Highway to S/4
SAP S/4HANA へのトランスフォーメーションの利益を実現し、
ROI（投資対効果）の最大化を目指す。

Why choose Capgemini's
“Highway to S/4”
昨今の急速に変化するビジネス環境の中で、新しいテクノロジーやプラットフォーム
の採用への関心が高まり、お客様はトランスフォーメーションを開始するにあたって
ビジネスケースや財務的、組織的影響を徹底的に掘り下げようとしています。
そして、どのように、いつ、どこで、といった問いに対応し、不安を解消してくれる
答えを求めています。
キャップジェミニにお任せください。弊社は複雑な環境を持つ多くのグローバル企
業におけるS/4 HANA の導入と、利益の実現を支援してきました。
今必須なのはリアルタイムの洞察であり、キャップジェミニはお客様がデジタルエコ
ノミーをリードするための要件を理解しています。

キャップジェミニの「Highway to S/4」は、以下の方法でお客様を支援いたします。
お客様の要件、またS/4に対する組織の成熟度や受容性に応
じた提案

お客様の業界仕様に対応した方法論
SAP社認定業種別PATHソリューションおよびバリュープロセスマ
ップの活用

評価および導入モードをお客様と共同で比較・選定
ノウハウとツールのパッケージ一式を活用した迅速なプロジェクト
実施

多数のプロジェクト実施成果から培われた予測性

How we do it?
お客様の投資価値最大化のために、過去の採用事例や経験に基づき、「Highway to S/4」ソリューションの最適なアプローチをご提
案いたします。診断から移行、導入、稼働後長期サポートまで、お客様のプロジェクトを包括的に支援いたします。

S/4へのロードマップ策定

S/4への移行

S/4の導入

方向性の設定と

ビジネス影響を

SAP Activateと

成果の定義

抑えるアプローチ

連動した弊社独自の
方法論によるメリット

S/4 Hana Adoption Roadmap
キャップジェミニ独自のツールとノウハウを用いた迅速な診断を通し、お客様の将来の成果達成および組織変革に寄
与するSAP S/4HANA活用法の策定を支援いたします。
弊社独自のツールは、既存の機能、技術および組織環境の評価や事前チェック、導入オプションの提案などを含み、
お客様のS/4導入メリットの理解深化だけでなく、トランスフォーメーションの洞察および方向性策定を支援します。

診断結果を基にした適切な
ロードマップの策定、および、
お客様のトランスフォーメーション
開始前における、リスク、潜在
的なハードル、その緩和戦略を
弊社専門家と議論するための
フレームワークを用い、全工程
においてお客様の円滑な
移行を保証いたします。また、
S/4プロジェクトの計画および
関連費用、作業期間全体の

グリーンフィールド vs
ブラウンフィールド導入

移行またはアップグレード

SAP 新規導入または刷新

移行またはアップグレード

キャップジェミニの統合されたデー
タ管理ツール と品質管理ツール
を活用し、旧システムから
SAP S/4HANAにデータ移行

既存のSAP Business Suite
システムをSAP S/4HANAに
完全アップグレード

現在のSAPランドスケープが90
年代の 設計である場合、刷新
を考慮する時期

現在のSAPランドスケープが
ECC6またはそれ以降の場合、
わずかな手順でS/4 HANAに
アップグレードが可能

過去の修正や回避策ではなく、
デジタルコアを活用

Non-SAP
System

迅速なビジネス価値獲得に
向けた簡素化
SAPまたはその他ERPシステム
のインスタンスを多数保有する
大企業に最適
1つのグローバルなSAP
S/4HANAシステムへの統合
または部分的なデータ移行
ソフト・クローズの常時化、
予算シミュレーション、在庫
予測など、企業レベルでの
迅速なビジネス価値の提供

詳細をお知らせいたします。
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S/4 プロセス採用
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S/4 Cloud

ツールとノウハウ
キャップジェミニの
専用ツール︓
C-FAT、C-CAT、
C-MPAT
専門ファシリテータ
ー環境を用いた集
中討議

ECCからS/4 SAPへの移行
各局面で詳細な検討を行う段階的アプローチにより、
お客様のITトランスフォーメーションのプロセスを円滑に
実施いたします。
サンドボックス環
境の準備、
ABAPコードの
S/4への適合、
テスト方針およ
びカットオーバー
計画の定義、
プロセス改善点
の特定

初期計画と準備
またSAPシステムの
移行

PREPARE

移行作業におけ
る開発および
品質検証環境の
構築、S/4の変更
また適合、テストに
向けた品質検証
環境仕上げ

移行に特化した弊社独自のツールとノウハウを活用し、
S/4への移行をサポートするだけでなく、プロジェクト
実施のスピードと効率を最大化いたします。
反復的に実行さ
れるSAP以外の
アプリケーション
およびインター
フェイスとSAP
ソリューションの
確実な統合

BUILDPRINT

弊社PATHソリュー
ションを活用した
プロジェクト始動。
バリュー・ストリーム・
マッピングセッション
の実施

TEST

短期間かつ期限
付きのソリューション
の提供(2-4週間)

現在抱えている
課題またチケット
の管理、引継ぎ
またはサインオフ

DEPLOY

FOUNDATION

プロジェクトの
初期計画と準備
またSAPシステムの
インストール

カットオーバー完了、
実施可否決定、
本番環境準備

SUPPORT

反復的に実行さ
れるSAP以外の
アプリケーション
およびインター
フェイスとSAP
ソリューションの
確実な統合

本番稼働に向けた
準備、支援ツール
とプロセスの完了

ツール & ノウハウ
包括的プロセスモ
デル
バリュー・ストリーム
・マッピング
PATH、EDGEソ
リューション
Design by
Acception

ソリューション操作
性の最適化また
自動化

S/4の導入
包括的なバリュー・ストリーム・ワークショップを用いた業界標準モデル
により、 以下の目的を果たします︓

SAP Activateの方法論に基づき構築された弊社独自の高度な
アプローチは以下のメリットをもたらします︓

主要なシナリオとバリアントの特定

事前設定されたSAP業界別ソリューション

弱点および動作不良プロセスの特定

ビジネスまたは組織変革フレームワーク

より一層の尽力を要する、特有かつ重要な要件の切り離し

デジタル・デリバリー・フレームワーク（DDF）コンテンツ、

プロダクト・バックログの作成および管理

および自動化
Design by Acception®
統合されたバリューフレームワーク
専門ファシリテーター・環境を用いた集中討議
ソリューション・デザイン・センター

キャップジェミニは迅速かつ的確に、
S/4 HANAのグリーン
フィールド導入を実現してくれました。
- 主要消費財企業 IT部門部長

Why Capgemini?
キャップジェミニ独自のiCaptivate方法論によるプロジェクト実施
世界18,500名(うちAPAC 9250名)以上のSAP要員による1300以上のお客様へ
の導入実績
70以上のHANA S/4プロジェクトが成功、または完了間近
お客様の複雑な懸念事項に対応可能なSAP社認定リソース
お客様の複雑な問題に対応可能なPoCおよびソリューションを展開するグローバル
HANAイノベーションハブ
ホスティングインフラパートナーとの強固な提携による、お客様への一貫した包括的なサ
ービス提供の保証
SAP社認定S/4戦略的先行適用パートナー
-

製品開発、サポート、ベータ版テストへの参加
SAP社とキャップジェミニ間のリーダーシップ提携
パートナー限定の事前セッション
グローバルイノベーションの関与と開発への参加

キャップジェミニについて
キャップジェミニは、コンサルティング、テクノロジーサービス、デジタルトランスフォーメーシ
ョンのグローバルリーダーとして、イノベーションの最前線に立ち、進化を続けるクラウド、
デジタル及び各種プラットフォーム分野で、顧客のあらゆるビジネス機会に対応致しま
す。キャップジェミニは、50年にわたり蓄積してきた優れた実績と業界固有の専門知
識を基に、戦略から運用まで、弊社の一連のサービスを通じて、顧客企業が目指す
ビジネスビジョンの実現をご支援致します。キャップジェミニの信念は、「テクノロジーに
関わるビジネス価値は人を通じて具現化される」ことであり、この信念こそが弊社の原
動力となっています。キャップジェミニは、世界40ケ国以上、20万人のチームメンバー
で構成される多文化企業です。キャップジェミニ・グループ全体の2017年度売上は、
128億ユーロです。
キャップジェミニ株式会社についての詳細は、
www.capgemini.com/jp-jp/をご
覧ください。
人にこだわり 成果にコミット
People matter, Results count.
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