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中堅・中小 製造業の今すぐ解決したい 4 つの課題

長年日本が世界に誇ってきた「モノづくり」
ですが、近年では製造業のあ

り方を根幹から変えるような技術が次々に登場し、変革を迫られています。
特に、
アメリカやドイツで事例がいくつも報告されている
「スマートものづ

くり」は世界的なトレンドの 1 つですが、
日本の製造業はやや遅れをとっ

ていることは否めません。この「スマートものづくり」は企業全体でプラッ

トフォームを統一し、製造から販売にいたるまでのサイクルで途切れるこ
となくデータを共有、各部門単位ではなくビジネス全体の最適化を目指
すものです。
しかし、多くの日本の中堅・中小企業製造業では「 1 つのサイクルの構

築」には程遠く、いまだに製造サイドと販売サイドの溝を埋めることに腐

心している、
というのが現実ではないでしょうか。変革のための IoT やビッ

グデータといった言葉を聞いても、
「難しそう」
と身構えたり

は大企

業の話」
と他人事に感じてしまったりするかもしれません。しかし、実はこ

れからの製造業に必要な第一歩は、
それほど難しいことでも、大企業に

限ったことでもないのです。キーワードは「同じ目線で」
「手作業を減らして」

「リアルタイムに」業務を行うこと。早速中身を見ていきましょう。
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中堅・中小 製造業の今すぐ解決したい 4 つの課題

お悩み 1

製造原価がリアルタイムに把握できない

個別最適が図られた結果、会計、顧客管理、在庫管理など、
それぞれのデータをまったく異なるシス
テムで管理している、
ということは残念ながらよくあります。この結果として起こるのが、製造原価が
リアルタイムでわからないという問題。部材の価格が上がったのにその情報が販売部門に共有さ
れず、低価格で見積もりをした顧客からの受注を継続したとすれば、
どうなるでしょうか？ 販売部
門の努力で売上は増えたのに、期末にふたを開けてみたら利益は減っていた、ということになって
しまいます。
SAP S/4HANA® Cloud ならこう解決できます
先にあげた例のように
「期末になってからわかった」
というケースは、金額によっては会社の命

運を左右することにもなりかねません。ビジネスの状況は絶えず変わるもの。だからこそリアル
タイムでの把握は絶対必要なのです。ただし、
そうした情報を整備するために管理部門の負担
が増えるのは、長期的に見ると良い解決策とは言えないでしょう。必要なのは、製造から販売

まで一気通貫で情報を管理・共有できる環境です。SAP S/4HANA® Cloud を活用すれば、
一元管理された販売、生産、購買、在庫の情報が随時アップデートされます。ここから、機会損失

を防いだり、効率化のポイントを容易に発見できたりすることで、経営がよりスピーディーに変
わっていくのです。
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中堅・中小 製造業の今すぐ解決したい 4 つの課題

お悩み 2 部署が縦割りで、互いに協力できない
「製造と販売の意見がいつも食い違う……」
。モノをつくっている企業ならではの、永遠の悩みかも
しれません。原因としては業務ごとに縦割りになった組織によって、お互いの部署だけでの個別最
適を図ってしまうことにあります。
「前もって情報をくれないと部材の発注ができないよ……」
「苦労
して顧客から注文をもらったのにこんな納期回答はできない……」
。そんな溝を埋めるための解決
策は、本当に「根気よく話し合う」ことなのでしょうか？
SAP S/4HANA Cloud ならこう解決できます
解決策は個別最適ではなく、全体最適を目指したビジネスプロセスの統合です。そんなことは

とっくにやっている、
という企業もあるかもしれませんが、何が全体最適なのか社内でコンセン
サスを得るだけでも一苦労です。SAP S/4HANA Cloud を活用すれば、SAP が長年積み重
ねてきた成功した業務フローを簡単に自社に適用できます。
統合されたビジネスプロセスの中では、在庫状況がわからないために顧客への納期回答が滞

ることもなく、
さらに情報共有によって部門相互の理解も促進できるでしょう。全体最適ありき
のプロセスに向けて、各部署が業務フローを改善していくことができれば、全社的な利益に対

する社員の意識も高まり、縦割りから課題解決型の組織に生まれ変わっていけるのです。
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中堅・中小 製造業の今すぐ解決したい 4 つの課題

お悩み 3 海外拠点の立ち上げに時間がかかる
海外拠点の立ち上げでは、現地の法制度や商慣習に対応する必要があります。例えば、日々発生す
る現地の業務処理。適切に行われているか、手作業で確認するとなると多くの手間がかかるため、
仕組みづくりが必須です。ただし、拠点立ち上げ自体はスピーディーに行うことが理想。拠点設立
による利益を一刻も実現していくことが求められるでしょう。そうした事情から、IT システムは個々
の拠点の事情に合わせたものを選びがちですが、今度は各拠点での「個別最適」になってしまい全
社的なガバナンスが失われるというリスクが現れ、担当者の頭を悩ませます。
SAP S/4HANA Cloud ならこう解決できます
こうした海外拠点の立ち上げで心強いパートナーとなるのが SAP です。SAP S/4HANA

Cloud には、あらゆる国・地域への導入実績をもとに、現地の法令や商慣習に対応する仕組み
が蓄積されています。また、多言語・多通貨への対応をはじめとした SAP S/4HANA Cloud

のシンプルかつ多彩な機能は、世界標準で統一されていることもポイント。海外拠点を素早く
立ち上げる助けになるだけではなく、現地・日本で壁をつくらずにスムーズに全社業務と経営

状況の可視化が可能なのです。現地法人のガバナンスは拠点が増えてビジネスの規模が大き
くなるほど重要になってきますが、SAP S/4HANA Cloud はグローバルビジネスを支える強
力なインフラとして活躍します。
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中堅・中小 製造業の今すぐ解決したい 4 つの課題

お悩み 4 人
（リソース）
、時間、
コスト面で
EPR 導入は現実的ではない
「人がいない」
「時間がない」
「予算がない」
。そうした点から ERP の導入をあきらめている企業は、
特に中堅・中小企業であれば少なくないことでしょう。従来の ERP は導入に数年かかり、IT に詳し
い担当者も必要で、投資金額も莫大……。そんなイメージもあり、システムへの投資は最小限にし
て、仕組みの不備には目をつぶり、従業員個々人の努力に頼る方法を選ぶ企業もあります。大企業
でないのだから、
うちはそれで大丈夫。しかし、自社のビジネス拡大にとって、
それは本当に最適解
なのでしょうか？
SAP S/4HANA Cloud ならこう解決できます
SAP S/4HANA Cloud は従来のオンプレミス型 ERP に比べると、導入のハードルが格段に
低いと言えます。その理由はクラウド型かつシステムにシナリオがプリセットされているからで

す。低コストで迅速に導入できるという特徴は、
まさに中堅・中小企業向けです。オンプレミス

型の ERP は専用のハードウェアを使って自社向けに構築された基幹システムを運用するので、

どうしても導入費用・期間がかかってしまいました。これらをクラウドによって解決した SAP

S/4HANA Cloud であれば開発コストを削減し、短期間で導入が可能です。

また、あらかじめビジネスシナリオが組み込まれているため、
自社にあったシナリオを選択する
だけで設定作業が迅速に完了します。さらに保守やセキュリティ対応といった運用を開始して

からの日常業務に IT 担当者が長時間拘束されることもありません。これまでの ERP に足踏み
をしていた企業にとっては手軽で魅力的な選択肢だと言えます。

7/8
© 2022 SAP SE or an SAP afﬁliate company. All rights reserved.

中堅・中小 製造業の今すぐ解決したい 4 つの課題

SAP S/4HANA® Cloud のメリット
■「一気通貫」のデータ共有がビジネスをもっとスピーディーに

特に製造業でこれまで課題となりがちだったのが、製造部門と販売部門の対立でした。これらはデータ

を一元管理し、
リアルタイムで双方の状況が可視化されれば解決可能です。販売側の状況を正確に把握

できることで製造部門はよりフレキシブルに生産計画を組むことができるでしょう。その結果としてより適

正な在庫管理が実現されれば、見積回答や納品までのリードタイムといった面で販売部門の業務品質を

上げることも可能なのです。

■手作業を減らして、
よりコアな業務への集中を
SAP S/4HANA Cloud の特徴は、広範な業務フローを標準機能としてカバーしていることです。ここ

から得られるのは、顧客別売上データといった連想されやすいものにとどまりません。例えば、戦略的

購買のサポートや海外の特定の国での各種基準の遵守といったプロセスまで包含しており、製造を含
む数多くのオペレーションの自動化が可能です。人材はまさに企業活動の要。ルーティンワークからの

解放は、人的リソースをさらにコア業務に集中させることを意味しています。

■より競争力のある組織への変革を支援

製造から販売まで一貫した、モノづくりのエコシステム構築を強力に支援する SAP S/4HANA Cloud。

そこに結集されているのは、SAP が長年にわたって積み重ねてきた企業運営におけるベストプラクティ
スそのものです。そこに期待されるものは、単純な業務の効率化・自動化ではなく、
より競争力のあるビ

ジネスプロセスへの変革。そうした自社の業務のあるべき姿の検討を、専門家がいなくともビジネスシ

ナリオの利用という形で誰にでも可能にしているという点が、SAP S/4HANA Cloud の特筆すべき点
でしょう。

■企業の規模を選ばずに即実現できる投資額、導入の容易さ

このような ERP の恩恵は、従来大企業に限って受けられるものと考えられがちでした。しかし、
クラウ

ドベースの SAP S/4HANA Cloud は、大企業と同等の機能を中堅・中小企業にも安価に提供すること
に成功しています。その気になれば、
自社のビジネスを非常に安価な初期投資で、
しかも短期間に改善

させることが簡単にできる時代になっているのです。
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お問い合わせ先

www.sap.com/japan/contactsap/

0120-786-727（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
中堅・中小企業向けの特設サイト：

https://www.sapjp.com/erp/

中堅・中小企業の希望を実現する Blog:

https://www.sapjp.com/gb/blog/
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