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ERPの導入により経営効率の向上とシステム基盤の最適化を実現するためには、
業務パッケージや手組みの場合に比べて広範囲に亘る改革が必要となる。しかし、
現実には導入過程で改革への抵抗が起こり、ついにはシステムの構築自体が目的と
なってしまうことが多い。このような状況はERP導入をこれまでのシステムと同じ
ように捉えていることに端を発している。ERP導入は、本質的には企業全体の革新
であり、そのためにERPには制約があるという特徴がある。本稿ではそれらを踏ま
え、ERPを導入し企業革新を実現するために従来とは異なる2つのアプローチを紹
介する。1つは企画段階からERPを最大限活用し新業務を創造するために経営・業
務の目標と施策、ERPを体系化したリファレンスモデルの活用であり、もう1つは
企業革新に対する人の抵抗を抑え積極的に参加するように導く変革のマネジメント
（チェンジマネジメント）である。

アブストラクト

亀岡朋徳（かめおか　とものり）

（株）富士通総研 ビジネスプロセ
スソリューション事業部 所属
製造・流通業の経営管理コンサル
ティングに従事。

特集 :人がつくる知恵の連鎖

業種：製造業・流通業

ERPを活用した業務の創造と変革の
マネジメント

コンサルタント論文集2011.indb   19 2010/10/29   10:18:31



FRIコンサルティング最前線. Vol.3, （2011）20

特集 : 人がつくる知恵の連鎖

ま　え　が　き

基幹システムの構築にあたりERPを前提とす
る企業が増えている。従前に比べ業務改革を前提
としてトップダウンで進めることも多くなってき
た。しかし、ERP導入の目的を達成できたと考え
る企業は多くない。このような状況に対し、本稿
ではERP導入が本質的には企業の革新であり、そ
のために基盤となるERPを理解し、人の変革を含
めて推進するという視点からのアプローチを提案
している。本稿では、まずERP導入の目的を紹介
し、次にその達成に向けた課題と2つの解決策を述 
べる。
なお、本稿ではERPと業務パッケージを区別し
ている。ERPとは、「各種資源を統合的に管理し経
営の効率化を図る」という概念を実現するために、
企業の基幹業務を統合し情報を一元管理するソフ
トウエアを指している（Enterprise Resource 
PlanningソフトウェアをERPと略して表記）。
ERPは実態として海外でのベンダーの調達、サポー
トが可能という特長がある。業務パッケージは、
部門や業務単位のソフトウェアであり業務機能を
重視しているという特長がある。また、本稿では
ソフトウェアのパラメータによる調整をカスタマ
イズ、バージョンアップ時に各企業にて動作確認
が必要な追加開発プログラムをアドオンとして 
いる。

ERP導入の目的と障害

1990年代の後半から脚光を浴びているERPだ
が、企業を取り巻く環境が変化し導入の目的は以
前と同じではない。最近の経済産業省の調査によ
れば生産に続き開発機能の海外移転を検討してい
る企業も多く、企業の海外進出が着実に進展し
ていることが伺える。このグローバル化に伴い、
ERP導入の目的も変わりつつある。
以前はERP導入と言えば、ベストプラクティス
をベースにした業務改革に重きが置かれていたが、
現在ではグローバルでの基盤の最適化が強い要件
となっている。例えば、国ごとに異なるシステム
を運用している場合、細やかな対応は可能になる
が、システム毎に技術者が必要であり運用コスト

も高くなる。基盤が最適化されていれば、事業統
廃合や海外進出にあたり短期間でシステムを準備
できるとともに、本社からのガバナンスや支援が
容易となる。なお、ERPの基本的なコンセプトで
ある経営資源を一元管理し有効に活用するという
考え方は変わっていない。
この経営環境の変化によりERPに対する関心は
以前より遥かに高くなり、経営層が主導してERP
を導入するケースが増えたが、それでもERP導
入により目的を達成したと考える企業は多くはな
い。主な理由の1つは以前と変わらず、構築の過程
でERP導入という手段が目的化し、アドオン等の
追加が増え、グローバル展開どころかバージョン
アップすら出来ないという状況に陥るためである。
一方で、アドオンを極力無くすことを方針にする
プロジェクトも増えている。アドオンの開発基準
を厳格化し、ERPの標準導入を推進するものであ
る。この場合でも方針には賛成するが、実際のア
ドオンの判定では各部門の意向が反映されること
が多い。また、標準導入のみで改革を伴わない場合、
現場での負荷が増え業務が回らずに追加の対応策
が必要となることがある。何よりも現場に不満が
蓄積し、ERPを活用した新業務への移行に抵抗が
起こり、ERPを導入したが具体的な成果に結びつ
かないということになりかねない。

ERP導入の課題

このような状況はERP導入をこれまでのシステ
ム構築と同じように捉えていることが原因である。
ERP導入の成功のポイントとしてよく言われてい
る点は、戦略/業務プロセス/ITを整合させることや
現場部門を巻き込むことであるが、手組みや業務
パッケージの導入であっても同様である。（図-1）

ERP導入が他と大きく異なる点は、①ERP導
入は経営効率の向上を目的とした企業全体を対
象にした企業変革であること、②その実現のた
めにERPには最初から制約があるということで 
ある。

ERPを導入するということはただの業務改革で
はない。現場の担当者にとってみれば、いろいろ
と検討はするが結局自らが深く関係するオペレー
ションでは、ERPに合わせるという制約つきの業
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務改革となっている。一部のオペレーションでは
従来よりも非効率化する可能性がある。それは企
業変革として全体最適とマネジメントのレベルを
優先した結果であるが、現場の効率化を中心に業
務を進めてきた結果、なかなか受け入れられてい
ないのが現状である。
手組みの場合は、手作業を効率化しその業務の
写像を要件として整理すれば良かったが、ERPを
導入するということはERPの機能を活用した業務
を創造していくことに他ならない。
このことから従来の手組みや業務パッケージと
比較した場合、ERPを理解した上で業務の創造を
推進するとともに、ERPによる企業変革に「人」が
積極的に参加するようにマネジメントしていくこ
とが大きな課題と言える。

人とERPに焦点を当てた変革のアプローチ

前章で述べた課題を解決するために、本稿では
従来とは異なる2つのアプローチを紹介する。1つ
は経営・業務課題とERPの対応をモデル化したも
のであり、もう1つは人に焦点をあてて変革を進め
る方法（チェンジマネジメント）をERP導入向け
に対応させたものである。ERP導入により成果を
挙げるためには両方のアプローチが必要と考えて 
いる。
●	 課題とERPを紐付ける（リファレンスモデル）

ERPの導入はERPを活用することによる企業の
変革であり、企画段階からERPと業務の両方を理

解した人材が担当することが望ましい。そうでな
い場合、ERPで実現できない機能に執着したり、
ERPを活用するために必要な業務改革（例：標準
原価の導入、ペーパーレス化等）が後回しになり、
構築段階でのアドオンが増えたり、こんなはずで
はなかったと現場の抵抗が起こる原因となりかね
ない。
企画の段階で、ERPの導入目的を明確にするだ
けでなく、達成すべき目標とERPが提供する機能
を正確に紐付けて検討する必要がある。設計以降
でアドオンが増える要因の1つは、ERPを知らな
いために起こる企画段階での曖昧な意思決定が原
因となっている。
しかし、業務とERPの両方を理解した人材は多
くはいない。通常は、コンサル会社にその解決を
依頼することになるが、コンサル会社も人に依存
することとなり、クライアント企業の不安は大き
くプロジェクトの準備に時間がかかることが多い。
この状況を解決するために富士通総研がノウハ
ウとして整備・蓄積しているコンテンツを紹介し
たい。富士通総研は、これまでの業務プロジェク
トやERPの機能/ベストプラクティスから、経営
の目標から重要成功要因、施策及びERPの機能ま
でを体系化し業務/施策テンプレートを整備してい
る（図-2）。経営目標から体系化を図っているため、
業務上の制度やルールの改革等、業務施策だけの
ものも含めて整理している。この課題体系により、
経営目標から何を達成すべきか、そのためにERP
をどう導入するべきかが明確になり、また、ERP
を最大活用することで企業にどのような貢献をす
るかを明確にしている。
この課題体系を中心に、企業のマネジメントレ
ベルの成熟度診断や、業務毎のインタビュー項目、
業務プロセス図をセットとして作成し、リファレ
ンスモデルとして整備している。これにより、例
えばインタビュー項目から問題意識を抽出し、必
要な施策のセットと具体的な業務イメージを定義
することができる。
このリファレンスモデルを活用することで、

ERPを適用する領域を客観的に見極め、一方で
ERPを活用しどのように経営に貢献していくのか
の業務シナリオの検討に十分な時間を取ることが
できる。また、プロジェクトの途中で自社や自部

図-1 ERP導入における成功のポイント（一般例）

戦略/組織/業務プロセス/人/ＩＴを整合させる　
- お客様にとっての他社との差別化要因を特定する
- 組織・業務改革を実施し、標準化・コードの統一を
 推進する
- 操作トレーニングやマニュアルの整備により人材の
 教育を図る

導入前/後の姿と投資対効果を明確にしておく
ERP導入の目的を徹底し、トップダウンで進める
現場部門を巻き込み、要件定義の段階では現場部門長
を責任者とする
稼動後の安定運用や変更対応に十分に配慮する
ERPの活用を評価し、経営者に報告をあげる
導入ベンダーは、ビジネスパートナーとして選択する
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門の業務プロセスに関心が寄り過ぎ、グローバル
での全社最適の視点が置き去りにされることを防
ぐことができる。
プロジェクト化前の段階では、企業の目標達成
に向けERPがどこに貢献できるかを短期間で簡易
診断し、ERPのプロジェクト化を支援することも
できる。
なお、この課題体系は実際のプロジェクトから
のフィードバックと、ERPのバージョンアップに
伴い、定期的に更新している。リファレンスモデ
ルにはSCM製造版とSCM流通版、会計版がある。
●	 変革をマネジメントする（チェンジマネジメント）
最近の改革の進め方の多くは、従前に比べ戦略
や組織、業務プロセスを対象にしているが、「人」
に焦点をあてることは少ない。人はそもそも変革
に抵抗するものであり、特にERP導入のように、
企業としては最適化されるが担当する業務オペ
レーションが非効率になる可能性があるとすれば
当然抵抗も大きくなる。
企業変革による全体最適を実現するためには、
人に焦点を当てた変革のアプローチ、すなわち
チェンジマネジメントが必要である。ERPに対す

る取り組み意識をどう変革するのか、そのために
どういったアプローチがあるのかを理解し、ERP
導入に適した進め方を組み立てる必要がある。例
えば、要件定義以降は、業務の写像を要件とする
手組みや業務パッケージとは進め方も大きく異な
り、ERPを活用するための新業務の創造と研修に
パワーシフトする必要がある。しかし、実際には、
トップダウンや現場巻き込みといった旗印や掛け
声だけで終ることも少なくない。
本節では、人が変わるということと、ERP導入
のフェーズ毎に適した変革のスタイルと全社展開
の方法を紹介する。
（1）人が変わるということ
変革を実現するためには、企業を構成する各人が
変革の意味や影響の範囲を正しく理解し、行動に結
びつける必要がある。人は変革の過程において、①
認識、②理解、③行動という過程を経る。このこと
を理解し、プロジェクトではそれぞれの過程におい
て適した方法で各人の変革を支援する必要がある。
具体的には、①認識、②理解の段階では、各人のポ
ジションを認識し、理解度や要求に応じて適切なコ
ミュニケーションを実施し、③行動の段階では、行

図-2 経営課題とERPを紐付けたリファレンスモデル

課題体系図

経営目標 業務目標 改革テーマ 業務/システム施策 ERP機能

在庫削減
CFの改善

予測・計画精度向上

コスト削減

購買コストの削減

資金調達コスト削減

データに基づいた需要予測と
在庫計画、生産計画の立案

需給調整、在庫管理の統括組織
の設置

購買方針・ルールの全社一元化
と購買活動の統制

回収サイクルの短縮

・ 得意先からのフォーキャスト入手
・ 需要予測および需要計画策定活動
の短サイクル化（週次等）

・ 需要計画と在庫計画、生産計画、
購買計画との連動

・ 複数営業組織、複数販売拠点に
おける需要情報の集約

・ 需要計画策定の一元化
・ 拠点別在庫計画（配置場所および
数量）策定の一元化

・ 購買組織の再編成（購買統括部門
と発注部門の役割分担など）

・ 各拠点におけるサプライヤ情報や
発注品目情報、サプライヤとの契約
関連情報のマスタ統合

・ 受注から入金までのサイクル全体
の「見える化」

・ 得意先との最適な取引条件（支払
条件）の締結

・ フォーキャスト情報管理
・ 予測データをERPに連携し、購買や
生産計画立案にシームレスにつな
がる

・ 各工場の生産計画・在庫計画情報
をERP上で一元管理

・ 伝票/明細のタイプによる制御
・ 各購買依頼元をERPに統一、購買
情報の集約とサプライヤのマスタ
統合

・ 受注から入金までの伝票ステータ
ス管理

欠品率の減少

拠点間輸送の減少

SCM総コスト削減

成熟度の簡易診断ツール、経営・業務のインタビューシート、ERPベースの業務プロセス図、・・・

需給調整時間短縮
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図-3 人の変化プロセスと支援策

認識/要求

理解/責務

能力/行動

思考

共感

実感

変化の範囲を認識し、

変化の意味に気づき、

行動する能力を備える

行動に結びつくまでのステップ

理解度や要求に応
じた適切なコミュ
ニケーション

必要なときに、能
力に応じたトレー
ニングの提供

図-4 フェーズ毎の変革のアプローチスタイル

基本構想立案 実行計画策定
要件定義・設計

運用
改革実行

実現化・本稼動移行

説明型主導型参画型
戦略的な発想が必要。危機意識を共有し、
ERPの必要性の納得と実現性への確信

決めることが多く、
期間が短い

決まっていることを理解してもらい、かつ、積極的に参画してもらう
成果を可視化し、変革の定着を図る（経営層の関与度の持続）

構想立案
計画策定
改革リーダ
現場推進者
全社員

構想立案
計画策定
改革リーダ
現場推進者
全社員

意識変革 活動変革意識変革 活動変革

※実際のプロジェクトでは関係者を抽出・分析し、関係者・フェーズ毎にコミュニケーション・プランを作成する

・定例会での説明
・各部門長への
経営からの通知・連絡

・定例会での説明
・全社掲示板での共有
・部門説明会

・全社掲示板での共有
・社内報、社内表彰、映像による成功事例共有
・アンケｰト、インタビュｰによるフィｰドバック

プロジェクト
フェーズ

変革の
アプロｰチ
と

展開イメｰジ

コミュニケーション
例※

・改革ビジョンの策定
・目標・施策の定義

・全体像の概要デザイン
・実行計画策定

・業務・IT機能の明確化
・詳細化、仕様確定

・実装・運用テスト
・業務移行準備

・運用サポート
・評価、改善

経営層へのインタビューや
問題提起のセッションを実施

動に必要な能力を備えるため十分なトレーニングを
提供する必要がある。（図-3）
（2）変革のスタイルと展開の方法
プロジェクトのフェーズにより実施内容や関係
者は異なり、それぞれに適した変革のスタイルと
展開方法がある。フェーズ毎の変革スタイルと（1）
でのコミュニケーション及びトレーニングを適切
に組み合せ、プロジェクトの推進方法を設計する
必要がある。ここでは、企画、要件定義・設計、開発・
運用段階に分けて選択するべき変革スタイルと全
社への展開方法を紹介する。（図-4）
なお、実際のプロジェクトでは最初に関係者を
抽出し、関係者のポジション分析、期待する反応、
キーメッセージ、コミュニケーション手段（対面、
説明会、社内報等）、タイミングを検討し、コミュ
ニケーション・プランを作成している。（図-5）

【企画段階】
変革の方向性を決定する段階は参画型スタイル
で推進する。ポイントは、変革を推進するだけの
十分な危機意識を共有することと、方向性を決定
するための戦略的な発想ができる環境作りである。
そのため、リーダシップを発揮できるメンバーの
選出、メンバーによる参画型の検討、経営層とメ
ンバーのコミュニケーションを通じた十分な危機
意識の醸成が必要となる。
この段階のメンバーは次工程からの改革主導メ
ンバーとなる。工程の完了時点でメンバーがERP
のコンセプト・機能を理解していること、ERP導
入の必要性を十分納得していること、実現可能性
を確信していることが必要となる。そのため、企
画段階の後半では企業の経営課題とERPの関係を
繰り返し議論する必要がある。そのために前節の

図-5 コミュニケーションの組み立て要素
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リファレンスモデルを活用することができる。
【要件定義・設計】

ERPを導入する範囲が固まり、具体的な仕様を
決める段階である。この段階は、ERPという制約
が決まっているが、業務・システムの設計のため
決めるべきことが多く、期間は短いという特徴が
ある。そのため、企画フェーズでのメンバーが主
導するスタイルで変革を進めていく必要がある。
他のフェーズに比べメンバーの抵抗が予想される
工程であり、改革を主導するメンバーへの支援を
綿密に設計する必要がある。経営層や部門長から
の積極的な支援の取り付け、当フェーズからの参
加メンバーへの繰り返しのコミュニケーションが
有効であり、具体的には定例会等でのメンバーへ
のコミュニケーションの他、経営層からの各部門
長への通知・連絡や事務局経由での各部門長への
説明を実施することが多い。
【開発・運用】
全社に変革を展開する段階である。十分な時間
を取って関係者を説得し、目的/狙い、ERPを活用
してどう業務を変えていくのかをしっかりと説明
するスタイルが必要となる。この段階ではほぼ全
ての運用の方法は決まっており、ERPに関し自由
度があるかのような説明をしてはいけない。何が
決まっていて、どこに自分達の裁量を発揮できる
のかを何度も繰り返し説明しコミュニケーション
を取る必要がある。また、稼動後は、ERPを活用
した成功事例を強調するなど、成果の可視化と経
営層のERPへの関与の持続が定着化のポイントと
なる。この段階ではコミュニケーションの手段は、
説明会や対面だけでなく、社内報や社内表彰を積
極的に活用することになる。また、アンケート等
を実施し、現場の要望で可能なもののいくつかを
即座に実現し現場の信用を得ていく必要がある。
【全工程を通してとるべき2つのトップダウン】
本稿では2つのトップダウンが必要と考えてい
る。一つは、ERPに併せた業務の新標準を作るた
めの経営の強い意思と判断である。しかし、これだ
けでは現場は自分達を否定、あるいはコントロール
されている気分に陥いり、ネガティブな感情が増幅
される。そのため、もう一つの必要なトップダウン
とは、ERPを活用し戦略や戦術を創出・発揮する
領域での次世代幹部の場作りや、それを積極的に指

導・支援する経営の姿勢であると考えている。

む　　す　　び

本稿では、ERPを導入し本来の目的である経営
効率の向上と基盤最適化を実現するための課題と解
決策を述べた。ERP導入の目的は企業変革であるこ
と、ERPには制約があることをベースに、ERPを
理解した上でプロジェクトを推進するためのリファ
レンスモデルを活用したアプローチと、人に焦点を
あてた変革のマネジメント手法である。このアプ
ローチにより、ERPによる経営成果の実現までをよ
り確実なものにすることができると考えている。
この発想はERPのコンセプトである経営効率向上
のためには、単にERPを導入すれば良いというだけ
でなく、人の知恵を結集し積極的に企業革新へ取り
組むことの重要性を改めて示唆している。本稿での
考え方がERP導入を検討している企業、既に導入済
みの企業にとって広く参考になればと考えている。
最後に本稿で紹介したリファレンスモデルの拡
張版を紹介したい。日本企業の生産管理のきめ細
かさや、小売業のフロントにおける柔軟な対応を
競争力の源泉と捉えた場合、ERPの全面適用では
なく、一部の業務や地域ではソリューションの組
み合せが適していることがある。その場合でも富
士通では対応可能なソリューションや技術を既に
持ち合わせている。そこで、富士通総研では、そ
れらをシステム視点ではなく経営層・CIOの視点
から体系化しており、日本に拠点をおく企業が経
営視点から最適な経営基盤を確立することを支援
させて頂いている。
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