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今年2月にSAPはS/4HANAを正式に発表しました。このインパク
トは非常に強く、今年のSAPPHIRE NOWへの日本からの参加者が
非常に多かった事からもわかりました。そのインパクトの強さは、多
くのユーザーがS/4 HANAという新世代ERPの実現を潜在的に期
待していたからだと思います。
SAPが従来の“ERPベンダー”から“サービスプロバイダー”や“イノ
ベーションドライバー”に生まれ変わろうとしている中で、そのコアの
役割をなすのがS/4HANAだと思います。
今年の私たちのスローガンは『踏み出そう、その一歩を！』、そして『変
化を見極め、グローバル競争に打ち勝つためのITを目指して』であり
ます。これは、SAPがこれまでERPの世界で培ってきた優位な立場
をいわば破壊し、新しい世界に踏み出した事に対して、私たちも正
にその方向性を見極め一歩踏み出そうという気持ちであります。
さて、日本国内ではマイナンバー制度が事実上スタートしました。各

国民一人ひとりへのマイナンバー通知がすでに始まっております。こ
のマイナンバー制度への対応についてJSUGでは、人事部会がSAP
と連携して早くから取り組み、制度の本質、各企業のやるべき事、ソ
フトウェア（SAPシステム）の改善等を研究し、会員企業に情報共有
を図ってきた事は非常に評価されるべきものと思います。また医薬
品部会では、医薬業界で必須な医師との提携業務報酬におけるマイ
ナンバーの取り扱いについて、業界標準仕様を纏め上げた事は大変
画期的な事でした。
このようにJSUG活動は、各企業にとって非常に戦略的なテーマか
ら、今起きている課題解決のテーマまで各部会活動は幅広く取り組
まれています。
JSUGINFOはJSUG活動の年間集大成として皆様に価値あるものを
お届けする精神で、SAP製品の動向や評価、ユーザーやサポーター
様からの事例紹介、部会活動の紹介等の記事をご紹介致します。
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急激に変化する事業環境と
イノベーションの重要性

私たちを取り巻く環境の変化は、日々その
激しさを増しています。2020年に開催さ
れる東京オリンピックを控える中で、円安
の急激な進行、中国経済の減速など、内外
にいくつもの不安要素が指摘されるように
なっています。さらに、ますます加速するビ
ジネスのグローバル化は、多くの企業に新
たな課題も突き付けています。
2015年のJSUGのテーマ「踏み出そう、そ
の一歩を！～変化を見極め、グローバル競
争に打ち勝つためのITを目指して～」は、ま
さにこうした状況を踏まえた私たちSAP
ユーザーの課題認識から生まれたもので
す。そして、この課題を克服するためには、
より迅速に情報を収集・分析して未来を予
測し、機敏にイノベーションにチャレンジし
ていくことが重要です。
そのためには、これまでのIT部門の在り方
も大きく変わらなければいけません。これ
からのIT部門は、事業部門の要請によって

システムを開発し、その維持管理を行うだ
けではなく、ネットワークを生かした最新技
術を駆使して、新しいビジネスを経営に提
言する役割に変わっていかなければならな
いのです。ここではITを単なる技術として
ではなく、イノベーションを創出するための
手段、Innovation Technologyとしてとら
え直す発想の転換も必要になってきます。

JSUGの活動から生まれる
新たなビジネスネットワーク

こうした状況の中で、SAP自身も大きな変
化の時を迎えていると思います。これまで
のERPを販売するベンダーから、Ariba、
SuccessFactors、Concurなどを傘下に
収めることで、顧客のビジネスシナリオを
エンド・ツー・エンドでサポートし、イノベー
ションを牽引する企業へと変貌を遂げよう
としています。
また、インメモリーデータベースである
SAP HANAをプラットフォームとして、従来
のERPを全面リニューアルし、クラウドの時
代へと大きく舵を切ろうとしています。

私たちJSUGも、こうした変化の時代を乗
り切るための様々な活動に取り組み続け
ています。1996年に設立されたJSUGは、
来年で20周年を迎えますが、現在では
500社を超える会員企業、約6,500名の登
録者を擁する世界でも有数のユーザー会に
成長しています。
JSUGは多くのIT関連のユーザー会と異な
り、ユーザー自身が自ら運営に携わり、ボ
ランティアをベースとしている点に大きな
特徴があります。つまり、ユーザーの主体性
によって成り立っている組織であるからこ
そ、SAPとの対等な立場、健全な距離感を
維持しながら、お互いを高め合える関係構
築に真摯に取り組むことができるのです。
日本企業が新たな知見を獲得し、グローバ
ル競争で勝ち抜いていくためには、このこ
とは非常に重要だと思います。
また組織面においても、今年度は機能部会
としてAriba部会が、産業部会として運輸部
会が新設されるなど、ますますその活動を
拡充しています。部会間の交流も活発に行
われており、業界の枠を超えた情報交換、
新たなネットワークが生まれつつあること

■ JSUG トップインタビュー
SPECIAL FEATURE

ITによるイノベーションで
企業価値の向上に貢献する
グローバル競争に打ち勝つための新たな一歩

鈴鹿 靖史氏

ジャパンSAPユーザーグループ（JSUG） 会長
日本航空株式会社 常勤監査役
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は非常に喜ばしいことです。
現在、日本国内のSAPユーザーは2,000社
を超えていると言われていますが、JSUG
の会員企業はまだその半数にも達していま
せん。様々なイベントへの参加が容易では
ない地域のユーザーにこそ、JSUGは貢献
で きると 考 えており、こ れ か らは 地 域
フォーラムの充実にも取り組んでいきたい
と考えています。

グローバルでも高まる
日本のユーザー会のプレゼンス

海外のユーザー会との交流やイベントなど
への参加の橋渡し役を担うことも、JSUG
の重要な役割です。現在、世界39の地域に
SAPユーザー会があり、その中で日本を含
む主要な19地域のユーザー会によって
SUGEN（SAP User Group Executive
Network）という組織が構成されています。
JSUGはここにも積極的に参加して、日本
のユーザーの声を伝えたり、SAPの最新情
報の入手などに努めています。

「国際派遣プログラム」を通じて、各部会の
メンバーを大連にあるSAPのサポートセン
ターに派遣するなどの直接対話も行ってい
ます。こうした活動は、グローバルな視点を
養うという点でも貴重な経験になると思い
ます。また、今年度からAPJのユーザー会
同士のコミュニケーションも定期的に行う
ようにしました。アジア地区で初めての

「SAP SELECT」が、7月に東京で開催され
たことも、グローバルの中で日本のユー
ザー会のプレゼンスが向上していることの
表れだと思います。それがひいては日本の
企業価値向上につながると思いますので、
JSUGとしては今後も様々な形でグローバ
ルに向けて情報を発信していきたいと考え
ています。
海外のイベントへの日本からの参加も拡大
傾向にあります。5月に米国オーランドで
開催されたSAPの年次総会「SAPPHIRE
NOW Orlando 2015」には、日本から過去

最多の180名ものユーザーが参加されまし
た。この数は、国別でみると米国、カナダに
次いで3番目に多い参加者数で、日本のユー
ザ ー が い か に SAP HANA や SAP
S/4HANAに関心を持っているかということ
の証だと思います。

ユーザー目線で様々なテーマを議論
次世代の人材育成にも注力

SAP S/4HANAなどの新たな技術の登場
は、ユーザーに対して、これらの新技術は自
分たちの企業にとって本当に価値があるの
か、既存のERPからの移行はどの程度大変
なのか、アドオンはどうなるのか、ライセン
スはどうなるのかなど、様々な疑問をもた
らします。そこで、そういうユーザーがSAP
の技術を正しく理解して、自らが判断を下す
ための学習の機会を提供することも、これ
からのJSUGの大きな役割のひとつだと思
います。
具体的には、SAPのドイツ本社から入手し
た最新情報のユーザーへの迅速な提供、テ
クニカル部会での検証プロジェクトや勉強
会、SAP GSSチームと協賛によるSAP
S/4HANAのワークショップの開催などを
実施し、こうしたアクティビティには多くの
ユーザー企業に参加いただいています。
もちろんSAP HANAだけでなく、まだ既存
のERPを十分に使いこなせていないユー
ザーが存在することも事実です。そうした
ユーザーに対しては、SAPを使い倒すため
のご支援をしていく、これも重要な役割だ
と認識しています。先進企業の事例紹介は
もちろんのこと、GSSチームの協力のもと、
ESAC（Enterprise Support Advisory
Council）というプログラムでは、SAPへの
投資価値を高めることを目的として、SAP
のエキスパートがユーザー企業に出向いて
支援を行うといった活動を行っており、今年
度は22企業が参加されています。
また、2008年にスタートした次世代のリー
ダーを担う人材を集めた勉強会「Leaders

Exchange」も活動を継続していますが、こ
こにはIT部門からだけではなく事業部門か
らも多くのご参加をいただき、様々なテー
マについて熱い議論が交わされています。
チェンジリーダーの発想を持った人材が、
こうした場を通じて業界を超えた交流を持
てる点も、JSUGならではのメリットだと思
います。

パートナー企業を含めた
3者のWin-Winの関係構築

JSUG活動の充実と日本企業のグローバル
での発展においては、様々な部会活動以外
にもSAPとの直接的な協業が欠かせませ
ん。この点については、SAP本社のCTO
であるバーンド・ロイケ氏とも協議をさせて
いただいていますが、SAPジャパンの協力
を得ながらCo-Innovationプログラムに積
極的に参加するなど、すでに数社がいくつ
かの開発要件に取り組んでいます。JSUG
を通じて、SAP本社の開発者と一緒になっ
てプロジェクトに取り組むことは、いずれ
SAPが標準機能として提供することを意味
し、ユーザー企業にとっては大きなメリット
になるものと考えています。SAPにも是
非、ユーザー視点に立った分かりやすい言
葉で、様々な最新情報をタイムリーに伝え
ていただきたいと思っています。
また、ユーザーが抱えている課題を解決す
るためには、パートナー企業の存在も不可
欠です。ユーザー、SAP、パートナー企業

（賛助会員）の3者がWin-Winの関係を構
築するためにも、お互いの情報交換を通じ
てパートナー企業の皆様とはさらに関係を
深めていきたいと思っています。
すべてはユーザーのために。私たちユー
ザー自身を含めて、SAP、パートナー企業
のすべての関係者が、このことを忘れずに
お互いの信頼関係を大切にして高め合うこ
とができれば、ユーザー企業のさらなる企
業価値向上に資する活動を広げていけるも
のと私は確信しています。

ITによるイノベーションで企業価値の向上に貢献する
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デジタルエコノミーを支える
SAPの戦略

パネルディスカッションに登壇したのは、
JSUG医薬品部会の部会長を務めるバイエ
ルホールディング株式会社の橋本昌明氏
と、アフラック（アメリカンファミリー生命保
険会社）経理部 部長の日下部淳氏、三井物
産株式会社 IT推進部 副部長の黒田晴彦
氏 、SAPジャパ ン  Sales Innovation
Officeの古濱淑子氏の4名。モデレーター
は、JSUG常任理事（三井物産株式会社 IT
推進部長）の植田勲氏が務めた。
ディスカッションの前半は、SAP CEOのビ
ル・マクダーモット氏、SAP共同創業者のハッ
ソ・プラットナー氏、SAP Executive Board
Memberのバーンド・ロイケ氏の3名のス
ピーチから、SAPの戦略を探った。
SAP CEOのビル・マクダーモット氏がスピー
チで語ったのは、「SAPの戦略の変化」だ。そ
の中で「もはや製品を売る時代ではない。
SAPはあくまでもサービスを提供する企業に
なる」という強いメッセージが発せられた。こ
れまでのように、ソフトウェア製品の販売と保
守だけでなく、顧客のビジネスを深く理解し、
顧客の先にいる顧客が必要とする価値を提

供することを目指すというものだ。
2つめは、急激なデジタル化が進み、今は変
化の時にあるということ。デジタル化が進め
ば、あらゆるものがセンサーとして情報を発
信し、企業という従来の枠を超えて活用さ
れるようになる。情報量は飛躍的に増える
一方で、こうした情報を使いこなす企業だけ
が、イノベーションを起こすことができ、それ
を顧客と共に取り組むことがSAPのミッ
ションだというのだ。
橋本氏は「デジタルエコノミーの時代が本格
的に到来する中、企業はいかにその道を切
り開いていくかが課題。そして、SAP HANA
はデジタルエコノミー戦略を考える重要な
基盤になるだろう」と評した。日下部氏は

「SAPからのメッセージを、自社が属する保
険業界のビジネスモデルに応用するならど
のような形になるか、思いをめぐらしなが
ら話を聞いていた」と期待を込めた。

イノベーションを実現する
プラットフォームSAP HANA

急速にデジタル化が進む中、SAPはどのよ
うな技術で、顧客のイノベーションを実現
するのだろうか。SAP共同創業者のハッ
ソ・プラットナー氏は、SAP HANAによる

効率改善は革命的だと強調する。これまで
のIT部門は、CPUの高速化やレスポンスの
向上など、ビジネスの本質ではない部分に
多くのリソースをつぎ込んでいた。しかし、
SAP HANAの登場でこうした問題は解消
される。その結果、IT部門はビジネスの本
質だけを考えることだけに集中できるよう
になった。これにより業務部門とIT部門の
連携が深まり、よりイノベーティブな方向へ
と舵を切ることができる。
一方、SAP Executive Board Memberの
バーンド・ロイケ氏は、SAP S/4HANAは
すでに多くの企業で利用されているとい
う、事実に裏打ちされた話が中心だ。SAP
S/4HANAは25の産業別シナリオに対応
しており、すでに400社での導入が決定さ
れているという。IoTにも対応し、hybris、
Ariba、Concurなど、次 と々買収した製品
とも、SAP HANAをベースに連携する戦
略を明確に示した。
橋本氏は「現行ERPリソースの多くがパ
フォーマンス改善のために使われており、ト
ランザクション処理に使われているリソー
スはわずかに過ぎない。レスポンス改善へ
の注力がもはや時代遅れだとプラットナー
氏が示したことは印象的だ」と述べた。古濱
氏は「SAP HANAが準備段階を終えて、ま

シンプル化のメッセージを打ち出すSAPが、2015年2月に満を持してリリースしたSAP
Business Suite 4 SAP HANA（以下、SAP S/4HANA）。SAP S/4HANAへの期待
は大きく、2015年5月5日にフロリダ州のオーランドで開催されたSAPの年次イベント

「SAPPHIRE NOW Orlando 2015」では、日本からの参加者が過去最高の180名を超
え、国別でも米国、カナダに次いで、3番目に多い参加者数を記録した。SAP
S/4HANAを核に「製品の販売」から「サービスへの提供」へと急速に移行を進めるSAP。
7月24日にSAPジャパン本社で開催されたJSUG 10th FOCUSでは、SAPPHIRE
NOWに参加したJSUGメンバーが、SAP CEOのビル・マクダ－モット氏らのキーノートス
ピーチを振り返りながら、SAPの新たな戦略やSAP S/4HANAの全貌を読み解いた。

SAPPHIRE NOWで全貌が明らかになった
SAP S/4HANAがもたらすインパクト

■ SAPPHIRE NOW フィードバック
SPECIAL ISSUE

パネルディスカッションの登壇者（左から、橋本氏、日下部氏、黒田氏、古濱氏）
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さに実用化に入ってきた」と付け加える。
日下部氏は「アフラック日本社ではConcur
を稼働させている。米国ではAribaも導入
しており、2016年にそれぞれ日米相互に
ロールインすることを検討している。クラウド
のアプリケーションはオンプレミスの運用環
境ともつなぎやすく、非常に整理がしやすい」
と製品間の連携に関するメリットを明かした。

シンプルな構造を実現した
SAP S/4HANAの可能性

SAP S/4HANAは、SAP HANAをベース
にしたまったく新しいプラットフォームだ。
SAP HANAに最適化されたデータモデルに
再設計され、SAPが創業以来追い続けてい
たリアルタイムを実現する次世代のERPとし
て市場に出された製品なのだ。黒田氏は、
S/4HANAの特徴を以下のように要約する。
1つめは、データ構造のシンプル化だ。SAP
HANAをベースに中間テーブルやインデック
スを排除し、圧倒的な高速化とデータ量の削
減を実現している。また過去の資産との互換
性は「compatibility views」という仕組みに
よって保証されている。
2つめは、誰でも操作しやすいUIを採用して
いることにある。従来のSAP ERPはGUI
ベースであったが、SAP S/4HANAでは
Fioriをベースとし、より直感的な操作ができ
るようにしている。
SAP S/4HANAを利用する基盤は、オンプ
レミスで もクラウドで も可 能 だ 。SAP
S/4HANAへの移行を考えるユーザーには、
マイグレーションツールが提供され、安全で
確実な移行が支援されるという。黒田氏は、

「SAP S/4HANAではデータ量が削減し、
分析の自由度は格段に上がる。これによって
経営会議が今までの『発表の場』から『議論
の場』に変わり、過去10年、20年にわたって
蓄積された膨大なデータを分析しながら未
来予測につなげることができる」と、ビジネス
上のベネフィットの可能性を語った。
橋本氏は、自身が所属するバイエルの状況

を取り上げ、「事業ごとにSAP ERPをグロー
バル統合し、昨年から基盤をSAP HANA
への移行を開始した。バイエルグループで
は小規模な国向けのSAP ERPが60カ国以
上で稼働しており、ECC4.7からこちらも一
気にSAP HANA化する予定だ」と語った。
日下部氏が所属するアフラックでも、数年
前からSAP HANAにて小規模にPoCをし
ていたが、今後はBW/BPC on HANAや
SAP Simple Financeへの移行も視野に
入れているという。同氏は「SAP HANAを
使うなら、現状の延長線上の発想では価値
が出せない。将来を予測することにこそ本
当の意味がある。将来を見据えたアク
ションを経営に提供できなければ、SAP
Simple Finance、SAP S/4HANAを採用
する意味がない。デジタル化やクラウド化
の進展とともに、ビジネス面での具体的な
ベネフィットを提供できなければ、IT部門
は生き残れないだろう」と強調した。

デジタル化でますますユーザーに
問われるイノベーション力

SAPの戦略の変化に対して、日本企業はど
のように対応すべきだろうか。SAPがデジ
タル化で変わるように、ユーザー企業にも
変化が求められることは間違いない。革命
的といわれるSAP HANAを生かすのも殺
すのもユーザー次第だ。その意味では、
ユーザー企業が自らブレークスルーしなけ
ればならない。
日下部氏は「用意された舞台で何を演じる
かはユーザー次第だとSAPから問われてい
るようだった。これまでは技術的な制約を
挙げて、できない理由を並べるのは簡単だっ
たが、SAP HANAの登場でこうした言い訳
は一切通用しなくなった。制約がなくなった
今、できない理由はない。IoTの発想で言え
ば、保険は規制がある中で統計や確率を
使って顧客の健康を分析してきたが、SAP
HANAなら保険の世界も変えることができ
る。ゲノム分析を活用することで、個人の健康

状態に合った内容に保険サービスをパーソ
ナライズすることも可能だ」と、自らのビジネ
スでのイノベーションの可能性を語った。
さらに橋本氏は「米国ではイノベーションの中
心がベンチャー企業であり、最新のシステム
を入れるのが当然の選択になっている。そ
れに対抗するためには既存企業もSAP
S/4HANAを使わざるを得ない。日本は米
国ほどベンチャー企業がないので、大企業が
率先して頑張らないと世界の流れから置き
去りにされてしまう」と危機感を示した。

イノベーションの鍵は、ユーザー、
パートナー、SAPの連携

最後に今回のパネルディスカッションの総
括として、各企業のアクティビティとJSUG
との関わり方を語った。黒田氏は「JSUG
にはユーザーだけでなく多くのノウハウを
持つSAPのパートナー企業も参加して議論
している。今後はユーザー、パートナー、
SAP ジ ャ パ ン の『 3 人 4 脚 』で SAP
S/4HANAへの移行を検討しながら、具体
的な成果を出していきたい」と語った。
JSUGでは、SAP本社の幹部と直接ミー
ティングする機会を積極的に設定し、日本
のユーザーの要望を直接伝える活動とし
て、Co-innovation（協働開発）を推進して
いる。JSUG常任理事の植田氏は「今後も、
JSUGからも積極的にSAPに対して働きか
けていく。SAPユーザーにはぜひとも
JSUGの活動に関心を持ち、情報をチェッ
クして欲しい」と来場者に呼びかけ、ディス
カッションを締めくくった。

SAPPHIRE NOWで全貌が明らかになったSAP S/4HANAがもたらすインパクト

モデレーターを務めた植田氏
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利用者の満足度を高めてV字回復の
支えとなった日本写真印刷のIT

冒頭の開会の挨拶に続き、まず登壇したのは
日本写真印刷の青山美民氏だ。同社は、
1929年に京都で創業以来、印刷技術をコア
に産業資材やタッチパネル、センサーなどに
展開し成長してきた。海外にも販売拠点と生
産拠点を持ち、海外売上比率が75％にも上
るというグローバル企業だ。さらに近年は医
療やヘルスケアなどの成長市場に向けた新
たな製品開発を加速している。
日本写真印刷では2007年ごろからSAP
ERPの導入を進めていたが、数年間にわた
る慢性的なスケジュールの遅延や予算の肥
大化などにより、混乱状態にあったという。
低迷するプロジェクトの立て直しに尽力し
たのが、2009年にCIOとして着任した青
山氏だ。同氏は遅延の原因を着 と々つきと
め、2010年4月には国内導入を終えるとこ
ろまでたどり着いた。その後は海外展開を
進めるとともに、2014年10月にはSAP
ERPをSAP HANA Enterprise Cloud（以
下、SAP HEC）上に移行し、現在は最新の
テクノロジーを活用した運用のシンプル化
に取り組んでいる。

これまでの過程では、リーマンショックの影
響で会社の業績が大幅に落ち込む時期も
あったというが、そこからの回復の支えと
なった１つがIT改革だ。

「一連の改革の中で、ITサービスを利用す
る全社員に対してアンケートを定期的に実
施し、結果を定点観測しながら、改善を進
めてきました。こうした施策が社内に浸透
し、利用者の満足度は次第に高まっていき
ました。その中でポリシーとしていたのは、

『約束は守る』『守るべき方針を出す』『数字
で語る』『現実を把握し、先を見通して正し
い提案をする』『外部の専門家の力を利用
する』の5つです。なかでも遅延や予算
オーバーは経営陣との約束違反であるとい
う強い意識を現場に植え付け、絶対に許さ
ない方針を貫きました」（青山氏）
青山氏の目的意識は、その後のSAP HEC
への移行においても明確だった。ここではIT
コストを変動費化することが最大の目的だ。
それに加えて、SAP HANA上で会計や生
産などの基幹系業務と、実績情報に基づく
分析系の業務、さらには予算計画や生産計
画などの計画業務ができる環境を目指し、
現在もさまざまな施策を進めている。
また、こうした業務を支える人材の確保にも
注力しながら、同社が保有するビッグデータ

やIoTの取り組みを
マーケティングに融合
させる予定だ。青山
氏は最後に「新しい技
術は自ら率先してトラ
イしてみて、経験を重
ねることで、初めてそ

の価値や課題が見えてきます。こうしたアプ
ローチを重ねていくことで技術が蓄積され、
結果としてITが経営に貢献できるようになり
ます」と語り、講演を終えた。

国内で初めてSAP HANAを導入した
トラスコ中山の先進的なチャレンジ

続いてトラスコ中山 情報システム部長の直
吉秀樹氏が、SAP HANAの導入事例を紹
介した。トラスコ中山は、工場用副資材を販
売する卸売企業だ。取扱アイテムは120万
点を超え、典型的なロングテールビジネス
を展開する。約120万点のうち約25万ア
イテムはオリジナルカタログ「オレンジブッ
ク」に掲載し、当日配送する体制を整えてい
るが、近年はB2BのWEBページからの注
文も増えているという。
同社では2006年にSAP ERPを導入し、
WEB受注システム、在庫適正化システム、
データ分析システムと連携させて運用してき
た。しかし、受注量、取扱アイテム数、在庫数
の増加により、年 レ々スポンスの低下を招く
ようになっていく。そこで稼働させたのが、
SAP HANAをデータベースとして利用する
営業支援、在庫適正化、WEB価格在庫照会
機能向上の3つのシステムだ。SAP HANA
の活用は国内で初の事例だったが「企業の
成長の源泉は独創性にこそある。トラスコ中
山には新しいことはとにかくやってみようとい
う企業文化があったからこそチャレンジがで
きた」と直吉氏は振り返る。
導入後、営業支援システムでは、販売実績や
納期、価格の抽出時間が飛躍的に改善し、

1998年に発足し、18年目を迎えたJSUG西日本フォーラム。節目となる第50回の記念大会を8月
26日、大阪市にある日本一高い300メートルの超高層複合ビル「あべのハルカス」で開催した。100名
を超える参加者を集めた記念大会では、日本写真印刷株式会社 CIO（最高情報責任者）の青山美民氏、
トラスコ中山株式会社 情報システム部長の直吉秀樹氏による事例紹介のほか、ゲストスピーカーに
楽天株式会社 執行役員の森正弥氏をお迎えし、同社の取り組みをご講演いただいた。

50回の節目を迎えたJSUG西日本フォーラム
地上300ｍ「高さ日本一の超高層複合ビル」で記念大会を開催

■ 西日本フォーラム　第50回記念大会
SPECIAL ISSUE

日本写真印刷の青山氏 トラスコ中山の直吉氏 楽天の森氏
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納期や価格の問い合わせに瞬時に対応が
可能となった。また、「急激に売上げが伸び
た商品」など、アクションにつなげるレポート
を提供できるようになり、営業スタイルも大
きく変わりつつあるという。WEB受注システ
ムでは、B2Bのサイトで取引先が商品を検索
すると、在庫と価格の一覧情報がリアルタイ
ムで取得できるようになった。在庫適正化シ
ステムでは商品の補充などのアクションをタ
イムリーにとることができるようになったた
め、在庫適正化にかかる時間も短縮され、
87.9％という高い在庫ヒット率を実現してい
る。直吉氏は「当社の存在意義は、お客様の
ビジネスが栄えることであり、IT部門は当社
の機能強化の先頭に立つべき。だからこそ
中途半端なシステムは作らず、他社の真似を
しない独自のビジネスを追求していく必要が
ある」と講演を結んだ。

人工知能でロングテールを捉える
楽天のビッグデータ分析

3人目の登壇者は、楽天 執行役員で楽天技
術研究所の代表を務める森正弥氏だ。同氏
は「ロングテールとデータ活用を越えて」と題
して、ビッグデータとそれが導く人工知能との
関係について講演した。

楽天では、データウェアハウスを活用した分析
を、楽天市場、楽天トラベルなど、約50の事
業施策に生かす試みを本格化している。しか
し、事業の拡大により、楽天市場のトランザク
ション数、商品数、レビュー登録数は急激に
伸び、2007年にはシステム的な処理が追い
つかない状況に追い込まれた。そこで、パブ
リッククラウドの活用やHadoopクラスターの
構築、非SQLの活用・構築などによって、ビッ
グデータの大規模分析基盤を構築し、これに
よって大量のデータも高速に分析ができるよ
うになった。
そして、楽天市場で売れ筋商品のランキング
を発表する「楽天プロダクトランキング」にお
いて、更新頻度をリアルタイム化し、ランキン
グの商品ジャンルを300から8,000まで細
分化したところ、より多くの商品に関するラン
キング情報がユーザーから参照されるように
なり、それまでユーザーの目に触れる機会が
少なかった商品にも注目が集まるようになっ
た。それが結果として、ロングテール商品の
売上げ増にもつながっているという。
一方、人工知能を活用した分析の自動化も
着 と々進めている。その1つが、ビッグデー
タを用いた誤分類の商品検知である。例え
ば、ユーザーは自分の欲しい商品を検索す
るのに、漢字をミス入力したり、省略して入

力したりすることがある。それに対して的確
な候補が表示できるようにした。また、検索
タグの付け間違いにより、間違った商品
ジャンルに登録されている商品があったた
め、誤分類を検知して正しい商品ジャンルに
自動でタグを付け直したところ、売上げを向
上させることができた。
さらに、時系列データを加えて商品動向を
つかむためのアルゴリズムを開発したとこ
ろ、隠れたニーズの発見につながり、「ラン
ドセルは、新入学シーズンに向けて最も売
れる1月以外にも、利用者が田舎に帰省す
る8月にも孫に買ってあげたいというおじい
さんやおばあさんに売れる」といったことが
わかった。
楽天技術研究所では今後、マーケティングの
仮説は人の意思を介さず、人工知能で作る
ことを目標に置いている。人工知能を用い
た需要予測システムも構築中で、実験レベ
ルではロングテール商品ほど予測率は高い
という結果が示されているという。そして、
調達もすべて自動化に置き換えた結果、誤
発注がすべて一掃されている。その他にも、
人工知能の活用は進んでおり、森氏は「人工
知能による自動処理と、生身の人間にしか
できないことを組み合わせてサービスを考
えることが重要になる」と語った。

50回の節目を迎えたJSUG西日本フォーラム  地上300ｍ「高さ日本一の超高層複合ビル」で記念大会

「JSUG西日本フォーラムは業種を問わず参加でき、
ユーザー企業同士が業界を超えてフランクに議論して
いる。SAPの意向にとらわれることなく本音の議論が
できる点は、JSUGならではの持ち味。特にここ数年
は、経営にどうITを生かすかという視点で、IT部門に
限らず幅広い部門のメンバーと議論しており、今年度も
引き続き経営視点で考えていきたい」

●西日本フォーラム長／株式会社神戸製鋼所
林 高弘氏

「西日本フォーラムでは、年に1度は企業訪問のイベントを
企画している。過去にも大阪ガスの製造現場、川崎重工
業の新幹線車両製造所、近鉄の車両工場などを訪問し、
普段はなかなか見ることができない現場で貴重な体験
ができる西日本フォーラムのメリットは大きい」

●オピニオンリーダー／ダイキン工業株式会社
西川 昌憲氏

「西日本フォーラムの活動の中で異業種の方 と々話すこと
で、新たな刺激を受けることができ、明日への活力にも
つながっている。常任理事会でも地域フォーラムの拡充
は重要なテーマとなっており、各地の有力企業にも参画
をいただきながら、こうした流れを拡大していきたい」

●常任理事 兼 オピニオンリーダー
近鉄グループホールディングス株式会社 

泉川 邦充氏

「3年前に初めて参加したが、JSUGほどまじめに取り
組んでいるユーザー会はない。議論のテーマから内
容、ゲストスピーカーまですべてユーザー自身で決めて
いる。そして、誰もが手を抜くことなく運営に参加して
いる。企業の枠を超えたパートナーシップを築くだけ
でなく、新しい価値を提供していく場としても非常にや
りがいある」

●オピニオンリーダー／トラスコ中山株式会社
直吉 秀樹氏

「西日本フォーラムの活動を通じて、イノベーションのヒン
トは異業種にありということを実感している。ユーザー
会から寄せられる要望は、辛口のコメントも含めてSAP
の開発部門にフィードバックされているので、ユーザー、
SAP双方にとって大きなプラスになる」

●SAPジャパン株式会社 
関口 善昭氏

セッションの後には、「ハルカス300（展望台）」からの夜景を楽しみなが
らの見学会も組み込まれ、大盛況にうちに終了した50回記念大会。こ
の記念すべき節目にあたって、これまでの活動を牽引してきたフォーラム
長やオピニオンリーダーなどからもコメントが寄せられている。

経営視点での活動をますます強化する
JSUG西日本フォーラム

西日本フォーラムの活動を牽引してきたメンバー
（左から、直吉氏、西川氏、林氏、泉川氏、関口氏）
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SAP Enterprise Supportの成果を
ユーザーがSAPにフィードバック

日本では2009年にスタートして以降、毎年
開催されているESAC。その活動は、参加企
業がSAP Enterprise Supportのサービス
を利用した体験をSAPジャパンにフィード
バックし、さらなる改善や有効なサービスの
創出につなげることを目的としている。2015
年度のESACには、昨年度の13社から9社
増えて過去最多の22社、92名が参加した。
ESACでは毎年、複数のワークストリーム

（研究テーマ）を設定しており、参加企業は
課題に即した分野を選択し、約半年間にわ
たって活動を行う。2015年度は、昨年度
からの継続が7、リニューアルが2、それに
新規の1つを加えた10のワークストリーム
が用意された。特にリニューアルと新規の
SAP S/4HANA、SAP Fiori、IoT・Big
Data研究の3つは注目度も高く、SAPの最
新ソリューションの知識習得および活用に
向けた価値訴求の機会となっている。具体
的な活動内容は以下の通りだ。

SAP S/4HANA
SAP S/4HANAの概要・移行手順、手法・
システム構成・運用効率化などについて、
ワークショップを実施しながら、網羅的な
知識の習得を目指す。
SAP Fiori
実習形式のワークショップを通じて、SAP

Fioriの動作を理解し、設定方法を習得する
ことが目的。SAPのクラウド環境上でPC、
iPad、スマートフォンを使ってSAP Fioriの
標準業務シナリオを利用するハンズオンを
メインとする。
IoT・Big Data研究
SAPソリューションによるIoTとBig Dataの
先端事例を学びながら、実現化のためのノ
ウハウをワークショップとハンズオンで習得。
1～2カ月に1回の頻度でSAPジャパンに集
まり、最終的にはアイデアを出し合いながら
業務に役立つプロトタイプの構築を目指す。

S/4HANAなどの最新ソリューションを
将来的な導入を見据えて体験

2015年7月のキックオフ以降、ワークショッ
プやハンズオンを通して活動を行ってきた
ESACのワークストリーム。中間報告会で
は、参加22社がそれぞれの目的とゴール、
進捗状況を発表して議論を深めた。活動状
況は企業によって
濃淡は見られる
ものの、おおむね
順調に進んでお
り、2016年2月
に開催を予定し
ている最終報告
会に向けて、期待
が高まっている。
参加企業の9社
が参加した「SAP

S/4HANA」は、将来的な導入を見据えて、
早い段階からSAP S/4HANAの導入メリッ
トや、移行・運用に必要な技術情報の習得を
目的としている企業が多い。検討までは
至っていなくても、「既存のSAP ERPや
SAP BWをSAP HANAに移行した場合
と、直接SAP S/4HANAを導入した場合の
違いを比較したい」「他社の状況や動向を把
握したい」「外販の可能性を検討したい」と前
向きな姿勢を見せた企業が多いのも特徴
だ。参加企業の1社である三井金属鉱業の
情報子会社であるユアソフトの笹目氏は

「将来のS/4HANAへの移行に備えた情報
収集を行うために当ワークストリームに参
加したが、HANA化のメリットや移行・運用
方法に至るまでの技術情報を習得すること
で、今後の計画に役立ちそうだ」とコメント
を寄せている。
同様に「SAP Fiori」についても、SAP Fiori
の特徴を学んだり、シナリオ作成方法を習
得したりしながら、実際の業務シナリオや

SAP Enterprise Supportで提供されるサポート内容を深く理解し、徹底活用するべく、JSUGとSAPジャパン
が共同で毎年開催している協賛プログラム「SAP Enterprise Support Advisory Council（以下、ESAC）」。
7月からスタートした2015年のESACには、過去最多の22社のユーザー企業が参加して、10の研究テーマで
各社が課題改善に取り組んでいる。ワークショップやハンズオンで学べる2015年の取り組みは、参加企業から
も好評だ。10月27日には中間報告会が開催され、参加企業が一同に会して各社の取り組みを発表した。

SAPのサポート部門とJSUGが連携・協業
ワークショップを通じて実践的なノウハウを習得

■ SAP Enterprise Support Advisory Council 中間報告会
SPECIAL ISSUE

2014年からの継続ワークストリーム 

システム
オペレーション最適化

SAP S/4HANA SAP Fiori IoT・Big Data研究

UNICODE変換

カスタムコード管理 パフォーマンス改善 ランドスケープ
最適化

SAP Analytics
ソリューション

ビジネスプロセス
分析と改善

昨年からの継続ワークストリーム（７）、リニューアルワークストリーム（２）、新規ワークストリーム（１）の構成

リニューアル リニューアル NEW

SAP Enterprise Support Advisory Council 2015の概要
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モバイルでどこまで活用できるかを探って
いる企業が多かった。旭化成の情報子会社
であるAJS社の本田氏は、中間報告の中で

「UIに統一感があり、PC、タブレットなど異
なる形態の端末でも違和感のない操作を
体験できた。現状は標準のトランザク
ションが限られているので、今後のライン
ナップの充実を期待している」と話しており、
この他にも「従来のSAP ERPのGUIと異な
るSAP Fioriについて、利用者へのインパク
トを検証したい」といった企業や、フロントの
アドオンが多い企業からは「システム拡張時
にどう対応すればいいかということを評価
したい」といった声も聞かれた。

「IoT・Big Data研究」は、SAP S/4HANA
と並んで9社の企業が参加した人気の研究
テーマだが、現時点では何か具体的なこと
を考えているというより、最新動向や開発に
必要なツール類の情報収集、ソリューション
の理解と将来の活用の可能性を検討した
い、他社と情報交換を行いながら実現の方
向を探りたいといった声が多い。近鉄グ
ループホールディングスの情報子会社であ
る近鉄情報システムの伊東氏も「今後はグ
ループ各社の具体的なデータをもとに、実
際の業務でどのように活用できるかを考え
ていきたい」と述べており、ハンズオンを通
してIoTの活用に向けた具体的なイメージ
を描いたり、ビジネスへの活用に向けた
ヒントを収集している企業が多かった。

継続ワークストリームでは
具体的な改善効果を確認

2014年度からの継続テーマで参加が最も
多かったのは、「システムオペレーションの
最適化」だった。SAP Solution Manager
を用いた各種システム監視設定、SAPソ
リューションの管理・監視強化を目的とした
もので、「効率的な運用の実現に向けて
SAP Solution Managerを活用したい」と
いう企業が多かった。その中でも、ベーシ
スチームがマニュアルで確認している項目
について、SAP Solution Managerのシス
テム監視機能で自動化を検証している企業

や、ロックユーザーIDの自動監視を実現し
た企業もあった。
その次に参加企業が多かったテーマは、「パ
フォーマンス改善」だ。これはユーザー側
の作業の効率化を図るための取り組みで、
その手段としてCQCサービスやEGIサービ
スが活用されている。このテーマには具体
的な目標を掲げて参加する企業も多く、

「ワンインスタンスでグローバルロールアウ
トするにあたって、パフォーマンスの低下を
事前にキャッチしたい」「GSS SQL機能を
プログラム改修の参考にして、夜間バッチ
の時間を短縮したい」などが聞かれた。ま
た、参加企業の声には「EGI GSS SQLで
SQL文を取り出せるようになった」「BI監視
をSAP Solution Managerに乗り換えて、
属人化を解消した」といった具体的な報告
もあった。
参加企業からの中間報告の後は、SAPジャ
パンがSAP Enterprise Supportで提供

している各種サービスからいくつかを紹介。
その中でも注目度が高かったのが、SAP本
社の開発部門と世界のユーザー会による協
働開発プログラムである「CEI（Customer
Engagement Initiative）」だ。CEIは、
SAPソリューションの開発途中の機能を
ユーザーが先行して利用し、SAPの開発者
に意見をフィードバックするものだ。日本
のユーザーも開発者とディスカッションし
たり、インタビューしたりすることができる
ため、今後のプロジェクトへの参加が呼び
かけられた。
年を追うごとに参加企業が拡大するESAC
は、JSUGにとっても多くのユーザー企業の
先行モデルとなり、またSAPに対するインフ
ルエンスを高めていく上での貴重なプログ
ラムである。JSUGは来年度以降もSAPと
の協業を深めながら、多くのユーザーに
ESACへの参加を呼びかけていく予定だ。

SAPのサポート部門との協業を通じて、実践的なノウハウを習得

2015 年 2 月 に リリ ー ス さ れ た SAP
S/4HANAに対するユーザーの関心の高

まりに応えるため、SAPジャパンはJSUGの協
賛を得て、SAP HANAの理解を深めるための

「成長戦略に舵を切る ビジネスIT構造変革
ワークショップ」と題するワークショップを、東
京・大阪それぞれで4月と5月の2日間にわたっ
て開催した。「SAP HANA Technology 編」
と「SAP HANA Value Discovery 編」の2部
構成のワークショップには、JSUGからも多く会
員企業が参加し、さまざまな議論が行われた。
まず、基幹システムを運用するIT部門向けに開
催された「SAP HANA Technology 編」では、
①SAP HANAと最新テクノロジー概要と②
SAP HANA テクニカルセッションの2つの
セッションで、主に技術面にフォーカスして、
SAP HANAを活用した次世代ビジネスモデル
の着眼点や効果について、先端事例を交えて
紹介がなされた。この中には、多くのユーザー
の関心事である既存のシステムからSAP

HANAプラットフォームへのマイグレーション
方法についての解説もあり、参加企業にとって
は共通の疑問を解消するきっかけとなる貴重
なセッションとなった。
また、IT戦略をマネジメントする経営層・経営
企画部門向けに開催された「SAP HANA
Value Discovery 編 」も、同 様 に ① SAP
HANA と 最 新 テクノロジ ー 概 要 、② SAP
HANA導入におけるSAP技術支援について、
の2つのセッションが用意され、SAP HANA、
SAP S/4HANAへのマイグレーションを検討
している企業に対するSAPの技術支援につい
ての紹介、特に各企業の環境に応じたオーダー
メイドの支援体制についての紹介が行われた。
未来のERPとして刷新されたSAP S/4HANA
のようなソリューションの理解を深めるために
は、本ワークショップのようなSAPとJSUGの
協業の場が不可欠だ。JSUGでは、来年度以
降もSAP本社との直接的な協業も含めた新た
な情報提供を積極的に働きかけていく予定だ。

JSUGの協賛により、SAPジャパンが
S/4HANAに対する疑問に答える
ワークショップを東京と大阪で開催
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部会の枠を超えて、SAPの最新情報を
会員企業間でいち早く共有

1996年に4部会構成で活動を開始し、当
初の法人会員企業は100社にも満たな
かったJSUGは現在、500を超える法人会
員企業、部会やワーキンググループなど、
25の活動体で構成される世界でも有数の
SAPユーザー会に成長している。この過程
では、業界特有の課題や特定のビジネスプ
ロセスについて議論する産業領域、機能領
域の各部会が次 と々設立され、現在の組織
編成が出来上がることとなった。こうした
中、各部会のアクティビティやSAPに対す
るさまざまな要望活動を、会員企業同士が
共有する場として、2010年度にスタートし
たのがJSUG FOCUSだ。
このFOCUSという名称には、「JSUGの活
動・会員が一箇所・一時に集う」という意味
が込められており、部会の枠を超えたメン
バー間の交流、ネットワーキングはもちろ
ん、JSUGの活動にあまり参加したことが
ない人にも、JSUGが日頃どのような活動
を行っているのかを体験してもらうための
場としての役割も担ってきた。
JSUG FOCUSの特徴としてまず挙げられ

るのは、日頃から各部会で行われている
SAPの最新技術やトレンドに関するユー
ザー目線の議論と、その成果をいち早く会
員企業に還元している点だ。2010年10月
に開催された2nd FOCUSを振り返ると、
そこで発表されたテクニカル部会の研究
テーマはSOA（Service-Oriented Archi-
tecture：サービス指向アーキテクチャ）だ。
ERPを使った業務の標準化、効率化を理念
とし、比較的シンプルだったSAPシステム
のアーキテクチャは、SAP NetWeaverな
どの登場によって複雑化する傾向にあり、こ
れらの新技術をいかにして使いこなすかは
ユーザーにとって共通の課題となっていた。
こうしたユーザーの声に応えるために
2009年から活動を開始したテクニカル部
会のSOAワーキンググループでは、SAP
が提唱する新たなアーキテクチャの理解か
ら始まり、ビジネスシナリオのサンプルを
使ったSOAハンズオンの実施、またサンプ
ルシナリオのモニタリングまで、さまざまな
角度から検証を行い、FOCUSの場でその
成果を報告している。
2011年には、SAPがERP 6.0の保守期間
を2020年まで延長すると発表したが、こ
のアナウンスはすべてのSAPユーザーに
とって大きな議論の的となった（その後、

2014年10月には、SAPは保守期間を
2025年までさらに延長することを発表）。
現在利用しているSAP ERPが一定期間保
障される一方で、保守期限後の対応や、日
本の医薬品業界向け拡張機能の取り扱い
についても議論の対象となった。医薬品部
会では、このテーマについて継続して議論
を行ってきたが、テクニカル部会やSAP
ジャパンのサポート部門のメンバーも参加
して、専門的な見地からアドバイスを行うこ
とで、各企業が将来のロードマップを策定
するための支援を行うなど、部会の枠を超
える成果を上げた。これらの成果は、
2012年5月の5th FOCUSにおける発表
に加え、JSUGのホームページでも資料が
公開されており、多くのユーザーに還元さ
れている。

最先端のSAP情報が得られる
SAPPHIRE NOWフィードバック

海外で発信されるSAPの製品戦略に関す
る最新の情報を日本のユーザーと共有する
ことも、JSUG FOCUSの役割の1つだ。
SAPの最大の年次イベント「SAPPHIRE
NOW Orlando」の内容をフィードバックす
るパネルディスカッションは、ここ数年の定

JSUGの産業領域、機能領域の部会が一堂に会して、日頃の活動の成
果を共有する合同部会として2010年にスタートしたJSUG FOCUS
が、2015年7月に通算10回目を迎えた。SAPの最新情報の共有に
とどまらず、自然災害への対応など、その年ごとの社会全体のテーマ
を議論し、会員企業同士のネットワークを強化する重要なイベントと
して定着している。本記事では、JSUG FOCUSがこれまで果たして
きた役割を振り返る。

部会活動の成果をユーザー企業の
資産に転換するJSUG FOCUSの役割

■ JSUG FOCUSの歩み
SPECIAL ISSUE

JSUG FOCUSの定番企画となっているSAPPHIRE NOWフィードバック   
（写真は2013年6月の7th FOCUS）
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番企画となっており、多くの会員企業が参
加する人気企画だ。なかでも、数十年に一
度の技術革新ともいわれるSAP HANAを
レポートした2012年5月の5th FOCUSに
は多くの参加者が集い、活発な議論が展開
された。
SAPPHIRE NOWに参加し、フィードバッ
クを行った登壇者は「SAP HANAは、これ
までのビジネスアプリケーションとは性格
が大きく異なるだけに、その狙いやコンセ
プトについて理解しにくい面も少なくな
かった」としながらも、「ジム・ハガマン・ス
ナーベ氏（当時のSAPの共同CEO）のプレ
ゼンテーションを通じて、SAPにおける
HANAの存在の大きさをあらためて実感
した。1972年の創業以来、SAPはR/3や
NetWeaverのリリースによって、一貫して
企業のリアルタイム経営を支援してきたが、
これまでの40年の成果を踏まえ、今後の
40年を切り拓く製品がSAP HANAなのだ
と思う」と、SAP HANAがもたらす想像以
上のインパクトを生々しく語った。
また、別の登壇者からは「経営から現場の
業務まで、幅広い分野での活用が期待でき
る点が、SAP HANAの最大の強みだ。
SAP ERPの弱点ともいえる情報系の高速
化を図るエンジンとしての期待も高い」とい
う認識も示された。
このSAPPHIRE NOWフィードバックは、イ
ベントに参加できないユーザーにとっては
SAPの最新ソリューションを知るための貴
重な機会である。2015年7月に開催され
た10th FOCUSにおいても、2月にリリース
されたばかりのSAP S/4HANAの最新動
向についての詳細なフィードバックが行わ
れ、多くの来場者と議論が深められている。

震災からの復興をめぐって
その対応をJSUG全体で議論

さまざまな業種の企業が参加するJSUGに
とって、その議論のテーマはIT活用だけに
限定されるものではない。その1つが
2011年3月に発生した東日本大震災だ。
東北地方を中心に日本の産業と人々の暮ら

しに大きな影響をもたらした東日本大震災
からの復興は、すべての日本企業にとっての
大きな議題となった。
2011年6月に開催された3rd FOCUSに
おいては、「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
に、被災からの復興に取り組むユーザー企
業、パートナー企業3社を招いて、BCP（事
業継続対策）の取り組みや、いかにして業務
を復旧させたかについての体験談が語られ
た。また、ディスカッションでは国全体が巨
大なサプライチェーンと化す中で、今後の自
然災害対策には業種を超えた取り組みが
必要ではないかという課題認識が出され、
その手段の1つとしてクラウドの可能性も議
論された。

震災からの復興をめぐる議論については、
2011年12月にJSUG設立15周年記念イ
ベントとして開催された4th FOCUSのパ
ネルディスカッションでも取り上げられ、震
災に直面した会員企業を勇気づける内容と
なった。

海外のユーザー会との連携も
積極的に推進

SUGEN（SAP User Group Executive
Network）への参加も含め、海外のユーザー
会との連携による知見の共有、SAPに対す
るインフルエンスの発揮もJSUGの大きな
テーマの1つである。2013年10月の8th
FOCUSでは、ASUG（Americas' SAP

Users' Group）を世界でも最大規模のユー
ザー会に育て上げた元CEOのブリジット・
チェンバース氏をゲストに招き、ユーザー会
が果たす役割について語ってもらった。
4年以上にわたる任期の中で、さまざまな
アクティビティや組織改革を通じて、ASUG
の運営体制や財政状況を飛躍的に安定さ
せたチェンバース氏は、「新しい技術を活用
し、イノベーションを自ら推進できるリー
ダー企業は市場の5％。その後を追うフォ
ロワー企業の約15％を加えても、市場で
トップ集団を形成しているアーリーアダプ
ターは20％に過ぎない」と自身の市場認識
を示したうえで、「市場や技術の変化に対応
して成長を続けるためには、何よりもス
ピードが求められる。この課題に企業が単
独で対応することは難しく、だからこそ、組
織として活動や知見の共有が重要である。
また、先行企業の事例を参考にして、リスク
を軽減させることは、大多数の企業を後押
しすることにもつながる」とユーザー会の意
義を語った。
また同氏は、集団で行動し、声を集約する
ことでSAPに対して影響力を発揮すること
の重要性を唱えた。こうしたインフルエン
ス活動は、SAPとのさまざまな協働開発プ
ログラムとして結実しており、参加者に向け
て積極的な活用を呼びかけた。
この数年、JSUGはSUGENの活動などを
通じて、海外のユーザー会との連携を深め
ているが、日本のユーザー会とは異なり、
独立法人として成長を遂げるASUGを率い
た元CEOの講演は、ユーザー会の在り方を
見つめ直す好機となった。

JSUGの各部会活動の成果は、JSUGの
ホームページなどを通じて共有が図られて
いるが、これらの成果をユーザー企業の資
産に転換するためには、JSUG FOCUSの
ような直接議論できる場が必要不可欠であ
ることは言うまでもない。JSUGでは今後
も、JSUG FOCUSのアクティビティの拡充
を推進しながら、ユーザー企業のIT戦略の
推進に貢献していく考えだ。

部会活動の成果をユーザー企業の資産に転換するJSUG FOCUSの役割

2011年12月に4th FOCUSと同時に開催された
JSUG設立15周年イベントでは、ITを活用した復興
支援の取り組みについて議論が行われた。



18 Vol.7

激変する今日のビジネス環境

モノやサービスが当たり前のように繋がるデ
ジタルエコノミー時代が到来し、従来のルー
ルが通用しない、業界の枠を超えた破壊的
なビジネスイノベーションが起き始めています。
AmazonやApple、Google、Facebookと
いった企業は、その独創的なアイデアで最新
のテクノロジーを最大限に活用し、大きな成
功を収めています。また、NestleやGEのよ
うな伝統的な大企業も、本格的なデジタル
変革を始めています。スタンダード＆プアー
ズ社のトップ500銘柄企業ですら、新しい技
術トレンドを活用できなければ、10年後に
は40%は存在しないだろうと言われていま
す。もはやITはビジネスを「支える」だけでな
く、ビジネスを「変革する」ために不可欠な武
器であり、どの業種・国・規模の企業にも確
実にやってくる「避けられない未来」なのです。

デジタルエコノミーへの変革に拍車をかけ
ている技術トレンドは、以下の5つです。
Hyperconnectivity－「ハイパーコネク
テッド・ワールド」との連携により、新製品、新
サービスの創造と新規市場への参入が可能に
Super Computing－インメモリーコン
ピューティングに代表される超高速処理

Cloud Computing－リアルタイムに最新
のテクノロジーを利用し、バリューチェーン
との連携も容易になり、顧客への価値提供
までのリードタイムを短縮
Smarter World－センサー、ロボット、
3Dプリンター、人口知能などにより実現す
るスマートな世界
Cyber Security－増大するリスクに対応
するサイバーセキュリティ

世の中全体のデジタル化の進展によって、
自社のビジネスに関わる膨大なデータを
手に入れることは難しいことではなくなり
つつあります。蓄積されたデータをビジ
ネスに活かすことで成功している代表的
な例としてAmazonがあります。データを
効果的に分析することで顧客の動向を把
握し、全てのデバイスを通じてパーソナラ
イズされた顧客体験を提供する同社は、
データを活用した顧客とのエンゲージ
メントの深化を体現している企業と言える
でしょう。
全てのモノやコトがセンサーなどを経由し
て繋がるIoTは、ビジネスモデル変革を牽
引します。全世界のモノやコトが繋がるこ
とで、ヒト・モノ・コト・ビジネス間での接点
が増え、リアルタイム化ともあいまってデー
タ量は膨大になります。この膨大なデータ
をいかにリアルタイムにとらえ、そこから必

要なインサイトを引き出すか、これらを活
かすビジネスプロセスへと進化させるか
が、今後の企業の命運を左右します。SAP
は、トランザクション処理と分析処理を融合
するインメモリーコンピューティングこそ、
これからの時代のデジタル変革のプラット
フォームになり得ると確信しています。
SAP HANAによって、劇的に巨大化し、複
雑化するであろう今後の情報システムを、
逆にシンプル化することでビジネスを「変
革する」ITへと進化させるのです。
SAP HANAの提供に加えて、SAPはクラ
ウド化への対応を進めてきました。2015
年初めにはSAP HANA上に最適化された
最新のERPとしてSAP S/4HANAを発表
しましたが、このSAP S/4HANAと過去5
年のM＆Aによる、SuccessFactors社、
Ariba社、hybris社、Concur社などで揃
えた各分野でトップシェアを誇るSaaS

（Software as a Service）ソリューション
の相互連携を積極的に進めています。デジ
タル変革の武器としてHANA化したSAP
S/4HANAをデジタルコアとし、各分野で
選ばれたSaaSとをSAP HANAとクラウド
をキーワードに連携・融合させていくこと
で、バリューチェーン全体をデジタル化する
ために用意したフレームワークが「Digital
Business Framework」なのです。

福田譲社長の新体制となって、今年で2年目を迎えるSAPジャパン。年初には次世代ERPとしてSAP S/4HANAを
リリースし、このたび企業のデジタル変革の実現を支援するフレームワークとして、“Digital Business Framework”
を打ち出した。SAPジャパンは今後、いかにして顧客のデジタル変革を支援し、その成長を後押しするのか。福田社長
自身に、このフレームワークに秘められた可能性について聞いた。

デジタルエコノミー時代の
変革のパートナーとして
Digital Business Framework

福田 譲
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 STRATEGY
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Digital Business Framework

SAPが掲げるDigital Business Frame-
workは、以下の5つの柱から成り立ってい
ます。
1. Customer Experience：顧客体験の

刷新
パーソナライズされた「1対1」の顧客体験
は、お客様とのエンゲージメントにおいて
ますます重要になります。この実現にあ
たって、マーケティング、セールス、サービス
を1つのプラットフォームで統合し、デジタ
ル化された途切れない顧客体験を提供す
ることが重要です。SAPは、これらを実現
するためのクラウドベースのソリューション
として、SAP Cloud for Customer（C4C）
とSAP hybris Marketingを提供していま
す。SAP HANA上で業務プロセスが繋が
り、蓄積されたビッグデータと顧客のプロ
ファイル分析と融合することで、お客様が商
品を購買されるまでの全ての顧客接点を1
つのプラットフォーム上で統合します。そう
することで、常にパーソナライズされた提
案を行い、顧客とのエンゲージメントを高
めることができるようになります。

2. Supplier Collaboration and Busi-
ness Networks： 仕入先との新たな
関係構築

ビジネスに境界がなくなった今、モノ、サー
ビス、労働力、出張、エンターテイメントな
どを絡めた仕入先パートナーエコシステム
との繋がりが、企業のサービス価値を高め
る上で重要な手段となります。Aribaは、
直接財・間接材調達の世界最大のクラウド
ベースコミュニティを展開しています。ま
た、出張・経費管理を効率化するConcur
は、すでにFortune500の60％以上の企業
で採用され、日本でも急速に普及が進んで
います。そして、必要な人材を効率良く採
用・維持することを実現するのが、同分野

で世界最大のクラウドサービスである
Fieldglassです。

3. Workforce Engagement： 人材の
生産性向上

組織の中には、正社員、非正社員、プロジェ
クト限定のメンバーなど、異なる雇用形態の
人材が存在します。SuccessFactorsでは
正社員、Fieldglassでは非正社員の採用か
ら評価、給与、教育に至るサイクルを管理。
両システムの利用者に使いやすいユーザーエ
クスペリエンスをSAP Fioriで提供します。

4. Internet of Things（IoT）： モノとの
繋がりによるインサイト

センサーなどで取得した膨大なデータをリ
アルタイムに分析し、そこからインサイトを
導き、新たなビジネスモデルへ変革する。
これを実現するのが、SAP HANA IoT
editionです。センサーなどのモノやコトを
通じて蓄積されたビッグデータの分析に基
づき、テクノロジードリブン、データドリブン
なビジネスモデル変革を起こします。

5. The Digital Core：ビジネスプロセス
を統合するデジタルコア

そして、これまでご紹介した4つの柱、顧
客、仕入先、ヒト、モノを繋ぐデジタルコア
となるのがSAP S/4HANAです。プロセ
スをエンド・ツー・エンドで統合し、新たな

企業価値の創造を支援する次世代ERPで
あり、インメモリープラットフォームである
SAP HANA上でリアルタイムなデータ処
理・分析、そしてインサイトを融合すること
で、複雑なビジネスプロセスや膨大なデー
タの収集・分析・予測を融合させ、従来は不
可能だった高度なビジネスプロセス・ビジ
ネスモデルの進化を実現します。

皆様のさらなる事業成功の
ご支援に向けて

この急速にデジタル化し繋がる世界で、新
しいチャレンジに挑み、ビジネスのデジタ
ル 変 革 を 実 現 する た め に は 、再 想 像

（Reimagining）が不可欠だと考えていま
す。私たちは、新たな発想を喚起する手法
としてDesign Thinkingというメソドロ
ジーを確立・社内に展開し、またお客様に
も提供しています。テクノロジーと一緒に、
再想像に役立つ手法を提供することで、日
本企業や日本社会の高度化、デジタル変革
に寄与したいと思います。
また、デジタル変革を推進する解決策の1つ
として、Digital Business Frameworkを拡
充することで、ビジネスとITを融合し、デジタ
ルエコノミーを“脅威”から“好機”に変えられる
と信じています。この実現に向けて、JSUGと
今後も緊密に連携し、信頼いただけるパート
ナーとなるべく、努力してまいります。

デジタルエコノミー時代の変革のパートナーとして  Digital Business Framework
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関西も含め23企業が参加した
7期目のLeaders Exchange

JSUGの戦略プログラムであるLeaders
Exchange（以下、LEX）は、「企業価値向上
とIT活用」をテーマに、次世代リーダーの育
成に寄与することを目指して、少人数の勉
強会という形式で毎年開催されている。
2009年のスタートから今年度で7期目を
迎えるが、世界のユーザー会のネットワー
ク で あ る SUGEN（SAP User Group
Executive Network）においても人材育成
が重要な課題の1つに掲げられる中で、こ
のような次世代リーダー育成のための戦略
プログラムを持つユーザー会は世界でも珍
しく、ユニークな活動だと言える。
毎年4月頃に募集するメンバーには、様々
な業界の企業のIT部門のみならず、ビジネ
ス部門からも毎年多くの応募があり、SAP
の枠を超えて、IT全般について自由に議論
できるということが特徴となっている。ま
た、5月から10月にかけて毎月1回、平日
の夜に開催していることもあり、活動後に
は懇親会が行われ、ここでのネットワークも
メンバーにとっては貴重な財産になってい
るようだ。さらに、ファシリテーターとして
LEXがスタートした当初から毎回参加して
いる元カルビー株式会社社長の中田康雄
氏の貴重なアドバイスは、メンバーにとって
頼もしい限りだ。

データサイエンティストなど
充実したゲストスピーカー

今年度のLEXには、関西地区も含めて23
の企業からの参加者が集った。LEXの活動
は2本の柱から成り立っているが、その1つ
が毎年4回、外部からゲストスピーカーを迎
えて、その講演内容からメンバーが得た気づ
きを発表するというものだ。今年度は、従
業員30人ほどの小さな町工場を超優良企
業に育てた経営者や、著名なIT誌が選定す
るデータサイエンティスト・オブ・ザ・イヤー
にも輝いたデータサイエンティストをお招
きしたが、その実体験はメンバーに大きな
気づきを与えたようだ。また、過去のLEX
メンバーがその後どのように活躍している
のかを語ってもらう「LEX卒業生からのリ
ポート」では、豊田通商株式会社 IT戦略部
の清野耕司部長より、その後の取り組みに
ついての講話があった。さらに、SAPジャ
パン サポート事業本部のプットリヒ・トーマ
ス氏、Business Transformation Servic-
esの伊藤雅司氏からは、SAPによって実現
されたIoTの事例紹介が行われた。

イノベーションをテーマに
未来に向けた提言を議論

もう1つの柱は、4つのグループに分かれて
のフリーディスカッション。今年度は「イノ

ベーション」をテーマとし、どのようなイノ
ベーションを実現したいか、その実現のた
めにはどのようなことをすればよいかとい
うことについて、その提言をJSUG Confer-
enceで発表することを前提として、各グ
ループで議論を行った。テーマが広いこと
もあり、また初対面のメンバーであることか
ら、最初は戸惑いもあったようだが、回を重
ねるにしたがって議論が深まり、昨年度の
LEXメンバーが各グループにサポーターと
して入り、様々なアドバイスをしたことにも
助けられ、最終的に4グループの未来に向
けた提言は、「ITを感じさせない未来の住
宅」「リアルタイム観光アプリによる日本流お
もてなし」「通勤ラッシュのない世界」「地方
創生に繋がる新しいライフスタイルの提案」
という内容でまとめられた。若手のメン
バーにとっては、大きな舞台で発表するとい
うことも、貴重な体験になるはずだ。
また今年度は、LEX課外授業として、横須賀
リサーチパーク内のNTTドコモR&Dセン
ター「WHARF」の見学会も行った。最新の
通信技術に触れ、イノベーションがまさに間
近に迫っていることを参加者全員が感じた
非常に有意義な見学会となった。
LEXは約半年間の活動であり、これだけで
リーダーが育成されるわけではないが、こ
うした場を通じて新しい空気に触れ、貴重
な体験をすることによって、メンバーが何か
を感じ、何かをつかみとって、今後の企業人
生に活かすことができれば、それは大きな
成果と言える。第8期の開催に向けて
2016年4月から行われるメンバー募集に
も、さらに多くの企業からの参加が期待さ
れるところだ。

「企業価値向上とIT活用」をテーマに
23企業の次世代リーダーがイノベーションについて議論
ゲストスピーカーの講演も大きな気づきに

■ 第7期 Leaders Exchange 
GROUP ACTIVITY

「企業価値向上とIT活用」をテーマに各企業のリーダーが意見交換を行うLeaders
Exchangeが、2009年のスタートから早くも7期目を迎えた。関西地区も含め23企業か
らの参加者によって議論が深められた今年度は、ゲストスピーカーとしてビッグデータ活用の
最前線で活躍するデータサイエンティストを招くなど、例年にも増して充実した活動となった。
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■ Ariba部会
GROUP ACTIVITY

調達業務の効率化を支える
Aribaソリューション

企業における調達業務において、製品原価
へダイレクトに影響を与える直接材は全社で
集中管理することが一般的だが、間接材（物
品・サービスなど）はそれぞれの部門が個別
に管理するケースが多い。この点について
酒井氏は「全社規模での掌握による十分な
コスト削減が図れず、調達業務改革が多くの
企業で道半ばとなっている要因はここにあ
ります。テルモでは間接材の支出が直接材
の支出を上回っていて、間接材調達の見直
しによるコスト削減のポテンシャルは、直接
材よりも大きくなっています」と話す。
東日本大震災のような甚大な自然災害にお
いても「医療を止めない」という大きな社会的
使命を担うテルモの製品は20～30年という
長いライフサイクルを持っており、長期的な安
定供給を支える調達プロセスが不可欠だ。
このため、全社で統制を利かせて調達を最

適化するための基盤として同社が白羽の矢を
立てたのがAribaソリューションだった。

「クラウド環境で提供されることによる初期
導入のハードルの低さや、高い柔軟性、さら
に標準化されたプロセスなどを評価し、
2013年9月にAribaの導入を決定しました。
昨年8月に実運用を開始し、調達部門を中
心に全社的に最適化に取り組んだ結果、約
1年で仕入先の数を約6割削減できました。
また、同一資材であっても各部門によって、
購入価格や購入単位がまちまちとなってい
たケースを統一することで、購入費も大きく
削減することができました。さらなる効率化
を進めることで、数億円単位のコスト削減が
実現できると考えています」（酒井氏）

Ariba部会の活動を通じた
さらなるインフルエンスの強化

今回のAriba部会の設立は、導入企業間で
お互いの知見を共有することや、SAPから
提供される機能を理解し活用することで
Aribaソリューションへの投資価値を高め
ることが企業の共通課題であることがその
背景にある。
酒井氏とともにテルモにおける調達業務改
革に取り組み、Ariba部会の運営責任者を
務める調達部 主任の橋本江津子氏は「エ
デュケーション、ネットワーク、インフルエン
スというJSUGの3つの理念は、国内の

Aribaユーザーの考えとも一致するところで
す。クラウド環境で提供されるAribaでは、
必要な機能をAribaに直接伝えるようにして
います。以前から、自主的にER（Enhance-
ment Request - 機能改善要求）という形
で、ユーザーの要求を伝える取り組みを
行ってきましたが、Ariba部会の設立によっ
てこうした活動はさらに促進されるはずで
す」と話す。
実際、第1回の部会で出された機能改善要
求の一部は、すでに2016年以降の製品
アップデート計画の中に盛り込まれること
になっており、早くもSAPに対するインフル
エンスを発揮しつつあることを示している。

クラウドの懸念を払拭する
新たな知見

Ariba部会では、年に計4回の会合を開催
するほか、分科会として月1回のペースで

「機能要求分科会」や、最新機能を学ぶ「勉
強会」の開催を予定している。さらに既存の
部会とも連携を図りながら、クラウドが前提
となるAriba部会の活動内容を共有してい
く考えだ。
最後に、クラウド上のセキュリティに関する
懸念からAribaの導入に慎重な企業に向け
たメッセージとして、酒井氏は次のように
語ってくれた。

「Ariba導入時に、社内の情報セキュリティ
部会でも検討を行いましたが、ネットワー
クを経由するリスクについては、問題がな
いという結論に達しました。通信経路の暗
号化によるセキュリティ担保と、幅広い業界
で実績があるという観点は、前向きな判断
材料となりました。セキュリティ面の脅威
への対応は必須ですが、これから導入を検
討される企業の皆様は、Aribaを基盤とし
た戦略的調達がもたらす価値にも目を向け
るべきだと思います」
Ariba部会の新たな活動から生み出される
知見は、JSUG会員企業のさらなる競争力
の向上に大きな貢献を果たすはずだ。

調達業務改革で企業価値向上に
貢献するAriba部会が発足

年々活動の範囲を広げるJSUGにおいて、新たな活動の場としてAriba部会が2015年
7月に発足した。重要な経営課題の1つとされる調達業務改革。年間取引総額約60兆
円とも言われるAribaネットワークがもたらす戦略的な価値はユーザーにとって有用
だ。ベンダー選定の集約や購入価格の最適化など、Aribaを有効活用することで得ら
れるメリットは大きい。本稿では、部会長としてAriba部会を牽引し、テルモ株式会社
調達部 部長として、自らも調達改革を推進する酒井信幸氏に、部会設立の経緯と今後
の展望について話を聞いた。

Ariba部会 部会長
テルモ株式会社 調達部 部長

酒井 信幸氏

テルモ株式会社 
調達部 主任

橋本江津子氏
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人事部会の活動と
マイナンバー制度への対応

人事部会では、以下2つの領域を中心に活
動を行っている。1つは、ユーザーの視点
に立ったSAP ERPのHCMモジュールに対
する機能改善要求。これについては、ユー
ザーとSAPが共同で開発案件の選定、要
件定義を実施するなど、従来から活発な活
動を続けている。2つめは、より経営に資
するための人事部のあり方に関する情報交
換だ。
この人事部会が現在最も注力しているの
が、業種を問わずすべてのSAPユーザーの
大きな関心事となっている「マイナンバー制
度」への対応だ。

「人事部会では、昨年よりマイナンバー法対
応に関してさまざまなイベントを行ってき
ましたが、特に今年の春頃から多くのユー
ザーにご参加いただいていることから関心
の高まりを感じています。今年7月に開催
した意見交換会には200名もの参加者が
集まり、SAPの新機能に関する情報提供に
加え、実際の業務運用イメージを共有する
ことができました。マイナンバー制度は、国
民1人ひとりに付与されるユニークな番号
を使って、社会保障、税、災害対策などの分
野で、利便性の向上や業務の効率化を目指
す制度ですが、マイナンバーは特定個人情
報ですから、情報漏えいがないよう管理を

徹底する必要があります。私が所属するエ
イチアールワンでは、アウトソーサーとして
自社だけでなくお客様企業の社員のマイ
ナンバーもお預かりするため、この情報管
理の徹底は特に重要な要件となります」（加
藤氏）

SAPユーザーのアドバンテージ
と運用上の課題

マイナンバー制度において、SAPユーザー
にはどのような対応が求められるのだろう
か。この点について、加藤氏は「マイナン
バー制度対応において、SAPユーザーは自
社開発した人事システムを運用する企業に
比べて、圧倒的に有利な状況にあります」と
話す。
人事の領域では毎年いくつもの法改正が発
生するため、これまでもSAPは常時、法改
正への対応を行ってきた。マイナンバー制
度への対応についても、ユーザーの意見を
取り入れながら機能改善要求に応える形で
SAPが対応するため、ユーザーは改修に人
的リソースを費やす必要は少ない。「これ
まで、帳票やユーザビリティなど、率直に
言って、使い勝手が悪いと感じることが多
かった」（加藤氏）が、SAPでは人事部会機
能要求分科会との活動を通じて、これまで
に100件を超える機能改善要求に対応して
おり、現在も80件を超える改善要求への
対応を継続して検討しているという。

人事部会の支援担当者として、部会活動を
支援するSAPジャパン竹内功氏（グローバ
リゼーションプロダクトマネジメント ロー
カライゼーションプロダクトマネジメント
APJ人事ソリューション担当）は、次のよう
に話す。

「私が所属するグローバリゼーションプロ
ダクトマネジメントという組織は、営業や
フィールドサービスの立場ではなく、グロー
バルな製品開発部門に属する組織で、各国
での法要件や商習慣などのマーケットの
ニーズを製品に反映させる役割を担ってい
ます。これまでも部会での活動を通じて、
取りまとめた機能要件を優先順位付けした
上で、SAP側の開発計画と突き合わせなが
ら、承認された開発案件の中で、お客様か
らのフィードバックをできる限り反映でき
るよう努めています」
また、人事部会では「マイナンバー制度の運
用で悩んでいることは？」というテーマで、
人手による運用面の課題に関する意見交換
にも多くの時間を割いている。

「1年以上前からマイナンバー制度対応につ
いて議論していますが、システム面では大
きな心配がない反面、運用面ではさまざま
な懸念、心配があります。実際のマイナン
バー確認の際の本人確認は氏名だけでい
いのか、あるいは現住所なども確認する必
要があるのか、個人番号の回収は紙を使っ
て郵送で行うのか、そのほかにも個人番号
の管理は専用の部屋で行うべきなのか、外

1996年のJSUG設立と同時に活動を開始した最も歴史の長い部会の1つであり、特に近年はグローバル人事や
タレントマネジメントまで、検討範囲を広げつつある人事部会。この人事部会にとって目下、最重要のテーマとなって
いるのが、2015年10月に施行となった「マイナンバー制度」への対応だ。単なる法制度対応の枠を超えて個人情報
の取り扱いという点でも、細心の注意が必要な本制度について、人事部会ではどのような議論が行われているのか。
部会長としてこの議論をリードするエイチアールワン株式会社 常務取締役の加藤俊哉氏に話を聞いた。

マイナンバー制度への対応に加え
グローバル人事についても活発に議論

■ 人事部会 
GROUP ACTIVITY
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部に委託した方がいいのか、廃棄はどうや
るのか、個人番号を取り扱う担当者の権限
管理など、現場の細かい悩みを出し合いま
した。こうしたことは法的な義務ではなく、
まだ曖昧なところもあるので、常に最新の
情報や悩みを共有することは人事部会の活
動の大きな意義でもあります」（加藤氏）
人事部会には多様なユーザー、パートナー
が参加しており、政府が主催する新戦略推
進専門調査会マイナンバー等分科会に参加
するユーザーを通じて、年末調整業務の効
率化に関する提案を行うなど、従来のユー
ザー会という枠を超え、影響力を発揮し始
めているという。

人事業務の「無駄」の削減と
今後の展望

人事部会では次のテーマとして、グローバ
ル人事を視野に入れている。グローバルな
ビジネス環境で勝つための人材・組織をい

かにして育成・開発するかは、これからの時
代における重要な経営課題だ。

「人事部会では、そもそもグローバル企業の
定義は何か、こうした企業ではどのような
人材が求められているのか、またビジネス
の成果につながる人材活用においてはどの
ようなスキル管理を必要とするかといった
ことを議論しています。最近はタレントマネ
ジメントという言葉がよく聞かれますが、こ
のタレントについて、私自身は“無”から“有”
を生み出すことができる人材を指している
と考えています。これからのグローバルビ
ジネスにおいて、こうした人材をいかに育
成することができるかが、企業価値を左右
する重要な要素になってくるのではないで
しょうか」（加藤氏）
最後に加藤氏は、企業の人事を取り巻く課
題に触れて次のように総括した。

「日本国内の実情に目を向けると、本当に
無駄が多いと感じます。マイナンバー法対
応では、自社開発のシステム構築や業務運

用で苦慮している例を数多く耳にします
が、SAPシステムを利用したり、業務運用
を外部委託すれば、日本全国の企業がそれ
ぞれ悩む必要はないのです。本来、人事部
が多くの時間やリソースを費やすべき課題
は他にもあるはず。私たち人事部会として
も、より多くの企業の皆さんと悩みを共有
しながら無駄な労力を省くための議論と、
未来に向けた人事部の役割などの議論を
深めていきたいと考えています」

マイナンバー制度への対応について活発に議論

人事部会 部会長
エイチアールワン株式会社

常務取締役

加藤 俊哉氏

SAPジャパン株式会社
グローバリゼーション

プロダクトマネジメント
ローカライゼーション

プロダクトマネジメント
APJ人事ソリューション担当

竹内 功氏

「マイナンバー制度」への対応は、人事部
会だけの注力課題ではない。多くの製

薬会社が参加する医薬品部会においても、この
テーマに関する活発な議論が進められている。
製薬会社においては、講演依頼に基づく医療関
係者への謝礼金支払いが多くあり、医療関係者
からすると複数の製薬会社からマイナンバー取
得の依頼を受けることになる。医薬品部会の
部会長を務める橋本昌明氏（バイエルホール
ディング株式会社）は、「各社が最適と考える収
集方法を取ったとしても、結果的に各社独自の
対応となれば、混乱を招くことが予想されます。
そこで、番号取得時の漏えいリスクを抑制する
には、顧客である医療関係者の視点に立った収
集プロセスの『標準化』が必要との認識から議
論を開始しました」と話す。
3月に開催した医薬品部会には、30社から50
名もの参加者が集まり、各社の検討状況につい

て話し合われたが、この段階では外部のベン
ダーへの委託が有効ではないかという意見が
多く出されたものの、最適なプロセスを描きき
れている状況ではなかったという。
その後、4月には2度にわたってユーザー企業
の有志が集まり、基本方針の優先順位や具体的
なあるべきプロセスの検討が行われた。この
有志検討会にはJSUG会員企業以外、また情報
システム部門以外の管理部門や営業部門から
も多数の参加があり、医療関係者からの番号
収集を外部委託する際の共通RFPが出来上
がった。
これをもとに、4月末の2日間にわたってユー
ザー企業向け説明会、外部委託サービスを提供
するベンダーに対しての説明会、また翌月の5
月にはベンダー11社によるプレゼンテー
ションが行われ、50社から130余名が会場や
電話会議で参加した。

これらの議論を通じて、医療関係者からのマイ
ナンバー収集の標準化を進めるには、業界団体
である日本製薬工業協会（製薬協）からガイドラ
インが示されることが望ましいという声が多く
の参加者から聞かれた。有志検討会に参加す
る各社から呼びかけを行い、製薬協が医療関
係者に対しマイナンバー提供を求める際の標準
化や周知徹底を行うこととなり、製薬協からマ
イナンバー制度への対応方針、医療関係者に対
する依頼状の雛型などが各社に伝達された。
マイナンバーに関する医薬品部会での議論はこ
れからも継続課題となるが、橋本氏は「マイ
ナンバーへの関心の高まりとともに、有志検討
会への参加企業は増え続け、現在は80社に近
づいています。今回の取り組みを通じて、
JSUGの持つ計り知れない潜在的なパワーを
実感しました。新しい要件に対し、顧客の視点
に立って、最適なプロセスを定義し、標準化を
進めていく。あたかも1つのプロジェクトのよ
うに、ERPのDNAを持ち価値観を共有する
JSUGならではの素晴らしい経験を共有できた
ことは大きな喜びです」と話している。

製薬業界におけるマイナンバー対応の標準化
■ 医薬品部会
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経営統合の基盤としてSAP ERPを活用
標準機能をフルパッケージで導入

GSユアサは、約100年の歴史を持つ日本
電池とユアサコーポレーションの2社が
2004年に経営統合して誕生した世界でも
有数のバッテリーメーカーだ。航空機に搭
載されるリチウムイオン電池をはじめ、車
載用リチウムイオン電池、自動車・バイク用
鉛蓄電池、国内産業用鉛蓄電池などの生
産・販売を手がけ、現在は世界16カ国35
拠点で事業を展開している。
この中でIT部門には、同社が経営方針に掲
げる海外における事業領域の拡大、グロー
バル市場でのポジションアップと、電池に
よる付加価値の向上、リチウムイオン電池・
新エネルギー分野の事業基盤強化への貢
献が求められている。
SAP ERPの導入は2004年の経営統合と
ほぼ同時期に着手し、2006年に主力事業
である自動車電池事業と産業電池電源事
業で稼働を開始した。モジュールは会計、
販売、購買・在庫、生産のフルパッケージと
し、その後は初回導入時に開発したテンプ
レートをベースに国内各事業部に展開を進
めている。また、2012年までに三菱商事
と三菱自動車工業との合弁で設立したリチ
ウムエナジージャパン、本田技研工業との
合弁で設立したブルーエナジーを含む国内

拠点のすべてに導入を終え、SAP ERPに
よる基幹システム統合が一通り完了した。
情報システム部 部長の青木裕氏は、国内導
入におけるポリシーを次のように語る。

「2社の対等合併で誕生したGSユアサのシ
ステムを統合してスリム化するため、当時の
トップから業務をSAP ERPに合わせると
いう号令が下され、アドオンを抑制しなが
らSAP ERPの標準を維持する方針を徹底
しました。最初の2年間はベンダーが中心
となって導入を進めましたが、その間に自
社でスキルを習得し、3年目以降は自社要
員とパートナー企業だけで1事業部につき
半年のペースでロールアウトを行ってきま
した」

自社要員が中心となり
着実に海外ロールアウトを推進

国内拠点への導入を終えた2013年から
は、海外拠点へのロールアウトに着手。事
前調査を経て、2014年から中国の生産拠
点の1社目への導入を開始し、2015年1月
に稼働を開始した。2015年10月現在、中
国の生産拠点の2社目と3社目への導入を
同時に進めており、2018年までに中国、
インドネシア、タイ、ベトナムなど、アジア地
域の子会社を対象にSAP ERPの導入を進
めていく計画だ。
海外拠点へのロールアウトは、国内の導入

で利用したテンプレートをベースとし、アド
オンを抑えながら最低限のローカル要件
を加える形で導入を進めている。ロールア
ウトの方針について、情報システム部 運用
管理グループ グループマネージャーの吉
岡明義氏は「業務シナリオもコード体系も
基本は日本の事業部と共通とし、必要な帳
票類のみを現地に合わせています。中国拠
点へのロールアウトは、自社要員が5名、
パートナーのコンサルタントが2名、現地
パートナーのコンサルタントが4名の総勢
11名体制で実施していますが、日本語が理
解できる現地パートナーを採用したことで、
中国でのコミュニケーションも良好で、事
前のトレーニングも含めて導入はスムーズ
に進んでいます」と語る。
海外へのロールアウトは、現地と密接な連
携が取れるように、GSユアサのメンバーが
必ず参画することとし、1拠点で約8カ月、
年間2社のペースで進めていく方針だ。ま
た、アジア以外の北米、欧州の拠点につい
ては各社が別のERPパッケージを独自に
導入していることもあり、SAP ERPによる
統合は急いでおらず、現地の要望を聞きな
がら順次切り替えていくという。
また将来については、SAP HANAを用いた
製造系データの分析に関心を寄せており、
SAP ERPとMESやPLMとの連携を模索し
ている。青木氏は「データ連係を考慮する
と、オールSAPで垂直統合することが理想

株式会社GSユアサ

自動車・バイク用バッテリー、リチウムイオン電池を手がけるGSユアサ株式会社では、2004年に国内事業部
にSAP ERPを導入して以来、標準機能の維持に努めながら国内の各事業部に導入を推進。現在は国内向け
に作成したテンプレートをベースに、アジア拠点へのロールアウトを進めている。一方、レポートとデータ活
用プラットフォームとして導入したSAP BusinessObjectsの機能改善に向けて、SAP Enterprise Sup-
portのAdvisory Council（ESAC）に参加。SAP Solution Managerの理解を通じて、トラブルの早期検知
を可能にしたほか、SAP BusinessObjectsのパフォーマンスを強化し、順調に運用を続けている。

■会員事例
CASE STUDY

標準ベースでSAP ERPのグローバル展開を推進
SAP Enterprise Supportの知見を活用し
問題解決の迅速化と運用工数の削減を実現
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です。しかし、日本国内でSAPのMESや
PLMのソリューションの導入事例が少ないだ
けに、現時点では様子見の段階です」と語り、
調査を継続していく考えを明らかにした。

SAP BusinessObjectsで
国内海外のインテリジェンス基盤を統一

SAP BusinessObjectsは、国内の各事業
部が独自に利用していたDWHやBIツール
を統合する形で2014年に導入したもの
だ。現在は主に国内の事業部の営業部門
が、販売実績などを確認する定型レポート
として活用している。海外事業部門では、
海外拠点の実績を一元管理する経営コック
ピット、プラットフォームとしての活用を検
討しており、将来的には海外のグループ会
社のデータをSAP BusinessObjectsで

「見える化」し、複数の事業会社の原価など
をリアルタイムに比較しながら素早い意思
決定を下すことを目標としている。

「2004年のSAP ERP導入時にSAP BW
を導入したのですが、当時はどのような
データが蓄積されるのか、どういった解析
の切り口があるのかもわからず使いこなす
ことができませんでした。SAP Business-
ObjectsはSAP ERPの仕組みを十分理解
したうえで導入したものですので、今後は
さらに投資価値を高めていきたいと考えて
います」（青木氏）

SAP Solution Managerの監視機能で
分析ツールのパフォーマンスを向上

自社要員でSAPシステムの構築・運用を手
がけるGSユアサは、 SAPのサポートサー

ビスであるSAP Enterprise Supportの知
見を積極的に活用してきた経緯がある。
2014年には、SAPがSAPソリューション
の価値を高めるためにテーマを決めて実施
している活動「SAP Enterprise Support
Advisory Council（ESAC）」に初めて参加
し、ワークグル ープの1つで あ る「SAP
Analyticsソリューション」において、サポー
トサービスを効果的に利用するためのサ
ポートツールの理解、標準提供の監視ツー
ルであるSAP Solution Managerのシステ
ム監視機能の設定・検証、SAP Business-
Objectsで使用するレポートのパフォーマン
スの最適化の3つを実施し、運用の効率化
に取り組んだ。
2014年8月から2015年3月の約半年にわ
たるESACでの活動では、「EGI BI監視」

「Meet The Expert BI監視」「EGIシステム
監視とレポーティング」など、SAP Enter-
prise Supportで提供される各種サービス
を利用して、SAP BusinessObjectsと
SAP ERPの接続設定、EWA（アーリー・
ウォッチ・アラート）の設定、SAP Business-
ObjectsとSAP ERP本番機3台のシステム
監視設定などを行った。さらに、CQCサー
ビスを利用してレポートパフォーマンスの最
適化を図る予定だ。
こうした活動の結果、SAP BusinessOb-
jectsに対してEWAが利用できるようにな
り、週1回のペースで出力されるレポートを
参照することで、定常的なヘルスチェックや
早期問題抽出が可能になった。また、SAP
BusinessObjectsとSAP ERPの両方のシ
ステムを監視することによって、問題解決の
迅速化、ダウンタイムの削減、パフォーマン
スの向上などに大きな成果が期待され、ま

たシステム監視のスキルをベースに運用強
化を図る予定である。
SAP Solution ManagerでSAP ERPを監
視したり、EWAを適用したりしているSAP
ユーザーは多いが、Apache Tomcatや
SAP BusinessObjectsまで監視している
企業は少ないだけに、2014年に実施した同
社の活動は先進的といえる。継続して参加し
ている2015年度のESACの活動において
も、今年度は「パフォーマンス改善」をテーマ
に、SAP Enterprise Supportの各種サー
ビスを用いて、国内および中国拠点のSAP
ERPとSAP BusinessObjectsのパフォー
マンス改善に取り組んでいる最中だ。ESAC
の活動について青木氏は「SAPジャパンから
の積極的な働きかけもあり参加するきっかけ
ができましたが、多くのサポートサービスが活
用でき、課題解決に結びつくESACの活動
は有効に感じています」と評価する。
JSUGには、2004年にSAP ERPの導入を
開始した当初から加入しているGSユアサ
だが、地域的な問題もあり参加は少ないと
いう。「自社要員に限りがあることもあり、
なかなか活動に時間が割けません。京都
にもSAPユーザーが多いので、今後は京都
内での活動が拡大することを期待していま
す」と青木氏は語った。
SAPユーザーの中でも、ベストプラクティス
を用いたSAP ERPの導入、海外拠点への
ロールアウト、SAP BusinessObjectsの導
入、SAP Enterprise Supportの活用によ
るパフォーマンス強化と、堅実なステップで
システム環境を進化させてきたGSユアサ。
着実に積み重ねてきた同社の歴史は、ITの
あり方を模索するSAPユーザーにとって、見
習うべき点が多いのではないだろうか。

SAP Enterprise Supportの知見による問題解決の迅速化と運用工数の削減

株式会社GSユアサ
本社：京都市南区
設立：2004年4月1日（グループ）
資本金：330億円（グループ）
グループ連結売上高：3,697億6,000万円（2015年3月期）
グループ従業員数：14,506名（2015年月31日現在）
事業概要：自動車用・産業用各種電池、電源システム、受変
電設備、照明機器、紫外線応用機器、特機機器、その他電気
機器の製造・販売
http://www.gs-yuasa.com/jp/

株式会社GSユアサ
情報システム部

運用管理グループグループマネージャー

吉岡 明義氏

株式会社GSユアサ
情報システム部 部長

青木 裕氏
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SAP HANAを分析基盤に
新たな競争優位性を追求

衣服の部材である生地の卸で高いシェア
を持ち、繊維業界では圧倒的な知名度を誇
る瀧定大阪だが、特に近年は既製品の販売
に急速にシフトする業界の潮流によって、従
来のビジネスモデルの再考が迫られてい
た。さらに少子高齢化でアパレル市場自体
が縮小傾向にある中、こうした状況を打開
するために同社が2010年に打ち出したの
が、次世代の成長戦略の実現に向けた中期
経営変革プログラム「チャンス・トゥ・チェン
ジ」だ。
このプログラムの1つとして掲げられたIT改
革プロジェクトにおいて、同社はSAP ERP
の導入を第1フェーズとする3つのフェーズを
設定。第1フェーズのSAP ERPによる経営
基盤の統合に続いて、第2フェーズではワー
クスタイル変革のための営業支援システムの
構築、その後の第3フェーズではファッション
プラットフォームサービスの提供によるグロー
バル経営管理の実現を見据えている。
同社の執行役員で経営管理部 部長を務め
る森口俊彦氏は、「第1フェーズのSAP
ERP導入は、あくまでも基礎固めの段階で
す。本来の目的である競争優位性が生み出
されるのは、第2フェーズの営業支援シス
テム以降という考え方でプロジェクトはス
タートしました」と振り返る。
しかし、財務会計（FI）、管理会計（CO）、仕
入れ（MM）、販売（SD）のモジュールを導入

し、2012年2月にカットオーバーさせた第
1フェーズでは、商品マスター移行での不具
合から、在庫情報が見えなくなるというトラ
ブルに見舞われる。このリカバリーには約
10カ月間の時間を要することになるが、
SAP ERPの安定稼働の見通しがついた
2012年11月から第2フェーズに着手した。
第2フェーズのテーマの1つである「見える
化」を実現するための基盤として採用され
たのが、SAP BW on SAP HANAだ。見
える化基盤の構築については、SAP Land-
scape Transformation replication
serverを使い、SAP ERPの各テーブルを
そのままSAP HANA上にリアルタイム複
製して、テーブル個別のインターフェース設
計を省く手法で、わずか6カ月という短期間
で稼働させた。またレポートについては、

「すぐ見たい」という現場からの要望に応え
るため、他社製のBIツールを用いて従来型
のレポートだけを作成するだけに留め、早
期の稼働を優先したという。
第2フェーズの2年目にあたる2014年に
は、SAP BusinessObjects Analysisを用
いて各種レポートを作成し、2015年には
SAP BusinessObjects Design Studioを
用いてオリジナルの経営ダッシュボードを
作成し、2015年7月よりマネジメント層に
リリースした。ダッシュボードでは、事業部
ごとの売上、粗利、利益などが可視化され
ており、経営層は素早い意思決定ができる
ようになっている。その中で特筆すべきこ
とは、各種繊維製品のサプライヤー事業を
運営する事業会社だけでなく、アパレル小

売事業を運営する事業会社4社の数値情報
まで一括で見られるようにしたことだ。

「アパレル小売事業会社にはSAP ERPが未
導入なので、4社の実績は現時点では月次
でデータを集約して更新していますが、経
営層には好評で、次はこれが見たいといっ
た改善リクエストも出されています。この
ダッシュボードは、第3フェーズで目指す多
角化基盤、グローバル経営基盤のベースと
なるものとして期待されています」（森口氏）
現在、他社製のBIツールで作成しているレ
ポート類についても、今後はすべてSAP
BusinessObjects Analysis、SAP Busi-
nessObjects Design Studioで作成した
レポートに置き換え、集約していく方向だ。

3年間の包括契約で
SAPの投資価値を最大化

SAP ERP導入時のマスター移行でつまず
いた瀧定大阪が、第2フェーズの導入をス
ムーズに進められた要因は、第1フェーズ
の反省を生かしたことにある。具体的には、
プロジェクト体制を変更したことと、SAPの
専属コンサルタントが3年間にわたって包括
的に支援する「Value Partnership Serv-
ice（VPS）」（現在はSAP One Serviceとし
て提供）契約を締結したことだ。
また、プロジェクト体制については「システ
ム部門主導」から「現場巻き込み型」へと変
更し、役割を明確にした。経営管理部 シス
テム課 課長の澤水健男氏は「トップにバ
リューマネジメントオフィス（VMO）を置き、

瀧定大阪株式会社

1864年の創業以来、150年以上にわたって日本の繊維業界をリードし続ける瀧定大阪株式会社。衣服の生地の卸では圧
倒的なシェアを誇る同社だが、生地購買の比率が減少する近年の市場環境の変化に対応するため、2010年より抜本的な
経営変革に着手した。2012年のSAP ERPの稼働に続いて、SAP HANAを活用した経営情報の「見える化」により、在庫
引き当て時間の短縮やERPの高速化といった成果を実現。さらに、現在はSAPのオムニチャネルコマースソリューションで
あるSAP hybris Commerce Suite、SAP hybris Marketingを導入し、2016年からの活用を目指している。

■会員事例
CASE STUDY

事業構造の変化に向けて
繊維業界の老舗が果敢に取り組む
オムニチャネルコマースへの挑戦
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その下に現場を知るリーダー（PM）とシス
テム統括部門を配置しました。PMは個別
プロジェクトの推進とプロジェクト間の連
携を図る役割を担い、現場リーダーは事業
の代表として現場の総意をまとめたり、決
まったことを現場に落とし込んだりする役
割を担っています。システム統括部門は、
SAP MaxAttention、運 用 保 守（SAP
AMS）、アプリケーション、ベーシスチーム
をすべて管理しました」と説明する。
VPSについては、新技術がいち早く検証され
て提供されること、異なるベンダー間の調整
が不要になることなどを考慮して採用した。
森口氏はメリットについて次のように語る。

「VPSでは、長期的な視点でプロジェクトを
進めることができる。優秀なコンサルタン
トを優先的にアサインしてもらえるため、中
小規模の企業には非常に有効です。SAP
のコンサルタントはSAPのソフトウェアに対
する造詣が深く、的確な支援が受けられま
すし、特に長期のプロジェクトにおいては、
業務への理解が深まり、継続的なキャッチ
アップが期待できます。また特にSAP
MaxAttentionでは、ドイツのSAP開発者
が迅速に対応してくれることもメリットです」
VPSを採用する際は、タイミングも重要だ。
3年間の契約を結んでも、その間で開発が
停滞してしまったら無駄な投資になってしま
う。そのためにも、複数のプロジェクトを常
に走らせ、計画的に導入していくことが必須
だという。

「VPSを使い倒すためには、3年先のロード
マップを事前に準備する必要がありました。
包括契約のメリットは、コンサルタントのリ
ソースに融通が利くことにあり、複雑なプロ
ジェクトには配分を柔軟に変更してもらうこ
とも可能です。VPSは決して安いサービスで
はありませんが、当社業務を理解したSAP

のコンサルタントと技術に詳しいSAP Max-
Attentionのチームが入ることで、コンサル
タント同士でもノウハウの共有が行われ、結
果的に手戻りの少ない、高品質なサービス
を受けることができました」（澤水氏）

在庫データの抽出時間が
60秒からわずか3秒に短縮

SAP HANAの導入により、瀧定大阪が目指
していた分析の高速化が実現したが、その
中で最も効果が現れたのが「在庫バランス
レポート」のパフォーマンス向上だ。在庫バ
ランスレポートとは、在庫量と在庫予測量を
示したもので、お客様への納期回答や発注
量を決める重要なレポートだ。澤水氏は「従
来、生地の売れ筋の見極めについては手書
きの売上台帳をめくりながら、勘と経験で
行っていましたが、SAP ERPの導入で一元
化が実現し、誰でも経験に頼ることなく判断
ができるようになりました。ただし、検索対
象のデータは1億3,700万件にも上り、そこ
から対象品目の在庫を抽出する作業に約
60秒かかります。それが、SAP HANAの
導入でデータ抽出にかかる時間が実測で3
秒と、20倍の改善効果が得られ、お客様へ
の納期回答時間が短縮されました」と語る。
ERPの高速化については、アドオンプログ
ラム内のデータベース処理をSAP HANA
で実行する「アプリケーションアクセラレー
タ―」として実現している。なかでも「仕入高
一覧」の処理は、導入前の442秒から52秒
へと8.5倍のスピード向上が見られた。

オムニチャネル戦略の強化に向けて
クラウド上にSAP hybrisを導入

アパレル小売事業の強化を目指す瀧定大阪

が、SAP HANAの高速基盤をフルに活用
するため、新たに導入を決断したのがSAP
のオムニチャネルコマースソリューション
SAP hybris だ 。同 社 は SAP HANA
Enterprise Cloud上にSAP hybrisを構築
するプロジェクトを、2015年9月にスタート
しており、2016年春のリリースを目指してい
る。森口氏は「オムニチャネルの基盤として、
実店舗からeコマースまで、複数のチャネル
を横串で見ながら分析し、営業効果につな
げていくことが目的です。eコマースで活用
すれば、顧客がどこから流入してきたかが即
座にわかります。顧客行動が把握できれ
ば、予測提案も可能になるでしょう。今後は
ソーシャルネットワーク分析も含めて顧客の
行動を意識しながら、カスタマージャーニー
を可視化し、顧客が求める製品を提供して
いく予定です」と述べている。
SAP hybrisの導入で瀧定大阪が掲げた第
2フェーズの計画はほぼ達成される見込み
で、2016年からは第3フェーズとしてグロー
バル経営の管理を進めていく。2016年以
降は、2014年に導入を終えた上海現地法
人以外の海外拠点にもSAP ERPを導入す
る予定だ。
2015年末にVPSの包括契約を終えるた
め、2015年からはJSUGの西日本フォーラ
ムにも参加し、今後は積極的にユーザー同
士のコミュニケーションも活用していくとい
う。「VPSの契約終了後は、SAPに関する
最新情報は、自ら入手に努めている。JSUG
には、SAPの最新情報に加え、ユーザー同
士の本音のネットワークに期待しています」

（森口氏）
常にSAPの最新ソリューションに着目し、事
業環境の変化に応じた計画的な活用を進め
る瀧定大阪のチャレンジは、多くのユーザー
の参考になるはずだ。

繊維業界の老舗が果敢に取り組むオムニチャネルコマースへの挑戦

瀧定大阪株式会社
本社：大阪市浪速区
設立：2001年8月
創業：1864年
資本金：15億円
グループ連結売上高：1,033億円（2015年1月期）
事業概要：瀧定大阪グループ（スタイレム、オリーブ・デ・オ
リーブなど）の経営企画・運営・管理、管理業務受託および
新規・重点事業の開発・運営
http://www.takisada-osaka.co.jp/

瀧定大阪株式会社
経営管理部 システム課 課長

澤水 健男氏

瀧定大阪株式会社
執行役員 兼 経営管理部 部長

森口 俊彦氏
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スマートフォンによる
コミュニケーションの促進と業務の効率化
花王株式会社（以下、花王）は、家庭用や業務
用の洗剤、トイレタリー用品、化粧品、食品
など、毎日の生活に欠かせない製品を世に
送りつづけ、洗剤、トイレタリー用品は国内
トップ、化粧品は2位のシェアを占めている。
花王グループには、約7,400名のフィールド
業務従事者がおり、百貨店や量販店、ドラッ
グストアなどで販売や美容のカウンセリン
グ、またディスプレイなどを行っている。
フィールド業務従事者にはそれぞれの業務
をサポートするシステムが用意されている
が、メインはフィーチャーフォンであり、ASP
サービスの終了や保守性の悪さなど課題を
抱えていた。その課題を解決するとともに、
将来的にも有効なデバイスとしてスマート
フォンの導入を決め、独自の統合基盤構築
を決断した。
花王 情報システム部門 統括で執行役員の
安部真行氏は、花王グループの情報システ
ム総責任者の立場から、「導入を決めた大き
な理由は2つ。1つは、新しいキャンペーン
内容の告知など、フィールド業務従事者との
コミュニケーションの促進・円滑化。現場の
意見を商品やサービスにフィードバックする
のは重要と考えます。もう1つは、勤務シフ
トや休暇など勤怠管理を効率化するためで
す」と話す。
そこでSAP Mobile Platformを用いてモ
バイル統合基盤を構築し、約7,400名の
フィールド業務従事者のうちドラッグストア

での店頭接客業務担当者約2,300名に対し
てスマートフォンを配布した。導入から運用
まで全般的なサポートを行うパートナーに
アビームコンサルティング（以下、アビーム）
が選ばれた。

明確な提案コンセプト、
熱意と分かりやすさが信頼を創出

「アビームを選んだ一番の理由は、熱意と分
かりやすさです。我々にとって初めてトライ
する内容でしたので、分からないことが多
かったのですが、細かく丁寧に教えてくれま
した。それが信頼につながりましたね」と振
り返るのは、花王 情報システム部門 ビジネ
スシステム部 コマーシャルエクセレンスグ
ループの清原秀明氏。特に、今まで花王が
業務で使っていたフィーチャーフォンからス
マートフォンへ替えるメ
リットの説明が明確
だったと言う。
アビームが提案した
コンセプトは3つ。

【未来志向】将来を見
越した統合基盤の導
入。

【つながる】フィールド
業務のサービスレベ
ルを向上するしくみの
導入。

【ワンサービス】業務・
システム・運用を効率
化するしくみの導入。

今回のプロジェクトは単発ではない。スター
トは、フィールド業務従事者に活用してもらう
ことだが、先の将来を見据え、さまざまなし
くみを順次開発していく。その際のコストも
配慮した提案が高い評価をいただいた。

ユーザビリティから研修システムまで、
配慮・解決すべき内容は多種多様

「課題と言いますか、配慮すべき点や解決す
べき内容は少なくありませんでした」花王 情
報システム部門 ビジネスシステム部 コーポ
レートサービスグループの東保行氏は言う。

「初めてスマートフォンを導入するわけですか
ら、たとえば画面の文字サイズから画面構
成、機能など、ユーザビリティについては議
論を重ね、多くのご提案をいただきました。
また、言うまでもなく、このプロジェクトは、

アビームコンサルティング株式会社

洗剤、トイレタリー用品は国内トップ、化粧品は2位のシェアを誇る花王グループ。さらなるサービス向上のため、百貨
店や量販店、ドラッグストアで販売を行うフィールド業務従事者のモバイル統合基盤構築、スマートフォン導入を計画。
そのパートナーとしてアビームコンサルティングを選定し、コミュニケーション強化、業務の効率化などを実現した。

フィールド業務支援のための
モバイル統合基盤を構築
コミュニケーションの促進、業務効率向上を実現

CASE STUDY
■花王株式会社 導入事例

Partner Solutions

SAP Mobile Platform

SAP Afaria（MDM）

既存資産の有効活用と
統合システムの構築を同時に実現した。

スマートフォン
（モバイル端末）

既存システム 新規システム

店頭接客業務

店舗実現業務

販売業務

営業支援業務

店頭接客システム

就業管理システム

ユーザ管理システム

情報共有システム

フィールド業務支援システム

既存Aシステム

既存Bシステム

ERP

※MDM（Mobile Device Management）: 企業などで社員に支給するスマート
フォンなどの携帯情報端末のシステム設定などを統合的・効率的に管理する手法。

システム構成図
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スマートフォンのアプリケーションをつくるこ
とが目的ではありません。フィールド業務従
事者を社内の標準化された業務プロセスに
どう統合していくかが対応課題の1つのテー
マでした。いろいろなセクションの方がい
ますから、それぞれの業務プロセスを整理
することからはじめました」
また、課題の1つが、構築したシステムの使
い方を日本全国にいる約2,300名のフィー
ルド業務従事者にマスターしてもらうこと。
フィールド業務従事者は、日々各地の店舗へ
通っているため、どのように研修に参加して
もらうか、また合理的な研修方法、トレー
ニング計画の策定にプロジェクトの早い段
階から着手した。

徹底的な議論と具体的なサンプル、
事前準備でプロジェクトを推進
花王のメンバーは社風のようなものと口を
揃えるが、花王にはグループ各社、各セク
ションの壁がない。そのため、お互いの業
務を理解しながら円滑に進めることがで
き、それがこのプロジェクトを成功に導いた
要因の1つといえる。
また、配慮すべき点を多角的に追求し、空論
になりがちな内容に関しては、実際に動作
するモックアップをつくり、ユーザビリティの
確認と検討を繰り返しながらプロジェクトを
進行した。

「サンプルをつくってもらったことが奏功したと思
います。できあがりのイメージを少しずつ成長
させながら進めてもらったことで理解が深まり
ました。早い段階から最終形がわかったので、
誰もが興味を持てましたし、プロジェクトへの
参加意欲も高まり、最後までモチベーション

が下がることはありませんでした」と東氏。
約2,300名への研修方法に関しては、全国
の延べ165カ所で開催。より短時間でマス
ターしてもらうためにトレーニングマニュアル
やビデオを作成。花王とアビームでトレー
ニングチームを構成し、所要時間を計測する
など余念のない模擬トレーニングを行った。
花王 情報システム部門 アシスタントマネー
ジャーの森尻裕夫氏は「トレーニングチーム
は業務、システム、アビームでの混成チーム
だったのですが、立上げ段階でアビームが
うまくリードしてくれた結果、一体感を持って
取り組めました」と話す。

花王＆アビームの一体運営が
スムーズな導入を実現
今回のプロジェクトはスタート時より綿密な議
論を繰り返し、花王、アビームお互いのやるべ
きことを着実に行ったため、一切の遅延なくス
ケジュールどおりに一体運営が実現した。
フィーチャーフォンからスマホに変わったこ
とで画面が大きく見やすくなり、操作性も良
くなったとフィールド業務従事者からの評判
も上々。また、今回のプロジェクト開始前
に、フィールド業務従事者に個人で使ってい
るモバイルを調査したところ、なんと90％
がスマホの使用者であった。一般的な普及
率が60％前後であることを考えれば、かな
り高い数値といえる。大半がスマホの操作
に慣れていたこともスムーズな導入を後押
しした。

コミュニケーションの活性化が
さらなるサービス向上を促進
統合基盤を構築し、スマートフォンを導入し

たことで、オフィスとのコミュニケーションが
活性化。オフィスからの告知がスムーズに
なったうえ、インタラクティブな情報収集によ
りサービス向上を促進している。フィールド
業務従事者同士もコミュニケーションしやす
くなり、ノウハウやスキルが伝承され、これも
サービスのクオリティを高めている。
また、旧態依然とした紙ベースの勤怠管理
などの作業が廃止されることで多大な労力
とコストが削減されるなど、導入効果は多
方面に波及している。
安部氏は言う。「今後はICT技術の進化を見
つめながら、販売や営業支援など業務内容
を拡大していくうえ、OSのバージョンアップ
や新機種への入れ替え、改善など、より効率
的な運用・保守を図っていきます。アビーム
が掲げている“リアルパートナー”どおり、常に
真摯に責任感をもって業務を遂行してもらい
ました。このワードに嘘はありませんでした」
今回は、現場をサポートするためのツールと
してスマートフォンを導入した。モバイル基盤
システムをどのように発展させ、有効活用して
いくかが次の課題であり、同時に時代を見据
えた施策をスピーディに提案していくことが
リアルパートナー、アビームの使命である。

フィールド業務支援のためのモバイル統合基盤を構築 コミュニケーションの促進、業務効率向上を実現

〒100-0005　東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
TEL：03-6700-8800
URL：http://jp.abeam.com/

アビームコンサルティング株式会社

お問い合わせ先

花王株式会社

創業：1887年6月
資本金：854億円（2014年12月31日現在）
売上高（連結）：1兆4,017億円（2014年12月期）
従業員数：6,664人（連結対象会社合計 32,707人）
事業内容：ビューティケア、ヒューマンヘルスケア、ファブ
リック＆ホームケア、ケミカルの領域で事業を展開
http://www.kao.com/

花王株式会社
情報システム部門 ビジネスシステム部

コマーシャルエクセレンスグループ

清原 秀明氏

花王株式会社
情報システム部門　統括

執行役員

安部 真行氏

花王株式会社
情報システム部門 ビジネスシステム部

コマーシャルエクセレンスグループ アシスタントマネージャー

森尻 裕夫氏

花王株式会社
情報システム部門 ビジネスシステム部

コーポレートサービスグループ

東 保行氏
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他業種多品目を扱うメーカーに適した
SAPシステム導入提案を評価
総合機械メーカーとして、機械コンポーネン
ト、精密機械、建設機械、産業機械、船舶、
環境/プラントの6セグメントで事業を展開
する住友重機械工業（以下、SHI）。海外売
上高が5割を超える同社は、さらなる拡大
を急ピッチで進めている。
海外ビジネスの拡大に伴い課題となってき
たのが、グローバル視点での経営/業績管
理の強化だ。業務システムが事業部単位で
個別最適化されていたため、本社部門が事
業部の経営情報を早期に把握することが難
しく、急速に進む分社化、M＆A、事業再編
といった環境変化への対応、後継者育成な
どの課題も抱えていた。
そこで同社は、グローバルな成長に対応す

るグループ経営基盤の構築を検討。この構
想で、最初のターゲットに定めたのが会計領
域だ。従来は国産パッケージをカスタマイ
ズした会計システムをSHI本社および国内
の主要グループ会社で利用してきたが、海
外グループには展開しておらず、国内でも非
展開会社が多数存在している状況だった。

「基幹システムの導入を検討した2009年当
時は、IFRS対応も課題となっていました。
そこで、グループ/グローバルの共通会計シ
ステム基盤を先行して構築し、経理業務や
経営管理業務の標準化を図ることにしまし
た」と、経理部長（プロジェクト推進当時：プ
ロジェクトマネージャ）の山本直人氏は語る。
ERPパッケージを活用する方針を立てた
SHIは、日本初となるSAP Business Suite
powered by SAP HANA（以下、ERP on

SAP HANA）の導入
を決断した。SHIグ
ループのIT業務を担
当する住友重機械ビ
ジネスアソシエイツ株
式会社で本プロジェ
クトのインフラリー
ダーを担当した情報シ
ステム部 ビジネス変
革グループ 技師の大
越崇之氏は、「トラン
ザクション系（OLTP）
と分析系（OLAP）を
1つのDBで実現する

製品コンセプトに加え、データウェアハウス
やBIツールを新たに導入する必要がないこ
とも採用の理由です」と語る。
導入パートナーには、実務に即した業務プ
ロセスに対応するシナリオを装備し、グロー
バル展開も可能なSAPシステムテンプレー
ト「HITRY/Global」を提案した日立製作所
が選ばれた。

「決め手は、IFRS対応のコンサルティングで
構想策定支援をいただいた際の高いコンサ
ルティング力と、今回の提案内容への評価で
す。日立の提案は、SHI同様に多業種多品
目を扱う製造業である日立グループへの導
入経験を活かして着実に展開を進めていく
提案内容であり、プロジェクトに参画する
コンサルタント、SEのみならず、日立の業務
部門のメンバーも提案に加わっていただき、
我々のプロジェクトにおいても、そこでのノ
ウハウ、経験を活用できるという点で実現性
が高く納得することができました」（山本氏）
さらに、日立がERP導入を手がけた他の企
業を訪問し評判を聞いたり、SAP ERPを
利用している日立の財務部門を見学したり
するなどした結果、信頼できるパートナーで
あると確信したという。

業務部門とIT部門による専任体制で
集中的に導入を推進
第1ステップとしてSHI本社と国内関連会社
12社を最初のターゲットに定めた会計シス
テムの導入プロジェクトは、2013年10月

株式会社日立製作所

半導体から大型タンカーや化学プラントまで、さまざまな産業の発展に貢献している住友重機械工業株式会社。同社
はグローバル経営情報の可視化、業務の標準化に向けてSAP Business Suite powered by SAP HANA（ERP on
SAP HANA）を国内で初めて導入し、会計システムを刷新。インフラにも国内で初めてSAPのクラウドサービスSAP
HANA Enterprise Cloudを採用したプロジェクトには、日立製作所の豊富な知見とノウハウが活かされている。

SAPのクラウド上で
“ERP on SAP HANA”を稼動
2つの「国内初」を実現した総合機械メーカー

CASE STUDY
■住友重機械工業株式会社 導入事例

Partner Solutions

グループ／グローバル共通会計システム基盤

スクラッチシステム（会計ワークフロー）

債務計上

一般会計

Analysis Office

SAP  GUI

Webブラウザ
伝票の登録申請・
審査・承認

支払、固定資産、
予算など入力・確認

大量データ帳票出力、
多次元分析

債権管理 債務管理 資金管理

固定資産管理 月次業績管理 予算管理

債権計上 振替計上 入金消込

SAP ERP（ERP on SAP HANA）
日立SAPシステムテンプレート「HITRY/Global」

SAP HANA Platform

・単体決算 ・債権残高
・入金処理

・固定資産
・リース資産

・部門費
・製品損益

・年度予算
・見通

・債務残高
・支払処理

・入出金管理
・現預金残高

SAP HANA
Enterprise Cloud

会計システム構築範囲
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から始まり、2015年4月にカットオーバー
した。
国内初となる“ERP on SAP HANA”の導
入に向け、SHIではプロジェクト専任体制を
敷いて集中的に取り組んだと、財務経理本
部 基幹システムプロジェクト 主査（プロジェ
クト推進当時：プロジェクトリーダー）の加島
俊蔵氏は振り返る。

「経理およびシステム部門からそれぞれ業
務に精通したメンバーを選抜し、専任チー
ムを作ることで、SHIと日立のコンサルタン
トとSEが一丸となって進めました。日立か
ら提案を受けて設置した会議体がコアとな
り、非常に良いコミュニケーションが取れた
と感じています」
アドオンについては、日本の会計基準に厳
密に合わせることを優先したが、SHIだけで
は判断できない部分においても日立のグ
ローバルで400件を超えるSAP導入経験か
ら適切なアドバイスが得られたという。
プロジェクトに付きものの困難もあった。

「長年運用してきた会計システムではデータ
形式やマスターが整備されていない箇所が
あり、SAP ERPへのデータ移行は難航し
ましたが、日立のコンサルタント、SEとSHI
のメンバーがワンチームになり連携し課題
解決できたので、プロジェクトの長期停滞を
避けることができました」（山本氏）

開発/テスト環境にAWSを併用し
クラウド上への導入を実現
インフラにはSAPのクラウドサービスSAP
HANA Enterprise Cloud（以下HEC）を採
用している。このサービスもプロジェクト当
初、国内での導入例はなかったが、システム

拡張の柔軟性を重視したという。
「SAP HANAベースのERP導入にあたり、
難しいのはインフラのサイジングでした。そ
こで、柔軟に拡張が可能なクラウドに着目
し、SAPシステムとの親和性やセキュリティ
を考慮して選択しました」（大越氏）
当初はドイツで運用するHEC上にテスト環
境を構築し、評価を行った。プロジェクト
開始後に、日本の運用環境に切り替え、現
在は3ランドスケープ（開発、結合/統合テ
スト、本番環境）で利用している。
一方で、要件定義の段階からアマゾン ウェ
ブ サービス（AWS）上に試験環境を構築し、
簡易的なテストをAWS上で行っている。リ
ソースの調達が容易で、環境がすぐに用意
できるため、動作検証やアドオン開発の単
体テストに利用し、スムーズに開発を進める
ことができたという。
システム稼動後の現在も、簡単な検証およ
びバックアップ環境としてAWSを利用して
いる。本番環境に影響を与えることなくシ
ステム改変やパッチ適用の検証を行えるた
め、運用上のメリットは大きい。

「HECとAWSそれぞれのクラウドサービス
上での開発、テスト、評価にも日立のベーシ
スチームから支援を受け、各種ドキュメント
類を整備してもらうことで、継続的に運用で
きる体制を残すことができました」（大越氏）

会計システムを国内外で統一し
グローバル経営基盤を確立
2015年4月の本稼動から半年が経った現
在、月次処理は順調に行われており、四半期
決算もトラブルなく済んだ。ERP on SAP
HANAの導入でパフォーマンスが向上し、会計

業務の時間が全体的に短縮されたという。そ
れまでバッチ処理の完了を待って確認していた
分析も、リアルタイムにできるようになった。
インフラについては、当初の想定よりもシステム
構成がシンプルになり、サーバーの設置スペー
ス、消費電力、データセンター運用費用の削
減などで、コストの軽減が見込まれている。運
用/保守は、導入後もアプリケーション、ベーシ
スともに日立の支援を受けているが、将来的に
は自社運用に切り替える計画だ。
プロジェクトは、会計システム導入の第2ス
テップとして国内グループ9社への展開を進
めており、第3ステップ以降では、海外のグ
ループ会社にも展開する予定だ。「進行中
の第2ステップは、既存の生産管理システム
も業務プロセスもSHI標準と異なるグルー
プ会社が多く、困難が予想されるため、日
立には引き続き強力なサポートを期待して
います」（加島氏）
グローバルな成長にスピーディーに対応可
能な経営基盤を着 と々整えていくSHI。最
新の“ERP on SAP HANA”に日立の知見
を取り入れたクラウドシステムが、進化を遂
げるSHIのビジネスを強固に支えていく。

SAPのクラウド上で“ERP on SAP HANA”を稼動 2つの「国内初」を実現した総合機械メーカー

〒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
E-mail：mk-staff@itg.hitachi.co.jp
URL：http://www.hitachi.co.jp/saphana/

株式会社日立製作所 情報・通信システム社
エンタープライズソリューション事業部

お問い合わせ先

住友重機械工業株式会社

設立：1934年11月1日
資本金：308億7,165万円

（2015年3月31日現在）
売上高：6,671億円（連結）（2014年度）
事業概要：機械コンポーネント、精密機
械、建設機械、産業機械、船舶、環境/
プラントの研究/開発/製造/販売
http://www.shi.co.jp/

住友重機械工業株式会社
経理部長

山本 直人氏

住友重機械工業株式会社
財務経理本部  基幹システムプロジェクト

主査（プロジェクトマネージャー）

加島 俊蔵氏

住友重機械ビジネスアソシエイツ株式会社
情報システム部

ビジネスプロセス変革G  技師

大越 崇之氏
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定期的なサーバー再構築による
コスト負担や運用の手間が増大
長年のエンジニアリングノウハウを活かし、
安全・効率的な産業ソリューションを提供
する安川シーメンス オートメーション・ドラ
イブ（以下、YSAD）。産業機械の動力源と
なるドライブ装置、モーター、コントローラ
などを自由自在に組み合わせ、さまざまな
産業のオートメーション化に貢献する。
同社のIT戦略の機軸となる考えは「標準化

と効率化」だ。「ITは本業のビジネスをサ
ポートするためのもの。運用管理や保守
に、必要以上のコストや人的リソースを費
やすべきではない」と同社の吉武成人氏は
主張する。
合併を機に導入したSAP R/3も、こうした
考えに基づくもの。従来の基幹業務システ
ムをカスタマイズして使うより、SAP R/3
で標準化を加速した方が、メリットが大きい
と判断した。

その後、何度かのバージョンアップを実施。
SAPシステムをオンプレミスで継続利用し
ていたが、その度にサーバーの再構築や新
しいプラットフォームでの動作検証が必要
になる。「バージョンアップがなくても、
サーバーの保守期限は通常5、6年程度。
システムには何の問題もないのに、期限が
来ればサーバーのリプレースが必要です」
と吉武氏は課題を述べる。
その作業には、検証も含めて半年から1年
はかかる。投資を捻出するため、経営の承
認も得なければならない。「業績によって
予算の獲得が難しい場合、プロジェクトを
延期せざるを得ない。これは業務を支える
IT戦略上、大きなリスクです」（吉武氏）

専用サーバーで信頼性を確保
フルアウトソースの安心感を評価
この状況を改善するため、新たな基盤とし
て検討したのが「クラウド」である。
SAPシステムは基幹業務を支えるシステ
ム。高い信頼性・可用性が求められる。

「しかし、多くのクラウドサービスはサー
バーのシェアモデルで、その収容先も公開
していませんでした。自由度を高めると、
運用保守を自分たちで行わねばならず、ク
ラウドのメリットを活かせない」と話す吉
武氏。

株式会社インターネットイニシアティブ

日本とドイツというものづくり大国にルーツを持つ世界的な総合テクノロジーカンパニー、安川電機とシーメンスの
合弁会社として設立された安川シーメンス オートメーション・ドライブ。同社はITの最適化を目指し、SAPシステム
のクラウド化に舵を切った。その基盤に採用したのが「IIJ GIOコンポーネントサービス 仮想化プラットフォーム
VWシリーズ（以下、IIJ GIO VWシリーズ）」だ。独SAP社の認定を取得した「IIJ GIO for SAPソリューション」との
組み合わせで、オンプレミスのSAPシステムを安全にクラウド化でき、運用工数も3割削減できる見込みだ。

IIJ GIOを活用してSAPシステムを
専用サーバーでクラウド化
高い安全性・信頼性を確保し、
運用工数の3割削減を目指す

CASE STUDY
■安川シーメンス オートメーション・ドライブ株式会社 導入事例

Partner Solutions

システム概要図
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そんな中、YSADのシステム構築・運用保
守をサポートする東洋ビジネスエンジニア
リング（B-EN-G）から提案されたのが「IIJ
GIO VWシリーズ」である。同社は国内で初
めてSAPシステムの導入案件を成功させた
SIベンダー。製造業を中心に数多くの導入
実績を持つ。その強みを活かし、IIJととも
にSAPシステムのクラウド化を支援する。
IIJ GIO VWシリーズはVMwareをベース
としており、オンプレミスからの移行を容
易に行える。サーバーもシェアモデルでは
なく、専用サーバーを利用できる。データ
センターは国内にあり、SAPシステム以外
のサーバーも同じデータセンター内に収容
可能だ。「信頼性を確保しつつ、インフラの
調達・管理から運用保守までフルアウト

ソースできる点を評価しました」と吉武氏は
選定の理由を語る。
SAPシステムの移行に先駆け、業務システ
ムの1つである「Web-EDI」において、東洋
ビジネスエンジニアリングのサポートのも
とでクラウド化のパイロット導入を実施。

「構築までの期間は限られていましたが、
柔軟性の高いIIJ GIO VWシリーズを活用
することで、短期間での構築を実現し、予定
通り2015年1月にシステムをカットオー
バーできました」と東洋ビジネスエンジニ
アリングの飯田士郎氏は話す。
このパイロット導入は“本丸”であるSAPシ
ステムのクラウド化に向けて、IIJ GIO VW
シリーズの性能を評価するのが狙い。「本
稼動以降、ハードに起因するトラブルはゼ
ロ。高い信頼性を実感しています」と吉武
氏は満足感を示す。

コストの平準化でリスクを回避
長期利用でコスト削減幅が拡大
YSADは2015年4月より、SAPシステムの
クラウド化プロジェクトをスタート。現在
サーバー環境の構築が完了し、2016年1
月の本稼動に向けて検証作業などを重ね
ているところだ。

「プロジェクトが頓挫する大きな要因の1つ
が、コミュニケーション不足。その点、IIJは
問い合わせに対して迅速・的確に回答して
くれるので、手戻りが少ない。トラブル対応
もスピーディーで、プロジェクトは予定通り
に進んでいます」と飯田氏は評価する。
SAPシステムのクラウド化は、同社にさま
ざまなメリットをもたらす。「導入段階には
ある程度のコスト負担が必要ですが、一度

システムを作れば、インフラの保守は不要。
コストも平準化できるので、景気や業績に
よるIT予算の変動リスクを回避できます」と
吉武氏はメリットを語る。
急激なリソースの増加時も、クラウドなら
最適なコスト負担で柔軟な対応が可能だ。

「本稼動後は運用工数の3割削減を見込ん
でいます。試算では7年ほどでクラウド化
の構築投資を回収できる見込み。サーバー
リプレースや保守の手間もなくなるので、
長期的に利用することで、大きなコスト削
減が期待できます」（吉武氏）
今後はSAP以外のシステムのクラウド化に
も積極的に取り組むとともに、新技術への
対応に向け、システムの進化に向けた準備
も進めていく。「その1つとして、インメモ
リーコンピューティングを具現化したSAP
HANAをクラウド上で利用できるIIJのサー
ビスも注視していきます」（吉武氏）
SAPシステムのクラウド化により「標準化と
効率化」を大きく加速させた同社。今後も
クラウドのメリットを活かし、ビジネスに貢
献するITの実現を強力に推進する考えだ。

設立：1999年10月1日
資本金：21億2,500万円
売上高：204億円（2015年3月期）
従業員数：280名（2015年3月）
事業概要：産業用電気機械設備およびシステムの設計・製造・販売・
保全など。これまでに培ったエンジニアリングノウハウを活かし、より
安全・効率的なソリューションの開発・提供に力を注ぐ。
http://www.ysad.co.jp/

安川シーメンス オートメーション・ドライブ株式会社

IIJ GIOを活用してSAPシステムを専用サーバーでクラウド化  高い安全性・信頼性を確保し、運用工数の3割削減を目指す

〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2　
飯田橋グラン・ブルーム
TEL：03-5205-4466
E-mail：info@iij.ad.jp
URL：http://www.iij.ad.jp/

株式会社インターネットイニシアティブ

お問い合わせ先

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
執行役員 ソリューション事業本部

第1営業本部長

飯田 士郎氏

オートメーション・ドライブ株式会社
管理本部 ITグループ グループ長

吉武 成人氏

※本記事は2015年10月に取材した内容を基に構成していま
す。記事内のデータや組織名、役職などは取材時のものです。

課　題
● 定期的に発生するサーバーリプレースによ

るIT予算の押し上げ
● 半年以上かかるサーバーリプレースがIT

部門の本来業務を圧迫
● IT予算変動の影響により、サーバーリプ

レース計画の実行が流動的

効　果
● 運用保守の手間が不要になり、運用工数を

3割程度削減できる見込み
● コストが平準化されるため、景気や業績に

よるIT予算の変動リスクを回避
● 初期投資を約7年で回収し、長期利用でコ

スト削減メリットが拡大

導入したサービス・ソリューション
● IIJ GIOコンポーネントサービス

仮想化プラットフォーム VWシリーズ
● IIJ GIO統合運用管理サービス
● IIJ GIO for SAPソリューション
● IIJ GIOプライベートバックボーンサービス
● IIJデータセンターサービス
● IIJ広域ネットワークサービス

安川シーメンス 
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回帰テストの効率化に向け
テストツールの運用体制を整備
住 友 重 機 械 工 業（以 下、SHI）は 、SAP
HANA Enterprise Cloud上にSAP Busi-
ness Suite powered by SAP HANAを
導入し、本社と国内12拠点で新会計システ
ムを稼動させた。さらに他の国内拠点、海
外のグループ会社にも展開するほか、会計
以外の生産管理系システムなどにも順次展
開していく予定だ。
比較的新しい製品であるSAP HANAには
サポートパッケージ（SP）が頻繁にリリース
される。SHIグループのIT戦略を支える住
友重機械ビジネスアソシエイツの情報シス
テム部 ビジネスプロセス変革グループ
リーダーの細川真理氏は「当初から、ワン
インスタンスでシステム化を進めていく方
針がありました。新しい会社をシステムに
追加する場合やSPやEhPを適用する場合、
影響範囲が大きく回帰テストが必要です
が、すべてを手動でテストするのはほぼ不
可能であるため、自動化を検討する必要が
ありました」と振り返る。
SHIでは2014年にテスト自動化ツール

「SAP Quality Center by HP」をスミテム
の支援を受けて導入した。その時点でイン
フラや利用方針・開発規約などは整備され
ていたが、工数の見積り、テスト仕様書の
記載項目の決定、開発工程の管理、テスト
対象アプリケーションの自動化検証などが
十分でなかった。また、ツールを使いこな

す要員の確保も課題だった。
そこで同社は、自動化の推進と要員の育成
に乗り出した。住友重機械ビジネスアソシ
エイツ 情報システム部 ビジネスプロセス
変革グループ 主事の鈴木宏誌氏は「マネジ
メントはSHIが行い、フィリピンのグループ
関連会社で開発と運用を実行したいと考え
ました。まず、SAP GUI for Windowsと、
SHIで独自開発したWebシステムの業務テ
ストの自動化をスコープとして、実装しなが
ら課題抽出と工数計測を行うプロジェクト
を立ち上げました」と語る。

自動化開発のマネジメントを含む
26項目のスキルトランスファーを実施
SHIは会計システムに1回目のSPを適用す
る2015年末を見据え、スミテムの「要員育
成型QC開発支援サービス」を採用した。

「当社のプロジェクトで取り組みたい課題の
解決に適したサービス内容と、SAP Quali-
ty Center開発の豊富な実績・ノウハウが決
め手になりました」（鈴木氏）

「要員育成型QC開発支援サービ
ス」は、初回のテスト自動化開発
をスミテムが全面的に支援し、
導入企業の開発要員にスキルト
ランスファーを実施するサービ
スだ。経験豊富なスミテムの
コンサルタントが支援しながら
開発を進めることで、品質の高
い自動テスト資産が構築できる。

また、作業方法・手順を確実に習得するこ
とで、2回目以降の開発を自社要員のみで
も効率的に実施できる。
2015年7月から始まったプロジェクトには
SHIから鈴木氏、フィリピンの関連会社から
2名が参加し、3カ月にわたって自動化開発
とスキルトランスファーが行われた。作業
はスミテムで実施したため、SAPシステム
の導入プロジェクトで利用していた仮想デ
スクトップ サ ービ ス（Amazon Work-
Spaces）を用いて、社外からテスト対象ア
プリケーションとSAP Quality Centerの
開発環境にアクセスできるようにした。

「マネジメント面、インフラ面、設計手法、開
発手順などの26項目について、マンツー
マンに近い形で支援をいただきました。講
義やOJTについては、『理解できない/一部
理解できない/自己解決できる/第3者に説
明できる』の4段階で理解度をチェックしま
した。『第3者に説明できる』レベルを目標
とした項目は、一度の説明で目標レベルに

住友セメントシステム開発株式会社

総合機械メーカーの住友重機械工業株式会社は、グローバル経営管理強化を図るためSAP Business Suite
powered by SAP HANAの導入を進めている。今後のロールアウトやパッチ適用を見据え、テスト管理・自動
化ツールのSAP Quality Center by HPによるテスト自動化開発、要員のスキル習得に同社が活用したのが、
住友セメントシステム開発株式会社（以下、スミテム）の「要員育成型QC開発支援サービス」だ。

テスト自動化開発のノウハウを
3カ月で習得しシステム導入やSP適用時の
回帰テストを効率化

CASE STUDY
■住友重機械工業株式会社 導入事例

Partner Solutions

スキルトランスファー項目一覧表とチェックシート
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達しないこともあったので、繰り返し説明
を受けたり、実際の開発作業の中で理解を
深めました」（鈴木氏）
今回は特に、今後の社内への引継ぎも考慮
に入れ、自動化開発の詳細な操作手順書の
作成と同時に自動化開発を行ったため負担
も大きかったが、要員の努力で乗り切った。

自社に合った自動化開発方法に調整し
コスト算出のための基礎データも収集
自動化開発のポイントは、開発をスムーズ
に進めるためのインプットを整備すること
と、効率的な開発でコストを抑えることだ。
例えば、回帰テストにおける業務シナリオ
のテスト自動化開発の場合、インプットの1
つであるテスト仕様書はアプリケーション
担当者がシステムフローに沿って作成する
が、その詳細度は担当者の経験に拠るとこ
ろが大きい。一方、自動化開発の担当者は
アプリ担当者に比べると業務の知識に乏し
いため、テスト仕様書の詳細度によっては
正しい実装ができず、この溝をいかにして
埋めるかがポイントとなる。

「テスト仕様書を詳細化してフィリピン側に
引き渡すのか、あるいはそれはある程度ま
でとして、自動化開発の最初のステップで
ある操作記録作業までをアプリ担当者側
で行うのか。双方がかけられる工数にも
制限があるのでSHIの状況から最善な方法
を探りました」（鈴木氏）
また、開発コストの低減も重要だ。今回の
プロジェクトでは、自動化開発の各工程の
コストを詳細に把握することと、開発支援
ツールを使用してどの程度工数が圧縮でき
るのかの検証を行った。

例えば、参加メンバーが同じアプリ操作を
記録する作業を行い、作業時間の平均値を
出して工数とした。属人性を排除したデー
タを採取するために必要なプロセスだ。
各工程に必要な工数を算出後、さらなるコ
スト圧縮を図るため、スミテムの自動化開発
支援ツール「QC-ACCEL」も利用した。スク
リプトの自動編集や情報の一括登録機能な
どにより工数削減効果が得られるため、この
ツールの利用も開発手順に盛り込んだ。

プロジェクトを経て得られた
自動化開発の効果
SHIは、3カ月のプロジェクトを通してテス
ト自動化開発の体制を確立した。自動化開
発の体制をさらに強固なものにするには、
スキルを習得した要員から他のメンバーに
スキルトランスファーを行う必要があり、現
在はそのステップを実施中だ。元々は外部
に依頼せざるを得なかった自動化開発のト
レーニングも、プロジェクトを経た今なら
社内要員のみで完結できる。
また、今回のプロジェクトで得た自動化開発
各工程の実測値は、今後のテスト開発工数
算出の根拠として活用できる。「テスト自動
化にどの程度コストがかかり、どれくらい回
帰テストがあれば自動化によるコストメリッ
トが出るのか判断できる材料が揃いまし
た。メリットがあると判断できれば、回帰
テストの機会自体も増えるし、システムの
品質向上にも繋がると考えています」と細
川氏は期待を寄せる。
技術面では、自動化対象のスコープが拡がっ
た効果も大きい。例えば、テストシナリオの途
中にSAPシステムのバックグラウンド処理が

含まれていても、手作業を挟むことなくテスト
が自動的に実行できるようになった。

「当初、『自動処理→バックグラウンド処理→
自動処理』という流れのテストシナリオの自動
化は諦めていましたが、スミテムからバック
グラウンド処理を自動化するノウハウを得ら
れたのは嬉しい驚きでしたね。今では、さま
ざまなテストシナリオを一気通貫で自動化で
きるようになりました」（鈴木氏）

SAP以外にもスコープを拡大し
テスト全体の工数を圧縮
SHIでは今後、テスト自動化スコープを拡大
していく方針を掲げている。2015年12月に
会計領域のSP適用に向けた自動テストを行
い、生産管理系の領域でも今後自動テストを
実施する計画だ。また、アプリケーション面
では、SAP以外の業務系システムについても
Webアプリケーションを中心にテスト自動化
の開発やマニュアルの整備を続けていく。
現在もグローバル事業の拡大を続けるSHI
のSAPシステム活用は、まだ始まったばか
りだ。今回獲得したテスト自動化のノウハ
ウは、SHIグループのシステム運用に大き
く役立つに違いない。

テスト自動化開発のノウハウを3カ月で習得しシステム導入やSP適用時の回帰テストを効率化

〒105-0012東京都港区芝大門1-1-30 芝NBFタワー3F
TEL：03-6403-7861
E-Mail : erp_qc@sumitem.co.jp
URL：http://www.sumitem.co.jp/service/qualitycenter

住友セメントシステム開発株式会社　
情報システム事業部 QCコンサルティング部

お問い合わせ先

住友重機械ビジネスアソシエイツ株式会社
情報システム部

ビジネスプロセス変革グループ GL

細川 真理氏

住友重機械ビジネスアソシエイツ株式会社
情報システム部

ビジネスプロセス変革グループ 主事

鈴木 宏誌氏

住友重機械工業株式会社

設立：1934年11月1日
資本金：308億7,165万円

（2015年3月31日現在）
売上高：6,671億円（連結）（2014年度）
事業概要：機械コンポーネント、精密機械、建設機械、
産業機械、船舶、環境/プラントの研究/開発/製造/販売
http://www.shi.co.jp/
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「人」を中心とした相関関係を
グラフィカルに表示
MKI Intelligence Search Engineは、社
内に分散するメールやスケジュール、ドキュ
メント、SNSなどの非構造データと、業務
システム内の構造データをSAP HANAの
プラットフォーム上に集約し、キーワードに
応じて人材や情報の相関関係を表示するソ
リューションです。発信者である「人」にス
ポットを当てて結びつきの強さを表示する
ため、膨大な情報から、キーパーソンや関
連情報を簡単かつ短時間に探すことができ
ます。
具体的な例として、「IoT」で検索をすると、
IoTに関連した人物、ドキュメント、SNSへ
の投稿などがスコア付けされて関連性の高
い順に表示されます。そこに「モバイル」な
どキーワードを追加すると、さらに関連し
た情報が抽出されます。グラフィカルモー
ドでは、検索結果の中から知りたいテーマ

を選んで画面にドラッグすると、関連する
人物がイメージツリーのように表示されま
す。テーマとの関連度が強いほど太い線で
表示されるため、誰にアプローチをして、ど
のドキュメントを参照すればよいかが一目
で理解できます。この仕組みがあれば、例
えば国内外に多くの関連会社や拠点を抱え
る企業であっても、新規プロジェクトの適
任者をスピーディーに探したり、部署を横
断した関係者によるチームを組んだりする
ことが一段と容易になります。

アーリーアダプションプログラムのもと
いち早く開発を実施
検索エンジンのアーキテクチャーは、顧客
企業の要望を受けてMKIが約2年かけて開
発したものです。まず、クローラーを用い
て構造データと非構造データを収集し、
SAP HANAに取り込みます。インプットさ
れた情報は文節に切り分けられ、処理プロ

グラムによってスコアリン
グ を 計 算 。最 後 に SAP
HANAのグラフエンジン
機能を利用して、人物やド
キュメントの相関関係を表
示します。
SAP HANAのグラフエン
ジン機能は、統計学のグラ
フ理論に基づき、言葉の関
連性を数値化するもので
す。MKIではリリース前の
機能を先行評価するSAP

のアーリーアダプションプログラムのもと、
2014年夏から研究を続けてきました。
今後は、金融機関における与信管理や、化
学品の規制管理など、業界を問わずさまざ
まな用途が検討されています。MKIは検索
エンジンによる解析結果とSAP ERP上の
データをマッチングさせながら、情報の可
視化基盤を構築することも構想しています。

2015年のSAPPHIREで
HANA Innovation Awardを受賞
SAP HANAの技術検証に積極的に取り組
んできたMKIでは、これまでも癌ゲノムの
解析、需要予測、市況予測などの成果を、
米国オーランドで毎年開催されるSAP-
PHIREで発表しています。今回の検索エン
ジンについて講演も実施した2015年は、

「HANA Innovation Award」において
Business Application分野の「Technolo-
gy Trailblazer」部門で3位に選出されるな
ど、大きな注目を集めました。MKIは今後
もSAP HANAのナレッジを蓄積し、新た
なソリューションを創出していきます。

ビジネスを変革していくには、社内にあるノウハウやスキルを有機的に結びつけ、スピーディーに活用
していかなければなりません。三井情報株式会社（MKI）ではSAP HANAのプラットフォームを利用し
て、社内外に分散するナレッジや人材を瞬時に探し出し、相関関係の強さをグラフィカルに表示する検
索エンジン「MKI Intelligence Search Engine powered by SAP HANA」を開発しました。

企業内に蓄積されたさまざまな情報から
「人」を中心にデータの相関関係を表し、適任者を選任

SAP HANAの「グラフエンジン機能」を用いた次世代検索エンジン

三井情報株式会社

MKI Intelligence Search Engineの画面例

〒105-6215 東京都港区愛宕2-5-1　
愛宕グリーンヒルズMORIタワー　
TEL：03-6376-1115
URL：http://www.mki.co.jp/

三井情報株式会社

お問い合わせ先
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新たにSAP S/4HANAに対応
さまざまなモノがインターネットに接続す
るIoT環境が広がり、デバイスの多様化に
よりあらゆる場所から情報にアクセスする
ことが日常化している今、日々蓄積される
膨大なデータをいち早く解析し、瞬時に取
り出してビジネスに活かすための高速処理
基盤が求められています。そこでSAPが移
行 を 進 め て い る 次 世 代 ERP が 、SAP
S/4HANAです。
SAP専用プラットフォームSUSE Linux
Enterprise Server for SAP Applications
はすでにSAP S/4HANAへの対応を
行っており、エンタープライズ向けに必要

な機能をLinuxディストリビューションと
して実装しています。

SAP HANA Enterprise Cloudの
基盤として安定稼動に貢献
SUSEのプラットフォームがSAP S/4-
HANAに最適な理由として、もともとLinux
に関するSAPアプリケーションはすべて
SUSE Linux上で開発されているため、動
作確認はもちろん不具合対応なども迅速で
す。SAP HANA登場以前からSAPアプリ
ケーションの豊富な導入実績を誇るSUSE
Linuxを用いることで最適な環境を整える
ことが可能になります。

また、クラウドサービス
SAP HANA Enterprise
Cloudの基盤としても採
用 さ れ て お り 、1 万
2,000CPUが 稼 動 する
6,600台の物理サーバー
上におよそ1万6,000も
の仮想マシンを安定稼動
させています。

ダウンタイムゼロへの
挑戦
SUSE Linux Enterprise
Server for SAP Appli-
cationsの新バージョン
12には、従来からのHA
構成に加え、ダウンタイム
ゼロを実現する「ライブ

パッチ」と呼ばれる機能が新たに実装され
ています。ライブパッチにより、Linuxカー
ネルを停止することなく、さまざまなパッチ
をリアルタイムに適用できます。リブートす
ることなくLinuxカーネルのアップデート
が可能になることで、セキュリティホールな
どのパッチを迅速に適用可能になり、ミッ
ションクリティカルかつ高度なセキュリティ
環境を維持できます。SAP HANA Enter-
prise Cloudでも今後適用が検討されてい
ます。
他にも、システムの変更を行った際に発生
した問題を解消するため、正常な状態に
ワンクリックで戻す機能「フルシステムロー
ルバック」も注目の機能です。簡単なGUIで
選択できるだけでなく、スナップショットか
らシステム設定を丸ごと戻すことができる
よう機能強化されています。
エンタープライズ向けの豊富な機能を実装
するSUSE Linux Enterprise Server for
SAP Applicationsは、SAPアプリケー
ションの基盤として多くの企業に活用いた
だいています。

SAPのLinuxディストリビューションの中核として親しまれているSUSE Linux。SAP専用
プラットフォーム「SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications」は、SAP
S/4HANAに対応し、多くの顧客のビジネスを支援するミッションクリティカルな基幹業務
向けクラウドサービスSAP HANA Enterprise Cloudの基盤を支えています。

SAP S/4HANAに対応し、ダウンタイムゼロを目指す
SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications
基幹業務向けクラウドサービスSAP HANA Enterprise Cloudの基盤にも採用

ノベル株式会社

ミッションクリティカルな業務を支える基盤

〒162-0845 東京都新宿区市谷本村町1-1
住友市ヶ谷ビル12F
TEL：0800-100-5575
URL：http://www.novell.com/ 

ノベル株式会社

お問い合わせ先
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次世代テクノロジーと
ERPの連携により競争力を強化
IBMが10年以上にわたり世界中の経営責
任者と行っている調査、グローバル経営層
スタディにおいて、「今後3～5年で事業に影
響を与える外部要因は何ですか？」という質
問の回答は、3年連続で「テクノロジー」が
トップとなりました。これは、「テクノロジー
の進化を取り込まなければ、将来的に大き
な差となってしまう」という危機感の表れと
もいえます。企業の競争力強化には、モバ
イル、IoT、コグニティブ（認知）コンピュー
ティング、ビッグデータなどの新技術の活用
が急務となっています。
例えば、スマートフォンの所有者は全世界に
45億人いるとされ、法人市場でもタブレッ
ト導入数が前年比200％の勢いで加速。
現在は社内の情報共有が中心ですが、今後
は基幹システムと連携し、業務全般にモバ
イルを活用する企業が増えていくでしょう。
モバイル活用の進化例として、あるメーカー

は、ハンディターミナルよりも安価なiPodで
工場内の指図指示や品目確認などを実施。
また、フィールドサービスでタブレットと
ERPを連携させ、交換部品の在庫確認、在
庫の引き当て、作業報告までを完結させて
いる企業もあります。
IoT分野では、従来の約20倍の長距離に対
応する拡張型RFIDが、倉庫への自動入出
庫や大型機械メーカーの金型/治具の資産
管理に利用されています。その他にも、ト
レーサビリティーや在庫のリアルタイム管理
など、「スマートファクトリー」が活発化してい
ます。
コグニティブコンピューティングやビッグ
データの分野では、自然言語による検索や
関連性分析、予測分析により、財務データと
製造/販売系のデータを組み合わせて新た
な気づきを得る、物流コストの削減余地を
検討する、といったことが現実化してきます。

モバイル連携やアナリティクス連携に
対応したIBM Global Express
テクノロジーの進化とともに、基幹業務シス
テムにも柔軟な対応が求められます。そこ
でSAP S/4HANAへの対応を強化した
SAPテンプレートソリューション「IBM
Global Express Version2.0」が、さまざま
なニーズに応えます。
IBM Global Expressは、SAPのベストプ
ラクティスに基づく業界共通および業界固
有のビジネスプロセスに加え、日本をはじ
めアジア、欧米を中心とした20カ国の組織

構造、法定帳票、税法対応、商習慣などの国
別要件を組み込み、グローバル業務統合を
支援。日英中の3カ国語版での研修環境も
提供しています。また、日本独自の要件に
対応し、国内子会社の統合も支援。自動
車、加工組立など、業種に特化したソリュー
ションも用意しています。
技術面では、IBMのコグニティブコンピュー
ティング技術（IBM Watson Analytics）と
連携し、より高度な分析を可能にします。さ
らに、SAP S/4HANA標準GUIのSAP
Fiori対応だけでなく、iPhone/iPad上の
iOSネイティブのアプリとも容易に接続連携
できる機能も組み込みました。これらの機
能強化により、お客様のグローバルレベル
でのリアルタイムな予測型経営の実現を支
援します。
今後はIoT関連も強化し、秤量工程におけ
る材料測定結果のERP自動連携といった
IoT対応ソリューションも提供していく予定
です。IBMはさまざまな次世代テクノロ
ジーに幅広く対応し、企業の競争力強化に
貢献していきます。

テクノロジーの急速な進化とともに、企業システムもモバイル、IoT、ビッグデータ、人工知能といった次世
代技術の活用に向けた変革を迫られています。一方で、ビジネスのグローバル化に伴う業務改革も待ったな
しの状況です。IBMは、SAPテンプレートソリューション「IBM Global Express」のSAP S/4HANA対応を
強化。モバイル連携やアナリティクス連携を通じて、さまざまな企業のニーズに応えていきます。

進化したSAPのテンプレートソリューションで
次世代テクノロジーを活用
SAP S/4HANAにも対応し、グローバル業務統合を支援するIBM Global Express

日本アイ･ビー･エム株式会社

IBM Global Expressによる総合的なサポート

〒103-8510 東京都中央区日本橋箱崎町19-21 
デモセッションのお申し込みやお問い合わせ：
0120-04-1992（ダイヤルIBM）
http://www.ibm.com/services/jp/gbs/sap/

日本アイ・ビー・エム株式会社

お問い合わせ先

経営

グローバル標準

個別機能拡張

テクノロジー 教育アセット グローバル・
サービス
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テストの課題をクラウドで解決
Panayaは、ERPをよりアジャイルで、ビジ
ネスに適合したものにするためのニーズに
取り組む企業です。継続的に製品やサービ
スの改善を続け、日々の運用保守から大規
模プロジェクトまで、あらゆる業務をスマー
トに遂行するための方法を探求しています。
Panayaが2014年に実施した「ERPテスト
における課題」に関する意識調査では、約
80％が「管理面での可視性」を、約50％が

「生産性」を、約45％が「計画の的確性」を、
約40％が「開発期間の短縮」を課題と答え
ています。
こうした課題を解決できるのが、Panaya
CloudQuality Suiteです。すでに、フォー
チュン5 0 0の3分 の1の 企 業 を 含 む 世
界62カ国1,600社以上が、SAP ERP

を安心して拡張・保守するためにPanaya
CloudQuality Suiteを利用しています。

3ステップ48時間で導入可能
Panaya CloudQuality Suiteは、クラウド
ベースのソリューションであることから、ハー
ドウェアの調達やソフトウェアのインストー
ルは不要です。技術的な導入作業も必要あ
りません。この特長を生かし、3つのステッ
プ48時間程度で使用を開始できます。
必要な3つの導入ステップは、次のとおり
です。
1. プロジェクトの変更内容を定義
2. Panayaエクストラクターを実行し、コー
ドボックスにコードをアップロード
3. テストボックスに既存のテストスクリプ
ト文書をアップロード

主 な 機 能 として は 、バ ー
ジョンに関するマーケット情
報、変化速度、複雑性の3つ
の視点でERPのヘルスチェッ
クを提供することで、ERPの
変化前に状況を完全に可視
化し、効果的なプロジェクト
計画を立案できます。
また、EHPアップグレード、
SPSアップグレード、ビジネ
スファンクション、HANAマ
イグレーション、機能改修な
どの影響範囲のシミュレー
ションが可能です。影響範囲
はプログラムコードレベルで

明示され、自動コード修正による改修やテ
ストの最適化を実現できます。
さらに、テストアクセラレーションにより、
プロジェクトの品質を完全に担保すること
が可能です。レポーティングにより、プロ
ジェクト全体で、誰が、何を、どこで、いつ変
更したのかを可視化したり、プロジェクト管
理上の透過性や洞察を可能にしたり、リア
ルタイム進捗管理などを実現します。

生産性や効率性を劇的に改善
Panaya CloudQuality Suiteの導入によ
り、テストを行うべき範囲を明確にできま
す。ある米国企業では、外注費を約45％、
単体テストを約50％削減し、プロジェクト
期間を約30％短縮、予算内でプロジェクト
を完了。大幅な生産性向上と、高い効率性
を実現しています。
SAP ERPの変更プロジェクトの最適なスコー
プ計画を立案できるPanaya CloudQuality
Suiteで得られた情報は、次のプロジェクト
に有効に活用することができます。

Panaya CloudQuality Suiteは、2008年から集約してきたSAP ERPの知見とビッグデータアナリティクス
を活用することで、故障箇所や修正方法、テスト対象を発見する洞察力を提供するERP影響分析、クラウド
ベーステストソリューションです。SAP ERPにおける変更プロジェクトを、周辺システムも含めて容易に可視
化することで、リスクや工数、時間、コストを大幅に削減することができます。

SAP ERPのあらゆるプロジェクトを容易に可視化
リスクや工数、時間、コストを大幅に削減
3ステップで導入、48時間後に使用できる唯一のクラウドベーステストソリューション

Panaya Japan株式会社

〒141-0021 東京都品川区上大崎2-15-19 
MG目黒駅前722
TEL： 03-4540-1472
URL： http://www.panaya.com
E-mail： Info.JP@panaya.com

Panaya Japan 株式会社

お問い合わせ先

Panaya CloudQualityTM Suite

ERPの変化を定義

最適化された
プロジェクトスコープを
シミュレーション
（48時間以内）

EHP/SPS
アップグレード

ロールアウト

新機能リリース・
機能拡張

ビジネス
ファンクション

HANA
マイグレーション

テスト進捗管理
障害監理

コード修正個所
単体テスト範囲の
計画策定

ビジネスプロセス
テストの効率化

（エビデンス自動取得、
テスト再生）

重要な
トランザクションの
テストカバレッジ
レポート

100％ SaaS No Hardware > No Software > Non Invasive > 20 min setup
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基幹システムのクラウド移行への課題と
ビジネスに与える影響
多くの企業が「クラウド化したら楽になる」
と期待しつつも、大事なシステムをクラウ
ドに移行することへの懸念を抱えています。
特にERPなどミッションクリティカルなシ
ステムでは、セキュリティへの不安やパ
フォーマンス不足への懸念もあり、クラウド
の活用に二の足を踏む状況が続いていま
す。しかし、老朽化した基幹システム運用
管理の多大な手間やコストは、IT投資の大
半（7～8割）を占めます。変化とスピードが
求められるビジネスを支える「攻めのIT」
投資の妨げとなっていませんか？

基幹システムに特化したクラウドの登場
欧米では、基幹システム特化型クラウドを
意味する「Enterprise Class Cloud」とい
う言葉が浸透しています。これはパブリッ
クなIaaSの中でも、ミッションクリティカル
なシステムが必要とする高セキュリティ/高
性能のインフラを提供するIaaS領域を指し
ます。
その兆しは2011年、大規模ERPによるパ
ブリッククラウド移行に始まります。同様の
事例は翌年約50件増でしたが、2013年以
降は前年比3倍と急増しています。多くの欧
米の大企業が基幹システムの基盤をEnter-
prise Class Cloudにシフトさせる理由とし
て、コストとアジリティを挙げています。
コスト：セキュリティやパフォーマンスを犠
牲にすることなく、オンプレミスと比較して

安価で運用
アジリティ：サーバー基盤の準備に数
週間から数カ月かかっていたものを
数時間で完了
保守的な北米や欧州の政府機関も
現在は「クラウドファースト」ポリ
シーを掲げ、多くの大企業はミッ
ションクリティカルなシステムでも

「100%クラウド」戦略を掲げるよう
になりました。

基幹システム特化型クラウド基盤　
CUVICmc2の特長
CUVICmc2は、SAPソリューションをはじ
めとする基幹システムに特化したクラウド
サービスです。システムの安定稼動と高いセ
キュリティに強みを持つVirtustream社の
IaaS技術をベースに、CTC自身が運営する
堅牢な国内データセンターから提供します。
インメモリープラットフォームSAP HANAや
次世代ERPソフトウェアSAP S/4HANA
などのSAPユーザー向けメニューの提供に
より、既にSAP ERPを使用しているお客様
のクラウド移行をすばやく支援します。
性能保証型SLA：稼動停止やパフォーマン
ス劣化が許されないミッションクリティカル
な環境でも利用できるサービスの可用性に
加え、パフォーマンスに対しても保証
高セキュリティ＆コンプライアンス：世界最
高水準のセキュリティ設計を採用。JASA
クラウドセキュリティ、PCI-DSSから取得
実使用量ベースの従量課金：コンピュー

ティングリソースの実使用量に基づく従量課
金によりシステム基盤のコスト削減に貢献

CTCでは、次期基幹システムの基盤として
CUVICmc2を導入します。これにより5年
間の総コストを、オンプレミスの場合と比
較して約25%削減することを見込んでいま
す。次期基幹システムの基盤更改には、
CUVICmc2をご検討いただくことをお奨め
します。

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下、CTC）は、2016年4月から基幹系システムの安定稼動に特
化したクラウドサービス「CUVICmc2（キュービックエムシーツー）」の提供を開始します。パフォーマンス
やセキュリティで世界的に定評と実績のある米国Virtustream社のIaaS技術をベースに、基幹系・ERP
ソリューションのクラウド基盤としてCTC自身が運営する堅牢な国内データセンターから提供します。

CTCのクラウドがクラウド移行への不安を解消
性能保証、高セキュリティ＆コンプライアンス、適正コスト
3つの特長を併せ持つ唯一の基幹システム特化型クラウド基盤

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

基幹システム特化型クラウド基盤 CUVICmc2の特長

〒100-6080 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル
TEL：03-6417-8873
URL：http://cloud.ctc-g.co.jp/
E-mail：mc2@ctc-g.co.jp

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

お問い合わせ先

1

3 4

2海外実績多数の
laaS技術を採用

高セキュリティ＆
コンプライアンス

実使用量ベースの
従量課金

性能保証型SLA

リソース

時間
課金対象

余剰リソース

リソース契約量
リソース実使用量
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間接材はコスト削減の“宝の山”
成長戦略実現に向けた投資余力を創出す
るため、継続的なコスト削減は企業の重要
課題です。しかし、総コストの10～15%を
占めると言われる間接材購買コストは、部
門費などに埋もれがちで、組織横断的な削
減ができていない企業が多く見られます。
また、ビジネスのグローバル化により間接
材購買業務に関わる拠点や対象部門は多
岐にわたるようになり、コンプライアンスを
遵守しながら購買コストを下げることも求
められています。

PwCのアプローチ
PwCは、成功報酬型購買コスト削減と、
Ariba Commerce Cloud導入支援を組み
合わせたサービス「間接材購買コスト削減
powered by Ariba®」を提供します。

（1）成功報酬型購買コスト削減
コンサルタントが分析、品目特性に応じた
アプローチをアドバイス。さらに成果に応
じて報酬が決定するのでローリスク・ハイリ
ターンな購買コスト削減を実現できます。

（2）Ariba Commerce Cloud導入支援
Ariba Commerce CloudをPwCの業務
コンサルティングのナレッジと組み合わせて
導入することで、変化し続けるビジネス環境
でも、持続可能な仕組みを構築します。

成功報酬型購買コスト削減の特長
事前無償診断・成功報酬型でリスク最小化：
コンサルタントが取り組み実施前に無償で

現状分析・診断を行
うため、コスト削減
見込みを見極めてプ
ロジェクトをスター
ト。さらに、コスト削
減が成功した場合に
しか報酬が発生しな
いためプロジェクト
のリスクを最小化で
きます。
商品特性に応じた
アプローチでリターン最大化：コンサルタン
トが早期効果創出を狙う商品、時間をかけ
て効果を創出する商品など商品特性に応
じたアプローチを立案し、アドバイス。早
期に効果が見えることで社内の協力を得や
すくなり、ITコストや不動産、サービス材な
どあらゆる品目に対象を拡大し、取り組み
を加速していくことができます。

Ariba Commerce Cloud導入支援の特長
持続可能なコスト削減プロセス：業務面で
は、コスト削減ノウハウをテンプレート化す
るとともにコンプライアンスに関わるルー
ルをワークフローに組み込み、持続可能な
プロセスとして定着させることができます。
IT面においても、属人化・システム老朽化を
解消するクラウド型サービスで運用性が高
い仕組みを実現。既存システムとの接続や
セキュリティリスクへの対応、ユーザート
レーニングなどのサポートにより、初めてク
ラウドを利用する企業でもスムーズな導入

が可能です。
変化する外部環境へのキャッチアップ：世
界最大規模の企業マーケットプレース「アリ
バネットワーク」には日々新たなサプライ
ヤーが加入し、新たな商品を公開していま
す。変化するビジネス環境の中で最適な選
択が可能な上、多言語・多通貨対応で契約
～請求書確認まで購買業務をクラウド上で
完結。これまで取引実績のなかった国やサ
プライヤーとの取引もスムーズに開始でき
ます。

間接材購買コストは削減が難しいとされてきましたが、プライスウォーターハウスクーパース株式会社（PwC）
の成功報酬型購買コスト削減により、リスクを抑えて最大限のコスト削減を実施できます。さらに、SAPの購買
領域向けクラウド型ビジネスプラットフォームAriba Commerce Cloud（アリバ・コマース・クラウド）と組み合
わせ、持続可能なコスト削減の仕組み構築までを一貫して支援します。

リスクを抑えた最大限のコスト削減と
リバウンドしない健全な購買体質作りを一貫して支援
持続可能な仕組みを作るサービス「間接材購買コスト削減powered by Ariba」

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

〒104-0001  東京都中央区銀座8-21-1
住友不動産汐留浜離宮ビル
TEL：03-3546-8480  FAX：03-3546-8481
URL：http://www.pwc.com/jp/ja/advisory.html
E-mail：consultants.inquiry_mailbox@jp.pwc.com

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

お問い合わせ先

❶成功報酬型購買コスト削減

無償診断
●現状調査 
●削減余地の可視化

●効果の早期創出

テンプレート化して
組み込み

●対象商品の拡大
●効果創出の増大

Quick Win 対象拡大

●継続的なコスト
  削減メカニズム

運用定着
●業務改革（BPR）
●システム導入

購買改革PwC
購買改革
ナレッジ

❷Ariba Commerce Cloud 導入

コスト削減

仕組み構築

利益を導入費用へ
コスト削減
ノウハウ

間接材購買コスト削減 powered by Aribaの概要
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入会のご案内

名称：ジャパンSAPユーザーグループ
（略してJSUG、ジェイサグ）

設立：1996年
2015年10月末現在、法人会員（ユーザー）451社、賛助
会員（パートナー）56社の計507社の会員企業と、JSUG-
NET登録者6,514名で構成
産業領域7、機能領域7、テクニカル領域1、地域フォー
ラム3、戦略プログラム1、その他ワーキンググループ・
分科会活動6の計25の活動体

SAPのユーザー企業又はSAPを導入検
討中の企業

SAPによって承認されたアライアンス・
パートナーで、本会の理念に賛同する企業 

本会の理念に賛同する学生で、在学期間
に限る

年会費     法人会員：60,000円 ※初年度年会費無料
賛助会員：110,000円
スチューデント会員：1,000円

お電話またはJSUGホームページ（JSUGNET）からの
お申込み

ジャパンSAPユーザーグループ
東京都新宿区新宿3-11-6 エクレ新宿503
E-mail：info@jsug.org   TEL：03-3355-2392
運営時間：平日 10:00-18:00

JSUGの概要

JSUG
会員資格

入会方法

お問い合わせ

●ダイヤモンドサポーター
SAPジャパン株式会社

●プラチナサポーター
株式会社アイ・ピー・エス 
アクセンチュア株式会社 
アビームコンサルティング株式会社 
SCSK株式会社
株式会社日立製作所
三井情報株式会社

●NETサポーター
株式会社インターネットイニシアティブ
住友セメントシステム開発株式会社 
株式会社ソフテス
日本アイ・ビー・エム株式会社 
ノベル株式会社 
Panaya Japan 株式会社 
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
レックスマークインターナショナル株式会社 

●MVP賞
橋本 昌明（バイエルホールディング株式会社）
●ベストサポーター賞
三井情報株式会社
●事例ダウンロード賞
テクニカル部会
●プラチナサポーター継続賞
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
三井情報株式会社

●特別賞 加藤 俊哉（エイチアールワン株式会社）

2015年度 
JSUGサポータープログラム

バックナンバーのご案内

協賛企業一覧

ご入会はこちらから

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

JSUG Awardは、JSUG活動に多大な貢献のあった
方々への感謝の意を表し、4つの区分にて表彰するも
のです。2015年度の選考結果は以下の通りです。

http://www.jsug.org/

Award 2015

法人会員

賛助会員

スチューデント
会員


