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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。今年で設立１５周年を迎えるJSUGは、現在会員企
業数450社、5000名の会員の皆様の参加により、世界でも有数の
ユーザ会へと成長しました。

今SAPは、ユーザ企業と戦略を共有し、学んでいきながら前進して
いこうとしています。その製品戦略は、現在我々が置かれている経
営環境を理解した上で、現状の安定性、堅牢性を維持継続しつつ
も、未来に向かっているダイナミックなイノベーションの必要性を感
じています。ユーザ企業の既存の投資を守りつつ、新技術への移行
をすすめるという困難な仕事にユーザと共に立ち向かおうとしてい
るのです。

『SAPをもっと知る』こと、『我々の考えを正しく伝える』こと、そして
『継続』、といった、なかば当たり前のことの重要性を、改めて感じて
います。

科学的な興味をもって勉強と実験を繰り返すこと。そしてユーザ自
身が置かれた環境や課題、将来ビジョンを明確にフィードバックし
続けること。こういった対話や協働を継続的に重ねていくことが、ひ
とつひとつの成果を生むことに繋がり、SAPとユーザ間の相互信頼
の基盤を揺るぎないものにしていくことができると考えます。今後
共、会員企業の方々の尚一層の参画を得て、ユーザ企業にとって実
りある運営をしていきたいと考えています。引き続きどうぞ宜しく
お願い申し上げます。



4 Vol.3

学びのプロセスの共有から
生まれる新たな可能性

—— JSUGの新会長に就任されてから、す
でに半年以上が経過しました。JSUGの活
動にはどのような可能性を見出されていま
すか。

この10年間の技術革新による変化には、非
常に大きなものがあります。JSUGは今年
で設立15周年という節目を迎えましたが、
私はむしろIT利活用の節目、アプリケー
ションやプラットフォームが大きく変わろう
としている時期だと捉えています。こうした
中で、私たちがどのように行動すべきかを
考えたとき、そこにJSUGの可能性が見えて
きます。
厳しい経営環境の中で、私たちユーザーは
これまで以上に自ら考え、主体的に行動す
る姿勢が強く求められるようになっていま
す。しかし、SAPソリューションのような大

規模なシステムは、ユーザーが単独で知識
を収集し、すべてを判断することが難しい
面があります。この点、ユーザー会というボ
ランタリーな活動を通じた情報共有によっ
て、IT利活用の新たな可能性が生まれます。
ここで何よりも重要なのは、ユーザー間の

“コンセンサス”とそれを支える“信頼関係”
です。もちろん、部分的な意見の相違、コン
フリクトは発生しますが、こうした点は対話
と協調で解消しながら、皆が同じ言葉で語
り、1つの事象を同じものとして見られる環
境を作ることが大切です。
前任の安永氏が取り組んでこられた実証実
験などは、まさにその活動です。事実を積
み上げることで、違うと思っていたことが同
じだと気づく。この理念を継承して、本年度
は昨年度よりも少し大きなスケールで取り
組んでいこうと考えています。

—— IT革新が節目を迎えたことで、ユー
ザーの意識にはどのような変化が生まれて
いますか。

私が大きな変化だと感じているのは、「い
ままで通りではなく、少し違うこともやって
みるべきではないか」といった考え方が根
付き始めていることです。これまでの努力
の延長線上で、すべてを解決できる状況で
はなくなっていることに、皆が気づき始めて
います。結果として、多くのメンバーが実験
的な取り組みに積極的に参加してくれるよ
うになる。これからは、さまざまな変化を
自分たちの中で日常化していくことが必要
だと思います。
また、JSUGの活動においては、純粋にIT
やSAPのテクノロジーに関する科学的興味
で話すことが重要です。政治や経済の問題
を抜きにして、皆が本当に思っていることを
さらけ出すことにJSUGのコミュニティーと
しての価値があります。そのためにも、私は
今後の活動の大テーマは“勉強と実験”の継
続に尽きると考えています。勉強とは、
SAPのことをもっと深く知ること。今年度
からSAPPHIREやTechEdなどのイベント
にJSUGとして参加するようにしたのは、こ

2011年度で設立15周年を迎えたジャパンSAPユーザーグルー
プ（JSUG）。ユーザー会としては米国、ドイツに次ぐレベルにまで
成長し、ますます活発な活動を展開するJSUG は、11月に開催さ
れるJSUG Conferenceのテーマとして“いままでとちがうやり
方で新しい価値を生む”を掲げている。クラウド、インメモリーな
ど新たな技術が台頭する中、JSUGは今後、どのようなコミュニ
ティーの在り方を目指していくのか。今年3月にJSUG会長に就
任した中島透氏に抱負を語っていただいた。

ユーザーの主体的なコンセンサスと
自己責任が、新たな成長を生み出す

■JSUGトップインタビュー
SPECIAL FEATURE

中島 透氏

ジャパンSAPユーザーグループ（JSUG）会長
三井物産株式会社 IT推進部 部長
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うした取り組みの一環です。
一方、新しいソリューションに対しては、
ユーザーの視点で評価するための実験が必
要です。それも1社だけではなく、部会単位
で実施するなど、必ず数社が参加するよう
にする。特にSAPはテクノロジー・カンパ
ニーであるだけに、テクノロジー・ドリブン
で一度考えてみることで、新しいアイデア
が生まれてくるはずです。

—— 実験というのは、具体的にどのような
環境で行われているのでしょうか。

このところ普及が進んでいるクラウド・コン
ピューティングの技術を使い、バーチャルで
提供することで、多くのユーザーと新しい実
験環境を共有することができます。すでに
SAP Solution Manager、SAP HANAな
どを搭載した環境を用意しており、今後も
順次整備していく計画です。これまでも
JSUGでは、さまざまな技術検証の場を提
供し、結果を共有してきましたが、今年度は
さらに踏み込み、プロセスから共有してい
くようにしました。新しいソリューションが
どう動作するかという結果だけではなく、
どういう目的で何をどう動かし、結果がど
うなったかまで共有できる場づくりを心掛
けています。
こうした実験には、SAPが世界中からサ
ポート要員を集めてくれるほか、パートナー
企業も参画してくれています。クラウドなど
の新技術によってスピード感が増している
こともあり、ユーザー側の意思があれば、
ハードルはかなり低くなっています。
また、実験は単なる実験で終わるのではな
く、ここでの成果は導入事例として、ユー
ザーのビジネスの中でぜひ活かされてほし
いと思います。実験の役割は0を1にするこ
とです。この成果は、ユーザー企業のビジ
ネスモデルやプロセスモデルの中で、100
にも1,000にもなる大きな可能性を秘めて
います。

ユーザーの役割を理解し
自己責任を果たす

—— JSUGのインフルエンス活動について
お聞かせください。今後はどのようなス
タンスで、ユーザーの声をSAPに届けてい
くお考えですか。

SAPに対するインフルエンス活動の基本
は、ユーザーのニーズを正しく吸い上げ、伝
えていくことにあります。ただし、ITのスト
ラクチャが大きく変化している現状におい
ては、いろいろな意見を言わなければなら
ない場面があるはずです。注意しなければ
ならないのは、間違った意見を伝え続ける
と、相手も間違って理解してしまうことで
す。ユーザーとして建設的な意見、グループ
全体が発展するための意見を伝える力を身
につけることも、これからの課題だと思い
ます。世界中が納得できる正しい意見は必
ず受け入れられる。そこがJSUGに期待さ
れている大きな役割です。

——ユーザー主導の取り組みを強く志向さ
れているように感じます。

ユーザー主導というと少し大げさですが、
自分たちのことはユーザー自身が主体的に
決めるのが本来の姿です。ただし、ユー
ザー、パートナー、SAPにはそれぞれ役割
がありますから、その中で自分たちの役割
はきちんと果たしていこうということです。
たとえば、ユーザーには発注責任というも
のがあります。パートナーに求めるITサー
ビスの要件を定義し、お互いの責任の範囲
も明確にしなければならない。しかし、こ
うしたことをすべて一人で理解するのは難し
いので、ユーザー同士が一緒に勉強をす
る。勉強をすることで、パートナーとどう上
手く付き合っていくかというイメージも湧い
てきます。

—— 海外のユーザーグループとは、どのよ
うに連携していきますか。

海外のユーザーグループとの交流は非常に
重要だと考えています。大きな理由として
は、やはりJSUGもグローバルで通用する
ユーザー会に成長していかなければならな
い。そのためにも、日本の特殊性をこのま
まにしておいてはいけないと思います。特
殊性といっても大きなギャップではなく、微
妙な違いやマインドセットの部分ですが、
国を横断してそのギャップを補完できなけ
れば、SAPに対する国ごとの発言力を競う
状況になりかねません。
ビジネスのグローバル化が加速している現
状においては、ユーザーは日本の企業で
あっても、システムの利用者は米国やインド
が多いなど、クロスリージョンになっていま
す。各国基準とグローバル基準をどのよう
に組み合わせるかは、今後重要なポイント
となります。

—— 最後に、JSUGの今後の運営方針につ
いて、あらためてお聞かせください。

JSUGは決して圧力団体ではなく、SAPの
ソリューションに対する科学的興味で活動
を推進することが何よりも重要です。その
ためには、JSUGという組織とその活動
を、自分たちの力でコントロールする必要
があります。今年度からJSUGの活動を統
括する事務局長をユーザー側から輩出しま
したが、これは本来的な自己責任を果たす
ための環境整備です。ユーザー間のコン
センサスと信頼関係の中でさまざまな取
り組みを進めることで、パートナー、SAP
の成長も生まれる。そういうWin-Winの
関係を築けるコミュニティーの在り方を目
指していきます。

ユーザーの主体的なコンセンサスと自己責任が、新たな成長を生み出す
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ERP活用の黎明期に
69社の法人会員でスタート

ERP（統合基幹システム）が日本国内で注
目を集めるようになったのは、1990年代
の前半。メインフレームからオープンシス
テムへの移行期にあって、標準化されたビ
ジネスプロセスを実装し、それまで個別に
管理されてきた全社の業務を統合管理す
るERPの斬新なコンセプトは、幅広い業
種の企業から多くの期待を集めるもので
あった。
こうした中、日本におけるSAPユーザーの
集まりであるJSUG（Japan SAP Users'
Group）が1996年10月に誕生した。ERP
が一定の評価を得るようになり、日本国内
においても多くの企業が導入と活用に向け
て積極的に取り組み始めた時期だ。
初代会長に就任した山本正和氏（川崎重工
業株式会社、当時）の指揮のもと、69社の
法人会員でスタートしたJSUGが掲げた活
動目的は、エデュケーション/ネットワーク/
インフルエンスの3つ。会員同士の情報共
有、研鑽を通じて得た成果を、SAPの製品
戦略に反映していくこの理念は、設立から

15年を経た現在においても、変わることの
ない会員同士のコンセンサスとして生き続
けている。
しかし、その後の活動は試行錯誤の連続
だった。設立当初、真っ先に浮上したのは、
会員間のコミュニケーション基盤の脆弱さ
だった。この課題は99年8月に立ち上げた
情報共有のためのポータルサイト「JSUG-
NET」によって大幅に改善し、この年には
オンライン上でJSUG総会を開催している。
もう1つの大きな課題が、部会活動の拡充
である。ここでは世界に先駆けて活発な
ユーザー会活動を展開していたASUG

（Americas' SAP Users' Group）が貴重
な モ デ ル と なった 。98 年 度 の JSUG
Annual Reportでは、「米国ASUGと比べ
て、JSUGは組織的な取り組みでは未だ初
歩的な段階に止まっています。（中略）米国
ASUGでは部会、分科会の産業分野別編成
が急速に進んでいます。JSUGも医薬品部
会がすでに発足していますが、それ以外の
産業分野の編成はこれからの課題です」と
いう報告があり、現在につながる海外の
ユーザー会との交流活動は、こうした課題
認識から生まれたものだ。

徹底したユーザーの視点で
ERPの価値を高める

JSUGが2002年に発行した「－事例に学ぶ
－SAP R/3導入による企業の基幹システ
ムの刷新」を見直してみると、ERPの導入・
運用に関して、日本企業が直面するいくつ
かの共通課題がみえてくる。同書は、1990
年代半ばからSAP ERPを導入した、国内
の先行ユーザー26社による中間報告的な
内容としてまとめられているが、ここでは

「大企業を中心とした企業間の結びつきが
強く、そこでの取引が慣例化している」「価
格、納入などの取引条件が不明確なことが
多い」「人をベースに組織が作られる傾向が
ある」「ルールやシステムよりも、一部の有能
な社員に依存する傾向がある」などの課題
が明らかにされている。
それだけに、欧米にはない日本独自の商習
慣の中で、SAP ERPの価値をいかに高める
かについて、常にユーザー目線の議論が交わ
される部会活動は、JSUGの生命線といえ
る重要な役割を担ってきた。設立当初は医
薬品部会（当時はPharma部会）のみであっ
た産業別部会は、総合商社部会、自動車部

活発な部会活動、インフルエンス活動を通じてさまざまな成
果を生み出し、いまやグローバルでも有数のユーザー会に成
長したJSUGは、今年で設立15周年を迎えた。海外のユー
ザー会との交流がますます活性化する中、JSUGは今後、
SAPの製品戦略の中でどのような役割を担おうとしているの
か。15年の歩みを振り返りながら、今後を展望する。

インフルエンスの強化に向けた
会員企業の絆とコミュニケーション
—ユーザーの視点から生まれるSAP利活用の新たな可能性—

■JSUG 15年の歩み
SPECIAL ISSUE

▶SAPPHIRE ’07 MIYAZAKI SEAGAIAと
併催となった「2007 JSUG Conference」
のパネルディスカッション
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会、化繊部会(現在の素材産業部会)、電力部
会などを次 と々新設し、JSUG設立から約5
年の間で、現在の組織体制のベースとなる
産業別部会の編成が出来上がっている。
産業別部会の活動と並行して、JSUGはビ
ジネスアプリケーションの進化の中で生ま
れる新たなテーマについても、「機能別部
会」を通じて積極的な取り組みを進めてき
た。2005年に東京で開催されたSAP-
PHIREのセッションにおいて、第2代会長
の都築正行氏（三菱商事株式会社、当時）
は、次のような提言を行っている。

「SAP NetWeaverやESA（後のSOAの概
念）の導入で、SAPの運用は複雑さを増して
いる。従来、SAPのフィロソフィー、コンセプ
トは、その必然性、合理性が分かりやすかっ

たが、SAP NetWeaverなどの新しい戦略
は、フィロソフィーのさらなる強化なのか、変
更なのか、ユーザー間に戸惑いがある」
現在もテクニカル部会の分科会として活動
を続けるSOA研究WGやNetWeaver機能
研究WGは、まさにこうした課題に呼応して
活動が始まったものだ。
このほか、JSUGは法制度の変更やビジネ
スのグローバル化の中で生まれる課題につ
いても、早期の段階で課題認識のすり合わ
せを行い、具体的な取り組みを開始してい
る。いわゆる日本版SOX法で求められる内
部統制への対応や、近い将来、上場企業へ
の適用が予定されている国際財務報告基準

（IFRS）への対応などは、その一例である。
これら産業別部会、機能別部会での活動成

果は、2010年から始まったJSUG FOCUS
（合同部会）などの会合においても、広く会
員に向けて発表している。こうした部会横
断的な場を通じて、会員企業間の情報共
有、結束はさらに強化されている。

SAPにユーザーの声を届ける
インフルエンスの強化

2008年のSAP Enterprise Supportの発
表は、JSUGのインフルエンス活動の転換点
ともいえる大きな出来事だった。2015年ま
でに段階的に保守料率を22％に改定する
新たなサポートプログラムの発表は、リー
マン・ショックと時期が重なったこともあり、
JSUG内部でも激しい議論が交わされた。
当時の会長だった安永豊氏（日本郵船株式
会社）は、「最初は情報が少なく、新しいサ
ポートサービスの理解そのものが非常に困
難でした。金融危機とも時期的に重なり、
多くのユーザーから抵抗がありました」と
語っているが、この出来事はSAPに対する
インフルエンス活動を見直す大きなきっか
けとなった。
さまざま議論の末に達した結論は、JSUG
の役割は不満を煽ったり助長したりするこ
とではなく、建設的な議論の中でSAP
Enterprise Support の真の価値をユー
ザーの目線でしっかりと伝えていくという
ことだった。また、議論の中でSAP Enter-
prise Support の基盤となる SAP Solu-
tion Manager の導入準備が十分に整って
いないことが明らかになったことから、テ
クニカル部会内にSolution Manager研究
WGを立ち上げ、実際のビジネスプロセス
をベースとした実証実験を行うなどの取り
組みを開始している。
また、インフルエンス活動とも関連して、
2008年からはSAPの本社開発部門と世界
各国のユーザーによる協働開発プログラム

「Customer Engagement Initiative
（CEI）」が始まっている。CEIは、SAPがユー
ザーから直接フィードバックを得たいトピッ

インフルエンスの強化に向けた会員企業の絆とコミュニケーション

1996年
10月

JSUG（Japan SAP Users' Group）が法人会員69社で発足。
R/3 Technical部会、FI/CO部会、HR部会、Pharma部会の4部会編成で活動を開始。
初代会長は山本正和氏（川崎重工業株式会社、当時）。

1997年 生産管理部会を新設。
※法人会員企業が100社を超える。

1998年 関西フォーラム（現・西日本フォーラム）を新設。
旧生産管理部会をLogistics部会に名称変更。

1999年 総合商社部会を新設。
旧Pharma部会が医薬品部会に名称変更。

2001年 自動車部会、Security/International Control部会（現・セキュリティ部会）、中部フォーラムを新設。
※法人会員企業が200社を超える。

2002年 化繊部会、電力部会を新設。

2003年 都築正行氏（三菱商事株式会社、当時）が第二代会長に就任。
食品部会、運用部会、九州フォーラムを新設。

2005年 北陸フォーラム、設備保全部会、Global Implementation部会を新設。

2006年 調達部会、J-SOX部会を新設。

2007年 旧化繊部会が素材産業部会に名称変更。
※法人会員企業が300社を超える。

2008年

安永豊氏（日本郵船株式会社）が第三代会長に就任。
CRM部会、銀行部会を新設。
旧運用部会がテクニカル部会に、旧HR部会が人事部会に名称変更。
Leaders Exchange（IT部門リーダー向けラウンドテーブル）を初開催。

2009年 J-SOX部会が内部統制・コンプライアンス部会に名称変更。

2010年
BI部会を新設。
JSUG FOCUS（部会の合同大会）を初開催。
SUGEN分科会をホスト国として日本で初開催。

2011年
中島透氏（三井物産株式会社）が第四代会長に就任。
JSUG事務局長を会員企業から輩出。
※法人会員企業が400社を超える。

JSUGの部会活動の歩み（抜粋）
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インフルエンス活動の強化に向けた会員企業の絆とコミュニケーション

クについて、協働で調査し、開発の妥当性
を見極めるものだ。JSUGも2010年から
このプログラムに参加し、SAPの製品戦略
におけるユーザーのインフルエンスを高め
るための積極的な情報発信を行っている。

活性化するユーザーネットワークと
高まる存在意義

SAPを深く知ることによる新たな可能性の
追求というJSUGの姿勢は、2011年3月に
第4代会長に就任した中島透氏（三井物産
株式会社）の掲げる「勉強と実験」というポリ
シーにも受け継がれている。現在、クラウド

上で共有されているSAP Solution Man-
ager、SAP HANAなどの検証環境は、パー
トナー企業の参画によって実現したものであ
り、今後はパートナー企業との協業による実
証実験の機会はさらに増えるはずだ。
パートナー企業との関係については、SAP
側も協業の強化を進めており、パートナー・
サミット・デーなどのイベントを通じて、
ユーザー企業の企業価値向上を目指したプ
ラチナスポンサー・パートナーとの直接対
話を開始している。JSUGもユーザーとして
の独立した立場を維持しながら、こうした
対話に参加し、三者間の信頼関係を高めて
いくつもりだ。

また、海外のユーザーグループとの交流を
深める活動も継続している。すでに2011年
度においては、SAPPHIREやTechEdなど
のイベントにJSUGとして初めて参加するな
ど、新たな試みが行われている。隣国の中
国では、2011年７月に新たなSAPユー
ザー会であるChina SAP User Group

（CSUA）が発足するなど、SUGENを中心と
したユーザー会の活動は世界レベルで高
まっている。JSUGにお いても、今 年 の
JSUG Conferenceのテーマにもある「チー
ム日本」を合言葉に、SAPに対するインフル
エンスを高め、「新たな価値」を生み出すた
めの活動をさらに強化していく考えだ。

■JSUG 15年の歩み
SPECIAL ISSUE

設立15周年の節目を迎えた2011年度も、JSUGは昨年に引き
続き活発な活動を展開しています。なかでも、すべての会員企
業の大きな関心事となったのは、3月11日に発生した東日本大
震災後のIT利活用の在り方の見直しと、この経験を今後どのよ
うに活かしていくのかというテーマでした。
JSUGでは、6月3日に開催した「JSUG 3rd Focus」において、
SAPおよび、日本の社会インフラを担う立場でありながら自ら
も被災した企業3社（株式会社日立製作所、富士通株式会社、
KDDI株式会社）を招いて、「復旧から復興へ～ITの役割の変化
～」と題したパネルディスカッションを実施しました。登壇した
4社からは、自社が実践している事業継続対策の取り組みや、
被災後どのようにして業務を復旧させたかについての生々しい
体験談が語られ、続くディスカッションでは、日本全体が1つの
サプライチェーンと化すなか、一企業単独で震災対策を考える
のではなく、業種を越えて日本全体で協力しあいながら、さま

ざまなレベルでの標準化や共通化が必要ではないかという問
題意識の共有に至りました。満席となった会場からは、このよ
うな問題を解決する1つの手段として、クラウドの可能性につい
ても意見が出されるなど、双方向での対話が行われ、多くの日
本企業が集うJSUGの存在意義をあらためて確認する場となり
ました。このテーマに関しては、現在もJSUGNET上に多くの会
員から情報が寄せられていますので、是非参考にしてください。
このほか、今年度の主な活動としては、現在注力しているSAP
HANAのワークショップ開催、SAPPHIRE、TechEdへの参加
など、新たな製品の検証、海外での活動はますます活性化して
います。
ビジネス環境、経済環境の変化によって、会員企業の課題や
ニーズは多様化しています。JSUGは今後も引き続き「会員企業
の企業価値向上」を目指して支援を行っていきます。

東日本大震災の経験をどう活かすか。
『JSUG 3rd Focus』でパネルディスカッションを実施

■TOPICS 2010-2011JSUG News

2011年度 
JSUG活動の主なトピック

●2011年度からの新体制として、JSUG事務局長を会員企業から輩出
●JSUG 3rd Focusにおいて、東日本大震災後の対応を巡るディスカッションを実施
●SAP AGから製品戦略担当を招いての「JSUG HANAワークショップ」の開催
●SAPPHIRE、TechEdへの参加
●JSUG Conference 15周年記念講演/レセプションの開催（12月6日）

※次回のJSUG 4th Focusは、12月6日に開催予定のJSUG15周年記念講演/レセプション、JSUG Technical Forum（品川プリンスホテル）と併催で行われます。
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JSUGボードおよびメンバーの皆さま。
SAPエグゼクティブボードメンバーを代表し、皆さま
と共に15周年をお祝いできることをうれしく思いま
す。また、JSUGが世界的なSAPコミュニティの重要
な一員となられたことをお祝い申し上げます。
SAPは、1992年にERPの当時の主要バージョンで
あるR/3を発表しました。これにより、SAPはドイ
ツを越えて、特に米国や日本に顧客基盤を拡大する
ことができました。同じ年に設立されたSAPジャ
パンは、日本市場にERPのコンセプトを初めて導入
し、その後、日本の顧客数は年々増え続けています。
JSUGは1996年の設立以来、日本市場における当
社にとっての主要なパートナーです。JSUGの支援
により、当社はエコシステムを拡大し、導入率を高
め、日本企業にSAPが提唱するイノベーションによ
るビジネスソリューションとプロセスの最適化を紹
介することができました。
SAPはこの39年間、お客様と共に成長してきまし
た。なかでもJSUGとは特別な関係にあり、互いに
協力し合い、顧客のより円滑な事業運営を支援する
ために共に成長し、そしてSAPのすべてのエコシス

テムを拡大しています。皆さまのSAPに対する信頼
は、わたしたちの確固たる関係の証であり、日本市
場における成長の基盤なのです。
JSUGが前進し、その視野を広げていることをとて
もうれしく思います。JSUGはいまや、世界的な
SAP User Group Executive Network (SUGEN)
における強力なパートナーです。
日本市場にメリットをもたらすための機能や革新を
当社が継続的に送り出せるよう、今後も建設的な
フィードバックをご提供ください。それはひいては
顧客満足度の向上につながります。経験を共有し、
将来に向けてビジョンを検討する機会が、当社と
JSUGとの特別な関係をより豊かなものにするで
しょう。
SAPは、皆さまと1つのチームとなって協力すること
により、皆さまの将来的な成長を支援するために全
力を尽くしたいと思います。
SAPPHIRE NOW、SAP TechEd、MaxAttention
SummitといったSAPの世界的イベントのどこか
で、皆さまと個人的にお目にかかり、活発な交流を
持てることを楽しみにしています。

■ 顧客の建設的なフィードバックがSAPのエコシステムを拡大する

SAP AGからのメッセージMessage from SAPAG

Dear JSUG board and JSUG members,

On behalf of the entire SAP Executive board,
I am very happy to join you in celebrating
your 15th Anniversary. Congratulations on
your success of having become an impor-
tant part of the global SAP community.

In 1992, SAP launched its major version of
ERP, R/3 at that time. It enabled SAP to
expand its customer base beyond Germany,
especially in US and Japan. SAP Japan,
which was established in 1992, introduced
the concept of ERP to the Japanese market
and the local customer base has increased
year by year. 
Since its foundation in 1996, JSUG was our
key partner in the Japanese market. JSUG
helped us to grow our eco-system, to
improve the adoption rate and to introduce
innovations of SAP that help Japanese com-
panies to optimize their business solutions
and processes.

SAP grew with its customers over the past
39 years. The relationship with JSUG is
unique: we truly collaborate with each other,
we grow together to help our customers
becoming better-run companies, and we
extend our entire eco-system. Your trust in
SAP is the proof for our strong relationship

and formed the base for our growth in the
Japanese market.  

I am very happy to see that JSUG moves for-
ward and broadens its focus. JSUG became
a strong partner within SUGEN, the global
SAP User Group Executive Network.

Please continue with providing your con-
structive feedback that helps us to continu-
ously release new functions and innovations
the Japanese market can benefit from - and
which will also lead to an increase in cus-
tomer satisfaction. The opportunity to
exchange experiences and to discuss our
vision going forward, will enrich SAP's excep-
tional affiliation with JSUG. 

You have my full commitment that SAP will
support your future growth, by working
together as ONE team. 

I am looking forward to meeting you in per-
son at one of SAP’ s global events like SAP-
PHIRE NOW, SAP TechEd and MaxAttention
Summit to stay in active contact.

Sincerely yours, 
Gerhald Oswald
Chief Operating Officer, SAP AG

Chief Operating Officer
SAP AG

Gerhald Oswald
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JSUG の15周年というすばらしい節目にあたり、心からお祝いを申し
上げます。
SAPユーザーグループの国際的組織であるSUGEN会長という栄え
ある立場を預かる者として、JSUGがこの国際的ネットワークにおける
貴重なメンバーの一員であることをあらためて申し上げます。他国の
ユーザー会を含めた国際的な協力があってこそ、はじめて全世界の顧
客の声を1つにしてSAPに伝えることができます。
SUGENは各国のユーザーグループ間ならびにSAPとの関係におい
て、あらゆるレベルで継続的な話し合いの場を設けています。きたる
マドリッドにおけるSUGENの会合においても、SAPのボードメンバー
と政策的な意見交換を行いますが、こうした機会はSAPの戦略的方向

性に対し、顧客の観点から影響を与える貴重な場となるはずです。
国際的協力の展望と価値は、SUGENのメンバーが各地にしっかりと
した活動基盤を有し、各地を世界に、あるいは世界を各地に結びつけ
る積極的な役割を果たすことによって実現されます。こうした活動は
業界内に例のない実にユニークなモデルであり、各地のユーザーグ
ループは、まさに我々がSAPのエコシステム全体の中で継続的に価値
を創造するための礎なのです。
我々の日本における活動の礎であるJSUGの15周年に、あらためて心
からお喜び申し上げます。そして、これからも共に力を携えながら、明
るい未来を築いていきましょう。

SUGENからのメッセージ —JSUG設立15周年にあたって—

Messages from SUGEN

近年、SAPPHIREやTechEdへの参加のほか、さまざまな形で海外のユーザーグループとの交流を深めるJSUGの設立15
周年にあたって、SUGEN（SAP User Group Executive Network）の仲間からもメッセージが寄せられています。

SUGEN Chairman
Tonnie van der Horst

全世界の顧客の声を1つにする
ユーザーグループ間の国際協力

インフルエンス主体の活動で多くの実績を上げてこられたJSUGの皆
さまを祝福できることは、我々にとって喜びであり、すばらしい機会で
もあります。
DSAG はSUGEN（SAP User Group Executive Network）を介し
て、この数年にわたりJSUGの皆さまと円滑な協業を続けてきました。
そして、今後全力で取り組まなければならないインメモリーアプライ
アンスやモバイルといった変革的な課題も、きっとすばらしい機会に
なるだろうと考えています。
我々の活動には3つ柱があります。それは、ネットワーク、経験の共有、
そしてインフルエンスの行使です。メンバー間の交流は、まさにDSAG
の哲学と理念の要です。我々の使命は、2,500社を超えるメンバー企
業から多くの経験と新たなニーズを収集し、それらをSAPの製品開発
に投入することです。業界、テクノロジー、プロセスごとに分かれた
150以上の分科会やワーキンググループでは、こうした目的に向けた
活動が行われています。ここでの成果を皆さまと共有し、顧客の力を
SAPへ届けることで、我々の要求は必ず実現できるはずです。

SAPとの協力関係を維持する一方、我々は常に独立した立場を守る必
要があります。それこそが我々の信頼の基礎であり、このことによって
我々はSAPという環境の中だけでなく、業界全体においても存在感を
発揮することができるのです。将来に向けた我々の共通の目的は、こ
うした模範的立場を国境を越えて強化し、発展させることにあります。
そのためにも、我々は常にメンバーに向けて、SAPの戦略、製品開発、
サービスに関する独占的な情報を早い段階で提供するように努めて
います。
DSAGは、今まさに試練の時に果敢に取り組もうとしています。継続
的な改善、革新の枠組み、またSAPを交えた先見的討論の中で、ビジ
ネススイートの安定化、TCOの管理、ライセンス構造といった問題にも
目を向け、メンバーのニーズに耳を傾けながら、JSUGその他のユー
ザーコミュニティを含めた国際的なスケールで活動するための態勢を
十分に整えています。
同じ志を持つ仲間として、JSUGの今後のご活躍を心からお祈りして
います。

DSAG BoD Industries Solution / SUGEN CoreLT
Otto Schell

ユーザーとしての哲学を共有する
独立した組織を目指して
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SUGENからのメッセージ

JSUG設立15周年に際して、心よりお祝いを申し上げます。ASUGと
JSUGは、長年にわたって実りあるコラボレーションとパートナーシッ
プを享受してきました。この特別な節目をJSUGの仲間と共に祝える
ことを、とても喜ばしく思います。
JSUGなくして、現在のSAPのエコシステムは考えられません。JSUG
の教育プログラムは、メンバーの最新かつ最良なプラクティス、アプ
ローチ、アイデアの実践を力強く支援し、またJSUGのインフルエンス
活動によって、SAPは顧客ニーズへの対応力を維持することができま
す。さらにJSUGのネットワーキング事業は、JSUGにつながる人々の
仕事とプライベートを豊かなものにしてきました。
毎年開催されるJSUG Conferenceの盛況ぶりからも、こうした体験
の重要性と価値認識が、多くのユーザーに浸透していることがよくわ
かります。皆さまの尽力によって、JSUG Conferenceはすでに日本
における主要な教育イベントとして定着しています。また、「JSUGアカ
デミー賞」は「ASUG Impact Award」と同様、多くの成功事例を表彰
し、エコシステムの中で発表してきました。

「Executive Exchange」や「ASUG Annual Conference」といった
ASUGイベントに、JSUGの多くの仲間が出席してくださったことも光栄

に感じています。SUGENやより大きなグローバルレベルの問題につい
て、JSUGと緊密に協力する機会が持てたことに感謝しております。
この場を借りて、ASUGもまた節目の年を迎えていることをお伝えさ
せていただきます。2011年にASUGは設立20周年を迎えます。この
間、一貫してSAPのエコシステムの発展に尽力してきましたが、我々も
さまざまなイベントや「ASUG@20」ビデオシリーズといった場を通じ
て、この節目を仲間と共に祝っております。
JSUGと同様、ASUGもこの20年間を通じて、さまざまな成果を実現
できたと信じています。組織としての我々に求められる活動とは、常
にSAPエコシステムにおける成功を維持していくことです。それだけ
にASUGは、JSUGが成し遂げたことの偉大さに大きな敬意を感じて
います。
かつて、ある著述家が次のように言ったそうです。「チームワークとコ
ラボレーションがあるところには、すばらしい結果が生まれる」。
JSUGとASUGがここにあるのは、ダイナミックな、進化するビジネス
テクノロジーの世界の形成を支援するためであり、また質の高いエ
デュケーション、インフルエンス、ネットワーキングのプログラムをメン
バーに提供するためです。

Americas' SAP Users' Group CEO
Bridgette Chambers

今後のよりよいパートナーシップ、
コラボレーションと友情に期待

JSUGの15周年を祝福できることを、とてもうれしく思います。中国に
は「10年の成功、果てしない未来」という古い諺があります。すでに10
年以上の活動を続けるJSUGは、まさに大いなる成功ということがで
きます。
JSUGと比べると、中国のSAPユーザーグループ（CSUA）はまだ出発
点にあります。CSUAは2011年初めに設立され、すでに150社以上の
現地企業がこの大家族の一員になっています。主な目標は、すべての
現地顧客がベストプラクティスを共有し、SAPのソリューションや製品
を使用して新たなアイデアを生み出せるように、コミュニケーションと
知識共有の基盤を構築することです。
今年の7月末、CSUAは北京で最初のキックオフミーティングを開催
しました。企業と個人を合わせて200以上のCSUAメンバーが、この
歴史的な瞬間に立ち会いました。ここではCSUAの将来的な組織、運
営モデル、内規について話し合われましたが、さらに重要なことは、す
べてのメンバーに対し、実装時の難点や課題、そしてHANAやクラウド
コンピューティングといった新たな構想について意見交換する機会を

提供できたことです。
11月には北京において、「SAPPHIRE China」というもう1つの大きな
イベントがあります。SAPPHIREが中国で開催されるのはこれが初め
てです。SAPPHIREの初日のスケジュールには、CSUAによるイベン
トが組まれています。また、CSUAによる一連の行事が、SAPPHIRE
China期間中に催されます。 この機会にぜひJSUGの皆さまもご招
待したいと思います。JSUGの皆さまにご参加いただくことで、多くの
新しいアイデアと貢献がもたらされることを確信しています。
SAPユーザーグループという大家族の一員として、JSUGの15周年を
あらためてお祝いいたします。平坦ではない長い道のりを、皆さんは
乗り越えてこられました。それは、わたしたちも今日から共に歩むこと
ができるすばらしい旅路です。近しい「隣人」として、今後はより活発に
協力していけるものと楽しみにしております。私たちの関係が、桜の花
のように美しく花開きますように。

Chairman of China SAP User Group
General Manager, Global Application Development 

Vice President, Lenovo Group

Xiaoyu Liu

SAPユーザーグループという
大きな家族の一員として
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最優先のテーマは
真のリアルタイム経営の実現

—— まず、グローバルならびに日本市場に
おけるSAPのポジショニングについてお聞
かせください。

SAPは1972年にドイツで産声を上げ、来
年で創業40周年を迎えます。一方、1992
年10月に営業を開始したSAPジャパンも、
来年で早くも20周年です。この間、SAPは
一貫してERPを核にお客様のビジネスプロ
セスの簡素化を支援し、経営の効率化に寄
与することで成長を続けてきました。しか
し、こうした取り組みは、今ひとつの節目を
迎え、SAPは新たなステージへ踏み出そう
としています。そこではっきりと見えている
お客様のニーズは、ERPなどに蓄積された
膨大なデータの、さらなる有効活用に他な
りません。SAP HANAなどの新たなソ
リューションによって、こうしたお客様の
ニーズにお応えしようという方向性は、グ
ローバルにおいても、日本においても変わ
らないものです。ビジネスインテリジェン
スを基軸とする情報活用については、すで

に10年前から積極的に取り組んできまし
たが、その成果がいま実を結びつつあると
いうことです。

——新たなステージの核となる情報活用の
方法論について、もう少し詳しくお聞かせく
ださい。

キーワードは2つあります。1つは「リアルな
リアルタイム」。そもそもSAPが長く提供し
てきたERP自体が、まさにリアルタイム経営
を志向する考え方なのですが、この数年に
おけるインメモリーコンピューティングと
データベースの進化によって、その可能性は
急速に拡大しています。そのソリューション
であるSAP HANAは、独自のテクノロジー
によって劇的なデータ解析のスピードを実
現したことに加えて、データベースの種類や
ハードウェアに依存しないオープンなアー
キテクチャを備えています。
そして、もう1つのキーワードは「デバイスフ
リー」です。PCに替わる新しいデバイスが
続 と々登場する中で、SAPはデータの分析
結果をどのデバイスでも表示することがで
き、しかも同じセキュリティレベルを実装で
きる技術を、世に問うていこうとしています。

この2つのテクノロジーを核に、ビジネスソ
フトウェアの価値を向上させ、真のリアルタ
イム経営による進化をお客様に提供するこ
とが、今後10年におけるSAPの最優先の
テーマであると考えています。

ITそのものの在り方を変革する
SAP HANAの存在価値

——SAPが提供するソリューションは今後、
ユーザーにどのようなメリットをもたらして
いくとお考えですか。

それについては、「スピード」と「フレキシビリ
ティ」という言葉で表現できると思います。
スピードは、ビジネスプロセスを徹底的に
簡素化していくことで、一定の成果を上げる
ことができます。一方でフレキシビリティ
は、目の前で起きている事象に対して、いか
に迅速に対応できるかが重要な鍵を握りま
す。いずれもERPの根幹に関わるテーマで
すが、グローバル経営へのシフトが必然と
なる中で、日本企業においても、この2つに
対するニーズがより強く顕在化してきてい
ます。その結果、SAPジャパンにおいては、
2011年の第1/第2四半期において、ERPそ

仮想化、クラウド、インメモリーコンピューティングといった新たなテクノロジーが、エンタープ
ライズの世界でいよいよ実用化の段階を迎えている。その中で、SAPはインメモリーアプラ
イアンスソフトウェア「SAP HANA」をはじめとする最新ソリューションを発表し、好調な業績
を維持している。その背景には、どのようなユーザーニーズがあるのか。また、SAPが打ち出
す最新ソリューションは、ユーザーにどのようなメリットとインパクトをもたらすのか。2011年
8月にSAPジャパンの新社長に就任した安斎 富太郎氏に、SAPの新戦略を聞いた。

お客様の成功を加速する
真のリアルタイム経営の
実現に向けて

安斎 富太郎氏

SAPジャパン株式会社　
代表取締役社長

■ SAPジャパン トップインタビュー
SAP TOP INTERVIEW
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のものの売上が2桁成長しています。
また、HCM、CRM、SCMといったERPの
周辺ソリューションへのニーズの高まりも顕
著です。たとえば、グローバル経営を本格
化させていくためには、公平でオープンな
人材育成・評価の基準が不可欠です。また、
SCMは企業間連合の仕組みとして見直さ
れており、CRMも「個の集合体」としての顧
客管理をグローバルな視点で行うことが求
められています。
SAPジャパンとしては、お客様に基幹システム
のグローバルスタンダードとしてのメリットを感
じていただくことはもちろんですが、同時に日
本の市場環境の中で培った経験をソリュー
ションとしてご提供することで、お客様にビジ
ネスを支援していきたいと考えています。

—— その中で、SAP HANAはどのような
役割を果たすのでしょうか。

まずはスピードでしょう。これまで数時間を
要していた分析が秒単位になれば、仕事の
やり方もおのずと変化します。しかし、SAP
HANAの価値はそれだけではありません。
ITそのものの在り方を変えてしまうほどの
インパクトを持っています。たとえば、バッ
チ処理の安全性を担保するために、企業は
データのバックアップに二重三重の投資を
行ってきました。ところが、SAP HANAに
よって処理スピードを画期的に高めること
ができたら、投資設計そのものを一から見
直すことができます。このことは、TCOの
40％以上を占めるといわれながら、これま
で手つかずの領域だったシステム運用の世
界を激変させる可能性を秘めています。す
でに日本の多くのお客様は、そのことを認識
し始めています。私たちも、SAP HANAと
いうインメモリーコンピューティングが日本
を変える、という意気込みでビジネスを進
めていく決意です。

——運用・保守という観点で、ユーザーから
はどのようなニーズが寄せられていますか。

SAPではさまざまな保守契約をご用意して
いますが、IT のライフサイクルを包括的に
サポートするSAP MaxAttentionの満足度
が非常に高いことがあげられます。これは、
自前のコスト・時間・リソースを費やすより
も、SAPのエキスパートによる一貫したサ
ポートが、結果的にトータルなコストダウン
につながっているという評価です。いずれに
しても、SAPジャパンとしてはSAP Solu-
tion Managerの活用を含めて、今後は、よ
り一層本腰を入れてお客様の運用サポート
のニーズにお応えしていきたいと考えてい
ます。

原点はお客様の成功
その代表としてのJSUGの存在

—— ここ数年の間で、パートナー企業との
関係性が大きく変わったように思います。ま
た、それによってユーザー企業はどのような
メリットを享受できるのでしょうか。

私たちのサービスの原点は、いかにしてお
客様が望むソリューションを、お客様が望む
形でご提供できるかにあります。このことを
パートナー企業の皆様との協業の中で実現
するために、この春から業種単位まで落と
し込んだ合同のビジネスプランを策定し、
国内外の研修を通じて、SAPの最新ソ
リューションに対する理解を促しています。

ハード、ソフトの領域を越えて、最新技術を
駆使したソリューションをシームレスに実装
し、購入方法においてもお客様に幅広い選
択肢をご提供する。こうした取り組みによっ
て、お客様にはシステムのライフサイクル全
般を通じて、多くメリットを感じていただけ
るはずです。

—— 最後に、JSUGとの信頼関係をどのよ
うに深めていくかについて、お考えをお聞か
せください。

まず、日本国内にこれほどまでに主体的な
ユーザー会が存在すること自体、非常に光
栄であると感じています。私は社長に就任
する際、社員に向けて「お客様から期待され
る会社、社員になろう」と呼びかけました
が、JSUGの皆様の声に耳を傾けることこそ
が、その第一歩になると考えています。一方
で、私たちが情報を正しく伝えられなかった
ことで、お客様に誤解を与えてしまうケー
スもあります。それをなくすためにも、とに
かく双方向のコミュニケーションを大切に
していくことが重要です。それだけに、
JSUGの独立性・中立性を尊重しながら、私
も可能な限りミーティングに出席させてい
ただきながら、社員にも積極的な参加を促
し、お客様のビジネスの成功とSAPソ
リューションの進化に向けた最大限の努力
を続けていこうと考えています。

お客様の成功を加速する真のリアルタイム経営の実現に向けて

SAPが推進する『スマートシティプロジェクト』
スマートメーターを基盤にエネルギー効率の高い都市づくりを目指す

SAPは、スマートグリッドの領域での豊富な実績を
元に、グローバルでも展開可能なシステムの提案を
行っています。特に、スマートメーターや充電ステー
ションなどからデータを効率的に収集、料金計算や
請求処理を行ったり、インメモリー型データベース
を利用して大量データのリアルタイム分析を行い需
要予測に活用するなどのソリューションを提供して
います。
日本でのスマートシティの構築は、単なるエネルギー
マネジメントの問題だけでなく、高齢化やモビリティ、
食料といったさまざまな社会的課題を解決すること

が求められています。SAPは、現在、千葉県「柏の葉
キャンパス地区のスマートシティプロジェクト」に参画
し、行政、地域NPO、大学などとも連携して先進的な
取り組みを進めています。特に東日本大震災後、国
内外でスマートシティ／スマートコミュニティ構築に向
けた取り組みが盛んに行われていますが、このプロ
ジェクトは、複数の企業が共同出資会社を設立し、プ
ロジェクトを推進している大変ユニークなものです。
SAPは、これからもお客様に最適なソリューションを
ご提供させていただき、求められるエネルギー利用
の効率化の実現に貢献していきたいと思います。
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SAP ERPを基盤として
2社の基幹システムを統合

2005年4月に山之内製薬と藤沢薬品工業
が経営統合して発足したアステラス製薬。
研究開発型のグローバル製薬企業を目指
し、2006 年 に 経 営ビ ジョン「VISION
2015」を策定。高度な専門性を必要とする
複数の事業分野において、付加価値の高い
製品を提供することで業界のリーダーを目
指すビジネスモデル「グローバル・カテゴ
リー・リーダー(GCL)」を追求している。
2005年の経営統合にあたり、同社は基幹
システムとしてSAP ERPを採用し、財務会
計、生産管理、販売、人事などの業務プロ
セスを統合した。新システムにSAP ERP
を選択した背景には、両社が共にSAP
ERPを採用していたことがある。旧山之内
製薬では、1996年にSAP ERPで生産と会
計のシステムを構築し、その後も段階的に
モジュールを追加。一方の旧藤沢薬品工業
も、1997年からSAP ERPで会計の稼働を
開始し、生産にも展開していた。旧社から
SAP ERPの運用に携わってきたコーポ
レートIT部 SCM人事グループ 課長の荒
木恒彰氏は、次のように説明する。

「両社ともSAP ERPを採用していたこと
は、まさに幸いでした。経営統合が2004
年2月に発表され、両社が顔合わせをして
からカットオーバーまで実質1年にも満た

ないスケジュールの中、お互いに共通の言
語で統合作業を進めることができました」
限られた期間内でシステム統合を実現する
ため、まず同社は旧山之内製薬のSAP
ERPを全面的に採用する方法を選択した。
この点に関して、統合を担当したコーポ
レートIT部 SCM人事グループ 課長の堀
俊之氏は、次のように振り返る。

「両社とも国内で同様の業務を行っている
ことから、基本的な仕組みは変わりませ
ん。とはいえ、細かな業務フローや帳票類
などには、やはり企業文化の差があり、それ
ぞれ自社のシステムに愛着を抱いているこ
とから、素直に受け入れることに抵抗が
あったことは否めません。そこで、統合プロ
ジェクトでは経営トップの強いリーダーシッ
プによって、最終的にはSAPを共通の言語
として、両社が満足のいく解決策を探りな
がらゴールを目指しました」
プロジェクトの過程
ではいくつかのハー
ドルもあった。なか
でも最大の難関は、
SAP標準機能以外の
アドオンを吸収する
作業だった。両社で
は、SAP ERPの標準
機能でカバーできな
いインターフェースや
帳票類などを、それ
ぞれの事情に応じて

アドオンで最適化してきた。そのため、統合
時にはこの調整と新規の開発に多くの労力
を要したという。また、企業文化が色濃く反
映されるマスターについても、両社で議論
を重ねながら慎重な作業が進められた。

ユーザーニーズに応じて
SAPシステムの進化を推進

アステラス製薬では、経営統合後もシステム
のアップグレード、機能追加などの節目ごとに
独自に設定したKPIを用いて導入効果を測
定。定量的な効果を測定しながら、システム
の強化を進めてきた。そして、システム統合か
ら3年が経った2008年、アステラス製薬は
OSをUNIXからMicrosoft Windows
Server 2003、データベースをOracle9か
らSQL Server 2005へのマイグレーション
を実行。同時に、SAP R/3 Enterpriseで

アステラス製薬株式会社■会員事例
CASE STUDY

❶プロジェクト評価（Quality of Project）
❷システム安定度（Quality of Operation）

❸業務上の効果（Business Value of Project）
❹ユーザ満足度（Value of IT）
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コーポレートIT部

アクション

アクション

アクション予算遵守

高い信頼性 迅速な対応 低コスト

期間短縮

効率向上

品質向上

新規ビジネス

適切な機能

納期遵守

充分な品質

適切な
トレーニング

アクション

アクション

アクション

アクションアクション

アクション

アクション

業務部門

承認 稼働開 発 運 用

「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」を経営理念に、研究開発型のグローバル企業を
目指すアステラス製薬株式会社。2005年に業界トップレベルの山之内製薬と藤沢薬品工業の経営統
合で誕生した同社は、安定した業務基盤の早期確立を目指し、両社の基幹システムをSAP ERPで統
合した。旧社時代から約15年にわたって安定稼働を続けているSAP ERPは、統合後のアステラス製
薬に新たな価値の創造をもたらすとともに、同社の目指すグローバルビジネスに貢献している。

2つの企業文化を吸収し、
新たな価値に転換する統合基盤として
SAP ERPを継続利用

アステラス製薬のIT運用ポリシー （ITが会社に貢献する仕組みと評価指標）

－15年の歩みとこれから－
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稼働していたシステムを最新リリースのSAP
ERP 6.0にアップグレードした。

「ハードウェアの老朽化に伴うリプレースが
発端ですが、Windowsサーバーの安定性
が向上したことから、コストメリットも踏ま
え、マイグレーションに踏み切りました。シス
テム部門としては、ユーザーニーズへの素早
い対応と機会損失リスクの極小化を目的
に、最新バージョンの導入を基本ポリシー
としています。そこに、ハードウェアの更改と
SAP ERP 6.0のリリースのタイミングが一
致したことから、マイグレーションとアップグ
レードを同時に実施しました」（荒木氏）
その後も同社では、予算計画・実績管理の
システム化を目的としたSAP BusinessOb-
jects Planning and Consolidationの導
入（2009年4月）、SAP BusinessObjects
Access ControlによるITガバナンスの強
化（2010年2月）、人材 管 理 アプリケー
ションSAP Talent Visualization by
Nakisaの導入（2010年4月）ほか、SAP
ERPのユニコード化によるグローバルビジ
ネス対応やEhp4の適用など、さまざまな
ユーザーニーズや各種イベントに合わせた施
策を推進している。

「そもそもSAP ERPを基幹システムに採用
した目的は、決算早期化、業務の効率化、
IT統制の強化のほか、製薬業界ならではの
法対応がありました。さらに、本業の研究
開発への投資を維持するためには、基幹シ
ステムの運用コストは極力抑えたいという
経営からの要請もあります。こうした要請
にSAP ERPは的確に応えてきたと実感し
ています」（堀氏）

JSUGでの交流の成果を
自社のIT投資にフィードバック

約15年間にわたってSAP ERPを運用して
きたアステラス製薬にとって、その最大の価
値はシステムの安定稼働にあるという。堀
氏は「社会インフラと同様、基幹システムは
動いて当たり前と思われがちですが、SAP
ERPの安定性によってこのことが実現して
いるからこそ、経営統合を経た現在におい
ても、我々は新たな価値の創造に専念でき
るのです」と強調する。
製薬業界の中でいち早くSAP ERPを導入
した同社は、JSUGの活動（医薬品部会）に
も積極的に参加している。JSUGに参加す
る意義について堀氏は「日常業務で同業者
が顔を合わせる機会が少ない中、ユーザー
同士の活発なコミュニケーションと人脈形
成は、SAP ERP運用の大きなモチベー
ションになっています」と語る。
同業者同士の交流には、経営層も関心を寄
せている。荒木氏は「経営層は、製薬業界
における自社の相対的なポジションを常に
意識しています。その中で、JSUGでの交流
を通じて、業界の現状をフィードバックでき
るメリットは大きい。JSUGでの取り組みが
新たなIT活動に反映されることも少なくあ
りません」と説明する。
バックオフィスの基幹システムは、直接的
な競争力とならないことから、同業者同士
であっても意見を交わしやすい。そのた
め、他社の運用モデルから得た知識を自社
システムにフィードバックすることも可能

で、過去には医薬品部会の議論から生まれ
た独自機能もあったという。

SAP ERPの付加価値を高め
グローバルビジネスを拡大

2005年の経営統合から約6年が経過し、国
内基盤の整備が一段落ついたアステラス製
薬では今後の課題について、ビジネスのグ
ローバル対応と情報分析基盤の強化を打ち
出している。また、リードタイムの短縮を目指し
て開発環境のクラウド化を見据える一方、ユー
ザーの声をSAPの製品開発に反映するため
の国際協調プログラム「Customer Engage-
ment Initiative」のモバイル研究テーマにも
参加し、SAPを活用したモバイル利用も視野
に入れて検討をスタートしたばかりだ。

「システム部門には、業務の変化やユーザー
ニーズを敏感に察知し、高い付加価値を提供
する役割が求められています。その中で、SAP
ERPをベースにさまざまなサービスを継続的
に提供できることは最大の価値といえるで
しょう。15年間で最も大きなイベントは2社の
システム統合でしたが、それ以外にもさまざま
な成果を生み出してきました。今後、SAP
ERPのポテンシャルをいかに生かせるかは
我々次第です。システム部門では、情報収集
能力とマネジメント力を強化することで、SAP
ERPの価値をより高めていきます」（荒木氏）
経営統合を機に基幹システム基盤を整備
し、その後もJSUGの活動を最大限に活用
しながら進化させてきたアステラス製薬の
取り組みは、多くのユーザー企業に参考と
なるに違いない。

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
課長

アステラス製薬株式会社

本社：東京都中央区
創業：1923年
資本金：1,030億円（2011年3月31日現在）
売上高：9,539億円（2011年度3月期）
事業概要：医薬品の製造・販売および輸出入
http://www.astellas.com/jp/

荒木 恒彰氏

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
課長

堀 俊之氏

2つの企業文化を吸収し、新たな価値に転換する統合基盤
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日本の標準モデルを目指した
川崎重工業の人事システム

鉄道車両、航空機、宇宙機器、モーターサイ
クル、ジェットエンジンなど、多彩な製品を
世界に送り出す川崎重工業。「世界の人々の
豊かな生活と地球環境の未来に貢献する

“Global Kawasaki”」をグループのミッ
ションに掲げ、価値創造、独自性、最高品質
をバリューとする同社は、船舶海洋カンパ
ニー、航空宇宙カンパニーなど7つのカン
パニーと、100社におよぶ関連企業ととも
に川崎重工グループを形成している。グ
ループ全体のIT運用のポリシーについて、
企画本部 情報企画部 部長の中野義久氏は

「人事や会計などの間接業務は、システムを
共通化することでグループシナジーを創出
し、ビジネスの源泉となる生産・販売管理
系のシステムは、カンパニーが独自に開発・
運用する分担制を採用しています」と説明
する。
同社が初めてSAP ERPの導入に踏み切っ
たのは、今から14年前の1997年。ホストシ
ステムで運用していた人事・給与システム
を、SAP ERPの人事給与モジュールによっ
てオープン化したことに始まる。企画本部
情報企画部の岸田耕一郎氏は「ホストシス
テムでは、人事担当者が自由にデータを扱

うことができず、システム部門にレポートの
作成依頼が頻繁に寄せられていました。こ
れは人事部門とシステム部門の両者にとっ
て大きな負担となります。業務効率を高め
るためには、担当者自身で情報分析を実行
する環境が必要と判断し、SAP ERPを導
入しました」と振り返る。
川崎重工業は、日本国内におけるSAP
ERPの初期導入ユーザーであり、人事給与
システムに関しては、同社が日本国内の標準
化を牽引してきたといってもよい。開発に関
わってきたベニックソリューション株式会社
ソリューション本部 ソリューション企画室 室
長の加藤秀治氏は、次のように語る。

「スクラッチ開発シス
テムの将来的な維持
に限界を感じていた
当時のキーマンが、
必要機能が組み込ま
れたERPパッケージ
に着目したのが最初
です。今となっては当
たり前ですが、当時
はモディファイを行
わず、パッケージの
成長が迅速に反映で
きるシステムとする
ことを基本スタンス
としました。ただ、国

内での前例がなかったこともあり、『川崎重
工業に必要な機能は、日本のあらゆる企業
に必要。川崎重工業が日本の人事システム
の標準を創る』くらいの気概で臨みました。
そのため、当社の業務遂行に不可欠な機能
は、パッケージの標準機能に反映すること
をSAPに要請し、可能な限りSAP側の開発
を待つ方針を徹底しました」
その結果、課題とされていた人事・給与
データの一元管理と履歴管理が実現し、業
務効率は飛躍的に向上した。また、統合
データベースが人事制度の新たな設計や検
証などに活用され、人事業務の高度化に大
きく貢献している。

川崎重工業株式会社

1878年の創業以来、130年以上にわたり日本の重工業を牽引する川崎重工業株式会社。
システムのオープン化を目指す同社は、1997年から1999年にかけて人事・給与システムを
SAP ERPで構築。続けて会計システムにSAP ERPを採用し、間接業務の効率化を進めて
きた。2001年に実施したカンパニー体制への移行に際しては、SAPシステムの標準機能と
柔軟性を最大限に活用し、スムーズな移行を実現。7つのカンパニーを統括する本社部門
は、現在も成長基盤の最適化に向けたさまざまな施策を推進している。

■会員事例
CASE STUDY

川崎重工業グループのＩＴ基盤（モデル図）

国内標準としての人事システムを皮切りに
SAP ERPのモジュールを順次稼働
社内カンパニー制へスムーズな移行にも成功

KHI全社共通システム

ネットワーク

OA-COE 利用者DB
ウィルス監視

その他掲示板Web閲覧

Notes/Domino E-mail

全社利用者マスター

IT資産
管理DB

SAP ERP全社人事システム（1997年導入）

SAP ERP全社会計システム（2001年導入）

SAP ERP受注売掛金システム
（2011年～）

SAP ERP原価計算システム
（2003年～順次導入）
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－15年の歩みとこれから－
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標準機能と柔軟性を最大限に活用
社内カンパニー制への移行を実現

川崎重工業では人事・給与システムに続き、
1999年から会計システムの再構築プロ
ジェクトに着手。2001年にSAP ERPの財
務会計モジュール（FI）を導入した。ところ
が新会計システムの稼働から間もなくして、
本社の下に各事業部を置く従来の体制か
ら、各カンパニーが独立して事業を行う社
内カンパニー制への移行が決定する。

「SAP ERPの導入は、カンパニー制への移
行を見据えたものではありませんでした
が、全体最適化を図り、変化に強いシステ
ムを構築する導入当初のコンセプトが、
カンパニー制への移行時に最大限発揮され
たことは確かです。SAP ERPは複数法人の
管理に最適化されたシステムであることか
ら、カンパニー単位の会計システムも柔軟
に構築できました。短期間でのシステム再
構築が迫られる中、自社開発と比べてSAP
ERPのノウハウを持ったエンジニアは調達
しやすく、作業効率を高めることができた
ことは予想以上の成果です」（岸田氏）
また、全体最適化に向けた同社の導入コン
セプトは、カンパニー制移行後に実施した管
理会計モジュール（CO）の追加導入に際して
も活かされている。同社は2004年、カンパ
ニーの1つであるプラント・環境・鉄構カンパ
ニー（当時）にSAP ERPのCOモジュールを
追加し、原価管理機能などを組み込んだ。
さらに、2006年にはそこで構築した管理会
計システムをベースに、車両カンパニーにも
展開。その後も他カンパニーに横展開し、現

在では一部を除くカンパニーで共通の原価
管理システムが稼働している状況だ。

「原価計算の方法がカンパニーごとに異なる
ことから、経理部門では原価管理システム
の統合は難しいと考えていたようですが、
SAP ERPの標準機能と柔軟性をフル活用
することで、順調に横展開することができま
した」（加藤氏）
原価管理システムの横展開時、カンパニーの
個別要求に応じたアドオン開発は極力行わず、
共通機能を利用する方針を徹底することで開
発コストの削減を図った。一般的に、ユーザー
部門は業務に合わせた追加開発を要望する
傾向があるが、同社に関しては、システムを熟
知した経理部門が「この機能は本当に必要で
すか？」とカンパニーに積極的に呼びかけて標
準化を徹底。経理部門とシステム部門が一体
となった導入体制で成功に導いた。

川崎重工グループの成長を支援する
グループ全体の統一基盤を追求

川崎重工業は、その後も人事・給与モジュー
ルと会計モジュールを継続的にバージョン
アップし、現在まで最新のシステムで各種
の業務を行っている。また。2008年には
伝票起票などの業務を簡略化する目的で
SAP NetWeaverを導入し、ユーザビリ
ティの強化を図った。
さらに、2009年には同社の航空宇宙カン
パ ニ ー が 単 独 で SAP ERP を 導 入 。

「WING21」と名付けたプロジェクトにおい
て、製造リードタイムの削減、部品調達の効
率化、在庫削減などを進め、海外航空機
メーカーとの競争力強化と意思決定のス

ピード強化を実現した。
海外に目を向けると、カンパニーの傘下にあ
る海外子会社の一部がSAP ERPを導入し、
各カンパニーとのデータ連携を行っている。
1997年の人事システムの再構築から14年間に
わたってSAP ERPを活用している川崎重工業
が、ビジネス環境の変化への対応力に最大の
価値を見いだしていることは間違いない。中野
氏は「導入した目的には、変化に対する柔軟な
対応と、業務の標準化の2つがありました。変
化への対応については、カンパニー制への移行
ばかりでなく、その後に実施したカンパニーの
統廃合や分社会社の合併などの組織再編成
でも効果を実感しています。業務の標準化に
ついては、統一した基盤がなければ、カンパ
ニー制移行後に原価管理の仕組みを導入す
ることは困難だったでしょう」と語る。
一方、SAP ERPの初期導入ユーザーであ
る同社は、発足当初からJSUGの部会に参
加し、ユーザー同士の交流を深めてきた。
JSUGの活動に参加する意義について岸田
氏は「情報共有の場所として有効で、当社が
先行していること、他社が先行していることを
冷静に判断しながら、ノウハウを得ることが
できます」と評価する。
今後について川崎重工業は、人事・給与と会
計を中心としたシステムの成熟化を図ると同
時に、各カンパニーへもSAP ERPを基盤とす
るシステム化を呼びかけていく方針だ。

「シンプルなアーキテクチャでグループ全体
を統一することが理想です。カンパニー固有
の部分もあるので難しい面もありますが、
機能とコストのバランスを考慮しながら、慎
重に強化を進めていきたいと考えています」

（中野氏）

中野 義久氏

川崎重工業株式会社 
企画本部 

情報企画部 部長（理事）

岸田 耕一郎氏

川崎重工業株式会社
企画本部

情報企画部 基幹職

加藤 秀治氏

ベニックソリューション株式会社
ソリューション本部

ソリューション企画室 室長

国内標準としての人事システムを皮切りに、社内カンパニー体制へスムーズな移行にも成功

川崎重工業株式会社
神戸本社：兵庫県神戸市中央区
東京本社：東京都港区   創業：1878年
資本金：1,043億4,000万円（2011年3月31日現在）
売上高：連結／1兆2,269億4,900百万円（2011年度3月期）
事業概要：船舶、鉄道車両、航空機、宇宙機器、ジェットエン
ジン、各種エネルギー設備、各種舶用機械、プラントエンジニ
アリング、鉄鋼構造物、モーターサイクル、レジャー関連機器、
各種油圧機器、産業用ロボット等の製造・販売
http://www.khi.co.jp/
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国内ユーザーに先駆けて
90年代からSAP ERPを活用

1873年に写真器材および石版器材の取り
扱いを開始した小西屋六兵衛店（後のコニ
カ株式会社）。また、1928年に国産カメラ
の製造に着手した日独写真機商店（後のミ
ノルタ株式会社）。それぞれの長い歩みの
後、2003年にコニカミノルタとして新たな
スタートを切った両社は現在、「新しい価値
の創造」という経営理念のもと、「情報機器
事業」「オプト事業」「ヘルスケア事業」「計測
機器事業」「産業用インクジェット事業」「プ
ラネタリウム事業」の6事業で幅広いビジネ
スを展開している。
コニカミノルタとして経営統合される以前
から、個社としてすでにSAP ERPを導入し
活用してきた両社。コニカでは90年代後
半、それまで20数年間使用してきたメイン
フレームベースの会計システムの老朽化を
機に、会計業務に特化した形でSAP ERP
を導入。ポイントとなったのは、属人化して
いたシステム運用ノウハウの標準化。また、
インハウスでのシステム構築によって、カッ
トオーバー後にトラブルが発生するような
状況を避けることだったという。これらを
考慮し、パッケージを利用したシステム再
構築を決定し、その基盤としてSAP ERPを
採用した。
一方、ミノルタでは1996年から1998年に

かけて、全社の会計領域、国内工場の生産
管理領域、販売管理領域で個別にSAP
ERPを導入。その後、1999年にこれらを統
合した。ここには、事業横断的なインフラ
強化はもちろんのこと、BPR推進の契機と
するために標準機能活用への強いこだわ
りがあったという。

グローバルビジネスを支えるシステム統合を
わずか半年という短期間で実現

日本におけるSAP ERPの黎明期から、そ
の利活用を推進してきた両社が大きな転機
を迎えるのは2003年、“経営統合”という
経営陣が下した大英断だった。コニカミノ
ルタ情報システム株式会社 取締役の滝川
浄氏は、当時を次のように振り返る。

「コニカ側では、会計業務に特化してSAP

ERPが導入されていましたが、ミノルタ側
では会計だけでなく、ほぼすべての基幹業
務でSAP ERPが利用されていました。お
りしも事業を越えて業務プロセスの標準化
を強化するための新たなSAP ERPシステ
ムの本番稼働を2002年5月に迎えたばか
りの状況だったのですが、そこへ2003年1
月4日、経営統合が発表されたのです」
また、コニカミノルタホールディングス株式
会社 IT業務改革部 担当部長の茶谷勉氏
も、「2003年1月の発表以降、2003年8月
には経営統合を、さらに10月にはグループ
内の事業を再編し、持株会社と事業会社、
共通機能会社による新体制を発足しなけれ
ばならないという、IT部門にとっても非常
に厳しいスケジュールが明らかになりまし
た」と語る。
最優先の課題となったのは、いかに基幹シ

コニカミノルタホールディングス株式会社■会員事例
CASE STUDY

SAP ERP
SAP ERP

SAP ERP

SAP ERP SAP ERP

SAP ERP

ドイツ

ロンドン インド 日本 シドニー 米国太平洋 米国東部ドイツ、
フランス

上海、香港、
シンガポール

中国
日本

オーストラリア ブラジル

アメリカ

現在、基幹系システムとして、
主要グループ会社20数社で
SAP ERPを利用中。

0 +1 +5.5 +8 -8 -5+9 +10

“Growth””Global”をキーワードに現在、中期経営計画「Gプラン2013」を展開し、社会との共生に
よる持続的成長を目指すコニカミノルタグループ（以下、コニカミノルタ）。ビジネスドメインの7割
が海外市場という同社にとって、グローバルなビジネス戦略とそのための仕組みは必要不可欠だ。
すでに1990年代半ばからSAPユーザーであるコニカとミノルタだが、経営統合した2003年以降
も自社のシステム基盤としてSAP ERPを継続利用。成長戦略の推進に活用している。

国内外の拠点をつなぐシステム基盤を
SAP ERPで再構築し、経営統合後の
グローバルビジネスを支える安定した環境を整備

コニカミノルタグループのSAP ERP展開

－15年の歩みとこれから－
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ステムを遅延なく統合できるかということ
だった。1月下旬に同プロジェクトでの最初
の打ち合わせが実施され、3月末には基本
方針を決定。とにかく前へ進むための対応
が続けられた。そして熟慮の末、コニカミノ
ルタが選択したのは「会計とロジスティクス
を分けて考える」というアプローチだった。
SAP ERPの適用範囲も運用の歴史も異な
る両社が、短期間の中でシステム統合とい
う命題における“ソフトランディング”を成
し遂げるには、これが唯一の選択肢だった。
こうして当初は不可能にも思えた2003年
10月の新体制発足と、これを支える基幹シ
ステムの“実質的な”統合が実現された。
現在、コニカミノルタのグローバルビジネ
スを支える基幹系システムは、「緩やかな連
邦制」と言うべき構成となっている。これは
各国拠点がそれぞれ基幹系システムを持つ
のではなく、特定の地域ごと、たとえばドイ
ツにある統括会社がフランスとイギリスの
システム機能を集約管理するという形態を
意味する。現在は多くの生産拠点がアジア
にあり、売上の比率も欧米が圧倒的に高い
同社にとって、ビジネスドメインやこれを支
える基幹系システムは、常にグローバルな
視点を前提としたものになっている。

内部統制への対応、
海外拠点の展開にも活用

経営統合という大きな転機を含めた過去
15年におよぶSAP ERPの利活用につい
て、茶谷氏は次のように強調する。

「カットオーバー後、安定稼働までの時間が

圧倒的に短かったことは、SAP ERPによる
メリットだと思います。ある程度完成され
たパッケージを基盤にシステムを実装する
ことで、導入の迅速化と安定性が図れたと
いうことです。また、内部統制については、
手作りのシステムで同様のことを実現しよ
うと考えていたら、非常に困難だったと感
じています。SAP ERPは提供機能が明確
なため、監査法人などから求められる情報
が確実に取得できる点は安心材料でした」
多くの拠点を海外に構えるコニカミノルタ
では、新たな開発拠点、事業拠点の展開に
おいても、SAP ERPが活かされている。
2005年に上海近郊の地域に新工場を作っ
た際も、その基盤として採用されたのは
SAP ERPだった。

「米国、欧州、豪州で導入する場合でも、標
準機能を前提とすれば、数十人規模の拠点
でもリーズナブルなコストで導入すること
ができます。また、世界中で広く認知され
たSAP ERPは、協業や統合における相手
先の選択においても1つの判断基準になり
ます。ベンダー企業やアウトソーサーなどと
の連携を考えても、SAP ERPを基盤とする
ことで、多くの企業とスムーズに連携するこ
とが可能となります。副次的なメリットです
が、このような点も重要と考えています」（茶
谷氏）
一方、滝川氏は「SAP ERP導入前には事業
所ごとにあったIT部門が、SAP ERPを基盤
としたシステム統合によって集約されたこ
とは、人的リソースの削減という面で効果
があったと思います。また、SAP はカット
オーバー後の安定稼働は評価できるもの

の、旧態依然とした労働集約型の導入プロ
セスは時間も費用もかかり、SAP ERP導
入による効果を享受したい我々にとっての
大きな障壁になっています。抜本的な導入
メソドロジーの変革が必要です」と語る。

ERP活用の高品質なノウハウと
クラウド活用などの新たな取り組み

さまざまな紆余曲折を経て、約15年にわた
りSAP ERPを利活用してきたコニカミノル
タ。同社では、新たなITトレンドにも大きな
関心を寄せている。滝川氏は、「経営トップ
の視点で考えれば、コストダウンに直結す
るクラウドへの移行は大きな関心事だと思
います」と話す。茶谷氏も、将来的なクラウ
ドサービスのコストダウンを前提に「ずっと
利用するというよりも、期間限定で使用す
ることで大きなコストメリットが期待できる
と思います。製品開発の期間に限定した利
用形態が普及すれば、さらにコストメリット
が得られるようになるでしょう」と続ける。
また、モバイル端末の活用においても、業
務に関わるエグゼクティブの決済を「どこに
いても瞬時に済ますことができる」ものに
転換する基盤として期待している。
SAP ERPの利用について、国内で先駆的
な役割を果たしてきたコニカミノルタ。先陣
を切るが故の困難にも直面した同社だが、
その間蓄積されたノウハウは、非常に広範
で高品質なものになっている。JSUGにお
いても黎明期から積極的な活動を展開する
同社の経験は、今後導入を検討している企
業にとって大いに参考になるはずだ。

コニカミノルタホールディングス株式会社
IT業務改革部

担当部長 

コニカミノルタホールディングス株式会社

本社：東京都千代田区
設立：1936年
資本金：375億19百万円（2011年3月末現在）
事業概要：（コニカミノルタグループとして）複合機、プリン
ター、光学デバイス、電子材料、ヘルスケア用機器、産業
用インクジェットヘッド、インク、テキスタイルプリンターの
製造・販売、プラネタリウム関連製品の製造・販売と運営
サービス 等

茶谷 勉氏

コニカミノルタ情報システム株式会社
取締役

ソリューション本部 本部リーダー兼
ビジネスシステム開発本部 本部リーダー

滝川 浄氏

経営統合後のグローバルビジネスを支える安定した環境を整備
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企業体質強化に向けた「ZΣ運動」
成功の鍵としてERP導入を決断

1950年の創業以来、独自の技術を駆使し
た各種石油化学製品で市場をリードしてき
た日本ゼオン。現在は、合成ゴム、合成ラ
テックスなどを扱うエラストマー事業、化成
品、化学品などを扱うケミカル事業、そして、
高機能樹脂・部材などを扱う高機能事業を
3つの柱にビジネスを展開している。1999
年、同社では競争が激化する市場での生き
残りをかけ、コスト競争力強化に焦点を
絞ったゼオン流の企業体質強化策「ZΣ運
動」を開始。ZΣ（ゼットシグマ）のZは「ゼ
オン流」、Σは「足し合わす、総力を結集、全
員参加」を意味するこの取り組みを成功さ
せる鍵として、当時認知されつつあったERP
システム導入の機運が高まった。情報シス
テム部 部長の内山健二氏は、当時のシステ
ムが抱えていた課題について、次のように説
明する。

「当時運用していたホストコンピュータは、事
業の拡大や組織の統合、分社化などへの迅
速な対応が困難になっていました。“企業価
値の向上に貢献するIT”という当社の理念
からすれば、すでに性能面で限界に達して
いたのです。そこで、認知が高まりつつあっ
たERP導入の可否を判断するための具体
的な調査を開始しました」
その後、事業部門、生産部門のメンバーも

加えた約6カ月間の調査によってERPの有
効性が確認され、2000年4月、導入に向
けての合意がなされた。

モジュールの充実度と
豊富な導入実績でSAP ERPを選択

同社がERP導入の目的として掲げたのは
「経営のスピード化」「コストダウン」「業務の
標準（スタンダード）化」の3つのポイント。
適用範囲については、人事・固定資産管理
を除くすべての業務を対象とする基本方針
を決定。内山氏は、最終的にSAP ERPを
選定した経緯について次のように振り返る。

「標準装備されたモジュールが当社の要件
であるすべての業務に対応できる点、グ
ローバルな視点で同じ業界内での導入実
績が豊富な点、さらに一部の海外拠点です
でに利用されている点などを総合的に評価
し、SAP ERPを新システムの基盤として採
用しました」
同社の取り組みで特筆すべきは、
FI、CO、SD、MM、QM、PPなど
の主要モジュールの一括導入に向
けて、トップダウンで行われた“大
鉈（おおなた）を振るう”アプロー
チだ。この中では、従来の業務プ
ロセスをSAP ERPに合わせるこ
とを基本方針とし、まず標準機能
の活用ありきでアドオン開発は抑
制するという大号令が社内に出さ

れた。この点について内山氏は、「業務プ
ロセスを含め、会社のルールを変える活動
と並行してSAP ERPの導入作業が進めた
ことが、約1年半という短期間での稼働に
つながりました」と語る。

システムの全体最適に向けた
社内の業務改革

2001年10月のカットオーバー以降の実運
用の中で、日本ゼオンが常に取り組んでき
たのが、業務革新と生産革新だ。2～3年の
サイクルでの人材のローテーションが発生す
る同社においては、担当者がようやくシステ
ムを使いこなせるようになる頃には、次の
異動が発生してしまう状況が珍しくない。こ
うした中で、各担当がシステムの価値を単独
の業務との関係で捉えている限り、ERP本
来の効果は生まれにくい。ある現場で入力
されたデータが、その後の業務の流れの中

日本ゼオン株式会社■会員事例
CASE STUDY
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本体展開

SAP/R3（4.6C）
ビックバン導入 mySAP ERP 2004

ＢＷ活用

　Stravis、HFM （連結会計、連結決算）

　APO、Loadcalc（需給計画・生産計画）

　海外関連会社　SAP導入・稼働

　国内関連会社11社　SAP導入・稼働

　ホスト停止　ホスト稼働

　ITIL 運用開始

SRM
EH&S

ECC6.0

グループ展開

SAPを取り巻く環境

“大地の永遠と人類の繁栄に貢献するゼオン”を企業理念に掲げ、合成ゴム、化成品など幅広い石油化学
製品を提供する日本ゼオン株式会社。同社では2000年、企業風土改革の一環として業務効率化を目的に
SAP ERPの導入を決定し、翌2001年には「ビッグバン方式」で主要モジュールの一括導入を図り、約１年
半での短期導入に成功している。その後10年が経過した現在、同社のビジネスと一体となった基幹システ
ムの価値を、経営のスピード化、サプライチェーン改革など、さまざまなビジネス効果に還元している。

ビッグバンでの短期導入から10年
業務改革と一体のシステム利活用から
生まれた未来の成長基盤

日本ゼオンにおけるSAP、その他関連システムの導入/展開の経緯

－15年の歩みとこれから－



21Vol.3

でどのように活用されて行くのか、システム
と各現場の接点はどうなっているのかと
いった、システム運用の全体最適に向けた
俯瞰的な理解が重要なのだ。
同社では、外部のコンサルタントを招いての
啓蒙活動や、社内の改善事例発表会などの
施策を実施しながら、2008年前後からは、
現場担当者から中間管理職までを含めた
約300名をピックアップし、アンケート調査
を開始。現場におけるニーズの掘り起こし
に取り組んできた。このような活動が実を
結び、次第に「システムで仕事をする」ことが
理解・徹底され、さらに現場での気づき・新
たなアイデアが生まれるようになる。こうし
たSAP ERPの価値を最大化する土壌の確
立に向けた取り組みは、現在においても継
続的に行われている。

ERPの価値を高める
サプライチェーン改革

同社がERP導入の目的で最初に掲げたコス
ト削減については、ホストコンピュータの廃
止によって得られる運用・保守費用の削減
に加え、特にサプライチェーンの改革が大き
な効果につながっているという。内山氏は、

「サプライチェーンの改革は、まさにERPの
価値を高めるための最大のポイントです。お
客様ごとに異なる細かな要件、たとえば梱
包の単位や包装方法などは、これまで担当
者個人のノウハウとして蓄積されてきました
が、これを“見える化”し、誰もが対応できる
標準的なプロセスを作り上げることで、業務
の効率化、ひいてはコスト削減や業務品質

の向上が図れるのです」と強調する。
業務の標準化については、“例外をできるだ
け排除し、業務をシステムに合わせる”取り
組みを徹底することで十分な効果が生まれ
ている。経営のスピード化についても、予算
作成の早期化、決算の早期化のほか、さら
に海外の拠点を含めた連結決算でも将来
的な効果が期待されている。
また、内部統制や各種規制への対応といっ
た面でのガバナンスが強化された点は、当
初は予想していなかったメリットだった。

「監査法人が求めるもの、たとえばどのよう
な証跡が必要か、どのようなコントロール
を行われるべきかといった要求に対し、容
易に対応することができました。また、必
要な情報の集約や提出もスムーズに実現
できました。監査法人の間では広く知られ
たシステムということもあり、“こんな機能
があるから使ってみればどうか”というアド
バイスを受けたことさえありました」と内山
氏は語る。

日本ゼオンの未来を創出する
次の10年に向けた取り組み

日本ゼオンでの10年を超えるSAP ERPの
利活用は、日々の安定的な運用と現場の主
体的な活動に支えられて実現したものだ。
その間、一貫してシステムを見つめ続けてき
た内山氏は、10年の運用を通じて実感した
メリットについて、次のように話す。

「1つのシステム基盤で、グループ会社を含
めた全社の基幹業務が滞りなく回っている
という事実には、あらためて驚かされます。

以前のシステムと比べて堅牢性も高く、トラ
ブルはほとんどありません。この安定性は
基幹システムを支える基盤として高く評価で
きます」
一方、開発・運用面でのメリットについて、日
本ゼオンのシステム開発・運用・保守を担当
するジスインフォテクノ株式会社 システム運
用部 システム運用チーム チームリーダーの
佐藤一志氏は、「開発と運用をきっちり分離
できる点は評価できます。手作りのシステム
の場合、構造化されていないなどの問題で、
開発した担当者が運用に加わらないといけ
ない状況がよく発生します。SAP ERPなら
開発担当は開発に、運用担当は運用に専念
できる体制を整備することで、人的リソース
の有効活用が図れます」と話す。
また、同社ではシステム監視のツールとして
Solution ManagerのBPMon（ビジネス
プロセスモニタリング）を活用している。従
来はファックスが届く、届かないといった細
かな点については、各現場の対応に任せて
いたが、現在はSolution Managerで一元
化して、メールでアラートを出している。こう
したツールの活用方法などは、JSUGの活
動に参加する中で知ったものだという。
最後に内山氏は、今後の期待を込めて次の
ように締めくくった。「導入時は、10年間が新
システムへの切り替えの目安だと考えてい
ましたが、いまはそういう考えはありませ
ん。これからも当社のビジネスを支える基
盤として、全社的な利活用を継続的に進め
て行く必要があると思います。これらの取
り組みの延長線上に当社の今後の10年が
あると確信しています」

日本ゼオン株式会社
情報システム部

部長

日本ゼオン株式会社

本社：東京都千代田区
創業：1950年4月
資本金：242億円（2011年3月末現在）
事業概要：合成ゴム、合成ラテックス、化成品、
化学品、高機能樹脂、環境資材、RIM成型品、医
療機材の製造販売、ブタジエン抽出技術販売 等
http://www.zeon.co.jp/

内山 健二氏

ジスインフォテクノ株式会社
システム運用部

システム運用チーム 
チームリーダー

佐藤 一志氏

水島工場（岡山県倉敷市）

業務改革と一体のシステム利活用から生まれた未来の成長基盤
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グローバル総合商社に不可欠な
IT基盤の柔軟性と変化対応力

“大切な地球と、そこに住む人びとの夢溢れ
る未来作りに貢献する”というミッションの
下、世界有数のグローバル総合商社として
幅広い事業を展開する三井物産。国内12、
海外142の事業所（2011年10月現在）を
擁し、金属、機械・情報、化学品、エネル
ギー、生活産業などの主力事業のほか、広
範な領域で各種商品の輸出入、外国間取引
を展開している。同社のビジネスにおける
ITの役割について、経営企画部 情報戦略
企画室 室長の真野雄司氏は「業態が常に
変化する総合商社という特性からも、当社
のビジネスとITの関係を考えるにあたって
は、グローバル、グループ、そして進化とい
う3つのポイントを的確に捉える必要があ
ります」と話す。
同社が展開するビジネスドメインは、まさ
に“グローバル”であり、同時に膨大な数の

“グループ”企業を擁している。また、長期
業態ビジョンでも掲げられている「経営環
境の変化に対して、絶え間なく柔軟に業態
を進化（EVOLUTOIN）させてゆく企業風
土」という言葉の通り、ビジネスの“進化”を
支える変化対応力も、同社のIT戦略に不可
欠なミッションである。

2000年以前、三井物産の社内には400を
超える大小のシステムがあった。個別の事
業、業態に特化して開発されたこれらのシ
ステムは、まさに社内に乱立する“サイロ”
のような存在だった。個別最適から全体最
適への転換、また社会的な要請が高まりつ
つあった内部統制への対応を考える上で
も、IT基盤の刷新は避けられない状況と
なっていた。
そこで2001年、同社は“経営総体の変革”
を宣言し、これを実現するための施策とし
て「業態変革プロジェクト」をスタート。
BPRの基本構想、業務プロセスの再設計、
プロセスとシステムの詳細定義/開発、継
続的なBPRの推進という4つのフェーズで

プ ロ ジェクトが 進 め ら れ た 。そして、
「MICAN（Mitsui I can!）」と命名された新
システムの基盤として採用されたのがSAP
ERPだった。

「ERPパッケージの選定においては、社内
で大論争がありました。最終的にSAP
ERPを選定したのは、将来的なデファクト
スタンダードとしての期待も含めた、製品
およびベンダーとしてのSAPの信頼性を評
価したからです」（真野氏）

さらなる変化対応力を追求する
新基幹システム“MIRAI”プロジェクト

大きな期待をもって構築されたMICAN

三井物産株式会社■会員事例
CASE STUDY
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世界中のお客様のニーズに応える「グローバル総合力企業」を目指し、幅広いビジネスを
展開する三井物産株式会社（以下、三井物産）。進化を続けるビジネスに対してITによる支
援が不可欠と考える同社では、全社的なシステム基盤としてSAP ERPを採用。2000年
のシンガポールを皮切りに、2004年には本社での運用を開始した。初期の導入から11
年、標準化と差別化の両立、業態の進化への対応など、さまざまな成果を上げた同社は現
在、クラウドなどの新技術の活用も視野に、未来に向けたさまざまな施策を推進している。

乱立する400以上のサイロを統一、
標準化と差別化の両立により
業態の進化を支える変化対応力を実現

三井物産が推進するMIRAIプロジェクトの全体図

－15年の歩みとこれから－
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は、それまで達成できなかった「標準化」と
いう面で明確な効果を上げた。特に財務
会計（FI）モジュールについては、信頼性、
使いやすさとも期待通りの結果となった。
しかし、運用の過程を通じて、新たな課題
が浮上してくる。当時の状況を真野氏は次
のように振り返る。

「営業担当から“こういう新しい仕事を始め
たい”といった要望があがってきても、シス
テム側が柔軟に対応できない状況が頻発
しました。本体で実現できない仕事は関係
会社にお願いすることになるため、再び社
外にサイロが乱立することになりました」
問題を重く見た三井物産では、SAPと協議
の上、システムの抜本的な見直しを決断。
2009年1月、新システムの構築に向けた
プロジェクトが発足した。
新たなシステムは「MIRAI」と命名され、5
つの目標が設定された。まず、グローバル
全体でのシステム最適化・業務効率化を追
求する「標準化」と、多様な業態を前提とし
た競争力向上を目指す「差別化」。次に、社
内外のシステムとの柔軟な「連携」。さら
に、刻 と々変化するビジネス環境への継続
的な機能追加などを実現する「進化」。最後
は、グループ共通で利用することによる「コ
スト効率化」だ。
同時に組織面でも新たな施策が打たれた。
新たに情報戦略委員会が設置され、経営
に関わる意思決定はすべてここで集約され
ることとなった。また、真野氏が在席する
情報戦略企画室は、経営企画部の中で経
営戦略とITの関わりを最適化する役割を
担っている。

「ITはあくまでツールですから、本来の目的
を見極めながら活用しないと真価は発揮
されません。海外を含めたグループ全体
を見渡し、どのような経営戦略実現に使用
するか見極めることが必要になります。そ
のための組織が情報戦略企画室なのです」

（真野氏）

プロジェクトを成功に導いた
SAP製品の理解とコミュニケーション

MIRAIプロジェクトのスタートから3年、
ECC 6.0をベースとした新システムの導入
効果について、真野氏は次のように話す。

「数値の見える化はもちろん、標準化の対
象とすべきプロセスとそうでないプロセス
の区別が非常に楽になりました。副次的な
効果では、標準化されたプロセスによって、
海外スタッフが急に東京に異動しても、す
ぐに環境に適応できるようになりました。
さらに、共通プラットフォームの実現によ
り、BCP（事業継続性の確保）への対応が
容易になった点も成果の1つです」
加えて、現行のMIRAIプロジェクトが成功
に至った背景には、三井物産およびSAP
双方の意識変革があったという。以前の状
況について真野氏は、「MICANの変化対応
力が十分でなかった要因の１つとして、三井
物産側がSAP製品を過小評価していたこ
とがあります。一方、SAPの側にも“SAPの
役割は製品を提供するところまで”という
意識からか、コミュニケーションに溝が
あったように思います」と話す。
こうした反省から、三井物産ではMIRAIプ

ロジェクトに際して、ドイツに直接出向いて
SAPの製品をより深く理解するためのさ
まざまなヒアリングを行ったという。これ
に対してSAPの側も、積極的な対話と提案
によって応えたことで、パートナーとしての
より良好な関係が築かれたことが、MIRAI
プロジェクトの成功につながったという。

社会インフラ化するSAP ERPの
価値を牽引するJSUGの存在意義

今後のテーマとして、真野氏は仮想化やク
ラウドなどの新技術についても言及する。

「仮想化技術とクラウドを組み合わせるこ
とで、システムの利便性は格段に高まりま
す。仮想環境上で構築した基幹システムの
バックアップをクラウド上へ格納するなど
の対応ができ、運用面、安全性の面でも大
きなメリットが期待できます」
さら に JSUG の 活 動 に つ いても 触 れ 、

「SAPはすでにERP製品という域を超え、
“社会インフラ化”していると感じています。
その意味でもユーザー会の存在は非常に
重要です。ユーザー会の議論を通じて、多
くの機能が共通化されることで、まさに“社
会インフラとしてのSAPの価値”を牽引す
る役割を担うことができます」
最後に真野氏は、スクラップ＆ビルドとい
う形で再構築する必要のない、進化し続け
るシステムとしての位置付けを強調し、「大
規模なシステム導入はこれが最後」と言い
切る。そして、姿は大きく変わることがあっ
ても、10年後も継続してSAP ERPを使い
続けるだろうと締めくくった。

三井物産株式会社

本社：東京都千代田区
設立：1947年7月（旧三井物産創業：1876年）
資本金：3,414億81百万円（2011年3月末現在）
事業概要：鉄鋼製品、金属資源、プロジェクト、自動車、
船舶・航空、化学品、エネルギー、食料・リテール、コン
シューマーサービス、情報産業、金融市場、物流など各分
野における、商品の国内販売、輸出入、外国間取引、さら
に、資源開発や新分野での技術開発など各種事業を多
角的に展開
http://www.mitsui.com/jp/ja/

三井物産株式会社
経営企画部 情報戦略企画室

室長

真野 雄司氏

標準化と差別化の両立により業態の進化を支える変化対応力を実現
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多角的な事業促進を支える
経営情報システムの10年先を見据えた
ビジョン（ありたい姿）を再定義
全世界65カ国に約140拠点、グループ全
体で800社近くの事業会社におよぶネット
ワークを有する住友商事株式会社は、多様
な分野における商品/サービスの販売/輸出
入はもとより、国内外の事業投資など、総
合力を活かしたビジネスを展開している。
同社は2001年から経営情報システムを活
用し、グローバルベースの事業ポートフォリ
オ管理により経営層の意思決定を支援して
きた。しかし経営環境の激変とともに、より
高度なリスク管理やIFRSでの業績管理が
課題として浮上する。
そこで2009年4月、IT企画推進部を軸に
経営企画部、主計部、財務部、コーポレート
リスク管理部から構成されるタスクフォー
スを発足。経営に求められる情報の再定義
と新たな経営情報システムのありたい姿の
検討を開始した。経営情報高度化プロジェ
クトのリーダーを務めるIT企画推進部 企画
統括チームリーダーの山田明義氏は、当時
の状況を次のように振り返る。

「タスクフォース発足に先駆けて、既存シス
テム全般についてアンケートを全社で実施
したところ、既存の経営情報システムに対
する改善などの要望が寄せられました。こ
れらの要望とITの課題を踏まえて今後10

年使える経営情報システムを構築するた
め、単なる既存システムの改善ではなく、真
に経営者が必要とする情報は何か、起こり
得る変化に対応していくにはどうするかと
いう根本的なところから、新システムの検
討に着手しました」

アクセンチュアの幅広い知見を活用して
IT部門主導のプロジェクトを加速
タスクフォースは、新経営情報システムの
ありたい姿作りと要件整理に約1年間を費
やした。経営陣や各部門のマネジメントが
どのような情報を見て経営判断を下してい
るのか、将来向かうべき経営情報管理の方
向性などをディスカッションしながら、経
営陣や各部門にも直接ヒアリングして合意
形成を図っていった。
ここで住友商事の長期的なパートナー、アク
センチュアの推進力が大きな力を発揮。最
新の経営指標や各部門の専門領域に関す
る知識、関係者との合意形成やシステムに
落とし込んでいく高度な技術を熟知し、多く
の企業で高度な経営管理を構築してきたア
クセンチュアは、SAPをはじめ多様なソ
リューションへの造詣も深く、長年にわたる
支援で同社のシステム環境も熟知しており、
的確な改善提案が可能だった。

「アクセンチュアの優れている点は、企画や
課題整理、業務要件調整などの上流工程か

ら、システムの実装や運用の下流工程まで
を一貫してサポートできる点にあります。今
回のプロジェクトでは、IT企画推進部がリー
ダーシップを発揮して、各部門をつなぐ役
割を担いました。そのためには、経営層や
各部門の協力を得られるような積極的な提
案が不可欠です。同社は構想段階から入っ
て、各部門の専門領域を取りまとめ、プロ
ジェクト推進をサポートしてくれました。経
営指標やレポート等を整理するフレーム
ワークや事例の提示、システム要件に落と
し込む方法も的確に提案してくれました」

（山田氏）
「経営情報システムには、変化に応じて必
要な経営情報を柔軟かつ迅速に提供する
ことが求められます。そのため、最小単位

新経営情報システムのダッシュボード

アクセンチュア株式会社

日本を代表する総合商社として多角的な事業を展開する住友商事株式会社は、2000年前後
に連結ベースの経営情報システムと基幹系システムから成るSIGMAシステムを構築。その後
の経営/経済環境の激変を踏まえ、現在および将来の経営判断に対応すべく、アクセンチュア
株式会社の協力を得て2011年5月に経営情報システムを刷新した。最新のテクノロジーを盛
り込んだ新システムは、同社の意思決定を早める基盤として活用されている。

変化を先取りし、
さらなる「総合力」の発揮に向けて
経営情報基盤を高度化

CASE STUDY
■住友商事株式会社 導入事例

Partner Solutions
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のデータを一元保管する統合データベース
（DB）や容易にレイアウト変更が可能なレ
ポート機能など、変化対応力を備えたシス
テム実装が重要です。システム構成の設計
に際してもアクセンチュアの提案が役立ち
ました」（IT企画推進部 基幹システム統括
チーム サブリーダー 谷口博茂氏）

最新テクノロジーを積極的に採用し
経営ダッシュボードの利便性を向上
住友商事は、最新テクノロジーによるパ
フォーマンス強化にも取り組んだ。既存の
経営情報システムは、経営層向けに情報提
供 す る GMC（ Global Management
Cockpit）と、現場で分析を行うための
ODS（Operational Data Store）と呼ばれ
るシステムで構成されていた。しかしDBが
分かれていたため、両システム間でデータ
の不一致や更新タイミングのずれが生じて
いた。一方、ヒアリングの過程でODSの既
存レポートの大半は若干の修正でそのまま
使えることも分かっていた。そこでODSで
利用していたSAP NetWeaver Business
Warehouse（SAP NetWeaver BW）を活
用してDBを統合し、2つのシステムを完全
に同期。同時に、新たな経営情報のニーズ
に対応できるようデータの粒度を細かくし
た。この統合DBを中核に、経営情報システ
ムが高度化されていった。
技術面の最大の課題は、多忙な経営層が高
速な画面出力と容易な操作で経営情報を
閲覧するためのGMCの経営ダッシュボー
ドの利便性向上だった。そこでインメモ
リーを搭載したSAP NetWeaver Busi-
ness Warehouse Accelerator（SAP

NetWeaver BWA）によりバッチ処理を高
速化。同じくインメモリーを搭載した経営
ダッシュボードツールのMicroStrategyに
より、複数のグラフや数表から成る経営
ダッシュボードの5秒以内表示が実現した。

「これまではバッチ処理において集約キュー
ブと呼ばれる中間DBを作成してレポート出
力処理のパフォーマンスを維持してきまし
た。SAP NetWeaver BWAの採用により
中間DBが不要となり、バッチ処理を高速化
できました。これにより夜間処理に余裕が
でき、統合DBのデータ単位をより細かく
し、データの更新頻度を上げることができ
ました」（谷口氏）

各部門が有機的に連携する
「経営情報ポータル」を確立
2011年5月にリリースされた住友商事の新経
営情報システムは、GMC約3,000、ODS約
6,000のユーザーに利用されている。GMC
は経営陣から現場までのシームレスな情報
の流れを実現するため、厳格な権限管理の
もとマネジャークラスにまで利用者の対象を
拡げている。懸案となっていたリスク管理は、
月次から日次へと情報の鮮度を上げ、各種リ
スクに早期対応。また、数字の定量情報のみ
でなく各種分析コメントや重要文書など、経
営陣に必要な情報を全てGMCから閲覧で
きる経営情報ポータルが実現された。
最大の成功ポイントは、IT部門の強力な
リードのもと、経営陣や各部門の協力を得
たことだ。また、ヘルプデスクには操作サ
ポートやトラブル対応のみでなく、ユーザー
からの経営情報に対する課題や要望への
コンサル機能を持たせた。ヘルプデスクに

集まる情報にシステムの利用状況を加味し
てPDCAサイクルを回し、経営情報システ
ムを進化させていく。これらもアクセン
チュアとの協業から生まれたアイデアだ。
一方、SAP BusinessObjects Business
Planning and Consolidationにより業績
管理やリスク管理の連結情報を収集し集
計。この仕組みには連結ベースでの経営情
報を実現するために10年前に導入した
コードの標準化が貢献している。
同社は次の段階として、システムのみでは
収集できないリスク管理情報を収集する仕
組みづくりに着手。より幅広い分析を行い
変化を先取りするための情報基盤を整え、
各部門のコラボレーションを強化していく。

「10年前に先代の経営情報システムを稼働
させて以降、当社では自らシステムで経営
情報を見るという文化が根付いていまし
た。今回の刷新で真の経営情報ポータルが
実現したと実感しています。これからも、変
化をチャンスに変え、総合力の発揮に貢献
できるよう、システムを進化させていきま
す」（山田氏）

「事業活動を俯瞰的に把握したITを武器
に、住友商事はまた新たな一歩を踏み出し
ています」（アクセンチュア 西井保氏）

住友商事株式会社

本社：東京都中央区
設立：1919年12月
事業概要：全世界に展開するグローバルネット
ワークとさまざまな産業分野における商品・サー
ビスの国内販売/輸出入/三国間取引および国内
外の事業投資
http://www.sumitomocorp.co.jp/

アクセンチュア株式会社

〒107-8672 東京都港区赤坂1-1-44 赤坂インターシティ
TEL（代表）：03-3588-3000（代表）
URL：http://www.accenture.com/jp/

お問い合わせ先

住友商事株式会社
IT企画推進部 企画統括チーム

リーダー

山田 明義氏

住友商事株式会社
IT企画推進部 

基幹システム統括チーム 
サブリーダー

谷口 博茂氏

変化を先取りし、さらなる「総合力」を発揮する経営情報基盤
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グローバル運用される
SAP ERPとのサプライチェーン連携
エスノーボード用品の専門メーカーとして、
1977年に米国バーモント州バーリントン
に設立されたThe Burton Corporation。
スノーボードが市民権を獲得し、90年代に
は冬季オリンピックの正式種目に採用され
る中で、革新的な製品ラインはトップクラス
のスノーボーダーから支持され、瞬く間に
世界のトップブランドに成長していった。
1996年からはボードスポーツ用品と衣料
ブランドをスタートし、現在ではGRAVIS、
ANALOG、REDといった幅広いブランドを
展開。また、日本、香港、オーストリア、カリ
フォルニア、オーストラリアなどに拠点を設
立し、グローバル企業としての歩みを続け
ている。
ビジネスが成長し、取り扱うアイテム数も
増えていくのに伴い、米国本社では基幹シ
ステムと物流システムの刷新が急務となっ
た。そこで、1997年にSAP ERPを導入。
基幹システムを整備するとともに、物流シ
ステムは外部にアドオンで構築し、1インス
タンスでグローバル運用している。
米国本社の主導によってIT基盤の拡充が図
られていく一方、バートン日本法人では、い
くつかの課題に直面していた。現場レベル

では、物流業務そのものがSAP ERPのパ
フォーマンスに依存するため、レスポンス
の悪化に伴い、出荷業務の遅延が発生。シ
ステムが米国にあるため、日本のIT部門だ
けではクレームの対応が迅速に行えない、
障害原因の特定・解決が困難といった問題
があった。また米国とは13時間の時差があ
り、担当者間のコミュニケーションにもタ
イムラグが避けられない。さらには締め払
いや取引先専用の帳票など、日本独自の商
習慣に対応する必要もあった。
そこで同社では解決に向けて、①SAP
ERP標準機能による接続、②煩雑な運用を
伴うEAI製品ではなく、シンプルにデータ
連携できる仕組み、③サポート面で安心が
得られる日本ベンダー取扱製品であること
を条件に、2006
年 後 半 より連 携
ツール の 調 査 を
開始。その中で着
目したのが、株式
会 社 エ ス・アイ・
サービスが提供
するSAPシステム
接続専用アダプタ

「ConnectPlus」
だった。

全体最適とローカル対応の
ギャップを克服
バートンの取り組みは、単にITの課題解決
だけにとどまらなかった。ちょうどその頃、
同社は物流を含めたサプライチェーンの改
革を目指して、3PL（サードパーティーロジ
スティクス）業者による物流ASPサービス
への移行を計画していたからだ。この2つ
の取り組みを、同じレールの上に乗せるこ
とに意義があった。同社のインフォメー
ションテクノロジー（IT部門）でITマネー
ジャーを務める五十嵐善之氏は、その理由
を次のように説明する。

「物流アウトソーシングへの移行は、単にコ
ストメリットを追求するだけではなく、ビジ
ネスプロセス改革につながるものです。そ

バートン（日本）

出荷ピッキンク・出荷ピッキンク・
入庫作業入庫作業
出荷ピッキング・
入庫作業

SAPスマートアダプタ

グローバル管理の
SAPシステム

S

バートン米国本社と日本支社の連携

株式会社エス・アイ・サービス

スノーボード用品のトップブランドとして絶大な人気を誇る「BURTON」。同ブランドを中心に多彩な
商品の輸入販売を手掛ける日本法人のザ・バートン・コーポレーション株式会社（以下、バートン）で
は、米国本社が運用するSAP ERPとの連携を含め、サプライチェーンの最適化に取り組んだ。株式
会社エス・アイ・サービスのSAPシステム接続専用アダプタ「ConnectPlus」を介してSAP ERPと
3PLの倉庫管理システム（WMS）を連携させることで、柔軟かつ効率的な運用を実現している。

SAPシステム接続専用アダプタ
「ConnectPlus」により
米国本社-日本支社間の
サプライチェーン情報連携を最適化

CASE STUDY
■ザ・バートン・コーポレーション株式会社 導入事例

Partner Solutions
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れだけに、物流とITを切り離して考えるこ
とはできないと判断しました。また、いず
れも米国本社の承認を必要とするため、彼
らを納得させるためにも、確かな効果を見
込める計画にする必要がありました。その
意味でConnectPlusは、米国のシステムを
標準に、グローバルで全体最適を図りたい
米国本社と、ローカルな要件にも柔軟に対
応したかった日本側とのギャップを埋める
鍵になると考えました」
ConnectPlusは、SAP ERPの標準データ
フォーマットであるIDoc形式をサポートし、
ユーザが望むデータ形式に変換するトラン
スレータ機能を実装している。そのため、
EAIツールを介することなく、プログラム間
通信でダイレクトにデータ交換を行うこと
が可能だ。グローバル企業が直面する「全
体最適」と「ローカル対応」という相反する
課題を抱えるバートンにとって最適な解決
策になるとの判断から、採用が決まった。

要件定義から6カ月間の
短期間・低コスト導入を実現
ConnectPlusをソリューション連携の核と
する物流改革プロジェクトは、3PL業者へ
の物流ASPサービス移行と並行して2007
年1月にスタート。バートンのIT部門、米国
本社のIT担当者、3PLのシステム担当者、
そしてエス・アイ・サービスを加えて4社で要
件定義を実施。相互理解のもとに細かい仕
様を決めながら、同年6月、3PLの倉庫管
理システム（WMS）と米国本社のSAP ERP
をConnectPlusを介して接続する、新しい
仕組みが本稼働した。同プロジェクトにお
いて調整役を務めたシステムエンジニアの

加藤博史氏は、エス・アイ・サービスが果た
した役割を、次のように評価する。

「同じ品番でも色・大きさが異なる商品の管
理など、スポーツ用品やアパレル独自のビ
ジネスロジックを柔軟に吸収してくれまし
た。SAP ERP内部の仕組みに精通してい
るため、米国本社への提案、3PL側システ
ムとの調整といった面でも、スムーズな進
行を助けてくれました。また、開発スピード
が早いことにも驚きました。仕様決定後、2
カ月足らずでテストフェーズへと移行するこ
とができたこともあり、エス・アイ・サービス
はデータ連携エキスパートとしての力を存
分に発揮してくれたと思っています」
新しいシステムでは、ConnectPlusを介し
た非同期連携によって、SAP ERPのパ
フォーマンスに影響を受けなくなり、レス
ポンスが確実に向上した。また、WMSを
SAP ERPと切り離して運用する環境と
なったため、リカバリーにおいても日本側
だけで、迅速に対応することが可能になっ
た。取扱商品数は年々増大しており、SKU

（在庫商品単位）数で何十万という規模に
なっているが、大量のデータ連携もスムー
ズに行われているという。

さらなるサプライチェーン改革を推進
新しい物流システムの成功を踏まえて、
バートンはさらなる改善に着手した。1つ
は、アウトソーシング先である3PLの変更。
もう1つは、日本の商習慣に合わせた帳票
システムの構築である。
前者においては、アパレル/フットウェアに
精通した3PLを選定。そのノウハウを活用
することで、競争優位性を高めることが目

的だった。後者の帳票システムは、これま
でアドオンでファイル出力し、FTPにより
ファイル転送していたが、不安定で出力さ
れない帳票が発生するという問題を抱えて
いた。また、帳票追加や項目の変更を行う
度に、米国本社と調整を図る必要があり、
取引先に指定された専用帳票などに柔軟
に対応していくことが難しかった。

「アウトソーシング先の変更においては、エ
ス・アイ・サービスのサポートのもとで設定
を変更するだけで新たなWMSと連携でき
たので、非常にスムーズでした。このよう
に拡張性・柔軟性に富んでいるのもCon-
nectPlusのメリットだと実感しました。ま
た、帳票システムにおいても、SAP ERPの
改修作業はIDoc化するだけで済みます。そ
のため、従来のアドオンプログラム開発と
は比べものにならないほど工数を大幅に
削減しながら、柔軟な対応が図れるように
なりました」（五十嵐氏）
これらの取り組みについては、米国本社も
高く評価しているという。バートン日本法
人は今後も、サプライチェーンの強化に取
り組む意向だが、データ連携基盤として
ConnectPlusを採用していることが、大き
なアドバンテージになるに違いない。

ザ・バートン・コーポレーション株式会社

本社：東京都渋谷区
設立：1995年1月
事業概要：スノーボード、サーフボード、スケートボードおよ
びその関連商品、アパレル、フットウェア、バッグなどの企
画・販売
http://www.burton.com

株式会社エス･アイ･サービス

〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-7 京橋山本ビル
TEL（代表）:03-3538-8118 FAX：03-3538-8119
URL: http://www.siservice.co.jp/

お問い合わせ先

「ConnectPlus」により、サプライチェーン情報連携を最適化
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「“新生”太平電業」を目指し
基幹システムのあるべき姿を再定義
太平電業は国内外の発電所をはじめ、各種
プラント・環境設備などの建設・補修工事を
手掛ける総合プラント建設の専門企業だ。
60余年にわたって蓄積してきた独自の技術
を競争基盤に次なるステージを築く“新生”
太平電業の実現に向け、2011年には長期
経営計画「Vision 2020」を策定。国内外の
著しい社会・経済環境の変化に対応するた
めの取り組みについて、同社の総務管理本
部 総務部 部長の片柳時雄氏は次のように
説明する。

「1つは、強い人財を創ることです。その一
環として大量採用した新卒者の育成と技術
の伝承により、世代交代を図ります。もう1
つの鍵が、スピード経営化と業務の効率化
です。その実現に向けて基幹システムの刷
新を決定し、2008年12月より、総務部 情
報システム課ならびに本社スタッフ部門、
支店、営業所、事務部門のキーマンを中心
に、ERPの導入を念頭に置いた分科会を発
足しました」
同社が従来使っていた基幹システムは、汎
用系のパッケージソフトをベースにカスタ
マイズしたもので、すでに導入から10年が
近づいていた。ユーザーの声が反映された
30年来の従来型の業務手順をベースとし
たシステムであったため、締めに合わせて

蓄積されたデータを経営判断に活用するに
は、チェック・審査のプロセスを経てデータ
を収集/加工する必要があり、タイムリーな
情報活用ができないことが課題となってい
た。また、法制度などの変化に対応するた
めには、改修に時間とコストがかかることも
懸念されていた。
そこで分科会では、まず基幹システムのあ
るべき姿を議論することからスタート。その
中で業務プロセスの標準化と簡素化を追求
し、時代の変化に迅速に対応できるシステ
ムという方向性を定める。その実現に向け
て、分科会から専任された専門委員会メン
バーを中心に、要件定義、パッケージ選定
が進められた。

エンジニアリング業界に
最適化された
導入パッケージを選定

パッケージ選定で重視された
点は、長期利用を前提とした基
幹システムとしての骨組みおよ
び大福帳データベースの堅牢
性に加え、従来の業務構成/体
系を一新し、シンプル化できる
標準化された業務体系と構
成、そして内部統制対応だ。ま
た、グローバルビジネス、IFRS

（国際財務報告基準）対応も考

慮し、最終的にコベルコシステム株式会社を
パートナーに、SAP ERPの導入を決定した。
決め手となったのが、コベルコシステムが提
供するSAP ERP導入テンプレート「HI-
KORT for Engineering」の豊富な機能だ。
プロジェクト型業種に最適化されたこの
テンプレートは、プラント建築業界において
確かな実績があり、低コスト/短期導入を実
現する。総務管理本部 総務部 情報システ
ム課 課長の中谷一博氏は、評価のポイント
を次のように説明する。

「プラント建設業で使われる独自の用語が
あるように、SAP ERPにも我々が触れたこ
とのない用語が存在しますが、コベルコシ
ステムはその両方に精通しています。そのた

コベルコシステム株式会社

1947年に創業以来、電力プラントを中心とする基幹設備インフラの建設・メンテナンスを通じて、社会・
産業に貢献し続けている太平電業株式会社。同社では2008-2010年に掲げた経営計画「チャレンジ
10」の一環として、法制度対応、スピード経営、業務効率の向上を実現するため、基幹システムを刷新。
コベルコシステム株式会社をパートナーにSAP ERPのビッグバン導入を実現した。続く2011年からの
10年を見据えた「Vision 2020」では、確かな業務基盤とするべく、本格的な活用に取り組んでいる。

長期経営ビジョンの実現に向けて
業種特化型テンプレートを活用し、
SAP ERPをビッグバン導入

CASE STUDY
■太平電業株式会社 導入事例

業務担当 管理層 経営者

IT基礎工事として、長く使える
バックボーンの確立

エンドユーザから経営者まで
一気通貫なデータ一元化

骨格業務情報データベース
（SAP ERP）

情報系ソリューション基盤
（フロント・エンド処理）

堅牢なIT基盤
（データセンター等）

簡易なEU I/F
Excel-VBA
Excel

エクスポート

（帳票からの
脱却）

情報統計分析
（BIツール/BO）

太平電業が目指すSAP環境による基幹業務構成の概念

Partner Solutions
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め当社の要件に合ったシステム構築だけで
はなく、業界に特化したシステムの提案と
コンサルティング、それをSAP ERPに実装
する技術・ノウハウが期待できると判断しま
した。HI-KORT for Engineeringでは、
Excel VBAによるインターフェースがポ
イントでした。従来、Excelで台帳整理して
いた現場のやり方を変えず、ERPへのデー
タ入力ができるためです」

次世代型システム構築に向け
「beansプロジェクト」を発足
太平電業は2009年11月、法制度対応、ス
ピード経営、業務効率の向上という3つの
テーマを基軸とする全社プロジェクトを正
式に発足。キックオフを契機に団結と絆を
固め、「次世代を見据えたシステム」で業務
改善の芽が早く出るようにという願いを込
め て「 beans（ Business Enterprise
Advanced Next System）プロジェクト」と
名付けられた。
プロジェクトは「ビジネス設計」、「実現化」、「移
行・検証」という3つのフェーズで進められた。

「ビジネス設計フェーズ」では、コベルコシステ
ムが主体となって、現状の業務プロセスと
SAP ERPとのFit & Gap分析を実施。アド
オンプログラムを開発すべきか、標準機能を
使うべきかを明確化していった。また、「HI-
KORT for Engineering」をベースに実機シ
ミュレーションを重ねていく中で、「気付き」と

「馴染み」を醸成する重要な期間となった。
「実現化フェーズ」では、コベルコシステムが
わずか5カ月間で、アドオンの設計・開発か
ら単体テスト、テスト機・本番機への実装ま
でを完了。次の「移行・検証フェーズ」におけ

るテスト計画までを行った。
本稼働に向けた「移行・検証フェーズ」では、
統合テストとシステムテストに加えて、業務
の混乱を未然に防ぎ、早期定着を図るた
め、教育・研修が重視された。まず、分科会
から参加している各部門のキーマンを中心
に教育を実施。エンドユーザーに対しては
全国からオペレーション担当を呼んで集合
研修を実施するとともに、キーマンが実際の
現場で浸透させていく体制を築いた。ユ
ニークなのは、ここ数年採用してきた新入社
員に対しても、オペレーション教育を徹底し
たことだ。これにより、コンピュータ操作に
慣れた若手が新システム稼働時の応援部隊
となり、現場のベテラン事務担当者をサ
ポートする体制が築かれた。

「教育には、最も時間をかけたいと考えてい
ました。その際に教育シナリオの策定から、
操作マニュアルの作成までをフォローしてく
れたコベルコシステムの存在は、非常に大き
なものでした。また、HI-KORT for Engi-
neeringにより開発期間を大幅に削減でき
たため、結果的に教育・研修に使える時間を
増やすことにつながりました」（中谷氏）

現場への浸透と定着
次のステップはBIによる情報の有効活用
太平電業の新しい基幹システムは、2011年
4月に予定通りカットオーバーされた。すで
に最初の四半期の決算も無事に終え、現在
は活用フェーズへ向けて、新たな施策を計
画している。
まずは、四半期の収支管理（見込み査定含む）
とSAP BusinessObjectsによるBI活用とな
る月次の工事収支報告書を本格活用し、デー

タ一元化による経営指標の明確化を目指して
いる。この活用こそがプロジェクトの成功の鍵
を握るものとして、コベルコシステムの協力のも
と、全力で推進されている。その先に、「品質・
安全」といった「人のイノベーション」までを可
視化できる仕組みにしていきたいとしてい
る。ここから、人事系のシステムの融合も含
めた第2期構築へとつながっていく予定だ。
また、IFRSに対応した、プロジェクト発生時
点での工番の仕組みとなるプロジェクト型
会計を実装している。さらなる定着に向け
た、新しい業務プロセスに対する再教育も
続けられている。

「いずれにしても、自社のビジネスモデルを
見直す、絶好の機会となりました。日々の業
務を通じて、リアルタイムに情報が集約・活
用できる基盤も整いました。ただし、それを
活かすには、やはり新しい業務プロセスを
現場が十分に理解し、実行することが不可
欠です。そのためにも、今後も教育には力
を入れていきます」（片柳氏）
SAP ERPを核とする新基幹システムは、太
平電業の競争・成長基盤として、確かな価値
を創出していくことが期待されている。

コベルコシステム株式会社

（本社）〒651-0072
神戸市中央区脇浜町2丁目11番14号　
神鋼ビル  ネオエスト6階
TEL：078-261-7500（大代表）

（東京本社）〒141-8688
東京都品川区北品川5丁目9番12号 北品川ONビル4階
TEL：03-5739-5150
URL：http://www.kobelcosys.co.jp/

お問い合わせ先

太平電業株式会社

本社：東京都千代田区
創業：1947年3月
資本金：40億80万円
事業概要：国内外の火力・原子力発電所をはじめ、各種プ
ラント・環境設備などの建設工事・メンテナンス工事を手が
ける総合プラント建設業
http://www.taihei-dengyo.co.jp/

「beansプロジェクト」のメンバー

業種特化型テンプレートを活用し、SAP ERPをビッグバン導入
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テクノロジーの転換期を迎え
検証作業への支援を強化
三井情報株式会社（MKI）では、SAPを主体
にシステムインテグレーションを行う「ビジ
ネスソリューション事業本部」、ネットワーク
を中心にプラットフォームインテグレー
ションを手掛ける「プラットフォームソリュー
ション事業本部」、データセンターサービス
ならびにクラウドサービスを提供する「サー
ビス事業本部」という3つの事業部門を
ベースに、顧客のIT戦略を支援してきた。
しかし、猛スピードで進化するイノベー
ションを背景に、情報システムを取り巻く環
境は大きな転換期を迎えている。そこで同
社では、個別に行ってきた先端研究を収斂
し、事業部門同士が協力して新技術の採用
や顧客の問題解決に取り組む場として、
2011年4月に「R&Dセンター」を発足。同社
が有する技術情報の融合を図るとともに、
顧客やベンダーとのコラボレーションを強
化し、情報システムに新たな価値を創出し
ている。
同社の取締役 執行役員 CTOで、R&Dセン
ターのセンター長を務める加藤幸久氏は、
同センターの位置づけを次のように語る。

「クラウドコンピューティングをはじめ、モバ
イル、インメモリーコンピューティングなど、
新しいテクノロジーが続 と々実用化へと向
かっています。とりわけSAPの世界におい
ては、それらを採用した画期的なソリュー
ションが発表され、日本でも注目を集めて

います。新しいソリューションを採用する際
には十分な検証が不可欠ですが、これまで
は、お客様自身が多大な投資を行うか、ベン
ダーに委任するかしか方法がありませんで
した。これからは、このR&Dセンターに用
意された検証環境を利用し、当社のエンジ
ニアの支援のもとで、有効性を見きわめてい
ただくことが可能です。その結果、お客様が
採用を決断されれば、さらなる検証と実装
に向けた取り組みをお手伝いします」

先進技術の融合と変化対応力の向上
R&DセンターはMKI自身のビジネス変革
にも重要な意味を持つ。これまで、3つの
事業本部それぞれの判断で研究開発を
行ってきたが、場合によっては内容が重複
することもあった。そこで、同センターでは

各事業部のキーパーソンを集めて「全体最
適」の観点から次の技術に対するビジョン
を定め、より実践的な研究開発を実施。ま
た、R&Dセンター内に各技術要素のライブ
ラリを構築することで、同社が有する技術
の体系化を図り、新たな技術の修得や顧客
の問題解決へ向けて、スピーディかつ柔軟
に対応できる体制を確立している。
同センターの企画・運営において中核的な
役割を担うR&Dセンター ITイノベーション
室長の岡部伊隆氏は、2つのポイントを挙
げる。「まず、複数の技術の組み合わせによ
る価値の創出です。1つの技術を集中的に
高めていくことはもちろん重要ですが、その
一方で技術が独り歩きしてしまうこともあ
ります。当社の目的はあくまでも、お客様の
ニーズや課題に対する解決策を提供するこ

三井情報株式会社

顧客の経営戦略、業務基盤をトータルに支える「ICTトータルマネジメントパートナー」を企業理念に掲げる
三井情報株式会社は、研究開発を強化し、顧客とともにICTの新たな価値を創出していくことを目的に、
2011年4月、「R&Dセンター」を発足した。情報ソリューションの活用における先端研究を集約し、その検
証結果や技術・ノウハウを公開することで、SAP導入企業全体のレベルアップに貢献していこうとしている。

最新技術の研究開発を強化し
ICTのレベルアップを図る
R&Dセンターが発足

CASE STUDY

三井情報のR&D領域の変遷

2010年

インメモリコンピューティング

大規模分散データ処理

業務利用に向けた
基礎検証

リソース
自動管理の検証

マルチデバイス
マネジメント

スマートフォン用
業務アプリケーション開発検証

IPベース/メッセージングベース
コミュニケーションの相互連携

SAP導入に向けた
基礎検証

SAP on Cloud 

主要クラウドサービスの
基本調査

グループポータル/
カスタマーポータル

SAP HANA

大規模
データ分析

クラウド
コンピューティング

エンドユーザー
デバイス

ユニファイド
コミュニケーション（UC）

2011年

スマートフォンによる
VDI実用化検証

Partner Solutions
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とにあります。そこでR&Dセンターが、高
度な技術をどう組み合わせ、提供するかを
追求していくための基盤となります。もう1
つは、変化に対するスピードです。経営環
境や技術の変化など、さまざまな状況に対
応していくためには一層のコラボレー
ションを図っていく必要があります。R&D
センターをコアに、社内だけでなくお客様
やベンダーとの協業を強化し、時代の変化
を先取りしていくことを目指しています」

SAP HANAからランプアップ製品まで
多角的な検証プロジェクトを実施
すでに、R&DセンターにはSAP導入企業
を中心に、さまざまな案件や相談が持ち込
まれている。現在取り組んでいる具体的な
テーマは、SAP In-Memory Appliance

（SAP HANA）によるインメモリーコン
ピューティング、SAP NetWeaver Gate-
way に よる モ バ イルソリュー ション、
Microsoft Officeと SAPとの共同製品で
あるDuetによるユーザーインターフェース
の刷新、SAPが今年11月にランプアップす
るSAP NetWeaver Landscape Virtual-
ization Managementソフトウェアによる
クラウド環境におけるSAP ERPの運用、
SAP Solution Managerによる運用品質
の向上などがあげられる。
なかでもSAPが現在最も力を入れるテクノ
ロジーの1つに位置付けているSAP HANA
では、実際にユーザーのデータを使って、
R&Dセンターの環境で有効性チェックと
チューニングの最適化に向けての検証を実
施。たとえば、流通業における大量データ
のリアルタイム分析や、バイオサイエンスの

分野における大量データ分析による癌のゲ
ノム解析や創薬に適応するソリューションの
検証プロジェクトが進行中だ。また、Duet
においては大規模導入を想定して、Duet
EnterpriseをベースにSAP NetWeaver
Gatewayとの連携やMicrosoft社が有する
他の技術との組み合わせを検証。SAP
NetWeaver Gatewayにおいてもさまざま
な活用シーンを踏まえて、各種デバイスの
検証を実施するとともに、活用シーンに適
合するユーザーインターフェースの比較な
ど、その可能性を引き出すための検証が積
極的に展開されている。
さらに多彩な機能を有するSAP Solution
Managerにおいては、どの機能を使ってテ
スト管理や構成変更管理を行っていくか、ま
た運用管理者のためのビューとユーザー向
けのビューをどのように使い分けるかなど、
運用の品質向上に向けてさまざまな検証を
行っている。これらの検証をトライアルから
スタートできるのが、R&Dセンターの特色
だ。これにより、検証に関わるコストや時間、
環境の整備といった課題をクリアするととも
に、ユーザー、MKIの双方がノウハウを蓄積
していくことが可能となる。
MKIではさまざまなソリューション検証の成
果について、JSUGを通じてお客様に公開
し、共有していく予定だ。また、検証結果を
ベースとするワークショップなども立ち上げ、
日本のSAP導入企業全体のレベルアップに
貢献していきたいという。「SAPソリュー
ションの先端環境を提供することで、お客様
とともに最適化へ向けての検証を行い、実
践的な技術の活用に取り組んでいくことこ
そ、R&Dセンターの理念です。そのために

も、お客様にはぜひ、この環境を使い倒して
いただきたいと考えています」（岡部氏）

R&Dセンターを核に
グローバル体制を整備
R&Dセンターは同時に、刻一刻と変化する
テクノロジーを集約的にアップデートしてい
く場でもある。そこでMKIでは、同セン
ターをグローバルな技術動向の収集・発信
基地として位置付け、次なる施策を進めて
いる。具体的には、10月にイギリスに現地
法人を開設するとともに、ニューヨークに
続きアメリカ西海岸とシンガポールにオ
フィスを設置し、R&Dセンターとの密な連
携体制を築いていく予定だ。

「SAPソリューションにおいても、日本国内とグ
ローバルでは、スピード感がやはり違います。
そこで世界の動きを日本のお客様にフィード
バックしながら、新技術に対する知見を高め
ていくとともに、技術が進化を遂げるプロセ
スを、スピード感を持って把握していきたいと
考えています。このように技術のサイクルをお
客様と共有していくことも、R&Dセンターの重
要な役割だと捉えています」（加藤氏）
MKIのR&Dセンターは、技術検証に最適な
場として、最先端の技術動向に注目するSAP
導入企業の強い味方になるに違いない。

三井情報株式会社 
取締役 執行役員 CTO 

R&Dセンター センター長

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/

加藤 幸久氏

三井情報株式会社 
R&Dセンター 

ITイノベーション室長

岡部 伊隆氏

〒164-8555 東京都中野区東中野2-7-14
TEL：03-3227-5515
URL：http://www.mki.co.jp/

三井情報株式会社

お問い合わせ先

研究開発を強化し、ICTのレベルアップを図るR&Dセンター
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多彩なニーズに応じて
SAPシステムを活用
NTTデータグループ/NTTグループのデータ
センターに設置したSAPシステムを、ニーズ
に応じてご利用いただけます。
必要に応じてハードウェアリソースを確保
NTTデータグループが豊富に保有している
リソースを、仮想化技術を用いて柔軟に活
用できるINERPIAでは、月額の利用料金を
変更することでリソースの拡張に対応。近
隣もしくは海外を含む遠隔地のデータセン
ターにディザスタリカバリ（DR）サイトを構
築するといったご利用方法も可能です。
高品質なサービスの提供およびランニング
コストの削減
基幹システムの運用に求められる高度な
サービスレベルアグリーメント（SLA）が提
供可能です。たとえば、ハードウェア更改、
経年劣化による性能問題に対応する管理/
運用要員をお客様と合意したSLAに基づ
いて提供。また、提供される要員リソース

はシェアード化されているので、業務の品
質を向上させながら、お客様のランニング
コストを削減します。
グローバルでのホスティングサービス利用
国内および海外の信頼性の高いデータセン
ターを利用し、高品質なホスティングサー
ビスを提供します。海外のデータセンター
においても建物および電源などの付帯設
備、立地条件、セキュリティー対策など、日
本国内と同等の設備を構築。世界3極体制
の運用サービス（日本語/英語対応）が整備
されており、海外現地法人も含めてシステ
ム運用コストを大幅に抑制できます。

INERPIAがもたらす4つのメリット
企業は以下の4つの観点から、さまざまな
メリットを実感できます。
人材活用：SAPシステムの運用リソースを
開放し、ビジネスの課題解決や新技術の導
入といったコアビジネスに専念できるた
め、IT部門の負担が軽減。また、サービスメ

ニュー選択により、
必要に応じて柔軟
にリソースを変更で
きます。
コンプライアンス強
化：NTTデ ータグ
ループが構築してき
た、豊富な実績に基
づく各種プロセスを
スピーディに展開。

また、監査対応に要する過剰投資を回避し
ながら、複数の高度な監査をクリアできます。
SAP専門部隊による高度なサポート：SAP
認定コンサルタントによる24時間365日
のサポート体制のメニューを選択すること
で、リソース不足が解消されます。また、世
界各地のNTTデータグループ各社が共有
するSAPシステム運用ノウハウを活用し、
最適なシステム運用を実現できます。
システム運用のコスト削減：NTTデータグ
ループによるグローバルな連携体制「SAP
Global One Team」が、高品質・低コスト
なシステム運用を実現します。また、事業
継続計画（BCP）に基づくディザスタリカバ
リ（DR）サイトの構築作業を簡素化します。

SAPシステムに特化したホスティングサー
ビスにオンデマンドの拡張性を融合した
INERPIAのSAPホスティングサービスは、
システムの最適化とコスト削減を両立し、
企業戦略に貢献します。

2011年8月からNTTデータグループが提供を開始したINERPIA（イナーピア）のSAPホス
ティングサービスは、SAPシステムのクラウドサービスとして、システムの新規導入コストや運
用コストの削減に貢献します。また、昨今対応が求められている災害時の事業継続計画

（BCP）に対する解決策としても利用いただけるため、お客様は自社システムの運用状況に応
じて、必要なサービスを選択することが可能です。

システムリソースを最適化し、事業継続を推進する
INERPIA（イナーピア）のSAPホスティングサービス
さまざまな課題を解決し、企業戦略に貢献するクラウドサービス

株式会社NTTデータ

〒135-8671 東京都江東区豊洲3-3-9 
豊洲センタービルアネックス
TEL： 050-5547-4530
e-mail： g-sap_inerpia_sales@kits.nttdata.co.jp
URL： http://www.nttdata.co.jp/services/s090450.html

株式会社NTTデータ
グローバルSAPビジネス本部

お問い合わせ先

SAPホスティングのサービススコープ
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富士通の緊急連絡/安否確認サービスは、
SafetyValueが提供する事業継続ソリュー
ションの1つで、災害発生時における緊急
連絡や召集はもちろん、平常時における情
報連絡に有効なSaaS型サービスです。
災害発生時に輻輳の影響を受けにくい携帯
電話のEメール機能を使うことで、簡単で確
実な情報伝達に威力を発揮します。また、
地震発生時の震度設定や気象情報に基づ
いた安否確認の自動配信機能を標準装備
しており、休日、就業時間外を問わず、迅速
に安否確認メールを配信できます。
特長1：地震発生時の自動安否メール配信
機能をきめ細かく設定可能
●お客様にて「震源エリア/震度」を自由に

設定 
●震度設定における配信対象者や送信文

面も柔軟に設定 
●1人あたりにおける設定可能エリアは、最

大10カ所まで可能 

●エリアグルーピングも都道府県から地域
ブロック（例：近畿）まで設定可能 

特長2：災害発生時に確実な動作を実現す
る仕組み
●携帯キャリア基地局が被災した場合の微

弱電波でも、パケット利用は少量のため確
実な情報伝達が可能（メール機能利用時）

●センターから配信される安否確認メールに
対し、1文字返信にて回答可能（富士通推奨：
ネットワーク輻輳の影響を受けにくいため）

●携帯電話の充実した機能にも対応できる
Web回答（受信メールの個別URLクリック
により面倒なログイン操作不要を実現）

特長3：企業のM&Aやグループ統合にも
柔軟に対応
●管理者に制限を設けない仕組みにより、

権限委譲や運用分散化に柔軟に対応 
●グループ統合や現場での細かい組織体

系に追従できる深い階層設定 
●組織を横断するグループ形成に威力を発

揮する柔軟なグルーピング機能を標準
装備 
●メールアドレスの鮮度維持に管理者の

手を煩わせない自動確認メール配信 
特長4：情報セキュリティへの対応
●全ての通信に対して暗号化機能を

標準装備しているため、管理者・操
作者の場所を選ばない 

●なりすましログインやアタック攻撃
を防ぐため、検索エンジンにヒット
しない仕組みを採用

緊急連絡/安否確認サービスの利用シーン
企業グループを統制した事業継続を主眼と
する災害対策への取り組み
ホールディングスでの運用を考慮した、企
業グループを統制する安否確認や、運用負
荷の分散としてグループ企業ごとに運用管
理できる仕組みを提供します。
トラブル発生時の早期対応
システムトラブル時のリソース管理として、
迅速に従業員の状況把握を行います。
広報や会議開催通知案内などの情報配信
平常時の連絡手段として会議・会合の開催
通知や情報配信ツールとして利用できます。

その他SafetyValueは、安心安全マネジ
メント、情報セキュリティ、事業継続とフィジ
カルセキュリティの4つの観点から、お客様
の経営層、情報システム部門と人事・総務
部門を主な対象とする、さまざまなソリュー
ションとサービスを提供します。詳しくは富
士通のホームページをご覧ください。

企業を取り巻く環境は大きく変化しており、さまざまな課題に対する取り組みが求められていま
す。そのなかでもリスクへの適切な対応は重要なテーマであり、“事業継続性の担保”の観点が欠か
せません。富士通は、事業継続計画（BCP）の策定と対策、継続的改善活動を支援する運用管理ま
で含め一貫したサービスをご提供し、強力な事業継続対策を実現。自社実践のノウハウと最新の
クラウド・コンピューティング技術を活用し、お客様の事業継続の取り組みを強力に支援します。

安心安全ソリューションSafetyValueが提供する
緊急連絡/安否確認サービス
安心安全なＩＴ環境により、企業価値向上を支援

富士通株式会社

〒144-8588 東京都大田区新蒲田1-17-25 
富士通ソリューションスクエア
TEL：03-6424-6522  FAX：03-6424-6458
URL： http://jp.fujitsu.com/solutions/sap/
E-mail：sapbc-sbc@ml.css.fujitsu.com

富士通株式会社
ERPビジネスセンター

お問い合わせ先

災
害
発
生

高セキュリティ

気象連携配信情報

気象情報と連携して自動配信

安否状況回答

メールで回答
（推奨）

1文字で状況回答

携帯電話
Webで回答

安否（状況）
回答

気象情報と連携して
自動メール配信

状況確認

災害時：緊急連絡（手動配信）安否確認。
平常時：弔辞連絡、訓練など

受 信

パソコン・携帯電話Webから

3
特長 お客様：管理者

1
特長 気象情報提供機関 2

特長 お客様：従業員／職員

4
特長

受信

あ

あ

●地震情報
●天気予報
●津波情報
●注意／警戒情報
●台風情報

●メッセージ作成
●送信先グループ選択
●返信メール受信
●未返信者への自動再送信
●運用メンテナンスなど
●返信文面は自由に設定し、
   定型文に登録

富士通
システムセンター

緊急連絡/安否確認サービス
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先端技術を体感できる
"MKI LIVE THEATER"
三井情報株式会社（MKI）は、新宿から電車
で10分圏内という立地にある東中野オ
フィスのアクセス性を活かし、顧客参加型
の総合ラボ「先端技術センター」としてリ
ニューアル。"MKI LIVE THEATER"をコン
セプトに、現在進行形の先端技術を体感で
きる施設として活用していきます。お客様
は最新のデモ環境で、技術を実際に使って
評価することが可能です。また、クラウド、
SOA、モバイル、インメモリーコンピュー
ティングなど、SAPソリューションを支える
最新のテクノロジーに関する検証を行って
いるMKIのエンジニアが、お客様が抱える
課題や技術の導入に関する知見を提供し
ます。同社の取締役 執行役員 CTOの加藤

幸久氏は同センターの役割を、次のように
説明します。

「お客様の潜在的なニーズにも対応して技
術やソリューションを具現化するための環
境であり、当社のグローバルネットワーク
を駆使して、最先端の技術動向を共有でき
る場にしていきます」
綿密に設計された同センターには、最新の
情報ディスプレイやプレゼンテーション設
備、プロジェクトルーム、見学施設などが用
意されています。

ユーザー、ベンダーとMKI
三位一体の研究開発体制
最新の「設備」に加えて、先端技術センター
は「人」をつなぐコラボレーション機能につ
いても画期的なスタイルを創出。バーチャ

ル環境を利用した
SAPやマイクロソフ
トといった ア プリ
ケ ー シ ョ ン ベ ン
ダー、OSベンダーと
のミーティングや、
ヨーロッパやアメリ
カにいるMKIのメン
バーもコミュニケー
ションに参加するな
ど、常に最新の技術
動向を共有できる
体制を構築します。

「先端技術センター

が総合ラボとしての求心力を発揮し、お客
様、ベンダー、当社が三位一体となって新
しいアイデアを具現化していくことが究極
の目標です」（加藤氏）

IT活用に新たな価値を創出する
総合ラボの実現
先端技術センターのオープンを控えた
MKIでは、「R&Dセンター」を核に、SAP
In-Memory Appliance（SAP HANA）に
よるインメモリーコンピューティングなど、
次世代ソリューションのプロジェクトに取
り組んでいます。「先端技術センターでも
最新の設備を活用して、より多くのお客様
と積極的なコラボレーションを図っていき
たいと考えています。その結果として、日本
企業におけるICT活用のレベルアップに貢
献することを目指します」（加藤氏）
MKIの「先端技術センター」は、ユーザーに
新たな価値を提供する顧客参加型の総合
ラボとして、大きな役割を果たしていくこと
になります。

2012年1月、三井情報株式会社の東中野オフィス（東京）は「先端技術センター」として
リニューアルされます。ソリューション開発/研究機能を集約するとともに、先端技術に
関する情報や検証環境を顧客に提供できる場を整備しました。同センターは、「顧客
とともにアイデアを創出する」ことをメインテーマに、万全の体制でSAPソリュー
ションの活用を支援します。

"MKI LIVE THEATER"をコンセプトに
顧客参加型の総合ラボ「先端技術センター」を設立
グローバルネットワークを駆使して、最先端の技術動向を共有

三井情報株式会社

〒164-8555 東京都中野区東中野2-7-14
TEL：03-3227-5515
URL：http://www.mki.co.jp/

三井情報株式会社

お問い合わせ先

先端技術センター内部（完成イメージ）
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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
会長：中島 透（三井物産株式会社）
法人会員（ユーザー）：404社    賛助会員（パートナー）：53社
JSUGNET登録者：5,488名（以上、2011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8、
テクニカル系活動4、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2F
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

●プラチナスポンサー
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
株式会社NTTデータ
日本アイ・ビー・エム株式会社
株式会社日立製作所
富士通株式会社
三井情報株式会社

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。

>>>

2011年度 JSUGスポンサーシッププログラム

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（SAPジャパン株式会社が負担）
賛助会員：110,000円   個人会員：30,000円

協賛企業一覧

●ゴールドスポンサー
コベルコシステム株式会社

●NETスポンサー
株式会社アイ・ティ・フロンティア
株式会社エス・アイ・サービス
オープンテキスト株式会社
東洋ビジネスエンジニアリング株式会社

●ダイヤモンドスポンサー SAPジャパン株式会社




