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「人」が主役の変革で新文化をつくり
課題大国・日本を「 課題解決先進国 」へ
イノベーションを創出し、いかに新しいビジネスモデルで成長戦略を描くか ――。これは多くの企業が直面する重要
なテーマだ。しかし、言葉で表現するほど容易なことではない。過去の成功体験を捨て、自社の組織や意識をトップ
から現場に至るまで変革し、新しい挑戦を行う必要があるからだ。実は ERP ソフトの巨人といわれた SAP にも、悪戦
苦闘の歴史がある。現在は、パッケージソフト偏重だったビジネスモデルから脱却したが、 10 年以上前に始まった
変革は、今なお続いているという SAP ではどのような哲学で変革を進め、具体的にどのような変革を敢行したのか。

SAP の経営幹部と、経営学者の宇田川 元一氏がその “ 深層 ” を語り合った。

成功体験の残滓がジレンマとパラドックスを助長する

―― 多くの日本企業が変革や創造の重要性を認識して

ているつもりです。

いる一方、グローバルで比較するとその取り組みはなか

まず優れた点は、品質への投資を惜しまないこと。製

なか進んでいないといわれています。その理由をどのよ

品や顧客体験において最高品質の提供を目指す。10年、

うに見ていますか。

20年という長期的な計画を立てて投資を継続していき
ます。

マリオット：私はSAPのアジア・パシフィック市場の責

しかし、市場は激しく変化しています。長期的なこと

任者の一人として、長く日本市場に関わってきました。

ばかり見ていると、デジタル化のトレンドに乗り遅れ、

日本企業の優れた点もサポートが必要な点もよく分かっ

短期的なチャンスを見失う恐れがあります。長期的な
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埼玉大学
経済経営系大学院 准教授
経営学者

宇田川 元一 氏
経営学者。専門は、経営戦略論、組織論。 ナラティヴ・アプローチに基づ
いた企業変革、イノベーション推進の研究を行っている。また、様々な企業
のアドバイザーとして、その実践を支援している。 HRアワード2020 書
籍部門最優秀賞受賞（『 他者と働く』）、2007 年度経営学史学会賞（ 論文
部門奨励賞 ）受賞。2021 年 4月20日『 組織が変わるー行き詰まりから一
歩抜け出す対話の方法 2on2 』
（ダイヤモンド社 ）を刊行。

チャレンジだけでなく、変化に機敏に反応する短期的

宇田川：1990年代半ばのIT革命以降の経営戦略論や組

な視点でのチャレンジも必要ではないでしょうか。さ

織論のテーマは一度成功した企業が変革に伴って生じる

らに急激にグローバル化している世界の状況に対して、

「組織のジレンマとパラドックス」をどう乗り越えるか

他国がグローバライゼーションによりメリットを享受

ということでした。お二人の話を伺って感じたのは、実

している一方で、日本は他国が享受できているスピー

はこれがまだ続いているということ。

ドではグローバル化のメリットを十分に享受できてい
ないと感じます。

企業組織では市場での成功を通じて、組織の資源配分
プロセスや人事戦略など、様々なことが制度化されてい
きます。しかし、ビジネス環境や社会は常に変化し、新

鈴木：日本のGDPは約500兆円で、1990年代半ばから

しいテクノロジーも次々登場してきます。当然、変革が

ほぼ横ばいの状況です。中国は2010年に日本を追い抜

必要になるのですが、制度化されたものは簡単には変え

き、現在は日本の約4倍の2000兆円超。アメリカは

られません。その結果、変えたくても変えられないとい

3000兆円超で15年前から倍以上成長しています。日

ったジレンマに直面する。皮肉なことに、過去の成功体

本だけが成長できずにいるのです。私も含め、日本の経

験が変革を阻害するパラドックスを生み出し、ジレンマ

営者の多くが大変な危機感を抱いています。

から抜け出せなくなっているのです。

なぜ日本は成長できないのでしょうか。原因の1つに、

このジレンマとパラドックスをどうやって脱却する

失敗を恐れる文化が大きく影響していると思います。日

か。今の日本企業と同様の課題を抱えていた SAP は

本企業では失敗が大きなマイナスになる。だから失敗は

グローバルで抜本的な経営改革を実現しました。私自

したくない。そして失敗しないためにチャレンジもしな

身も企業変革の研究テーマとして、SAP の取り組みに

いというわけです。このネガティブな文化を壊さなけれ

は興味を抱いています。なぜ変革に取り組み、何を変

ば、企業変革どころか日本という国の将来も危うくなる

えようと考えたのか。改めて今日は話を聞かせてくだ

のではないでしょうか。

さい。

お客様の変革の支援を確実に実現するために

マリオット：私は14年前にSAPに入社しましたが、そ

化を始めた時期でした。SAPはERPの領域で多くの成

の頃はちょうどSAPがビジネスポートフォリオの多様

果をあげていましたし、現在でもERPの領域では多く
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の企業に寄与しています。しかし、SAPは持続的な成長

鈴木：以前のSAPはエンジニアの権勢が強く「良い製品

を継続していくためには、ビジネスポートフォリオの多

を作れば売れる」という考え方を持っていました。その

様化が必須であると理解していました。製品の多様化を

点は日本の製造業と似ているかもしれません。しかし、

実現することで、企業の人材の生産性向上や業務の自動

製品はあくまで手段です。お客様が最終的に求めている

化、そしてイノベーションの醸成を加速し、企業変革の

のは、自らの変革であり、KPIの達成であり、競争優位の

支援を目指したのです。そして多様な業務領域や業界を

獲得です。ERPは本来そのための武器の1つだったはず。

カバーする多様な製品群を買収などの方策により拡張

自分たちは何をしたくてERPを展開してきたのか。その

していきました。同時にSAPが貢献できる市場規模の

理由をもう一度解きほぐしながら、新たな変革の方向性

拡大も目指しました。現在そして今後の焦点は、お客様

を見出していきました。

に確実にそのメリットをシームレスにエンドトゥエン

例えば、以前の組織は、営業は営業活動に専念し、導

ドで享受いただくようこれらの買収した製品群と既存

入はコンサルティング部隊、運用フェーズに入ったら保

のSAP製品を統合していくことです。SAPは製品群を

守部隊というように分業制で、部門間に見えない壁のよ

統合してよりクオリティの高いソリューションをお客

うなものがありました。そこでお客様対応にあたる組織

様に提供するために今後数年間研究・開発に多くの投資

を1つに集約し、その中で互いが連携する体制に変革を

を行っていきます。製品のクオリティに非常にこだわる

進めたのです。今ではカスタマーサクセスについてチー

日本のお客様にとっては特に意義のある取り組みであ

ムで常に共有し、自分の役割を考えて行動する文化が定

ると思います。

着しています。

SAPジャパン株式会社
代表取締役社長

鈴木 洋史 氏

2015年にSAPジャパンに入社後、卓越したリーダーシップによりコンシュー
マー産業ビジネスを大いに伸長し、2018年1月に常務執行役員インダスト
リー事業統括に就任、全業種の大手企業顧客を統括し、SAPジャパンの
ビジネス成長を牽引。2020 年 4月に代表取締役社長に就任。お客様の
ビジネスの成功にフォーカスし、日本企業のデジタル変革の支援に全力で取
り組んでいる。31年に渡る豊富なIT業界の経験を持つ。

社員を中心におく企業カルチャーをつくる

―― 変革に向け、組織全体の意識改革にも取り組んだと

デザイン思考の手法を通じて、社員のモチベーションを

伺っています。具体的にどのような取り組みを行ったの

高め、お客様企業に対しては、その企業のお客様へより

ですか。例えばデザイン思考という手法を活用したと伺

良い結果を届けられるようなアイデアを生み出す支援を

っていますが。

してきました。デザイン思考により、協働によるイノベー
ティブなアイデアを生み出すマインドセットを醸成する

マリオット：デザイン思考は、たしかに1つの例ですね。

ことができました。ただ、ここではデザイン思考より一歩
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ポール・マリオット 氏
SAPアジア太平洋・日本地域の21,000人の社員を統括し、46,000社以
上のお客様と3,000 社以上のパートナー様の成功実現を支援するプレジ
デント。テクノロジーに精通し、アジア地域で25年以上の経験を持つ。英
国出身。エセックス大学で人工知能の修士号を取得。仕事以外では、青年
ラグビーに強い関心を持ち、シンガポールのタングリン・ラグビー・クラブ
でコーチをしている。

前に戻って考えてみたいと思います。最も重要なものは

ンドだと私は思っています。

社員であり、人材です。人事戦略そして人材育成の戦略

第2にインクルージョン。アジア地域はきわめて多様

を正しく実施すれば、社員のモチベーションが高まり、そ

ですが、これこそが私たちの強みだと思います。多様な

れが業績やイノベーションという結果を引き出してくれ

文化や考え方の社員を受け入れ、共に働くことのできる

るのです。私が統括しているアジア太平洋日本地域は現

カルチャーを醸成することが成功につながるのです。そ

在世界全体のGDPの約40%を占めていますが、おそらく

して社員個々人が持つ人生のパーパスや信条を尊重し、

2030年までには50%まで成長してくるでしょう。日本

そのパーパスを企業の目的とつなげる支援をすること

は高齢化していますが、アジアの大半の国々は若い労働

で、ポジティブな企業カルチャーを築いていくことを目

人口が多くを占めています。若手の育成は特に重要です。

指しています。SAPが社員個々人のパーパスを尊重し、
そのパーパスの実現を支援することが重要だと思ってい

宇田川：人事戦略、人材戦略を重要視している企業は多

ます。役職にかかわらずフラットにだれもが自分の意見

くありますが、単に人の能力開発をするだけでは変革を

を表明できる心理的に安全な雰囲気をつくっていくこと

促すことはできません。具体的にどのような取り組みを

も非常に大切です。
第3に常に学び、成長を志向すること。私は51歳にな

されているのですか？

りましたが、
半世紀生きてきて気付いたことがあります。
マリオット：私は人材戦略のもと3つの柱を掲げていま

それは、
今でも知らないことがたくさんあるということ。

す。第1にリーダーシップ。社員一人ひとりが単に自分

成長していくためには、謙虚な気持ちで、学び続けたい

の目標を達成することに尽力するだけでなく、自分のパ

という気持ちを持つことが大切ではないでしょうか。

ーパスや信条に基づいて、やる気と信念を持って取り組

これら3つの柱に基づいた企業カルチャーを醸成すれ

むようなカルチャーを醸成することです。そのためには

ば、大きな山を動かす力になるのです。企業が成長し続け

社員が常に成長し続けていくことが不可欠です。そして

ていくためには、戦略や技術も重要ですが、最も大切なも

成長するためには、社員が自分の日々の業務の範囲を超

のは社員のモチベーションを向上させる企業カルチャーで

えて、自信はないかもしれませんが、未経験の領域、現

す。
「企業文化は戦略を朝食に食べる」という古い格言が

在の自分より背伸びした領域にチャレンジしていくこと

あります。つまり正しい企業文化が醸成されなければ、ど

が重要です。このチャレンジこそがリーダーシップマイ

んな素晴らしい戦略も実現はできないということです。

お問い合わせ先

SAP ジャパン株式会社

TEL : 0120-786-727
お問い合わせフォーム：https://www.sap.com/japan/registration/contact.html

本記事は、日経ビジネス電子版 Special（ 2021 年 8 月31日）に掲載されたものです。禁無断転載 ©Nikkei Business Publications,inc
SAP 及び SAPロゴ、その他 SAP 製品は、ドイツ及びその他の国におけるSAP SEの商標または登録商標です。
また各記事内に記載されている各社の商品またはサービスなどの名称は各社の商標または登録商標です。

未来創造に向かう挑戦者たち

〜 SAP の挑戦に見る企業のこれから〜

vol.1
後編

埼玉大学
経済経営系大学院 准教授

宇田川 元一氏

vol.2
vol.3
vol.4
vol.5

People & Culture 変革を育む人と文化
Society 地域と社会とのつながり
Cloud 新しい価値を創り、届けるために
Customer 真の共創パートナーを目指して

Overview

変革への想い
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代表取締役社長

鈴木 洋史氏
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ポール・マリオット氏

過去の成功体験が変革を阻害するパラドックスを生み出し、そのジレンマから抜け出せない――。多くの日本企業がこう
した状況に陥っている。SAP も同じ悩みを抱えていたが、大胆な変革に舵を切った（前編参照）
。10 年以上前に始まった
その取り組みは、今もなお続いているのだという。またそれはグローバルだけでなく、SAP ジャパンという日本独自の
取り組みにもつながっている。後編では SAP が変革の過程でどのような壁に直面し、それをどう克服したのか。今後、
どのような企業へと変貌しようとしているのか。これまであまり語られなかった部分についても紹介していきたい。

別組織を立ち上げ、小さな成功を積み重ねていく

宇田川：SAPが変革を成し遂げるまでには、様々な組織

務に取り組むことができるのです。そして社員が安心

内で不安や葛藤、あるいは抵抗もあったのではないか、

し、信頼され、サポートされていると感じ、失敗しても

と推察します。そうしたハードルはどうやって乗り越え

そこから学べばよいという新たなカルチャーの醸成を

ていったのですか。

目指したのです。新たなビジネスが創出されたのちに、
社内の既存組織に持ち込んでいきます。最新の機械学習

マリオット：企業は常に長期的な取り組みと短期的な取

やAIの技術の開発についてもこのような仕組みで取り

り組みの２つに対応しています。すでに成功を収めてい

組んでいます。スタートアップ企業を支援するアクセラ

る大企業には長年効果的に機能してきた業務プロセス

レーションプログラム「SAP.iO」もこのような社内の

が深く浸透しており、そのような企業に短期的にイノベ

別組織の1例です。さらに、SAPジャパンでは、
「SAP

ーションを求めるのはきわめて難しいと思います。その

Labs Japan」という本社の研究開発組織と直接つなが

ため、SAPは変革を推進する別組織を社内に立ち上げ

る新たな組織を立ち上げ、既存の組織とは全く別の視点

て活動を後押ししました。SAPの中にあっても、KPIや

でアジャイルなイノベーションの創出に取り組んでい

仕事のやり方は全く別、それにより、全く別の視点で業

ます。
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埼玉大学 経済経営系大学院 准教授 経営学者

宇田川 元一 氏

経営学者。専門は、経営戦略論、組織論。 ナラティヴ・アプローチに基づいた企業変革、
イノベーション推進の研究を行っている。また、様々な企業のアドバイザーとして、その実践を
支援している。 H R アワード2 0 2 0 書籍部門最優秀賞受賞（『 他者と働く』）、2 0 0 7 年度
経営学史学会賞（ 論文部門奨励賞 ）受賞。2021 年 4 月20日『 組織が変わるー行き詰まり
から一歩抜け出す対話の方法 2on2 』
（ダイヤモンド社 ）を刊行。

宇田川：大きな組織体ではアジャイル的に活動すること

の中に根付いていたもの。日本がこれを実践できないわ

は難しくても、小回りの利く別組織なら小さな成功を生

けがない。日本企業の奮起に期待したいですね。

み出しやすい。それを積み重ねていけば、大きな成功を
鈴木：日本の高品質なものづくり文化は世界のどこにも負

呼び込むことにつながりますね。
余談ですが、アジャイル開発は日本の製造業のものづ

けません。しかし、海外の変革のやり方やスピードは日本

くり手法がモデルになったといわれています。ベースに

より段違いに速く、アグレッシブです。いいところは伸ば

なったのは、経営学者の野中 郁次郎さんと竹内 弘高さ

し、学ぶべきところは学んでいく。日本の経営者の多くが

んが1986年にハーバード・ビジネス・レビューに発表

現状に強い危機感を抱く一方、コロナ禍による業務のデ

したスクラム開発に関する論文。この手法をシステム開

ジタル化の流れを好機と捉え、変革に向けて動き出してい

発に応用したものがアジャイル開発です。

ます。次世代への責任として本気でやり遂げようと考える

アジャイル的な考え方や手法は、もともと日本の文化

経営者も増えている。そこに明るい未来を感じています。

カーボンニュートラルを目指すサステナブル経営を推進

―― グローバルな大変革により、SAPは大きな成果を上

動には特に力を入れています。成長著しいアジアは世界

げていますが、その取り組みは現在も続いています。未

のサプライチェーンの60％を担っており、CO2 排出量も

来に向かう変革のビジョンと注力分野を教えてください。

世界で最大級に多いからです。製造や物流の業務領域は
SAPにとってビジネス機会にもなりますが、CO2 排出量

マリオット：SAPがグローバルで力を入れているのが、

を制御していくことで、地球環境を意義ある方向で守っ

サステナブル経営の推進です（図1）
。サステナビリティ

ていくために責任も果たしていかなければなりません。

は、アジア地域にとり中心となるパーパスであり、現在の

SAPのお客様企業が物資を調達し、製造過程を経て、製

私の役割において最重要のテーマです。アジア地域の活

品を届け、製品使用後のリサイクルもしていく、このエン
ドトゥエンドのプロセスのデザインの根本的

図１ SAPのサステナブル経営のスコープ

な変革を支援していくことで、CO2 排出量を劇

Sustainability

プラネタリー・パウンダリー（地球の限界）内での
より良い経済・環境・社会的影響の創出

Enabler

的に削減していくことに貢献することを目指し
Exemplar

企業の持続可能性の課題と機会を満たす
製品とサービスの提供

自社の持続可能な事業運営と実践において
模範を示してリードする

循環型
経済

すべてにおける
平等

熟練でインクルーシブな
労働人材

によって、私たちのお客様企業の調達、オペレ
ーション、製造の過程でCO2 排出量を可視化、

統合的なステアリングとレポーティング
気候変動
アクション

ています。SAPのClimate 21ソリューション

ソーシャル・
アントレプレナー

削減し、それによりお客様企業がそれぞれの目

エシカルなビジネスの実践

標を達成できるようなビジネスモデルへと変

国連のSDGsがグローバル共通のフレームワーク

革していく支援をしていくことを目指していま
す。多くの日本の大企業は多大なCO2 を排出

「 Enabler 」と「 Exemplar 」としての活動を通じ、気候変動アクションや循環型経済をはじ
めとする5つのテーマの実現を目指す。これは SDGsのフレームワークに対応した、グロー
バル共通のテーマである

しています。これらの企業と5-10年の長期計
画で取り組みを進めていくことで、これらの企
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業が回復力のあるインテリジェントエンタープライズへ

動を支援しています。もちろん、自らの事業活動におけ

変革していくのみならず、環境にもやさしいサステナブ

るCO2 排出量の削減にも取り組んでいます。

ルな企業へと成長していけると考えています。
宇田川：近年は台風が大型化したり、局地的な豪雨被害
鈴木：その取り組みは2つの側面で進めています。製品・

が頻発したりするなど地球の気候変動を強く実感するよ

サービスの提供を通じて社会や企業の持続可能性を支援

うになりました。でも、これは現象であって、変化はず

する「Enabler」と、持続可能な事業運営と実践でSAP

っと前から進んでいた。1日や1年といった単位の変化

自らが模範を示す「Exemplar」の活動です。

量はごく僅かだから気付けませんが、長い目で見ると確

Enablerの活動としては、これまでの変革の成果とし

実に悪化していく。いわば慢性疾患のようなものです。

て新しいソリューションを多数提供しています。
「SAP

これは先ほどの企業変革にもつながる話です。毎年少

Product Carbon Footprint Analytics」はその1つ。

しずつ売り上げが落ちたり、会社の雰囲気が変わったり

企業活動のあらゆる場面におけるCO2 排出量をデータ

してきていても、目先のビジネスが回っていれば、その

として可視化し、削減の取り組みを支援します。

変化を見過ごしてしまう。そこでいかに健全な危機感を

Exemplarの活動ではカーボンニュートラルの実現に

持って変革に取り組めるかが重要です。その意味でSAP

向け、気候変動対策の戦略的プログラム「CLIMATE21」

の取り組みは先駆的で、多くの企業に示唆を与えるもの

を開始し、温室効果ガスの排出抑制を目指すお客様の活

だと思います。

SAPジャパン株式会社 代表取締役社長

鈴木 洋史 氏

2015 年にSAPジャパンに入社後、卓越したリーダーシップによりコンシューマー産業ビジネスを
大いに伸長し、2018 年 1月に常務執行役員インダストリー事業統括に就任、全業種の大手企業
顧客を統括し、SAPジャパンのビジネス成長を牽引。2020 年 4月に代表取締役社長に就任。
お客様のビジネスの成功にフォーカスし、日本企業のデジタル変革の支援に全力で取り組んで
いる。31 年に渡る豊富なIT 業界の経験を持つ。

日本市場に特化した「SAP Japan 2023 Beyond」が始動

―― SAPはグローバル企業ですが、日本に特化した取

様やパートナーに伝えるか。2020年4月に準備室を発

り組みも進めています。2021年2月には中期変革プロ

足し、全社横断で総勢100名以上の従業員がこのプログ

グラム「SAP Japan 2023 Beyond」を策定しました。

ラムの策定に参画しました。

具体的にどのような活動を展開するのですか。
鈴木：SAPジャパンは2032年に設立40
周年を迎えます。節目の年に向けて、将来
のありたい姿を定義した「SAP Japan
Vision 2032」
を2012年に策定しました。
その実現に向けた中期変革プログラムが
「SAP Japan 2023 Beyond」です。
一人ひとりのマインドセットをどうつ
くり上げるか。そして自分たちが変わっ
たこと、それによって提供できる価値を
どうやってステークホルダーであるお客

そして「日本発、世界に更なる躍動を。
」というスロ

図2 「SAP Japan 2023 Beyond」が定義する5つのカテゴリー
社会

日本を課題先進国から課題「解決」先進国に
発展させるために、事業を通じて
社会貢献を達成するスキームを構築

製品・サービス

グローバルの製品開発組織との連携を強化、
また企業をつなぐ新たなネットワークを構築し、
製品・サービスの価値を高める

顧客

最先端の技術を活用して企業の
インテリジェント化を推進するとともに、
カスタマーサクセスのモデルを確立

認知

社会

日本の企業と社会の課題解決にSAPジャパンが
欠かせない存在として認知されるよう、
本活動の意義を社会に発信

SOCIETY

人

社員が働く意義を見直す機会を提供し、
それぞれの個性の相乗効果が
発揮される文化を醸成

ス
サービICE
製品・
SERV
UCT＆

顧客

CUSTOM

ERS

PROD

人

PEOPLE

認知

AWARENESS

日本社会が抱える課題と2023 年までに達成する目標を、従業員によるボトムアップで5つのカテ
ゴリーに定義した。これが SAPジャパンの中期経営戦略の柱となる。具体的な活動は 12の小規
模なタスクフォースに分けて進める
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ーガンを掲げ、デザイン思考をはじめとする新しいア

年の目標達成を目指して従業員がこのプログラムを自

イデア醸成の手法を活用し「社会」
「顧客」
「製品・サー

分事として捉え、各種活動に自主的に取り組んでいま

ビス」
「人」
「認知」の5つのカテゴリーを定義。2023

す。
（図2 ）
。

企業・業界の垣根を超えたイノベーション創出を支援

―― これからのニューノーマル時代において変革を志

リオットも話したSAP.iOを通じて、これまで日本でも

す日本企業に対して、今後SAPはどのような支援を行っ

18社のスタートアップを支援、そのうち数社はSAPの

ていきますか。

ソリューションパートナーとしても活躍しています。
また、日本市場向けの開発機能を強化するため、同年

マリオット：SAPの原点を肝に銘じ、お客様や社会の課

に設立した研究開発組織「SAP Labs Japan」では、日

題解決を支援していきます。そのために、お客様の変革

本の高品質なものづくり力を取り入れて、その価値を

に伴走する活動にも力を入れていきます。

SAPの本社製品開発にも反映することを目指します。

今年2月に発表した新たなサービスパッケージ「RISE

こうしたイノベーションや変革を支援することは社会

with SAP」はその1つです。デジタル変革に欠かせない

課題の解決にもつながっていくと信じています。日本は

「ビジネスプロセスの再設計」
「テクニカルマイグレーシ

少子高齢化や労働力不足に加え、グローバル化やデジタ

ョン」
「インテリジェントエンタープライズの実現」を

ル化の対応が迫られている課題大国です。お客様の変革

包括的に支援し、コアERPのクラウド化を支援します。

を支援することで、日本を「課題解決先進国」へ変えて

変革をリードするSAPの認定コンサルタントはグロ

いきたい。それが人々の生活を向上させることにつなげ

ーバルで数万人いますが、
日本での活動を強化するため、

ていく。その活動こそが私たちの挑戦であり、SAPのミ

日本における認定コンサルタントの育成も進めます。そ

ッションなのです。

の一環として今年1月にパートナー向けのトレーニング
サービス「SAP Learning Hub, Partner Edition」を立

宇田川：SAP自身が戦略的な変革を推進する。それと同

ち上げました。より多くのパートナーの参加を募り、エ

時にお客様の変革を支援する製品・サービスを提供し、

コシステムを拡充するとともに、パートナーのビジネス

その価値をさらに高めるエコシステムの拡充にも取り組

機会の創出にも貢献していきます。

む。つまり“点”ではなく“面”で変革を押し上げていく
イメージですね。これがSAPの最大の強みといえそうで

鈴木：デザイン思考に基づくイノベーションにもお客様

す。企業側もどうやって“面”で押し上げる変革につな

と一緒に取り組んでいます。三菱地所様と共同で東京・

げていくか。これがカギになるでしょう。日本企業が今

大手町ビルに立ち上げたビジネスイノベーションスペー

後どのように変革を成し遂げていくか。SAPの取り組み

ス「Inspired.Lab」はその好例です。さらに、先ほどマ

とともに注視していきたいと思います。

SAP Asia Pacific Japan プレジデント

ポール・マリオット 氏

SAP アジア太平洋・日本地域の 21,000 人の社員を統括し、46,000 社以上のお客様と
3,000 社以上のパートナー様の成功実現を支援するプレジデント。テクノロジーに精通し、
アジア地域で 25 年以上の経験を持つ。英国出身。エセックス大学で人工知能の修士号を
取得。仕事以外では、青年ラグビーに強い関心を持ち、シンガポールのタングリン・ラグビー・
クラブでコーチをしている。

お問い合わせ先

SAP ジャパン株式会社

TEL : 0120-786-727
お問い合わせフォーム：https://www.sap.com/japan/registration/contact.html
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