
SAP Leonardo

企業のデジタル変革を推進する
新たなフレームワークSAPⓇ Leonardo
人、モノ、ビジネスが緊密に連携する
インテリジェントなフレームワーク
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人、モノ、ビジネスが緊密に連携する
インテリジェントなフレームワーク

イノベーションの原動力として
ITフレームワークを活用
デジタル技術の進化によって、これまでにないサービスが
次 と々生まれています。例えばある小売企業では、来店客が
店舗にどれだけの時間滞在したか、どういった商品を手に
取ってどのタイミングで購入したかなどのデータを収集し、
傾向を分析しています。この取り組みでは、在庫管理は従来
のERPで、接客などはマシンラーニング機能を持ったAI
ロボットが担い、両者が連携することで店舗運営やマーケ
ティング施策の最適化を図っています。

サプライチェーンの分野では、倉庫管理が大きな進化を遂
げています。サプライヤーから入荷した商品パレットを画像
認識で分類し、どの棚に入れるべきかを瞬時に判断。さらに、
フォークリフトなど倉庫で稼動する車両が消費するエネル

ギーはコストに直結するため、学習を繰り返して倉庫管理
の最適化を図ります。過去のデータの分析に基づいて入出
荷の頻度が高い商品の棚を出口の近くに変更、あるいは複
数の棚の商品を出荷する際に最短の移動距離を学習して
時間を短縮するなど、車両の動線を改善しながら入出荷業
務の効率を高めることが可能です。

また、人事の領域では、新たなプロジェクトや事業立ち上げ
に際して膨大な人材プールの中から適任者を選定するため、
人事アプリケーションにマシンラーニングとAIの機能を実
装し、候補者、応募者のレジュメを分析して適性を判断する
という取り組みも始まっています。

SAP® Leonardoは、このようなイノベーションを可能にす
る新たなフレームワークとして登場しました。

近年、ビッグデータ、クラウド、IoT、マシンラーニング（機械学習）といったテクノロジーに
注目が集まっていますが、イノベーションはこれらの個々の要素だけが
機能して成り立つものではありません。世界で次 と々起きているイノベーションの多くは、
人、モノ、ビジネスがインテリジェントにつながることで実現しています。
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図1：SAP Leonardo ポートフォリオ  
イノベーションの推進を支援する新たなフレームワーク
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ビジネスプロセスとインテリジェンスを融合して
戦略的意思決定を強化

ビジネスの現場では、膨大なデジタルデータを将来予測や
ビジネスチャンスにつなげる企業が大きく飛躍しています。
その結果、異業種からの新規参入が相次ぐ自動車産業など、
あらゆる業界において勢力図が変わってきています。そこで
SAP Leonardoは、IoT、マシンラーニング、ビッグデータ、
アナリティクス、ブロックチェーン、データインテリジェンスと
いう6つのソリューション領域をポートフォリオ化。クラウド
プラットフォーム基盤、画期的な発想を生み出す方法論と
組み合わせ、迅速にビジネスイノベーションを起こすための
フレームワークとして機能します。

図2に示すように、新たなテクノロジーやサービスは従来の
仕組みと緊密に連携することによって真価を発揮します。
SAPが提供する「管理のためのシステム（System of 
Record）」には、基幹業務を担うSAP S/4HANA®をはじ
め、SAP Hybris®（eコマース）、SAP Ariba®（調達・購買）、
SAP SuccessFactors®（タレントマネジメント）、SAP 
Fieldglass®（サービス調達・外部要員管理）、SAP Concur®
（経費管理）など、業務の目的に沿ったソリューションが含ま
れます。これらを、SAPがクラウドで提供する IoT、マシン
ラーニング、ブロックチェーンなど最新のテクノロジーを網

羅したSAP Leonardoによる「攻めのシステム（System 
of Innovation）」と連携することによって、従来のビジネス
プロセスに、データから構築したインテリジェンスを組み合
わせることが可能になり、結果としてビジネス戦略が劇的に
進化します。

SAP Leonardoのテクノロジーは、オープンなクラウド型
インメモリープラットフォームSAP Cloud Platformを基
盤としているため、膨大なデータ処理、分析においてパフォー
マンス遅延などの問題を懸念する必要がありません。さらに、
SAPが全社的に取り入れているデザインシンキングをサー
ビスとして活用し、データを扱う人材のスキルを補完すると、
組織的なインテリジェンスの強化にもつながります。

デザインシンキングを通じて真のニーズを発見
デザインシンキングは、ユーザー起点の考え方から顧客が
本当に望むイノベーションを導き出すための方法論です。イ
ノベーションへの元になるアイデアの集約、プロトタイピン
グ、また具体的な製品・サ－ビス化に至るまで、短いサイク
ルでトライアル＆エラーを繰り返しながら、完成度を高めて
いくことが可能です。

SAP Cloud Platformによる連携

SAP インプリメンテーション SAPデザインシンキング
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図2：従来のシステムとの緊密な連携
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1） コンシューマー： カスタマージャーニーの追跡、需要予
測、在庫補充、プロモーション
2） 金融： ドライバーの運転傾向や車の使用状況に沿って
自動車保険を最適化
3） 組立製造： 品質改善、製品/サービスのイノベーション、
設備管理、弾力的なリーン生産方式
4） エネルギー： リース資産活用、エネルギー資源のコスト
削減、作業現場の安全性向上
5） 公共機関： IoT収集データによるインフラ関連サービス
モデル開発/改善、スマートシティの推進

業種および業務部門別のアクセラレータ
SAP Leonardoは、お客様のビジネスの「あるべき将来の
姿」に向けたイノベーションの創出を支援するものです。そ
こでキーとなる製品やテクノロジー、手法などを業種・業態
ごとに「業界別アクセラレータ」としてパッケージ化し、価格
や提供期間をあらかじめ明確化した上で提供します。これ
により、あらゆる業種やビジネス固有のニーズに応えるソ
リューションを迅速に開発できます。しかも図3に示すように、
必要なライセンスをサブスクリプション方式で随時追加して
拡張できるようになっています。

現在SAP Leonardoの適用対象として、世界中のSAPの
お客様の課題を分析した結果に基づき、業務要件に特化し
た6つの IoTビジネスシナリオを用意しています。

 • Connected Products    つながる製品
 • Connected Assets   つながる設備・機器・施設
 • Connected Fleet   つながる輸送機器・車輌
 • Connected Infrastructure   つながる社会インフラ
 • Connected Market   つながる市場メカニズム
 • Connected People   つながるヒト

これらのシナリオでは、基幹システムに蓄積された企業の
データ資産と、IoTセンサーを用いた収集データや消費者
の行動に関するサードパーティのデータなどと連携させて、
新たな付加価値を生み出す分析を行い、リアルタイムな意
思決定と行動へとつなげていきます。

業界ごとの多彩なユースケース
IoTセンサーによって収集されたデータは、次の業界をはじ
め、さまざまな用途での活用が進んでいます。

さまざまなニーズに特化した
SAP Leonardo活用シナリオ

図3： 業種別のニーズに応えるアクセラレータ
クラウドサブスクリプションと構築サービスを組み合わせて提供
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SAP Leonardoが、あらゆる業種をフォロー
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本書のいかなる部分も、SAP SEまたはSAPの関連会社の明示的な許可なくして、
いかなる形式でも、いかなる目的にも複製または伝送することはできません。

本書に記載された情報は、予告なしに変更されることがあります。SAP SEおよびその
頒布業者によって販売される一部のソフトウェア製品には、他のソフトウェアベンダー
の専有ソフトウェアコンポーネントが含まれています。製品仕様は、国ごとに変わる
場合があります。

これらの文書は、いかなる種類の表明または保証もなしで、情報提供のみを目的として、
SAP SEまたはその関連会社によって提供され、SAPまたはその関連会社は、これら
文書に関する誤記脱落等の過失に対する責任を負うものではありません。SAPまたは
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。

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、ならびにそれらの個々
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、http://
global.sap.com/corporate-en/legal/copyright/index.epx をご覧ください。

SAP Leonardoで拡がる
デジタルイノベーション

空港のあらゆるデータを管理： 
LiveAirport
空港内のヒトやモノのあらゆるデータを一元管理し、
最適な人員配置や混雑緩和、危機管理対応、小売
店の購買促進などに活用します。飛行機の運行状
況、駐車場、さまざまな車輌に関する情報などを画
面上でリアルタイムに表示。日々発生する事象をデー
タ化し、高度な予測を行うこともできます。
https://www.sapjp.com/blog/archives/
use_case/19281

新しい顧客エンゲージメントに挑戦：
Intelligent Retail
小売の店舗では、売れ筋商品の把握や欠品による
機会損失を防ぐ工夫など、商品棚の魅力を維持して
リピーターを増やすためにあらゆる取り組みが行わ
れてきました。近年は最新センサー技術とRPA（ロ
ボットによる業務自動化）、機械学習（AI）を活用し
た Intelligent Retailによる顧客サービスが始まっ
ています。
https://www.sapjp.com/blog/archives/
use_case/19284

経営会議に変革をもたらす： 
SAP Digital Boardroom
経営陣に常に求められるのは、総合的な経営情報
に基づく迅速な意思決定です。SAP Digital 
BoardroomならERPに蓄積された最新データを
大型のスクリーンで確認しながら、その場でシミュ
レーションなどが可能で、モバイルで外部からも参
加できるなど、的確な経営判断を促進できます。
https://www.sapjp.com/blog/archives/
use_case/19290

SAP SE  CEO
ビル・マクダーモット
（Bill McDermott）

「SAP Leonardoにより、
インテリジェント
エンタープライズの
実現に向けて可能性が
すべて解き放たれます」

50000067（SE/18/04）

お電話でのお問い合わせ
0120-786-727 （受付時間：平日 9：00～18：00）

Webでのお問い合わせ
www.sap.com/japan/contactsap/
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