特集
特集

グループ会社と連携し製造業ビジネスを躍進する
グループ会社と連携し製造業ビジネスを躍進する
NTTデータ
NTTデータ製造ITイノベーション事業本部
製造ITイノベーション事業本部

5 オファリング：SAP

グローバルなノウハウを活かし
SAP で顧客企業のグローバル展開を支える
NTT データグループの SAP ビジネスは、世界 53 か国に 1 万人以上のプロフェッショナルを抱え、3,000 を超えるお客
様にサービスを提供している。グループ全体での戦略・業務連携、ノウハウ共有、そして人材育成を通して、顧客企業の
グローバル事業展開を支えている。

グローバル連携組織で
SAP ビジネスを推進
グローバルな SAP ビジネスの戦

約しシナジー効果を生み出すべ
く、2012 年に NTT データ グロー
バ ル ソ リ ュ ー シ ョ ン ズ（ 以 下、
GSL）を設立した。

略を担っているのは、各地域の SAP

日本で海外事業の基幹システム

ビジネスのリーダーが集まる

の構築を行うと、現地の商習慣や

Market Focus Team だ。連携して顧

法規制に十分に対応しきれない。

客企業のグローバルプロジェクトを

逆に、現地に任せてしまうと、日

支援したり、各地域のノウハウを集

本の本社側の意図や目的が伝わり

（左）株式会社 NTT データ
グローバル＆ SAP ビジネス統括部

部長

（右）株式会社 NTT データグローバルソリューションズ

結させインダストリごとにグローバ

にくい状況も生じてしまう。GSL

ルでのオファリングの拡充を行った

では、日本のスタッフが必ずチー

りしている。

ムに加わり、現地入りして海外チー

グローバルで知見を共有しお客様
に提供するとともに、SAP 社や業界

吉田 亮氏

ゼネラルビジネス事業部
統括部長

大坂 剛弘氏

SAP ERP のアップグレードには、

ムと連携を取りながらプロジェクト

これまでは新たに作り直すか、テク

を推進する体制を取っている。

ニカルアップグレードを行うかのど

アナリストに対しても、グローバル

このようなグローバル連携による

ちらかの方式が採られてきた。作り

での実績を示し業界戦略・マーケッ

プロジェクト推進に GSL 設立以前

直しではコストも時間もかかってし

ト戦略に関する一貫したストーリー

か ら 培 っ て き た ノ ウ ハ ウ も あ り、

まうが、一方でアップグレードのみ

を示すことができ、プレゼンスを高

SAP AWARD OF EXCELLENCE を

では新しいバージョンの利用に制約

めることにもつながっている。

毎年受賞している。この賞は、SAP

があったり、不必要なデータを新し

長期ビジョンも策定し、あらゆる

が先進性を認め、かつ導入企業がそ

いシステムに持ち込んだりしてし

枠を超えてお客様への提供価値を最

の効果を認めてこそ受賞できるもの

まうこととなる。解決策を模索して

大化すべく、さらなる連携強化を

で、連続受賞はマーケットからの高

いたところ、海外で双方の問題を解

図っている。

評価の証明であると言える。

決 で き る Selective Data Transition

グループ力で日本企業の
グローバル化をサポート
日本国内においては、それまで

（BLUEFIELD）方式の実績があるこ

新たな方式により短期間で
効果的なアップグレードを実現

とが判明し、この方式を採用。日本
の本社側システムのアップグレード

SAP ERP の ア ッ プ グ レ ー ド を、

と共に、海外で同じ仕組みを使うた

NTT データグループ各社で行って

短期間で効率よく実施した例をご紹

めの作り込みを行い、実際に中国の

いた SAP ビジネスのナレッジを集

介しよう。

4 社について導入展開を行った。
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Overall schedule

Selective Data Transition
（BLUEFIELD）

短期間で11社にS/4HANAを導入

1度のダウンタイムで様々な要件を実現
ECC6.0

S/4HANAコンバージョン
&生産・原価モデル再構築
PoC

3か月のPoCを経
た後に8か月で7社
Go-Live！

2019/9
-2020/5

Design

次拠点展開

ロールアウトモデル作成
＆中国4社展開

モデル検討後、
10ヵ月で4社に
並行導入完遂！

2020/1-

DC

一部
コード変換有

S/4HANA 1809

連携の効果を評価する。「グ
ローバル連携が機能するよう
になって、スピード感や得られ

AWS

る情報が大きく変わりました。

アプリケーションデータ

アプリケーションデータ

結果としてお客様に提供でき

アプリケーションデータ(人事)
クライアント依存カスタマイズ

クライアント依存カスタマイズ

クライアント非依存カスタマイズ

クライアント非依存カスタマイズ

リポジトリ

-2020/10

Shell環境
アップグレード

る価値が飛躍的に高まったと
実感しています」（大坂氏）。

リポジトリ

ビジネス展開を支える
人材育成

Selective Data Transitionにより①ダウンタイムの低減、②人事モジュールを
移行対象から除外、③BPマスタの最適化を目的としたコード変換、
④Unicode化、⑤オンプレからAWSへシフトetc.を1度のダウンタイムで達成。

Production Costing

As-Is

人 材 育 成 も、 グ ロ ー バ ル

Analysis (Fiori)

連携が実現できている要因

可視化したデータをFioriで管理層が直接参照
（SAC対応）

品目元帳を導入し全社統一尺度での原価を可視化
To-Be

製品群別での原価管理

品目単位での原価管理

各工場バラバラの手作業

全工場共通の尺度・自動化

のひとつだ。NTT データ本
体と GSL の間で頻繁に人材

Remote Go-Live

コロナ禍でもツール活用と詳細なタスク管理により当初計画通りのGo-Live

Fioriを利用した多次元での収益/原価内訳の
分析。経営層・管理層が直接レポートを参照し
問題点を把握することが可能になった。

Rollout Model

GSLのナレッジをもってグローバル基盤システムの整備を実施
各種コード体系・ルールの整備
ロール(メニュー)テンプレートの整備
移行ツールの整備
（Migration Cockpit)
GSL生産・原価テンプレート適用

図１

グロスボーダー連携の事例

が行き来しているだけでは
なく、海外グループ会社に
出向する社員も多い。「私自
身もインドネシアに居たこ
とがあるように、アジアの
拠点に日本から出向者を送
り込み、現地のスタッフと

お客様にとっては初の海外工場へ

のドイツ・itelligence 社のコンサル

一緒にビジネス開拓を行っていま

の SAP 展開で、生産・原価モデル

タントに日本でトレーニングを実施

す。欧州への派遣もありますし、国

の再構築により業務プロセスが統一

してもらうことで、製品の日本への

を超えて人を動かし、SAP ビジネス・

されただけでなく、原価管理精度が

投入が発表されてから、わずか半年

グローバルビジネスという両方の観

向上した。今後、全グループ拠点へ

でビジネス展開を開始した。

点からの人材育成を計画的に行って

の展開も予定されている。

現地法人の業務標準化を進めるべ

います」（吉田氏）。

コロナ禍でも各種のツールを活用

く、ByDesign を導入し本社と同じ

さらに、GSL 社内にはコンサルタ

してグローバルチームをつなぎ、詳

業務フロー・業務プロセスとするこ

ン ト と し て の ビ ジ ネ ス ス キ ル や、

細なタスク管理を行ったことによ

とで連結決算の早期化が実現し管理

SAP のプロフェッショナリティを高

り、当初の計画通りモデル検討後

精度が向上した例や、小売企業の新

める場として GSL 大学が設置されて

10 か月という短期間でプロジェク

規市場への出店を ByDesign によっ

いる。
「プロジェクトでは学びきれ

トを完遂し、お客様からも高い評価

て早期に実現した例などがある。

ない、関連スキルやさらに深い専門

を得た（図１）
。

「SAP のプロダクトは日本市場に

知識を学ぶための社内大学というの

投入されるまでに数年のタイムラグ

は、非常にユニークな取り組みで、

があります。日本で使えるように

会社が人材育成を重視していること

なった時には、すでにドイツや他で

の現れだと感じています」
（大坂氏）。

SaaS 型 ERP の SAP Business

の市場での経験が積みあがっている

SAP プロフェッショナル人材の

ByDesign（以下 ByDesign）でも、

ので、我々が検証の時間をかけるこ

厚みと、組織的なグローバル連携に

多くの導入実績を重ねている。海外

となく、すぐに手掛けることができ

より、SAP ビジネスのさらなる展

で経験の蓄積のあったグループ会社

ます」と GSL の大坂氏はグループ

開を図っていく。

グループ企業のノウハウを
活用した新サービスの早期展開
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