NEC の SAPソリューション

NEC の SAPソリューション
NECグループでの実績に裏打ちされた豊富で多彩な製品やサービスを、
お客様の事業や業務形態に合わせご提供します。

ERP

先進のICTにより経営のインテリジェント化を推進する

デジタル経営基盤

SAP S/4HANA導入・移行サービス

デジタル経営基盤

NEC の豊富なSAP 導入・運用実績をベースに、お客様の事業環境に合わせ
最適なロードマップ策定計画の立案から導入までを、一貫したワンストップ
サービスで提供します。

SAP S/4HANAとのリアルタイム連携で、社内外のデータを活用したデータ
プラットフォームとインテリジェントテクノロジーにより、企業を仮説検証型
から次世代の仮説発見型へ変革します。

SAP関連製品

SAP S/4HANA
SAP S/4HANA Cloud

SAP関連製品

SAP HANA、SAP Analytics Cloud（SAC）、
SAP BusinessObjects、SAP Cloud Platform（SCP）

データ連携基盤

人材管理

IF-HUB

グローバル人材マネジメントサービス

データを有効に活用するには、データの質・価値を高めるための取組みが
必要となります。NECは複数システム間のデータ連携を制御し、
各システム間
で異なるデータギャップを解消し、高い接続性を実現するためのツール、
基盤、
ノウハウを提供します。

人事に関わる業務を、すべてクラウドで実現する戦略的人事サービスです。
人事・給与管理はもちろん、
グループ全体の組織・人材の見える化と情報分析
により、
グループ人事戦略上の意思決定力を強化します。

インフラ

BPO

SAP関連製品

SAP SuccessFactors

SAP基盤選定支援サービス

経費マネジメントBPO

オンプレミスや各クラウドサービスについてのノウハウ・知見を活かして、
お客様の環境に合わせた最適な基盤の選定を支援します。

出張手配を含む旅費、接待費など経費関係業務のBPOサービスにより、旅費
削減や経費精算に関わる社員の工数削減、経費不適正利用リスクの軽減を
実現します。
SAP関連製品

SAP Concur

運用保守
AMO/ITOサービス
システム運用を効率化する仕組み、さらに継続的な改善をご提案します。お
客様に密着した国内からのサービスだけでなく、オフショアを活用した運用

保守体制づくりや、他社からのスムーズな乗り換えなど、お客様視点での運
用保守サービスを提供します。

先進技術
AI（NEC the WISE）

IoT

NECは長年にわたりAI研究に取り組み、社会やビジネスのニーズに応えるさま
ざまな AI 技術を開発・提供しており、業務効率の向上や意思決定の迅速化に
貢献しています。世界でNo.1＊、Only1の多彩なAI技術を組み合わせ、あらゆる
シーンで柔軟かつスピーディに対応します。

NECは最 先 端 AI 技 術 群「NEC the WISE」とIoT 技 術をベ ースに、統 合 IoT
基盤をはじめ、ゲートウェイやIoTに最適なセキュリティなどIoTを支える製品・
サービスをご提供し、お客様のビジネス変革の実現に貢献します。

＊顔認証・指紋認証・虹彩認証での米国国立標準技術研究所（NIST）によるコンテスト結果

Blockchain

RPA
業務規模を問わず多くのRPA導入実績やノウハウを持つNECでは、
導入を効果
的に進めるための「可視化／範囲特定／効果検証」をサポートしています。導入
して終わりではなく、
検討から展開までの一貫した継続的な支援を実施します。

NECでは、参加ノード数 200ノード程度の大規模接続環境下で毎秒 10 万件
以上の記録性能を達成する、
ブロックチェーン技術を保有しています。また、
デー
タの秘匿性についてもこれまでにはない保証を与えるソフトウェアを開発し、高
速性と安全性の両面で高い性能を実現しています。

お問い合わせ先

NEC DX事業推進本部
SAPグループ
E-Mail: nssc-cs@sap.jp.nec.com
URL: https://jpn.nec.com/sap/
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NEC の SAPソリューション

デジタル時代における経営のインテリジェント化を
推進するベストパートナーとして、
NEC はお客様とともに明日へ歩みつづけます。
デジタルディスラプションや人材不足など、
ビジネス環境は大きな変革期を迎えています。その変化に対応するために、
企業はいち早く経営のインテリジェント化を図り、自らデジタルトランスフォーメーションを実現することが不可欠です。

ICT による経営のインテリジェント化

業務プロセスの見直しや、急激な市場変化へ即応できる新たなビジネスモデルの構築、さらには最新の ICTを駆使した

＜プロセス変革とデータ駆動型経営の実現＞

デジタル経営基盤の構築・活用により、経営のインテリジェント化を目指す必要があります。
NECは国内最大規模の SAPユーザとして、
またトータル SIerとして長年にわたりグローバルでの業務改革を遂行して
きました。社内実践で培われた豊富な知見やノウハウをもとに、
お客様と共に明日の成長を目指し歩みつづけます。

デジタル時代のビジネスモデル

顧客起点のビジネスプロセス

インサイトに基づく意思決定

ワークスタイルの変革
…etc.

プロセス変革

新たなビジネスモデルに合わせた、
シンプルで効率化された業務プロセスに変更

業務と IT のシンプル化

データ駆動型経営

データに基づく迅速かつ仮説発見型の経営スタイルに変革

業務の効率化

経営の高度化

SAP S/4HANAの活用を通じて、業務プロセスの
シンプル化＆標準化を推進

定型化された単純作業をAI・RPAにより自動化し、
ノンコア業務をアウトソーシング

デジタル経営基盤の活用により、
データ駆動型経営へ変革

●各部門の異なる業務プロセスを整理・標準化。

●AIなどの機械学習エンジンやRPAを適用し、
マニュアル業務を自動化。

●SAP S/4HANAをはじめ、社内外のさまざまなデータを取り込み分析するためのデジタル
経営基盤を構築。

●ノンコア業務は従来のプロセスを徹底的に標準化し、
SAPのベストプラクティス
の中から必要な標準機能を組み合わせて活用。

●ノンコア業務のアウトソーシングにより、業務の効率化と生産性を向上。

●デジタル経営基盤を活用し、データに基づく迅速で仮説発見型の経営スタイルに変革。

事業領域
事業A
販

事業B

事業C

経験値による

事業D

売

機能領域

経

仮説発見型
急速な市場変化
未知の経験･競合

SAP
デジタル経営基盤

SAP S/4HANA

購

データによる

データ駆動型経営／ DX＊

仮説検証型

買

SAP

理

リアルタイム
連携

SAP

SAP Analytics Cloud
SAP HANA

社内/社外データ

取込
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NEC の強み
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・SAP S/4HANA
・SAP S/4HANA Cloud
・SAP S/4HANAテンプレート

人材管理

・NEC Cloud IaaS（NECCI）
・サーバ、ストレージ
SAP基盤
・Amazon Web Services（AWS） ・Microsoft Azure
選定支援サービス
・SAP HANA Enterprise Cloud（HEC）

デジタルプラットフォーム

グローバル人材
マネジメントサービス

BPO

・SAP Concur

・SAP SuccessFactors

データ
連携基盤

自社での経営・業務改革のリファレンス

経費マネジメント
BPO サービス

IF-HUB

運用保守

デジタル
経営基盤

AMO / ITO
サービス

先進テクノロジー

デジタル経営基盤

先進技術

AI

・SAP Analytics Cloud ・SAP BusinessObjects
・SAP HANA
・SAP Cloud Platform

IoT

RPA

Blockchain

総合インテグレーション力

