Business Transformation Case Studies powered by SAP HANA

商いと働き方の次世代化に向け、
大容量データを蓄積でき、
高速レスポンスを実現する SAP HANAで
データ分析を促進していきます。
浦上善一郎氏

伊藤忠商事株式会社 IT 企画部 全社システム室長
小竹三郎氏

IT 企画部 業務イノベーション推進室

伊藤忠商事株式会社
次世代全社統合データ基盤を
SAP HANA®で構築し
付加価値の高いビジネスデータを提供
世界 63カ国、約 110 拠点で事業を展開する伊藤忠商事株式会社。

“商い”と“働き方”の次世代化を目指す同社は、日本の総合商社として

いち早くSAP S/4HANA®に移行。同時に SAP HANA®の超高速性能を活用し

ビジネスデータの分析を支援する次世代全社統合データ基盤を構築しました。

SAP® BusinessObjects™を使ったデータ分析と活用支援を行う

専門組織も立ち上げ、業務部門におけるデータ活用高度化を徹底しています。
導入目的

・け
・ふ
• 伊藤忠の商売の基本である
「か
（稼ぐ）
（削る）
（防ぐ）
」
の徹底

• 働き方改革のさらなる推進

• 連結経営の深化を見据えた機能の拡充
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SAP 選択の理由 • 大容量データの蓄積が可能
• インメモリーデータベースによる高速レスポンス

• 基幹システムに採用した SAP S/4HANA との親和性

導入効果

• 全社的なデータ活用・分析リテラシーの底上げ

• 全社統合データベース分析システムの利用者が
以前の約 5 倍まで増加し、業務改善が促進

• 毎月のレポート作成時間が 4 時間から 20 分に短縮
（機械カンパニー）

業種

総合商社
事業内容

繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、
住生活、情報、金融分野の国内、輸出入および
三国間取引
年間売上高

11 兆 6,004 億 8,500 万円

（連結、2019 年 3 月期）
従業員数

119,796 名（連結、2019 年 3 月 31 日現在）

本社

東京都港区 / 大阪府大阪市

URL
https://www.itochu.co.jp/
ソリューション

SAP HANA®、SAP® BusinessObjects™、
SAP S/4HANA®

サービス

SAP Premium Engagements
活用分野
データ分析、
データ活用

伊藤忠商事株式会社
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「商い」と
「働き方」の次世代化を目指し

SAP S/4HANA に移行

1858 年の創業以来、一世紀半にわたって成長

を続けてきた伊藤忠商事。現在、中期経営計画

「Brand-new Deal 2020」のもと、次世代の

「商い」と
「働き方」の実現を目指し、持続的成
長に向けて取り組んでいます。

同社が 1970 年代から活用してきた基幹シ

ステムは、事業の成長とともに進化を遂げてき

プロフェッショナル集団「BICC」が

BICC の活動を通じて全社規模でデータ活

用が促進され、現在は約 1,900 名が HANABI

ユーザーのデータ活用を支援

HANABI を事業カンパニーに展開するうえで、 を利用しています。これは業務計画担当者のほ

IT 企画部が重視したのは業務担当者が自主的

に継続して使いこなせるかどうかです。過去に

ぼ半数に達しており、導入前と比べて約 5 倍増
加している計算です。ビジネスへの効果も表れ

もデータ分析のシステムを用意していたものの、 ており、機械カンパニーではある業務の損益月
次第に利用率が下がっていったなどの反省も

次分析において、4 時間を要していたレポート

支援する専門組織 Business Intelligence

上の業務削減が実現。手作業での結合や集計

踏まえ、IT 企画部内にユーザーのデータ活用を

作成時間が 20 分に短縮し、年間 100 時間以

ました。しかしシステムコンセプトを維持してき

Competency Center（BICC）を組織しました。 が不要になり、作業ミスのリスクも大幅に軽減

に加え、保守作業の属人化、新たな要件を実

SAP BusinessObjects の開発に関わったエン

た結果、リアルタイムな損益把握が難しいこと 「BICC の前身となったのは、SAP HANA や

装するための時間とコストの増大などが課題

となっていました。そこで同社は、次世代の要

ジニアで構成していたチームです。HANABI の

されています。

HANABI の稼動開始後に、まず経理部門と
の密な協業により必要な分析レポートを作成

本格展開にあたり、システムのヘルプデスク担

することから始め、そこで得た業務知識をもと

在は約 35 名で構成しています」と、IT 企画部

そして稼動開始から 2 年近くが経過し、IT 企画

あらゆるデータを一元的に管理する

ります。

した。BICC 内には今ではさまざまな業務知識

伊藤忠商事は SAP S/4HANA の導入と並行

タを SAP HANA に移行して SAP HANA View

取り込みながら BICC から事業部門に新たな

盤（データレイク）
も構築しました。新基幹シス

門ユーザーの分析レポートの作成支援、ユー

考えです。

エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、

蒙活動も行っています。

どのテクノロジーを駆使しながら、人間系だけ

件に対応するため SAP S/4HANA に移行し、 当、データサイエンティストなどが加わり、現

2018 年 5 月に本稼動しました。

全社統合データ基盤を整備

し、SAP HANA 上に次世代全社統合データ基

業務イノベーション推進室の小竹三郎氏は語

BICC では、事業カンパニーのシステムデー

に実装することはもとより、営業部門や管理部

テムの会計データに加えて、繊維、機械、金属、 ザーからのデータ活用の相談に乗るほか、啓
第 8 の 8 つのカンパニーの営業取引に関わる

すべてのデータ、物流 /人事総務データを集約

し、現場のニーズに応じたレポートやビジネス
データをスピーディに提供するためです。IT 企
画部 全社システム室長の浦上善一郎氏は、次

のように語ります。

「これまでのデータ活用は、ユーザーのスキ

ルに依存しがちでした。そこで BICC ではもう

1 歩踏み込んで、簡単なデータ加工の操作説明
からレポート作成支援まで行っています。レベ

ルに応じたハンズオン形式のセミナーも全ユー

に他部門とのコミュニケーションを進めました。
部と各カンパニーとの関係もより密接になりま

が蓄積されてきており、今後は外部のデータも
施策を提案し、攻めのビジネスを牽引していく
「データ活用のプロとして、機械学習や AI な

では気付きにくいインサイトをユーザーに提供
（小竹氏）
していきます」

データ活用促進の基盤としても、SAP との
パートナーシップはより重要性を増すと浦上氏
「基幹システムの安定運用と並
は言及します。

ザーを対象に週 1 回のペースで実施しています」 行して、
ビジネスにより近い領域でのパートナー

「これからの経営ではデータ分析がより重要 （小竹氏）

シップの強化に期待しています」

となってきます。そのため SAP S/4HANA と
の親和性が高く、大容量データが蓄積でき、数
千件規模のトランザクションデータでも高速な

BICC が全社のデータ活用を支援

レスポンスを実現する SAP HANA のさらなる
利活用を図りました」

さらに、蓄積したデータからユーザーが集計 /

ユーザー

データ活用・分析相談

BICC

分析をするための全社統合データ分析システム

データ活用支援・教育

（BI ツール）として SAP BusinessObjects を

HANABI（全社統合データベース分析システム）

より高く未来に打ち上げたいという意思を込めて

Data Lake ｜ SAP HANA®（全社統合データ基盤）

組み合わせ構築したデータレイクに、
ビジネスを

「HANABI」と命名しました。

単体会計

連結会計

業務システム
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