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ミスミと SAP の変革の取り組みから見る
次世代を見据えた新しい価値づくりの核心
社会やビジネス構造が大きく変わりつつある。旧来のビジネスのやり方では顧客の期待に応えることは難しい。モノや
サービスを提供するだけでなく、その先にある顧客体験の向上を図ることが重要だ。機械部品大手のミスミグループ
本社と、企業向けビジネスアプリケーションのリーダーである SAP は、共通してこうした考えのもと、既存のビジネス
モデルを変革し、クラウドビジネスに大きく舵を切っている。両社の取り組みをひも解き、新しい価値創出を成功さ
せる “ 核心 ” に迫ってみたい。

国際競争力は高いのに生産性が低い日本企業の不思議

―― 日本生産性本部が2020年に発表した「労働生産性

ししたいと思います。いろいろ課題はありますが、製

の国際比較 2020」によると、日本の時間当たり労働生

造業の国際競争力は非常に高い。世界シェアが 6 割を

産性はOECD加盟国37カ国中21位です。日本企業の

超える日本製品は 300 弱もあって、これはアメリカ

生産性が低迷を続ける理由をどうみていますか。

の 2 倍、中国の 5 倍の数です※2。
それなのに、なぜ生産性が低いのか。まず挙げられ

吉田：ミスミ

※1

の多くのお客様は製造業なので、ここ

では日本の GDP の 2 割を占める製造業を中心にお話

るのが人手不足です。労働力人口は減少傾向にあり、
担い手の確保が難しい。加えて 2020 年 4 月から、中

※1：ミスミグループ本社 機械部品の製造・卸売事業をグローバルに展開。独自に確立したカタログ販売モデルで、カタログから選んで発注すれば標準出荷納期は2日。商品点数は
3000 万点超で世界最大級の品揃えを誇ることから「 製造業のアマゾン」ともいわれている
※2： 2019 年版ものづくり白書
https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2019/honbun_pdf/pdf/honbun_01_02_02.pdf
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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。

小企業にも働き方改革関連法が適用されました。残

宇田川：エズラ・ヴォーゲルの『 ジャパン・アズ・ナ

業時間の上限は、原則として月 45 時間、年 360 時間。

ンバーワン 』に象徴されるように、1980 年代は日本

これを超えると法令違反になる。人手不足、時間不足

型経営が世界のお手本でした。日本の生産性の高さ

という課題が重くのしかかっているのが現状です。

がアメリカには脅威と映っていたのです。部門間が
連携しながら、組織横断のスクラムになって事業を推

宮田：組織構造の在り方も生産性に大きく影響してい

進していく。かつてはこれで世界を席巻したのに、今

ると思います。日本企業の多くは縦割り構造で、各部門

はそうではありません。

が責任感を持って持ち場を守っている一方で、お互い

それは、組織の分業が進んだことの帰結として、全

に対する忖度があり、部門を超えた横断的な変革は難

体的な視点が持ちにくくなったためです。新しい製

しい構図があります。事業が確実で透明な時代にはこ

品やサービス、ビジネスモデルを生みだすには、多様

れが機能した面がありますが、不確実で不透明な状況

な視点を持ち寄り、それを融合させることが重要で

の中で、限界に近づきつつあるのではないでしょうか。

す。しかし、いったんイノベーションが成功すると、

こうした構図のもとで、例えば業務プロセスやITシス

今度はその仕組みを効率的に維持するために、役割分

テムは部門ごとに設計され構築されがちで、企業全体と

担のもとに分業化していく。これが数世代をまたい

しての最適化の視点がない。ただ、それを時代に合わせ

でいくと、「 なぜその組織構造になったのか 」という

て変革しようとしても、各部門の上位で横断的に旗を振

ことは見えなくなる一方で、現状の形式でもある程度

る責任者がいない。全社横断プロジェクトを経験した人

機能するので、そのまま手がつかないケースが多い。

もなかなかいません。これはデジタルトランスフォーメ

多くの日本企業は、細分化された業務から、全体的な

ーション（DX）が進展しない大きな要因にもなってい

視点を再構築するフェーズにあるのではないでしょ

ます。DXは全社に関わる変革テーマだからです。

うか。

「当たり前」だったプロセスに潜む「膨大なムダ」を削り成長への源泉を生みだす

吉田：同感です。今まで「 当たり前 」だとしてきたや

なままだからです。設計は CAD ソフト、製造はロボッ

り方の中に、問題が潜んでいることは実に多い。大切

ト、販売は e コマースでデジタル化が進んでいるのに、

なことは、ボトルネックを探し、それを変えていくこ

調達はいまだに紙と FAX が主流。当社調べによると調

とです。

達部門における FAX 利用率は 98％もあるのです。

ものづくりのバリューチェーンは「設計」
「 調達」
「 製造」
「販売」というプロセスで成り立っています。この中で一

―― なぜ紙とFAXに頼っているのですか。

番のボトルネックになっているのが実は「調達」です。
というのも、その発注プロセスがほとんどアナログ

吉田：設計は CAD などのソフトウエアで行われてい
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たとしても、注文を受ける側が CAD に対応していな

が可能です（ 図 1 ）。

いことも多く、どの会社でも対応できる形式となる

作図や見積りの手間がなくなり、納期までのリードタ

と、紙図面を FAX で送る対応にせざるを得ない。その

イムも劇的に短縮できるため、調達プロセスの時間を9

ため設計は CAD でデジタル化されていても、1 つず

割以上削減できます。先ほどの例で言えば、浪費してい

つ紙の図面を作図して発注しているのです。

た1000時間の中から900時間を創出できるわけです。

実はこれが膨大なムダを生みだしています。例え
ば、部品点数 1500 点で構成される設備があるとしま

宮田：壮大な無駄の削減で大きな社会インパクトが生

す。各部品の作図は慣れた人でも 1 枚書くのに 30 分

まれますね。この「 無駄が多い 」という図式は、企業

から 1 時間はかかる。仮に 30 分としても 1500 点の

の IT 環境にも当てはまります。

発注で 750 時間。さらに複数社に見積りを依頼し、回

よく知られているように、多くの日本では未だに多

答結果を検討して発注する。そのリードタイムも含

くのレガシーシステムが残っています。レガシーシ

めると、調達だけでおよそ 1000 時間、稼働日ベース

ステムとはメインフレームやそれを小型化したオフ

で 4 カ月もかかる計算です。

コンなどのこと。オーダーメード型で独自開発した

日本の製造業は約38万社。仮にこの規模の設備を各
社が1年で1台つくるとすると、業界全体で年間3.8億

ものが多く、長年にわたって現場部門の声を反映して
きたという経緯があります。

時間、コスト換算すると2兆円も浪費していることにな

ここからデータを抽出し、経営や業務判断の材料と

るわけです。人手不足、時間不足で悩んでいる製造業が

して活用しようとしても、システム自体が改修に改修

こんな状態では世界と戦うこともままなりません。

を重ねており、数字を出すためには、多くの人手を介
する仕組みとなっている。そのため、計画、指示、実

―― こうした無駄の多い調達プロセスを変革するため、

行、報告のどこがうまくいき、どこを間違ったのかな

ミスミでは新サービスを開発されたそうですね。

どを、遡ってチェックすることができません。DX 以
前の問題です。

吉田：はい。それがクラウドをベースに開発した、オ

にもかかわらず、IT 予算の 8 割がレガシーシステム

ンライン機械部品調達サービス「 meviy（ メヴィー）」

の維持・管理に使われており、新たなチャレンジに投

で す。3D CAD で 作 成 し た 設 計 デ ー タ を meviy の

資できるのはわずか 2 割。この構造もデジタルトラン

Web サイトにアップロードするだけで、独自開発し

スフォーメーション（ DX ）の足かせになっています。

た AI エンジンが形状や素材などを自動判別し、約 3

この状況を変革し、お客様の生産性の向上や成長事業

秒で価格と納期を見積もります。

へのシフトを支援すること。これが我々 SAP の重要

さらにアップロードされた設計データから自動で

なミッションだと感じています。

加工プログラムを生成し、マシニングセンターなどの
工作機械に転送して製造も自動化し、極限まで人の手

宇田川：現在の事業や業務から生じている問題やニー

を介さずに部品を製造できる仕組みを作り上げまし

ズに基づいて変革を進めることが大切です。起きてい

た。設計データをアップロード後、最短 1 日での出荷

る問題や可能性を丁寧に見ずに、現在機能している組

株式会社ミスミグループ本社 常務執行役員 ID企業体社長

吉田 光伸 氏

日本電信電話株式会社（ NT T ）へ入社後、日本オラクル株式会社を経て、株式会社ミスミ
グループ本社へ参画。2018 年よりmeviy 事業を展開するID 企業体を設立、企業体社長に
就任。インターネット黎明期から一貫して「デジタル 」を活用した数多くの新事業の立ち上げ、
事業責任者としての経歴・実績を持つ。
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織のルーティンをデジタルに置き換えたとしても、イ

るのか 」を明らかにした上で、その本質が解決できる

ノベーションは生み出せません。meviy も FAX をただ

サービスを創り上げています。業務変革にせよ DX に

デジタル化しただけではない。
「 顧客が何に困ってい

せよ、そこが大きなポイントではないでしょうか。

技術イノベーションを取り入れ、お客様に新しい価値を届けたい

―― SAPもクラウドビジネスをさらに深化するための

ノンコア領域（ 非競争領域 ）を中心として世界標準の

変革に挑戦しています。その狙いと理由を教えてくださ

業務プロセスが相当数装備されているので、これによ

い。

り無駄を省き、新しい価値の創出へとリソースを振り
向けられるようになるわけです。

宮田：近年は基幹システムを支えるインフラの選択肢
が、オンプレミス（ 自社保有型システム ）だけでなく

―― SAPの変革は、最終的に顧客企業に向けた新しい

クラウドに広がってきました。クラウドなら技術の

価値の創出にあるわけですね。しかしその変革は、自分

進化を直ちに生かして、お客様に新しい価値を常に提

たちの収益を大きく圧迫する可能性もあるわけです。最

供し続けることが可能です。

終的にどのような判断をしたのでしょうか。

例えば、在庫管理を考えてみましょう。旧来の基幹シ
ステムでも在庫が減ったこと自体は画面を叩けばわか

宮田：オンプレミスは契約直後に全額が入金され、そ

ります。あくまで画面を叩けば、やっと教えてくれる。

の後、継続して保守料をいただくという極めて安定し

しかし新しいテクノロジーのおかげで、システムの方

たビジネスモデルです。その一方でクラウドの場合

から先んじて「在庫がなくなりそうですよ」と伝えるこ

はご利用に併せて都度課金するモデルであり、さらに

とが可能です。調べる前に教えてくれるということで

は契約更新していただけない可能性もある。極端に

す。このような新機能が追加料金無しで毎月のように

言えば、契約を獲得することに全力投入していた営業

搭載されてくるのがクラウドの良いところです。

モデルから、契約後の顧客の利用促進と成功の実現に

そのためには、ソフトウエア上にアドオンプログラ

全力投球するモデルへの変化に、どうやって文化、組

ムを作りこまず、極力標準機能のままでフル活用して

織、マインドセット、評価制度などを変えていけるか。

いただくことが欠かせません。アドオンのようなプ

多方面からの様々な取り組みが必要で、正直に言うと

ログラムが埋め込まれてしまうと、最新機能の享受を

日々、試行錯誤を繰り返しています。

受けることが極めて難しくなります。SAP には主に

SAPにおいて特徴的なのは、COO（Chief Operating

図１ 「meviy」の画面イメージ

CAD 設計データの 3D 形状を認識し、即座に価格と納期を回答する。紙の図面の作
図をはじめとする調達に関わる作業の手間と時間を大幅に削減する
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図２ SAPが取り組んだ組織変革イメージ
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COO は「 IT 」だけでなく「プロセス・組織 」
「データ・人 」を加えた三位一体の変革推進を担う。COOを各部
門に配置することで、組織に横串を通し、全社最適の視点による変革が可能になる

Officer：最高執行責任者 ）という役職が「 全社にわ

ただし、変革が必要だと頭で理解できたとしても、

たる変革の仕組み化 」を担うことです。まずグローバ

社員の心を動かすには別のアプローチが必要です。そ

ル CEO 直下にグローバル COO がいて、彼はいわば内

れは、一人ひとりに対して「 SAP は何のために存在す

向きのトップです。営業変革のみならず、製品開発、

るのか」
「自分は何のために SAP にいるのか」といった

サポート、マーケティング、経理財務、人事人材など、

ことを問いかけること。とはいえ、ただそれを自己完

SAP 全体をクラウドカンパニーに進化させていく各

結することは難しいので、例えば福島県沿岸部の被災

種のプロジェクトを横断して統括しています。部門

地を訪れて現地の社会起業家の熱量に触れるなど、大

別の取り組みに終始しがちな日本企業との大きな違

きな問いへの気付きを得られるような様々な社内プロ

いです。またそれのみならず、各部門に部門長とセッ

グラムを推進しています。商品を売ってお金をもらう

トで COO を配置し、COO ネットワークとして機能

だけでなく、人として何をやりたいのかという原点へ

させています。私はこれを「 幕藩体制 」に例えて説明

の回帰。これを通じて「 お客様の成功のために何をす

しています。一国一城の主に好き勝手やらせるので

べきか」――。そうしたことを真剣に考えること。これ

はなく、全社が調和を取って変革を進めていく仕組み

らが変革に欠かせない要素となっています。

が、各部門に張り巡らされた COO ネットワークとい

もちろん、一足飛びにとはいきません。一段目のス

うことになります（ 図 2 ）。こうして変革の仕組み・仕

テップをクリアしないと二段目に行くことはできず、

掛けをつくり、それを確実に実践するための組織やフ

相応の時間がかかります。今は変革の真っ只中です

レームワークを定義したわけです。

が、これからもその歩みを確実に進めていきます。

ミスミとSAPに共通するクラウドビジネスへの「想い」と「視座」

―― ミスミの新しいサービスもクラウドを軸にしてい

タがアップロードされ、利用者の拡大とともにその数

ます。なぜクラウドに着目したのですか。

は増え続けています。オンプレミスでは追従が難しい
ため、クラウドは必然的な選択肢だったのです。

吉田：サービスは今後グローバルでの展開も予定して

世界で闘うためのサービスですから、開発スピード

おり、かつアップロードされる CAD データは容量が大

を高めることも重要な要件でした。その点でもクラ

きい。サービスを安定的に提供するためには、グロー

ウドはメリットが大きい。開発はアジャイルによる

バルでリソースの増強に柔軟かつ迅速に対応しなけれ

内製化で進めていますが、クラウドならインフラの準

ばなりません。実際、これまでに累計 550 万超のデー

備やセットアップの手間もかかりません。
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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.4

Cloud

新しい価値を創り、届けるために

宇田川：人間が機械に使われる。デジタル化をそんな

先にお伝えの通り我々も変革の真っ只中ですが、

風に誤解している人がいますが、決してそうではな

我々のミッションそして人として何をやりたいのか

い。ルーティン化できることはコンピュータにやっ

という原点に立ち返って、この先続いていくお客様の

てもらう。それがデジタル化の本質だと思います。そ

将来とその幸せを考えると、既に SAP ソリューショ

のためにクラウドビジネスにシフトしたという点は

ンをご利用いただいているお客様にも、これからお付

ミスミも SAP も共通していますね。

き合いいただくお客様にも、SAP はこの先どういう

ルーティン化することで組織に規律が生まれ、それ

存在でありたいのか、SAP として何ができるのかを

以外のところで自由度が増す。それによって、人は人

基軸に、お客様のための提案をし続けていきたいと思

でなければできない創造性の発揮に力を注げるよう

っています。

になります。

その一方で、お客様への価値提供を考えた時、SAP
だけでは届けられない価値があることも事実です。

吉田：実は私たちが一番やりたかったのも、まさにそ

そのため今後やスタートアップや他社と積極的に連

のことなのです。ミスミは製造設備や装置に欠かせ

携することでエコシステムをつくり、日本企業の課題

ない部品を製造・販売することから、製造業にとって

解決に貢献するソリューションを作っていきたい。

社会インフラの 1 つと捉えられており「 電気、ガス、
水道、ミスミ 」と評されています。私たち自身、業界

宇田川：なぜ自分たちがその事業を展開するのか。ミ

全体をどうやって良くしていこうかという発想でも

スミも SAP もその根底にしっかり「 大義 」、つまりや

のごとを考えています。日本の強みである製造業が

るべき理由を持っていますね。自社のためだけでは

変われば、日本はもっと元気になれるはず。meviy を

なく、既存顧客のためだけでもない。その先にある世

開発・提供した根底にも、そういう思いがあります。

の中にもプラスになるものを提供する。そういう思
想に基づいて事業が設計されているのですね。

宮田：吉田さんはクラウドやテクノロジーを前面に押

問題や機会に向き合い、一歩ずつ着実に高い山を登

し出すのではなく、「 ここを変えれば業務が良くなる

ってきたから今がある。DX やイノベーションは何か

んだ、お客様が幸せになれるんだ 」という視点から常

導入したら簡単にできるというものではない。何が

に話されている。その手段としてクラウドがあると

価値を生み出すのか。自分たちは何をするべきか。こ

いう点は我々と共通した想いです。

れを軸に歩みを進めていくしかない。こうしたチャ

例えば、今年 2 月に発表した新たなサービスパッケ
ージ「 RISE with SAP 」もその 1 つの現れです。

レンジの広がりが、世界の中で日本企業の存在感を高
めることにつながるものと期待しています。

SAPジャパン株式会社 常務執行役員 クラウド事業統括

宮田 伸一 氏

2008年SAP入社、2018年より現職。日本におけるクラウド事業の戦略立案と実行を担っている。
福島浜通りを拠点とするNPO・社会起業家と共に、復興支援の取り組みも推進している。SAP 以
前は、べリングポイント（ 現 PwCコンサルティング）にて経営コンサルタント。様々な業界における
変革推進に関する幅広い知見を保持している。

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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