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特別企画　お客様の成功事例紹介

最新技術、低コスト、柔軟なリソース確保
全てを満たせるのがFPTだった

FPT ソフトウエア・ハノイ拠点の F-Ville 2 キャンパス

伊藤忠商事株式会社は、2019 年からグローバル全体
で SAP システムのマイグレーションプロジェクトに着
手。FPT のベトナムのリソースを効果的に活用し、ス
ピーディーなプロジェクト運営を実現。国外約 50 拠
点に S/4HANA の導入を目指し、2020 年には一拠点目
での導入を完了。現在は各拠点への展開を進め、2022 
年中には全拠点への導入を終える予定です。加速する
プロジェクト進行が可能な背景について伺いました。
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自己紹介をお願いします。
原田：伊藤忠商事株式会社の IT・デジタル戦略部でグローバ 
ルの情報化推進を担当している原田です。SAP システムをコア 
とする海外基幹システムのマネジメントや IT セキュリティ対 
応、業務効率化関連等の弊社海外における情報化推進を行って
います。

武井：伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（以下 CTC）の
ERP ソリューション推進第１部の武井です。 SAP S/4HANA 導
入、SAP 保守、周辺システムを担当している部署で、弊社内で
は SAP 製品の主管部署となっています。

原田：武井さんには弊社の SAP システムを長くご担当いただ
いており、隅々までしっかりとご理解いただいています。

フォン：FPT ジャパンのフォンです。今回のプロジェクトでは
デリバリー担当の責任者を務めました。

今回のマイグレーションプロジェクトについて教えてくだ
さい。SAP システムはいつから使われていたのでしょうか。
原田：弊社の SAP システムには、大きく二つのプラットフォー
ムがあり、国内と海外で分かれています。私はこのうち海外
の SAP システムを担当しており、今回の案件はこの海外基幹
システムのマイグレーションです。SAP システムをグローバル
で最初に導入したのは 1996 年で、それ以来、海外 50 拠点で
使っています。モジュールとしては Sales and Distribution（SD：
販売管理）、 Materials Management（MM：購買管理 / 在庫管理）、
Financial Accounting（FI：財務会計）、Controlling（CO：管理
会計）を使っており、連結会計のための Enterprise Controlling 
Consolidation （EC-CS）も導入しています。営業から経理まで
をサポートする形になっています。

マイグレーションを決めた理由を教えてください。
原田：プロジェクトを始めた 2019 年の時点で SAP を 20 数年
間使い続けており、標準のオブジェクトを修正するモディフィ
ケーションや、機能を追加開発するアドオンがかなりの数に
上っていました。その結果、現在のビジネス要件に対して機能
改善をする、新しく必要な機能を追加する、といった際に、検
証、開発、テストの手間が膨大になっていました。そのため、
ビジネス関連の業務では SAP を使わずに、担当者が自ら Excel
を使って計算するようなケースが増え、SAP システムは会計プ

ロセスのために使われるようになっていきました。こうした中
で、いわゆる “2025 年の崖” や SAP の保守切れが重なったタ
イミングで、ビジネスイノベーションを支える真のデジタルプ
ラットフォームとすべく、マイグレーションを決めました。

Excel を使っていた業務にはどういったものがあるのでしょ
うか。
原田：商社ビジネスのトレードの観点で言うと、例えば、契約
から始まり、リアルタイムでの物流管理や、適正な在庫の管理
が必要です。現行システムにおいては、これらを一つ一つ入力
するのが煩雑であったり、また機能そのものがなかったりした
ため、各部署ごとに Excel で管理されるようになっていました。

三つの方針を事前に掲げて周知する
プロジェクトはどのように進められたのでしょうか。

原田：まず何のためにマイグレーションするのかを明確にしま
した。Greenfield アプローチか Brownfield アプローチか、Fit 
to Standard かコンバージョンか、といった議論をよく聞きま
すが、それらはあくまでも手段であって、目的次第かと考え
ています。そこで、なぜ今マイグレーションするのか、今後十
数年使う可能性のある基盤としてどのようなものを実現すべき
か、という点を徹底的に議論し、本プロジェクトでは、三つ
の基本方針を定めました。一つ目は全プロセスを徹底してデ
ジタル化する「Digitalization」。二つ目は将来を見据えて継続
的に拡張性を持ったプラットフォームにする「Expandability」。
三つ目は常に最新かつ安定的な ERP を維持していくための

「Simplification」です。この方針を基に、具体的にどう進め
るかを検討し、最適なソリューションとして、業務を SAP の
標準機能に合わせる「Fit to Standard」、そして新規構築の

「Greenfield アプローチ」で取り組むことを決めました。

業務をパッケージに合わせると、現場からの反発が大きい
とよく言われます。今回のプロジェクトではどうだったので
しょうか。
原田：実は、その部分に大きな苦労はありませんでした。それ
は、プロジェクトが始まる前に、先ほどの何のためにマイグレー
ションするのか、という点をマネジメント層および現場ユーザ
層と十分に共有できていたためです。そのために、プロジェク
トが本格的に始まる前から、社内やグループ会社とのカンファ
レンス等様々な場面で、本プロジェクトの重要性や方針を発信
し、事前に同じビジョンに向かうというコンセンサスをとるこ
とを非常に大事にしました。プロジェクト中は、マネジメント
層とも現場層とも、現在のプロセスが変わることに関する反発
よりも、将来を見据えたデジタルプラットフォームとしてどう
あるべきかという前向きな議論ができました。

原田 修作 氏
伊藤忠商事株式会社

IT・デジタル戦略部　DX プロジェクト推進室
チームリーダー IT ストラテジスト

FPT ジャパンの SAPトレーニングクラス
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実際にはどれくらいの業務を標準機能でまかなえるように
なったのでしょうか。
原田：3000 オブジェクト以上あったモディフィケーションは
全撤廃し、アドオンは 90％削減出来ました。これに関しては、
最初の影響調査が大きなタスクでしたが、FPT 様に多くのサ
ポートをいただき、このような削減を実現できました。

マイグレーションを終えた拠点のシステムはどのような状
況になっていますか。
原田：ビジネス取引全体のプロセスをシステム化でき、ビジ
ネス情報をプラットフォームに集約できるようになりました。
また、これらを可視化できることで、適正な契約管理、リア
ルタイムでの物流管理等、様々なエリアで効率がでてきてい
ます。今後は、これらをより活用できるように、更なるデー
タ活用にも取り組んでいきたいと考えています。新しいイノ
ベーション、データ分析、予測といったことにも取り組んで
いるところです。

「来週から 30 人増やして欲しい」という要
望にも応えていただきました

FPT がプロジェクトに参加した経緯を教えてください。
武井：弊社には海外の製品や現地のシステム会社をリサーチ
し、社内に展開する部署があります。その部門から推薦があっ
たのと、実際に協業した他部署の評価も高かったため、今後
何か案件協業ができないかと以前から模索しておりました。
今回のプロジェクトを始めるに当たり、我々としては最新技
術のスキル、活用ノウハウをもつベンダーに支援をいただき
たい、という考えがありました。FPT 様はその条件に当ては
まっていましたので、プロジェクト参画頂くことを打診いた
しました。

FPT はベトナムのリソースを活用した低コストのオフショ
ア開発を武器にしています。コストも発注の決め手になりま
したか。
武井：コストはもちろん大きかったです。ただしコストと保
有技術力に加えて魅力的だったのが、リソースの調達力です。
今はどこもリソースが枯渇しており、必要な時にすぐにリソー
ス調達することは難しい状況です。今回のプロジェクトでは

「柔軟な方針」に基づくアジャイル開発の推進、またプロジェ
クト進捗に合わせた柔軟な体制変更の構築が必要でした。リ
ソースについては、例えば「来月から開発者を 10 人増員した
い」といった依頼が出来るパートナーを探していました。そ
れに応えていただけるのは FPT 様以外にはありませんでした。
また開発フェーズが一段落してプロジェクトから離任された
としても、再度必要になった場合は優先的に前任者を提案し
ていただきました。一からプロジェクトルール等を説明する
手間が避け即戦力として参画いただくことができました。

柔軟な方針、というのは具体的にはどういったことでしょ
うか。
原田：例えば、プロジェクトを進めている最中に SAP がバー
ジョンアップする場合があります。普通は、プロジェクトが
スタートした時点のバージョンでないとベンダー側が責任を
持てないので、途中でバージョンは変えません。でも我々は、
新しい機能が魅力的であればプロジェクト中であっても当然
採用したいと考えています。このようなことを実現するため
に、プロジェクト自体をアジャイルスキームとし、また、契
約も全て準委任契約としています。システムの完成にベンダー
が責任を持つ従来の請負契約の場合、契約時点で既に安定し
ているシステムやバージョンとなることが多く、そうなると、
導入時点では既に 1-2 年の差があることがよくあります。こ
れでは今の流れの早い時代に取り残されてしまいます。我々
のような形の契約は、今後増えて行くのではないかと思って
います。

武井 真里 氏
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（CTC）

流通システム第１事業部
流通システム技術開発第５部 部長

FPT ソフトェア・ホチーミン拠点 の F-Town 2 キャンパス
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FPT の技術者はバージョン変更に戸惑いましたか。
原田：ネガティブな反応も予想していたのですが、技術者の
方が目を輝かせて「勉強します」と言ってくれました。一緒
にやっていけるなと感じた、印象深い出来事でした。

フォン：FPT はベトナムの若い技術者が多く在籍しているの
が強みであり、彼らは新しい技術では負けないように頑張り
ます。今回、その点を評価いただいたことをとても嬉しく思
います。

リソースで無理を言った、というのはどういったケースが
あったのでしょうか。
武井：「来週から 30 人増やして欲しい」とお願いさせていた
だき、実際にご対応いただいたことがありました。

アジャイル開発のご経験はこれまでにもありましたか。
武井：我々の部署では、これだけの規模でオフショアを交え
てのアジャイル開発は初めてでした。

ベンダー・ユーザーの垣根を
無くした「ONE-TEAM モデル」

FPT はプロジェクトのどういった部分に参加したので
しょうか。
原田：徹底的に標準化する、という方針があったので、まず
その開発の部分をサポートいただきました。以降の開発につ
いては、基本設計後の工程は基本的に全てお願いしています。

武井：当初は開発を支援していただきたいと考えており、
HANA DB を最大限に活用するにはどうすべきか、この開発方
法は正しいのか、といったことを相談しながら進めていまし
た。プロジェクト進捗に応じて SAP コンサルタントのリソー
スも必要なことが分かり、その面でもご支援いただきました。
今回のプロジェクトでは新しい技術への挑戦のほか、導入作
業の効率化という取組もあったので、SAP 以外に RPA の活用
も並行して進めました。その際も FPT 様のご支援をいただき、
スキルの幅の広さ、深さを実感しました。

FPT ソフトウェアのグエン・タン・フォン氏
エンタープライズビジネスサービス事業部（EBS）

FPT の SAP グローバルリソース

4



5

今回のプロジェクトでは「ONE-TEAM モデル」という新し
い体制で取り組んだと伺いました。どういったモデルなので
しょうか。
原田：IT プロジェクトの体制は、組織図にベンダー側とユー
ザー側がそれぞれ階層化され、各階層に同じくらいの立場の
方がいて、それぞれの階層で責任を持ちながら進めるという
ものが多いと思います。一方で、今回は、新しいものでも柔
軟に取り込みながら、そしてスピード感をもって推進してい
きたかったため、ベンダー、ユーザーの垣根無く私が PM（プ
ロジェクトマネージャー）、武井さんが PMO（プロジェクト
マネジメントオフィス）として全体をまとめ、その下に各組
織が連なる一つのチームを作りました。そのためベンダーの
方にリーダーをしてもらっているチームに弊社の社員がいる、
といったケースも存在します。弊社の社員が CTC の方に指導・
改善を求められることもあり、それくらい一つのチームとし
てプロジェクトを推進しています。FPT の方にもこの組織図
の中に入っていただいています。

武井：ONE-TEAM モデルの狙いとしてはプロジェクト内の意
思決定を迅速に進めることにありました。会社の枠を超えさ
まざまな情報、意見が共有されることでプロジェクトの一体
感が生まれました。今回初めての取組でしたが今後プロジェ
クトを成功させるための検討項目になると感じました。

フォン：私も成功の一番の要因は ONE-TEAM だと感じていま
す。 ユーザーもベンダーも、地域の違いも関係なく、一つの
チームとして動きました。

オフショアを活用したことにより難しかったことはありま
すか。
原田：初めての経験でしたが、難しいことは全くありません
でした。我々のプロジェクトが海外拠点を対象にしたもので
あり、海外とやり取りするノウハウを持っていることで、親
和性が高かったということはあるかもしれませんが、コミュ

ニケーションも密にでき、スピード感をもってサポートいた
だきました。

武井：海外向けのプロジェクトなので、共通言語は英語でした。
FPT 様は英語のスキルも高かったので、リモートでの打ち合
わせや設計書のやり取りなど、何の支障もありませんでした。

フォン：我々も伊藤忠商事様も CTC 様もグローバルで活動す
る企業です。プロジェクトのスタート時点では難しい部分も
ありましたが、お互いに歩み寄って改善することができたと
思います。一緒にお仕事をさせていただくのは今回が初めて
でしたが、一つのゴールを決めて最後まで頑張っていく中で、
信頼関係を築けたことがとても嬉しく思いました。

伊藤忠商事株式会社様の ONE-TEAM モデル体制図

オフショアプロジェクトチームメンバー
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自動化により、拠点への展開スピードは
どんどん早くなる

プロジェクトは現在どのような状況なのでしょうか。
原田：これまでの流れからご説明しますと、2019 年に方針を
決定し、検証をスタートさせました。 2020 年に、9 か月かけ
て 1 拠点目の実装を終え、そこから他の拠点への展開を始め
ています。2021 年 7 月時点で計 6 拠点への導入を完了させて
おり、2021 年中には計 10 拠点、22 年以降計 50 拠点への導
入を終える予定です。

導入のペースが早くなっているのですね。
原田：標準化できたことで、従来の要件定義のように一から
要件ヒアリングをするのではなく、基本的には設定項目をヒ
アリングすることで、カスタマイズ / 開発に着手できるよう
になっています。また、今後は、現在 FPT 様に支援いただい
て設定やテストの自動化も加速させ、よりスピードが上がっ
ていく予定です。

SAP 関連で、今後新しく取り組もうと考えていることはあ
りますか。
原田：二つあります。一つは SAP システムの周辺業務でまだ
マニュアルで残っている現場プロセスのデジタル化を進めて
いくことです。この業務もシステム化して可視化したいとい
う相談が、ユーザーからも上がっており、デジタルプラット
フォームとしての真価を上げていきたいと考えています。一
方で、システム導入プロジェクトという観点では、導入スキー
ムの変革に取り組んでおり、設定やテストの全自動化に挑戦
しています。この自動化には FPT 様にもご支援いただいてい
るところです。

●お問い合わせ
ＦＰＴジャパンホールディングス株式会社
〒 105-0011　東京都港区芝公園 1-7-6
KDX 浜松町プレイス 6 階
Tel：03-6634-6868（代表）　Fax：03-6634-6869
URL：https://www.fpt-software.jp/
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FPT 大学の SAP トレーニングクラス

FPT ソフトェア・ホチーミン拠点の F-Town 3 キャンパス

本事例の関連情報紹介
FPT の SAP に関するサービスに
ついて、ご興味のある方は以下
のリンクまで

CTC の SAP に関するソリューショ
ンについて、ご興味のある方は以
下のリンクまで

URL: https://www.ctc-g.co.jp/solutions/figues/URL: https://www.fpt-software.jp/services-offerings/sap-s4hana/


