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日頃からJSUGの活動へ多大なご協力、ご尽力を賜り、厚く御礼申
し上げます。

JSUGでは、昨年より会員企業の皆様の貴重な事例や研究成果、
またJSUGが行っているユーザー課題解決に向けたさまざまな活動
を広くご紹介することを目的に、会報誌『JSUG INFO』の発行を開始
いたしました。本冊子を制作するにあたり、多くのJSUG関係者の
方々にご支援、ご協力いただき心から感謝しております。この場をお
借りして厚く御礼申し上げます。

さて、昨今のグローバル化の流れの中で、日本の位置が相対的に
低下しているのではないかという危機感を感じておられる会員企業
様も多く、今年度は「チーム日本」というスローガンを掲げた活動を
JSUGでは推進しております。これには、ユーザー/パートナー/SAPが
互いの知恵や経験を持ち寄り、三位一体となって日本の“持続的成
長”を支援していこうという願いが込められており、JSUGをそのため
の場として活用していただく方法を考えている次第です。

また、「会員企業の企業価値向上」という最終目標に向け、今年は
以下のような活動を会員のボランティア活動によって推進してまいり
ました。

【2010年度の主要な活動内容】
●地域/産業/機能/技術別のコミュニティ（部会）活動
●「チーム日本」を推進するためのパートナー、SAPとの対話の強化等

のインフルエンス活動
●日本の声をグローバルに発信していくSUGEN（SAP User Group

Executive Network）等の国際活動
●会員企業の貴重な経験を集めた『事例データベース』の充実　等

JSUGは、いつの時代でもSAPユーザーのための会であり続けた
いと願っています。今後ともJSUGの活動へのより一層のご協力をお
願いするとともに、まだ加入されていない皆様におかれましては、新
たに仲間としてご参加いただけることを心よりお待ちしています。

＊1は『JSUGスポンサーシッププログラム』のプラチナスポンサー、
＊2は同ゴールドスポンサー、＊3は同NETスポンサーです。

INTERVIEW
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業務支援から経営支援へ―
情報システム部門の新たな役割

変化の激しい経営環境において、情報シ
ステムは従来の個別の業務支援からビジネ
スそのものの持続的成長を支える戦略基
盤へと、明確にその役割がシフトしつつあ
る。当然ながら、そこでは情報システム部
門が担うべきミッションにも大きな変化が
生まれている。JSUGの常任理事で、長年
にわたって三井金属グループの情報システ
ム戦略を支援してきた三井一夫氏（株式会
社ユアソフト 代表取締役社長）は、その豊
富な経験から、これからの情報システム部
門のあるべき姿について次のように語る。
「まず、企業がその本業において競争優

位性を保つための環境を創造していくこと、
これが情報システム部門の最大の役割で
す。そこで重要なことは、情報システムの運
用は常に“変化”を前提として考えなければ
いけないということです。さらに、統一され
たシステム基盤の中でいかにして新たなグ
ループシナジーを生み出すことができる
か。この努力の積み重ねが経営とITの
ギャップを解消し、新たな信頼関係を生み

出していくのです」
情報システム部門がこうしたミッション

に応えていくためには、変化を続ける経営
環境への柔軟な適応による、情報システム
そのものの進化が不可欠だ。たとえば、
TCOの削減は大きな課題の1つであるが、
そのことばかりに気をとられていては、シ

ステムは必然的に陳腐化する。むしろ、組
織、事業、製品から法規制まで、ビジネスを
取り巻く環境変化の中で、最適なROIを踏
まえた取り組みが重要になる。
「情報システムのプロジェクトは、とかく

カットオーバーがゴールのように言われま
すが、実は導入はゴールではなく、活用の

企業経営における情報システムの役割が、いま大きな変貌を遂げよう
としている。なかでも注目を集めているのが、持続的なビジネスの成
長基盤としてのシステムのライフサイクル管理だ。本特集では、2009
年4月に発足したJSUGテク二カル部会 Solution Manager研究ワー
キンググループの活動を中心に、エンドユーザーのニーズに応えるこ
れからの情報システムのあり方について考える。

企業価値の持続的向上を図る
システムのあり方と
ライフサイクル管理とは？

■部会、分科会活動成果
SPECIAL ISSUE
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図1：三井金属グループにおける情報システム運用の4つの視点
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スタートなのです。そして、その後の的確な
運用を通じてこそ、システムに深みを与えて
いくことができます。このことは投資効率と
TCOの最適化という観点からも重要な課
題です。私自身の仕事である三井金属グ
ループにおいても、単にインプリメントする
だけではなく、常に“運用”の声をシステム
に反映させてきました。情報システム部門
は、望まれるものを作る立場から、使うこ
とによってシステムの価値を高めていく立
場へと、役割が変わってきています。それを
継続的に行っていくことこそが、システムの
ライフサイクル管理なのです」（三井氏）

経営とITのギャップを解消する
ライフサイクル管理の4つの視点

では、情報システム部門は具体的にどの
ような視点を持って、システムのライフサイ
クル管理に取り組めばいいのだろうか。こ
れについて三井氏は、次の4つを強調する

（図1参照）。
「第1の視点は、“事業活動・事業マネジ

メントの支援”です。これが、いわゆる事業
部や関連会社の本業を競争優位に導くため
の、最も重要かつ基本となる役割です。第
2の視点は、“グループ経営支援”。ここでは
建値・為替・金利・原油価格など、グループ
全体に関わる要素をコントロールする仕組
みの確立を目指しています。

一方、経営においては、社会・経済環境の
変化に応じてタイムリーに解決していかな
くてはならない多くの重要課題・重点目標
があります。これらの解決を図っていくの
が、第3の視点である“全社共通テーマの活
動支援”です。さらに第4の視点“企業の
CSR確保支援”では、株主、市場、投資家、
銀行、顧客、行政機関、地域社会など、あら
ゆるステークホルダーへの貢献を支援して
いく必要があります」

このような4つの視点に着目しながら、計
画・構築・運用というライフサイクルを回し
ていくことが、システムライフサイクル管理の

理想形といえる。しかし現実問題として、経
営部門と情報システム部門、またユーザー
部門と情報システム部門との間には、さま
ざまなギャップがある。
「三井金属グループにおいては、次の2つ

の手法で経営部門と情報システム部門、企
画部門と運用部門がハーモナイズ(調和)す
る体制を築いていこうとしています。1つは、
情報システムの企画・推進を担当するセク
ション（IT企画）を経営企画部門の中に設け
ています。このセクションがボードメン
バー、コーポレート、事業部、関係会社との
情報交換を積極的に行いながら、経営方針
と情報システムとの整合性を担保していき
ます。もう1つが、三井金属グループの情報
子会社であるユアソフトのメンバーで構成
されるヘルプデスクチームです。一般的なヘ
ルプデスクが主に操作・運用面のサポート
を担ってきたのに対し、当社では“ユーザー
に最も近い存在”であるヘルプデスクが、
利用度・活用度の向上、新技術の導入まで
を担当しながら、さらにはIT企画と連携して
情報システムの企画・立案にまで携わりま
す（図2参照）。私たちはこうした体制を“攻
めるヘルプデスク”と呼んでいます」(三井氏)

ライフサイクル管理をめぐる
JSUG会員企業の意識の変化

現在の経営環境で求められるシステムの
ライフサイクル管理を考える場合、三井氏

の発言には学ぶべき点が多い。同時にそれ
は、SAP Enterprise Supportをはじめと
するSAPのサポートプログラムを支える
ALM（アプリケーションライフサイクルマネ
ジメント）の概念を先取りする取り組みとい
えるものだ。

SAP Enterprise Supportは、SAPが
2008年7月に提供を開始した最新の保守
サポートプログラムだ。従来のSAP Stan-
dard Supportが主に不具合とアップグレー
ド中心のサポートだったのに対し、SAP
Enterprise Supportはシステム運用のあ
り方そのものに対する提案となっている。

そして、このSAP Enterprise Support
の前提となるアプリケーション管理基盤と
して提供されているのがSAP Solution
Managerである。複数回のバージョン
アップを経て、最新リリースでは変更管理
やサービスデスクなどの運用管理機能を装
備している。

そこでJSUGでは、三井金属グループに
みられるような先進的事例の共有、SAPが
提供する新たなサービスの活用可能性を探
ることを目的に、2009年4月、テクニカル
部会内にSolution Manager研究ワーキン
ググループを発足。アンケートを通じた会
員企業の意識調査や、さまざまな検証プロ
ジェクト、事例発表などの活発な活動を展
開している。

この成果は、2010年の7月から8月にか
けてJSUG会員企業を対象に実施したアン

企業価値の持続的向上を図るシステムのあり方とライフサイクル管理とは？

操作・運用面の
サポート 新技術、先端技術の

導入
利用度ＵＰ
活用度ＵＰ

31 2

（一般的なヘルプデスク）

図2：三井金属グループの“攻めるヘルプデスク”を支える3つのポリシー
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ケート調査の結果からも見てとれる（図3・
4参照）。Solution Manager研究ワーキン
ググループ発足時の調査では、「Solution
Managerを導入していますか？」という質
問に対して、「7.0導入済み」の企業は70％
に満たず、しかも「7.0導入検討中」と回答し
た企業も少数だったのに対し、2010年の
調査では、80％以上の企業が「7.0導入済
み」と回答しており、導入していない企業が
少数になっている。

また、Solution Managerの「SP（サポー
トパッケージ）レベルは？」という質問につ
いては、2009年は「SP17以前」が70％以
上を占めていたのに対して、2010年度では

「SP21～23」または「SP24」を導入してい
る企業が大幅に増加しており、Solution
Managerの活用が着実に浸透しつつある
ことがうかがえる。

もちろん、この成果はSolution Manag-
er研究ワーキンググループの地道な努力と
チームワークの賜物であることは言うまで
もない。発足当初のアンケートで寄せられ
た会員企業の声に、「機能は聞いたことが
あるが、使っていない」、「今後、情報収集に
努めたい」という内容が多かったことから、
ワーキンググループではビジネスプロセス
の登録検証、テスト管理検証など、さまざま
な実機検証を行い、その成果を多くの会員

企業と共有してきた。
2010年に入ると活動はさらに活発化し、

5月から7月にかけてはSAPのサポート事
業本部、共同検証センターCOIL（Co-Inno-
vation Lab）の 支 援 を 得 て、Solution
Manager に お ける 主 要 3 機 能 で あ る
BPMon（Business Process Monitor-
ing：ビジネスプロセス監視）、JSM（Job
Scheduling Management：JOB管理）、
CPS（Central Process Scheduling：ジョ
ブスケジューラ）について、具体的なビジネ
スシナリオに基づく検証プロジェクトを実
施している。

以下では、2チームに分かれて行われた
このプロジェクトについて、その概要と参加
会員企業の評価をご紹介する。

2つのビジネスシナリオで
BPMonのプロセス監視機能を検証

1つ目のチームは、鉛の製錬事業を行っ
ている企業を想定し、2つのビジネスシナ
リオに基づいて、Solution Managerのビ
ジネスプロセス監視機能の実効性につい
て検証を行った。1つは、購買管理における
購買依頼から発注、入庫、請求書照合、支
払までのシナリオ。もう1つは、入庫遅延対
応に関するシナリオである（図5参照）。

プロジェクトでは、BPMonだけでも10以
上の機能検証が行われた。たとえば、発注
漏れの購買依頼伝票を検知する検証では、
伝票数をキーに未処理あるいは納入期日
超過の購買依頼伝票を検知することが立証
され、発注漏れの通知および一覧作成の自
動化が可能になることで、業務効率化への
期待が持てる結果を得ることができた。一
方、入庫遅延対応のシナリオにおいては、
伝票数をキーに一定期間納入日付を超過
し、納入数量が納入予定数を下回る購買発
注伝票を検知することができた。

これら2つの検証シナリオで、BPMonは

■部会、分科会活動成果
SPECIAL ISSUE

■ 7.0以上導入済　 ■ 7.0以上導入作業中　 ■ 7.0以上導入検討中　 ■ 7.0未満導入済　 ■ その他

■ SP24　 ■ SP21～23　 ■ SP18～20　 ■ SP17以前

2009年

2010年

2009年

2010年

23

10

9544

3

20

70 2 1

1121

SAP NetWeaver PI SAP ERP

Solution 
Manager

SAP Router

JSM
（JOB管理）

CPS
（ジョブスケジューラ

/有償版）

CPS
（ジョブスケジューラ

/無償版）

BW

SAP Solution Manager

発注プロセス

受注プロセス

OSコマンド   Batファイル JOB登録

EDI PI変換

CL8００
購買依頼⇒購買発注⇒入庫
⇒請求書照合⇒支払

CL9００
受注⇒出荷⇒出庫確認
⇒請求⇒入金EDI PI変換

図3：SAP Solution Managerを導入していますか？

図5：検証シナリオの概要①（購買依頼から発注、入庫、請求書照合、支払、および入庫遅延対応に関する2つのシナリオ）

図4：SP（サポートパッケージ）レベルは？

注：アンケート全体、また各質問の有効回答数は、2009年と2010年で異なる。
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非常に有益なビジネスプロセス監視ツール
であることが実証され、JSM、CPSについて
も、日本ではいくつかの先行製品はあるもの
の、それらに決して引けをとらないことが確認
できた。このほか、参加メンバーからは以下
のようなコメントが寄せられている。
「BPMonは、システム運用の標準化・自動

化を行っていく上で、十分に役に立つと想定
できます。今後、ユーザーのオペレーションの
チェックにつなげていけることを期待してい
ます」（株式会社ユアソフト 楢木仁氏）
「慣れてしまえば設定は容易な機能であ

り、BPMon標準パラメータの定義のみで、あ
る程度の監視設定が可能であることに加
え、ビジネスプロセスの概念を多少でも理解
していけば、アプリケーションに限らず、
BASIS的な監視設定も可能です。従来の監
視ツールでは実現できない機能も多く、運用
設計・方針をきちんと定めることができれ
ば、非常に有効な機能であるといえます」（株
式会社NTTデータウェーブ 小林祐也氏）

ビジネスプロセス管理ツールとして
Solution Managerの実効性を体感

もう一方のチームでは、業種に依存しな
い共通のビジネスプロセスを洗い出し、そ
の中から受注伝票から出荷伝票、出庫請求
に至るSDプロセス、MRP実行から製造指
図確認までを含めたPPプロセスについて
の検証を行った（図6参照）。いずれのケー
スでも、通常のオペレーションでは完全に
は防ぎきれない問題・イベントの監視機能
を集中的に検証した。なお同チームでは、
これからSolution Managerを導入しよう
としているユーザー企業への架け橋となる
べく、ユーザー発のホワイトペーパー作成
までを念頭に検証を行っている。

監視オブジェクトの内容、パラメータ設
定については、検証全般を通じてヘルプを
参照しながら容易に行うことができたとい
う。同チームでは、BPMonの機能について
13項目の検証を行ったが、たとえば、テー

ブルエントリー監視においては、アドオン
テーブルのエントリー監視やBPMonの標
準で設定のないパラメータを監視可能であ
ることが明らかとなった。また、出庫期日
に達した未請求の出庫データの監視では、
BPMon標準でバックグラウンド処理によ
り出庫エラーを検知することもできた。

この検証についても、同様に参加メン
バーからは次のようなコメントが寄せられ
ている。
「今回検証を行ったBPMonが実際に機能

することで、はじめてSolution Managerは
ビジネスプロセス管理ツールとしての役割を
果たせると思います。こうしたエンドユー
ザーのニーズに応えるアプリケーションの統
合監視ツールが登場したことは、Basis担当
者として感慨深いものがあります」（日本アイ・
ビー・エム株式会社 土肥晃氏）
「自社の業務シナリオにおいて予想され

る監視項目の大半が、BPMonの標準機能
で網羅されていました。設定方法も一度理
解できれば、感覚的に行うことができまし
た」（日本発条株式会社 北村紘之氏）

また、検証プロジェクトそのものに対し
ても、次のような評価がなされている。
「プロジェクトの参加メンバー、チーム

メンバーとのディスカッションを通じて、
SAPという共通言語を実感することができ
ました。それだけに、ユーザー会という場
を活用してさまざまな課題を共有すること
ができれば、さらに実効性・即効性のある
ヒントを享受できる可能性を感じました」

（日本発条株式会社 鈴木孝司氏）

ビジネスプロセス管理ツールとしての
Solution Managerの実効性を検証した今
回のプロジェクトは、三井氏の唱える「変化
を前提とした情報システムの運用」「実際の
運用を通じたシステム価値の向上」といっ
た、これからの情報システムに求められる
課題の実現に向けた第一歩といえる。
また、ここで得られた成果がSAPに対する
インフルエンス活動につながり、今後、新た
な製品やサービスとして、さまざまな形で
多くの会員企業のビジネスに還元されるこ
とを期待したい。

企業価値の持続的向上を図るシステムのあり方とライフサイクル管理とは？

受注伝票登録❶
●不完全伝票
●出荷期日超過の
   確認数量
●与信ブロック

●バックフラッシュ
　在庫移動エラー
●作業確認自動入出庫
　在庫移動エラー

●出荷期日超過の
   出荷登録エラー

●出庫期日超過の
　出庫確認エラー

●請求伝票登録エラー
●会計転記エラー

MRP実行❷

計画手配登録❸

製造指図変換❹

製造指図発行❺

製造指図確認❻

結果記録ワークリスト❼

SDプロセス PPプロセス

繰返生産確認11

出荷伝票登録❽

出庫確認❾

請求伝票登録10

図6：検証シナリオの概要②（受注、出荷、出庫請求のSDプロセス、およびMRP実行から製造指図確認までのPPプロセス）
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経営の高度化を視野に
IFRS対応の共通認識を醸成

金融庁の企業会計審議会は2009年6
月、「我が国における国際会計基準の取扱
いに関する意見書（中間報告）」を発表した。
そこでは、2010年3月期からIFRS（国際財
務報告基準）の任意適用を認め、また強制適
用については暦年の2012年を目途に判断
し、2015年または2016年から適用を開始
するというロードマップが示されている。
こうした中、JSUGの内部統制・コンプライ
アンス部会ではIFRSに関する情報収集を積
極的に行うとともに、2010年度からは西日
本フォーラム内にIFRS分科会を設置し、活
発な議論を展開。それに伴い、個々の会員
企業におけるIFRS対応の取り組みも、次第
に現実味を帯びつつある。内部統制・コンプ
ライアンス部会と西日本フォーラムIFRS分科
会の世話役を務めるSAPジャパン株式会社
BUP事業開発部 シニア・マネージャーの関口
善昭氏は、その変化を次のように語る。
「昨年は様子見の企業が多かったのに対

して、今年は様相が一変しています。出遅れ
ていた企業においても、社内勉強会の開催
や監査法人が主催するワークショップへの参
加、またFit/Gap分析などのアセスメントの
実施など、取り組みが活発化しています」

同時にIFRSそのものの捉え方について

も、共通認識が醸成されつつある。西日本
フォーラム IFRS分科会の座長を務める株式
会社神戸製鋼所 IT企画部 担当部長の林高
弘氏は、次のように説明する。
「連結会計が先行適用となり、単体にお

いては当面、従来の日本の会計基準が維持
されるという基本認識のもとで、準備を進
めています。また会員の中では、制度対応
というアプローチにとどまらず、IFRSを契
機に現在直面しているさまざまな課題をク
リアし、経営の高度化に取り組んでいこうと
する企業もみられます。制度対応と経営の
高度化の取り組みを2段階で実施した場合
の手戻りを避けるためにも、できるだけ早
いうちからその可能性を模索していくべき
だというのが一致した意見です」

的確な情報収集に基づく
ムービングターゲットの把握

ムービングターゲットであるIFRS対応にお
いては、的確な情報収集が成功の鍵を握る。
そのため、内部統制・コンプライアンス部会で
は、積極的に最新の情報収集に取り組んで
いる。同部会の部会長を務める近鉄情報シ
ステム株式会社 開発部 マネージャーの浅山
昇氏は、その重要性を次のように説明する。
「部会内においては、まだ数年の猶予があ

るという楽観論はまったく聞かれなくなりま
した。IFRSは、ただ待っているだけでは、い

つまでもムービングターゲットのままでしか
ありません。的確な情報収集に基づいて、制
度の骨格を把握しながら、それを部会内で
共有することで、より高度な議論を行うため
の環境づくりに注力しています」

内部統制・コンプライアンス部会のこうした
取り組みと並行して、西日本フォーラムIFRS
分科会では、より現実に即したテーマを定
め、実践的な議論を展開している。すでに売
上計上基準、販促費の取り扱い、固定資産の
償却などについてのディスカッションが行わ
れており、同時に関連する経営課題を抽出
し、解決するための方法論を模索中だ。
「なかでも、業種を越えた共通課題として

関心が高いのが、決算の早期化に対するア
プローチです。さらに、IFRSでは企業の最
高意思決定機関が意思決定や業績評価に
おいて使用する企業活動を区分した事業単
位で開示するマネジメントアプローチが導
入されます。そこでは、従来以上に財務会計
と管理会計の一致が求められるため、管理
会計や予算編成のあり方についても、IFRS
対応を踏まえて強化したいとする企業が少
なくありません」(林氏) 

また、IFRSのフレームワークを読み解き
ながら、日本の企業経営のあり方にマッチ
させていく具体的な方策もクローズアッ
プされている。
「IFRSでは、将来キャッシュフローの現在

価値を求める際に、反証のない限り最長5

すでに金融庁からロードマップ（中間報告）が発表され、日本企業への適用が
迫りつつあるIFRS（国際財務報告基準）。原則主義やBS重視など、従来とは
異なる会計思想をベースとするIFRSの導入には、そのフレームワークの正し
い理解と戦略的な運用が不可欠である。JSUGの内部統制・コンプライアン
ス部会、西日本フォーラム IFRS分科会においては、幅広い情報収集と共通
認識をもとに、IFRS対応に向けた多面的な取り組みが行われている。

ユーザーコミュニティーで模索する
IFRS対応の「現実解」

■部会、分科会活動成果
SPECIAL ISSUE
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年と定めており、非常に短期志向となってい
ます。これに対して、日本企業は10年～15年
という長いスパン*注で回収しようとするのが
一般的です。この将来キャッシュフローをど
の粒度の資金生成単位で捉えていくかも、今
後の争点になると考えられます」(関口氏)
*注）日本基準では、20年または残存耐用年数のいず
れか短い期間

IFRSがもたらすインパクトを
さまざまな角度から検証

IFRSの適用が実際の業務とシステムにど
のようなインパクトを与えるかという点は、
ユーザーサイドの最大の関心事といえる。
なかでも大きな影響が予想されるのが、固
定資産に関する処理である。IFRSでは、有
形固定資産の構成要素ごとに取得原価を分
け、それぞれに固有の残存価額、耐用年数、
減価償却方法を適用する、いわゆるコン
ポーネント・アカウンティングの考え方が用
いられる。さらに、IFRSベースの償却方法、
経済的耐用年数、残存価額の設定およびそ
れらの期ごとの見直しを行える体制整備、
減損のシミュレーションなどといった作業が
発生するため、これらをITでどう解決してい
くかが大きな課題となる。

減損の観点においては、固定資産、無形資
産化された開発費の簿価と将来キャッシュフ
ローの現在価値の比較において、「資金生成

単位」をどこまでの粒度で捉えるか、制度対
応レベルと管理会計レベルの粒度を同じに
するべきか、といったことがポイントになる。

また、固定資産の残高移行も課題の1つ
だ。IFRSベースの取得金額では、借入コス
トを加味することが求められ（資産除去債
務は今年の日本の会計基準の中で対応する
ことになっている）、償却累計額においても、
取得日に遡ってIFRSベースの経済的耐用年
数、償却方法で計算することが求められる
であろう。

この他にも、売上計上基準の変更への対
応など、一定以上のインパクトが予想される
これらの検討課題については、監査法人と
の協議を早期に進めるべきだという考え方
が、部会、分科会での共通認識になりつつ
ある。
「BSアプローチで対応するか、PLを基軸

とするかは、経営の各局面で差が生じてくる
ため、それぞれの長所と短所を見きわめな
がら、いかにしてITをうまく活用していくか
が重要です。IFRS対応を進めていく中で、
ITの役割は、これらを踏まえた経営基盤と
しての仕組みに他ならないことを実感して
います」(林氏)

部会・分科会の中には、IFRS対応を機会
にガバナンスの強化や経営の効率化を推進
したいとする声も多く、そのための方策も検
討されている。
「連結子会社を含めた制度対応が求めら

れるIFRSでは、グループガバナンスをどのよ
うにして強化していくかという点も重要です。
その1つの方法論として、システム統合やシェ
アードサービスによる業務の集約などが期
待されていますが、これによってシステムにど
のような課題が生じるかについては、非常に
興味深いテーマです」(浅山氏) 

CFOとCIOの連携による
全社プロジェクトとしての取り組み

全社規模のプロジェクトであるIFRS対応
においては、CFOとCIOにはこれまで以上
に密な連携が求められる。
「財務・経理部門とIT部門には、そもそも

考え方や言葉の壁があるだけに、このギャッ
プをスムーズに解消できるかどうかは、IFRS
対応の成否をも左右します。たとえば、経営
企画部門などが、その橋渡しを担っていくと
いうのが1つの方法ですね」(関口氏) 

また、IFRS対応のプロジェクトには外部
のパートナーの協力も欠かせない。これにつ
いてSAPでは、コンサルティング、プリ・セー
ルス、事業開発、アライアンスなど、部門を横
断した組織として「IFRS支援室」を設置し、積
極的な支援策を展開していこうとしている。
「IFRS支援室からは、これまで培ってきた

ノウハウが分野別、項目別に整理され、ユー
ザー企業ならびにパートナー企業に発信さ
れることを期待しています。IFRS対応におい
ては、会員企業それぞれの独自の課題があ
るだけに、SAPやパートナー企業の皆様に
は、『あるべき論』ではなく、ユーザー目線に
立った提案をいただきたいと考えています。

内部統制・コンプライアンス部会および西
日本フォーラムIFRS分科会で展開される自
由闊達な議論は、多くの共通課題を抱える
会員企業が本音で語れるユーザーコミュニ
ティーならではの取り組みといえます。ここ
で生み出される成果は、オープンにしてい
いものについては、共有資産として、部会や
地域フォーラムの枠を越えて、多くの会員企
業に還元する方向です」（浅山氏）

ユーザーコミュニティーで模索するIFRS対応の「現実解」

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度

▲財政状況報告書の移行日
▲
現在

日本基準開示 並行開示期間 IFRS開示

強制適用強制適用最終準備強制判断

2010年4月以降の事業年度
からマネジメント・アプロー
チ、資産除去債務等への対応

2011年6月まで続く、日
本基準のIFRSへのコン
バージェンス対応

2012年以降も
継続的に差異の解消

2015年、もしくは
2016年に強制適用

●影響分析・評価
●対応課題抽出
   ■経営管理
   ■業務プロセス
   ■システム
●スコープの選定
●システム選定

●グループ経理規定策定
●業務改革・標準化
●システム改修・導入
●トレーニングプラン
●拠点展開

●Moving Targetの対応
●IFRSによる開始BSの
　作成方法検討
●ドライ・ラン検討・実施
●IFRSのJSOXへの
　影響調査、対応

●IFRS比較FS作成
  （パラレル・ラン開始）
●IFRS内部統制の運用開始

●IFRS開示FS作成
●IFRS決算の終了
●投資家への説明準備
   外部コミュニケーション
●内部統制報告
●システム等の
　継続的改善

必
要
と
さ
れ
る
タ
ス
ク

日本におけるIFRSロードマップ（3月決算の場合）
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お客様の成功なくして
SAPの成功はなし

—— いよいよ日本でもSAP WORLD
TOUR 2010が開催されます。まず、この
イベントの意義についてお聞かせください。

欧州、米国、アジアほか、全世界の約70
都市で開催されるSAP WORLD TOUR
は、多くのお客様とパートナー企業の皆様
にSAPのグローバル戦略や製品ロード
マップをご理解いただき、その価値を共有
するための重要なイベントです。5月にドイ
ツと米国の2都市でSAPの年次カンファ
レンス「SAPPHIRE NOW」が同時開催され
ましたが、今回のSAP WORLD TOURに
おいては、SAPPHIREで発信されたメッ
セージをさらに噛み砕いて、より具体的な
日本のビジネス課題に則った形でSAPの
製品戦略をお伝えできると思います。

—— ビジネスアプリケーションのリー
ディングカンパニーとして、SAPはどのよ

うな理念をお持ちですか。

最も大切なことは、「お客様の成功なくし
て、私たちの成功はあり得ない」ということ
です。私たちのミッションは、新たなテクノ
ロジーとイノベーションの提供を通じて、お
客様の持続的な成長を支援することです。
すべてのお客様にベストランビジネスをも
たらす（MAKE EVERY CUSTOMER A
BEST-RUN BUSINESS）。このことこそ
が、お客様の成功を何よりも願う私たち
SAPの理念なのです。

企業としてのSAPは、「誠実性」「説明責
任」「チームワーク」「プロフェッショナリズ
ム」「信頼」という明確な行動基準と、それら
に対して真摯に向き合う姿勢を重視してい
ます。現在、SAPソリューションをビジネス
でご利用いただいているお客様は、全世界
で10万社を超えています。このことは、お
客様のニーズに基づいたイノベーションに
フォーカスするSAPの姿勢を評価いただい
た結果であり、業種・規模にかかわらず、幅
広い企業にアプローチできている証でも
あります。今後も、お客様の成功のために

より高いバリューを提供していく方針に変
わりはありません。

—— 具体的なビジネス戦略について、もう
少し詳しくお聞かせください。

最近、お客様からは変化の激しいビジネ
ス環境を瞬時に把握したい、現場の業務レ
ベルをITやモバイル機器を使って向上させ
たい、という声をよくお聞きします。

ビジネスにおける瞬時の把握と分析に
基づく判断やIT、モバイル機器を使用した
新しいコンピューティング環境においては、

「インメモリ技術」の活用が劇的な変化をも
たらします。インメモリ技術とは、ハード
ディスクではなくメインメモリ上にデータを
展開することで、高速なデータ処理を可能
にする技術です。これによりデータ処理の
リアルタイム化が劇的に向上し、意思決定
の迅速化が促進されます。また、圧倒的な
処理速度の向上によって、従来では考えら
れなかったようなビジネスプロセスの連携
を実現したり、新たなビジネスモデルも生
まれてくることが期待できます。

クラウド化やモバイル化が加速度的に進む現在、ERPをはじめとするソ
リューションによってエンタープライズビジネスの支援を続けてきたSAP
に、１つの転換期が訪れている。ITに新たなアーキテクチャが求められる
ようになった今、SAPは何を目指そうとしているのか。さらに、SAPジャ
パンはどのようなスタンスでユーザーやパートナー企業とのコミュニケー
ションを強化していこうとしているのか。SAPジャパン 代表取締役社長の
ギャレット・イルグにSAPの新戦略について聞いた。

お客様と“成功”を共有する
新たなバリューの創出

ギャレット・イルグ
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



11Vol.2

意思決定の迅速化には、モバイル・コン
ピューティングも大きく貢献します。モバイ
ル端末から安全に基幹システムにアクセス
したいというニーズは日に日に増していま
す。SAPではモバイルへのフォーカスに
よって、新しいエンタープライズビジネスを
支援する体制をより一層強化していきます。
この戦略の一環として、インメモリ・データ
ベースとモバイルソリューションの双方で
実績のあるSybase社を2010年8月に買
収しました。今後はSAPとSybase社の双
方の強みを生かしながら、この分野におけ
る確固たるポジションを獲得していきます。
SAPは、いついかなる時にも、迅速に、あ
らゆるデバイスを通じて、優れたビジネス
ソリューションを提供できる世界で唯一の
企業であることを確信しています。

SAPは、全社をあげてイノベーションを
加速していきます。そして、革新的な技術で
あるインメモリやモバイル環境で、ビジネ
スにおける高い価値をお届けします。

新たなバリュー／価値を創出する
オンプレミス、オンデマンド、オンデバイス

—— 製品戦略も刷新されたようですが、今
後、日本の顧客に対してはどのようなアプ
ローチを行っていきますか。

「オンプレミス（On Premise）」「オンデマン
ド（On Demand）」「オン デバ イス（On
Device）」の3つをキーワードに、新たな製
品戦略を推進していきます。オンプレミス
は、私たちが38年間にわたって提供し続け
てきたコアソリューションとして、これからも
ERPをはじめとして、各種ビジネスアプリ
ケーションやツールを提供していきます。伝
統的なオンプレミスと並行して、即効的な
価値やサービスの柔軟な利用形態を望むお
客様に対しては、オンデマンドによってサー
ビスを提供します。市場では、今後のITシス
テムはオンプレミスかオンデマンドかの二
者択一であるかのような極端な意見も聞か

れますが、私たちはお客様の望まれる利用
形態やアプリケーションの提供する価値に
よっての使い分け、共存状態が続くと考えて
います。オンデバイスは、すでにお話しした
ように、時間と場所を問わずいつでも情報
にアクセスできる環境を作ることです。そし
て、この3つのレイヤーをつなぐプラット
フォーム による「オー ケストレーション

（Orchestration）」によって、一貫性を持っ
たソリューションの提供を行っていきます。

—— パートナー企業との協業において、
SAPが掲げるエコシステムの意義につい
て、あらためてお聞かせください。

私たちはパートナー企業の皆様を単なる
ビジネスパートナーとしてではなく、SAPソ
リューションの価値向上を通じて共生する、
エコシステムの一員と考えています。オン
デマンドの領域で新たなサービス提供が始
まっているように、パートナー企業との連携
を深めながら、お客様への具体的なビジネ
スの支援体制を築いていくことが重要です。
そのためにSAPでは、パートナー支援フ
レームワーク「SAP PartnerEdge」をはじ
めとするさまざまなプログラムを強化して
います。

—— 最後に、日本のユーザー会（JSUG）へ
のメッセージをお願いします。JSUGでは

「チーム日本」をテーマに、ユーザーの企業
価値向上に取り組む姿勢を明らかにしてい
ます。今後はどのようなスタンスでJSUGと
価値の共有を図っていきますか。

「チーム日本」―。素晴らしいテーマです
ね。世界で最も大きな経済大国の1つであ
る日本は、SAPにとって非常に重要なマー
ケットです。特に海外競争力の強化に注力す
る日本企業における、テクノロジーとイノベー
ションに対する投資意欲は衰えることがあ
りません。JSUGの皆様とは、SAPソリュー
ションを通じてお互いの成功を共有できる
すばらしい環境を築いていきたいですね。

SAPでは、開発の初期段階からお客様に
ご参加いただき、その声をソリューションに
反映させる仕組みや、JSUGのSolution
Manager研究会に対する共同検証セン
ターCOIL（Co-Innovation Lab）の支援な
どにより、お客様の声を新たなサービスに
フィードバックしています。

このようにユーザー会の活動とその成果
は、SAPの製品戦略に大きな影響を及ぼす
重要な意味を持っています。日頃のJSUG
の活動に心から敬意を表するとともに、私
たちの成長においてなくてはならない存在
として、今後も貴重な助言を承りたいと考
えています。

お客様と“成功”を共有する新たなバリューの創出

「SAPジャパン GOLD NOTES」
SAPジャパンの旬な話題をお届けするメールマガジン

SAPジャパンでは、SAPの最新戦略やテクノロジーとともに旬
な話題をお届けするメールマガジン「SAPジャパン GOLD
NOTES」の配信を2010年6月からスタートしました。GOLD
NOTESは、SAPジャパン 代表取締役社長のギャレット・イルグ
がSAPジャパンの理念やビジョンを直接発信しながら、ユー
ザー、パートナー、その他の皆様と情報を共有するコミュニケー
ション・メディアです。購読（無料）を希望される方は、以下の
URLから、是非ご登録ください。

http://www.sap.com/japan/gn
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すべてのプロセスが連携する
“バーチャル・ワン・カンパニー”

創業100周年を迎える2012年に向けて、
「省エネ・創エネ機器を核とした環境・健康
事業で世界に貢献する」「オンリーワン液晶
ディスプレイでユビキタス社会に貢献する」
の2つのビジョンを掲げ、環境への貢献と
エレクトロニクスを通じた経済活動の両立
に取り組むシャープ。2009年10月に稼働
を開始した「グリーンフロント堺」の液晶パ
ネル工場は、まさにこれらのビジョンを支
える新たなビジネスモデルの体現ともいえ
るものだ。SAP ERPを中核に最先端の
SOA技術を駆使して、生産工程の“縦・横自
動連携”を実現した大規模SCMシステムに
ついて、ITシステム推進センター 戦略企画
部の谷平利夫氏は、次のように説明する。

「グリーンフロント堺が目指すのは、すべて
のプロセスがシームレスに連携する“バー
チャル・ワン・カンパニー”の実現です。19
社の参画企業の情報共有により、意思決
定をスピーディに収斂する“デジタルコン
バージェンス”をコンセプトに、全くの白
紙の状態からITの理想形を追求していま
す。ここで重要なキーワードとなるのが

“実装”です。最新のIT技術を活用して、新
たな世界観を本来の狙いで実現するとい
う意味において、今回の液晶パネル工場の
SCMシステムでは、SOAの実装が大きな
鍵を握りました」

SAP NetWeaver PIで
CIMとERPを自動連携

グリーンフロント堺の液晶パネル工場では、
こうしたプロセス連携の基盤としてSAP
NetWeaver Process Integration（SAP
NetWeaver PI）が採用されている。これ
は、SOAに対応した基盤上でCIM（装置管
理システム）、E-MES（統合工程管理システ
ム）、SAP ERPを連携することで、ビジネス
プロセスの統合管理を実現するという明確
な意図によるものだ。ITシス
テム推進センター 第一IT推進
部の柴原和年氏は、その意義
を次のように語る。

「グリーンフロント堺のSCMシ
ステムでは、CIMからE-MES
に上がってくる各工程の実績
情報を、SAP NetWeaver PI
を介してSAP ERPに自動的
に取り込むことを可能にしてい
ます。つまり、一切の人手を介す
ることなく、CIMデータを業務
上意味のあるデータに変える
ことができるようになったので
す。これが堺工場の特長の1つ
である“縦の自動連携”です」
しかし、一口に自動連携といっ
ても、生産現場で要求される
CIMの情報と、SAP ERPで要
求される情報は、精度も粒度

も違ってくる。また、CIMには各現場が状況
に応じて行ったイレギュラーな対応などがそ
のまま反映されており、これをそのままERP
に反映すると、ERP上でデータの重複が発
生するなど、ERPが要求する情報とは異な
ることも珍しくない。
そこで堺工場のSCMでは、CIMで発生する
イベントをきめ細かく分析。RFIDによる仕掛
品の個別管理の仕組みと併せて、CIM側で
発生したエラーを自動的に修正してERPに伝
達する仕組みなどを工夫した。その結果、
SAP NetWeaver PIを基盤に、CIMからE-

シャープ株式会社

“エコ・ポジティブ カンパニー”を環境ビジョンに、環境先進企業を目指すシャープ株式会社。同社は部材メーカーをはじめ
とする19社の参画企業と連携し、大阪府堺市の約127万㎡という広大な敷地に環境先進ファクトリー「グリーンフロント 堺」
を建設。2009年10月に稼働を開始した液晶パネル関連工場では、SAP ERPを核に最先端のSOA技術を駆使した大規模
SCMシステムを構築、革新的な生産プロセスの自動連携により、エコ＆高効率のモノづくりを実現している。

SOAを駆使した大規模SCMシステムで
生産プロセスの自動連携による

“バーチャル・ワン・カンパニー”を実現

■会員事例
CASE STUDY

コックピット
参画企業

レイヤー❶

レイヤー❷

レイヤー❸

レイヤー❹

レイヤー❺

ネットワーク
セキュリティー

ディスプレィソリューション

SDP 参画企業

SCN

Collaborative Planning

SAP ERP

Enterprise MES

CIM

MAN/Security/Info.

総合生産計画

実行管理

総合工程管理

装置管理

情報インフラ

「横」自動連携

「
縦
」自
動
連
携

MAN
Metro Area Network

コンビナート
セキュリティー
ポリシー

SOA
Service Oriented 
Architecture

シャープの「グリーンフロント堺」では、最新のSOA技術を駆使した
CIM、E-MESとSAP ERPの縦の自動連携に加えて、計画、搬送、調達
における参画企業との横の自動連携が実現している。

「グリーンフロント堺」で実現した生産プロセスの自動連携
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MES、SAP ERPへのデータの自動連携が
実現し、最終的にはその上のレイヤーである
生産日程計画システムや工場の見える化ま
でを包含したシステム連携が実現された。
このCIMとSAP ERPの連携は、計画系の
プロセスにおいても確かな効果をもたらし
ている。グリーンフロント堺では、高速
エンジンによるコンカレント（同時並行的）
計画立案を採用し、計画リードタイムを短
縮、納期回答の精度とスピードも大幅に向
上している。その実現には、CIMからのリア
ルタイムな実績情報が欠かせない。
さらに上流では、これらの情報をビジュア
ルに俯瞰できるコックピット（経営ダッシュ
ボード）も装備されている。コックピットを
通じて、経営者層は課題や問題を早期に把
握し、適切な是正措置が図れるとともに、
精度の高い将来予測を行うことができる。

「CIM、E-MESとSAP ERPの連携によるリ
アルタイムな実績把握は、従来から構想は
ありましたが、なかなか実現できなかった
領域です。今回、SOAという新技術でこの
難しいテーマに取り組んだことで、工場全
体をSAP ERPから見通せるようなったこ
とは大きな成果です」（柴原氏）

変化対応力を高める
柔軟なSOA基盤

こうした仕組みを支えるSOAの実装に当
たっては、さまざまな工夫もあったという。実
際にこの作業に取り組んだエスアイソリュー
ションズ株式会社（日本IBMとの合弁会社）
第二サービス事業部 ソリューション技術部
部長の室田真人氏は、次のように語る。

「一般的にSOA基盤で個々のデータを処理
する場合、並行処理か順序保証のいずれか
しか選択できません。この場合、並行処理だ
けでは、業務の順序通りに処理できず、たと
えば、出荷していないものが検収されてしま
うなどといったエラーが想定されました。一
方、順序保証ではすべての処理がリニアに実
行されてしまうため、リアルタイム性が損なわ
れます。この課題を解決するため、当社では
過去にEAIツールを独自開発したノウハウを
活かしてSAP NetWeaver PIの機能を拡張
し、同じ製品の処理は業務の順に、異なる
製品の処理は並行で行えるよう工夫を施
し、短時間で業務順序に沿った自動処理を
可能とする基盤を実現しています」
もちろん、この他にもSOAならではのメリッ
トを十分に享受できている。その1つとして
あげられるのが、変化に対する柔軟な対応
力である。グリーンフロント堺のシステム構
築では、関連企業を含めた業務要件が確定
するまでの過程で、幾度となく要件変更が発
生したが、その際、SAP NetWeaver PI上
のプロセス連携を変更するだけで柔軟に対
応することができたという。また、サービス
の再利用が可能なSOAにより、アドオンプ
ログラムの開発は従来と比較して3分の1に
まで削減されている。

“電子かんばん”による
リアルタイムな情報共有

SOAによる「縦」の自動連携のみならず、参
画企業19社との「横」の自動連携が実現さ
れている点も、グリーンフロント堺の大き
な特長である。この横の自動連携は、大き

く3つのファクターから構成される。
1つ目は、計画における横連携。ここでは、
各参画企業と生産計画の共有や最適な生
産方式についての協議を重ねた結果、部品
の在庫数や予測数などをリアルタイムに共
有するとともに、納入計画と要求数に応じ
た優先順位を柔軟に組み替えることで、生
産の適正化が図られている。
2つ目は、搬送の横連携。自動搬送システ
ムによる参画企業のライン連携に加えて、
電子かんばんで部材の搬送依頼・搬送状況
をリアルタイムに共有できるため、効率的
な部材搬送管理ならびにジャスト・イン・タ
イムが実現している。
そして、3つ目が調達業務の横連携である。生
産計画の共有、電子かんばん、ラインサイド検
収システムにより、発注ならびに注文書・納品
書のペーパーレス化が実現。これに伴う企業
間の発注・受注・出荷・検収の処理を、モノの移
動に応じて連続自動処理することにより、縦連
携と同様に一切の手入力が排除されている。

「縦・横自動連携の効果により、すでに半期
で数億円規模のコスト削減効果が見込まれ
ています。しかし、それ以上にグリーンフ
ロント堺で蓄積された技術とノウハウは、
長い将来にわたる貴重な財産です。机上の
論理ではなく、実際の業務でSOAを実装で
きた意義はきわめて大きい。今後は他の生
産拠点や物流拠点などにも、この成果を積
極的に横展開していく考えです」(谷平氏)
SOAをベースにグリーンフロント堺で構築
されたSCMシステムは、シャープのこれか
らの成長を加速する確かな競争優位基盤
として、さらなるプロセス革新に貢献してい
くはずだ。

谷平 利夫氏

シャープ株式会社
ITシステム推進センター 

戦略企画部  副参事

柴原 和年氏

シャープ株式会社
ITシステム推進センター 

第一IT推進部  副参事

室田 真人氏

エスアイソリューションズ株式会社
第二サービス事業部 

ソリューション技術部  部長

生産プロセスの自動連携による“バーチャル・ワン・カンパニー”を実現

シャープ株式会社
本社：大阪府大阪市
創業：1912年9月
資本金：2,046億7,500万円

（2010年3月末現在）
事業概要：エレクトロニクス機器（AV・通
信機器、健康・環境機器 、情報機器）、電
子部品（液晶、太陽電池、その他電子デ
バイス）の生産・販売
http://www.sharp.co.jp/

「グリーンフロント堺」の最終完成予想図
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財務部門のイニシアティブによる
全社的な会計インフラの見直し

国内初の光学ガラス専門メーカーとして
1941年に創業以来、オプティクス技術をも
とに、エレクトロニクス、ホトニクス、ビ
ジョンケア、ヘルスケアなど多角的な事業
を展開するHOYA。グローバル企業として
成長を続ける同社は「小さな池の大きな魚
になる」という理念のもと、各事業分野で
トップを目指す経営戦略を推進している。
意思決定のスピードを最優先する同社のビ
ジネスポリシーは、IT運用においても貫か
れている。基幹業務を支える基盤として
1997年にSAP ERPを本社に導入以降、
海外および国内の関連会社にスピード展
開。その後も4度のアップグレードによる
機能強化のほか、グローバル共通のビジネ
ス基盤としてのUnicode化にもいち早く対
応し、現在は約20カ国の言語がインス
トールされた環境で、国内・国外108の関
連会社が業務を行っている。
しかし、2008年のリーマンショックに端を
発する経済環境の悪化により、IT部門にも
コスト削減の波が押し寄せる。一方、ITシ
ステムのパフォーマンスとセキュリティの向
上は避けて通れない継続課題である。この
二律背反する課題に応えるため、同社は全
社的なIT運用の最適解を模索する新たな
プロジェクトをスタートした。

財務部 IT Groupの守谷祥広氏は「当社で
は、個別の業務機能を除いて、財務会計お
よび連結会計におけるITインフラ全般の企
画・運用を財務部門で統括しています。今
回のプロジェクトにおいては、コスト効率も
含めて、情報システム部門とは異なる視点
で、よりユーザーオリエンテッドなシステム
構築を目指しました」と振り返る。

クラウド環境における
SAP ERP運用の可能性

2009年7月にスタートしたプロジェクトで
は、まずIT環境全般の抜本的な見直しに着
手。さまざまな削減項目を検討する中で、
最も効果が高いと判断されたのがハード
ウェア環境だった。財務部 IT Groupの金
光和純氏は「当社では、UNIXベースのハー
ドウェアを14年にわたって使い続けてきま
したが、コスト削減を第一に考えると、コ
ストパフォーマンスが高く、仮想化にも対
応するWindows環境が現実的な選択肢で
あることがわかりました。将来性的にも
UNIXと同等のパフォーマンスが担保でき
るという判断から、Windows環境への移
行を決断しました」と語る。
また、新たなIT環境の運用面において打ち
立てた大きな方針が、自社のIT資産を外部
の共通基盤に配置して、必要なサービスを
ネットワーク経由で利用するパブリッククラ
ウド環境への移行であった。基幹システム

のクラウド化は前例のない試みだが、守谷
氏は「全社のコスト管理を預かる財務部と
いうこともあり、経営トップからの期待は大
きかったと思います。こうしたことから、プロ
ジェクトではあらゆる可能性をゼロベース
から模索しました」と語る。
基幹システムをクラウド化する上でHOYAが
掲げたポイントは、以下の3つに集約される。

①従量課金制
仮想化によって集積度を高めたWindows
環境でSAP ERPを稼働。さらに、システム
を使った分だけ料金を支払う従量課金制
に移行することで、コスト効率を高める。
②ハードウェアの共通基盤化
自社でIT資産を持たずに、サービス提供者
の基盤を利用。さらに、処理量に応じて
ハードウェアを増強することで、ピーク時の
パフォーマンスを向上する。
③データセンターにおける24時間365日
の運用・監視
堅牢なデータセンターを利用することで、自社
内におけるサポート要員の確保を不要にする。

財務部ではこれらの要件をもとにRFPを作
成し、複数のベンダーから提案を募り、実現の
可能性を探った。しかし、各ベンダーからの回
答には、同社が理想とするパブリッククラウド
環境との間に大きな隔たりがあったという。

「現状ではパブリッククラウドによる実装は
開発機から検証機までとされ、ベンダーの

HOYA株式会社■会員事例
CASE STUDY

高度なオプティクス技術をもとに多角化経営を進めるHOYA株式会社。同社は財務会計、連結処理を中心
とする基幹業務を支えるSAP ERPの運用基盤を、クラウド環境へ移行するプロジェクトを2009年4月か
ら開始。2010年12月に予定されている第一段階の移行本番に向けて、いよいよ佳境を迎えている。同社で
は、自社でIT資産を持たず、サービスのみを利用するクラウドの活用により、大幅なコスト削減を目指すと
ともに、長期的なビジネスを支える柔軟なIT基盤の整備を着々と進めている。

世界108拠点を結ぶSAP ERPの
運用コスト削減とパフォーマンス向上を目指し
ハイブリッドクラウドへの移行基盤を構築
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回答も『本番機の移行は技術的には可能だ
が、コストメリットがない』というものでした。
基幹システムをクラウド化する場合、強固な
セキュリティと可用性を確保する必要があ
るため、現時点でのサービスにおいては逆
にコストがかさみます。また、共通基盤上
のサービスが停止した場合の担保が十分で
ないことや法的な問題もあることから、
ベンダーとしても二の足を踏まざるを得な
い状況でした」（守谷氏）

クラウド移行の第一段階として
ホスティングサービスを活用

パブリッククラウドで本番機を稼働すると
いうHOYAの方針は、現時点で100％受け
入れられるものではなかった。しかし、ベン
ダーからはホスティングサービスを利用した
プライベートクラウドなら一定の要件を満た
すことが可能という提案を受け、現実解とし
てこのプランを受け入れることを決定する。

①一部従量課金制
OSをUNIXからWindowsに移行するととも
に、全面仮想化によってサーバーを集約。費

用体系は、ベンダーの運用サービスのみに適
用される一部従量課金制とする。
②ハードウェアは専用基盤
ハードウェアは複数の契約者で共有する共
通基盤でなく、自社専用の基盤とする。た
だし、IT資産は自社で保有せず、ベンダーに
委託することで管理負担の削減を図る。
③24時間365日の運用・監視
専門IT技術者による24時間365日の運用・
監視体制とする。

上記で示された新たな環境は、プライベー
トクラウドをベースとしているものの、将
来的にパブリッククラウドにも移行できる

「ハイブリッド型」で構築した。
「必要に応じてハードウェアをいつでも増
強できる柔軟な運用体制を維持しながら、
機が熟した段階でパブリッククラウドに移
行できる環境。これが今回のプロジェクト
で私たちが出した解答です」（守谷氏）

国内・国外108の拠点を対象に
8台の本番機を同時に移行

2010年9月現在、HOYAのプロジェクトは

Windows環境や仮想基盤の構築までが終
了し、2010年12月に予定されているクラ
ウド環境への移行に向けて、検証やテスト
を繰り返し実施中だ。本番移行では、稼働
している本番機8台を土曜日と日曜日の2
日間で移行する必要があるため、「グロー
バルの拠点間で時差がある中、トータルの
ダウンタイムを最小化するため、分刻みの
スケジュールを立てています」（金光氏）と
話す。
本番環境への移行終了後、同社のクラウド
構築プロジェクトは一旦終息を迎えるが、
2011年以降はさらなるコスト削減に向け
た情報収集に努めながら、連結処理の短
縮、IFRS対応の向けた取り組みなど、財務
部門の体制強化に取り組む構えだ。
また、同社ではハードウェア環境の見直しと
並行してソフトウェアのコスト削減策も検
討してきた。その中で財務部では、SAPが
ドイツや米国の一部顧客に提供している
SaaS型のERPサービス「SAP Business
ByDesign」にも関心を寄せているという。
保守サービスについては、標準のシステム運
用管理ツール「SAP Solution Manager」
の評価を実施している段階で、その結果に
よっては今後に向けて活用の考えがあるこ
とを明らかにした。
HOYAが推進するSAPシステムのクラウド
移行プロジェクトは、過去に例のない先進
的なチャレンジだ。ITコストの削減やシス
テム運用の効率化、クラウド運用に関心を
寄せる企業にとって、HOYAの取り組みは
貴重な先例である。

第一段階として、ホスティングサービスを利
用したプライベートクラウドにより、将来的
なパブリッククラウドへの移行環境を整備。

ハイブリッド型のクラウド環境

共通基盤の利用することで、自社内にIT資
産を保有することなく、フレキシブルにハー
ドウェア環境を拡張。

共通基盤によるフレキシブルな
ハードウェア環境

人災、天災からデータを守る24時間365日
の監視体制でビジネスの継続性を担保。社
内の人的リソースの確保も不要。

堅牢なデータセンターサービス

プライベートクラウド

共通のIT基盤

パブリッククラウド

データセンター
（24時間365日の監視、オペレーションなど）

HOYAが目指すSAP環境におけるクラウド適用の概念

HOYA株式会社
IT Group

HOYA株式会社

本社：東京都新宿区
創立：1941年11月
資本金：62億6,420万円
事業概要：光学技術を中心とした情報通信分野の精
密機器、光学レンズからメガネレンズ、コンタクト
レンズ、眼内レンズなどのアイケア、内視鏡等の医療
分野、およびデジタルカメラの生産、販売、サービス
http://www.hoya.co.jp/

守谷 祥広氏

HOYA株式会社
IT Group

金光 和純氏

世界108拠点を結ぶSAP ERPのハイブリッドクラウドへの移行基盤を構築



16 Vol.2

グローバル経営を支える
グループ統合基盤

三井金属鉱業では、1998年に本社および
事業部の基幹システムとしてSAP ERPを導
入後、グループ会社に展開。現在では、国
内・海外を含めて60社で、統合された基幹
システムを1インスタンスで運用している。
SAP ERPの導入プロジェクトがスタートし
た1997年当時は、三井金属鉱業が鉱山・
製煉という既存ビジネスから、電子材料、
金属、環境、自動車部品など、保有技術を活
かして業態を多様化させている時期だった。
そこで同プロジェクトでは既存システムの課
題を解決するだけではなく、「グローバル経
営に寄与するシステムの実現」を目的に、①
経営のスピードアップ、②システム統一による
情報共有化、透明性向上、③会計のグロー
バルスタンダード化を目指した。
三井金属グループのシステムにおける最大
の特長は、SAP ERPの標準機能を基本と
し、アドオン開発を行わずに、不足機能は
外部システムをSAP ERPとインタフェース
連携するという開発方針が貫かれている点
にある。ERPならではのメリットを活かし、
各社・各事業部におけるシステム運用を｢共
通化・共有化｣することで、グループとして統
一したガバナンスを確立するためだった。
また、SAP ERPの運用は、三井金属グ

ループの情報関連子会社である株式会社
ユアソフトが一手に担っている。ユアソフ
トは従来から、ユーザーに最も近い存在と
してヘルプデスクの活動を重視し、「攻める
ヘルプデスク」というスローガンのもと、シ
ステム操作・運用面のサポートにとどまら
ず、利用度/活用度の向上、ERPの進化に
応じて先端技術の検証・導入を推進してき
た。ヘルプデスクが各社・部門のシステム
運用状況を一括して把握する一方、どのよ
うな使い方が有効かを常に提案し、それを
水平展開できることが、三井金属グループ
全体にとって大きなメリットになっていると
いう。

内部統制の整備においても
全社水平展開を推進

グループ一丸となって情報システムのある
べき姿を追求する三井金属鉱業の基本姿
勢は、J-SOX対応に端を発した内部統制
の整備においても揺らぐことはなかった。
2006年6月に内部統制室を設置して、パ
イロット検証をはじめとする全社展開の準
備をスタートさせ、その翌年に内部統制整
備プロジェクトを発足。全社展開フェーズ
において文書化と整備状況評価を実施し、
内部統制運用初年度を迎えるとともに、全
社運用フェーズでは運用状況評価を行い、
さらなる改善を図った。当時、内部統制室

で事務局を務めた三井金属鉱業株式会社
経営企画部 経営企画室長補佐（IT企画担
当）の美宅利広氏は、同社のプロジェクト
の特長を次のように語る。

「CFOをプロジェクトマネジャー、財務部長
をサブマネジャーに、全般統制チーム、IT
統制チーム、業務プロセスチームという3
つのチームで構成しました。また、各拠点
においては、拠点長をプロジェクトリー
ダーにして、同様の体制を築きました。経
営方針との整合性の確保については、事務
局である内部統制室がその役割を担いま
した。このように、すべての拠点で同じこと
を実践する手法は、SAP ERP導入プロ
ジェクトの水平展開において培われたもの
であったといえます」

アクセス権限管理における
課題と現実

内部統制プロジェクトにおいて高いハード
ルとなったのが、業務アクセス権限の管理
と設定だ。三井金属グループではSAP
ERPの運用に当たって、「システムは積極的
に活用してこそ真価を発揮する」という基本
方針のもと、ユーザー権限の設定は必要最
低限にとどめ、現場の利便性を優先してき
た。また、当初は経営者層・管理職・一般職
といった職位に応じて権限設定を行ってい
たものの、実際には兼務体制であることが

三井金属鉱業株式会社■会員事例
CASE STUDY

「マテリアルの知恵を活かす」をスローガンに、電子材料事業、金属事業、環境事業、部
品事業などを展開する三井金属鉱業株式会社。同社は1998年に本社にSAP ERPを
導入して以降、グループ会社へのロールアウトを進め、現在では国内外のグループ60
社の基幹システムを1インスタンスで運用している。内部統制においてもSAP ERPと
の親和性を踏まえてSAP BusinessObjects Access Controlを選定し、複雑な業務
アクセス権限管理の課題をクリアしている。

グループの統一基準に沿った
業務アクセス権限の管理基盤を整備
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多く、職位別の設定は十分に機能していな
いということも明らかになってきた。

「権限設定に詳しい技術者が少なかったこ
ともあって、問題が顕在化していなかった
というのが実際のところです。その結果、内
部統制実施基準内容や監査法人の指摘を
踏まえて、業務アクセス権限管理について
は、全面的に見直す必要があることがわか
りました。そのためには、権限を管理する
ルールや仕組みが必要となりますが、ト
ランザクションコードやユーザーID数の組
み合わせを考慮すると、その仕組みを自社
で構築していくことは不可能に近いという
結論に達しました」（美宅氏）
そこで三井金属鉱業ではSAP Business
Objects Access Controlを採用し、業務
アクセス権限管理の課題解決を図った。同
製品は包括的なアクセス管理環境によって
リスクの洗い出し、ルール作成などの作業
負荷を軽減する。SAP ERPとの親和性も
高く、SAPからのサポートを十分に享受で

きる。また、海外も含めてSAP ERPを１イン
スタンスで運用している同社にとって、多言語
対応も重要な決め手となった。プロジェクト
は、ERP同様にユアソフトのメンバー3名

（いずれも兼任）が製品選定ならびに実務
を担った。

職務分掌の妥当性チェックに
標準のルールセットを活用

導入作業は、2007年10月から翌年4月ま
での6カ月間という短期間で実施された。
事前準備期間においてユアソフト主導によ
るトレーニングを実施したことも手伝って、
当初の予定を大きく下回るコストで短期導
入を実現している。
実際の導入では、トライアル＆エラーを重
ねてルール設定、SoD（職務分掌）分析、是
正対応といったサイクルを繰り返しなが
ら、最適な状態に近づけていった。具体的
には、SAP BusinessObjects Access

Controlに標準装備されているルールセッ
トで職務分掌の妥当性をユーザーID、ロー
ル、プロセスなどの単位でチェックし、その
妥当性を判断。コンフリクトがない場合は
そのままIDを設定し、コンフリクトがあっ
た場合はチェックレポートを参照して、権限
の見直しを図るか、権限設定許可申請書を
提出してもらい、内部統制業務プロセス文
書に反映した後、IDを設定する流れを確立
していった。ここで、「アドオンを極力作ら
ず、標準機能を徹底活用する」という三井金
属グループのSAP ERP運用方針が大きく
功を奏することになった。アドオンが少な
く、その中でも標準機能からトランザク
ションコードを呼び出しているだけのこと
が 多 い た め 、SAP BusinessObjects
Access Control標準のルールセットをほ
ぼそのまま適用することができたのだ。結
果的には、6カ月よりさらに短い導入期間
にすることも可能だったという。

「全拠点において業務の基準・プロセスを反
映した文書が整備されたことで、利用部門
の責任者・担当者の意識が大きく変わりま
した。また、規定と職務分掌に基づいた業
務の見える化も浸透しました。このことは、
内部統制という観点のみならず、事業統合
をはじめとする“集中と選択”を行う際にも、
確かな意味を持ってくるはずです」(美宅氏)
SAP BusinessObjects Access Control
により、業務アクセス権限管理の課題を効
率的に実現した三井金属鉱業は、内部統制
整備を単なる法制度対応としてではなく、
自らのビジネスの推進力へと高めようとし
ている。

三井金属鉱業株式会社

本社：東京都品川区
設立：1950年5月1日
資本金：421億2,900万円（2010年3月31日現在）
事業概要：電子材料事業、金属事業、環境事業、
部品事業、その他関連事業を営む総合素材メーカー
http://www.mitsui-kinzoku.co.jp/ 三井金属鉱業株式会社

経営企画部　
経営企画室長補佐（IT担当）

美宅 利広氏

SAP BusinessObjects Access Control 導入スケジュール

2007年
9月

2007年
10月

2008年
4月

2008年
7月

SAP BusinessObjects
Access Control

SoD分析

定期的モニタリング

運用改善

ルール見直し

是正
対応

ルール
策定

事前
準備

SAP BusinessObjects
Access Control

運
動
準
備
期
間

運 用導 入

グループの統一基準に沿った業務アクセス権限の管理基盤を整備
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去る5月の休日、JSUG常任理事会合宿を開催し、JSUGの進むべ
き方向性について集中討議を行いました。そこでの主な議題は以
下のようなものになります。

●JSUG（会員企業）を取り巻く環境の変化、SAP社の変化の考察
●SUGEN等の国際活動にどう取り組んでいくべきか
●今後のJSUGの在り方とそれを支えるための体制はどうあるべ
きか

●賛助会員（パートナー）の皆様とどのような関係を築いていくべき
か�等

経済環境の変化、ビジネスモデルの変革、グローバル化、M&A等、
様々な変化に対してより速やかな対応を迫られているという声を
会員企業の皆様より伺います。また、JSUGは今や450社超の会員
企業を抱える団体となり、会員企業の課題やニーズも多様化してき
ています。常任理事会では、このような変化や多様性への対応が必
要と考え、これまでの方針や活動の見直しを行っております。
JSUG自体も変化をつづけながら、ひきつづき「会員企業の企業価
値向上」への支援を目指していきます。

更には国際社会における日本のポジション低下への懸念から、
「チーム日本」というスローガンを掲げ、ユーザー同士だけではな
く、SAP社、賛助会員（＝SAPパートナー社）も加わり三位一体と
なって日本を盛り上げていくためのスキーム作りも進めています。
ここでは、JSUGプラチナスポンサー様6社と私たち常任理事で会
合を持ち、互いにどう連携すれば会員企業の企業価値向上を支援
できるかを検討しています。

また、JSUG企画委員会では毎月1回定例会を実施し、JSUGにお
けるコミュニティの在り方について議論を行っています。そこでは
コミュニティ活動で会員の悩みを仲間と一緒に解決することがで
きるスキーム作りが進められています。

このようにJSUGはSAP製品に関わる全ての関係者の仲を取り持
ち、長期的な信頼関係を築いていく場となり、そこで生まれる様々
なコミュニティ活動で会員企業の企業価値向上を支援していきた
いと願っている次第です。

文：JSUG常任理事会

SAPユーザーの企業価値向上に向けて
私たちが支援できることは？

■TOPICS 2009-2010

JSUG News JSUG活動報告

■2010年度JSUG活動の主なトピック

●チーム日本：ユーザー／パートナー／SAPによる三位一体と
なった活動の強化

●日本ビジネスオブジェクツユーザー会との活動統合、BI
部会の新設

●SUGEN国際会議をホストし、日本で初開催
●SAP社製品開発サイクルに早期に関与できる機会の創出
（Customer Engagement Initiative、SAP社製品ロード
マップの共有）

●JSUG FOCUS（部会の合同大会）の初開催

今年もJSUG会員企業の企業価値向上に向けた活動が幾つ
か産声をあげた年になりました。一人でも多くの会員にJSUG
活動へご参加いただけることを願っております。

お問い合わせ先

■標準機能を最大限に活用するIFRS（国際会計基準）eco対応ソリューション

株式会社 ソフテス 〒430-0944　静岡県浜松市田町330-5 遠鉄田町ビル4F TEL：053-450-3188   URL：http://softes.co.jp

株式会社 ソフテス

ソフテスは、お客様にとって有益なソリューションを多数ラインナップしてい
ます。この度リリースしたIFRS（国際会計基準）eco対応ソリューションに
は、2つの大きな特徴があります。
① SAPシステムの標準機能を最大限に活用
② 標準機能の不足部分を補完するソリューション
標準機能の最大活用により、低コストで堅牢なシステムを構築すると共に、
会計処理だけではない実務上の課題をクリアするソリューションをご提供し
ます。来るべきIFRS時代、グローバル経済に立ち向かうお客様に求められ
る企業変革の契機に、質の高いサービスでお客様を強力にサポートします。

IFRS eco対応
ソリューション群

収益認識
ソリューション

複数会計基準
対応サービス

資産除去債務
ソリューション

子会社導入
サービス

リース資産管理
ソリューション

新償却エンジン活用
コンサルティング

FSCM－LP
導入支援サービス

開発費資産計上
ソリューション

JSUGスポンサー紹介
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グローバル共通の業務基盤で
属人的な業務プロセスを解消
エンジニアリングプラスチック事業を核に、
オプト、LED関連、半導体機器を加えた4
つの事業領域でビジネスを展開する株式
会社エンプラス。同社が製造するプラス
チック部品や光学部品は、自動車、AV機
器、携帯電話、液晶テレビなどの多様な製
品に組み込まれ、世界各地から幅広いニー
ズが寄せられている。
競争が激化する製造業界において、グロー
バル市場への的確な対応が求められる同
社の課題は、ITを中心とした業務の標準化
と意思決定の迅速化だった。取締役 兼 常
務執行役員 経営戦略本部長の酒井崇氏は、

「多くを人手に依存し、属人的に実行する従
来の業務スタイルでは、その基盤となるIT
環境も個別の業務に合わせて最適化され、
長年の改修によってブラックボックス化して
いる状況でした」と振り返る。また、明確な
教育プログラムも整備されていなかったこ
とから、これらのノウハウは次世代に継承
されることなく、エクセルなどを使った属
人的な業務管理が常態化していたという。
さらにグローバル戦略の強化を目指す同社に
とって、日本、アジア、米国の各拠点を結ぶ共通
の業務基盤の確立は急務の課題だった。

「世界にマーケットを持つ部品製造業の宿
命として、この課題は避けて通れません。国
内需要の落ち込みとアジアを中心とする海
外市場の活性化に伴い、現地企業との円滑

な取引を進めていくためには、開発や製造
のリーダーシップが海外拠点にシフトして
いくのは自然の流れです。こうした背景か
ら、グローバル環境における意思決定を迅
速化するためには、IT基盤の共通化が不可
欠でした」（酒井氏）
そこで、同社は業務の標準化に基づく意思
決定の迅速化とグローバル共通の業務基盤
の確立を目指し、基幹システムの全面的な
刷新を決断する。

豊富な実績とノウハウにもとづく
アクセンチュアのワンストップサービス
基幹システムの刷新に際して、まずエンプラ
スでは業務の標準化という観点から、多く
の標準機能がサポートされるパッケージ製
品の採用方針を決定。同時にアクセンチュ
アに導入パートナーとしての支援を依頼し、
具体的な製品の選定に着手した。パート
ナー選定のポイントと
なったのは、「グローバ
ル対応」と「プロジェク
トの上流から下流まで
の一貫対応」の2点だ。

「国内外に14拠点を構
える当社にとって、グ
ローバルビジネスの
ニーズに応えられる十
分な実績とノウハウを
備えていることが第一
の条件でした。過去の

プロジェクトでコンサルティングと開発を
別々に依頼したところ、双方のコミュニケー
ション不足から満足のいく結果が得られな
かった経験もあり、世界各地に拠点を持ち、
ワンストップ体制でサービスを提供できる
アクセンチュアが適任だと判断しました」と
酒井氏は明かす。
また、パッケージ製品の選定についても、
グローバル標準として評価の高いSAP
ERPをベースに、アクセンチュア独自の設
計から導入、移行、プロジェクト管理に至る
まで様々なノウハウが凝縮された「製造業
向けソリューションテンプレート」が提供さ
れる点も安心材料となった。経営戦略本部
業務改革推進室 スペシャリストの岩井淳一
氏は、「製品選定に際して実施したFIT＆
GAP分析においても、SAP ERPは他社製
品と比べてFIT率が高く、採用の決め手と
なりました」と振り返る。

プロジェクト管理

改
革
ア
セ
ス
メ
ン
ト

稼
働・展
開

業務改革要件定義
業務プロトタイプ
改修要件定義

環境設定 ジョブ定義 ジョブ構築 チューニング

テスト開 発Add-on/IF
設計

移行計画 要件定義

研修・説明会

運用設計

定着化計画 マニュアル作成

運用体制構築

データ整備 移 行

技術基盤支援

データ移行・IF構築

業務移行・定着化

ERP設定

アクセンチュアが提供する製造業向けコンサルティングのアプローチ

アクセンチュア株式会社

1962年の設立以来、エンジニアリングプラスチックの加工分野で業界トップを走り続ける株式会社エンプラス。
同社では激化するグローバル競争を背景に、IT基盤の標準化による意思決定の迅速化を目指し、アクセンチュア
の支援のもと、国内外の14拠点に向けたSAP ERPのグローバル展開を進めている。2010年4月の国内拠点に
続いて、すでに中国・広州でも稼働が始まっており、今後さらなるスピード展開を図りながら、2010年度末には
アジア、米国を含むすべての海外拠点において、新たな成長基盤を稼働させる計画だ。

アジア、米国を含む国内外の14拠点へ
SAP ERPをスピード展開し
グローバル競争力の強化を推進

PR記事

■株式会社 エンプラス 導入事例
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標準機能をフル活用して
国内外の14拠点へスピード展開
プロジェクトは2008年の夏からスタート。
綿密な要件定義を経て、2009年2月から4
月にかけて標準機能を使った実際の業務プ
ロセスのシミュレーションを行い、現場レ
ベルでパッケージの有効性を確認した。そ
の結果、十分な成果が見込めることが明ら
かになったことから、開発フェーズへ移行
し、テスト、ユーザー教育を経て、2010年4
月から日本国内での本稼働が無事スター
ト。今後は、すでに導入が完了している中
国・広州（同年7月稼働）を含めて、上海、ベ
トナム、タイ、シンガポールへとスピード展
開を進め、2010年度中にはすべての海外
拠点（アジア8拠点、米国2拠点）への導入
を完了させる予定だ。
開発は、アクセンチュアが提供するテンプ
レートをベースとした標準機能の活用を前
提とし、カスタマイズは極力行わない方針
で臨んだ。その目的は、世界共通の業務標
準を実現するシステム基盤を作ること、短
期間で導入し、導入後のアップデートや法
対応など、運用・保守の負担を軽減するこ
との2つにあった。

「海外拠点へのスピード展開は経営トップか
らの強い要請であり、1年間ですべてをやり
遂げることを最優先のミッションとしまし
た。また、現場から寄せられるアドオン開
発の要望に対しては厳格なジャッジを行
い、あくまで標準機能であるべき姿を実現
するポリシーを徹底しました」（酒井氏）
最終的にアドオン開発は116本に及んだが、
多くはEDIの受発注インターフェースや対外

帳票など最低限必要なものであり、特殊な
用途でのアドオンは発生していない。
とはいえ、すべての開発がスムーズに進んだ
わけではない。特に原価計算はエンプラス
独自の管理手法とSAP ERPの機能に大き
な隔たりがあったことから議論の争点となっ
たが、ここでも業務変革の一貫として、標準
機能に業務を合わせる方針が貫かれた。
また、開発ボリュームが予想以上に大きく、稼
働直前の3月には開発要員の確保に苦心し
たという。さらに稼働後の4月以降も、細かな
調整作業が続く中、すでに導入作業をスター
トしていた広州に多くの人員を投入していたこ
とから、ここでも要員不足が発生した。

「こうした要員の配置についても、アクセンチュ
アからの的確なサポートによって、当初のスケ
ジュールの中で調整することができました。日
本と海外拠点の並行作業には一定のリスクが
伴いますが、標準機能を活用するポリシーか
ら外れることがなければ、多少の混乱は生じ
ても業務が止まることはないと信じてプロ
ジェクトに取り組みました」（岩井氏）

グローバル市場における
SAP ERP活用のモデルケース
アクセンチュアの支援によるSAP ERP導
入によって、エンプラスは業務の標準化に
おいて短期間のうちに一定の成果を得るこ
とができた。同時期に行われた事業別編成
から機能別編成への組織再編によって、部
門間の連携が強化された点も、相乗効果に
つながっている。
一方、SAP ERPの導入によってデータの入力
件数が増加したことで、業務部門の負担は増

えているが、この点については業務データの
精度と一貫性が意思決定の迅速化につなが
り、長期的なコスト削減や競争力向上といっ
た効果を生み出すことが期待されている。
酒井氏自身も「当初想定していたスピード展開
という意味では、スケジュール的な達成度は
80％です。しかし、何よりも本社の業務基盤
を海外拠点にトレースする体制を構築できた
ことが最大の成果です」と、経営的な視点か
ら現時点での成果を評価している。
今後は、新たな業務プロセスを内部統制の
観点から再検証しながら、さらなる業務の
標準化を図っていく計画だという。

「最終的な目標は、個人の判断に依存しな
い、誰がオペレーションを行っても同じ結果
となる業務プロセスを確立することです。そ
れが実現し、すべての海外拠点への展開を
終えたとき、本当の意味での業務の標準化
が達成できたといえるでしょう」（酒井氏）
スピードを最優先にSAP ERPをグローバル
展開し、着実に成果を生み出しつつある
エンプラスの取り組みは、今後グローバル市
場における競争力強化、また新規参入を目
指す企業にとって、貴重なモデルケースとな
るはずだ。

アクセンチュア株式会社

〒107-8672 東京都港区赤坂1-11-44 赤坂インターシティ
TEL：03-3588-3000（代表）
URL: http://www.accenture.com/jp

お問い合わせ先

株式会社エンプラス
取締役 兼 常務執行役員

経営戦略本部長

株式会社エンプラス

本社：埼玉県川口市
設立：1962年2月
資本金：80億8,045万円
事業概要：エンジニアリングプラスチック、オプ
ト、半導体機器、LED関連各種精密機構部品の
開発・製造・販売
http://www.enplas.co.jp/

酒井 崇氏

株式会社エンプラス
経営戦略本部

業務改革推進室
スペシャリスト

岩井 淳一氏

Partner Solutions
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入出庫業務の課題を
ConnectPlusで解決
音響機器メーカーであるデノンとマランツの統
合によって設立されたのが、株式会社ディー
アンドエムホールディングスである。現在は
マッキントッシュ・ラボラトリーやボストン・ア
コースティックス、スネル・アコースティックスと
いったブランドも統合、ハイエンドオーディオ
から家庭向けAV機器、ホームシアター製品
まで多様な製品をリリースしている。
企業同士が経営統合を実施するという場面
で、問題の1つとして必ず浮上してくるのが
ERPなどの基幹系システムの統合だ。どち
らか一方のシステムに統合する、あるいは2
つのシステムを併存させるなどシステム統合
の方法論はさまざまだが、ディーアンドエム
ホールディングスはそれまで各々の企業で
使っていた基幹系システムを引き継がず、
SAP ERPをビックバン方式で導入した。
SAP ERP導入に際し、「アドオンは基本的
には使わない」という気持ちでいたと、ディー
アンドエムホールディングスコーポレート
センターITグループマネージャーの中島俊
夫氏は語る。このようにできるだけアドオン
を使わず、またカスタマイズも極力抑えて導
入されたSAP ERPだが、従来の基幹システ
ムではユーザーに合わせて細かくユーザー
インタフェースをカスタマイズしていた。これ
と比べると、SAP ERPには「小回りがきか
ない」と感じる部分もあったという。
こうした問題が顕著に表われたのが、月間

で8,000件程度の伝票処理がある、同社の
宮古工場での入出庫業務である。ここでは、
EIAJ標準納品書が利用されており、そこに
印字されたバーコードを、SAPクライアント
端末に直結したバーコードスキャナで読み
取ることで、在庫状況を更新していた。

「わざわざ工場内のクライアント端末設置場
所まで足を運ぶ手間があり、端末数も十分
ではなかったため、納品されていても、それ
をシステムに反映するのは後回し、というよ
うな状況でした」（中島氏）
この状況を改善するソリューションを探して
いたところ、巡り会ったのがエス・アイ・サー
ビスの「ConnectPlus」である。SAPシステ

ムが標準で備えている「ALE/IDocインタ
フェース」を利用することにより、アドオンを
使わずに他システムとの連携を実現する
SAP専用のアダプタだ。これを利用するこ
とにより、簡単に外付けシステムが構築でき
る。バーコードスキャナで収集したデータを
SAPシステムに反映する無線スキャナシス
テムを、手間をかけずに構築できた。
バーコードデータ収集には、その他の選択肢
もあった。だが中島氏はこれらの製品を比
較検討した結果、「アドオンを作らずに連携
できるSAP ERPとの相性の良さ」を高く評
価し、ConnectPlusソリューションの導入を
決めている。

SAP標準インタフェースの
ALE機能を利用したアダプタ
「ConnectPlus」でSAP ERPに
プラグイン

伝票のバーコードをス
キャンし、入力を省力化
すると同時に入力ミス
を軽減。SAP ERPへほぼ
リアルタイムのデータ転
送が可能に

無線LAN接続によるPDA（ハンディスキャナ）
を利用し、工場のどこからでも「ConnectPlus」
経由でSAP接続

工  場

CTN

ディーアンドエムホールディングス等

SAP ERPに蓄積されたデータをバックグラウンド連携
で分析レポーティングツールへ供給。エンドユーザに
よる自由な管理レポート作成環境を実現

注文受付サブシステ
ム。簡易入力画面での
データ登録が可能。連
携が必要なデータ
「ConnectPlus」でSAP
システムに自動転送

社内のサブシステムとSAPシ
ステム間も「ConnectPlus」経
由で標準インタフェース連携

SAP ERP

ConnectPlus

ConnectPlus Dr.Sum EAサーバ

クライアントPC

クライアントPCConnectPlus Webシステム

PDA /ハンディスキャナ

ク

C luConnectPl

tPl  EA バサ バ

ltPl

SAP ER E P

WW b テムシステ

ConnectPlusによるSAP ERPとの連携

株式会社エス･アイ･サービス

基幹システムを活用するためには、ユーザーである従業員が使いやすい環境を構築す
ることが重要であるのは言うまでもない。ただ、ユーザーインタフェースやデータ入
力といった部分は業務フローや既存のIT環境と密接に結びつく部分でもあり、実現は
なかなか難しい。株式会社ディーアンドエムホールディングスでは、こうした課題を解
決するために、エス・アイ・サービスのConnectPlusを選択した。

ConnectPlusを利用して
作業現場の課題を解決

PR記事

■株式会社ディーアンドエムホールディングス 導入事例
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無線スキャナで工場のどこからでも
バーコード入力が可能に
導入決定後の作業は速やかだった。そもそ
もノンプログラミングでSAP ERPと接続で
きるConnectPlusは、アドオン方式と比べ
て圧倒的に少ない手間でSAP ERPと外部
アプリケーションの接続を可能にする。今回
のプロジェクトも、中島氏の「導入作業はトラ
ブルもなく、非常にスムースに進みました」
という言葉のとおり順調に作業は進み、無
事カットオーバーを迎えている。
ハンディスキャナシステムの導入により、工
場内のどこででもバーコードを読み取り、無
線LAN経由でデータ入力が可能な環境が
実現された。これによりわざわざ端末の前
まで行く必要がなくなり、業務改善を達成し
ている。

「従来は実際に納品されていても伝票処理
が後回しになっていたので、システム上から
はそれが分かりませんでした。しかしCon-
nectPlusを使ってその場で伝票処理ができ
るシステムを構築できたことで、データの素
早いアップデートが可能になり、在庫状況が
リアルタイムに近い形で分かるようになった
ことも大きなメリットです」（中島氏）
宮古工場へのハンディスキャナ導入は大き
なトラブルもなく、順調に稼働したので、その
後、より大きな白河工場への導入も安心して
実施できたとのこと。

サブシステムとSAP ERPを
ConnectPlusで接続
また、ディーアンドエムホールディングスに
おいて、製品のアフターサービスなどを担当

している株式会社シーティーエヌ（CTN）で
も、ConnectPlusが導入された。
CTNでは修理や販売を行なう部品の管理
にSAP ERPを活用している。ただ、このプ
ロジェクトを担当したディーアンドエムホー
ルディングスコーポレートセンターITグ
ループの上野外巳氏によると、入力環境の
整備が間に合わず、伝票処理が後回しにさ
れるなどボトルネックが発生していた。
この問題を解決するために利用されている
のがConnectPlusである。

「この問題を解決しようとプロジェクトが開始
されたとき、ちょうどハンディスキャナのシス
テムが稼働したところで、そこで使われてい
たConnectPlusなら問題が解決できると
導入を決めました」（上野氏）
具体的には修理などの注文を受け付ける
サブシステムとSAP ERPとの接続を、
ConnectPlusを利用することによって実現
した。上野氏によれば、従来は1日の終わ
りにまとめてSAP ERPへの入力が行なわ
れていたが、これによってリアルタイムでの
SAP ERPへのデータ入力が実現し、業務
時間の短縮など大きな効果が生まれたと
のことだ。

レポーティングツールとの連携で
ERPデータを有効活用
さらにディーアンドエムホールディングスで
は、エンドユーザによる自由な集計レポート
作成を可能にするウイングアークテクノロ
ジーズ社の「Dr.Sum EA」をConnectPlus
でSAP ERPに接続した。販売速報や倉庫
在庫、経費予実管理などのレポート出力で

稼働開始し、その後も外部に委託せずに、レ
ポート種類を増やしていけるのが魅力だ。

ERPアップグレードにも
影響されない仕組み
ConnectPlusを利用して構築した3つの外
付け拡張機能は、SAP標準インタフェースで
のデータ連携なので、SAP R/3 4.6Cから
ECC6.0に、MDMPからUnicodeにアップ
グレードした際にも、何ら影響を受けずに済
んだ。
ConnectPlusを導入したメリットとして、こ
れらのプロジェクトに関わった中島氏と上野
氏から異口同音に返ってきたのが「SAP
ERPとの連携をアドオンなしで実現できた
こと」という答えだ。SAP ERPを有効に活
用していく上で、他システムとの連携は避け
られないと言ってよい。従来はこの連携の部
分が大きな壁となっていたが、Connect-
Plusならその壁を軽 と々飛び越え、システム
内にアドオンという“しこり”を抱え込むこと
なくシステム強化を図れることが、両者の言
葉から理解できるだろう。

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/

株式会社
ディーアンドエムホールディングス
本社：神奈川県川崎市
設立：2002年5月
資本金：134億4,709万円（2009年9月28日現在）
事業概要：Denon、Marantzなどのブランドで展開される音
響映像機器等の企画・製造・販売
http://www.dm-holdings.com/jp/

左:デノン製品／右：マランツ製品

お問い合わせ先

Partner Solutions
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企業にとってIFRS対応とは、新たな法制度
への準拠とともに、グローバル基準のもとで
自らの市場価値を示すことにつながります。
日立製作所では全国約500名の実務者か
らのヒアリング結果に基づき、IFRS関連課
題の解消と、円滑な適用に向けた支援体制
を構築しました。その中核を担う「日立IFRS
ソリューションコンソーシアム」には日立製作
所および日立グループ10社が参画し、各社
の強みを活かして上流（要員トレーニング、IT
適応診断、構想策定）から下流（システム構
築、運用サポート、システム運用アウトソー
シング）までワンストップのサービスを提供し
ています。

「効率的な法制度対応はもちろん、連結経
営基盤やガバナンスの強化、基準の統一に
伴う業務の可視化など、IFRS対応を経営
の高度化へとつなげていくための具体策を
提示していきます」（エンタープライズパッ
ケージソリューション本部　SAPビジネスソ
リューション部　部長代理 石井直樹氏）

韓国の先行事例・ノウハウを活用し
導入支援ソリューションを強化
日立製作所では、2011年にIFRS強制適用
を控えている韓国の事例・ノウハウに着目しま
した。もともとIFRSとの親和性が高いヨー
ロッパに比べ、日本に近い韓国の会計基準
はIFRSとのギャップが大きく、言語の違いも
あります。また、製造業のグローバル展開に
関する韓国の経験値は、多くの点で日本企業

の参考になります。
日立製作所は、LGグルー
プの総合ITソリューション
企業として多数のIFRS導入
実績を有するLG CNS社
からのノウハウ取得により、
強化された「日立IFRS導入
支援ソリューション」を2010
年10月より提供開始。日立
製作所とLG Electronics
社の合弁会社であるLG日
立もコンサルティングおよびシステム構築に
参画し、円滑なIFRS対応を支援します。

SAPシステムに特化した
IFRS拡張ソリューション
SAPユーザー向けのIFRS拡張ソリューションも
整備されています。2010年10月リリースの連
結会計ソリューション「HITRY/FC」では、SAP
BusinessObjects Financial Consolida-
tionとSAPのIFRSスターターキットに、日立製
作所のノウハウを組み合わせた導入支援ド
キュメントを提供。短期間・低コストでの連結
会計システム構築を実現します。
一方、国内最大級の導入実績をベースに開
発したSAP導入テンプレートの拡張版であ
る「HITRY/Value 03-00」（2010年11月リ
リース予定）では、NewGLのポイントとな
る複数帳簿対応をはじめ、会計基準ごとの
固定資産償却計算、資産除去債務など、
IFRS対応の鍵を握る機能を活用可能です。

「新規導入ユーザーだけでなく、既存ユー
ザーにもSEのサービスと合わせたメリット
を提供します」（エンタープライズパッケー
ジソリューション本部 SAPビジネスソリュー
ション部 主任技師 原田貴子氏）
日立製作所のIFRS導入支援ソリューション
は、幅広いニーズに応えながら、経営の高
度化に向け、確かな価値を創出します。

早ければ2015年にも日本での強制適用が始まるといわれるIFRS（国際財務報告基準）。
IFRS対応においては、法・制度に関わる業務にとどまらず、システム変更や人材育成など、さ
まざまな変革が必要となります。日立製作所ではIFRS対応支援に向けて、技術・ノウハウ・人
材と豊富なソリューションを結集し、広範囲かつワンストップの支援体制を整えています。

高度な技術、ノウハウ、人材を結集した
日立IFRS導入支援ソリューション
先行事例を活用し、最新ソリューションによるワンストップサービスを提供

株式会社日立製作所

〒140-8573 東京都品川区南大井6-26-2 
大森ベルポートB館
TEL：03-5471-2032 
URL：http://www.hitachi.co.jp/ifrs/js2/
E-mail：sapinfo@ml.itg.hitachi.co.jp

株式会社日立製作所 情報・通信システム社
産業・流通システム事業部 
エンタープライズパッケージソリューション本部
SAPビジネスソリューション部

お問い合わせ先

SAP IFRS拡張ソリューション

経
理・財
務
部
門

Ｉ
Ｔ
部
門

プライベートセミナー

学習・理解
フェーズ

IFRS対応
エントリー
サービス

IFRS
システム構想
策定サービス

［シナリオ❶］
グローバル経営改革
［シナリオ❷］
ERP先行導入
［シナリオ❸］
制度対応優先

パターン❶   ClassicGL活用
パターン❷     NewGLマイグレーション
パターン❸   NewGL再構築
パターン❹   NewGL新規構築
パターン❺   連結会計対応

IT部門向け
IFRS

トレーニング

IT
インパクト診断
ワークショップ

調査・分析
フェーズ

運用・改善
フェーズ

適用・構築フェーズ

単体システム 連結システム 業績管理

基本計画策定支援
IFRSインパクト診断

IFRS導入支援

SAP IFRS拡張ソリューション

  HITRY/FCソリューション

SAP AMO
サービス

IFRS移行支援 決算業務支援

構築パターン例システム例
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Adaptive Computingとは、コンピュータ
リソースの最適化によってシステムに「変化
への適応力」を実装するためのコンセプト
です。富士通は35年にわたるSAPとの協
業関係から得たノウハウを駆使して、Win-
dowsプラットフォームのためのAdaptive
Computingソリューション「ServerView
Resource Coordinator VE for SAP
Business Suite」を実現しました。
このソリューションはSAPシステムに最適
化されたコンポーネント（管理ノード、サー
バプール、ネットワーク、ディスクプール）で
構成されています。管理ノードではSAPア
プリケーションの集中管理とハードウェア
管理の自動化・可視化により、システム全体
の稼働状況を管理できます。サーバプール
はSAPアプリケーションを安定稼働させる

ためのCPU/メモリリソースを提供します。
すべての構成要素の接続を担うネットワー
クでは、高速なファイバチャネルとギガ
ビットイーサネットを採用。マルチパス構成
により経路を冗長化することで、必要な帯
域、信頼性を確保します。そしてディスク
プールではOS、プログラム、データベース
など、システムに不可欠なデータが一元的
に保持されます。

ServerView Resource Coordinator
VE for SAP Business Suiteの運用効果
SAPアプリケーションの仮想化、OSのク
ローニング、ハードウェアの一元管理、アプ
リケーション/OS/ハードウェアによる障害
の自動復旧といった機能により、以下のよ
うなメリットを提供します。
業務停止時間の短縮
OSパッチの適用やハードウェア保守の際、
仮想化されたSAPアプリケーションを保守
対象のサーバから予備のサーバへ再配置
し、予備サーバ上で業務を継続できるため、
長時間業務を停止する必要がありません。
システム拡張工数の軽減
サーバ増設を行う際、ブレードサーバ構成
では設置・配線作業が必要なく、OSクロー
ニング機能により設定済みのOSをインス
トールすることができます。さらに、ディス
クプール上で共有しているSAPアプリケー
ションを増設したサーバ上でも起動できる
ため、SAPアプリケーションのインストー

ル作業が不要となり、システム拡張の作業
期間が短縮されます。
ハードウェアの削減
特定のアプリケーションサービスの負荷が
高まった場合、別のサーバにリソースを振
り分け負荷を分散します。また、待機サー
バの共有により、運用サーバに対する待機
サーバ数を大幅に削減できます。
グリーンIT運用
データ処理負荷が低下する期間は、使用リ
ソースを縮小または集約することで、電力
消費の削減が可能です。

柔軟性と拡張性に優れた
システム運用を実現
ServerView Resource Coordinator VE
for SAP Business Suiteは、変化対応力
の強化、事業継続への対応、リソース/コス
トの削減、進化したテクノロジーの採用、グ
リーンIT対応を実現し、SAPシステム全体
の管理効率を大きく高めます。

ビジネス環境の急速な変化とともに、システムに求められる要件は複雑化する一方であり、管
理にもより柔軟な対応が必要となっています。Windowsプラットフォームとして日本で初めて
SAPのAdaptive Computing Compliance Testをクリアした富士通のインフラストラク
チャ・ソリューション「ServerView Resource Coordinator VE for SAP Business Suite」
により、SAPシステムの「変化への適応力」を大幅に高めることができます。

SAPシステムの「変化への適応力」を強化し
TCOの削減を実現
Adaptive ComputingをWindowsプラットフォームで実現する革新的アーキテクチャー

SAPシステムに最適化されたコンポーネント構成

富士通株式会社

〒105-6125 東京都港区浜松町2-4-1
世界貿易センタービル
TEL：03-5401-7006  FAX：03-5401-7045 
URL：http://segroup.fujitsu.com/sap/

富士通株式会社
富士通-SAPコンピテンスセンター

お問い合わせ先
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SAPで基幹システムを構築・運用する企業
にとって、システムの停止やパフォーマンス
低下は、ビジネスに悪影響をもたらします。
米Forrester Research社の調査による
と、アプリケーションパフォーマンス問題
のうち、64%はIT部門ではなくエンドユー
ザーによって発見されるという結果が報告
されています。
コンピュウェアのVantageは、SAPのパ
フォーマンス状況を、サーバ、データベース、
ネットワークといったITインフラ単位ではな
く、アプリケーションを利用するエンドユー
ザーの視点から監視・管理することで、ITと
エンドユーザー間のギャップを解消します。

パフォーマンス問題の
迅速な切り分けと解決
SAPのパフォーマンス問題の原因究明に
おいては、様々な分野のエキスパートが集
まり、問題の切り分けを行ないます。しか
しながら、これで問題の発生箇所が明らか

になるとは限りません。
Vantageは、エンドユーザー
の視点から測定したパフォー
マンスと様々なIT指標を関
連づけ、問題の発生箇所を
迅速に切り分けることができ
ます。

情報共有と継続的な
パフォーマンス改善
米Forrester Research社
の調査によると、IT部門の
72%は、システム障害がビ
ジネスに与える影響がどの
程度になるのか把握できな
いと回答しています。Van-
tageは、対象となるアプリ

ケーションやユーザー数などのビジネス要
件とインフラ指標を関連づけ、単一のダッ
シュボードで様々な階層・部門のマネー
ジャやスタッフによる情報共有を可能にし
ます。また、ITILやシックスシグマなどのベ
ストプラクティスに準拠した中長期的な
サービス品質の改善を支援します。

ITサービス全体の品質を
ビジネスの観点から可視化
コンピュウェアのVantageは、SAPを含む
システムサービス全体の品質をビジネスの
観点から可視化します。ITのビジネスへの
貢献度を社内の様々なステークホルダー
と共有し、ビジネス戦略と一致したITサー
ビスの構築・運営を可能にします。

多くの企業が日々の業務プロセスのためにSAPを導入しています。そのため、SAPの
安定稼動とパフォーマンス維持は、ビジネス上の観点からも重要な課題です。コンピュ
ウェアが提供する「Vantage」は、ユーザー視点にもとづくパフォーマンス監視とダッ
シュボードにより、ビジネスの観点からパフォーマンス問題の可視化を実現します。

SAPのパフォーマンスを可視化し、ROIを最大化する
アプリケーションパフォーマンス管理ソリューション

『Vantage 11』
SAPのサービス品質を可視化し、パフォーマンス問題を迅速に解決

日本コンピュウェア株式会社

〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル
TEL：03-5473-4531 FAX：03-5473-4528
URL：http://jp.compuware.com/
E-mail：marketingjapan@compuware.com

日本コンピュウェア株式会社

お問い合わせ先

Vantageのダッシュボード画面（上）と
SAPトランザクションレポートの例（下）。

「VantageによってSAPシステムのレス
ポンスを43%改善することができました」

-British Telecom社、Director、
Daniel Poulter氏

「私たちが受け取る連絡は、本当に問題
が発生している場合もあれば、単なる憶
測に過ぎない場合もありました。Van-
tageは、私たちに事実を伝え、どこにリ
ソースを投入すべきかを的確に教えてく
れます」
-AAA社、CIO、Brent Stahlheber氏
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よりオンラインでもお申込みいただけます。
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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
ウィプロ・リミテッド
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

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。

>>>

2010年度 JSUGスポンサーシッププログラム

ゴールドスポンサー
株式会社ソフテス

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

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


