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「守り」から
「攻め」
まですべての人事業務を支援する
SAP® SuccessFactors®ソリューション
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世界中で利用されているクラウド人事システムで
人事に関する情報を一元管理
日本の人口は緩やかな減少局面を迎えています。生産年齢人口の減少や社会の多様化から
「働き方改革」が叫ばれるなかで、企業の人事部門にも変革が求められています。
フルクラウド型人事ソリューションである SAP® SuccessFactors® は、
最新のテクノロジーで業務全体を管理することによって人事の「攻め」と
「守り」を強化、
中堅・中小企業の人材戦略を包括的に支援します。
SAP SuccessFactors は給与計算からタレントマネジメン

SAP SuccessFactors は第三者機関の基準に準拠 1 した

トまで、人事業務に関する領域を広範囲に網羅しています。 堅固なセキュリティを保障しており、企業の機密データであ

業務のコアとなる給与計算に対応した基本機能はもちろん、 る人事情報を外部の侵入から保護します。また、46 年にわ
採用からキャリア計画など人材を包括的に管理するタレン

たり企業向けソリューションを提供してきた SAP の経験に

テムや Excel を横断することなく、単一のプラットフォームで

稼動率や強力な拡張性を備えることで、業種や企業規模を

トマネジメント領域の機能も搭載しているため、複数のシス

裏付けられた利用環境と、コアシステムに求められる高い

統合的な人事戦略の施策を推進できます。

問わず、快適にサービスを利用できます。

クラウドサービスとして提供される SAP SuccessFactors

これまでにグローバルで 6,400 社が SAP SuccessFactors

ハードウェア、ソフトウェアの保守期限によるシステムの更

本国内でも 650 社以上の導入実績を誇ります。さらに日本

は、システム導入、運用、管理の負荷を大幅に軽減します。 を利用しており、ユーザー総数は 5,110 万人に上ります。日
改が不要となるため管理者の負担とコストを削減するとと を含む 91カ国の法要件、42カ国の給与計算などに幅広く

もに、法改正パッチの適用やアップグレード作業を含め、 対応しているため、各国固有の要件に即した迅速なグロー

SAP による永続的なサポートが受けられます。さらに、すべ

ての機能モジュールはニーズの高い領域から導入し、後か

バル展開も可能です。

ら活用範囲を追加拡大できるため、スモールスタートで手
軽に利用を開始できます。

図 1：SAP SuccessFactors ソリューション全体像
• 現場の生産性向上
• コミュニケーションの円滑化
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• 労務管理、給与計算業務の効率化、
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連携・拡張基盤

（AICPA）が定めた規格である SSAE16 および SOC2 監査を年 2 回受け、ISO27002 に基づく運用を実施
1. 米国公認会計士協会
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人事業務のコア領域である給与計算を効率化
SAP SuccessFactors の広範な給与計算機能を活用することで、人事部門のコア業務の効率化、自動化を促進できます。

「守り」の業務を適切に合理化することで、限られたリソースを人事戦略の策定に集中するなど、企業経営を支える付加価
値の高い業務へ注力することが可能になり、企業全体の活性化と生産性の向上につながります。給与計算に関する標準

機能、特に毎年法改正が実施される年末調整業務におけるシステム変更対応は、SAP が適宜アップデートを実施し、ビジ
ネスの変化に合わせて対応範囲を拡大していきます。

給与計算に関する標準機能

導入企業のさまざまな開発要望を製品に取り込んでいるため、日本企業が求める人事給与計算業務に適した機能を豊富
に備えています。
月例給与

• シミュレーション、エラー対応機能、本実行

• 月中発令に対する日割計算、期間途中における支給形態変更をサポート

• 昇給時の差額計算、社会保険および税金などの遡及計算機能、および出向精算機能
• 週払 / 隔週払 / 半月払いへ対応、時給者、日給者および丙欄サポート
源泉徴収・年末調整・

• 再年末調整、仮年末調整、扶養是正対応

社会保険

• 厚生年金の一括適用磁気媒体ファイルを作成（資格取得、喪失、算定、月変、住所変更）

非居住者給与計算

• 国内源泉に対する 20％課税機能（月例、昇給、賞与、退職金、出国年調）

手当・控除類

• 通勤費、組合費控除、貸付金、団体生命保険、財形貯蓄、持株会控除などの手当や控除を

e-Gov、eLTAX 連携

• 源泉徴収データの税務署提出用の磁気媒体ファイル作成
• 遡及差額発生時、自動的に修正平均額算出

• 海外給・国内想定給ベースの社会保険に対応
標準でサポート

• 手当・控除は無制限に追加可能

• 貴社の給与規定や就業規則に即した給与計算式（支給、控除、時間外計算など）を設定可能
企業年金や退職再雇用

• 確定給付年金、確定拠出年金（401K）
、前払い退職金、ポイントベースの退職金支給
• 退職再雇用および複雑な退職精算・退職金計算業務をサポート

迅速な法改正対応
サポートパッケージ提供

• 各国の法制度変更対応が必要な場合は、SAP より HR サポートパッケージを提供

• サポートパッケージは、業務運用に合わせて各企業が指定した最適な時期に SAP が適用
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SAP SuccessFactors 導入によるメリット
中堅・中小企業のシステムの検討に際して課題となるのは

また、すべての機能が拡張性の高い統合プラットフォームで

は、
確立された導入方法論に基づくテンプレート、
操作マニュ

散することなく、将来的な事業領域の拡大時にも迅速に対

導入、運用時の負荷増大です。そこで SAP SuccessFactors
アルや運用手順書を提供することもできます。また、運用保

守サービスを通じて、法改正対応や制度変更に伴うシステ

ム設定変更を代行するなど、導入企業の負荷を最小限に軽
減します。

管理されるため、サブシステムや Excel ファイルに情報が分
応できるようになります。

さらにいったん導入した後は、長期間にわたって安定的に
利用可能なサービスであり、数年おきのシステム更改費用

が発生することもなく、業務全体の最適化と運用開始後の
コストを最小化できます。

迅速な法改正対応と

連携・拡張基盤を活用して

豊富な機能により、

増加を抑止

業務全体を効率化

柔軟な業務要件変更への対応

サブシステムや Excel 作業の

標準化された導入・運用方法論で

単一基盤でグローバル展開や

システムのブラックボックス化を

タレントマネジメントなど、

回避

段階的に機能を拡張

人手を介する業務を最小化して

長期的にバージョンアップが

不要なシステム基盤で中長期の
総所有コスト
（TCO）
を削減
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採用から育成まで、人材活用を最適化する
包括的なタレントマネジメント
従業員の育成や高度なスキルを備えた人材の獲得を行い、 ションを上げ、
定着率を高めます。後任者計画機能によるリー

経営戦略に基づいた業務に適材適所で配置する環境づくり ダー育成や、新規プロジェクトに最適な人材の選出、人材

が、ビジネスの成否に直結します。SAP SuccessFactors

では統合的な人材マネジメントにより
「攻め」の業務領域を

プール管理も可能です。

強化し、すべての人材を適所・適材・適時に配置しながら、 目標 / 評価プロセスの PDCA サイクル構築

個々の従業員が意欲的に活躍する場を創出できます。

Web ベースの目標管理シート、ワークフローと連動した評

価プロセスで、目標設定 / 評価業務の効率化を実現します。

人材情報を一元的に管理

採用活動から入社前管理、所属部門や業務内容、兼任・出

向などの異動履歴、勤怠といった従業員 1 人ひとりの情報を

「社員プロファイル」として管理します。管理項目は自社の要
件に合わせて柔軟に追加することが可能です。あらゆる人

事情報を履歴とともに一元管理する人事マスターの機能に

経営目標に基づいて、要員計画の策定や人材配置を実施し、

それに連動した目標設定と進捗管理を行うことが可能です。

PDCA サイクルを回して管理することで、全社一丸となって

目標達成に向かえるようになります。

より、選抜や配置、育成などの人材戦略を推進できます。

さまざまな学習形態に対応したプラットフォーム
企業内の集合研修や e-ラーニングをサポートし、従業員教

経営戦略に沿ったキャリア開発 / 育成

への研修割当、進捗管理のほか、グループ内企業など社外

育を効率化します。教育カリキュラムの管理や適切な人材

従業員それぞれの志向と業務内容に即したキャリア開発に

向け、自律的なキャリア目標の設定と育成計画の立案をサ
ポートします。将来のキャリアパスを明確に定義し、具体的

な育成 / 配置プランを提示することで優秀な人材のモチベー

への研修提供・請求管理も可能です。さらに、企業向け

SNS との連携により研修受講後も関連コンテンツや情報

を共有し、自主的な学習を組み合わせることもできます。

図 2：SAP が提案するタレントマネジメントのフレームワーク

最適な人財
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最適な業務
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社員

最適な育成
（Right Development）
キャリア開発・学習管理・
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最適な意識
（Right Way）
評価管理・
カルチャー浸透
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包括的なタレントマネジメントで得られるメリット
人材戦略全般を網羅した機能群により
業務効率化を実現

（退職率、勤続年数等）
を用いた高度な要員分析 / 要員計画

機能が用意されており、人材情報の管理に幅広く活用でき

SAP SuccessFactors は、後継者管理や人材プール管理 ます。また、グラフィカルなダッシュボード機能で、さまざま

をはじめ、採用や要員分析 / 計画など、あらゆる人材戦略に
活用できる機能を豊富に備えています。必要な機能から使

な形式のレポートから最新情報をリアルタイムに把握でき
るほか、クリック操作で個々の従業員情報までドリルダウン

い始めて、ニーズに応じて追加で設定を行い、利用業務や

し、詳細情報をすばやく確認できます。

事施策を連携して実施することも可能で、効率的かつ正確

採用 / 配置 / 育成 / 評価をサポート

対象者を段階的に広げていくことが可能です。さまざまな人
に人事施策を実施できます。

統合的な人材育成プロセスをワンストップで運用することに

より、あらゆる人材情報が自動的に集約され、選抜や配置、

分析基盤による人事指標の可視化と
レポート作成

ドソリューションのため、
インターネットに接続できる環境な

軟に出力できる標準レポート、任意の項目を組み合わせて

展開も容易で、将来的に利用範囲を拡大することも、グロー

育成に活用できます。また SAP SuccessFactors はクラウ

SAP SuccessFactors には、人材プロファイルの情報を柔 ら、どこからでもシステムを利用することができます。さらに

出力するアドホックレポート、定型レポートに加え、人事指標

バル展開や M&A 企業の取り込みも容易に対応が可能です。

図 3：人材プロファイルであらゆる人事情報を統合管理

図 5：全社の人事情報を直感的に把握する KPI 管理

図 6：評価進捗状況のドリルダウンレポート
図 4：組織情報の一元管理と組織改編対応
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SAP SuccessFactors のコストメリットと
導入支援体制

確立された手法のもと
ルなどのインフラ環境の構築が不要なクラウドサービスです。 短期間 ･ 低コストでの構築を実現

SAP SuccessFactors は、ハードウェアの調達やインストー

パラメータの設定によるシンプルな導入方法により、短期間
に低リスクで導入可能です。月額 300 円台 から利用を開
2

始でき、運用開始後の手間とコストを最小限に抑えて中長
期的に総所有コスト
（TCO）
を削減できます。

クラウドサービスを使った人事システムにはさまざまなもの

がありますが、自社で個別要素を組み合わせて導入計画を
立て、導入プロジェクトを実行し、管理していく場合は専任

のリソースを確保する必要があり、時間も手間もかかります。
一方、SAP SuccessFactors は機能に精通した経験豊富

平均 3 〜 6 カ月でクイック導入

な導入パートナーが主体となって導入プロジェクトを推進

ビジネスの優先順位に合わせて、導入プロセスを最適化で

するため、自社要件に沿って適切なプロジェクトマネジメン

ルから実装し、必要に応じて拡張可能です。このように段階

導入実績を通じて確立された導入方法論や、各パートナー

から一括でリプレースする場合のリスクを回避できるととも

化し、工数を削減することが可能です。

きます。また、
自社のビジネスに最も効果がある機能モジュー トに基づくシステム構築が実現します。国内 650 社以上の
的アプローチを取ることで、これまで使用していたシステム
に、自社の予定や都合に合わせた展開が可能となります。

が持つテンプレートやノウハウにより、短期間で要件を精緻

さらに詳しい情報は

SAP 担当者にお問い合わせいただくか、以下の Web サイ

トをご覧ください。

https://www.sap.com/japan/products
/human-resources-hcm.html
図 7：オンプレミス環境と比較した場合のシステム費用の圧縮
オンプレミス
ライセンス費用 / 初期保守費用 / 年

フルクラウド
大幅な TCO 削減

ソフトウェア関連費用

（OS、
データベース、
セキュリティ、監視など）

ハードウェア関連費用

（ストレージ、
サーバーなど）

設備関連費用

（データセンター、ネットワークなど）
ディザスタサイト含む

システム運用費用

定期運用（バックアップ、バッチ処理、監視など）
ハードウェア拡張（ディスク、
メモリ、CPU など）
ソフトウェアのアップグレード、パッチ適用 等

利用料に含まれるサービス内容 / 年

• アプリケーション サービス利用料
• 他システムとの連携ツール利用料
サポートサービス
ソフトウェア関連費用
ハードウェア関連費用
設備関連費用
システム運用費用

2. SAP SuccessFactors を最小構成で利用した場合の価格です。契約は 1 年単位で行います。

また、
このほかに初期費用として、導入サービス費用が必要になります。価格についての詳細は SAP にお問い合わせください。
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Follow us

お問い合わせ先

https://www.sapjp.com
/gb/form/contact/?ref=HR-LP
0120-786-727（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）
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