
　住商情報システムとCSKが2011年10月に合併

して誕生したSCSKは、国内有数の大手SIerとし

て、さまざまな業種の企業や団体のIT基盤を支え

ている。システムの企画・構築から運用、BPO（ビ

ジネス・プロセス・アウトソーシング）まで、あら

ゆる要望にワンストップで応えることのできるビ

ジネス基盤が整う。また、経済産業省の「ダイバ

ーシティ経営企業100選」に選定され、働きやす

い企業としても注目されている。

　さまざまなIT製品・サービスを扱うSCSKのな

かでも、有力な製品が自社開発のERP「ProActive 

E2」だ。会計や人事・給与から、販売・資産・生

産管理、人材マネジメントまで、ユーザーの基幹

業務を全面支援する。国産初のERPとして20年

を超える歴史があり、これまで4900社（210グル

ープ）に導入した実績がある。環境の変化にすば

やく対応し、“永く”使える「超寿命ERP」として高

く評価されている。

　SCSKが「ProActive E2」をさらに拡販するた

めに強化ポイントに置いていたのが、スピードと

システムの品質確保だった。堅牢な基幹業務シス

テムを短期間で構築したいというユーザーが増え

ているからだ。「すでに多くの企業がERPパッケ

ージを導入しているが、現行のERPに不満を抱

き、リプレースを検討している企業も少なくない。

それらの企業が新たなERPを検討する際に、強く

求めるのがビジネスにタイムラグを生じさせない

導入スピードであることが多い。しかも、従来以

上に、安価にシステム構築することも条件」と、

SCSKの日置茂・ProActive事業本部長補佐ソリ

ューションコンサルティング部長は解説する。こ

うしたニーズに応えるために、SCSKが着眼した

のが「ProActive E2」のアプライアンス化だった。

　「ProActive E2」アプライアンス化の検討を

2013年8月に開始し、複数の大手サーバーメーカ

ー製品のなかから選んだのが、NECの垂直統合

製品「Application Platform for Partners（AP for 

Partners）」だった。

　NECのx86サーバー「Express5800シリーズ」

は、国内市場で18年連続シェアNo.1※という実績

と強いブランド力をもつ。それに、先端技術を迅
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「AP for Partners」を活用した「ProActive E2」アプライアンスの導入効果
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ハードウェアからアプリケーションまでの構築作業
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ユーザーの運用に合わせたマスタ設定のみで運用開始

導入作業の工数削減、期間短縮を実現

4900社に導入した国産ERP
アプライアンス化を検討

実績・ブランドと品質
熱意がNECを選択した理由
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速に取り入れる開発体制、品質の高さ、手厚いサ

ポートサービスが加わる。これらを総合的に評価

して、SCSKは協業先にNECを選んだのだ。

　「NECから協業の提案を受ける前にも、実は複

数の大手サーバーメーカーからアプローチされて

いた。だが、NECは弊社との協業の意義を熱く

語り、具体的なパートナー制度を最初から用意す

るなど、とても強い熱意を感じた。ビジネスは、

最終的には人と人。制度内容も充実していたが、

『ともにビジネスを推進していこう』という気持ち

が伝わってきたことも決め手」と、五月女雅一・

ProActive事業本部ソリューションコンサルティン

グ部ビジネス推進第二課長は振り返る。

　NECの「AP for Partners」は、パートナーのパ

ッケージ製品のプラットフォームとしてOSやミド

ルウェア、各種のハードウェアを最適に組み合わ

せて、提供する垂直統合製品。今回のアプライア

ンスでは、あらかじめ動作検証済みの「ProActive 

E2」をNECのプラットフォームに組み込み、NEC

の工場から出荷するといったように、常に安定し

た品質での稼働環境を提供することができる。

　こうしたことの価値は非常に高い。導入期間を

短縮することができ、導入費用も抑えられる。日

置氏は、「事前評価済みで都度検証の必要がない

安心感と品質は、今回のアプライアンスならでは

の大きな強み。『ProActive E2』の販売パートナー

にとっては、ユーザーの環境に合わせた設定作業

をするだけなので導入期間が短く、稼働後にトラ

ブルが発生するリスクも抑えたかたちで、安心し

て販売できる」と話している。

　五月女氏は具体的な効果として、「従来型の

SIでは導入に3日かかるプロジェクトを、3時間

に短縮できる。機器の調達や検証業務まで含め

ると10日が1日になる感覚。また、500万円から

（「ProActive」シリーズの給与または財務会計を

導入する場合）というリーズナブルな価格を実現

できた」と自信を示している。

　ERPは基幹業務に広く関わるので、導入やリプ

レースで多くの部署が関係し、大がかりなプロジ

ェクトになる傾向がある。しかし、「このアプライ

アンスモデルなら情報システム部門の負担が少な

く、ユーザーの手間もかからない。事前検証済み

なので、テストの段階で急きょ修正が必要になる

ようなこともない」と、五月女氏は続けてメリット

を強調する。

　今回のアプライアンスは発売して間もないが、

すでに複数の販売パートナーから問い合わせがあ

るという。「3年間で300社への販売を目指してい

るなかで、現在の『ProActive E2』のユーザーの

80％は直販で獲得したが、今後は30～40％をパ

ートナー経由の販売にしたい。今回のアプライア

ンスは、これまでにない販売パートナーと協業す

るきっかけづくりになり、大きな武器になる」と、

日置氏は意欲をみせる。

　SCSKは、中堅・中小企業（SMB）をターゲッ

トに「ProActive」のクラウド版（SaaS）として

「ProActive for SaaS」を提供している。ユーザー

の要件に応じて「Premiumモデル」と「Standard

モ デ ル 」の2 種類を用 意し、「Standard」は

「Premium」の半分の月額利用料に設定してい

る。「『ProActive E2』は、大企業での導入が伸び

ている一方で、ユーザーの約70％は年商500億

円以下のSMBが占める。この層に向けて、アプラ

イアンスモデルと『ProActive for SaaS』の2本

立てで拡販を進める」（日置氏）。

　日置氏は、「今後はクラウドの領域でもNECと

の連携を検討していく」と話しており、NECとの

協業によるアプライアンスの発売に成果を実感

し、アライアンスの範囲をさらに広げる考えを示

している。
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「ProActive E2」の導入企業層と実績
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「ProActive E2」の導入企業

日本国内に事業展開の企業

業種別導入実績数

サービス 36%

流通 27%
製造 24%

公共 5%その他 8%

※2014年3月末時点

年商 50～1000億円超

従業員規模 100～数万人

連結対象企業数 0～数百社

　「AP for Partners」は、OSやミドルウェ
ア、ハードウェアを組み合わせ、最適化し
て提供する垂直統合製品「NEC Solution 
Platforms」の一つで、NECのパートナーが
自社ソリューションと組み合わせやすいよう
に設計されている。NECの工場で、NECの
ハードウェアとソフトウェアだけでなく、事
前検証済みのパートナーのソフトウェアも組
み込んで出荷するので、パートナーの出荷前
の作業とユーザーへのSI工数を大幅に削減で
きる効果がある。
　大手SIerのSCSKが、ERPというミッショ
ンクリティカルシステムのアプライアンス化
を決め、その基盤として「AP for Partners」

を選択したのは、新たなユーザーを獲得する
ために垂直統合製品との融合が有効である
こと、「AP for Partners」の品質と導入期間の
削減効果が高いこと、そして売りやすいプラ
ットフォームであることを証明したといえる。
　NECの内山祐樹・プラットフォームビジ
ネス本部プラットフォーム市場開拓グループ
マネージャーは、「ERPに関してだけではない
が、システムをオンプレミス型で動かし続け
るか、クラウドに移行するか、悩んでいるユ
ーザーも多い。そのなかで、垂直統合製品は
両者のメリットを組み合わせた新たな選択肢
になるはず」と、垂直統合製品の価値に自信
を示し、今後も力を入れていく考えだ。

ERPとの融合 SCSK株式会社

※1996 ～ 2013暦年国内x86サーバー（出荷台数、出荷金額）
出典：IDC Japan, Japan Server Quarterly Model Analysis CY14Q1（IDCではベンダー出荷実績の差が1％未満の場合、タイ=同位として扱う）

SCSKが高く評価した「 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　」の価値

垂直統合製品「AP for Partners」と融合
品質の確保と短期間導入を両立

NECとの協業によって
チャネル事業拡大に期待

「Application Platform for Partners」に関するお問い合わせ先
NEC プラットフォームビジネス本部
TEL：03-3798-7340　URL：http://jpn.nec.com/slpf/product/app/

「ProActive E2」
URL：http://proactive.jp/
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