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IT がビジネスに与える影響力は年々拡大しており、ビジネ
スの規模にかかわらず IT システムの活用は必須です。特
ビッグデータなど最新技術を活用す
に ERP は、AI、IoT、
る起点となる最重要システムの 1 つです。
「攻めの IT 投資」の柱として ERP 導
中堅・中小企業にも
入が求められる時代になりました。しかし、ERP 導入に二

の足を踏む方が多いのも事実です。
「長期におよぶプロ
ジェクト」
、
「膨大なコスト」
というERP 導入へのマイナスイ
メージや、結果や過程が目に見えにくいというIT 投資特
有のデメリットがその理由ではないでしょうか。逆の見方
をすれば、ERP 導入プロジェクトの流れを正しく理解する
ことで、
プロジェクト期間の短縮やコスト削減が可能にな
るともいえます。
本資料では、ERP 導入から保守・運用までのフローを解
説しながら、
クラウド ERP によるコスト削減ポイントを提
示します。
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中堅・中小企業が ERP 導入に抱く
3 つのマイナスイメージ
ERP は資金力と人手が豊富な大企業のものと考えていませんか？
確かに 1990 年代から 2000 年代にかけての「ERP ブーム」ともいえる導入ラッシュ時には、名だ
たる大企業や官公庁において大プロジェクトが続々と進められていました。
この時期の ERP 導入プロジェクトは年単位で進められることが多く、費用も決して安いものではあ
りませんでした。こういった ERP ブーム時のイメージが、現在の ERP 導入に対してマイナスに働い
ていると考えられます。

一般的な ERP 導入に対するマイナスのイメージ

3. 導入フェーズにおいて業務が一時中断する
ERP 側に業務プロセスを合わせるため、業務が一時中断す

1. コンサルタントに対する高額な報酬が必要
ERP 導入コンサルタントへの報酬は、IT 業界全体の中でも るのでは、と考える経営者も多いようです。実際には業務の
高額な部類であり、人月単価で 180 万円から 250 万円、時 中断を起こさないことを最優先に導入が進められるため、
さほど心配ありません。ただし、後述する移行フェーズでは
には 300 万円以上になるケースも珍しくありません。
また、
その報酬に見合うだけの働きをしているかの測定がし

業務の中断が必要になる場合もあります。

ていた時代もあります。

確かに ERP は導入から保守・運用までにいくつかのステッ

酬も必要経費と割り切る経営者が多いことも事実です。

に見ていきましょう。

にくく、相場観のない企業は「言い値」に近い報酬を支払っ

ERP 導入コンサルタントの働きいかんで、その後の企業の プを踏む必要があります。
屋台骨を支える ERP の質は大きく変化するため、高額な報 そこで ERP 導入から保守・運用までの各フェーズを具体的

2. 自社の業務プロセスを大幅に変えなくてはならない
日本国内における ERP 導入は、
「パッケージに業務を合わ
せる」という作業が非常に大きなウェイトを占めます。

ERP パッケージは標準的なビジネスプロセスを内包してい

る一方、日本企業では企業独自の業務プロセスが数多く存
そのギャップを埋める必要があるのです。
在するため、
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ERP 導入から保守・運用までの 6 つのフェーズ
ERP 導入から保守・運用までは、大きく分けて 6 つのフェーズがあります。
各フェーズの内容を知ることで、ERP 導入の要諦がつかめるでしょう。
フェーズ 1．Fit ＆ Gap 分析

・新旧システム比較および関連部門へのレビュー

らかにするフェーズです。

オペレーションの変化を関連部門へレビューし、承諾を得

現状の業務プロセスとパッケージが持つ機能との差異を明

既存システム
（レガシーシステム）
と ERP との機能を比較、

ERP 導入コンサルタントへの報酬はやや高額ですが、その ます。

後のカスタマイズと開発を最小化させるために重要なフェー
ズとなります。

・システム機能要件、
優先順位策定

このフェーズには以下のような作業が含まれます。

⇒企業側へ業務ニーズを満たす機能の要件をヒアリングし、

・導入目的、
方針の策定

す。

ERP 導入の目的や方針を明確にします。

フェーズ 2．新業務プロセス構築＆システム要件定義

明確に定義します。その後、機能ごとの優先順位も決定しま

⇒「在庫調整機能の強化」や「事務作業効率の向上」など

フェーズ 1 で実施した調査、分析をもとに ERP パッケージと

・業務プロセスの事前調査、
分析

⇒既存の業務プロセスと ERP の機能とを比較し、調整が必

の整合性をとりながら、新しい業務プロセスを構築していき

ます。

要な部分を洗い出します。

フェーズ 2 は企業側の負担が大きくなりがちな部分です。

・ERP 導入時の業務運用方法の検討

策定やレビューに参加させる必要があり、人材面での負担

既存の業務プロセスを熟知した人材を、システム要件定義

⇒ ERP 導入プロジェクト中の暫定的な業務プロセスや導

が大きくなりがちです。

入後の運用方法を検討します。

また、このフェーズ 2 で策定したシステム要件定義書をもと

・新業務プロセスの提示と承認

そのため、システムのコストや品質に与える影響が大きい

に、
フェーズ 3（カスタマイズ、追加開発）が行われます。

⇒ ERP 導入に伴って変更される新しい業務プロセスを導
入企業側へ提示、承認をあおぎます。
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フェーズ 3．ERP パッケージのカスタマイズ、追加開発

フェーズ 3 は大きく、以下 2 つの作業に分類されます。

＊ユーザー EXIT へのロジック追加

一般的に ERP では標準機能の中に「EXIT」と呼ばれる追

加開発用の出入り口が存在します。この EXIT へ業務ニー

・カスタマイズ

ズを満たすようなロジックを組み込み、標準機能を拡張する

ERP パッケージに内包される機能のカスタマイズ作業です。
カスタマイズでは ERP パッケージの標準機能を熟知した
コンサルタントが、フェーズ 2 で構築した業務プロセスをも
とに ERP パッケージの動きを調整していきます。俗に「パラ
メータ設定」と呼ばれることもあります。ERP パッケージの

＊新規機能追加

すための機能を新規追加します。

持っており、
その設定値を業務プロセスに合わせて変更して

作業が肥大化しがちで、導入企業の重荷になるというケー

作業です。

業務用帳票出力やデータ入力画面など、業務ニーズを満た

多くは標準機能の細かな動きを制御するために設定値を 日本国内の ERP 導入プロジェクトでは、この新規機能追加
いくのです。これにより、業務ニーズに ERP パッケージ機能

の動きを合わせることが可能です。

スが多発していました。特にフェーズ 2 で入念な調整が行

われていない場合、新規機能追加でそれをカバーしようとす

るため、開発コストが積みあがってしまいがちです。

・追加開発
（アドオン開発）

「検証環境（テスト
ERP パッケージが標準搭載する機能で業務ニーズを満た また、開発フェーズでは通常「開発環境」
」
「本番環境」という 3 つの環境を個別に構築する必要
すことができない場合、プログラミングによって機能の追加 環境）
や拡張を行います。具体的には、以下のような作業がありま

があります。環境構築に必要なハードウェアリソースの確保

す。

は当然企業側の負担になり、フェーズ 2 と並んで企業の重

荷になりやすいのです。フェーズ 2 では主に「ヒト」の負担が

大きかったのに対し、
フェーズ 3 では「カネ」の負担が大きく
なる点が特徴といえるでしょう。
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フェーズ 4．移行作業とプロジェクトカットオーバー
（本稼働）

フェーズ 6．保守・運用フェーズ

フェーズ 2 および 3 以上に、企業側の負担が大きくなるフェー

フェーズ 3 でカスタマイズと新規機能追加が完了すると、い

ズです。

ば移行作業が行われます。移行作業は新システム本稼働前

場合、
ハード、
ソフト両面の資産を維持しながら専任の保守・

よいよ旧環境からの切り替え、本稼働となります。

ERP 導入プロジェクト自体の期間は数カ月から 2 年前後が
フェーズ 4 では主に、実際の業務データ
（トランザクション 大半を占めます。しかし、実際のシステムは 5 年 10 年と稼
データ）
を用いた大規模なテストが行われ、問題がなけれ 働し続けます。この間、オンプレミス環境で ERP を導入した
の最終関門です。

運用要員を確保しなくてはなりません。

ムーズかつ漏れなく流し込み、ERP 以外のシステムと連携

いわれるゆえんは、保守・運用フェーズの高コスト体質にあ

移行作業では、膨大な業務データを旧環境から新環境へス

可能かを確認します。従来のオンプレミス環境では、この移

IT システムにかかるコストの 7 割が導入後に費やされると

るのです。しかし、クラウド ERP なら保守・運用にかかるコ

行作業と本番環境への切り替えタイミングが非常にシビア ストを大幅に削減可能です。クラウド ERP のメリットが最も

で、入念なリハーサルが必要になることも珍しくありません。 強く発揮されるフェーズの 1 つといえるでしょう。
移行作業が問題なく終了すれば、
いよいよカットオーバー（本

稼働）
を迎えます。

フェーズ 5．本稼働後の障害対応、バグフィックス

フェーズ 4 で ERP 導入プロジェクト自体はほぼ終了です。
しかし本稼働後は、予期せぬエラーや不具合が発生しがち

フェーズ
で、デリケートな障害対応が続きます。したがって、

4 でカスタマイズや追加開発に参画した外部の人員が引き
続き障害対応の指揮を執り、
フェーズ 6 の保守・運用へと引
き継ぐためのマニュアルを作成するケースが多いです。また、
障害対応時に業務プロセスを熟知した内部人材の参画が
必要になることもあります。
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ERP 導入に踏み切れない 3 つの理由とその対処法
これまで解説した 6 つのフェーズのうち、企業の負担になるフェーズは、主に以下の 3 つです。
・フェーズ 2．新業務プロセス構築＆システム要件定義
・フェーズ 3．ERP パッケージのカスタマイズ、
追加開発
・フェーズ 6．保守・運用フェーズ
これらは中堅・
この 3 つが企業の負担の 9 割以上を占めるといっても過言ではないでしょう。また、
中小企業が ERP 導入に踏み切れない 3 つの理由と言い換えることもできます。
・
「人的リソース不足」
・
「導入コストの肥大化」
・
「膨大なランニングコスト」

しかし、
この 3 つはいずれもクラウド ERP で軽減可能なものばかりです。
特にフェーズ 1 および 2 に対する効果は絶大です。優れたビジネスシナリオを備えたクラウド ERP
を用いれば、導入時に必須であった「Fit ＆ Gap 分析」や「新業務プロセス構築」
、
「システム要件
定義」の工数を大幅に削減できます。なおかつ、既に成功を収めているビジネスモデルをシナリオ
として導入できることから、業務改革の成功率が飛躍的に向上します。
クラウド上に集積されたハードウェアリソースを使用するため、
物理的なハー
さらにクラウド ERP は、
ドウェアリソースの調達が不要になります。つまり、
フェーズ 3 で必要な追加開発用の環境整備が、
圧倒的な低コストかつ短期間で可能になるのです。
また、
フェーズ 6 では長年にわたる保守・運用コストの負担が重荷になります。
しかしクラウド ERP を採用することでリーズナブルな保守・運用サービスを利用できるため、大幅
なコスト削減が見込めるでしょう。もはや ERP の導入・保守・運用に、専任の人材や高額な年間保
守費用、ハードウェア管理費用、
データセンター費用などは必要ありません。

SAP のクラウド ERP「SAP S/4HANA® Cloud」なら、SaaS 型かつサブスクリプション契約を採
用しているため、毎月一定の費用で ERP の導入・保守・運用が可能になります。
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SAP S/4HANA® Cloud のメリット
SAP S/4HANA Cloud は、中堅・中小企業向けに最適化された統合型クラウド ERP パッケージ
です。そのメリットは、以下の 9 つに集約できます。
1. 業務プロセスの合理化、効率化が容易

6.SAP HANA® を基盤とした高速かつ精緻な

顧客企業のビジネスノウハウを SAP 独自の洗練されたシ

データ処理

運用の排除（業務運用の標準化）が容易。

SAP が誇るインメモリーコンピューティングプラットフォー
ム
「SAP HANA®」
をデータベースに採用し、物理的な距離

ナリオとして提供できることから、業務改革および属人的な

を感じさせないリアルタイム性を実現。

2. 信頼できるベストプラクティスの適用

SAP が長年にわたって集積したベストプラクティスをすぐ 7. 異国間拠点同士のシームレスな IT 基盤統合

に使うことができ、業務効率化・改革の成功率が高い。

異なる国々の拠点をいかに統合するかという課題を素早く

解決。海外進出の前進拠点として活用可能。

3. 意思決定の迅速化

企業内における情報の一元化と部門間のシームレスな連
携を実現。統合された情報をもとに意思決定の迅速化を支

8.BCP およびセキュリティ対策の要となる

災害のような有事における事業継続計画
（BCP）
対策、
セキュ

援する。

リティリスク対策を強化。

4. 低コストかつ短納期での導入が可能

9. 向上したアナリティクス機能とモバイルアクセス

オンプレミス型と異なり、物理的な調達コストを最小化でき

る。結果的に低コストかつ、短納期で導入が可能。

5. クラウド型の提供によるランニングコスト軽減

精緻なリアルタイムアナリティクス機能により、将来の事業

拡大戦略に必要な情報を最適な形で提供。さらに柔軟な

モバイルアクセス機能で、従業員を支援。

クラウド型を採用することで、導入・管理・監視・保守・運用
までのトータルコストを大幅に削減。
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重厚長大な ERP 導入プロジェクトは、既に過去のもの。
SAP S/4HANA Cloud は、中堅・中小企業に二の足を
踏ませる 3 つの理由
「人的リソース不足」
「導入コストの肥大化」
「膨大なランニングコスト」
を解決し、
ビジネス成果を最小コストで最大化させるため
のパートナーとなり得るのです。
中堅・中小企業向けの特設サイト

中堅・中小企業の希望を実現する Blog

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

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

最新の事例やホワイトペーパーなど

中堅・中小企業の課題などを掲載した

中堅・中小企業向けのコンテンツを掲載しています。 ブログがご覧いただけます。
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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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その関連会社の製品およびサービスに対する唯一の保証は、当該製品およびサービスに
伴う明示的保証がある場合に、これに規定されたものに限られます。本書のいかなる
記述も、追加の保証となるものではありません。
特に、SAP SE またはその関連会社は、本書もしくは関連の提示物に記載される業務
を遂行する、
またはそこに記述される機能を開発もしくはリリースする義務を負いません。
本書、もしくは関連の提示物、および SAP SE もしくはその関連会社の戦略ならびに
将来の開発物、製品、および / またはプラットフォームの方向性ならびに機能はすべて、
変更となる可能性があり、SAP SE もしくはその関連会社により随時、予告なしで変更
される場合があります。本書に記載する情報は、何らかの具体物、
コード、もしくは機能
を提供するという確約、約束、または法的義務には当たりません。将来の見通しに関する
記述はすべて、さまざまなリスクや不確定要素を伴うものであり、実際の結果は、予測とは
大きく異なるものとなる可能性があります。読者は、これらの将来の見通しに関する
記述に過剰に依存しないよう注意が求められ、購入の決定を行う際にはこれらに依拠
するべきではありません。
ならびにそれらの個々
本書に記載される SAP およびその他の SAP の製品やサービス、
のロゴは、
ドイツおよびその他の国における SAP SE（または SAP の関連会社）の商標
もしくは登録商標です。本書に記載されたその他すべての製品およびサービス名は、
それぞれの企業の商標です。商標に関する詳細の情報や通知に関しては、https://
www.sap.com/corporate/en/legal/copyright.html をご覧ください。

