SAP Case Study

株式会社日立ハイテクノロジーズ
海外事業の M&A に伴う
スピーディな基幹システム整備に
SAP S/4HANA® Cloud を採用
科学・医用システム、
電子デバイスシステム、
産業システム、
先端産業部材の 4 つの
セグメントでグローバルに事業を展開する株式会社日立ハイテクノロジーズ。
業種
卸売
事業内容

科学・医用システム、電子デバイスシステム、
産業システム、先端産業部材など

海外の事業部門の買収にあたり、同社は IT 基盤の早期立ち上げ要件を満たす

SaaS 型 ERP の SAP S/4HANA® Cloud を採用。SAP の協力を得て
5 拠点に対してスピーディーに導入を進め、買収発表から1 年半という
期限内に全拠点の本稼動を予定しています。

エレクトロニクス関連を中心とする

各種商品の販売、製品の製造・販売
年間売上収益

6,877 億円（2017 年度）

従業員数

、3,964 名（単独）
10,898 名（連結）
（2018 年 4 月 1 日現在）

導入の背景

• 多国間に展開している海外の事業部門の買収

• 役割が異なる 5 カ国の事業部門の基幹シス
テムの統合

• バリューチェーンのシンプル化

SAP S/4HANA® Cloud
活用分野

財務 / 管理会計、販売管理、在庫 / 購買管理、
生産管理

• アドオンなしの導入モデルケースとしてのトラ

可能

導入成功のポイント

• ディスカバリーワークショップを通じた機能
の理解

• SAP S/4HANA Cloud の動いている画面
を見ながらのシナリオ検討

• リモートでのコミュニケーションによるスピー
ド導入
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• 基幹システムのクラウド化への第一歩

• 各拠点に専任の IT 担当を置くことなく運用が

東京都港区

ソリューション

との親和性

イアル

本社

URL
www.hitachi-hightech.com

SAP 選択の理由
• オンプレミス環境で稼動中の本社 SAP ERP

• アドオンレスを厳守した導入プロジェクト

導入効果

• 買収決定から 1 年半で基幹システムを立ち
上げ（導入 5 カ国、200 ユーザー）

• 四半期ごとに自動で実行されるアップデート
で常に最新機能が活用可能

• 基幹システムのバージョンアップにかかるコ
ストと負荷の軽減

• オンプレミスとクラウドの適材適所での活用
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海外の事業部門のシステム統合に

SaaS 型 ERP の導入を決断

カバリーワークショップを実施。その後、第 1 の

四半期ごとの自動アップデートで

バルトップを目指す」を経営理念に、分析機器、 ユーザーへの理解を求めました。

IT 要員がいなくても最新機能を維持
既に SAP S/4HANA Cloud が稼動している
イギリス / アメリカ拠点においてはユーザーの

日立ハイテクノロジーズ。26 の国と地域に拠

プを受けたことで、不安なくプロジェクトに入る

の問題やシステム面の不具合はないといいま

社は、積極的に海外 M&A を実施してビジネス

本的に既存の SAP ERP と同じです』という説

「ハイテク・ソリューション事業におけるグロー

半導体製造装置などの製造・販売を手がける

点を有し、海外の売上比率が 61％を占める同

領域を拡張しています。その中で 2017 年 4 月

に発表した海外の事業部門については、契約

導入拠点であるイギリスでも 2 日間のディスカ

バリーワークショップを実施して、現地のキー

「本契約の前にディスカバリーワークショッ

ことができました。SAP のエキスパートから『基
明を受け、納得感も得られました」
（竹林氏）

2017 年 12 月から開始した導入フェーズで

条件で定められた 2018 年 12 月までに、5カ国

は、
本社、
SAP、現地担当が世界各地からリモー

で統合基幹システムを整備する必要がありま

トでコミュニケーションを取ることでスピード導

した。

入を実現しています。

ている同社は、このミッションに SaaS 型 ERP

だけです。最初の訪問で海外 5 社の担当者と

本社の基幹システムに SAP ERP を利用し

の SAP S/4HANA® Cloud を採用。その狙い
は短期間での立ち上げ、
アドオン開発なしの導

「私自身がイギリスに足を運んだのは 2 回

「オンプレミスの SAP ERP にインスタンスを

追加することも検討しましたが、稼動中の ERP

は従来の業務に合わせて大幅にカスタマイズ

す。オンプレミスでありがちな稼動直後のデー
タの不整合に悩まされることもありませんでし
た。また、運用の観点では、四半期ごとに自動

で実行されるアップデートも有効だといいます。
「オンプレミスのシステムでは相当の期間と

コストを要するアップデートが自動的に実行さ
れ、常に最新の状態が維持できることは、恒常

的な IT 要員の確保が困難な海外拠点にとって

大きなメリットです。アドオンなしで導入してい

Fit to Standard に向けてギャップを洗い出し、 るため、アップデート時の影響を心配する必要

以降の工程はすべてリモートで対応しました」 もありません」
（竹林氏）

入にあったと、デジタル推進本部 本部長の酒井 （竹林氏）
卓哉氏は語ります。

習熟が進みつつあり、パフォーマンスについて

同社は今回のプロジェクトの経験を活かし

こうして、
2018 年 5 月に管理拠点のイギリス、 てオンプレミスとクラウドの使い分けを進め、

営業・サービス拠点のアメリカの事業部門へ

適材適所での棲み分けを検討しています。

生産拠点のドイツと中国への展開は、2018 年

ERP を SAP S/4HANA に移行するプロジェ

の導入を完了。続くR&D 拠点のフィンランド、

「オンプレミスで稼動している本社の SAP

を加えています。バリューチェーンをシンプル

12 月までに終える予定です。

くベストプラクティスを活用した導入が望まし

オを検討できることは大きなメリットです。従来

ムを運用するという経験を積み、当社全体のマ

いと考えました」

のような業務の分析工程は一切行わず、ユー

インドセットも変えていくための先行事例にし

化するためにも、日本仕様に追従させることな

リリース間もない SAP S/4HANA Cloud

を生産、販売、購買 / 在庫、会計のフルスコープ

「初めから動いている画面を見ながらシナリ

ザーとベストプラクティスの一覧を見ながら必

要なシナリオを選択するだけでシステム化でき

で展開するという大きな決断を行った理由を、 たことは画期的でした」
（竹林氏）
デジタル推進本部 ビジネス IT 部 部長の竹林
亜紀恵氏は次のように振り返ります。

「導入対象の事業会社の生産プロセスが複

雑ではなく、標準的なプロセスに乗りやすかっ
たことが幸いしました。また、少ない IT 要員で

運用できることも含め、複合的に評価しました」

ディスカバリーワークショップで理解を深め
リモートコミュニケーションで導入

日立ハイテクノロジーズでは導入前の機能検

証として、2017 年 8 月に日本で 1 週間のディス

カスタマイズを一切行わないことも、初めか

らシステムに完璧を求めることのない気質の
欧米では、自然に受け入れられたといいます。

クトも進行しているため、
プラットフォームの共

通化も検討しています。クラウドで基幹システ

ていきたいと考えています」
（酒井氏）

積極的な M&A 戦略でグローバルネットワー

クを拡大する日立ハイテクノロジーズ。同社の
事業展開に SAP S/4HANA Cloud という新

たなツールが貢献できる領域は、今後も広がっ
ていきそうです。

「海外 M&A 戦略を推進していくためには、
アドオンレスで SAP S/4HANA Cloud を導入することによる、
バリューチェーンのシンプル化が有効であることが実証できました」
酒井卓哉氏
株式会社日立ハイテクノロジーズ
デジタル推進本部 本部長
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お問い合わせ先

www.sap.com/japan/contactsap/

0120-786-727（受付時間：平日 9：00 〜 18：00）

