
Ⅰ．はじめに

本研究の目的は企業や自治体におけるIT活用につ
いて，独自の視点から検討を加えることにある。本
研究では，「専修学校ITフロンティア教育推進事業
（以下ITフロンティア事業）の一環として，ビジネ
スインテリジェンスと組織のIT活用を分析するうえ
で，特にERP（Enterprise Resource Planning：全社的
資源管理）導入についての組織プロセスに焦点をあ
てた事例の開発，トップダウン型の事例とそれ以外
のタイプの事例の比較分析とを通して，ERP導入の
実態と，それに伴うビジネスインテリジェンスの活
用について検討することを目的として設定する。

公刊されている資料および論文を検討した結果，
文献のほとんどは技術偏重であり，現場の実績を積
んだIT技術者向けにかかれていることがわかった。
ERPのシステム構成自体が当該企業の基幹システム
そのものであるために，その情報の大部分がユー
ザー企業，ベンダー企業にとっても秘密事項に属し，
文献内の記述は表面的にならざるを得ないという理
由が存在する。しかし，システムの構造を図示した
だけのシステム図は実際の組織のあり方を理解する
には不十分であり，ERP導入に伴うリアルな組織上
のやりとりを想起させるものではない。
通常ERPパッケージの導入は同一企業の中で何度

もおこなうものではなく，多くても10年に一度，場
合によっては15年に一度といった頻度でしか発生し
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ない。またクライアントサーバー型のシステムが主
流になってから現在まで10年程度しか経過していな
い。企業内部に独自のERPパッケージの導入の経験
が蓄積されている事はあまり無いと考えるのが自然
である。これからERPパッケージを導入しようと考
えている企業内部の技術者はその導入プロセスの経
験を持っておらず，さらには導入に伴うBPRの実際
を理解することは難しいだろう。
代表的なERPパッケージ開発企業であるSAP社な

どからいくつか標準的な導入手順プログラムが提供
されているが，それでもなお，多くの企業のシステ
ム導入がうまくいっていないことを考えると，これ
らの導入手順プログラムが，日本企業の実際にあっ
ていないか，もしくはそのプログラムが想定してな
い要因が日本企業においては大きく足を引っ張って
いることが予測できる。
当然これらの問題に対処することが必要である

が，問題がコミュニケーションや部門間の調整に集
中しているところをみると，多くの企業で同じタイ
プのトラブルに遭遇していながら，うまい対処の仕
方が共有されてないと考えることも可能である。
ERPパッケージそのものを理解すると同時に，組織
内の調整プロセスにおいて，問題が発生するプロセ
スと，その問題が解決されるプロセスを具体的に記
述することは意義のあることであると考える。
標準的な業務手順がソフトウエアパッケージの中

にあらかじめ埋め込まれているERPパッケージを導
入することによって企業は一応のビジネスプロセ
ス・リエンジニアリング（以下BPR）と達成するこ
とになるとされる。しかし，本来の意味における
ERPは決してパッケージそのものを指すものではな
く，企業内のビジネスインテリジェンス活用のあり
方そのものを指す概念である。つまり，多くの文献
はERPパッケージ導入に伴う実質的なBRPのあり方

を記述しておらず，これからERPを学ぼうとしてい
る人々にとっての適切な資料とはなり得ていない。
また多くの文献の中で，ERP導入の際にはトップ

の強いコミットメントが不可欠であり成功のポイン
トであるとの記述が見られる。これはBPRの過程に
おける調整も困難さを示したものであるが，この事
実もまたなぜ必要なのかという部分を具体的に記述
したものは少ない。本研究は，経営学の立場からこ
のプロセスを明らかにするともに，より発展的な
ERP導入とそれに伴うIT人材育成のあり方を解明す
ることを目指すものである。

Ⅱ．分析枠組みの提示

まず本研究の立場を明らかにする必要がある。本
研究の目的は理論の検証ではない。つまり，先行研
究をまとめた上で仮説を立て，その仮説を検証する
ことを目的にはしてない。残念ながら現時点におい
てはERPに関する研究は発展途上であり，蓄積され
た理論をベースに理論展開をはかるよりも，理論の
動向を整理した上で１，今後の分析に不可欠なデー
タの収集を中心におくほうが研究のあり方としては
適切であると判断をしている。
しかしながら，無作為にデータを収集するのは適

切ではない。したがって，仮説検証は目的ではない
が，事例データの収集を目的とした分析枠組みを提
示することとしたい。
まずはERPの概念整理から，ERPをパッケージそ

のものとは捉えない。つまりERPはシステムの概念
であり，どのような性質のERPが導入されたのかと
いうERPの性質に注目する。
つぎに組織がERPシステムの導入を必要とした環

境およびきっかけに注目し，それが実際のシステム
導入にどのような影響を与えたかに注目する。
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図2-1 分析枠組み



つぎに，ERP導入のもっとも大きな問題はBPRの
プロセスであることが指摘されている。ERPの性質
に対応してどのようなBPRをおこなったのかが焦点
となると同時に導入のプロセスの中でプロジェクト
組織がどのような形で形成され，どのような役割を
果たしたかに注目する。

Ⅲ．研究の方法

本研究では教育・研究両面において有意義な事例
を作成し，同時に日韓の比較分析をおこなう。事例
作成のためのデータはインタビューをもとにした一
次資料および二次資料である。入手可能な限りの内
部資料なども，事例の作成には活用されている。事
例は分析の枠組みにそって記述されている。
国内の事例はＡ自治体の情報システムを選択して

いる。韓国の事例は製造業のＡ社である。それぞれ
の事例は次の理由によって選択されている。一つは
我々がデータを入手可能な企業のなかでももっとも
データ量が多く，濃密な記述が可能な事例であるこ
と。もう一つは典型的なトップダウン型である韓国
の事例に対し，国内の事例はボトムアップ型の傾向
が強く，国内における導入事例としては典型的な性
格を持っている事例を選択している。
本来であるならば，社名を公開することで，事例

対象企業を取り巻く環境変化などを詳しく記述でき
るのが最も望ましい。しかし，企業内，ないしは団
体の情報システムについては，ユーザー，ベンダー
ともにかなり厳しい守秘義務契約の元に開発がおこ
なわれるのが通例であり，開発終了後もセキュリ
ティ上，公にはされない２。

Ⅳ．事例研究（国内事例）

4-1．Ａ自治体の事業ビジョンおよびERP導入のきっ
かけ

Ａ自治体がERPを導入しようとしたきっかけは，
大きく整理すると三つ存在していた。一つは，それ
まで使用していた情報システムがハード的にもシス
テム的には古くなってきており，運用・保守のコス
トが非常に大きくなってきていたことである。もう
一つは，実際の業務が，その時点の情報システムで
はすでに対処しきれないことが多くなってきていた
ことである。最後は住民基本台帳ネットワークに関
連して，情報システムを大きく更新する必要があっ
たためであった。
（1）システムの保守・運用コストの増大
開発が始まるまで，Ａ市役所では，汎用機を使用

した情報システムを活用していた。このシステムが
構築された当時は，現在のように高い処理能力を持
つパソコンは存在せず，膨大な市民情報を一括して
処理するには，大型の汎用機を使用した情報システ
ム以外にありえなかった。ハードメーカーが直接受
注し，システム構築まで請け負うような汎用機シス
テムの場合は，ハードウェアおよびOS（基本ソフ
ト）固有の設計情報はメーカーオリジナルであり，
他の開発業者でもすぐにメンテナンスできるような
一般的な物ではない。またERPのような標準的な業
務パッケージがあらかじめ存在するわけではないの
で，情報システムは完全にオーダーメイドのシステ
ムとなる。そのため，情報システムを受注したハー
ドメーカーがそのまま保守・運用を請け負うのはご
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図4-1 A自治体，変更前の情報システム構成



く自然の流れであり，上記の設計情報もほとんど公
開されることはない。
情報システムが構築されてからのバージョンアッ

プおよび追加の開発は随時行われてきている。この

追加の開発は，現在のERPのようにモジュール化さ
れた業務パッケージを導入するというものではな
く，追加のプラグラムを，情報システム本体に埋め
込むような形で行われてきている。そのためいわゆ
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「住民基本台帳システム」で作成・管理される住民情報であり，
関係部署の業務システムに対象情報が提供され利用されるデー
タベース。 

全組織的な共通情報として保持管理・共有されるデータベース 

業務システム間におけるデータまたは情報の流れ 
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凡例 

図4-2 自治体における住民情報系データベースを中心とした情報連謙
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る「つぎはぎ」だらけのシステムになっており，保
守運用に年間数億円ほどかかるという，保守運用コ
ストが非常に高くつくシステムになっていた。
しかも，保守運用コストは非常に高いにもかから

ず，完全なオンラインシステムを構築しているので
はなかった。
情報ネットワークは汎用機から専用線で結ばれた

端末にのみ，オンラインのサービスが提供されてお
り，各部門すべての端末がオンラインネットワーク
によって結ばれてはいなかった。専用線によって結
ばれているため，通信スピードは速いが，端末一台
毎（クライアント毎）にライセンス料金が必要にな
り，部門の規模が大きくなってもすぐに人員増加に
対応して端末の数を増やすということができなかっ
たのである。また，汎用機には部門間の情報連携が
できる仕組みを実装していなかった。そのためサー
ビスの高度化が容易には行えない環境だったのであ
る。
保守・運用のコストだけでも数億円であり，しか

もつぎはぎだらけのシステムであるために，最新の
ソフトウエアに更新することも容易ではない。この
ような背景を受けて，Ａ自治体は，情報システムを
根本的に入れ替えるという意思決定を行ったのであ
る。

（2）通常業務システム
住民の要求するサービスに，情報システム上の問

題から，対応することができないということが1997

年頃から顕著になってきていた。住民票を代表とす
る様々な書類，証明書等の発行なども，即時発行が
求められるような世の中になってきており，住民
サービスの高度化はＡ自治体では大きな目標の一つ
となってきていた。他県，他自治体で続々と新しい
サービスがリリースされていく中，構築から15年ほ
ど経過したシステムでは，迅速な住民サービスが行
えない状況になってきていた。
具体的には，まずは待ち時間の問題である。各部

門はそれぞれに自分の業務に関する情報データベー
スを持ち，部門毎にデータベースを管理し，住民か
ら更新・変更の申請があったときには部門毎にそれ
ぞれ更新するという状況であったとされる。そのた
め，住所変更の申請をしても，その変更の情報が他
部門と共有されず，住民からサービスの申請がある
たびにいちいち他の部門へ情報を照会・確認する手
間が生じていた。そのため窓口業務は非効率で，待
ち時間が長くなってしまっていた。

すべての端末がオンライン化され，情報が一元的
に管理されていれば，他部門へ情報を照会したり，
確認する手間が必要なくなる。窓口の担当者は目の
前の端末を見ながら，一元的に管理されているデー
タベースで情報を確認することで，その場で書類を
発行することが可能になる。さらに，住民情報が一
元的に管理されていれば，休日など従来，自治体が
窓口業務を提供していない曜日にも，小規模の人数
で多くの種類の業務を担当することが可能になる。

（3）外部環境の変化（住民基本台帳ネットワーク整備）
2003年に住基ネットの２次サービスが開始とな

り，そのサービスが徐々に国民に浸透してきている。
Ａ自治体の情報システム整備と，住基ネットの整備
は元々別々の案件であるが，時期が重なることに
よって同時期に整備されている。この住基ネットの
目指すところもＡ自治体の情報システム整備（ERP

導入）と同じである。住民基本台帳とは本人を公証
する制度であり，氏名，生年月日，性別，住所の４
情報を基本とし，主として住民の居住関係の公証，
および選挙人名簿の登録，その他住民に関する事務
処理の基礎となる制度である。その情報は各市町村
において住民票を世帯ごとに編成して作成されてい
る。これは国民健康保険や国民年金の資格の整理，
就学のお知らせなど，多くの行政サービスの基礎と
なる情報である。
住基ネットの目的は，主に住民負担の軽減と・住

民サービスの向上であり，全国共通の本人確認を実
現するシステムの構築である。この住基ネットが機
能することにより，国民は行政機関への申請や届け
出の際に住民票の写し等の提出が不要になる。例え
ばパスポートの交付申請や国家試験の申し込み，恩
給の受給権の申請，などに従来は住民票の写しが必
要だったが，今後は不要となる。また全国どこの市
町村でも自分の住民票の写しが取れるようになり，
同時に転入転出などの際の届け出も簡素化される。
これは，各市町村で管理していた住民情報を，規格
を統一してネットワーク化することにより，全国ど
こからでも，本人確認のためのデータベースを参照
できるようになるためである。この住基ネット化に
より，年間数百万件の書類申請手続きと一回数百円
かかっていた住民票の交付申請費が軽減されること
になる。
もともと電子化されていた情報ではあるが，住基

ネット化にともなって，新たにデータベースを再構
築する必要が生じていた。Ａ自治体ではこれを機会



と捉え，自治体全体の情報システムを一新しようと
した。

4-2．Ａ自治体のERPの性質
Ａ自治体はERPパッケージを導入して情報システ

ムを構築していない。これにはいくつかの理由があ
る。しかし，きわめてERPシステム的な概念のもと
に情報システムが構築されている。
一つはデータベースの大きさである。Ａ自治体は

かなり大規模の住民情報データベースを持ってい
る。単純計算をしても，通常の大企業の10倍以上の
データ規模になる。情報システムの構築を開始した
時点ではそれだけのデータを通常のUNIXベースで
安定して稼働させるにはかなりの不安があったとさ
れる。
結果的に情報システムは，各端末を通常のネット

ワークでつなぎ，日中の稼働時にはUNIXサーバー
を中心にデータベースを管理し，窓口業務が終了し，
新規のデータの更新，変更の入力が無い時間帯に
なってから，汎用機にその処理の中心を移行するの
である。そして夜間にデータベースの処理を行った

後に，またUNIXサーバーに処理の中心を移すとい
うシステムを構築している。これは主に銀行や証券
会社など，非常に大きなデータベースを運用してい
る企業によく見られるシステムである。

ERPのパッケージはあえて使用していないが，設
計思想は既存のERPシステムと極めて似ている。
データベースの規模が非常に大きいためにUNIX

サーバーと汎用機の二重構成のシステムとなってい
るが（これはデータのバックアップおよびセキュリ
ティ上も必要と思われる），従来部門ごとに管理・
更新されていたデータベースは順次，統合・一元化
され，リアルタイムで各部門から情報を参照するこ
とが可能となる。また各端末は完全にオンラインで
ネットワーク化されているために，すべての端末か
ら業務に必要な入出力が可能である。
もう一つは，予算およびスケジュールの関係で，

自治体全体の情報システムを一括で変更できなかっ
たということがある。つまりSAPのR/3のようなパッ
ケージの導入プログラムそのものを使うことができ
なかったという事情が存在している。SAPのR/3は
プロトタイピングの段階で，データベースのマス
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平成８年12月 「住民基本台帳ネットワークシステム懇談会」意見概要の公表
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平成11年８月 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」公布

平成11年10月 制度実施に必要な事項について施行

平成11年11月 指定情報処理機関の指定（財団法人地方自治情報センター）

平成12年９月 住基ネット基本設計完了

平成13年12月～平成14年３月 総合運用テスト

平成14年５月～７月 データ整備

平成14年８月５日 住基ネットの第１次稼働
⇒住民への住民票コード通知開始
⇒行政機関への本人確認情報提供

平成14年８月30日 住民基本台帳ネットワークシステム調査委員会の設置

平成14年12月６日 電子政府・電子自治体推進のための行政手続オンライン化関係三法の成立

平成14年12月13日 電子政府・電子自治体推進のための行政手続オンライン化関係三法の公布

平成15年８月25日 住基ネットの第２次稼働
⇒住民票の写しの広域交付，転入転出手続の簡素化
住民基本台帳カードの交付

図4-3．住民基本台帳ネットワークシステムの経緯・スケジュール
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ターをあらかじめ作成しておくことが必要である。
つまりデータベースの基本設計が明確になり，ある
程度のデータがあって初めてプロトタイピングおよ
び運用のテストが可能なパッケージ構成となってい
る。
企業であれば，数年先までを見込んで長期的に大

規模な投資ができるが，自治体では年度単位の予算
に基づき計画を策定し，入札によって開発規模（開
発コストと開発業者）を確定するため，金融機関な
どから融資をうけてシステムの開発をすることなど
は困難である。しかし，あらかじめスケジュールは
決定され，予算は税務や国民健康保険等の部門から
予算が付くという企業とは異なった事情が存在して
いた。本来であれば，自治体の情報としてはもっと
も基本的な情報となる住民情報，つまり住民基本台
帳の部分から新システムに向けてデータベース化を
行っていくのがセオリーであるのに対し，予算は税

務や国民健康保険等の部門から支出されたために，
最も基本となるデータベースではない部分から開発
を行わざるを得なかったのである。
また，近年は保険料の収納をコンビニで行うため

のモジュールや印鑑証明の24時間発行のためのモ
ジュール，また住民票の24時間発行のためのモジュー
ルはかなり整備されてきつつあるが，Ａ自治体の開
発時点では自治体向けのERPパッケージはほとんど
整備されていなかった。もしくはモジュールレベル
のものはいくつか存在していたが，基幹業務全般を
カバーした統合業務パッケージという形では整備さ
れていなかったのである。したがって，情報システ
ムの整備自体はERPパッケージに頼るのではなく，
ERPの設計思想に従って，統合データベースを準備
し，各部門間の調整を行い，ビジネスプロセス・リ
エンジニアリングを行いながら順次開発を行って
いっている。
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4-3．Ａ自治体のプロジェクトチーム
このＡ自治体のプロジェクトでは，実質的には情

報システム部が中心となってプロジェクトチームが
作られている。そのプロジェクトチームには，上記
のように実質的な企画・設計，業務分析に携わる
ERPコンサルタントとさらにその設計をチェックす
るシステム監査（例えば，日本総研，野村総研，ア
クセンチュアといった企業がこのようなシステム監
査を担うことが多い）が参加している。さらにこれ
ら現場で実際に作業を行うチームを管理するための
ステアリングコミッティーとして委員会が作られて
いる。
情報システム部はそれまで自治体の情報システム

をすべて保守運用してきた部門である。全部門の業
務システムを横断的に管理してきており，全部門の
業務のノウハウを知識として持っている部門であ
る。しかし，このＡ自治体においてはこの情報シス
テム部はあくまで他の部門の企画調整をサービスと
して担う部門という位置づけであり，比較的に住民
にちかい現場の部門のほうが予算的にも強い立場を
持っていた。
そのため情報システム部は，全業務を客観的に見

渡して，長期的な視点で情報システムを整備したり，
ビジネスプロセス・リエンジニアリングを行う主体
としてのもっとも適切な立場を持っていたにもかか
わらず，内部のスタッフはほとんどそのような意識
を持っていなかったとされる。したがって，残念な
がら情報システム部門のスタッフだけでは自治体の
情報システム全体から組織全体の最適を目指す開発
は難しいという判断がされていた。
このような情報システムのプロジェクトにはほと

んどの場合，ERPのコンサルタントが参加している。
その理由はERPのパッケージ導入には独特のプロセ

スが存在するためである。Ａ自治体のケースでは特
定のERPパッケージは使用していないが，ERP的な
設計思想でシステム開発を行う際には，やはり同じ
ような開発導入のプロセスが必要になる。
それまでシステム開発と保守・運用を担ってきた

情報システム部門のスタッフが，このＡ自治体の新
しい情報システム開発の中心を担えなかったのは，
前述の理由もあるが，開発手法の違いも存在してい
る。ERPパッケージのような統合業務パッケージが
主流になる前の情報システム開発では，システム開
発全体を開発ベンダーに丸投げするという手法が一
般的であったとされる。汎用機の整備と同時にシス
テムの開発も並行して行うが，特にビジネスプロセ
ス・リエンジニアリングを前提に，厳密に要件定義
などを行ったりすることもなく，ユーザーの要望に
対応する形でシステム開発は行われていた。
しかし，現在主流のERPパッケージはリアルタイ

ムで更新される統合データベースを中心にすべての
業務モジュールが連携するように構築される。しか
も導入するERPパッケージによって技術的な特徴は
異なり，その導入のプロセスとポイントも異なって
いる。通常の業務と違いERPの導入は単一の企業な
いし組織の中で何度も行われるものではなく，ほと
んどの場合は内部のスタッフには経験がない。その
ためそれぞれに特徴あるERPパッケージの知識と，
プロジェクトマネジメントの経験のあるERPコンサ
ルタントの参加は不可欠であったといえる。実際に
ERPシステムの企画・設計を行い，各業務部門をま
わって業務の洗い出しを行い，ビジネスプロセス・
リエンジニアリングを主導するのはERPコンサルタ
ントである。
システム監査としてプロジェクトチームに参加し

ているITコンサルタントの役割は，第三者的な立場
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からのチェックである。システム監査は並行して行
われているいくつものプロジェクトを横断的にチェッ
クし，システムが適切な形で進んでいるかのチェッ
クを行いながら，自治体などで業務ノウハウが足り
ない部分などをサジェスチョンしていく。具体的に
はある業務のための提案したツールが本当に適切な
のか，他の選択肢は検討したのかということをすべ
てチェックするのである。またシステム内で使用さ
れるモジュールやソフトウエアがきちんとサポート
を提供されているのか，またそのソフトウェアや
ハードウェアの開発元がシステムの耐用期限（５年
後等）に基づく次期システム更改までの間，倒産す
る心配はないか，などをきちんと調査・検討するよ
うにプロジェクトチームにうながす役割を担う。

4-4．A自治体におけるERPの導入プロセス

（1）市販のパッケージを組み合わせたシステムの構築
前述のとおり，Ａ自治体のERP導入のプロセスは

変則的なものであった。本来であるならば，最初に
構築すべきはすべてのデータベースの基本情報とな
る住民基本台帳のデータベースである。この世帯毎
の管理されているデータベースには氏名，生年月日，
性別，住所という最も基本的な情報が含まれている。
就学のお知らせや，国民健康保険，老人保健，介護
保険など主たる住民サービスのほとんどは，この住
民基本台帳の情報を参照することになる。つまり企

業でいえば主要取引先リストや社員リストなどのマ
スターデータにあたる部分である。

SAPのR/3等は，プロトタイピングの最初の段階
でこのマスターデータをつくり，そのマスターデー
タを使って各業務モジュールが現場の要望通りに動
くかどうかをテストする。つまり最初の構築段階で
マスターデータが必要となるようなシステム構成と
なっているのである。しかし，Ａ自治体では予算と
タイミングの都合で住民基本台帳システムから構築
することができなかったとされる。したがって，
パッケージとしてのERP，つまりSAPのR/3のような
ERPパッケージを導入することは残念ながらできな
いという結論であった。
それを受けて，ERPコンサルタントが提案したの

は統合業務パッケージとしてのERPパッケージを導
入するのではなく，本来のERP概念に基づいた情報
システムの構築であった。現在ERPの導入といえば，
導入のポイントとしてすぐにトップのコミットメン
トや部門間の業務の調整の困難などがあげられる。
特にポイントとしてあげられるものには業務にシス
テムを合わせるのではなく，ERPパッケージに業務
を合わせるということに対する抵抗である。しかし，
業務をERPパッケージに合わせるというのは，すべ
てのERPパッケージに共通の特徴とは必ずしもいえ
ない。

SAPのR/3はシステムのユーザーコミュニティか
ら業務モジュールの要望を吸い上げ，それに従って
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標準的な業務モジュールを開発・バージョンアップ
するという開発を行ってきている。そのためR/3の
パッケージには世界中のR/3ユーザーから抽出され
た業務ノウハウが具体化されている。そのため，
R/3は業務分析を行い，BPRをやった上で，パッケー
ジにあわせる形で業務改革をユーザー企業に要求す
るのである。ユーザーは業務改革の後にR/3使用す
ることにより，企業内全体で最適化された標準的業
務手順を行えるというシステムになっている。
しかし，一方で代表的なERPパッケージの一つで

あるOracle Applications３はR/3のような開発思想を
持っているわけではない。逆に言えばR/3のような，
人事，財務，固定資産のような通常の企業ならば必
ず持っている汎用の業務ノウハウがパッケージの中
に具体化されていないのである。これは同じERPで
あるOracle Applicationsは，R/3のような業務改革を
必ずしも要求しないことを示している。Oracle

Applicationsは汎用性が高いといわれるのは，特定業
種向けに特化した業務パッケージをそれほど持って
いないということの裏返しでもある。
当然，情報システムを更新する際は単に老朽化し

たハードウエアとソフトウエアを入れ替えるだけで
はない。同時に現場の作業を効率化・省力化するこ
とで組織全体の効率を上げることが必要となる。そ
のためには従来，手作業でやっていた業務をコン
ピュータ上でやるようになったり，コンピュータ上
で業務を行うためにあらたに業務手順を作り，ト
レーニングを受け，徐々に新しいシステムに人間が
対応していくことが求められる。しかし，これは
ERP概念の本質的な部分ではなく，あくまでパッ
ケージおよび情報システム更新に伴う改革であると
捉えることが必要である。そこでＡ自治体の開発で
は，統合ERPパッケージの導入にこだわることなく，
個別の業務モジュールソフトウエアを組み合わせ，
データベースを統合化することによってERPの実現
を目指していた。
Ａ自治体のシステムの中もっとも根本的な問題

は，各端末がすべてオンライン化されておらず，結
果的に部門毎に作業用のデータベースを独自に構築
し，独自に更新していたことである。住民情報を中
心に各部門の情報はすべて共有されるべきはずであ
るが，それが実現できていなかったのである。汎用
機を管理する電算機センターと各部門の連携は高度
化されておらず，マスターデータにあたる住民情報
のデータベースの更新頻度および更新サイクルは部
門毎に異なってもいた。

またデータベースが統合化されていないというこ
とは，部門間で情報を容易に共有できないというこ
とでもある。本人確認のために住民票を用いるのは
国内では一般的だが，比較的住民が頻繁に取得する
住民票や印鑑登録証明・各種保険証（国保や介護，
年金手帳等）なども情報が各部門に分散していては，
その部門以外では発行ができないということにもつ
ながる。利用者の都合に合わせて居住地の区役所以
外でも証明書類の発行ができたり，ショッピングセ
ンターに併設されたサービスセンターなどで証明書
類の発行を可能にするためには，どうしても部門を
またいだ情報の共有と活用が必要となる。

（2）要件定義とビジネスプロセス・リエンジニアリ
ング

Ａ自治体のシステム開発の初期段階でもっとも重
要で，かつシステムの成果に関わるプロセスはシス
テムの要件定義だったとされる。このシステムの要
件定義には通常３ヶ月ほどかかるとされるが，この
要件定義の段階ではいたずらに大人数を投入するこ
とはできない。このＡ自治体の際にも数人で行った
とされる。
要件定義の作業は，プロジェクトのメンバーが各

部門および情報システム部門に出向き，朝から晩ま
で事務手続きや業務を洗い直すことから始まる。現
状の業務を分析し，現状のビジネスプロセスでいい
のか，今のままでいいのか，変えるなら何をどのよ
うに変えるべきかということをまず整理する。その
うえその要望をどのような形で，システム上で実現
するかということを設計していく。プロジェクトの
チームメンバーは，個別に担当の部門と協議を重ね，
要件定義を行っていく。このような要件定義は2000

件ほどになったという。Ａ自治体の場合は，この要
件定義の段階で同時にビジネスプロセス・リエンジ
ニアリングも行われていた。
具体的な例をあげるなら，各部門で使用されてい

た業務用語の問題をあげることができる。従来，
データベースは部門毎に管理され，業務も主たる部
分は縦割りであったため，部門内で業務は完結して
いた。そのため部門内で使われている業務用語は部
門内で通用すればトラブルはなく，業務用語の意味
を他部門と共有する必要はなかった。
しかし，データベースを統合し，業務システムを

ある程度統合化するためにはそれでは不都合が生じ
てしまう。特定のデータはデータベースの特定の一
カ所になくてはならず４，さらに業務のログを保存
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する際には，各部門で共通の認識が必要になる。例
えば，証明書類について「発行」という業務用語を
使う部門と，「印刷」という業務用語を使う部門が
あった。同じような意味合いで用いられていた業務
用語であり，各部門のシステムの画面上にはそれぞ
れこの業務用語で表示があったのである。
これは厳密には違う意味である。発行は「発行は

したが印刷はまだ」という状態がありえる。あくま
で発行は発行の申請を受けて，担当者が証明書類を
発行する命令をすることである。システム上，発行
申請をしたのは本日だけれど，プリンターのトラブ
ルで，スプールは残っていて，印刷そのものは翌日，
ということはあり得ないことではない。
それに対して「印刷はしたけれど発行はまだ」と

いうことはほとんど考えられない，システム上，証
明書類を発行する命令をしなくては印刷するという
ことはない。実用上なかなかトラブルにはなりにく
い点ではあるかもしれないが，発行された日時が問
題となるケースが考えられる証明書類では，この二
つの業務用語の違いは大きな違いとなる。また，作
業のログを記録する際には完全に区別されなくては
ならない。
また「訂正」，「変更」という二つの業務用語でも

同様の問題があった。どちらもデータベース上の記
録を変えるための命令であるが，「訂正」は内容に
不備があってそれを直すという意味がある。しかし
「変更」は不備があるかないかに関わらず，その内
容を変えるための命令となる。ある部門では「訂正」
と「変更」をそれほど区別無くつかえるが，戸籍の
情報など住民からの要請がないと手を加えられない
部門では，「訂正」と「変更」は厳密に区別される
ことになる。場合によってはいままで使ってきた業
務用語が新しいシステムでは使えない，ということ
が各所で起こりえるのである。
さらに部門によってはそれまで持っていたデータ

ベースを新しいデータベース用に単純に変換できな
い事情も存在した。それまで紙ベースで書類を管理
し続けてきた部門では通常のデータベースにおける
日付データ形式では表現しきれない記録が残ってい
ることがある。例えば失踪者の記録であるが，紙
ベース，ないしは自由記述が許される形式では
「＿＿年＿＿月頃」という表現がされていることが
ある。通常のデータベースではこういった「＿＿月
頃」という表現はあり得ない。従来のデータベース
では入力できないので，現場では，レコードに
「999」や「000」などのシステム固有の例外値を入

力することによって対応していた。
しかし，データベース上にシステム固有の例外値

が存在すると，新しく移行する新システムでは不具
合が起きる可能性がある，またシステム固有の例外
値が存在していると，市販の業務モジュールが動作
しなくなる可能性もあるのである。もしこれが通常
の企業であるなら，「新システム移行に伴うレコー
ドの修正」ということで処理できるが，住民情報な
どは自治体が住民の要請なく勝手に修正を加えるこ
とができないようになっていると同時にすべての変
更履歴をログとして記録することが義務付けられて
おり，何らかの形でこれを解決する必要があった。
それぞれの部門には，部門の役割に応じて業務上

必要な用語の定義があり，それを厳密に守ることに
よって業務を行ってきている。統合データベースに
移行する際にはこの用語の定義を全業務部門で統一
する必要がでてくるため，場合によってはある部門
に，従来使っていなかった用語の使い方，用語の定
義を要求する必要が出てくる。
さらに，通常は考えられない特殊事例にどのくら

いシステム上で対応するかという問題がある。国民
健康保険，生活保護などでは少なからず特殊事例が
存在している。例えば0.1％の特殊事例に対応する
ために，業務のシステムを効率化できないというこ
とが，自治体のような行政機関では存在し得るので
ある。これが企業であるなら利益を優先して業務の
効率化を選択するであろう。しかし，行政機関では
サービスの平等性が必要になるために，この特殊事
例にシステム上で対応するか５どうかが，システム
構築の大きな問題になり得るのである。
以上，システム導入に当たっての部門間のトラブ

ルなどについて記述してきた。これらの調整は難航
を極めたとされる。業務用語の意味，用法というの
は自治体のような資格等を公証する期間にとっては
最も大事な業務上の約束事であり，場合によっては
仕事そのものを規定する要因となる。この業務にか
かわったERPコンサルタントは「部門間の壁との戦
いだった」としている。この問題は，もともとバラ
バラだった幾つかの部門が，後に統合されることに
よって徐々に解決に向かったとされている。もちろ
ん，同時にステアリング・コミッティーとの連携，
エンドユーザーに対するフェーズ毎の報告会議を
行って徐々に合意を形成する努力も積み重ねてきて
いた。このエンドユーザーに対する報告会議にはエ
ンドユーザーだけではなく，ステアリング・コミッ
ティーおよびベンダーの幹部にも参加してもらって
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いた。

（3）データベース開発
最初の要件定義の段階で数千件の要件定義を数名

でやらないといけないのは理由が存在する。ERPの
コンサルタントは様々な経歴を持っていることが少
なくない。現在の主流ERPパッケージであるR/3が
クライアントサーバー型になってからまだ10年程度
しか経過していないことを考えると，生粋のERPコ
ンサルタントばかりではなく，ERPに限らず様々な
形で情報システムに関わってきた人々が存在する。
システム構築およびデータベース設計は完全に一

元的な考えの基に作られてきたわけではなく，それ
ぞれの開発・設計者毎に個性ある設計がされている
ことが多い。データベースモデリングの基本に忠実
に，フラグ，区分，コードを定義する開発者もいれ
ば，本来二つの値しか持たせられないフラグに，三
つの意味を割り当てる開発者も存在する。これは，
その開発者がどのような思想で開発を行ってきたか
に依存することが多く，開発者なら必ず一致してい
るとは限らない。
しかし，分担して業務分析を実施し要件定義をす

る大規模なシステム開発プロジェクトにおいて，分
担した人間それぞれの個性がそのまま設計部分に反
映されてはならない。例えば年月日というデータは
必ず西暦を使い，年は４桁，月は２桁，日は２桁で
ある，というようにデータベース上は必ず統一する。
データベース上では和暦は扱わず，業務上必要とな
るときは，編集・変換して印字する６，というよう
に，データドメインを一つ一つ決定する必要がある
のである。これはデータベースの基本設計のあらゆ
る項目において不可欠な作業である。この作業を間
違いなく，かつ効率的に実施するには少数の人間で，
情報や設計思想を共有しながら作業する必要があ
る。こういった作業を行ったうえで，完全に統一さ
れた設計思想の元にデータモデリングが行われる必
要がある。
Ａ自治体のケースでは，このデータモデリングお

よび画面レイアウト，帳票，帳票間のリンケージを
参照できる設計情報リポジトリを構築することに配
慮したという。システム設計が終わった後の実際の
開発作業は，ERPコンサルタントの手を離れて，プ
ログラム製造担当パートナーによる開発となる。こ
のプログラム製造担当パートナーによる開発になっ
た段階で，何人もの開発者が分担して作業を行うこ
とになるのだが，どの画面のどの帳票が，他のシス

テムのどの帳票とリンクしているかを開発に関わる
プロジェクトチームのすべてが完全に共有できるよ
うな仕組みを構築していた。
また同じように開発者それぞれが自らのスタイル

を反映させてシステムを構築しないようにするた
め，システム開発において必要な小さなサブルーチ
ンやプログラム部品群をたくさん用意して，そのプ
ログラムモジュールを使って開発を行えるような環
境を準備していた。

（4）周りの反応の変化
前述のとおり，情報システム開発で最初に予算が

取れたのは税務および国民健康保険のシステムだっ
た。結局そこから開発に着手し，1999年に，国民健
康保険および国民年金のシステムをリリースした。
残念ながら現場のエンドユーザーは，ERPコンサ

ルタントの提案するシステムについてあまり理解し
ていなかったとされる。部署によっては理解しよう
とする観点そのものがない場合もあったという。現
場の多くのエンドユーザーが，開発に対して積極的
にコミットメントするという場面はそれほどなかっ
たようである。
住民情報を使ったシステムを作るに当たって，当

然最初の企画段階から仕様書にはあるべきシステム
の形が盛り込まれていた。しかし，その中身を理解
する人間はほんの一握りだった。コンピュータシス
テム構築プロセス特有の問題として，「目に見えな
い」ソフトウェアやプログラムをエンドユーザーが
事前に評価できないことである。そのためERPプロ
ジェクトでは画面の動作や帳票の出力サンプルをつ
かったエンドユーザーによるプロトタイプ評価が重
要な作業になるとされる。

97年頃から順次システムを構築していき，住基
ネットに関連するシステムに着手し，開発が軌道に
乗った2001年頃から自治体のエンドユーザーも
徐々にシステムの概要を理解し始めるようになっ
た。それまでは，プロジェクトチームのメンバーが
孤軍奮闘するという状態に近かった。

4-5．まとめ
以上，Ａ自治体のERP導入プロジェクトについて，

そのプロセスを具体的に描写することに配慮しなが
ら記述を行った。本事例のポイントの発見事実およ
び要点に当たる部分は３点に整理できる。
一つはERPを導入するといっても，既存のERP

パッケージを導入することと，情報システムをERP
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の発想に基づいて構築するということは異なるとい
うことである。もちろん，自治体向けの業務に特化
したERPパッケージが整備されていないという事情
もあるが，それ以上に現時点では，ERPパッケージ
を導入することと，情報システムをERPの発想に基
づいて構築することが混同されている。
確かに現時点の日本ではSAPのR/3がもっとも知

名度，シェアともに高い７。そのためR/3固有の特徴
があたかもERPパッケージの特徴であるかのように
認識されている傾向がある。 R / 3と O r a c l e

Applicationsではパッケージの特徴も設計思想もこと
なる。さらにパッケージそのものは短期間でバー
ジョンアップを繰り返しており，当初は日本の商慣
行にあった業務モジュールがないとされていたが，
近年ではかなり改善されてきており，ほんの１―２
年前の特徴が必ずしも最新のERPパッケージの特徴
にならないのである。
またERPの業務パッケージは業種毎に細かく分か

れており，そのすべてにおいて常に最新の情報を保
持し続けるのはおそらく難しいことである。このよ
うな場合には，概念としてのERPのあり方を理解し，
既存のモジュールを組み合わせてERPシステムを構
築できる能力こそが，個々人に求められるスキルと
しては重要になってくる。
二つ目は，情報技術者，システム開発者向けの文

献では，これまでほとんどふれられていないデータ
ベース構築の実態について事例の中で説明したこと
である。限られた回数のインタビューではあったが，
従来ほとんど意識されていない，システム開発者の
設計思想，設計における認識の違いがプロジェクト
の成否につながることを記述している。
要件定義の多くの業務は数人のメンバーが分担し

て行うが，そのメンバー間で設計思想を共有してい
ないと，開発段階になったときにトラブルに遭遇す
ることを記述している。
三つ目は自治体という民間企業とは異なった特徴

を持つ組織ではあるが，プロジェクトの要件定義の
段階で発生する部門間の調整の困難さを記述したこ
とである。用語の定義というもっとも基本的な問題
であるが，これまで論文の中で部門間の調整を具体
的に描写している事例は少ない。
本事例は現場のコンサルタント，ないしはシステ

ム開発者によって作成されたものではない，その点
においては現場の技術者にくらべ格段に少ない情報
量をベースに作成されているのは事実である。しか
し，技術者では意識されていない視点での事例の作

成になっていることはいえるのではないかと考え
る。
以上，国内の事例についてのまとめの要約を行っ

た。以下，韓国の事例を記述したのちに，比較事例
分析を行う。

Ⅴ．事例研究（韓国事例）

韓国Ａ社の事例分析

提示した分析フレームワークに沿って事例分析を
行う。事例分析の対象としては韓国の総合電子メー
カーであるＡ社を選ぶことにした。Ａ社は韓国の代
表的な総合電子メーカーであり，現在ERPシステム
を導入しておよそ６年～７年くらい経過している。
また，当社は全社をあげてERPシステムの運営・持
続発展に取り組んでいる。まず，本格的に事例分析
に入る前にＡ社のビジョンとミッションを簡単に紹
介することによって，当社におけるERPシステムの
導入の契機と再設計プロセスとの関連性を考察して
みることにする。

5-1．Ａ社の事業ビジョンと経営情報システム
（ERP）導入

Ａ社のビジョンは「デジタルコンバージョンズ革
命を主導する企業」で，それを実現するミッション
として「デジタル―εCompany」を標榜している。
図表５－１を見て欲しい。ここでデジタルとは，技
術，製品，事業を融合・複合化，ネットワーク化す
ることにより，デジタルコンバージョンズ時代に相
応しい事業と製品の革新を達成することを意味す
る。また「ε」とは，IT技術を活用して社内の意思
決定プロセスと開発，購買，生産，販売に至るまで
サプライチェーンプロセス全体をシンプルかつス
ピーディ化して経営の効率を極大化することを意味
する。例えば，半導体，A/V，コンピュータ，通信，
生活家電などの単品の製品群をネットワークで繋
げ，トータルソリューションを提供することを目指
すことである。コンピュータ製品と携帯電話（通信）
との融合で誕生したPDAや通信，映像メディア，コ
ンピュータ技術が融合したHome Security Systemな
どその応用可能性は無数に広がっている。
Ａ社は上述した目標を実現するためにホーム，モ

バイル，オフィス・ネットワークとネットワーク製
品を支援できる核心部品を４大戦略事業群として育
成している。当社は現在も複数の部門において世界
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ナンバーワンの地位を誇っているが，将来的には今
後成長が予想される分野の製品を強化して方針であ
る。Ｒ＆Ａ技術とεプロセスはＡ社の今後の成長の
鍵となる重要な役割を担っている。
ところで，Ａ社はプロセス革新を強化するために

経営管理，開発管理，供給管理など４つのMegaプ
ロセスをつくり，顧客と市場中心にこのプロセスが
うまく機能するよう革新を続けている。また，上記
のようなプロセスの効率をさらに一段と高めるため
にITインフラの必要性を認識し，ERPシステムを国
内外に導入して効果的に運営している。Ａ社は今後
ともε―プロセスをさらに強化し，グローバル・リ
アルタイム経営情報システムを定着させていく計画
である。具体的には S C M（ S u p p l y C h a i n

Management），PDM（Product Data Management），
CRM（Customer Relationship Management）などの単

位プロセスを統合的に連携させることにより，グ
ローバル・リアルタイム経営情報システムを構築す
るつもりである。（＜図表５－２＞参照）

5-2．Ａ社のERPの性質
現在機能しているＡ社のERPシステムの特徴と概

要は以下のようである。
Ａ社の某事業部門においてSAP R/3を1997年度か

ら開発に着手し，1998年度の下半期には現場に適用
した。適用範囲はFI（財務管理），MM（購買，資
材管理），QM（品質管理）などでSAPの標準機能よ
り，CBO（Customer Built On）の比重が高い。おそ
らく，Ａ社はよく言われている４つのERP構築方法，
つまり全社的ビッグバング，Site別段階的導入，モ
ジュール別段階的導入，ハイブリット型導入のなか
でSite別段階的導入を実施したと思われる。すなわ
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ち，国内外の事業部別に実施しながら各事業部別に
全モジュールを同時に実施するタイプである。
当社におけるERPシステムの導入は，まず1995年，

Ａ社のISP（Information Strategic Planning）プロジェ
クトを実施してから最高経営者（CEO）が意思決定
をし，1996年の上半期にSAPの導入を検討し始めた。
上述したように開発に着手したのは1997年度から
で，開発期間は約１年６ヶ月，開発費用は６億円く
らいだった。Ａ社のERPシステムはＡ社の系列会社
であるＡ－１社がTurn-Keyベースで開発した。シス
テムを導入するための第一段階がプロセス・イノ
ベーションであったため，Ａ社は現場との業務プロ
セス調整という大きな難関にぶつかった。そこで重
要な役割を果たしたのが経営革新チームと最高経営
者の強い意志である。マイケル・ハマーによると，
ビジネス・プロセス・リエンジニアリング（BPR）
とは，「費用，品質，サービスおよびスピードの面
で画期的な（Dramatic）成果を成し遂げるための経
営プロセス，職務，組織構造および統制に関する根
本的（Fundamental）再思考と果敢な再設計」であ
る。Ａ社の場合もERPシステムの導入に当たって，
経営陣のビジョン提示による運営戦略を策定したう
え，使用者のプロセス別要求事項を受容してから現
実的なプロセス設計を試みたのである。しかし，Ａ
社の場合，上述した大きな変化を管理する主体は
CEOだったし，システム導入も段階別に行うことに
より，組織内抵抗の可能性を最小化したと思われる。
つまり，Ａ社においてERPはBPRを補助する道具と
して強力な役割を果たしたといえよう。Ａ社におい
て，SAPの標準機能が最初の計画より多く導入され
たのも最高経営者の強い意志と経営革新チームの努
力の結果である。SAPの場合はパッケージの特性上，
バージョンのアップグレードが必ず起こり得るた
め，CBOで開発されたプログラムに関しては事後的
にすべて確認・修正を行わなければならない難しさ
がある。
ところで，Ａ社の場合，システムの導入と業務改

革が同時に行われたが，その原因は上述したように
ISPプロジェクトの結果を見てからERPシステムを
導入したため，経営情報システムの導入と業務改革
という２匹のウサギを一緒に捕獲することが可能
だったのである。しかし，Ａ社もERPシステムを稼
動してから様々な問題が発生して相当苦労した。例
えば，導入初期においてはデータを生成するときに
ミスが頻繁に発生した。SAPは一度生成したドキュ
メントの削除が不可能である。従って，SAPの運営

者は該当する文書をいちいち探して削除文書を作ら
なければならない。問題は一日に発生する文書が数
千件（他システムI/Fを含む）を超えるために７名
の運営チームを投入し，システムの安定化に努力し
た。現在は，使用者のレポート要求事項がよく発生
するが，SAPはレポートフォームの完成度が低く，
要求事項を受容することが非常に難しい。

ERPシステムの導入前後において社内各部門の反
応や変化に関しては，主に生産ラインの資材担当者
と生産担当者の不満が目立ったとＡ社のERPシステ
ムの開発担当者はインタビューのなかで答えてい
る。具体的には，従来の慣習からすると，倉庫に資
材がある場合はそのまま使えばいいのに，SAPを適
用してからはシステムを通じて事前に資材請求をし
なければならなくなり，かえって時間の無駄だとク
レームがついたようである。このように経営情報シ
ステムが荷物となり，組織内抵抗が強かった時期も
あったが，経営革新チームの持続的な管理活動が実
施され，全ての業務は担当者の責任のもとでSAPを
通じて業務を処理するようにした結果，現在はSAP

の長所をよく理解し，むしろシステムの改善事項を
自ら提案するようにまで発展した。

5-3．Ａ社のERPプロジェクトチームの管理
Ａ社にはERPシステムを総括するプロジェクト

チームが存在する。本社および各事業部門別に情報
戦略グループのERPパートがある。プロジェクト
チームは経営革新担当者と情報戦略グループのERP

担当者，Ａ－１社のIS（Integrate System）人員で構
成されている。総括するチームはCEO直轄で経営支
援総括，経営革新チーム，情報戦略グループで構成
されている。しかし，メインメンバーの所属は主に
情報戦略グループとなっており，ITに対する技術支
援はＡ－１社の人員でバックアップする。Ａ－１社
（システム開発者）とプロジェクトメンバーとのコ
ミュニケーションは基本的にはＡ－１社の開発方法
論に従い，プロジェクトメンバーと開発者間の直接
的な対話は定期ミーティング時間に行われる。また，
その以外にもPM（Project Meeting）を通じて意思疎
通を図っている。一般的にプロジェクト・ライフサ
イクルの管理は以下のように行われるといわれてい
る。
プロジェクトを効果的に管理するためには，有能

な責任者と適切なチームを投入したうえ，トップ・
マネジメントの確固たるビジョン提示と持続的な関
心が必要である。Ａ社の場合，ビジネス価値と費用
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統制の確実性が高い事業分野からERPを導入してか
ら変化するプロジェクトの条件をビジネス条件と調
和させる有能で経験豊富なコンサルタントを社内に
駐在させていた。また，使用者側からチームが形成
され，核心的な問題を指摘し，その解決策も提案す
るなどERPシステム構築の全過程にＡ社のメンバー
が多数参加している。このようにERPシステムを管
理するプロジェクトチームの存在はERPシステムの
構築および維持において非常に重要な役割を果た
す。

5-4．Ａ社におけるERPの導入，維持管理，再開発，
補完

上述したようにＡ社は，本格的にERPシステムを
導入する前に経営革新チームの主導で全社ISPプロ
ジェクトが遂行され，マスタプランを策定した。そ
の後，ERP導入に対する効果がCEOに報告され，再
承認を得た。要約すると，Ａ社におけるERPシステ
ムは十分な準備期間を経て綿密な検討のうえ，導入
されたために他者に比べて失敗する危険性はかなり
減らされたかもしれない。ただし，Ａ社の場合は
ERPシステムの開発および運営はＡ－１社が担当し
たが，システムを導入する前に業務を分析し，技術

仕様を整理したのはＡ－１社と経営革新チームの共
同チームである。つまり，社内のメンバーがシステ
ム開発者に全てを任せてしまうのではなく，会社の
業務分析，利害関係対立などの非常にクリティカル
な部分において現場の要求をつねに感知しながら，
共同チームで解決できない問題は取締役会儀にあげ
てシステムが円滑に機能できるように努力したので
ある。Ａ社のERPシステム開発担当者の話によると，
可能な限りSAPの標準プロセスを適用するのが目標
だったが，実際に現場のプロセスとのギャップは大
きかったという。実際に，全ての部署の代表者と業
務プロセスを把握した後，再び現場の担当者との公
開聴講会を開いてみると再度調整する過程が必要と
なってくる。すなわち，決められた分析期間内にこ
のような作業を反復することは事実上不可能であ
る。不備な部分はシステム開発後に第２次改善課題
として別途推進するしかないのである。
一方，ERP導入後の成果の測定に関してはＡ社の

場合，導入後持続的に情報戦略グループの主導のも
とに“ERP製品評価項目”（図表５－４参照）を作
成してシステムデータを分析し，使用者に設問調査
を実施している。その後，業務改善程度を把握して
導入成果分析資料を取締役会議に上程して不備事項
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・初期Project計画樹立 
・Project手続き樹立 
・Project  Kick  Off 
・技術的要求事項に関する計画（H/W,S/W） 
・Project計画の品質確認および不備事項補完 

・Project管理に関するBlueprint作成 
・追加Develop必要に関する設計 
・業務処理手続きおよび組織の構成 
・H/WおよびS/WのInstall 
・品質確認および不備事項補完 

・Open  Issueの解決方案模索 
・Userの問題点解決 
・System  Performance測定および向上 
・Systemの全体的最適化追求 
・持続的な品質確認および維持補修 

・Project管理および使用者教育実施 
・Live SystemにてCouversion作業 
・Cut-Overのための細部活動、日程確定 
・品質確認および不備事項補完 

・Project管理およびチームの教育 
・Configuration確定 
・Add-On開発 
・Userの使用権限調整 
・Module間Integration検証 
・最終使用者のための教育資料準備 
　および文章化 

出典：HIT資料 
（Hyundai 
  Information 
  Technology） 

図表5-3 プロジェクト・ライフサイクル管理
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評価項目 評価要素 考慮要因 ５段階評価 配点および特異事項

機能的評価

国際化機能 多国語
多通貨
多国籍
（会計制度，税務制度，輸出入，
人事，給与）

１２３４５
１２３４５
１２３４５

業務プロセス別
支援機能

会計
原価
財務
受注管理
購買
資材
外注
MRP運営
スケジュール
管理
能力計画管理
品質管理
現場管理
設備管理
設計管理
見積管理
出荷
基準情報管理
人事管理
給与管理

１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５

１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５
１２３４５

生産支援機能 生産形態
（配置，反復，連続生産，プロ
ジェクト型生産）
生産方式

１２３４５

１２３４５

＜図表5－4：ERP製品評価項目＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出所：Ａ社内部資料より部分引用

に対して是正を要請している。
＜図表５－４＞には，Ａ社のERP製品評価項目の

一部しか載っていない。評価項目には下記の機能的
評価以外にも価格および機関に関する評価，技術的
評価，サービスおよび事後管理評価，ベンダー評
価などが含まれる。
他方，ERPシステムを使用中に問題が発生した場

合には，システム自体の問題なのか，使用者個人の
問題なのかを判断した後に，システム自体の場合は
専門エンジニアがモニタリングツールを通して事前
に問題点を予測して予防作業を行っている。思いが
けないときに発生する問題の場合には，システム復
旧のためのバックアップシステムが自動的に稼動さ
れ，24時間無停止システムが動いている。使用者の
観点から発生する問題に関しては，ヘルプデスクを
運営してリアルタイムで対応している。Ａ社のERP

システムの維持管理を担当するＡ－１社ではSAP

R/3で発生する数多いデータを体系化して「HC：
A－１社のERP管理プロジェクト名」（仮）という名
前で資産運営，業務スピード，プロセス運営，ルー
ル遵守に関してプロセスを指標化することによっ

てグローバルプロセスの運営とシステム水準を総合
的に把握して下記のような内容を使用者に提供して
いる。
①問題プロセスを明確にする
②解決策を提示する
③達成可能な目標を再設定する
④競争力（利益）を極大化できるよう体系的な支援
をする
また，上記のような情報をベースにリスク・マネ

ジメント・システムを構築して顧客を危険から保護
する。「HC」の範囲はプロセスの側面からは，資産
の運営成果，業務スピード，プロセス運営水準，
Data/Rule遵守，標準遵守などを点検し，システムの
側面からはCSI（システム品質，維持補修および支
援満足度点検）とITインフラ（H/W，S/W資源運営，
組織，人材運営，システム保安，システム効率性）
などを点検する。既存の診断体系と「HC」との違
いは＜図表５－５＞のとおりである。
「HC」は主にIT Infraの側面，プロセスの側面，

CSIの側面から管理されている。IT Infraの側面では，
システムが付加価値を創出しているか，インフラは



十分なのか，危険，脅威からシステムは安全か，な
どをチェックする。またプロセスの側面からは，プ
ロセス成果，ルール遵守度，データの信頼度，内部
プロセスのスピード，管理水準，基準情報および標
準などが管理される。最後にCSIの側面からは，ア
プリケーションの活用満足度，情報資源管理，内部
顧客満足のための手続きなどをフィードバックして
いる。「HC」は新規事業を中心に管理しており，
「HC」を推進することにより，システムの早期正常
化を目指す。そのためには各事業部内外に必要な人
材を養成して周期的にフォローしなければならな
い。Ａ－１社は各事業部，各海外現地法人，全社別
「HC」進行およびFollow－UP計画を立てて，着実に
遂行している。
以下では，SAP R/3を導入したＡ社がシステムの

リカスタマイズを行うことによって，業務プロセス
改善をどのように推進しているかを考察する。

1990年代の初頭，SAPはClient Server概念を導入し
たS A P R /3を始めて開発・販売した。その後，
SAP R/3システムの後続バージョンは持続的にビジ
ネスプロセスを改善して新しい機能を追加してき
た。SAP R/3 3.1バージョンからはインターネット
アプリケーションコンポーネントを導入することに
よって，ウェブ環境のなかにR/3ビジネスプロセス
を実現できるようになった。業務プロセスの持続的
な改善と新規ビジネスコンポーネントの追加開発お
よび新技術システム反映が要求されているなか，早
期決算体制の質的向上とE―Businessのシステム対
応などの要求が当面の課題として急速に浮上してい
る。Ａ社は全社をあげて全社情報化ビジョンを提示
して全海外法人のシステムアップグレードを企画・
進行中である。また，Ａ社は海外法人のSAP R/3シ
ステムのバージョンアップグレードに関するガイド
を提示して，運営システムを安定的に管理してシス
テムダウンする時間を最小化してアップグレード作
業時に発生するかもしれない問題を早期に解決でき
るよう詳細な内容を教育している。

当社におけるシステムアップグレードは，およそ
２段階に分かれて進行される。まず，システム全体
をSAP R/3から次のバージョンへアップグレードす
ることと，次に各モジュール別に次世代システムの
優れた機能を適用して効率的にプロセスを改善する
２段階に分かれる。
当社では，運営システムを安定的に管理し，シス

テムダウン時間を最小化してアップグレード作業中
に発生しうる問題を早期に解決することを目標に下
記のようなシステムアップグレード戦略を提示して
いる。
まず，戦略１は，運営システムとまったく同じシ

ステム環境を用いて別途のテストシステムを構築す
ることによって次世代バージョンへのアップグレー
ドを完了した後に運営システムを順番にアップグ
レードする方法がある。
次に，戦略２は，既存のシステムを活用してシス

テムバージョンアップグレードを遂行する戦略的運
営システムを開発システムに複写した後に，開発シ
ステムの次世代アップグレードを遂行して全てのテ
ストが完了した時点で運営システムのアップグレー
ドを行う方法である。
＜図表５－６＞は戦略１と戦略２の長所と短所を

整理したものである。システムアップグレードのた
めに発生しうるシステムの問題を最小化してシステ
ムを安定的に管理することを目標としたＡ社では主
に戦略１（テストシステムを利用した開発および運
営システムアップグレード戦略適用）を採択した。
Ａ社は，システムのリカスタマイズプロジェクト

を立ち上げるときに，期間は全部で９週間かかると
算出した。また，アップグレードするには以下のよ
うな条件がその前提として必要となってくると考え
た。
すなわち，テストシステムを利用した開発および

運営システムアップグレードを適用すると判断し，
テストシステムを構築，データコピーを行って運営
システムと同じ環境が準備できたと仮定する。
本社との協議によって本社の開発プログラムは本

社によって指定されたプロジェクト期間中にプログ
ラムアップグレード支援をしてもらうと仮定する。
しかし，法人開発プログラムのテストと修正が計

画より伸びる可能性と，アプリケーションモジュー
ルテストと使用者教育が日程を超過するなどの原因
によってプロジェクトの推進日程に変更が生じる可
能性も存在する。
では，プロジェクトは具体的にどのような組織で
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区　　分 診　断（Audit） Health Care

支援方式 １回，問題点指摘 目標水準に達成するまで

解決責任主体 該当事業部 Health Care人員

点検方式 現場調査がメイン システムを通じた事前点
検＋方向設定＋現場調査

目標接近方式 既存目標に充実 必要に応じて目標再設定

推進主体 随時 専門人力養成

＜図表5－5：既存診断と「HC」＞



行われているのか。
プロジェクト管理者はアップグレードプロジェク

ト目標達成のためのプロジェクトを総括管理し，法
人のMIS運営部門ではアップグレードプロジェクト
の支援およびシステムの引き受けおよびEnd―User

教育を担当する。現場の人材はプロセスの検証と現

場の要求事項を伝達する役割を担う。具体的にはモ
ジュール別機能テストシナリオ作成および機能テス
トを遂行し，アップグレードしたシステムの変化内
容を教育する。同時にEnd―Userの教育も行う。モ
ジュール人材はシステムアップグレードのためのモ
ジュール別機能検討作業を行う。具体的にはアップ
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戦　　　　　略 長　　　　　所 短　　　　　所
戦略１
テストシステムを利用した開発および運
営システムアップグレード

１．テストシステム上，バージョンアッ
プグレードと関連した開発プログラ
ムおよびアプリケーションモジュー
ルに対する十分なテストが可能

２．テストシステムのアップグレードし
た結果を開発システムにImportして
もう一度テストすることによって今
後オープン運営開始するシステムの
完結性をより一層保証できる

３．システムアップグレードテスト期間
中にも開発システムを既存の方法で
使用できる

１．テストシステム構築のための別途の
H/W資源が要求される

戦略２
開発システムアップグレードを利用した
運営システムアップグレード

１．テストシステム構築のための別途の
H/W資源がいらない

１．開発システムを対象に一度のみのシ
ステムバージョンアップグレードテ
ストおよびシステム修正を遂行する
ため，運営システムの完結性を保証
できない

２．開発システムをアップグレードテス
ト用途で使用する間，既存の開発シ
ステムは存在しない

３．開発システムアップグレードテスト
期間中には運営システムは旧バー
ジョンのものを，開発システムは新
バージョンを使用

＜図表5－6：システムアップグレード戦略１，２の長短所の比較および戦略案＞

-FI/CO/TR/SD/M 
 M現場 
 代表者 
-法人別業務 

現場の人材 

-FI/CO/SD/MM 
-各１名 

モジュール人材 

各１名 

BC

FI/CO/SD/MM/BC管理者各１名 

法人MIS運営 

プロジェクト管理者－１名 

Project  Manager

-本社 
 開発プログラム 
 開発者各１名 
-法人別プログラム 

開発/設計者 

図表5-7 プロジェクト組織図



グレードに伴うModification Adjustment Consulting

やアップグレード後のモジュール別機能テスト，シ
ナリオ作成および機能テスト遂行，使用者教育資料
作成および使用者教育実施などがその役割である。
BCはシステムアップグレードのためのシステム作
業を遂行する。最後に開発・設計者は既存CBOプロ
グラムに対するバージョンアップグレード化を行
う。

5-5．Ａ社の事例分析の要約
Ａ社がERPシステムを導入してからは約７年が経

過している。Ａ社は会社のビジョン（デジタルεカ
ンパニー）にあわせてERPシステムを導入した。当
社は顧客と市場を中心に社内にインターネット基盤
のITインフラを構築している。Ａ社のERPは標準機
能よりCBOの比重が高い。Ａ社は事業部ごとに個別
的にERPを導入した後に全社的に統合しようと努力
している。Ａ社はERP導入以前に十分なシミュレー
ションを行い，事前検討を徹底的に行った。また，
変化の主導したのがCEOであったために導入の効果
は一目瞭然にあらわれた。当社はISPの成功ととも
に業務の改革と経営情報システム安定的導入という
大きな成果を同時に達成することができた。
Ａ社におけるERPシステムの管理はＡ－１社とい

う系列会社とのタイアップ（Tie―Up）による連携
プレイで行われている。具体的にはプロジェクトの
全過程においてＡ社の人材とＡ－１社の人材がトッ
プの確固たる意志をもとにチームを構成して組織的
に参加している。（問題解決型プロジェクト管理）
尚，一度導入したERPは徹底的に維持・管理し，シ
ステムの使用者が不便なく，利用できるようにＡ－
１社が管理している。
一方，Ａ社はWEB環境に合わせてERPシステム

をアップグレードしていくつもりである。アップ
グレードには約９週間が所要すると同時にマネジャー，
法人MIS運営チーム，現場の人材，BC，開発・設計
者によって運営される。
他方，ERPシステムの導入効果に関しては，分野

別にその導入効果が下記のように異なってくる。例
えば会計部門であれ，Material Ledger機能を利用し
てGPM間実績原価分析が可能となる。さらに物流
部門においては，オーダープロセシング，倉庫管理
など手作業で管理してきた物流業務が自動化され，
法人運営の効率を高めることができる。また，E―
Businessの面では多様なE―Businessに対してシステ
ム的に柔軟な対応が可能になることと使用者の便宜

性の面からはエンジョイSAP概念の導入で使用者の
便宜性が向上する。

Ⅵ．比較事例分析

6-1．ERP導入に関するきっかけ，組織的・戦略的
要因

韓国のＡ社は，主に戦略的要因の影響が大きかっ
たといえる。Ａ社のビジョンは「デジタルコンバー
ジェンス革命を主導する企業」であり，サプライ
チェーンプロセス全体をシンプルかつスピーディ化
して経営の効率を高めることがERP導入に主なきっ
かけであったとされる。
またERPの導入も韓国内だけではなく，国内外に

おいてすべて導入し，グローバルリアルタイム経営
情報システムの定着を目指している。このことはＡ
社のERP導入が主に戦略的要因に基づいて行われて
いることが伺える。このプロセスを管理し主導する
のは直接CEOが行っており，組織内抵抗が最小化さ
れていた。
それに対して日本のＡ自治体は，市場（住民）

のニーズおよび制度的環境変化の要請の割合が比較
的大きい。インタビューによれば首長が強力なビ
ジョンと指導力で現場をコントロールしたというよ
うなコメントはなく，住民の要請と業務の効率化，
住基ネットの稼働に伴う制度的環境の影響がおもな
影響と考えて問題はないだろう。システムのコスト
の増大は，大きな要因の一つではあるが，これはど
のような情報システムでも存在し，ERP導入に限ら
ない。
組織活動の複雑さと規模を考えれば，事務処理が

ほとんどの日本の自治体よりも生産，販売活動の伴
う韓国のＡ社のほうが遙かにビジネスプロセスは複
雑であることが考えられる。しかし，時間的にはＡ
自治体の開発期間が長い。組織が勝手に住民の情報
に変更を加えることができないという法律上の制約
もさることながら，同時に予算の獲得や意思決定に
時間がかかっていたと予測される。
もちろん韓国のＡ社では現場の抵抗がなかったの

かといえば，そうではなく，比較的追加プログラム
の開発が多かったことからも，BPRの段階で現場の
抵抗が大きかったとみることはできるだろう。
組織がERPの導入を試みる要因は幾つか存在す

る。整理してみると一つは市場の要請，もう一つは
戦略的競争優位性の確保，もう一つは環境・制度的
な影響である。ERP導入の際に大きな障害となるの
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は，企業内のエンドユーザーがシステムに合わせて
業務を変更することを拒むことと，それに伴う部門
間の調整である。
もしエンドユーザーが直接接している市場の要請

が強い場合はエンドユーザーもERP導入の重要性を
理解し，システム導入に理解を示すのかといえば，
必ずしもそうとはいえない。Ａ自治体におけるERP

導入の三つのきっかけのうち二つはエンドユーザー
自身が知覚し理解可能なものだった。住民の要請と
住基ネットの導入に伴うシステム改変はある程度不
可避であると知覚できたはずである。
しかし，やはりBPRに伴う用語の統一では，かか

わったコンサルタントが「部門間の壁との戦いだっ
た」とするように強い組織内の抵抗に遭遇している。
組織全体がERP導入の必要性を理解し，共有するこ
とは非常に難しいことが予測される。その理由の一
つとしては，エンドユーザーはERPの仕組みと思想
を短期間に理解し，それがユーザー自身にとって有
用なものか，そうでないものかということを判断し
にくいことに原因があると考えられる。情報技術は
三ヶ月単位で進歩し，その進化を通常のエンドユー
ザーが短期間で理解することは大変困難である。
戦略的な要因の場合もエンドユーザーの認識と組

織トップの認識の違い，温度差に原因の一つが隠れ
ていると見ることができる。Ａ社の場合もＡ自治体
の場合も，エンドユーザーが全社的な視点でERP導
入を判断し，行動するわけではない，たしかに企業
経営の視点からいけば，社員一人一人が自分の頭で
環境を分析し，全社的な視点から判断をできるよう
になることが望ましいとはいえるが，大規模組織で
部門が専門分化すればするほど，それは困難になる
だろう。日常の業務の中で経営者的な発想を求めら
れていないエンドユーザーに，経営者的な発想で思
考することを要求するのは現実的ではない。

6-2．ERP導入のプロセス
Ａ社，およびＡ自治体，ともに前述のとおり，

BPRのプロセスの中で問題に遭遇している。これは
多くの文献の中で述べられているように，SAPの
R/3を代表とするERPパッケージが要求する標準業
務手続きと，それまでの業務手続きとの不整合から
生まれたものと考えることができる。
具体例をあげれば韓国Ａ社では倉庫の資材管理が

不効率になったこと，Ａ自治体では業務用語の定義，
意味が各部門間で異なり，その調整に苦労したこと
が挙げられる。いずれもインタビューの協力者から

印象的なエピソードとして語られたものである。
全組織的な観点からいえば，全体最適のためには，
幾つかの部門で業務が不効率になることは避けられ
ない，ないしは仕方がないという判断をするのが一
般的であり，幾つかの文献のなかでもコメントされ
ている。しかし，では具体的にどのような形でス
ムーズにERPの導入を行うかといえば，トップのコ
ミットメントがもっとも強調されている。
スムーズなERP導入のためにトップのコミットメ

ントが大事であり，トップが強力なリーダーシップ
のもとに現場の調整を行うのは確かにもっとも短時
間で部門間の調整を行うための方法のように思え
る。実際，強力なコミットメントをもってERPを導
入した韓国のＡ社は，Ａ自治体に比べてはるかに複
雑なビジネスプロセスを持っているにもかかわら
ず，短期間でERP導入を実施できていた。後述する
が外部のコンサルタントに加え，社内のスタッフ，
エンドユーザーも導入プロセスに積極的に参加し，
十分な準備を行ったうえでの導入である。
しかし，ここで幾つかの疑問を提示しなくてはな

らない。スムーズなERP導入と，ERP導入による企
業業績の向上は必ずしも一致しないのではないかと
いうことである。本研究の事例としては選択しな
かったが，国内でＡ自治体の他に，外資系企業であ
るＢ社の調査も行っている。Ｂ社については諸事情
により詳しく記述できないが，韓国Ａ社および日本
Ａ自治体よりも遙かにトップマネジメントの権限が
強い企業である８。
この企業もかなり早くから統合業務システムを導

入している。しかし，現場においてそのシステムの
貢献度，ないし活用度が高いかといえば，決してそ
うではなく，どちらかといえばエンドユーザーは自
社のシステムを低く評価していた。このＢ社ではこ
ういった情報システムはエンドユーザーとプロジェ
クトチームの調整，すりあわせというプロセスから
生まれるのではなく，海外のシステムをそのまま
トップダウンで導入する傾向が強い。そのため導入
自体は現場の抵抗もなく，非常にスムーズである。
しかし，そのシステムがエンドユーザーから高く評
価され，活用されているかといえばそうではないの
である。
トップの強いコミットメントがあれば，その強力

な権限を持って，人的資源の投入とスムーズなERP

の導入は可能になるだろう。しかし，逆にエンド
ユーザーとの接点が少なくなり，プロジェクトメン
バーとエンドユーザーの情報共有は妨げられ，エン
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ドユーザーがERPシステムを積極的に活用して業績
向上に役立てるというプロセスが生まれにくくなる
可能性は十分に考えられるのである。
これではERPシステムは十分組織内で活用される

ことなく，ERPシステムをてこにした新しいイノ
ベーションやビジネスプロセス，エンドユーザーの
情報リテラシー能力の向上が見込めなくなることも
無いとはいえない。
幸いにしてＡ社の業績はよく，社内のユーザーの

積極的参加により，ERPシステムが有効に活用され
ているようである。しかし，Ａ社およびＡ自治体，
そして補足的ではあるが，Ｂ社の事例を総合的に分
析すると，スムーズなERP導入と，導入後のエンド
ユーザーによるERPシステムの有効活用はかならず
しも一致しない可能性があるといえるだろう。

6-3．ERPの性質
事例からわかるとおり，韓国Ａ社はSAPのR/3，

それに対してＡ自治体はERPパッケージに頼らな
い，統合データベースを中心に市販の業務パッケー
ジを関連させたシステムである。幾つかの要因のた
めにＡ自治体ではERPパッケージを選択しなかっ
た。しかし，パッケージの選択の仕方がそのまま
ERP導入の成功につながったかといえば，今回の調
査内容だけではあまりにも判断材料が足りない。

SAP，R/3はそのパッケージの特徴から，業務を
パッケージにあわせるように要求するERPパッケー
ジである。そのためエンドユーザーからは不満が出
やすいとされている。しかし，一方でERPのパッ
ケージを選択しなかったＡ自治体ではエンドユー
ザーから不満がでなかったのかといえばそうではな
く，組織改組などが実施され部門の壁が無くなるま
で解決には向かわなかったとされるほど，部門間の
調整は困難であったとされる。

ERPの本質は，大規模組織内に分散している情報
を一元的に管理，共有し，活用することにある。Ａ
社の資材管理の例も，Ａ自治体の業務用語の事例も，
本質はERPシステムに関するものというよりは，全
社的な情報共有のための仕組み作りに起因すること
であって，どのようなERPを選択するかとういこと
に関するものではない。
資材管理の例は，自部門の行動を他部門と共有す

るための情報入力であり，Ａ自治体の用語の問題は
コミュニケーション環境の整備である。これはコン
ピュータシステムに限ったことではなく，紙ベース
で行っても電子メールベースで行っても，同じ問題

が予測されることである。
もちろん多数の文献が指摘するように，数ある

ERPパッケージの中で自社のビジネスモデルに最も
適切なパッケージを選択することがもっとも望まし
いことである。しかし，業務とパッケージがあわな
いということの本質はたんに「パッケージの出来不
出来」ということではないということを意識してお
く必要がある。

6-4．プロジェクトチームの性質
韓国Ａ社においても，日本のＡ自治体においても，

ERPコンサルタントは不可欠であったとされる。特
に，経営革新担当，情報戦略担当，経営支援担当の
スタッフがプロジェクトチームに参加していたこと
は注目に値する。同時にコンサルタントも社内に駐
在していた。さらにエンドユーザーからチームが形
成され，革新的な問題を指摘し，解決策も提案する
というようにプロセスの多くに社員が参加している
ことにも注目すべきである。
それに対して，Ａ自治体では，主に情報システム

部門と組織外からのERPコンサルタントによってプ
ロジェクトチームが構成されている。業務の洗い直
しや，要件定義，部門間の調整などはそのほとんど
をERPコンサルタントが担当していた。現場のコ
ミットメントはあまり高くなく，ERPプロジェクト
が始まって，最初のシステムリリースの後，やっと
周りが，プロジェクトが何をしようとしているのか
を理解しはじめるようになったというように，現場
のコミットメントは高くはない。
またERP導入の段階で情報システム部門と，他の

業務部門には関係の悪化があり，業務の洗い直しや
要件定義のかなりの部分をERPコンサルタントが
担っていたとされる。
プロジェクトに関わるスタッフの規模は明らかに

Ａ社のほうが大きい。トップのコミットメントが強
いということは，部門間の調整だけではなく，プロ
ジェクトチームの形成にも大きく影響を与える。
トップ直轄であり，ERPの導入が戦略的なプロジェ
クトであると認識されていたからこそ，大きな人的
資源の投入が可能だったともいえる。ダベンポート
（1998）が指摘しているようにERP導入に関わって
社内の部門間の問題を効果的に調整できるのは権限
的に各部門の上に位置するトップ層である。また
ERPの導入に当たって，戦略的な視点から判断でき
る立場であるのもトップである。
この意味では，ERP導入に当たって，トップのコ
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ミットメントが必要であるというのは間違いない事
実と考えても良い。重要なのはトップが果たす役割
を誤解することなくきちんと遂行することである，
前述のように，トップの権限が強く，部門間の調整
がほとんど必要ない企業では逆に情報システムが浸
透しない。トップの役割は「ERPをスムーズに導入
すること」と考えるよりは，「ERPシステムを有効
に活用できるような組織作り」であると理解するべ
きである。Ａ自治体のケースからも明らかになった
ように，とりあえずシステムを動かしたい，興味の
ないエンドユーザーに出来るだけはやくシステムを
使いこなせたい場合は組織の学習のスピードをあげ
なければならない。しかし，Ａ企業のようにトップ
が率先して組織全体を巻き込みながらERPプロジェ
クトを推進しないとどうしてもシステム全般に対す
る組織構成員の知識は薄くなってしまう。

6-5．まとめ

（1）環境・組織・戦略的要因とBPRの関係について
分析のまとめを行う。ERP導入のきっかけは大き

く分ければ三つである。一つは市場，取引先，顧客
の要請に応えるため。もう一つは，自組織をとりま
く制度的環境の変化。最後に戦略的な競争優位の確
保である。このうち環境の変化によるものと，戦略
的なものに分けることができる。分析枠組みに従え
ば，これが環境要因および組織的，戦略的要因であ
る。
この二つでは，エンドユーザーの環境認知には違

いが出るのではないかと思われた。つまりBPRのプ
ロセスに大きな影響があるのではないかという予測
である。顧客，取引先の要請や，通信環境の統一に
よるシステム改変はエンドユーザー自身がその必要
性を認知できるものである。それに対して，戦略的
なシステム改変は，どちらかといえばエンドユー

ザーの認知に先だって競争優位の確保のために実施
されるものであろう。
このERP導入のきっかけについて何らかの組織内

のプロセスに違いが見られるかといえば，どちらも
エンドユーザーによる抵抗が存在した。実際にシス
テムが目の前にない段階で，エンドユーザーが日々
進化するERPシステムを理解することは大変困難で
ある。さらにいえば，エンドユーザーの抵抗は，
ERPパッケージと実際の業務との食い違いから生ま
れてくるものだけではないということである。全社
的に情報を共有しながら業務を円滑にすすめるため
の組織的な仕組み作りそのものが，まさに組織的な
変革とユーザーの抵抗の原因である。これはERP

パッケージの性質のみに起因するものではない。
また組織内の８割が必要性を認知していたとして

も，２割が抵抗すれば，大きな組織的抵抗となるだ
ろう。
つまり一つの仮説として，大規模組織にERPシス

テムを導入する場合には，基本的な部分において組
織的な変革が必要となり，エンドユーザーからの抵
抗が発生するということである。一方で，強力な
トップの権限で情報システムを導入する企業は，エ
ンドユーザーからの抵抗も少ないが，システム自体
エンドユーザーから評価されていない，ないしはシ
ステムの導入がエンドユーザーの業務に大きな影響
を与えられていないと考えることができる。
そしてそのエンドユーザーからの抵抗とは，ERP

がそれまでの業務にあわない，ないしは使い勝手が
悪い，できが悪いから発生しているとは一概に認識
できないということである。これまで全組織単位で
情報を共有せず，部門別で活動してきた組織が，全
社的に情報を共有しようとするなら，かならず情報
の入力と，用語の意味の共有等が発生する９。
これはERPパッケージに限ったことではなく，

ERPパッケージを導入するからBPRが必要になるの
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ERP導入の背景 
影響小 

影響小 

影響大 
・ビジネスプロセスの変化 
・エンドユーザーの抵抗 

全社的な情報共有のためのBPR 
（仕組み作り） 

ERPパッケージの性質 

図表6-1 環境・組織・戦略的要因とBPRの関係について



ではなく，全社的な情報共有のために必要になる手
続きであるという認識を持つ必要があるのである。
これはERPを技術的な側面よりも，その概念的な面
から理解することが必要である。

（2）トップのコミットメントとプロジェクトチーム，
およびBPRの関係

トップのコミットメントがERP導入プロジェクト
に必要であることはこれまでも多くの文献で指摘さ
れている。その理由は，社内の技術者任せにするの
ではなく，戦略的な視点でERPの導入を決定し，必
要な資源を投入することと，および社内の抵抗をコ
ントロールすることで効果的にBPRを推進すること
などが期待されている役割といえる。
このうち対立する部門間の調整などは，トップが

一番スムーズに対処できる可能性が高い。しかし，
トップの権限で押さえ込むことは，ERPそのものが
現場に浸透していかない可能性も高くなる。それよ
りも人的資源の投入がより強調されるべきである。
ERPを導入する際にはシステム稼働すると同時にエ
ンドユーザーに対してかならずシステムを使いこな
すためのトレーニングが実施される。しかし，これ
もまずはとりあえず使えるようになるためのトレー
ニングであり，ERPを使いこなし，新しい情報環境
の中でエンドユーザーが創造的な仕事をするための
ものではない。
今回，Ａ自治体のインタビューに協力してくれた

コンサルタントは，「導入してからエンドユーザー
がいかにそれを使いこなすかがもっとも重要ではな
いか？」とも述べている。目につきやすい導入時の
トラブルは目立つが，導入の成果を企業の業績と定
義すれば，ERP導入がスムーズにおこなえるかどう

かが問題ではない。トップのコミットメントが大き
な人的資源の投入につながり，その投入によって，
導入プロセスへのエンドユーザーの巻き込みがおこ
り，組織レベルの情報共有につながるという仮説を
ここでは提案したい。重要なのはERPが機能するよ
うな組織作りが重要であるという認識である。
ここまでトップダウン型とボトムアップ型の事例

を比較検討してきた。本事例においては韓国Ａ社で
はトップのコミットメントによって人的資源を投入
し，積極的に組織的な抵抗を解決するという手法を
とったといえる。それに対し，日本のＡ自治体や外
資系Ｂ社ではトップのコミットメントが組織成員を
積極的な問題解決を導くような形では機能しなかっ
た。その結果，現場のERPコンサルタントは大きな
苦労をしいられるか，ないしは問題を回避されてし
まうという事態となった。
つまり，トップダウンか，ボトムアップかという

区別よりは，どのようにして組織全体を積極的な問
題解決にもっていくかという視点が重要となるとい
える。そのための具体的な方法として韓国Ａ社では，
部門横断的な人員構成に加え，エンドユーザーを巻
き込んだ全社的な普及プロセスだったといえるだろ
う。

Ⅶ．実践的インプリケーション

（1）ERPの全社的普及と活用
国際会計基準の導入に伴って，ERPを会計部門に

導入した日本企業は多い。しかし，全基幹業務に導
入している企業は１割にも満たないといってよいの
が日本の現状である。また導入後の満足度は決して
高くはない。
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これは現在の日本企業においてERPを何らかの形
で導入している企業は多いものの，ERPシステムが
全社的に普及し，エンドユーザーによって活用され
ているとはいえないという事実をしめしている。

ERPが会計部門に導入されているということは基
本的なデータベースは準備され，今後ERPの業務モ
ジュールを順次追加していく可能性は高い。つまり，
一からERPを導入する企業は少なくなっていくが
バージョンアップ，ないしは業務モジュールの追加
という需要は増加傾向となっていくことが予想され
る。つまり，とりあえず一部に導入したERPシステ
ムを全社的に普及させ，さらに活用していくことを
目指す企業は増えるといえる。
この市場にむけて人材を育成し輩出していくこと

が，今後のIT系専門学校の戦略上重要となってくる。

（2）IT系専門学校における人材育成の方向性
現時点における予測では専門学校でERPを学んだ

学生の就職職種は営業職だと予測されている。ERP

導入にあたってもっとも専門的な役割を果たすのは
プロジェクトチームメンバーであり，プロジェクト
マネージャーである。しかし，プロジェクトマネー
ジャー職として新卒の学生が配属されることはまず
考えられない。基本的に営業として経験を積んだ後
に，スキルアップが認められればプロジェクトのメ
ンバーとして少しずつプロジェクトチームへの関与
を深めていき，その後にプロジェクトマネージャー
となることは考えられる。
最も不足しているのは優秀なプロジェクトマネー

ジャーであるが，専門学校の短い期間においてプロ
ジェクトマネージャーに求められる広範なスキルを
身につけるのは困難であると判断せざるを得ない。
通常は，まずは営業ないしは企業内部のスタッフ

部門のどこかに配属されることを前提に就職先も雇
用するだろう。もちろん，ITの知識は数年で陳腐化
することはあきらかなので，採りたい人材の能力と
して挙げられるのは，コミュニケーションやプレゼ
ンテーションといった汎用的な能力となってしま
う。しかし，これは現在の専門学校が強みを持って
いるカリキュラムにはなかなかなじみにくいスキル
である。
今後，ERP関連市場において発生してくるニーズ

を予測すると，二つほど考えられるだろう。一つは
ERPの全社的普及において活躍するERPのトレー
ナーである。もう一つは，業務モジュールを追加導
入するプロジェクトにおいてプロジェクトマネー

ジャーやチームメンバーをサポートする人材であ
る。この二つならば専門学校のこれまでの強みを生
かしながら，他の学校との差別化を図ることが可能
であるとおもわれる。

ERPのトレーナーに求められる能力は，そのプロ
ジェクトで導入されたERPパッケージの概要を短時
間で理解し，教育を施すことができるスキルである。
そのためにはERPの包括的な知識と，ティーチング
スキルが重要となる。ERPの包括的な知識は既存の
カリキュラムの延長線上で可能である。しかし，
ティーチングスキルは今後あたらしくカリキュラム
を開発していく必要があるだろう。
ティーチングスキルは，大学等の高等教育機関で

はまだ十分な強みを形成できていない分野であると
予測される。とくに情報技術系の大学でティーチン
グスキルに重きを置いている学校は少ないと思われ
る。また今後このスキルに重点を置いてカリキュラ
ムを作る宇高等教育機関はそれほど多くはならない
と思われる。
さらにこのティーチングスキルはERPのみなら

ず，あらゆる場面の情報技術サポートスタッフに求
められるスキルであるともいえる。実習を中心とし
たカリキュラムであるなら様々な場面で即戦力とし
て認識されることもありえる。
もう一方のプロジェクトチームのサポート人材に

対しては，ドキュメントの作成・管理，チームマネ
ジメント，スケジュール管理などのアナログな能力
が求められる。実際問題としてカリキュラムの中で
プロジェクトマネージャーを養成することが困難で
あるとするなら，プロジェクトマネージャーとなる
ためのキャリアパスに乗りやすい人材の要請をめざ
すのである。つまりERP導入プロジェクトにおいて
事務局的な役割を担うことの出来る人材の要請であ
る。
他の高等教育機関においてはこういったスキルを

要請できるカリキュラムは備えていない可能性がお
おきく，だからこそ差別化が可能となる。ERP導入
プロジェクトの包括的な知識を備え，かつプロジェ
クトにおける事務局機能を担うことが出来れば，
ERP導入プロジェクトにおいてOJTが可能となる。
ERP導入プロジェクトなどのITプロジェクトで使用
される各種ドキュメントおよびチームマネジメント
のカリキュラムを経験豊富な現場の講師を活用しな
がら実習と中心として形成することが出来れば，他
の高等教育機関とは明確な差別化が可能である。
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（3）中長期的な展望
以上のような提案には次のような理由も存在す

る。それは中長期的な専門学校のブランド化のため
である。現時点においてはまだまだ学歴が重視され，
カリキュラムの質がきちんと評価されているとは言
い難い。また企業も教育機関において学習した知識
は陳腐化するという前提で雇用するため，汎用的な
コミュニケーションやプレゼンテーションというス
キルを中心に選抜することになる。これでは専門学
校は自分が強みを持つカリキュラムを高く評価して
もらうことは難しくなってしまう。
そこで，中長期的に，自らが輩出した人材を高収

入が得られるプロジェクトマネージャー職に戦略的
に送り込むことが重要になる。そういった事例が蓄
積されていけば専門学校に対する評価は高くなると
思われる。そのためにまず他の高等教育機関とは明
確に差別化を図るべきである。一般的なコミュニ
ケーションやプレゼンテーションといったスキルを
中心にカリキュラムを組むのではなく，実習を中心
としたティーチングおよびチームマネジメントスキ
ルを確実に身につけ，差別化を図ることで，専門学
校が強みを持つIT産業の市場へ入り込み，スキル
アップを目指させるということが大切になるだろ
う。
もちろん，このようなカリキュラムをすべての専

門学校生に提供することは難しいとおもわれる。適
性の問題もあれば，このカリキュラムが大人数教育
になじまないことも予測できる。しかし，専門学校

の生き残りという課題を解決するためには，適性の
ある学生を精選し，特別なカリキュラムを提供する
というやり方が必要になってくる可能性が高い。
中長期的にその中からプロジェクトマネージャー

が多数輩出されるようになれば，間違いなく社会的
な評価は向上し，ブランド力も向上すると考えられ
る。
学生の就職を通じた社会的な評価の獲得は戦略的

におこなう必要がある。高い水準の就職率と維持す
ることと，高いスキルを持った人材の育成は必ずし
も同じではない。他の高等教育機関との競争を想定
するなら，明確な差別化と中長期的な展望のもとで
の戦略的カリキュラム編成と適性をのばす教育のあ
り方が必要になるのは明白であると考える10。

注

１　残念ながら本稿ではスペースの関係上，先行研究の整

理の部分に関しては省略させていただいた。先行研究の

整理の詳細に関しては，秋庭＆金（2004）を参照して欲

しい。

２　今回の事例作成に当たっては，研究の意義を理解して

もらった上での特別な協力の下に事例の作成を許可され

ている。しかしながら，社名，正確な部署名，開発履歴，

その他，事例元を特定出来るような情報については，理

解の妨げにならない範囲で変更を加えざるを得なかっ

た。しかし，作成する側で理解の妨げにならないように

配慮しておこなっており，その変更自体がこの事例のも
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つ意義を大きく減ずるものではないと確信している。

３　‘Oracle Applications’の後継製品である‘Oracle EBS

（Oracle E-business Suite）’においてSCMやCRM等の機能

（モジュール）群が提供されている。ただし，SAPに比

べて導入事例が少ないため，ユーザからの評価を反映す

るに至っていないのが実態である。

４　ERPの概念では「１ファクト１プレースのルール」と

表現される。リレーショナルデータベース理論を踏襲し

た考え方である。

５　行政サービスにおけるシステム化とは，コンピュータ

処理による効率化，省力化のみをさすのではなく，事務

要員の運用手順（たとえば特殊事例は手書き帳簿による

運用など）を標準化することによってサービスの向上を

図るというやり方もある。

６　いわゆる「2000年問題」で顕在化したテーマである。

従来自治体では「和暦表示」が慣例として定着していた

が，データベース上の保存形式とシステムの画面や帳票

上の表示形式が同一である必要はないということを業務

担当者に理解してもらうまでに多大な時間を要したとさ

れる。

７　SAPは最近，アイネスと提携して自治体用ERPパッ

ケージの販売を開始しており，ほかにも，TKCやMRP

センターのパッケージも存在する。例えば，ある組織が

上述したようなパッケージを導入した場合，Ａ自治体と

は若干違った問題点が発生するかもしれないが，その点

については，今後の課題としたい。

８　外資系企業Ｂ社に関しては，調査は行ったが，「情報

公開不可」の理由で今回の論文に掲載することは出来な

かった。

９　資材や物品にすべてICタグがうめこまれ，使用者が意

識せずにその情報がシステムに入力されるようになる可

能性もある．またはその他の方法でエンドユーザーが入

力をおこなわなくても良くなる技術の登場などもあり得

るが，ここでは今後数年程度を視野に入れた記述として

いる。

10 そのほかの実践的インプリケーションとして，技術的

な知識や手腕，柔軟な対応力，長期的な計画能力，人心

の掌握，リスク管理および柔軟なプロジェクト進行など

があげられるが，その点については今後の課題にしてお

きたい。
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