氏

「Colgate社での取り組み：いかにしてビジネス戦略を支援するITに変わったか？」
講師：Colgate Palmolive 社 元 CIO/Corporate Officer  Ed Toben 氏

「2020年のIT部門を考える」
講師：SAP AG 最高情報責任者（CIO）Oliver Bussmann 氏

「事例研究：テクノロジー」
講師：三井物産株式会社 IT推進部 副部長 黒田 晴彦 氏

「事例研究：企業価値向上に対するITへの期待」
講師：三井物産株式会社 代表取締役専務執行役員 木下 雅之 氏

第2回
（5月23日）

第3回
（6月20日）

特別編①
（6月4日）

特別編②
（8月27日）

第4回
（7月18日）

第5回
（8月29日）

第6回
（9月19日）
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実践的なビジネスシナリオで
SAPの新技術を多角的に評価

インメモリ、モバイル、アナリティクスなど、
SAPが2012年の重点領域として掲げるテ
クノロジーは、ユーザー企業から多くの期
待を集める反面、これらが実際のビジネス
にもたらす価値についてはいまだ未知数で
あり、導入に際してはいくつかのハードルが
あることも否定できない。
今回の共同検証プロジェクトは、JSUG 内
部でも多く聞かれるこうした声に応えるべ
く、テクニカル部会に参加するユーザー企
業とパートナー企業で構成されるワーキン
ググループが3つのチーム（SOA/BPM研
究ワーキンググループ、BIワーキンググ
ループ、Solution Manager研究ワーキン
ググループ）に分かれて、個別の検証テーマ
に沿った実践的なビジネスシナリオを策定

し、参加メンバーが実際に検証する形で進
められた。
各ワーキンググループの検証テーマについ
ては後述するが、今回は単なる製品間の連
携や機能確認といったレベルにとどまらず、
実践的なビジネスシナリオをベースとした
検証によって、多くの参加メンバーが今後の
ビジネス活用に直接つながる手応えを感
じることができた点は大きな成果だ。たと
えば、SOA/BPM研究ワーキンググループ
が「在庫の照会」をモデルケースとして実施
した、Sybase Unwired Platform（SUP）
によるモバイルアプリケーション開発など
は、その好例といえる。
また、情報系プラットフォームとしての側面
に注目が集まりがちなSAP HANAについ
て、Solution Manager研究ワーキンググ
ループはSAP Solution Managerを使っ
た運用管理に焦点を当てて検証を行い、多
くの研究成果を上げている。こうした視点

は、常に経営に貢献する
情報システム部門を模索
するテクニカル部会なら
ではのものであり、すべて
のJSUG会員にとって有
益な資産となるはずだ。
もう1つ見逃せないのが、
SAP HANAなどの新技
術の導入において、その
効果を最大化していくた

めには、SAPのエキスパートの支援が重要
な意味を持つことが、あらためて明らかに
なった点だ。今回のプロジェクトでは、検証
環境の構築については、SAPのイノベー
ションラボであるCo-Innovation Lab
Tokyo（COIL Tokyo）の支援を仰ぐととも
に、SOA/BPM研究ワーキンググループに
はCustomer Solution Adoption (CSA)
が、BIワーキンググループにはSAPジャ
パンのリアルタイムコンピューティング事業
本部（RTC）が、またSolution Manager研
究ワーキンググループにはActive Global
Support (AGS)が技術的なサポートを行
うなど、万全の体制で進められた。何より
スピードが求められる現在のビジネス環境
において、こうした技術支援は今後ますま
す重要になるはずだ。
以下では、各ワーキンググループの検証
テーマとそこから得られた成果について、
その概要をご紹介しよう。

まず、SOA/BPM研究ワーキンググループ
が掲げたテーマは、「モバイルを活用した
SAPの高度利用」だ。ここでは、SAP Cus-
tomer Solution Adoptionをベースに、
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ
ソリューションを使ってリモートアクセス

最新技術の導入は、企業にとってビジネス変革を促す絶好の機会といえる。JSUGテクニカル部会で
はこれまで、さまざまな検証プロジェクトを通じて、SAPが提供する新たなソリューション、サービスの
検証をいち早く行い、導入に伴うリスクや課題を明らかにしながら、会員企業と知見の共有を図って
きた。ここでは、SAP HANA、SAP Solution Managerの新機能などを対象に5月から8月にかけて
実施された最新の共同検証プロジェクトの成果について、その概要をご紹介する。

SAP HANAを多角的なアプローチで検証
モバイルのビジネス活用を拡大する
新たな取り組みにも挑戦

■ JSUGテクニカル部会  ［共同検証プロジェクト 成果発表レポート］
SPECIAL ISSUE

全体統括
JSUG テクニカル部会長  鈴木

SAP GUGo*

<SOA/BPM WG>
Mobile

JSUG 田代 JSUG 風野 JSUG 鈴木

SAP CSA SAP RTC

検証環境：SAP COIL

SAP AGS

<BI WG>
HANA

<SolMan WG>
SolMan/HANA

JSUGテクニカル部会 共同検証プロジェクトの体制

SOA/BPM研究ワーキンググループ

管理部門向けサービスなど
モバイルの新たなビジネス活用の選択肢

*Global User Group organizationの略
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VPN（仮想プライベートネットワーク）接続
を行うとともに、SAP NetWeaver Gate-
wayを使用して、クラウド環境でのデータ連
携基盤を構築。具体的には、実機を使った
ハ ンズ オン か らスタートして、① SAP
Mobile ApplicationによるSAPアプリ
ケーションデータからWebデータプロトコ
ルOData（Open Data Protocol）への変
換、②OData Channelを使用したSAP
HANAへのアクセス、③Sybase Unwired
Platformによるモバイルアプリケーション
開発などの検証を行った。
①については、SAP NetWeaver Gate-
way GeneratorおよびOdata Channelと
いう2つの方法により検証。②では、SAP
HANAクライアントをセットアップするとと
もに、SAP NetWeaver Gateway Devel-
oper Toolでフロントエンド開発を行い、
動 作 確 認 を 行った 。③ の ポ イントは 、
Sybase Unwired Platform （SUP）と
SAP NetWeaver Gatewayの組み合わせ
における、アプリケーション開発の技術・
品質の向上を見極めること。なお、②では
そのモデルケースとして「価格表一覧」の事
例、③では「在庫」に関するモデルケースを
構築して、検証を進めていった。
プロジェクトに参加した複数のメンバーか
らは、モデルケースを通じた具体的な成果
物が生まれたことで、自社での展開に自信
を深めることができたという声が上がって
おり、また従来のWebサービスでは難しい
と考えられていた管理部門向けサービスな
ど、モバイルのビジネス活用の選択肢が広
がった点も、今後につながる収穫といえる
だろう。
ただし、SOA/BPM研究ワーキンググルー
プの検証テーマにおいては、環境設定の面
で多くの苦労があり、あらためてエキス
パートの支援の重要性を痛感したという。
また、急速に進展する技術動向へのキャッ
チアップが、日頃の活動においていかに大
切であるかを、あらためて知らされる結果
となった。

BIワーキンググループでは、SAP HANA
の運用管理をテーマに、バックアップなら
びにリカバリのオペレーションについての
検証を実施した。
まず、SAPジャパンからエキスパートを招
いてのハンズオンからスタート。クラウド
環境におけるSAP HANAで、150万件の
データ（CSVフラットファイル）から、エン
タープライズクラスのデータ統合機能と
データ品質機能を備えるSAP BOBJ Data
Services Designerを使ったデータの取り
込み、およびSAP HANA Mobile Studio
によるモデルビューの作成、SAP Business
Objects Web Intelligence、SAP Business
Objects Explorerを使用した検索を実行
するところまでを体験した上で、具体的な
運用検証に移った。
実際の運用検証では「ソースシステムが停止
するタイミングに合わせて、SAP HANAとの
データ同期も停止する」という前提条件のもと
に、起動・停止の方法を検証。SAP HANA
データベースのバックアップについては、SAP
HANA Studio、SQLコマンド、Remote
DBA Cockpitを使用し、それぞれデータバッ
クアップならびにログバックアップの手順を確
認した。

また、データのリカバリについても、①完全リカ
バリ、②Point in timeリカバリ、③ログ番号指
定リカバリをSAP HANA StudioとSQLコ
マンドにより実行。その後、SAP HANAサー
バ（OS）、SAP HANA Studioから正常にリカ
バリされていることを確認した。データの圧縮
率についても検証を行い、ここではフラットファ
イルで17.0GB、Oracle DBで12.0GBであった
ものが、SAP HANAでは3.0GBと、大幅に圧
縮されることが確認されている。
さらには、SAP BusinessObjects Web
Intelligence、SAP BusinessObjects
Explorerを使用して、SAP HANAのデー
タを参照。その際、SAP HANA Studioで
は、32億件強のレコードのインポート処理
を、わずか約1分で行えることが確認でき
た。同時に参照までの処理時間は、SAP
BusinessObjects Web Intelligenceで約
8秒、SAP BusinessObjects Explorerで
は約10秒という良好な結果が得られてい
る 。ち な み にSAP BusinessObjects
Explorerでは情報スペースの作成が必要
となるが、それもSAP HANAと直接接続
することで、約1分で高速インデックス化で
きることが確認されている。
BIワーキンググループでは、今回の検証の
成果について「SAP HANAは情報系の活
用に注目が集まりがちだが、フロントから
の検証のみならず、バックアップならびにリ
カバリなど、運用面における検証ができた

SAP HANAを多角的なアプローチで検証

検証環境設定

キックオフ

5月 6月 7月 8月 9月 10月

実施計画立案
調整/準備

準備 検証環境設定

発表準備
及び外部発表

各ワーキンググループ検証期間

JSUG会員
参加公募

HANA
SP４

Solman
SPS5

PJ成果発表会 セミナー発表

7- 14- 21- 28- 4- 11- 18- 25- 2- 9- 16- 23- 30- 6- 13- 20- 27- … …

共同検証プロジェクト スケジュールの概要

▶

BIワーキンググループ

BI活用の鍵を握る
運用管理の方法を追求
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SAP HANAを多角的なアプローチで検証

意義は大きい。今後も、BIの実運用レベル
のさらなる向上を目指して、検証を継続して
いきたい」と総括している。

Solution Manager研究ワーキンググルー
プが今回の共同検証プロジェクトで掲げた
テーマは「SAP Solution Manager 7.1の
テクニカルオペレーション機能を使用した
SAP HANAの効果的な管理および運用に
ついての検証」である。
実際の検証は、以下の5つのグループに分か
れて行われた。Monitoringの観点として、
① SAP Solution Manager か らSAP
HANAを監視するに当たって、どのような項
目を監視できるのか、②SAP Solution
ManagerからHANA SP3において機能拡
張されたSLT（SAP Landscape Transfor-
mation）を監視する場合、どのような項目を
監視できるのか。Analyzeの観点として、③
Run SAPに実装されているE2E（End-to-
End）の各機能を使って、どのようにSAP
HANAを解析できるのか、④Remote DBA
Cockpitを使って、どのような解析ができる
のか。最後にReportの観点として、⑤SAP
HANAのEWA（EarlyWatch Alert）のレ
ポートには、どのような項目がレポートされ
ているのかなどのビジネスシナリオを定義
し、それぞれが検証を行った。
Monitoringに関しては、SAP Solution
Manager7.1の監視は、１つのシステムに対
して、3階層のテンプレートを当てはめる方
式になっており、顧客要件に応じて閾値など
をカスタマイズできるようになっている。プ
ロジェクトでは、エキスパートモード（詳細設
定）を含めた検証を実施。ログオン言語に
おいて英文・日本語を混在できないなどの
トラブルにみまわれたものの、CPU、メモリ、
アラート、プロセス、増加サイズ、バックアッ
プおよびリストア、起動・停止、ログ監視など
を容易に行えることが確認された。

また、SLT監視テンプレートを用いること
で、閾値の調整はできないものの、プロセ
スおよびジョブの監視、マスタジョブの起
動・停止時の監視などが容易にできること
が明らかになった。
次にAnalyzeでは、E2Eの各機能（Change
Analysis, Exception Analysis, Work-
load Analysis）などを使って、ワークロード
分析、変更分析、例外分析などを実践。ま
た、Remote DBA Cockpit と、同様に
SAP HANAにおける分析機能を有する
SAP HANA Studioとの機能比較も行っ
た。その結果、SAP HANA Studioでは
Overview（バージョン、CPU、メモリ、DBサイ
ズなど）、Landscape（プロセス詳細情報）、
Alerts（過去分・現状分）、Performance（プ
ロセス毎、SQL文毎、JOB、Load）、Volume

（ファイルサイズ、各サービス毎）、Configura-
tion（設定ファイル表示）、Trace（DB、ユー
ザー、SQL、パフォーマンス）、DBA（ユーザー
管理、バックアップ、SQLEditor、テーブル
データ照会）などの機能が、ほぼ網羅されて
いることを確認。一方、Remote DBA
Cockpit は、一部の機能が使えなかったり、
制限されるものの、表示形式を自由にカス
タマイズできるため、最終的には使い勝手
が良く、SAP HANAの監視における十分な
機能を有していることが確認できた。
さらにReportの領域では、EWAレポート
の設定からインシデント管理（ITSM）、ビジ

ネスプロセスオペレーション（BPMon）、IT
インフラストラクチャマネジメントまでを検
証。設定においては、解説資料・ノートが充
実しており、手順通り行えば問題がないこ
とを確認。また、EWEレポートについて
は、SAPが開発元であることから、他の
データベースにはない特化した項目が
チェックできることがわかった。
今回の検証を通じて、Solution Manager
研究ワーキンググループは「SAPユーザー
のBASIS関係者に設定手順や監視項目な
どを公開できたことは大きな収穫。SAP
HANAとSAP Solution Managerの親和
性が、さらに高まることを期待したい」と、
その手応えを語っている。

約半年間にわたって実施された今回の検証
プロジェクトは、全体を通じて参加メンバー
同士が常に同じベクトルを共有しながら新
たな技術課題に取り組めたこと、また参加
メンバーならびにベンダー、パートナー間の
絆が強まり、これまで以上の信頼関係が生
まれたことも大きな成果といえる。
このほかにもJSUGテクニカル部会では、
TechEdなど実務者向けの海外イベントへ
代表者を派遣するなど、新技術を吸収する
ための幅広い活動を続けている。こうした
機会で得られた知見は、今後も多くの会員
企業に還元されるはずだ。

■ JSUGテクニカル部会  ［共同検証プロジェクト 成果発表レポート］
SPECIAL ISSUE

※今回開催された検証プロジェクトについては、JSUGNET（http://jsug.org/）でもご覧いただけます。

共同検証プロジェクトに参加したJSUGテクニカル部会のメンバー

Solution Manager研究ワーキンググループ

Solution Managerによる
SAP HANAの管理および運用
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SAPの導入・運用をめぐる
多くの課題を参加者と共有

現在、中部地区に拠点を置く約15社の
SAPユーザーで構成される中部フォーラム
では、2001年の発足以来、会員企業間の
定期的な意見交換の場を通じて、SAP活用
に関する課題解決を目的とした積極的な取
り組みを続けている。近年は中部地区に
おけるSAP導入の広がりもあり、新たな参
加会員企業も増えるなど、その活動はます
ます活発化している。
今回、パネラーとして大橋伸啓氏（日邦産業
株式会社）、石田晃一氏（株式会社タイテッ
ク）、猪川正巳氏（アビームシステムズ株式
会社）、モデレーターとして吉田鋭一氏（中
部フォーラム長、ブラザー工業株式会社）ほ
かが参加したパネルディスカッションでは、

まず各会員企業のSAP導入の背景と、そこ
で明らかになった課題についての率直な意
見が交わされた。
工業部品・産業資材の専門商社・兼メー
カーである日邦産業と、FA関連機器メー
カーのタイテックの両社に共通するSAP導
入の目的は、内部統制の強化である。日邦
産業の大橋氏は「SAP導入以前の自社開発
のシステムは、必要に応じて段階的に構築
してきた経緯から、システム間のデータの
整合がとれておらず、またIT統制も不十分
であったことから、監査法人から経営課題
として指摘されていました」と説明。またタ
イテックの石田氏も「社内の業務全体をシ
ステムでフォローすることができず、ちょっ
としたデータの抽出にも人手と時間を要し
ていました」と当初の課題を明かした。
これを受けて、中堅・中小企業への多くの導
入実績を誇るアビームシステムズの猪川氏
からは「中堅・中小企業では、情報システム
部門の人員が3～5名規模のところが少な
くない一方、カバーする業務の範囲は大企
業と同じという点が大きな課題になってい
ます。ユーザーの要望に応えて部門最適の
システムを作ったはいいが、速やかな拡張
を行うことができず、そのことに危機感を
持つ企業が多い」と、これまでの経験を踏ま
えた中堅・中小企業の実情が紹介された。

人的リソースの確保が
プロジェクト推進の課題に

日邦産業とタイテックの両社は、その解決
策として内部統制の機能に定評があり、
パッケージによる迅速な導入が期待できる
SAPの導入を決定したが、実際の導入の過
程ではいくつもの苦労に直面している。例
えば、大橋氏が挙げたマスターデータの整
備もその1つだ。

「導入を振り返るとさまざまな苦労があり
ましたが、なかでも既存システムからのマ
スターデータの移行をいかに行うかという
点には、かなり腐心しました。移行ツール
を使い移行したが、業務に合わせたマス
ターを分類して移行するのは、至難の業で
した」
ユーザー教育に関しては、マニュアルを作
成してユーザー教育の効率化を図ったもの
の、限られたメンバーで8つの拠点を回る
だけでも数カ月の時間を要するため、最終
的にはベンダーの協力を得て複数拠点で
同時にユーザー教育を実施し、スケジュール
の遅れを取り戻したという。
さらに大橋氏は、SAPの海外展開を進める
上での人材確保も大きな課題だと指摘する。

「SAPのグローバル展開にあたっては、一般

中部地区のSAPユーザーで組織される中部フォーラム主催のディスカッションフォーラムが、去る７月26日
に名古屋のキャッスルプラザホテルで開催された。「SAPを深く正しく知り、いままでとちがうやり方で新し
い価値を生む」と題された今回は、中部地区以外からも多数のユーザーが参加する中、「中堅・中小企業の
SAPの導入・活用を語る」をテーマにしたパネルディスカッションのほか、今年5月に米国で開催された

「SAPPHIRE NOW 2012 Orlando」にJSUGの国際派遣支援の一環で参加したブラザー工業の吉田鋭一氏
によるフィードバックセッションも公開されるなど、幅広いテーマにわたる活発な議論が展開された。

グローバルビジネスの時代に備えた
中堅・中小企業のSAP利活用とは？
—SAP HANAの活用をめぐる次世代ビジョンも共有—

■ JSUG中部フォーラム開催レポート
SPECIAL ISSUE
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に現地での導入担当者をいかにして確保す
るかが課題となりますが、その点について
は当社も同様です。この人材をめぐる課題
以外にも、サーバの設置場所や導入ベン
ダーの選定、現地での保守など、頭を悩ま
せることは少なくありませんでした」

システムのグローバル展開を支える
理想の運用体制とは

このように、環境整備には少なからず苦労
を強いられたものの、導入後の運用につい
ては、両社はともに一定以上の成果を実感
しているという。内部統制が大幅に強化さ
れ、とりわけSAPを自社で導入したタイ
テックでは、迅速な海外展開に向けたノウ
ハウも蓄積され、「今後の分社化や中国拠
点の強化にあたっても、必要とされる環境
をSAPで迅速に整備できるスキルを修得
することができました」と石田氏は手応え
を語っている。
また大橋氏は、多言語・多通貨に対応し、
ERP本来のコンセプトでシステムがきちん
と統合され、企業規模に応じた製品ライン
ナップを持ったパッケージは、SAP以外に
見当たらないのではないかと評価する。

「海外拠点への展開に際して、SAP ERPの
導入はコスト面で見送らざるをえませんで
したが、SAP Business Oneを採用したの
は、この点を高く評価したからです。現在
は本社からの支援は行うものの、基本とし
て現地に運用まで一任できる体制を確立し
ています。現場からは融通が利かないとい
う声も寄せられますが、理想はデータの整
合性を含めて、海外も同一の基盤で動かす
こと。それが可能なのがSAPです」
同様に猪川氏も「SAPであれば、マニュアル
を現地語に翻訳するだけでユーザーへのト
レーニングを実施できます。インター
フェースで用いられる用語は共通であり、
海外拠点との情報共有が可能なメリットは
見逃せないでしょう」と語っている。
一方で、石田氏は自社での導入を振り返っ

て、次のように語っている。
「自社導入ですから、その都度悩みながらプ
ロジェクトを進めていったというのが実情
です。外部の専門家のアドバイスがあれ
ば、より効率的な導入ができたのではと
思っています。今後の課題としては、社内に
は多くの伝票があり、そのデータが日々蓄
積されています。しかし、それらをどう活用
していけばいいのか手をこまねいています。
JSUGに参加したのも、SAPでの業務運用
方法やデータ活用などについて、他のユー
ザー様の活用事例を参考にできないかと
考えたからです」

この他、パネラーからは「システムのグロー
バル要件を満たしており、特に海外展開を
行っている企業において、SAPは有効な選
択肢の1つ。統制が利いており、監査法人へ
の説明も行いやすい」（大橋氏）、「SAPは巨
大なシステムに捉えられがちだが、短期間
でグローバルシステムを整備するにあたっ
ても有効。実装にあたってアドオンの利用
をどれだけ抑えられるかが、運用を大きく
左右する」（石田氏）など、SAPの導入を検
討する企業に向けたメッセージも出される
など、多くの課題認識、ノウハウが参加者の
間で共有されるセッションとなった。

グローバルビジネスの時代に備えた中堅・中小企業のSAP利活用とは？

ユーザー企業間の「前向きな議論」が
SAPの新たな価値を生む
—SAPPHIRE NOW 2012 Orlando参加体験から—

中部地区には中堅・中小企業が数多く存在
します。近年では、そのような企業も海

外事業展開にあたって、システム整備に悩んで
いる例が少なくありません。中部フォーラムで
は大企業だけではなく、中堅・中小企業にとって
も参考となるテーマでフォーラムディスカッ
ションを行いたいと考え、SME（Small and
Medium Enterprises）視点でのセッションを
行うことにしました。また、JSUGの国際派遣
支援としてSAPPHIRE NOWに参加しましたの
で、そのフィードバックをお伝えしています。
SAPPHIRE NOWは、SAPの最新技術や戦略
について知ることができるユーザー向け世界
最大のイベントで、SAP社経営陣による基調講
演は、ユーザー企業のIT戦略を考える上で重要
です。SAP社が数年の間に進むと予測し、重点
領域としている“モバイル”や“クラウド”、それを
牽引するエンジンと位置付けられているインメ
モリコンピューティングの“SAP HANA”など、
SAP社が考える将来ビジョンが強く伝わってき
ました。SAP社による企業買収も、このような
戦略のもとにあることが理解できます。
今後、経済的な台頭が見込まれる新興市場など
では、PCにかわりモバイル端末が普及し、シス
テムが扱うデータ量は膨大になるといいます。
それをクラウドや、自社のシステムで対応するこ
とが不可欠となることから、SAP HANAのよ

うな革新的技術が求められます。これは今まで
にないリアルタイムなビジネスプロセスを実現
することになります。このようなSAP社の考え
は、私たちユーザーサイドのIT戦略とも重なる
ものでしょう。一方、イノベーションには痛みが
伴うことが多く、また業務プロセスの変更は段
階的で、容易ではありません。だからこそ、
SAPを活用するための前向きな議論が重要に
なるのではないのでしょうか。自社内やベン
ダーの方 と々の議論とは異なる視点で話せる場
の大切さを、中部フォーラムの活動を通じて実
感しています。
SAPユーザー企業は今にも増して、SAP社との
情報交換を進め、SAPの戦略をより深く理解す
ることが大切です。またユーザーとしての意見
を、ユーザー会を通じて積極的に伝えることで、
実効ある機能改善や、日本人が得意とする改善
のサイクルも期待できるのではないでしょうか。
外部環境が大きく変化する中で、私たちはこれ
からもトータルなITシステムの見直しを絶えず
求められるはずです。そのための最適な手段を
選択していくためにも、中部フォーラムではより
多くの方々に参加していただき、活動内容を充
実させていきたいと考えています。関心をお持
ちの皆様は、ぜひお気軽にご参加をいただけれ
ばと思います。きっと、何らかの手応えを感じ
ていただけるはずです。

吉田鋭一氏JSUG中部フォーラム フォーラム長
ブラザー工業株式会社  IT戦略推進部  プリンシパル
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モバイル活用の促進など
CIOのリーダーシップで社内改革を断行

「私が現在の職務に就いた2009年当時、
SAPの情報システム部門は単なるコスト
センターに過ぎなかった」と語るOliver
Bussmann氏。それから3年。モバイルと
インメモリ分野への集中的な投資によって、
SAPの情報システム部門は経営に新たな
エクスペリエンスをもたらす情報の発信地
へと変貌を遂げた。

“経営に貢献するIT”を掲げるJSUGにとっ
て、この取り組みはまさにすべての会員企
業の活動と目的を同じくするものであり、

「SAPがリリースするほとんどの新製品の
最初の顧客はSAP自身」とBussmann氏が
語る通り、SAPのソリューションを活用した
イノベーションの推進においても重要な意
味合いを持っている。セッションの冒頭に
おいても「SAPを活用して自社のビジネス
改革を推進する上でも、SAPのIT部門が実
践してきた改革と戦略について理解してお
きたい」といった意見が出されるなど、参加
者の大きな関心を集めるテーマとなった。
Bussmann氏によると、同氏が最高情報責
任者（CIO）としてSAPに入社した2009年

当時、SAPは本社志向が強く、グローバル
戦略やリージョン戦略が希薄だったという。
また、コストセンターと見られていた情報
システム部門は、開発部門やビジネス部門
との関係が良好ではなかった。これらの部
門との関係を密にするために一刻も早い改
善が求められる中、同氏は社内で機能して
いることと、していないことを整理し、着任
後最初の100日間で改革案を構想。その1つ
目の社内改革が「モバイルを活用した経営改
革」だった。 そしてモバイルデバイスの活用
を活性化させた結果、業務の効率化やワー
クスタイルの変化が進み、同時に情報システ
ム部門の存在価値も高まっていく。
現在はグローバルで5万5000人の従業員
が、iPhone、iPad、BlackBerry、Android
など4万台以上のモバイルデバイスを利
用。特にiPad は1万8000台以上が稼働
し、SAPのビジネスに多大な貢献を果たし
ている。当初はiPad向けにアプリケー
ションを開発する開発部門を対象に数千台
規模でスタートしたモバイル活用だったが、
その後は営業部門、マーケティング部門な
どにも拡大してレポーティングに活用する
など、本格的なモバイル時代の到来に備え
て、さまざまなビジネスケースに対応した
環境整備が現在も進められている。

Bussmann氏が進めた2つ目の社内改革
は、投資判断プロセスの明確化だ。そのた
めには同時に組織改善が必要と判断した同
氏は、CIOの直下に「インフラストラクチャ」

「アプリケーション」「エンタープライズアー
キテクチャ」「ストラテジー」「ITセキュリティ」

「ビジネスデベロップメント」の6部門を組
織化。各ビジネス部門には、BIO（ビジネ
ス・インフォメーション・オフィサー）と呼ば
れる責任者6～7名を置き、それぞれCOO

（執行責任者）にレポートをしている。
また、それに合わせて意思決定のプロセスも
変更。トップダウンに過度に依存することな
く、BIOがビジネス部門の要求を吸い上げ
てCOOカウンシルに提出。COOカウンシル
はデシジョンボードに基づいてプロジェクト
のポートフォリオを測定して、最終的には
CIOが投資の決済を行うプロセスとした。
ポートフォリオは、エンタープライズアーキ
テクチャに基づき全体最適化を図りなが
ら、その中で3年分のファイナンシャルプ
ランを作成。さらに、このファイナンシャル
プランは1年に1回のレビューを行うことで
妥当性を確認している。
ITのリソース配分は、JSUGにおいてもしば
しば議題に上るテーマだが、SAPでは現在、
統一性と効率性を重視しながらスケール化

クラウドやモバイルといった新たなテクノロジーの台頭によって、現在のビ
ジネス環境は大きな転換期を迎えている。こうした中、JSUGの継続的
なテーマである情報システム部門の在り方とともに、その統括責任者として
の CIO の 役 割 に 大きな 注目が 集まっている。JSUG Leaders
Exchange では、2009年にSAP AG のCIOに就任して以来、さまざま
な社内改革を断行してきたOliver Bussmann氏をゲストに招いて、特別
セッションを開催。SAP AGのインベストメントおよびイノベーション戦略
についての相互理解を深めるとともに、これからのITが果たすべき役割に
ついて意見交換を行った。

SAPの情報システム部門改革から学ぶ
CIOのマネジメント戦略

■ JSUG Leaders Exchange 特別セッション
SPECIAL ISSUE
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している。まず、コアモデルとノンコアモデ
ルそれぞれで、ベンダーのポートフォリオを
検討。アプリケーション開発などのノンコア
領域はパートナー企業への委託やオフショ
ア開発に分配して効率化を図った。一方で
イノベーションの核となるコア領域は、ビジ
ネスプロセス、アーキテクチャ、データマネ
ジメントなど、ノンテクニカルな分野に集中
させている。その結果「40％のコスト削減を
実現し、ビジネスに貢献することができた」
とBussmann氏は語っている。

変革を乗り越えるための
チェンジマネジメントの重要性

続けてBussmann氏はSAPの情報システム
改革について、項目を絞って話を進めた。急速
な経営環境の変化にどう対応していくかは、あ
らゆる企業の情報システム部門に共通した悩
みだ。SAPでも近年、Sybaseの買収に代表
されるように積極的なM＆Aを進め、変革の
ピッチ加速している。こうしたビジネス変革に
対して、Bussmann氏は「いずれのケースに
おいても、キーポイントは人材」と話し、“チェン
ジマネジメント”の重要性を強調した。
業務改革を進める過程では、慣れ親しんだ
環境の変化を恐れる社員の抵抗が必ず発
生する。こうした恐怖心を乗り越えるため
には、トップから社員に積極的に働きかけ、
変革の意識を高めていかなければならな
い。Bussmann氏は、自身が統括する情報
システム部門に対して、チームマネジメント
のアセスメントを実行したり、人事マネジ
メントプログラムを公開したりしながら、コ
ミュニケーションを深めていった。「トップ
ダウン型マネジメントから、インタラクティ
ブなコミュニケーション型マネジメントに
変えたことは効果的だった。現在では、マ
ネージャー層と情報システム部門のメン
バーが、よりカジュアルにコミュニケー
ションを取ることを目的とした『コーヒー
コーナーセッション』を定期的に実施してい
る」とBussmann氏は説明している。

イノベーションの推進力は
ビジネス部門との信頼関係

最後にBussmann氏は、「SAP runs SAP」
と呼ぶSAPのイノベーションについて言及し
た。ビジネスに価値をもたらす情報システム
部門の在り方については、どの企業でも簡単
に答えが出るものではない。Bussmann氏
も「自分の価値をどこで生み出していくか」につ
いては頭を悩ませたという。SAPは2010年
以降、SAP HANAを中心としたイノベー
ションを推進しているが、Bussmann氏が辿
りついたのは、そのユーザー第1号となること
で他のユーザーに実際の経験を伝え、また
SAPの開発部隊にフィードバックするという
SAPのIT部門ならではの役割だ。その中で

大きな役割を果たしたのが、「ファンクショナ
ルIT」「トランスフォーメーショナルIT」という既存
のCIOモデルから、「ストラテジックIT」への拡
張という考え方だ。ファンクショナルITとは、
従来のCIOが実施していたKPI設定やそれ
に基づくオペレーションを滞りなく進める機能
を意味している。「トランスフォーメーショナル
IT」とは実際のビジネス要件をIT戦略に変換
する役割だ。その結果、ITがどのようにビジ
ネスに変換されるかが明確となり、ITによる
イノベーションのギアは円滑に加速するように
なった。これを「ストラテジックIT」と呼ぶ。
イノベーションを成功させるポイントにつ
いて、Bussmann氏は「ビジネス部門から
信頼されるパートナーになることと、情報
システム部門の社員の意識を高めること」
の2点を挙げた。SAPでは現在、80％の社

員が自社のストラテジーやリージョン戦略
を理解しているといい、労働環境に満足し
ている社員の割合も約76％に達している。
Bussmann氏は「CIOが情報システム部門
に繰り返しメッセージを伝えながら、IT戦
略の理解を促すことが大切」と強調した。
SAPでは今後のイノベーション戦略の柱と
して、①M＆A、②BRICsを中心とした「リー
ジョンエクスパンション」、③IT投資をハー
ドからソフトにシフトする「パートナーエコ
シ ス テム 」の 3 つ を 掲 げ 、モ バ イル は
Sybase、クラウドはSuccessFactorsなど
を基盤に新たなサービスを構築していく青
写真を描いている。SAP HANAについて
は、エンタープライズモビリティを促進さ
せる方向性を打ち出し、Sybaseのデータ
ベースレプリケーターを利用することで、モ
バイル端末からのリアルタイムな情報の
アップデートが可能なことも実証している。
最後に、参加者からはこれから10年後、20
年後のITの姿について質問が及んだ。これ
に対してBussmann氏は、自らが考える
2020年のITの世界について「デスクトップ
はモバイルに置き換わり、5年以内にキー
ボードは視界から消えるだろう。クラウド
アプリケーションはハイブリッドモデルが
浸透し、リレーショナルデータベースはなく
なっていく。また、モバイルの進化によって
コンシューマーのトレンドが大きな位置を
占め、パーソナルとビジネスのセパレー
ションがなくなるだろう。その結果、デジタ
ルネイティブ世代を中心に、デバイスを選
ばない働き方が主流になるはずだ」と語り、

「SAPはインメモリとモバイルに投資を集
中し、ITの未来を支えていく」と力強く語っ
てスピーチを終えた。
CIOの交代によって、わずか3年で大きな変
革を成し遂げたSAP。この過程では、ITを
活用した経営改革を目指すJSUG会員企業
にとっても有用な多くの知見が生まれている。
JSUGでは、今後もこうした場を持ちながら、
SAPのイノベーション戦略についての理解を
深め、会員企業と共有していく考えだ。

SAPの情報システム部門改革から学ぶCIOのマネジメント戦略
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今日の不確実な経済情勢の中で、規模の大小に関わらず、企業はビジネ
スの生産性や収益性の改善、効率性の向上といった、さまざまな課題に直
面しています。加えて、情報技術の進化を背景としたビジネスのグローバ
リゼーションによって、未来の展望はさらに複雑になっています。このよう
な課題に取り組むユーザー企業を支援するため、SAPはコアアプリケー
ションの大規模アップグレードではなく、モバイル、アナリティクス、クラウ
ドおよびインメモリーコンピューティングの領域で、技術革新を継続的に
提供していくことを表明しました。
私たちユーザー会の重要な課題は、この激変する新しい環境にどのように
適応し、自らのビジネスの価値を高めていくかにあります。SAPのユー
ザー会は、長く国ごとの境界の中で運営されてきましたが、それもこの新
しいパラダイムのもとでは十分とはいえません。各国のユーザー会は、各
地域で受け入れられるSAPに関する多くの知見を身につけるとともに、そ
れぞれの顧客体験をすべてのユーザーと共有するための、グローバルな
ユーザーコミュニティの一員となるべきです。そのためには、ネットワーク、
エデュケーション、インフルエンスというユーザー会の3つの理念を、もっと
大局的な視点でとらえる必要があります。
私はこの変化を推進する主体は、世界で17のユーザー会から構成される
SUGEN（SAP User Group Executive Network）だと考えています。

SUGENは戦略上の優先順位を定めて活動し、SAPのユーザーコミュニ
ティに最大の利益をもたらすように、技術の進化と応用をリードすること
ができます。
また、ユーザーとSAPのコミュニケーションを後押しし、双方から出され
る新しいテーマについて、オープンな対話の場を設けることで、さまざま
な課題の解決を図ることも可能です。Customer ConnectionとCus-
tomer Engagement Initiativeなどはこうした活動の実例であり、ユー
ザーはこれらを活用して、現在およびこれからのリリースに対する機能拡
張要求を出すことが可能です。
運用レベルでは、世界中の部会が相互に交流し、運用上の課題を他国の
ユーザーと共有しながら、新たな洞察を生み出すことができます（IFG活
動：International Focus Group）。たとえば、Webinarを活用すること
で、もはや講演者を各地域で探すという制約はなくなり、それぞれの議題
や業界の専門家を世界のどこからでも調達できるのです。
このように、SAPのユーザー会にはさまざまな可能性が潜在しています。
これからの未来において、ビジネスの世界はますます複雑になり、私たち
はより大きな価値を顧客に提供していくことが求められるでしょう。新た
なユーザー会に生まれ変わって、その困難を乗り越えることができるかど
うかは、まさに私たちの決断にかかっているのです。

AFSUG Vice Chairman / SUGEN Leadership Team
Richard Thorpe

国境を越えたグローバルな
ユーザーコミュニティの実現へ

Messages from SUGEN & JSUG Topics

あらゆる業界の企業が、熾烈な競争に生き残るために自社のビジネスを
見直し、成長著しい新興市場に着目する中、SAP はそれに応えるべく新
たなアイデアと革新的な製品を提供し続けています。ここでは、スピード、
膨大なデータへのアクセス、モバイルデバイスなどが主要な要素となって
おり、これらはいずれもユーザー会の強みとコアバリューにつながるもの
です。企業においては、これまでのビジネスプロセスに関する知識や新
たな技術の将来性についてあらためて総点検することが、ますます重要
になると思われます。
2020年までの保守期間延長というSAPの決定と並行して進行するデー
タベースやモバイル領域における革新により、企業は自社のポートフォリ
オを見直し、ITのさらなる最適化に向けた取り組みを推進するチャンスを
迎えています。ここでもSAPに対する高度なインフルエンスを備えた
DSAGは、新たなソリューションに影響を与え、課題の解決に取り組むこ
とでユーザーをサポートすることができます。
同時にDSAGは、それぞれの企業のビジネスに即した、より具体的な議論
の場をSAPと多く持ちたいと考えています。顧客の意見に耳を傾けるこ
とは、ほんの第一歩に過ぎません。顧客の業務の変化を理解し、新たな
技術がどのように機能し、どうのようにビジネスプロセスを支援すること
ができるのかについて、これからはDSAGがその調整役としての機能を果

たしていかなければならないと感じています。これまでのバグ修正クラブ
から、ユーザーが求める真のアドバイザーへの進化は、今後のDSAGの運
営における大きな課題なのです。
ボランティア組織としてのユーザー会は本来、会員に直接アドバイスを与
える立場にはありません。しかしながら、相応の投資を伴う最新技術の
価値を最大化するためには、DSAGはユーザーが次のステージに前進し
ていくためにも、SAPに対してより手厚いサポートを強く求めていく方針
です。少なくない投資をしている会員企業だからこそ、ときにはSAPに直
接影響を与えることも必要だと考えています。
Customer Connection, Customer Engagement Initiativeといった
取り組みは、すでにSAPに対するインフルエンス機能として、一定の実績
を残しています。今後はライセンスモデル、ITランドスケープの簡素化お
よびグローバリゼーションといったテーマについて、引き続きSAPと協議
を続けていきますが、そのためにDSAGの体制を一部変更することも検
討しています。それでも、これまで生み出してきた成果を踏まえ、今後も
ユーザー会が持つ本来の力を発揮することができれば、DSAGの活動は
2020年に向けてますます活性化していくことでしょう。これからの成長
に向けたベンチマークの場として、ぜひ皆さんもSAPユーザー会の活動に
参加してください。

DSAG Board of Directors / SUGEN Leadership Team
Otto Schell

投資の価値を最大化するための
アドバイザーとしての役割
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SUGENからのメッセージ＆JSUG Topics

JSUGの活動において、いまもっとも大きなテーマといえば、やはり
「2020年に向けて」ではないかと思います。医薬品部会においても、
SAPのライフサイクルをいかにして進化させていくかについて、ユー
ザー目線でさまざまな議論を行っています。
私が心がけているのは、部会に参加している一部の人だけが発言す
るのではなく、全員が意見を出し合いながら、できるだけ多くのメン
バーに成果を共有してもらいたいということです。とはいっても、30
名ほどのメンバーが参加する医薬品部会では、全員に手を挙げて発
言してもうことには、なかなか難しい面があります。
そこで、昨年から始めた試みとして、テーマごとにグループ討議を行
い、結果を発表してもらったり、誰かが発言した意見について、ス
ケッチブックに○か×を書いて意思表示をしてもらうといった、これ
までとは少し違った部会の進め方を採り入れています。そうするこ
とで、誰か一人が発言した意見でも、それについてみんなで考え、み
んなで議論できるようになり、最近は部会の雰囲気にも少し変化が
出てきたように感じています。
また、他の部会との交流もたいへん貴重な機会です。医薬品部会は
JSUGの中でもっとも古い部会の１つですが、部会内だけの情報交換

だけではどうしても限界があります。最近は世代交代が進んで、SAP
を導入した当初のことを知らない新しいメンバーが増えたこともあ
り、他の部会の情報は非常に参考になります。
たとえば、つい最近もテクニカル部会の方をゲストとしてお招きし、
とても好評でした。彼らは最先端の研究課題に取り組む“大学病院”
のようです。一方、普段からお付き合いしている保守ベンダーさん
は、“町のかかりつけ医”のようにちょっとした困り事は聞いてもらえ
ますが、こうしたところからSAP HANAなどの最新の情報はなかな
か手に入りません。SAPに携わる全ての人が、もっと最新の情報を
共有できるようになれば良いですね。
今後は海外のユーザー会の取り組みなども参考にしながら、部会活
動を活性化させていければと考えています。海外のユーザー会との
直接的な接点はいまのところありませんが、日本と比べて参加者の
裾野が広く、自らの目的に向かって主体的な活動を行っているところ
は、見習うべき点がたくさんあると思います。特に製薬業界は、広く
グローバルでのビジネス展開が重要になっており、海外のユーザー
会との交流の機会は大きな刺激になると思います。

JSUG 医薬品部会 部会長
バイエルホールディング株式会社

IT Japan, BHC ERP & Product Supply Demand マネジャー

橋本 昌明氏

ユーザーの主体的な参加意識を高めて
2020年に向けての多くの成果を共有

昨年、米国のSAPユーザー会（ASUG）は、設立20周年という大きな節目
を迎えました。これは、たいへん喜ばしいことであると同時に、今後の20
年間において、私たちが意義ある存在であり続けるためにはどうするべき
かを、自らに問うきっかけにもなりました。
技術は驚異的なスピードで変化し、そのことがビジネスやSAPのプロ
フェッショナルに及ぼす影響は、今後計り知れないものとなるでしょう。こ
のことは、私たちにとってのチャレンジですが、同時にチャンスでもありま
す。そして、SAPのプロフェッショナルである私たちのコミュニティは、最善
かつ最強のリソースになるはずです。
SAPは2015年までに10億ユーザーを獲得することを目指しており、
ASUGは常に技術の進歩の先を行き、多様化するユーザーに対して、意義
ある存在であり続けることを戦略として掲げています。私たちは現在、
3,500社を超える会員企業、13万名を超える会員にさまざまな価値と
サービスを提供しており、この成長の勢いを持続するためのロードマップ
を描いています。
コミュニティの絆の強化とさらなる発展への注力は、私たちの戦略の大き
な推進力です。ユーザー会としてのASUGの強みは、会員の熱意と参画な
くしては成り立ちません。したがって、ASUGの教育、ベンチマーキング、
ネットワーキング、インフルエンスといった、会員企業が信頼を寄せるプロ

グラムを常に革新し続けることに、私たちは力を注いでいます。2011年1
月に開始した初のオンラインニュースマガジン「ASUGNews.com」など
は、こうした取り組みから生まれたものです。SAPのエコシステムについ
てのニュースのほか、分析および洞察についての情報を幅広く網羅した
ASUG Newsは、編集者をはじめコミュニティに貢献する多くのスタッフ
のおかげで、素晴らしい成功を収めました。最初の1年で6万人を超える
読者を獲得し、その数は今も増え続けています。
私たちはまた、プロフェッショナルなコミュニティとして、お互いに楽しみな
がら学べる機会作りにも取り組んでいます。今年9月に開催したSAP
BusinessObjectsのユーザーカンファレンスは過去最高の成功を収め、
1,200人を超える参加者が数日間にわたって体験型のセッションに参加
し、またSAPが主催するアナリティクスイベントにも多くのユーザーが集い
ました。このカンファレンスは、SAP BusinessObjectsのユーザーイベン
トとしては世界最大のもので、多くの会員はすでに次年度の開催を楽しみ
しており、それに向けた計画の準備を進めているところです。
このようなプログラムを通じて、ASUGはかつてないほど強固なコミュニ
ティとなり、活気にあふれています。ASUGはこのプロフェッショナルなコ
ミュニティを通じて、SAPとすべてユーザーに対して、新たなレベルの戦略
的協調関係とWin-Winの機会を提供し続けます。

Americas' SAP Users' Group CEO
Bridgette Chambers

プロフェッショナルなコミュニティを通じた
新たなレベルの戦略的協調の実現

JSUG Topics
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業務システムの統合に向けて
JSUGの医薬品部会に体験参加

糖尿病および糖尿病周辺領域に経営資源
を集中し、“糖尿病治療のベストパートナー
企業”を目指す三和化学研究所。医薬品卸
大手スズケングループの一員として、糖尿病
関連および各種医薬品の開発、製造、販売
を手がける同社では、従来からITを経営の
中核的なリソースと位置付け、積極的な投
資によって業務基盤の強化を推進してきた。
しかし、財務会計、管理会計、販売管理、生
産管理、購買管理、人事管理と、個別の業
務に最適化した形で拡充されてきたシステ
ム環境は、徐々に運用管理の負担が増大
し、この数年は大きな改善課題となってい
た。情報システム部長を務める高瀬良幸氏
は、次のように振り返る。

「いくつもの異なるアプリケーションを分散
管理している状態で、バージョンアップの作
業も毎年のように発生します。そのため、情
報システム部員はシステムの保守とインター
フェース管理に追われ、新規開発などの業
務まで手が回りません。サポートベンダー
もそれぞれ異なり、情報システム部だけで
すべてをカバーするのは困難でした」
また、経営面での課題として、IFRS（国際会
計基準）対応の基盤整備も進めなければな
らないことから、同社は業務システムの全
体最適を視野にERP導入に向けた具体的
な検討に着手することになった。

さまざまな調査の結果、新たな統合基盤と
して、三和化学研究所が採用を決めたのは
SAP ERPだった。

「やはり製薬業界のデファクトスタンダード
であることは、SAP ERPを採用した大きな
理由の1つです。業界の上位50社のうち、
70％近くが採用している現実がある中で、
当社があえてSAPを選考の対象としない理
由は見つかりませんでした。しかし、最終的
な決定にあたっては、JSUGの医薬品部会に
体験参加させていただくなど、できるだけの
情報収集を行いました。医薬品部会の事例
発表で紹介された同業他社におけるプロ
ジェクト推進のノウハウや導入モジュールの
選定、またシステム構築の具体的なフローな
どは非常に参考になりました」（高瀬氏）
その後もSAPから情報提供を受けるなど
調査を継続し、2011年1月から本格的な導
入プロジェクトがスタート。コスト面と情報
システム部、関連部署の負担を考慮して、人
事管理を除く財務会計、管理会計、販売管

理、生産管理、購買管理のモジュールを一
斉に稼働させるビッグバン方式とし、会計
年度が切り替わる2012年4月のカットオー
バーを厳守とした。

標準機能を最大限に活用し
業務プロセスの大改革を断行

プロジェクトのスタートから約3カ月間は、主
にデザイン設計のフェーズに当てられた。そ
の中ではまず、SAP ERPの標準機能を最大
限に活用し、アドオン開発を極力避ける基
本方針が掲げられた。しかし、そのために
は全社規模の業務プロセスの見直しを含め
た、抜本的な業務改革が避けられない。一
部では業務の運用そのものを変えたり、工
程が大幅に増えたりする事態が発生するた
め、業務部門からの抵抗も予想されたが、
粘り強い説得によって改革を進めていった。
業務プロセスの標準化を進めるうえで、情
報システム部門と業務部門の橋渡し役を

株式会社三和化学研究所

「人にやさしい“くすり”を世界の人びとに」を企業理念に、新たな価値創造に取り組む株式会社三和化学研究所。医薬品、
診断薬、ニュートリション（栄養管理）の3事業による総合力で、糖尿病治療のベストパートナーを目指す同社は、かねてか
らの改善課題であった社内の分散システムをSAP ERPで統合した。並行して実施した業務プロセス改革により、経営の
スリム化にも成功。現在はSAP ERPを核に、さらなる業務の効率化と分析基盤の強化を進めようとしている。

■会員事例
CASE STUDY

分散管理していた5つの業務システムを
SAP ERPのビッグバン導入で統合
長期的なライフサイクル管理基盤を整備

システム機能の不足 将来の機能拡大も考慮した充実した機能領域

システムの分散化

古いシステムが多く、自動化・省力化の範囲が狭い
ため、戦略的業務に充分な時間を割けない／重点
領域へのリソース投下が困難

業界標準のパッケージ機能を利用することで、定
型業務の徹底的な効率化を実現

個別システムの乱立により、情報連携のための工
数やシステム保守コストが肥大化

▶システムライフサイクルの見直しの時期
▶経営戦略の実現にリスク

▶全社的なIT投資効率が低い

▶定型業務の標準化・省力化を実現し、   重点領域へのシフトと収益力の強化

基幹システム間の情報統合
統合ERPの導入により、情報連携や環境変化対応
におけるITコストの削減

▶内部環境の変化や法規制などへの   効率的で迅速な対応を可能にする基盤を構築

三和化学研究所におけるシステム統合プロジェクトのポイント
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担ったのが経営管理部門だ。経営管理部長
の中野晴之氏は「これまで個別最適のシス
テム運用を行ってきた経緯から、業務の現
場から反対意見が出てくることは予想してい
ました。そこで、三和化学研究所における
将来の全体最適化という視点から、経営管
理部門を窓口として、現場の理解を促してい
きました」と語る。
またプロジェクトの過程では、SAP ERPの
標準機能から外れる特殊な業務について
は、業務そのものを管理対象から外すな
ど、大胆な業務改革も断行した。例えば、
三和化学研究所では一般消費者向けに栄
養関連食品の販売を行っていたが、1万件以
上に達する個人債権の管理をSAP ERP内
部でメンテナンスするのは得策でない。そ
こで営業部門の協力を仰ぎ、個人販売業務
を外部委託とすることで解決を図った。さ
らに大きな売上実績がなく、統括部門も不
明確だった医療機器の事業を、親会社のス
ズケンの管理に移行している。

「ほとんど動いていない事業は、いつかはや
めるべきと考えていましたが、なかなか踏
ん切りがつかなったことも事実です。今回
のプロジェクトでは、営業部門やグループ会
社の協力を得ながら、栄養関連食品の販売
や医療機器以外にもいくつかの事業を整理
することができたおかげで、SAP導入によ
る業務システムの再構築と業務改革を同時
に実現することができ、経営そのものがス
リムになりました」（中野氏）
その後の開発フェーズに移行しても、標準
機能を活用する大方針がぶれることはな
かった。アドオンは必要最低限の帳票や
インターフェースのみにとどめ、効率的に開

発を進めていった。開発フェーズで大きな
山場となったのは、自社開発の製造系シス
テムとSAP ERPの連携部分だったと、情報
システム部 システム開発グループ長の桑山
明直氏は振り返る。

「従来の製造系システムと生産管理システム
のデータ連携は、管理メッシュが異なってい
たため、厳密な管理は必要ありませんでし
た。しかしSAP ERPでは、製造系システム
と同等の管理メッシュでリアルタイムにデー
タ連携され、厳密な管理が可能になった反
面、マスターデータの精度やインターフェー
スの品質が悪いと、そのメリットを十分に享
受できない場合があります。そこで今回は、
製造系システムを含めワークフロー、EDIな
ど、他システムとのデータ連携に関わるすべ
ての品質を見直しながら、システム間の連
携がスムーズになるようにテストを繰り返
しました」

長期的なライフサイクル管理を
可能にする新たな統合基盤

プロジェクトは的確なスケジュール管理と
メンバーの強い意志のもと、目標どおり
2012年4月にカットオーバー。開始から15
カ月という短期間で5つのモジュールのビッ
グバン導入が完了した。アドオンを排除し
た結果、SAP ERPテンプレートのフィット
率は約95％に達し、予算超過が生じること
もなかった。
SAP ERP導入の結果、三和化学研究所は
当初の課題としていたシステム統合に成功。
さらに、IFRSをはじめとする法対応にも迅
速に対応できる環境が整ったことは大きな

成果といえる。また、長期的な視点でシス
テムのライフサイクル管理を見渡せるように
なった点も見逃せない。この点について、
高瀬氏は「2020年までの長期サポートを打
ち出したSAP ERPを活用することで、バー
ジョンアップなどに振り回されることなく、
安定した基幹システムの運用ができるよう
になりました」と評価している。
またSAP ERPの導入は、具体的な業務面
にも効果をもたらしている。桑山氏は「リア
ルタイム化によって生産から会計、販売から
会計といったデータの受け渡しのロスがな
くなったことで、業務は効率化されました。
データ入力を担当する部署からは、多重入
力がなくなり、入力作業が楽になったという
声も届いています」と手応えを語る。
さらに管理会計データの有効活用も可能に
なったことで、三和化学研究所では今後に向
けて、経営情報の分析基盤を強化していく方
針だ。現在はSAP ERPのリアルタイムデー
タを蓄積している段階だが、今後はこれら
の各種データを原価分析などに活用してい
く計画だ。SAP NetWeaver BWやSAP
BusinessObjectsの可能性は未知数としな
がらも、長く利用している分析システムに代
わる機能強化にも期待を寄せている。

JSUG会員としては新顔の三和化学研究所
だが、現在は医薬品部会と中部フォーラム
のオピニオンリーダー会などに参加しなが
ら、中部エリアの業界と情報交換を行ってい
る。新たな会員企業によるこうした活動の
積み重ねは、JSUGの絆を強め、グローバル
化の時代を共に乗り越えるための大きな糧
となるはずだ。

高瀬 良幸氏

株式会社三和化学研究所
情報システム部長

中野 晴之氏

株式会社三和化学研究所
経営管理部長

桑山 明直氏

株式会社三和化学研究所
情報システム部

5つの業務システムをSAP ERPのビッグバン導入で統合

株式会社三和化学研究所
株式会社三和化学研究所
本社：愛知県名古屋市
設立：1953年
資本金：21億108万円
売上高：661億6,500万円（2012年3月期）
事業概要：医薬品、診断薬、医療・介護用食品、ヘルスケア
製品の研究開発と製造販売、医薬品の受託製造
http://www.skk-net.com/
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システムのあるべき姿を目指し
設計アセスメントを実施

1929年の創業以来、独自の印刷技術を新
領域に拡大しながら、エレクトロニクスの
発展に貢献してきた日本写真印刷。PC、携
帯電話、化粧品パッケージなどに採用され
ている加飾印刷技術のIMD*やIML*、ス
マートフォンや携帯ゲーム機に欠かせない
タッチパネルの分野で圧倒的な実績を誇
る。海外での売上高が約50％を超える同
社は、国内基盤の整備と海外拠点の強化を
目的にSAP ERPを導入。2009年10月の
国内一部稼働を皮切りに、国内全拠点、海
外拠点へと展開を進めてきた。しかし、最
初の導入プロジェクトでは戸惑うことも多
かったという。プロジェクトが進行していた
2009年末に最高情報責任者（CIO）として
着任した管理企画室長 コーポレートSCM
部門担当の青山美民氏は、当時の状況を次
のように振り返る。

「課題管理などのプロジェクトマネジメント
が、効果的に機能しているとはいえない状
況でした。そこで、外部流出費用を抑える
ためにカットオーバーを最優先し、プロジェ
クト管理を強化して、2010年4月に国内拠
点のビッグバン稼働を実現しました」
稼働後は、約3カ月で初期トラブルの終息
を実現したが、システム設計に起因する課
題は残されていた。将来的な拡張に向け

て問題解決を図る必要があった日本写真印
刷は2010年6月、SAPフィールドサービス
部隊に設計アセスメントを依頼する。

「稼働中のSAP ERP運用を維持しながら
短期間にシステム改修を進めるため、製品
ベンダーであるSAPが持つ最新情報やノウ
ハウを活用したいと考えました」（青山氏）

SAPフィールドサービスにより
システム改修施策を具体化

設計アセスメントでは、約1カ月にわたってヒ
アリングを実施。その結果、生産系システム
の一部で業務に適合しない箇所があること

や、周辺システムとの連携に課題が発見さ
れた。報告を受けた日本写真印刷は、SAP
フィールドサービス部隊にコンサルティング
を依頼。国内各拠点で現地調査や、ERPの
実機データを使った調査を繰り返し、課題
と原因を特定していった。これにより、シス
テム設計に起因する課題が想像以上に大き
いことが指摘された。なかでも2010年4月
の本稼働に合わせてERP外部にフルスク
ラッチで構築した実績収集システムが、業務
に多大な影響を与えていたため、同社は抜
本的な解決に向けて動き出す。
IT部 アプリケーショングループ グループ
長の山本敬博氏は「旧実績収集システムで

日本写真印刷株式会社

長年培った高度な印刷技術をベースに、加飾フィルムやタッチパネルなどを製造する日本写真印
刷株式会社。国内拠点にSAP ERPを導入した同社は稼働後すぐに、SAPフィールドサービス部隊
によるアセスメントを実施してシステム設計の課題を洗い出し改善するとともに、SAP Custom
Developmentを活用し機能拡張をカスタム開発した。その後は海外展開を進める中でSAPのア
プリケーション保守サービスを活用し、運用保守コストを低減している。

■会員事例
CASE STUDY

SAPのサービスプログラムを
効果的に活用し 
長期にわたるライフサイクル管理を実現

SAP ERP
SAP標準 カスタマアドオン

ユーザー

出荷伝票

入出庫伝票

棚卸伝票

製造指図 製造指図API

棚卸伝票API

入出庫伝票API

出荷登録TRCD

実績情報
I/F

分析
レポート

テキスト
ファイル

品質検査
実績実績

CIMデータAPI

出荷処理画面

入出庫・在庫
振替処理画面

受入検査
処理画面

実績入力
処理画面

現品ラベル
出力画面

棚卸検数結果
入力処理画面

品質検査・実績入力
処理画面

出荷処理

入荷・在庫
転送処理

受入検査処理

棚卸処理

実績入力

現品ラベル
出力

品質検査・実績入力CIMプリンタ
サーバ

物流・在庫
ハンディーターミナル

PC

ハンディーターミナル
PC

CIM連携

生産・品質

生産・品質  

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS

TCO/IP

新実績収集システム機能全体図
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は、SAP ERP外部に実績収集専用のサー
バを立て、EAIツールでERPとデータ連携
させていました。異なるサーバがバッチ処
理によってつながっているためタイムラグ
が発生し、エラーが起きるとデータ不整合
の連鎖が拡大していました。また、システ
ム間に大量のトラフィックが発生すると、
インターフェースのボトルネックによって
データ連携のパフォーマンスが低下し、大
量処理ができなくなっていました」と語る。
生産業務のスタート地点となる実績収集の
トラブルや遅延は、リードタイムの長期化や
在庫情報の不適合につながりかねない。そ
こで同社は活用形態に合わせてソリュー
ションをカスタム開発するSAP Custom
Developmentを採用し、2011年1月から
システム改修プロジェクトに着手した。

SAP Custom Developmentチームの
豊富なノウハウを活用

新実績収集システムでは、データの誤入力
を未然に防ぎながら円滑にデータを連携
するため、ハンディーターミナルからSAP
ERPに直接データをオンライン入力する方
式を採用した。ハンディーターミナルを用
いたデータのリアルタイム連携を実現する
うえでポイントになったのが、ITSmobileの
活用だ。ITSmobileは、モバイル端末から
オンラインでERPデータを直接更新する
SAPの新しい技術で、ABAPで開発した画
面からWeb画面が自動生成できる。

「日本国内の実績が少なかったITSmobile
を活用するうえで、海外での導入実績を持つ
SAP Custom Developmentチームの製

品知識とノウハウが役立ちました」（山本氏）
プロジェクトは、1つの生産拠点をターゲッ
トに、「物流/生産実績」と「品質検査」の2領
域に分け、それぞれ約4.5カ月で開発を終
えた。開発時のテストフェーズでは、約1カ
月で品質の安定を実現しているほか、課題
発生から解決までを平均1日で解決するな
ど、短期間で高品質の開発が実現してい
る。また、運用保守部隊への引き継ぎも考
慮し、ドキュメント成果物の担当領域を体
系的に整理していった。
こうして完成した新実績収集システムによ
り、課題であった実績データ収集のリアル
タイム化が実現。生産現場からも「入力操
作に対するレスポンスが早く、正しい情報
がシステムに登録されていることがその場
でわかるようになった」と声が届いている
という。また、プロジェクトについて青山氏
は「当社のシステム戦略に即した正しい選
択ができたと思います。SAPと連携したカ
スタム開発でシステム品質を確保し、さら
に将来にわたる保守が可能になりました」
と評価する。

AMSにより保守コストを削減し
システム管理を効率化

新実績収集システム構築後、国内拠点への
横展開と機能拡張、SAP ERPの海外導入
が並行して進む中、日本写真印刷は保守運
用効率の向上とコスト削減を目指してSAP
のアプリケーション・マネジメント・サービ
ス（AMS）を採用。「長期にわたるライフサ
イクルの中で、SAPフィールドサービス、
SAP Custom Developmentとの連携を

維持しながら、今後のSAPの方向性に即し
てシステムを進化させられると考えまし
た。また、SAP ERPの国内展開と海外展
開という両面から、国内外のサポートのフ
ロントとして、両者の整合性を確保しなが
ら、標準機能を活用してシステム全体を高
品質で維持することが目的です」（青山氏）
AMSは、SAP ERPのライフサイクルにお
いて、インシデント管理、問題管理、変更管
理、ヘルプデスクといったSAPシステムの運
用支援を提供するサービス体系だ。日本写
真印刷ではすでにSAP ERPの操作に関す
る問い合わせから、ユーザビリティの改善、
新規事業の立ち上げにおける機能の追加な
ど、大小の保守改善でAMSを活用してい
る。山本氏は「複雑な問題に対しても、SAP
全体の膨大な過去事例の中から解決の道
筋を付けることができます」と評価する。
SAPフィールドサービス、SAP Custom
Development、AMSと、SAPのサービス
を多角的に活用する日本写真印刷では、今
後も各種サービスを活用しながらシステム
の自動化などの改善を進めていく考えだ。
また、2012年9月に導入した情報分析基盤
のSAP HANAについても、AMSによる保
守運用に期待を寄せる。「SAP HANAは事
例が少ない新しい技術であるからこそ、海
外で多くのノウハウを蓄積してきたSAPの
サポートに期待しています」（青山氏）
同社では今後、JSUGの部会やフォーラム
などに参加し、先行企業の情報も収集して
いく方針だ。ユーザーコミュニケーション
から生まれる数々の知見は、SAP ERPの
運用効率化に新たな成果をもたらすことが
期待されている。

青山 美民氏

日本写真印刷株式会社
執行役員 兼 最高情報責任者

管理企画室長
コーポレートSCM部門担当

山本 敬博氏

日本写真印刷株式会社
IT部 

アプリケーショングループ　
グループ長

SAPのサービスプログラムを効果的に活用し長期にわたるライフサイクル管理を実現

日本写真印刷株式会社
本社：京都府京都市中京区
創業：1929年10月
設立：1946年12月
資本金：56億8,479万円
連結売上高：801億6,000万円（2012年3月期）
事業概要：産業資材事業、ディバイス事業、
情報コミュニケーション事業
http://www.nissha.co.jp/ 

*IMD、IMLは日本写真印刷株式会社の登録商標です。
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「正確なデータに基づく経営」に向け、
基幹システムを一から構築
自動車の駆動系部品の専門メーカーとして
60年以上の歴史を誇るエクセディ。グロー
バル競争がますます激化する中、同社では
さらなる成長を目指すために、勘や経験に
よる判断ではなく「正確なデータに基づく経
営」へ大きく舵を切っている。
しかし、従来の基幹システムは業務ごとに
個別最適化されていたため、システム構成
が複雑化。現場の情報をリアルタイムに把

握するのが困難だった。「例えば、実際の
在庫状況とシステム上のデータが一致しな
いなど、正確な判断ができないといった課
題を抱えていました。また、海外との取引
が増加傾向にあるものの、迅速性や正確性
に欠けていました」と同社の政岡 久泰氏は
語る。
こうした課題を解消しグローバル化を加速
するには、個別システムに散在する情報を
統合し、活用できるグローバル経営基盤の
整備が必要となる。そこで同社は基幹シス

テムを一新する「RE-IS（RE-engineering
Information Systems）プロジェクト」に取
り組んだ。

クラウドとパッケージを活用した
最適な提案内容を評価
RE-ISプロジェクトが目指したのは、「情報
の風通しがよいシステム」。現場の業務や
経営判断に必要な情報を「観える化」し、い
つでも正確かつ迅速に取り出せるようにす
ることだ。
グローバル展開を見据え、国際競争力の確
保、法制度や商習慣の変化に対応できる柔
軟性・拡張性も重要な要件となった。とい
うのも、同社の生産・販売体制は世界19カ
国・37社で構成されており、ますます、海
外の取引先企業が増加する傾向にあるか
らだ。
さらに重要なポイントとなったのは、新基
幹システムの開発期間が約20カ月と限ら
れていたことである。生産管理、原価管
理、販売管理、物流、購買、財務会計、統合
部品表管理といった仕組みが連携するグ
ローバルな新基幹システムをこれだけの期
間で構築するのは容易なことではない。
この難題にともに立ち向かうパートナーと

日本電気株式会社

自動車の駆動系部品の専門メーカーとしてグローバルに事業展開する株式会社エクセディ
（以下、エクセディ）。さらなる成長を目指す同社では「正確なデータに基づく経営」を推進
するため、グローバル経営基盤の再構築に取り組んだ。これにより、ものづくりの原点とも
いえる原価データの「観える化*」を実現。今後はこの仕組みを継続的な業務改革や原価低
減活動に活かし、競争力の源泉となる「世界で勝つ原価」を目指している。

「世界で勝つ原価」の
実現に向け基幹システムを刷新 
正確なデータに基づく経営を
全社レベルで推進 

CASE STUDY
■株式会社エクセディ 導入事例

Partner Solutions

*「観える化」…エクセディの社内用語。同社では、社内外の色々な異常や動静を「観察」し「見落
とさない」ように、という意味を込めて、「見える化」ではなく「観える化」という表現を使っている。
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して、同社が選択したのがNECだ。一番の
決め手はNECの“総合力”を結集し、クラウ
ド技術とパッケージを組み合わせたトータ
ルソリューションを提供できること。「クラ
ウドをベースに初期投資を抑えた提案内
容も現実的で、こちらが求めた高度な要件
や品質、限られた納期を実現する最適解
と確信しました」と同社の吉野 秀樹氏は評
価する。
NECの生産現場での取り組みを踏まえた
提案も重要なポイントになったという。

「検討段階でNECの米沢工場を見学。そ
の際、現場の作業と実績データの収集がス
ムーズに連携されている環境を見て、現場
を知る同じものづくり企業だからこそ、任
せられると考えました」と同社の鹿崎 良裕
氏は話す。

クラウド技術と自動車部品業界での
実績豊富なパッケージをシームレスに連携
今回のシステムでは、クラウドサービスと
NECのパッケージ製品を組み合わせ、プラ
イベートクラウドとして提供している。具体
的には、SAP ERPベースのグローバル会
計システムである「クラウド指向経理サービ
ス」と、エクセディのものづくりの強みを柔
軟に取り込める自動車部品業向け生産管
理 シス テム「EXPLANNER/Ja」、PLM

（Product Lifecycle Management）ソ
リューション「Obbligato」などで構成され
ている。
また、生産現場での情報収集はハンディ
ターミナルを活用。生産ラインなどの実績

をQRコードで読み取ることで、現場作業の
負担を極力減らしながら、迅速・確実な実
績収集ができるように配慮されている。

原価の「観える化」を実現し、
全社的な原価データの共有が可能に
プロジェクトは予定通り進行し、2012年1
月にカットオーバー。新基幹システムは大
きなトラブルもなく安定稼働しており、すで
に様々な成果が現れつつある。
その最大の成果が原価体系を再構築し、原
価の「観える化」を実現できたこと。「これ
までは生産管理の現場における実績収集
が難しく、財務会計上の原価とものづくり原
価が異なるなど、正しいデータに基づく経
営判断が困難でした。しかし、今はハン
ディターミナルを使って、生産現場の正確な
実績データを容易に収集可能です」と鹿崎
氏は述べる。
見積原価から標準原価、目標原価、実際原
価までを同じメッシュで管理でき、より精度
の高い原価データを経営層が迅速に把握
可能になった。
これにより、様々な可能性が広がる。「例え
ば、予算編成と原価管理を連動させること
で、グローバル生産における原価の比較管
理、競争力の高い売価設定、継続的かつ適
切な原価低減活動、製品別損益のタイム
リーな把握などに活かすことができ、正し
いデータに基づく的確な経営判断が可能に
なります」と政岡氏は語る。
原価企画から、原価維持、低減といったコ
ストマネジメントサイクルの一貫した管理に

加え、それを支えるための生産現場におけ
る実績情報の把握を実現。これにより、も
のづくりの原点ともいえる原価データを「観
える化」することができた。また、紙ベース
からハンディターミナルによる自動入力へ
移行したことで、現場作業の負荷軽減と
データの正確性が向上。ペーパーレス化の
促進にもつながっている。

設計変更も加味した原価管理に向け、
継続的な業務改革を推進
同社では、全社で原価構造を把握できるメ
リットを経営管理に活かし、競争力の源泉
となる「世界で勝つ原価」の実現を目指して
いる。そのためには継続的な業務改革が不
可欠だ。「次なるステップとして、3D-CAD
をはじめとする「設計・開発部門のIT化」を
推進し、設計から製造まで一発良品化と仕
事のスピードアップを可能にします」と政岡
氏は話す。
同社は全社一体となった取り組みでグロー
バル競争力の強化を推進。さらなる成長に
向け、力強い歩みを始めている。

株式会社エクセディ

本社：大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号
設立：1950年7月
資本金：82億8400万円
売上高：2019億円（連結、2012年3月期）
事業内容：マニュアルクラッチ(手動変速装置用製品)や
トルクコンバータ(自動変速装置用製品)、その他、建
設・産業機械用製品、 二輪車用クラッチなどを世界
19ヵ国にあるエクセディグループ38社で生産・販売
http://www.exedy.com/

日本電気株式会社

第一製造業ソリューション事業部
東京都港区芝五丁目7番1号
URL：http://jpn.nec.com/manufacture/jibuhin/
E-mail：jirei1209@jibuhin.jp.nec.com

お問い合わせ先

株式会社エクセディ
グローバル戦略本部

副本部長

鹿崎 良裕氏

株式会社エクセディ
取締役 専務執行役員

グローバル戦略本部 本部長

政岡 久泰氏

株式会社エクセディ
グローバル戦略本部
情報システム部 部長

吉野 秀樹氏

「世界で勝つ原価」の実現に向け基幹システムを刷新 
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顧客企業との共同検証を前提に
センターを活用することの意義
2011年の「R&Dセンター」に続き、今回新
た に 設 立 さ れ た「先 端 技 術 セ ン タ ー

（Advanced Technology Center）」。顧
客との共同プロジェクトルームやセミナー
ルーム、打ち合わせスペースなどが設けら
れ、より顧客サイドに立った実践的な技術
検証やコラボレーションを意識した造りが
特長だ。R&Dセンター ITイノベーション
室 室長の岡部伊隆氏は、「R&Dセンター発
足以降の約1年、センター内を中心に研究
活動を続けてきましたが、今後はビジネス
現場のスタッフも巻き込みながら、実践的
なソリューションをお客様に提供していく
予定です」と語る。今回の先端技術セン
ターの新設も、さらなる前進への施策の1
つといえる。
こうした新しい展開において、MKIが現在
もっとも力を注いでいるのが顧客との共同
検証だ。「現在は、SAPが推奨するインメ
モリーコンピューティング製品のHANAを
使った小売業向けの需要予測サービスを
中心に、さまざまな活動を行っています」
と、ビジネスソリューション事業本部 クラ
ウドビジネス推進部 部長の松島健太郎氏
は語る。

「HANAというと一般に『高速・大量処理』と
いうパワーそのものに注目が集まりがちで
すが、当社ではあくまでお客様のビジネス
ニーズにどうフィットさせるかという視点で

検証を進めています」
この需要予測の共同検証プロジェクトで検
証されたHANAのデータ処理パワーは、
目覚ましい効果を発揮している。ビジネス
ソリューション事業本部 技術推進部 技術
企画整備室の大内一範氏は、「ある検証事
例では、大量のデータを需要予測のロ
ジックで処理する際に結果が出るまで1週
間かかっていたのが、HANAによって数時
間に短縮されました。こうした例からも、
HANAを使った需要予測の共同検証でお
誘いすると、かなりのお客様が意欲を示さ
れます」と明かす。

顧客のビジネスに最適化された
ソリューションの探求
MKIが共同検証を重視する最大の目的は、

同社がスローガンに掲げる「ICTトータルマ
ネジメントパートナー」として、より顧客のビ
ジネスの実態やニーズに即したソリュー
ションを提供する、いわば基礎体力を養う
点にあると松島氏は強調する。

「私たちも技術トレンドについては、日頃か
ら最先端の動きを把握していると自負して
います。しかしそれらを実際のビジネスの
現場に導入する場合、どういう組み合わせ
や使い方がベストマッチなのかは、実際に
お客様と一緒に考えることが不可欠です。
新しいソリューションの実力をフルに引き出
し、お客様に充分な投資対効果を実感いた
だく上で、共同検証はきわめて有効です」
また、新しい技術は不明な点やリスクも多
く、ユーザー企業単独ではなかなか試して
みる機会が得られない。それをR＆Dセン

三井情報株式会社

技術開発と顧客ニーズへの対応を両輪とした新たな価値創出を目指し、2011年4月に「R&Dセンター」を発足さ
せた三井情報株式会社（MKI）。2012年2月には、より実践的な技術検証やノウハウの提供の場として、東京の東
中野オフィスに「先端技術センター」を開設した。同社では現在、実績に裏付けられた技術力を基盤に、顧客との
共同検証を軸にしたさまざまなSAPソリューションの検証と、活用のためのノウハウ提供に力を注いでいる。

充実の研究・開発体制で
HANAを活用した需要予測サービスなど 
顧客との共同検証を推進

MKI先端技術センターのご紹介

CASE STUDY Partner Solutions

今回の需要予測検証を始めとするお客様との共同検証は
MKIの先端技術センター（東中野）にて実施しています。

統合ラボ 統合監視センター

プレゼンシアタープロジェクトルーム

先端技術センター

新たな価値創出

お客様 SAP

共同検証の拠点
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ターや先端技術センターという、最新設備
を擁するMKIがパートナーとなって検証を
進めることで、企業が最新の技術にチャ
レンジするハードルを下げる効果もあると
いう。
もちろん、新しければ何でもすぐに手がけ
るわけではない。MKIでは新しい技術や
ソリューションを顧客に勧める前に、徹底
的な社内検証を行っていると岡部氏は強
調する。

「たとえばHANAにしても、顧客との共同検
証の前にドイツへ社員を派遣して基礎検証
を実施し、その後日本国内での応用検証を
行いました。こうした姿勢は、他のソリュー
ションについても変わりません」
新しい技術シーズは貪欲なほどにすばや
くキャッチアップし、R&Dセンターが中心
となって検証を重ね、その上で「これなら」
と確証が得られたものを顧客の課題解決
に活かしていくのがMKIの基本方針となっ
ている。

顧客との検証で得た課題やニーズを
研究開発にフィードバック
MKIでは、早くも共同検証の成果をベース
に、研究開発サイクルが構築されつつある
のを実感している。

「あるお客様と共同検証を進めるなかで、
こんなことができるなら需要予測の周辺の
機能にも接続したいとか、こうするとより便
利ではといったご意見をいただいて、それ
を機能追加してさらに検証を進めるといっ
た例もありました。こうした声を聞けるの
も、お客様と一緒に取り組む場があってこ
そだと、改めて共同検証の効果を実感して

います」（松島氏）
共同検証プロジェクトで得た成果をサービ
ス化し、他のプロジェクトにも展開する。
さらにそこで改良を加えて、最初のお客様
にグレードアップして戻すといった相乗効
果も期待できる。共同検証から吸い上げ
た課題や気づきが新たな研究開発のシー
ズとなり、その成果が何倍にもなってお客
様に還元されるPDCAサイクルが確立され
つつある。
SAPソリューションには、まだ日本でリリー
スされていない製品もあるが、MKIではそ
うした製品についても、海外現地法人を持
つお客様と共同で検証を実施している。

「当社は三井物産グループというバックグ
ラウンドを活かして、これまでも海外を視
野に入れたソリューションの研究を進めて
きました。SAPの新しいソリューションに
ついても、グローバル展開をされているお
客様の支援を積極的に行い、その成果を蓄
積することで、製品が日本にリリースされた
際に、いち早くソリューションを提供できる
ようにしたいと考えています」（松島氏）

顧客のビジネスに貢献する
より多彩で新しいソリューション
MKIは今後の展開の1つとして、「予測」を
キーワードに、HANAによる分析を多様な
分野に広げていきたいと考えている。今取
り組んでいる小売業界にとどまらず、他の
さまざまな業界に向けて、ビッグデータを
使って先をどう予測するかを、分析モデル
を使って取り組んでいく予定だ。
その他にも、SAPを支える基盤をいかに効
率的かつ柔軟に使えるようにするか。たと

えば仮想開発環境の効率的な運用を支援
するLandscape Virtualization Manager

（LVM）などを、お客様の日常のビジネスの
中でどう活用できるかを共同検証していき
たいという。
もちろんR&Dセンターなどの研究開発
チームも随時強化されている。

「HANAだけを見ても、Predictive Algo-
rithm Library（PAL）の実装など日々機能
の拡張が行われています。また新しい製品
や買収されたソリューションも、どんどん
SAPのソリューションに取り込まれていま
す。それらをR&Dセンターでいち早く検証
して、お客様に役立つものを積極的にご紹
介していきます」（岡部氏）

「私たちはすでにかなりの技術シーズを社
内に擁しています。しかしやはり大事なの
は、それらをいかにお客様のビジネスの中
で活かせるかを探ることです。それをお客
様との共同検証を通じて、課題解決だけで
なく新しい価値創造につなげていけたら
と考えています」と意気込みを語る松島氏。
顧客と共に未来のビジネスを拓くMKIの
取り組みは、顧客との共同検証という新た
な場を得て、さらに明日へ向け拡がりつつ
ある。

三井情報株式会社
R&Dセンター 

ITイノベーション室 室長

三井情報株式会社

本社：東京都港区
創業：1991年6月
事業概要：コンピュータおよび情報通信システム
に関する調査/研究/コンサルティング/企画/設
計/開発/製造/販売/運用/保守ならびにデータ
センターサービスの提供、付加価値通信サービ
スの提供など
http://www.mki.co.jp/

岡部 伊隆氏

三井情報株式会社
ビジネスソリューション事業本部 

クラウドビジネス推進部 部長

松島 健太郎氏

三井情報株式会社
ビジネスソリューション事業本部 

技術推進部 技術企画整備室

大内 一範氏

〒105-6215 東京都港区愛宕2-5-1　
愛宕グリーンヒルズMORIタワー　
TEL：03-6376-1123
URL：http://www.mki.co.jp/

三井情報株式会社

お問い合わせ先

HANAを活用した需要予測サービスなど 顧客との共同検証を推進
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業務の標準化と企業の強みを
両立するSAP ERPのコンセプト

1972年にドイツで産声を上げ、今年で創業
40周年を迎えたSAP。この間、25業種以
上のビジネスプロセスをベースに設計され
た「ベストプラクティス」によって、多くの顧客
の企業価値向上に貢献してきたSAPは現
在、グローバルで10万社以上の顧客を擁
し、SAPといえばERP、ERPといえばSAP
といわれるほどの知名度とシェアを獲得す
るに至っている。
SAPジャパン バイスプレジデント ソリュー
ション統括本部 本部長を務める脇阪順雄
氏は「まず1990年代のSAP ERPを第一世
代とするならば、そのコンセプトの核は、
パッケージを使って徹底した業務の標準化
を支援することにありました」と振り返る。
いずれの業種にも共通したビジネスの基本
である、受注、出荷、売上計上、請求、入金
までのプロセスを標準化しておけば、精度
の高い構造化されたデータが継続的に蓄
積され、このデータを元にPDCAサイクルを
回していくことで、ビジネスを限りなく効率
化することができる。しかし、こうした業務
の標準化には、どうしても外せないいくつか
の要件もあった。その1つが、アドオン開発

の抑制である。パッケージを使った業務の
標準化は大きな成果をもたらす一方、Fit＆
Gapで明らかなるこのGapの部分にこそ、
企業の強みがあることも事実。そこで、標準
化の価値を踏襲しながらも、こうした企業
の強みをSAP ERP上で実現することを目的
に提唱されたのが、第二世代のSOA（Ser-
vice Oriented Architecture）技術を活用
したBPP(Business Process Platform)
の概念だ。
2000年代に登場した第二世代のSAP
ERPは、それまでベストプラクティスとして提
供されてきた機能をコンポーネント化するこ
とによって、それらを組み合わせた新たなビ
ジネスプロセスの構築を可能とした。

「BPPのメリットは、SAP以外のあらゆる周辺
システムの情報を含めて、新しいビジネスプロ
セスを実行した結果が、正しいデータセットと
してERPに蓄積されていく点にある。この考
え方は、第一世代から変わらず、その意味で
BPPはビジネスプラットフォームを構成する標
準化要素の1つといえます」（脇阪氏）

アナリティクスソリューションによる
データの価値最大化

一方、ERPの運用と切り離せない領域とし
てアナリティクスがある。ERPに蓄積され

るデータの分析活用のニーズに対し、第一
世 代 で は 標 準 の 分 析 基 盤 として SAP
NetWeaver Business Warehouse（SAP
NetWeaver BW）を用意し、SAP ERPの
データ構造をデータキューブとして取り出
し、専用のユーザーインターフェースで閲覧
できる仕組みを提供してきた。
しかし、ビジネスの複雑化、グローバル化の
進展に伴い、情報の分析活用に対するニー
ズは加速度的に高まっていく。そこで、第二
世代の基盤として採用されたのがSAP
BusinessObjectsだ。
経営上の問題点をいち早くキャッチするた
めには、ダッシュボードのようなツールが必
要となる。例えば、売上の下落原因を突き
止めたい場合、データに基づく仮説を立て
て検証するが、今までのSAP NetWeaver
BWだけでは、その仮説検証を行うための
フレキシビリティは確保できなかった。し
かし、2007年に傘下に収めたBusiness
Objectsのソリューションを使えば、仮説か
ら検証のプロセスまでが実行でき、レポー
ト作成も簡単だ。

「このBusiness Objects社の買収は、高度
な分析ニーズに対応し、SAPが目指すリア
ルタイムビジネスを実現するためのもので
あることを意味しています」（脇阪氏）

エンタープライズソリューションのトップベンダーとして、常に進化を続けるSAP。近年はERPに代表され
るApplicationだけでなく、AnalyticsとMobileの分野においても業界トップのシェアを獲得し、特にBA

（ビジネスアナリティクス）の分野を牽引するSAP HANAは、ユーザー企業に新たなエクスペリエンスをも
たらす基盤として大きな期待を集めている。このほかDB&TechnologyとCloudの分野での積極的なア
プローチを仕掛けるなど、2015年までに10億人のユーザー獲得を目指すSAPが2012年の重点領域とし
て掲げるのが、「Application」「Analytics」「Database＆Technology」「Mobile」「Cloud」の“5 pillars

（ファイブピラーズ）”による成長戦略だ。あらゆる領域におけるリアルタイム化を推進する5pillarsは、ユー
ザーにどのようなメリットをもたらすのであろうか。

ユーザー企業のエクスペリエンスを高める
SAPの5つのフォーカス

■ SAPが目指す2020年へのビジョン
SAP STRATEGY ROADMAP
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SAP HANAが具現化する
リアルタイムビジネスの概念

このようにアプリケーションとアナリティク
スをコア技術として進化を遂げてきたSAP
が、今なぜデータベースに挑むのか。その
答えも、まさにこのリアルタイムビジネスの
実現にある。インメモリーデータベース
SAP HANAは、その１つの集大成ともいえ
る第三世代のプラットフォームだ。
複数の分析軸を使ったトランザクション
データの分析に数時間も要する従来型の
データベースに対し、億単位のトランザク
ションデータを数秒で分析するインメモ
リーデータベースSAP HANAは革新的な
分析基盤である。ERPのトランザクション
データもSAP HANAで共有すれば、SAP
BusinessObjectsを通じてすべての情報が
見られるようになり、権限さえあれば誰で
も自由に情報分析ができる。つまり、第一
世代のSAP ERPからSAPが目標に掲げて
きたリアルタイムの概念が、ようやく実現の
段階を迎えようとしているのだ。

人のリアルタイム化を追求する
モバイルプラットフォームの提供

さらに、人の介在するビジネスプロセスと
コンピュータの世界をより近づけるために
SAPが注力しているのが、モバイルソリュー
ションだ。
営業社員の本来の仕事は、顧客に価値や
サービスを提供しながら、契約を獲得する
ことにある。しかし現実は、受注情報の入力
や請求管理などの雑事に追われ、有用な顧
客情報の共有もできていないケースが多
い。これらの課題をクリアするためには、い
つでもどこでも情報入力ができるiPhoneや
iPadのようなモバイル機器によって営業社
員の負担を軽減するとともに、リアルな情報
共有によって新たな付加価値を生み出すこ
とが重要だ。実際、セールス担当の契約社

員が自身の裁量で在庫を確保し、受注量に
応じて納品していたアメリカの化粧品メー
カーでは、モバイルアプリケーションによる
管理を徹底したところ、営業効率が向上し
たうえに、本社で正確な在庫量、訪問頻度、
顧客の購買動向などがリアルタイムで把握
できるようになったという。
SAPでは、こうしたニーズに対するソリュー
ションとして、モバイル機器向け開発プラッ
トフォーム「Sybase Unwired Platform」の
ほか、モバイル機器管理ソフトとして「SAP
Afaria」を提供するなど、包括的なモバイル
プラットフォームの構築に注力している。

企業競争力の鍵となる
クラウドデータの活用も支援

5pillarsの最後にも掲げられているクラウ
ド戦略においては、SAPはSaaSにとどま
らず、PaaSやIaaSまで、幅広くユーザーの
ニーズに応えていく考えだ。SaaSアプリ
ケ ー ション で は 、コラ ボ ツ ール「SAP
StreamWork」のほか、2011年12月に買収
したSuccessFactors社のタレントマネジ
メントツール「SuccessFactors」を軸とした
展開を予定している。その背景には、世界
最大級のユーザーを持つSuccessFactors
を通じて、大規模ユーザーをクラウド上で管
理するためのビジネスモデルやフレーム

ワークの知見を吸収していく狙いがある。
低コストで高いサービスレベルを維持する
ノウハウを学ぶ意味でも、SuccessFac-
tors社の買収はSAPに大きなメリットをも
たらすに違いない。
また、SAP HANAを基盤とする第三世代の
SAP ERPでは、クラウド上のビッグデータ活
用が鍵となる。その先駆けとして、SAPはす
でにソーシャルメディアなどのデータをリアル
タイムに分析するソリューション「SAP Social
Media Analytics by NetBase」を提供して
いる。SAP Social Media Analytics by
NetBaseは、TwitterやFacebookなどを代
表とする海外1億5,000万を超えるソーシャル
メディアサイト（国内独自は86,900）の情報を
分析することで、自社の製品やサービスが
エンドユーザーにどのように評価されているか
を即座に把握することができる。他システム
との連携を意識したデータの二次活用には、
SAP HANAだけではなく、用途や目的に合
わせてSybase IQを提供することも可能だ。
最後に5つのフォーカスを総括して、脇阪
氏は「SAPが掲げる“5 pillars”とそれを具現
化するソリューションの込められたメッセー
ジは、第一世代から一貫して変わらないも
のです。SAPはこれからも、いまだかつて
ないユーザーエクスペリエンスを体感してい
ただきながら、新たな未来を創出していき
ます」と語った。

ユーザー企業のエクスペリエンスを高めるSAPの5つのフォーカス

●人の行動とITの融合
●リアルリアルタイム環境による
　リアルタイム経営のサポート

●ユニークで価値の大きい
　プロセスへの適応力
●さらなるデータ活用

SOA/Business Process Platform

Business AnalyticsBW Business Analytics

In-Memory / HANA

SOA/Business Process Platform

●ベストプラクティスの実現
●企業の可視化
●グローバルへの適応

第一世代ERP

SCM CRM PLM SRM SCM CRM PLM SRM SCM CRM PLM SRM

第二世代ERP 第三世代ERP

ERP

多くのお客様の
ベストベストプラクティス

すべてのデータが
正規化されて蓄積

ERP

多くのお客様の
ベストベストプラクティス

すべてのデータが
正規化されて蓄積

ERP

多くのお客様の
ベストベストプラクティス

すべてのデータが
正規化されて蓄積
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知識集約型経済における最大の資産は、人材
です。テクノロジー依存型のビジネス環境を
動かしているのは、基幹システムです。今日の
ビジネスにおいて、企業間の差は従業員の
パフォーマンスによって生じるものだと言え
ます。基幹システムの効率性と人材の潜在
能力を結集し、投資から最大限の効果を引
き出すにはどうすればよいのでしょうか。

ビジネスプロセスの変化への対応
基幹システムに投資する目的は、ビジネスを
変革し、効率を向上させ、顧客満足度を高
め、利益を出しながら成長することです。従業
員が基幹システムを効果的に利用し、ビジネ
スプロセスの変化に合わせて仕事のやり方を
調整するためには、継続的な支援が必要と
なります。uPerformは、従業員が「必要な時
に、必要な情報を」すぐに入手できるプラット
フォームを提供し、変化に伴う新しい知識の

習得、変化への対応力強化を支援します。

ビジネスプロセスと各地域のニーズ
企業は、各地域のビジネスニーズに対応し
ながらビジネスプロセスの統一化を実現す
ることを目指しています。国内拠点または海
外拠点において、どこでも同じ方法で行われ
る業務もあれば、拠点、グループ、役割に
よってやり方が異なる業務もあります。従業
員は、各自の役割、言語、業務に固有の情報
を必要としており、31カ国語に対応している
uPerformを使用することにより、様々な言
語の教育コンテンツを作成でき、教育コン
テンツの体系化、アクセス権の設定によって、
これらのニーズに対応することができます。

教育コンテンツの統一化と一元管理
従業員へ提供される教育コンテンツを国内・
海外各拠点が異なる形式や方法で作成・管

理することは、管理工数
を大幅に増やし複雑化
する要因となります。
uPerformは、柔軟な
テンプレート設定により、
企業独自の統一化され
たテンプレートを作成で
き、各拠点の作成者はこ
のテンプレートを使用す
ることで統一化した教育
コンテンツを作成するこ
とができます。

また、uPerformのプラットフォームでは、
ファイル保存だけでなく、バージョンや所有
者の情報も管理でき、承認者による承認を
経て従業員へ配信されるワークフローも構
築可能となります。プラットフォームによる一
元管理は、管理工数の削減、更新プロセス
の構築を実現します。

分散している知識の集約
各従業員の持つ有用な知識は、新たな人
材・アイデア・ビジネスチャンスにより、日々
変わり続けています。地理的に分散し集合
教育の実現が難しい状況下で、一定レベル
の従業員教育を行い、異なる世代、文化、
地域の間で知識の交換を行うには、各従業
員が共有できるようなコラボレーションの
手段が有効です。uPerformのプラット
フォーム上で、ディスカッションボードを使
用し各従業員間で意見交換を行うことによ
り、教育コンテンツのみならず従業員の持
つ知識も一元管理することができます。こ
れらは結果として、従業員の知識を深め、
効率性と生産性を向上させます。

ANCILE uPerform™（ユーパフォーム。以下、uPerform）は、大規模から小規模の企業に
至るまで、基幹システムの新規導入またはアップグレードに伴い必要となる教育コンテンツ

（操作マニュアル、シミュレーション、Eラーニングコース）を、効率良く作成し、従業員に配
信、プラットフォーム上で一元管理できるオーサリング・コンテンツ管理ツールです。 31カ国
語に対応し、グローバル環境においても柔軟に対応できるプラットフォームを実現します。

従業員のパフォーマンス向上と
チームの成功を可能にする包括的なサポートツール
基幹システムの教育コンテンツを効率的に作成し効果的に配信

アンサイリ・ソリューションズ合同会社

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-6-3 日比谷頴川ビル11F      
TEL：03-3591-2618   FAX：03-3591-2665 　
URL：http://www.ancile.co.jp   
E-mail：info-japan@ancile.com     

アンサイリ・ソリューションズ合同会社

お問い合わせ先

uPerformによる教育コンテンツ管理サイクル

エンドユーザー
業務エキスパート

フィードバック

活用

配信

作成
作成者

・コンテンツ活用
・コンテンツ検索
・オンラインヘルプ表示・コンテンツ更新依頼

・コンテンツ作成、変更
・コンテンツ配信
・コンテンツ
 ライブラリ整理

承認者
・コンテンツレビュー、
 承認
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入会のご案内

JSUGの概要
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）：53社
JSUGNET登録者：5,317名（以上、2012年9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、
テクニカル系活動3、地域別活動3

入会申込書

FAX
:0

3
-5

5
7
5
-7

4
9
2

JSUG FAX:03-5575-7492

入会方法

お問い合わせ

入会申込書をご記入の上、FAXまたは電子メールで
お送りいただくか、JSUGホームページ（JSUGNET）
よりオンラインでもお申込みいただけます。
JSUGNET：http://www.jsug.org/

ジャパンSAPユーザーグループ
東京都港区赤坂4丁目3-15 FSK赤坂ビル3F
E-mail：info@jsug.org
TEL：03-3588-0485  FAX：03-5575-7492
運営時間：平日 10:00-18:00

ふりがな

お名前

会社名
（部署名）

E-Mail

電話番号

ご住所

会員区分

SAP製品の
ユーザー

コメント

@
（　　　　　　　　）              　　　　　-

（〒　　　　　　　　　　　　）              　
都道
府県

□ SAP製品のユーザーである　　　　□ SAP製品のユーザーではない

□ 法人会員　　　　　□ 賛助会員　　　　　 □ 個人会員

市区
町村

JSU
G

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。 http://www.jsug.org/

FAXでお申し込みいただく場合は、お手数ですが送信後、info@jsug.orgまでご一報ください。！ ご記入いただいた情報は、JSUGからの各種ご案内（イベント、セミナー）に使用させていただく場合がございます。

>>>

2012年度 JSUGサポータープログラム

JSUG会員資格
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
個人会員：本会の目的に賛同した個人
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   個人会員：30,000円

協賛企業一覧

株式会社アイ・ティ・フロンティア
アンサイリ・ソリューションズ合同会社
コベルコシステム株式会社

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

●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

●NETサポーター

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
ウィプロ・リミテッド
SCSK株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
日本アイ・ビー・エム株式会社

日本電気株式会社
株式会社日立製作所
富士通株式会社
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


