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第1章

SaaS 概要

SaaS とは何か
昨今の IT 業界をめぐる技術の変化は大変目覚しいものがあります。そんな中、みなさ
んも SaaS や ASP という言葉をしばしば耳にするようになったのではないでしょうか。
SaaS は Software as a Service（ソフトウェア・アズ・ア・サービス＝サービスとしての
ソフトウェア）、ASP は Application Service Provider（アプリケーション・サービス・
プロバイダ＝アプリケーションをサービスとして提供する事業者）の頭文字をとった略語
です。経済産業省では中小企業の IT 化の促進や生産性向上のために、この ASP・SaaS
を活用する国家プロジェクトを進めるなど、国内でも注目度を増しています。
さて、そもそも SaaS とは一体どういうものなのでしょうか。これまで、自社の IT 化を
進めるためには、サーバや PC などの IT 機器（ハードウェア）等を自ら導入し、そこに乗
せるソフトウェアをパッケージとして購入するか、アプリケーションを自社開発したり自
社システムを外注で構築する必要がありました。また、システム稼動後も、IT 担当社員を
選任しソフトウェアのバージョンアップや機器のメンテナンスなど、運用メンテナンスも
自ら行うことが求められます。その一部の業務については外部の IT 専門業者に委託する
ことも可能ですが、初期導入・システム構築・運用メンテナンスなどをトータルに考えれ
ば、かなりの金額の出費も必要です。更に、数年経てば、企業の状況も変化し、IT 機器や
ソフトウェアも陳腐化していくため、場合によってはシステムの入替えや再構築が必要と
なります。IT 化を進めるには、事前にこれだけ多くの苦労を背負い込む覚悟が必要で、資
金や人員に限りのある中小企業ではかなりの負担になっています。
一方の SaaS ではインターネットに接続されたパソコン以外に、IT 機器、システム、ソ
フトウェアなどは自社で保有する必要がありません。これら一式は SaaS 事業者が用意す
るので、利用者はインターネットなどのネットワークを介してそのサービスを享受するこ
とになります。利用者は従量制又は定額制のサービス料（利用料）を支払うことにより、
システムの初期導入費用を軽減し、必要な時に必要なだけソフトウェアをサービスとして
利用する形態となります。
このような SaaS がもたらす IT の「所有から利用への変革」は、使い方次第では中小企
業の IT 化や生産性向上のための有望なツールになると期待されています。
～補足：SaaS の定義について～
SaaSやASP、またその周辺概念などについては、近年めまぐるしくサービスが進化して
いることもあり、その定義や取り扱う範囲はあいまいに認識されているのが現状です。
ASP（Application Service Provider）の概念については、国内唯一の業界団体である
ASPIC 1 は下記のように定義しています。
特定及び不特定ユーザーが必要とするシステム機能を、ネットワークを通じて提供
するサービス、あるいはサービスを提供するビジネスモデルのこと
これは ASPIC が発表した「ASP 白書 2005」や 2007 年の総務省報告書「ASP・SaaS
の普及促進策に関する調査研究」において公表されているものです。SaaS については業
界団体である ASPIC が全体会合で「ASP と SaaS は同一の定義」と表明しています。ま
1

ASPIC〔アスピック〕
：ASP･SaaS イ ン ダ ス ト リ ･コ ン ソ ー シ ア ム 。ASP・SaaS を 推 進 す る NPO
法 人 で 、 関 連 企 業 175 社 （ 2008 年 1 月 現 在 ） が 参 加 し て い る 。 市 場 活 性 化 支 援 活 動 は じ
め、各種調査や情報提供、政府への提言などを行っている。
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た、政府資料でも「ASP・SaaS」という用語が用いられているようです。IT 技術に詳し
い方の中には「ASP と SaaS は違うものである」との見解をお持ちの方もいらっしゃるで
しょう。しかし、利用者から見れば両者はまったく区別が出来ないというのが現実でしょ
う。したがって、本書では両者をほぼ同一の定義として扱うこととし、以後「SaaS」と呼
ぶことにします。

SaaS の特徴 ～何が便利になったのか～
では、これまでの IT システムと SaaS との違いは何なのでしょうか。また、何が便利に
なったのでしょうか。その特徴を簡単に説明すれば、下記の通りとなります。
（１）サーバ・ソフト等を自前で用意する必要がない
従来型の IT 化では、システムに関連するサーバなどのハードウェアやアプリケーショ
ンソフトなどを自分で調達し所有していました。一方 SaaS では、サービス提供事業者側
で必要なシステム環境（ハードウェアやソフトウェア）を用意します。利用者は、インタ
ーネット接続環境（回線と PC など）さえあれば、事業者の提供するアプリケーションが
利用できるのです。これにより、従来は負担感の大きかったシステムの初期導入費用を大
幅に削減することができ、システムの導入までの期間短縮も可能となります。またそれら
は自分の所有物ではないので、面倒なサーバやソフトウェアの管理は不要になります。
（２）すぐに利用できる
数多く存在する SaaS のサービスの中から、利用目的や自社の状況に合わせて利用する
サービスを選択することが可能です。その際、サーバ・ソフトの調達、システム設計や開
発が不要になることから、自前で IT システムを構築するのと比較して、導入までの時間
が大幅に短縮できます。自社専用の仕様ではないので、出来合いのアプリケーションを利
用することになりますが、一部機能は利用者側で独自にカスタマイズが可能なものもあり
ます。
（３）低コストで利用可能
初期導入費用が低減される他に、利用料も概ね低コストとなっています。それは、事業
者側が用意するサービス（ハードウェア・ソフトウェア）は、マルチテナント 2 化によって
他の利用者と共用で利用するため、各自の利用料・運用コストの低減が図られています。
全体の費用を複数利用者で分担することにより、利用者が増えるほど利用コストが下がる
仕組みになっているのです。これにより、SaaSを上手に利用すれば、中小企業でも低コス
トで大企業並みのシステム環境を享受することも可能となります。
（４）メンテナンスの必要が無い
システム導入後、しばしば問題になるのが運用保守管理です。サーバ機器のメンテナン
スや障害対応は小規模企業にとっては悩みの種でした。また、アプリケーションのバージ
ョンアップや機能追加などでは、その都度少なくない費用が発生します。SaaS では、機
器の管理やメンテナンスの他、システム改善やアプリケーションの機能追加、バージョン
アップなども事業者側で行うため、利用者側で特別な手間や費用負担はありません。

2

マルチテナント：同一のシステム（ハードウェア等）を複数の利用者（ユーザー）で共有する利用形態。
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（５）IT 専門要員が必要ない
企業では、IT 専門要員の育成や確保が難しく、特に中小企業ではその問題が顕著なため、
IT 化推進を阻害する大きな要因のひとつとなっています。しかし、SaaS ではシステムの
管理は事業者側で行うため、IT 専門要員を配置する必要はありません。また、利用に際し
ても使いやすさを重視したユーザーインターフェイスを採用し、IT 知識を持たない利用者
でも高度なトレーニングをすることなく操作可能な場合が多いことも SaaS の大きな特徴
です。
〔図表 1-1〕 従来型システムと ASP･SaaS の違い

出所：中小企業 IT 化推進懇談会「資料 2」（平成 19 年 6 月 4 日，経済産業省）

SaaS 導入のメリットとデメリット
SaaS の特徴を見てみると良いことばかりのようですが、当然、課題やデメリットもあ
ります。下記の表〔図表 1-2、1-3〕）は 2008 年度の中小企業白書から抜粋した SaaS の「メ
リット」・「課題・問題点（デメリット）」を紹介したものです。
〔図表 1-2〕
メリット

SaaS・ASP を利用することのメリット

（カッコ内は回答割合）

１

初期導入の費用負担が少ない

（48.9％）

２

社内に人材・ノウハウが無くても利用できる

（48.5％）

３

必要なサービスを従量制・定額制等で購入できる

（38.4％）

４

短期間でのシステム導入が行える

（36.6％）

５

アップデート等の運用負担が少ない

（32.6％）

６

セキュリティや安全性の向上が図れる

（32.5％）

７

システムの利用停止・解除が容易にできる

（15.0％）

８

既存システムや他のサービスとの連携が容易にできる

（11.0％）

中小企業白書 2008
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第 2-3-33 図より一部抜粋

〔図表 1-3〕

SaaS・ASP を利用する上での課題・問題点

課題・問題点

（カッコ内は回答割合）

１

カスタマイズの自由度が低い

（25.8％）

２

特に課題・問題点はない

（24.8％）

３

重要なデータを社外に出すことができない

（24.1％）

４

自社の業務プロセスの変更が必要となる

（23.2％）

５

システムの信頼性・安全性が不十分である

（22.4％）

６

トータルコストが高い

（22.3％）

７

他のシステムとの連携ができない

（16.9％）

８

必要なアプリケーションや機能が提供されていない

（9.50％）

９

サービス保証等に関する契約内容が不十分である

（6.60％）
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SaaS には、例えばグループウェアや財務会計、セキュリティ、販売管理、給与計算、
など各種サービスがあり、さらにサービスを提供するベンダーによってもサービス内容に
差が出ます。それらに共通した部分として簡単にまとめると、導入しやすく運用が容易で
ある点がメリットであり、自社の細かな要望は反映しにくく自由度が低い点がデメリット
と言えるでしょう。課題として２位に「特に課題・問題点はない」という項目があること
から、概ね市場からは好意的な評価をされているようです。
一般的にSaaSでは、システム自体が事業者側にあるため、利用者により入力されたデー
タも社外に保存されることになります。また、システムの安全性やセキュリティについて
も利用者にとっては不安感が強いようです。これら課題については、事業者側でも対策を
打っています。例えばサービスレベルの保証（SLA 3 ）を契約に明記したり、セキュリティ
基準を公開するなど、利用者側に安心して利用してもらえる工夫をする事業者が増えてき
ています。

SaaS 利用の具体的イメージ ～何が変わるのか～
今までの IT と SaaS の利用とでは、何が変わるのでしょうか。典型的なサービスから具
体的にその特長をいくつか見てみましょう。
＜電子メール＞
今ではほとんどの企業で業務に電子メールを利用しています。従来、社内に電子メール
を導入する場合、まずメール専用の自社サーバ（通称メールサーバ）を構築してメール・
サービスソフトウェアを導入・設定する必要がありました。そして、利用者の各 PC にメ
ール・クライアントソフトを設定します。更に、インターネット回線やセキュリティ対策
など、かなりの手間を要します。電子メール稼動後も、ソフトウェアのバージョンアップ、
バックアップ作業、ウィルスや迷惑メール対策など、運用には IT 知識の豊富な人員が必
要となります。

3

SLA（Service Level Agreement）:事業者が、利用者にサービスの品質を保証する制度。回線の最低通
信速度やネットワーク内の平均遅延時間、利用不能時間の上限など、サービス品質の保証項目や、それ
らを実現できなかった場合の利用料金の減額に関する規定などをサービス契約に含めることを指す。
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これが SaaS サービスで提供されることにより、次のような利便性を受けることができ
ます。まず、サーバやソフトウェア調達等の初期投資が軽減されます。また、システムに
付随するメンテナンスからも開放されるため、IT 専門の要員が不要になます。Web メー
ル（ウェブメール）のように Web ブラウザを通してサービスにアクセスする方式が一般
的で、利用者の PC には Web ブラウザ以外のソフトウェアのインストールや設定が不要で
す。また、セキュリティやバックアップ、迷惑メール対策などについても、SaaS 事業者
がサービス提供するものの中から、自社に必要なサービスを選択して導入することも可能
です。
この電子メールについては、サービス自体が分かりやすいため、もっとも SaaS を導入
しやすい分野とも言われています。
＜グループウェアの場合＞
グループウェアは、スケジュール管理・電子メール・会議室予約・文書管理・プロジェ
クト管理などを社内で共有化する、業務効率化のためのパッケージソフトウェアです。従
来は、社内 LAN 上に専用の自社サーバを構築して、社内で利用する各 PC にそれぞれソ
フトウェアをインストールした上で、各種ツールを利用する形式（クライアント／サーバ
方式）が一般的でした。

グループウェアを SaaS サービスで導入する場合、電子メールでの SaaS 導入と同様に
サーバやソフトウェア調達等の初期投資の軽減、システムメンテナンスからの開放、IT 専
門要員が不要などのメリットがあります。更に、提供される様々な機能の組み合わせの中
から、自社に必要な機能のみを選択して利用することができるため、月額のサービス料の
低減も可能となります。SaaS の場合は、ソフトウェアは買取りではないため、必要な人
員分だけライセンス(使用する権利)を機動的に追加・削除することもできるので、自社の
規模やその時々の状況に見合った規模で運用することができます。
またサービスによっては、社内にとどまらず、社外の協力会社等ともスケジュールやプ
ロジェクト管理を共同で行うこともできるようになるなど、業務効率化がいっそう図りや
すくなることも考えられます。
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＜財務会計システムの場合＞
この分野でも従来から専用システムやパッケージソフトが広く利用されてきました。小
規模企業であれば、１台の PC に専用ソフトウェアをインストールし、担当者が記帳入力
をする利用方法が一般的でした。多少規模が大きく複数担当者で利用する場合は、クライ
アント／サーバ方式での利用もあります。この分野は歴史が古く、会計だけではなく販売
管理や給与計算などを追加して連動した形で利用可能となっているものもあり、常に進化
を続けてきました。

SaaS で会計サービスが提供されると、どのような利便性が得られるのでしょうか。電
子メールやグループウェアでも説明した SaaS ならではのメリットがあるほか、次のよう
な利便性も得られるようになります。
例えば、SaaS 業者が提供する外部サーバに蓄積されたデータを利用して、会計士や税
理士などの外部協力者との共同作業が実現可能となります。同一の SaaS サービスを利用
して、離れた場所で同じデータを見ながら記帳指導や決算処理の相談を受けることができ
るのです。近い将来は、そのデータをもとに電子申告を行うなど、他の外部システムとの
連携を図った活用も想定されます。

＜広がる連携＞
これまで様々なシステムやパッケージソフトが世の中に存在していますが、SaaS の特
徴であるシステム・データ相互連携機能により、小規模企業でも手頃な料金で大企業と遜
色の無い IT システムを利用することが可能となります。
例えば、＜財務会計＞と出退勤・給与システムのデータを連携させ、専門家のチェック
をオンラインで受けることや、POS システム・受注システム・在庫管理システム・売掛金
管理システム・銀行支払いシステムなどと自動的にデータ連携をさせることなど、活用の
幅がますます広がっていくと考えられます。
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SaaS とその類似の概念について
冒頭でも少し述べましたが、SaaS を含め、IT 業界では日々技術やサービスが進化して
おり、使われる新たな用語も増えてきているのが現状です。最近の例を挙げれば、〔図表
1-4〕のような用語が使われています。細かい定義を突き詰めれば違いも見出せるのでしょ
うが、本書は「インターネットを介した IT のサービス化」の概要を利用者側の視点で説
明することを目的としますので SaaS を構成する技術的な要素や用語の定義などについて
の細かい議論は割愛します。
1990 年代後半に ASP が登場した頃は、時代背景による要因（例えばブロードバンド環
境の未整備、初期費用の高さ、カスタマイズの不自由さ、アプリケーション性能の低さな
ど）が ASP の市場発展を阻み、また 2000 年台初頭の IT バブル崩壊などの影響も少なか
らず受け、ASP の進展は一時失敗に終わったとされています。しかし、それら阻害要因も
昨今ではほとんど解消されています。安価なブロードバンド環境の整備、ハードウェア性
能の向上、データセンターの利便性向上、マルチテナント化など仮想技術の進展、それに
伴う初期・ランニングコストの低下、ユーザビリティの向上、カスタマイズのしやすいユ
ーザーインターフェイスの提供、豊富な種類のアプリケーションの出現など、劇的なサー
ビスの進化を遂げています。従前の「ASP」を「SaaS」という名称に変え、改めて市場に
打って出たという、サービス提供事業者側のマーケティング的な戦略とも捉えることもで
きます。また、最近ではインターネットの向こう側をイメージした「クラウド（Cloud：
雲）」という用語も頻繁に聞かれるようになりましたが、それもまた同様のスタンスとし
て受け止めています。
よって、本書で取り上げる『インターネット等ネットワークを通じてソフトウェアを（所
有するのではなく）利用するサービス』については、基本的には「SaaS」という用語を便
宜的に用いて、包括的に表現しています。利用者にとっては、ネットワークの先にある技
術的な背景はあまり重要ではないと思いますが、クラウドとその周辺概念については〔図
表 1-5〕に簡単にまとめましたので参考にしてください。
〔図表 1-4〕

SaaS とその関連用語

用語
ASP
(Application Service Provider)
ＳａａＳ
(Software as a Service)
ＰａａＳ
(Platform as a Service)
ＨａａＳ
(Hardware as a Service)
ＩａａＳ
(Infrastructure as a Service)
ユーティリティ・コンピューティング

(Utility computing)
クラウドコンピューティング

(Cloud computing)

概要説明
【エー・エス・ピー （アプリケーション・サービス・プロバイダ）】
ソフトウェアやアプリケーションをネットワーク経由で提供する事業者。昨今ではインターネッ
ト経由のソフトウェア提供サービスやビジネスモデル自体を呼ぶことが多い。ユーザー側で
ソフトウェアやハードウェア施設を設置する必要はない。

【サース （ソフトウェア・アズ・ア・サービス）】
文字通り「サービスとしてのソフトウェア」。概念的にはＡＳＰと同義と捉えられる。ＡＳＰとの
違いをマルチテナント化、カスタマイズ性、API公開などの特性で区別する論調もある。

【パース （プラットフォーム・アズ・ア・サービス）】
サーバ、ストレージ、ＯＳ、ミドルウェア、データベースなど、開発環境・実行環境のプラット
フォームを、ネットワーク経由でサービスして提供するビジネスモデル。サービス提供者のシ
ステム設計に則ったアプリケーションサービスが可能。

【ハース （ハードウェア・アズ・ア・サービス）】
ＣＰＵ、メモリ、ＨＤＤ、ストレージなどのハードウェア資源を、ネットワーク経由で仮想インフラ
として提供するサービス。⇒IaaSへ進化

【イアース （インフラストラクチャー・アズ・ア・サービス）】
HｓｓＳ同様、ハードウェアなどを仮想サーバ環境によりプラットフォームを「インフラ」として提
供する。より自由に開発を行う環境を提供するサービスのため、システム設計は開発者自
らが行うことが要求される。
ハードウェアやソフトウェアなどのコンピューター資源を、ユーザーの必要に応じて随時・即
座にネットワーク経由で提供するサービスのこと。ＣＰＵ・メモリ・ストレージなどのハードウェ
ア資源のみの提供をさす場合が多い。⇒クラウドコンピューティングへ
「cloud＝雲＝インターネット」と捉え、インターネット上に分散するハードウェア・ソフトウェア
等のコンピューター資源をネットワーク経由で提供するサービスに関するコンセプト。SaaS・
PaaS・HaaS等はクラウドで実現するサービスであり、SaaS等を内包するより広範で先進的
なサービスモデルを意味する。
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〔図表 1-5〕

クラウドとその周辺概念

Cloud

SaaS

●アプリケーション

ASP

・電子メール
・会計ソフト
・グループウェア
・データ/情報
・・・など

●プラットフォーム

PaaS

・OS
・ミドルウェア
・データベース
・システム基盤
・開発/実行環境
・・・・など

IaaS/HaaS

●インフラ基盤
・ハードウェア
・ストレージ
・通信ネットワーク
・バーチャルサーバ
・電源設備/建物
・・・・など

以上、SaaSの概要について簡単に説明してきたわけですが、まだSaaSを活用されてい
ない方にとってはイメージも持ちにくいことでしょう。実際、これだけSaaSのメリットが
ありながら、特に中小企業では認知度も利用率もまだまだ低い 4 のが現状なのです。そこで
次章では中小企業で実際にSaaSを利用しているユーザーのモデルケースを豊富に紹介す
ることで、SaaS活用の具体的な内容をお伝えしたいと思います。

4

中小企業の IT 化と SaaS の親和性についての詳細は、後述の第 7 章を参照。
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第２章 SaaS 活用のモデルケース ― 製造業編 ―

最初のグループは製造業です。NO.1～NO.5 は自社製品を持つ完成品メーカーです。
〔図
表 2-1〕
〔図表 2-1〕製造業のモデルケース一覧
使用している SaaS

業種/業態
NO.1

塚本さん

飲料製造業

グループウェア、Web データベース

NO.2

井藤さん

医薬品製造業

臨床試験支援システム(医薬品業界の業務特化
型)

NO.3

布川さん

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品製造業

給与処理、在庫管理

NO.4

大岡さん

食品製造業

営業支援・勤怠管理(独自開発システム)、ロジ
スティクスサービス(外部サービスを利用)

NO.5

加賀さん

食品製造業

グループウェア

製造業の主力業務は、製品を生産することです。したがって、生産管理が最も重要にな
ります。生産管理の IT 化は各社の作業手順が多様なため、パッケージソフトをそのまま
の状態で適用することは滅多にありません。自社の独自開発に切り替えるか、カスタマイ
ズを行なうための追加投資を行なっているのが実情です。SaaS の場合は製造業向けのサ
ービスがまだまだ少なく、支援業務への適用が多いようです。
ところで、
NO.2 のモデルケースは監督省庁の規制に対応した業界特化型の SaaS です。
一般的な生産活動は製造物そのものが評価対象となるため、途中の生産プロセスについて
はある程度の自由度がありました。製造業はそこで独自の創意工夫をして競争力を高めて
いったのです。しかし、
「品質を維持するために製造プロセスを規定する」という規制が入
ったのであれば、むしろ、定められた製造プロセスを実施したという証明が各社に求めら
れ、共通のシステム化ニーズが生まれるのです。これは様々な業種で同様の特殊事情があ
ると思われ、ISO や各種認定制度の認証、あるいはコンプライアンスの観点から SaaS の
活躍する領域が広がりそうです。このあたりは、SaaS 事業者の今後のサービス開発に期
待したいところです。
機械・金属加工といった分野でも、いくつかの企業が共同で Web 型 EDI を活用し連携
する動きもあります。前工程を担当する企業が現在どこまで作業が進んでいるのかという
情報をリアルタイムで把握することによって、自社の生産計画に活用しているのです。製
造業にとって資材・原料供給メーカーや顧客企業との間で、情報共有が有効なことは言う
までもありません。
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我が社の SaaS 活用法(NO.1～NO.05)

ＮＯ.1

塚本さん（40 代、男性）

－
勤務先：

プロフィール

－

飲料製造業

従業員数：約 180 人
年間売上：約 50 億円
役職：

総務課長

仕事のモットー：

温かみのある対応

趣味：

骨董品収集

自己紹介
塚本

はじめまして、塚本と申します。会社は飲料メーカーです。本社は関西ですが、支
店が東京にございまして、その支店の人数がだいたい総勢 30 名くらいでほとんど営

業です。私は、総務、経理、細かいところでは営業のパソコンの面倒を見たり、庶務
のほとんどを担当することになっています。私はSaaSについてあまりよくわかってお
りませんが、会社でグループウェアを使っておりサイボウズ 5 を導入しています。導入
は 5 年くらい前で、本社の方で導入しましたので私は導入そのものには関与しており
ません。
SaaS 導入の経緯
塚本

先ほどサイボウズの導入に当たっては関与してないと申し上げましたが、実際に選
定に当たって協力はしていました。私は本社のシステム部門と仲がいいので、具体的
にはどんなソフトがいいとかとか相談に乗っていたことがあります。それで、ご存知
の方も多いとは思いますが、サイボウズというのは私のイメージでいきますと、全員
共通のシステム手帳のような感覚ですね。うちはセールスが全国でだいたい 120 名ほ
どになるんですが、一人一台のノートパソコンが与えられています。それまでの連絡
手段は当然電子メールだけという状況でしたので、社内の情報共有化のためにグルー
プウェアを導入しようということになりました。それ以前は社内の販売データの管理
でロータスノーツ 6 が入っていたのですが、売上などの単純な集計にとどまってしまう

ということや、またユーザーインターフェイス 7 がパソコンに習熟してない人には難し
5

サイボウズ：製品名はサイボウズ office(オフィス)。サイボウズ株式会社の提供するグループウェア。

6

ロータスノーツ：Lotus Notes（ロータスノーツ）。日本アイ・ビー・エム株式会社の提供するグループ
ウェア。

7

ユーザーインターフェース： コンピュータ画面の情報表示方式や、利用者が情報を入力するための方
式。コンピュータと利用者の接点を指し、画面操作性と言い換えてもよい。
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い点もあるので、グループウェアを導入するのが一番手っ取り早いであろうというこ
とで、サイボウズが導入されたということを聞いております。
――

実際にこれが導入されるという話があった時に、塚本さんは是非それはいいから、
やってくれっておっしゃられたのですか。
はい、それは申し上げました。サイボウズですとかアイオフィス 8 とか、結構名前の

塚本

通ったものが聞こえてきた時にホームページ上でいろいろ見まして、私なりに比較し
ました。ソフト自体は大差ないといっては失礼なのかもしれませんが、基本的にはど
れを導入しても良い気がしました。入れることによって、間違いなく情報のやり取り
とかいろんな管理が楽になることはイメージはできましたので、これでいいだろうと
いう感じですね。
――

それが SaaS であった理由は何でしょうか。

塚本

まずはインフラとして、一人一台パソコンが既に行き渡っていたということが大き
いと思います。うちは社長がもともとパソコン好きであったので営業は一人一台配布
ですし、各部署にも業務システム向けの専用端末があったり、小さな会社の割にはイ
ンフラは進んでいました。逆に『パソコン入れたので活用しなさい』と社長が言うわ
けですよ。じゃ、どういうふうに活用したら…と。ほんとは順序があべこべなのかも
知れないのですけれども、もっと積極的に使うにはどうしたらよいか検討しまして、
現場の多くの人が関わるという点ではグループウェアというのが最適だったというこ
とですね。

SaaS 利用状況
塚本

サイボウズは社内で一番使われているシステムでして、ほぼ全員が使っています。
いろいろな機能がありますが、社内メールが一番使用頻度が高いです。これは一般の
電子メールと同じ感覚で使っています。社内各部署へ同時に発信出来るのはもちろん
ですが、それに対するフォローも全員見ることができるので重宝しています。全国の
主要都市に支店や工場がありますので、約 10 拠点に分散して社員がおります。その
相互連絡、スケジュール管理等は、このサイボウズがないと成り立たないといった状
態になっています。
私の一日ですが、まず会社に出勤したらパソコン立ち上げて、サイボウズを見ると
いうのが基本になっています。スケジュール管理は自分のスケジュール管理もありま
すし、例えば営業が上司と一緒に得意先に行く、あるいは役員ですとか営業幹部がほ
かの支店に行ってその拠点の人間と動いたり、といったスケジュールが誰でも見れる
ようになっています。支店の人間も本社の人がいつ来るのかわかりますし、何か話し
たいことがあれば、それに合わせて自分のスケジュール調整をするなどしています。
もうひとつ大きいのは、商品のデータベースです。サイボウズのオプションになっ
ているデヂエ 9 というソフトを使っていまして、自社商品の特徴といったものを全部入

8

アイオフィス：株式会社ネオジャパンが提供するグループウェア。現在は後継としてグループウェア
desknet's(デスクネッツ)に名称変更されている。

9

デジエ：サイボウズ・デヂエ。サイボウズ株式会社が提供する Web データベースソフトウェア。
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れています。自分で情報を得る、あるいはそれを使って得意先に提案するといったこ
とに使っています。商品アイテムとしては、だいたい 3〜400 あります。
――

得意先に提案するときには、皆さん一台ずつお持ちのノートパソコンを持って行っ
て、パソコン上でお見せになるようなこともあるのですか？

塚本

それはほとんどないです。ただ、パソコンは常に持ち歩いています。営業が外回り
をして、直行直帰になったりする場合も多いので、基本的にその日の営業の報告もサ
イボウズのなかで打ちなさいということになっています。出先から PHS の通信カー
ドを使って報告を上げるということにしております。得意先に見せるときは紙ベース
です。

――

例えば営業の方は、在庫の情報とかそういったものは、出先で確認されるというこ
とはあるのですか。

塚本

うちでは、そこまでの情報は取り込めていません。かなり古くから使っているシス
テムがあって、これはサイボウズとは連動していないのですね。本社の情報部門の人
間がブラウザで見ることができるようにわざわざデータ変換して、一日一回在庫情報
を更新しています。営業が利用しているのは、主にスケジュールと日報、それから商
品のデータベース。もうひとつ社内の稟議書を全部電子稟議化して申請に使っていま
す。

今後の展望
塚本

活用についてですが、情報共有化とか利便性とかいうことは一般に宣伝文にあるよ
うなものはあると思います。例えば顧客からのクレームや、
『商品が売れないからどう
したらいいんだ』という話など全国のセールスがいろいろ入れています。ただ、うち
の会社で活用しきれてないと思うのは、その後の対応ですね。社長もかなりの数のセ
ールス報告は読んだり、コメントをいきなり入れてきたりすることもあるんですが、
叱咤激励などその場で完結するような内容になりがちです。そこから先について、例
えば実際の商品の開発とか、クレームを少なくする業務改善だとか、物流の問題をど
う変えていくのかだとか、具体的な活動に結びついていないような気がするんです。
現場からの情報を集約することによって、会社全体の生産性向上に結びつけるという
意識がないと、
『結局便利なだけで、コストが高いんじゃないの？』という話になって
しまいます。部下が苦労して入力した情報ですから、もっと経営に役立てることがで
きたらいいと思いますね。
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ＮＯ.２

井藤さん（30 代、女性）

－
勤務先：

プロフィール

－

医薬品製造業

従業員数：300 人未満
年間売上：不明
役職：

研究開発・主任

仕事のモットー：

常に効率性を意識する

趣味：

ピアノ演奏、温泉めぐり

自己紹介
井藤

はじめまして、井藤と申します。製薬メーカーに勤めております。会社は主に医療
用の医薬品を扱っています。私は医薬品の臨床開発部門に所属しておりまして、
『治験』
と言って、新しい薬を人に投与し安全性や効果の検証をして厚生労働省に申請をする
仕事をしています。導入している SaaS は、臨床試験の業務をサポートするシステム
です。私自身は病院に出向く仕事ではなく、内勤で臨床試験の品質管理を担当してお
りまして、導入に当たってはシステムの運用方法を実際に決めたり、そのマニュアル
を作成したりしています。

SaaS 導入の経緯
井藤

私が導入に関わったサービスは、臨床試験の支援システムと一般的に言われていま
す。導入する前にはパッケージソフトを使っていたのですが、せっかくいろんなデー
タを入力しているにもかかわらず、それを一覧表で出せなかったりとか、管理をした
くて入れたはずなのに管理には使えていないという問題があって、システムを変えた
という経緯があったようです。今導入しているシステムは業界的にメジャーなシステ
ムで、
『そっちを入れといた方が安心だろう』というのが本当のところではないかと思

います。カスタマイズ 10 をしましたが、導入期間は短かったですね。本来 1 年くらい
かかるものを半年に縮めてもらって導入しました。
――

費用であるとか、メンテナンスの事なども検討されたのですか。

井藤

そうですね。導入プロジェクトの事務局をやっていたので、導入に当たってのコン
サルタント会議みたいなものも出席していました。そこで、価格交渉から細かいカス
タマイズなど、そのあたりの検討も全部やりました。

10

カスタマイズ：システムが標準で提供している機能をそのまま使わず、利用者の要望に応じて変更す
ること。
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――

マニュアルを作成されているということなのですが、それはSaaSを実際に運用する
ための細かいマニュアルですよね。サービス提供されているベンダー 11 さんから提供
されるマニュアルとは別のものを、御社用にお作りにならないと使えないということ
でしょうか。

井藤

そういうことですね。ほかの製薬メーカーでも、おそらく同じようにやっていると
思います。各会社それぞれ臨床試験を行う手順を決めているのですが、その手順に合
わせたマニュアルが必要になってきます。ところが、ベンダーさんから提供されてい
るマニュアルは操作マニュアル的な部分が強くて、会社としての要求を満たすにはち
ょっと物足りないところがあるのです。

SaaS 利用状況
井藤

臨床試験を実施するにあたって、厚生労働省が定めている省令があって、それがか
なり厳しくて細かい規定がたくさんあるのですね。例えば、いろんな医療機関で試験
を行うわけですが、試験を行う前にちゃんと医療機関の倫理審査委員会にかけて、
『や
ってもいいですよ』という了承をとった上で、医療機関と会社で契約を結んでから始
めないといけない。あるいは、臨床試験に使う薬を医療機関に搬入するのですが、そ
れは契約をした後でなければいけないとか、そういうことまで省令に定められている
のです。実際に患者さんに薬を飲んでいただくわけですが、もちろん飲んでいただく
前には同意をとらないといけないし、ちゃんと同意をとったことを社内でも確認しな
きゃいけないという、そういった手順を絶対に守らなくてはいけません。もし、被験
者さんに同意をとる前に薬を投与してしまったりすると、それはかなり重大な問題で、
実際に薬を申請したときに厚生労働省の方から大きな問題として指摘をされてしまう
ことがあります。そういったことを未然に防ぐために、システムを導入するというの
が業界全体としての流れです。
それから、医療機関と最初に結ぶ契約以外にも、やり取りする書類がものすごく多

く発生するのですね。例えば海外で既に発売している薬だと、海外で新しい不採用情
報が出た場合はすぐに医療機関に報告をして、
『そのまま継続してもいい』という了承
を取らないといけません。そういった書類がたくさんありまして、最終的に厚生労働
省に申請するときにその手続き関係の一覧表を出さないといけないのですね。ある書
類を入手するたびに、システムに日付を入力して、この日に安全性情報を報告して、
この日に病院に了承をもらっています、というように記録して最後に一覧表を印刷し
て提出する。一例ですが、こんな感じで使っています。
――

ということは、そのサービスは一連の業務をするなかにおける手続きがすべて入っ
ていて、その通りにやっていけば、もれなくやっていける、そういう SaaS ですね。
同業他社さんも、そういったサービスを使われているのでしょうか。

井藤

ある一定規模以上の会社であれば、ほとんど使っていますね。使わないとやってい
けないというか、求められている基準が日本はすごく厳しくなったという事情もあっ
て、システムを入れておかないと管理しきれないですね。他社さんの場合も、導入は
システムの機能だとか使い勝手とかで決めていると思いますが、SaaS であることの

11

ベンダー：製品を製造・販売する会社のこと。ここでは、SaaS 事業者を指す。
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メリットはあると思います。やはり社内でデータを持たなくていいというのは、シス
テム側からいうと多分メリットでしょうね。あとは、病院で試験するのですが、病院
自体が北海道から沖縄まで全国にありますので担当者の出張が多いのです。モバイル
で出張先でも報告書を書けることは大きいと思います。
――

実際に導入にあたって、井藤さんはマニュアルの作成をはじめ、使うための教育も
ご担当されたのですか。

井藤

そうですね。これは会社にもよるのですが、私の会社はキャリア（中途）採用が多
くて、いろんな製薬会社を経験した人が来ているというのがあります。それぞれ会社
によって考え方が違うので、厚生労働省令をどの程度守るかというのも個人的にも差
があるなど意識が違うのですね。お互い違うということは社員同士それぞれ認識して
いるのですが、そこを統一させるためにもマニュアルが必要になってきて、
『ウチの会
社はここのレベルを目指しますよ』というのを伝える意味もあります。臨床試験の品
質管理を行うようなシステムの導入で、品質管理のレベルを決めたということですね。
SaaSのサービスそのものはベストプラクティス 12 かなと思ったのですが、ベストプ

――

ラクティスの通りにするのではなくて、自社にでもそれなりに品質管理のレベルを定
める必要がある、そうしないと使えないということですか。
井藤

そうですね。例えば入力したデータを確認するか、しないかとか、誰が入力するか
というのも各社違います。また、入力する部門によっても精度に差が出てきてしまい
ます。品質管理というのは、そういう細かな運用面ですね。

今後の展望
井藤

前に入れていたシステムはあまりシステムとしての機能を果たしていなかったとい
うのがあって、結局入力を各人が情報を抱えてしまって、仕事があまりうまく回って
いないような状況になっていました。書類を品質管理部門でチェックして保管しなけ
ればいけないのですが、その流れが完全に滞ってしまっていたのです。システムを変
えたことによって、入力を逐一しないと仕事が進められないというようになったので、
仕事がオンタイムで回るようになったというのが、一番大きなメリットかなと思いま
す。あとは、業界内のシェアが高い SaaS なので安心感がありますね。今のところ、
デメリットは特に感じていないです。当面は、運用面での環境を整備しながら、上手
に活用していきたいと思っています。

12

ベストプラクティス：最も優れたやり方。様々な企業の業務プロセスの良いところを集大成してソフ
トウェアを作るので、SaaS に沿って業務を進めれば自然と業務が改善されるのではないかと考えてい
た。
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ＮＯ.３

布川さん（30 代、男性）

－
勤務先：

プロフィール

－

プラスチック製品製造業

従業員数：約 200 人
年間売上：約 68 億円
役職：

業務マネージャー

仕事のモットー：

正確に処理する

趣味：

フットサル、ドライブ

自己紹介
布川

布川と申します。会社は、プラスチック製品を作っているメーカーです。私の担当
業務は、総務・人事・経理です。導入したものは、最近ですと給与計算の SaaS を導
入しております。ほかに在庫管理とか導入しているのですが、自分が主体的になって
導入したのはやはり給与計算。選定から決裁がおりるまでの稟議を作成しております。

SaaS 導入の経緯
布川

私の会社は従業員が約 200 名の規模なのですが、給与の締め日が 15 日になりまし

て、支払日が 25 日です。あいだの作業期間は 10 日しかないのです。データを集計し
て計算センターに持って行ってという形ですと計算してもらうのに 3 日間ほど時間が
必要でして、休日が入るともうこの時期は本当に忙しい。忙しい分だけ間違いも出や
すくなりまして、何回か給与を少なく支払ったことも正直ありました。まず、これを
何とかしたいと思っていました。いろいろ検討した結果、データの間違いに気づいて
から短期間で給与の組戻しを掛けることができるということで、SaaS を導入しまし
た。計算センターに頼んでいると途中で修正するのも難しく受け渡しの日数も必要で
すが、SaaS だと自分ですぐ直せますから作業スケジュールを組むにも楽になります。
それから、結構いいベンダーさんでして、銀行の統廃合で支店が変わったり、口座の
支店番号が変わったりというのを全銀協のデータで処理していただけるので、
『口座違
いで振り込み出来ません』という連絡もなくなりました。
――

そういうところは、システムベンダー側ですべてやってくれるので、コードを自分
たちで操作しなくって良くなったということですね。導入にあたっては、パッケージ
ソフトなど他のものは検討されましたか。

布川

パッケージソフトは検討したのですが、結局自分たちで更新を掛けたりしなくては
いけないということがありまして、それがミスのもとにつながるという結論に達しま
した。
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――

特に給与計算のようなデータをネットワーク上に預けるということに対して、その
当時、社内で何か意見は出なかったですか。

布川

個人情報そのものなので、漏洩対策が一番問題になりましたね。しかし、やはりデ
ータ更新を正確にやってもらえるメリットが勝ったということです。セキュリティ 13
に関しては、ベンダーさんと個人情報の保護に関する契約は取り交わしております。

SaaS 利用状況
布川

一番助かっているのは、タイムカードから勤務時間、欠勤、控除、有給などポンポ
ン数字を打ち込んでいくだけで給与はだいたい計算できてしまうことで、時間的には
2 割くらいは減りましたね。その上、処理に間違いもありません。もし間違っていて
も、ベンダーさんから『これは間違っていませんか？』と問い合わせが入ります。そ
の点ではとても安心感があります。それと年末調整とか、社会保険料の算定とか、住
民税の計算、途中年度内で退職された方とか住民税特別徴収から外れますので、そう
いう手続きが間違いなくほぼ完璧になりました。

――

どこの会社でも、使いたくなるようなそういったサービスだと思うのですが、実際
にご検討されたときには、たくさんある中からこれを選ばれたわけですね。

布川

そうですね。サービス体制がどうなっているかというのを一番重要視しました。入
力してデータを出すだけでしたら、パッケージソフトでも結局同じじゃないですか。
でも、今はデータの入力が正しいかどうかというのも、ベンダーさんでチェックして
もらえるので、そういうサービスが一番助かっています。住所が変わったり、ご家族
が減ったり、増えたり。そういうひとつひとつが、様々に反映していますので、精神
的にも楽になりましたね。

――

タイムカードはアナログなのですか。

布川

まだ、自動化されてないのです。データ化できるタイムカードが欲しいのですけれ
ど。流れとしては、社内便で各拠点からタイムカードが送られてきて、そのまま私の
ところに来ます。合計欄や有給休暇届とか、照合したりして確認したりして、そこが
いまだに手作業ですね。結構まだ手がかかりますが、それでも作業量の 2 割削減は大
きいですよ。日中丸々照合してその後に画面入力していますが、すべて夕方くらいに
終了しています。

今後の展望
布川

全般的にサービスには満足しています。要望としては、システムの機能追加をお願
いしたいと思っています。例えば、役所に提出する書類ですね。離職表とか、申告の
書類とか、どうしても複数枚で出すものが多いので、ドットプリンター 14 で印刷しな

13

セキュリティ：ここでは不正利用やウイルスなどからコンピューターを守ること(安全性)の意味。

14

ドットプリンター：ドットインパクトプリンター。印字ヘッドに文字を打ち出すためのピンが縦横に
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くてはなりません。それをボタンひとつで複数枚の印刷ができるようなシステムを作
って欲しいと思っているのです。要望はしているのですけど、今のところそこまで…
というお話なのですね。でも、対応してくれそうな感じなので、今後に期待している
ところです。

ＮＯ.４

大岡さん（30 代、男性）

－
勤務先：

プロフィール

－

食品製造業

従業員数：約 130 人
年間売上：約 45 億円
役職：

システム課長代理

仕事のモットー：

無理して続く仕事は無し

趣味：

パソコン（個人ブログあり）

自己紹介
大岡

大岡と申します。弊社は、健康食品関係のメーカーです。社内のシステムの全般を
担当しています。導入した SaaS は 2 つありまして、どちらも営業支援のシステムで

す。ひとつは、モバイルで営業社員の勤怠の情報、営業活動の情報、販売店の情報を
入力する仕組みです。これは５年ほど前からあったのですが昨年リニューアルしまし
て、もう一年ほど経ちました。もうひとつは、倉庫関係ですね。全国に数箇所の支店
があるのですが、支店から遠い営業マンのために、パンフレットやサンプル保管のた
めの倉庫を借りていました。その倉庫が 40 以上ありまして、費用が大変高いという
ことで倉庫を全部廃止しました。その代わりに、ある運送会社の SaaS を使用して、
一括で発注して、1 日か 2 日で全国に届くというようなシステムを構築しました。関
与ということでは、システム課なのですべて関与しました。業者の選定から業者との
交渉、値段の交渉、運用まですべて携わっています。
SaaS 導入の経緯
大岡

倉庫関係ではなく、モバイル対応の営業支援SaaSについてお話をしたいと思います。
営業支援のソフトウエアは 6 年前に初めて導入しました。例えば、福祉系施設のイベ

ントで何人説明できたとか、薬局で店長と話してどれくらい好感触を得たのかなどは
非常に重要な情報なのです。
『こういった内容でこれだけの人数に話しました』という
並び、インクリボンを挟んで紙に打ち出し印字するプリンター。複写式の用紙を一度に打つことができる
ため、インクジェット方式やレーザー方式のプリンターが主流となった現在も一部で需要がある。
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と、ある程度需要の予測が出来るのです。そこで、その情報を何とか取り込めないか
というのが初代システムのスタートでした。問題は営業活動専門のパート社員が 250
名ほどおりまして、そんなにパソコンを配れないし、当時は携帯電話も高くて無理で
して、モバイル 15 でシステム化はするには難しい状況でした。それで何を使ったかと
いうと、電話で話して、コードを言うとデータベースに勝手に入るという仕組み（音
声入力）を利用していたのですね。それを 5 年間ほど利用しておりました。ただ、そ
の仕組みでは携帯電話からは利用できず、家の電話もしくは公衆電話以外はダメとい
う制限がありました。何とか運用していたのですが、公衆電話もどんどん撤去され、
自宅の電話はIP電話に置き換わってしまい、システム的にきつい環境になってきまし
た。なおかつ言葉で入れるというのは、復唱が音声で返ってきますから確認が非常に
難しくなります。目で確認出来ないというのが業務上の課題になっておりまして、そ
れらを解消することが次期システムに求められていました。
導入にあったって検討したのは『とにかく簡単に出来ること』です。実際やってく
ださるのが、結構お年を召した女性の方もいらっしゃいまして、機械が苦手な方が多
い状況です。そういう方でも簡単にできる仕組みを目指して、ベンダー各社からシス
テム構築全般を提案してもらった形ですね。サービス採用の基準は、とにかく今より
運用費が安いことです。
――

運用費は、実際に何割方安くなったのですか

大岡

１割から２割くらい下がりました。入力項目も充実しまして、販売店は薬局なので
すが、薬局に行ってうちの商品の状態がどうであったとか、店長さんとどういう話を
したとか、新商品についてはどうだとか、そういった細かい内容も情報を入れること
ができます。なおかつ自分で入れた情報は蓄積していて、いつでも自由に見られるよ
うになっています。

――

なるほど。先ほど独自のシステムだとおっしゃいましたよね。ということはオリジ
ナルでお作りになられたシステムということですか。

大岡

オリジナルで依頼しました。開発費は別途かかっています。まあ妥当な金額だった
と思います。金額的には大きかったので弊社では社長決済になりましたが、社長の後
押しもあったので実現できたと思います。

SaaS 利用状況
大岡

端末はスマートフォン 16 と呼ばれるもので、普通の携帯電話より一回り大きいもの

を使っています。起動するとログイン 17 の画面が出てきます。そこでユーザーIDとパ
スワードを入れると、３項目だけのメニューが出てきます。非常に大きい文字で書い
てありますので、表示は画面いっぱいになります。専用のペンで入力して、すべて入
15

モバイル：携帯電話など移動しながら通信できる機器、あるいはそのシステムを利用すること。
スマートフォン：多機能電話。パソコンのように自由にソフトを追加したり、QWERTY キーボード(パソ
コンのキー配列)を備えたりしていて情報端末として活用されている。OS は Windows Mobile(ウインドウ
ズ・モバイル)等を搭載。日本では携帯電話が独自に進化し多機能になったため、機能だけ比較すると区
別がつきにくい状況。
17 ログイン画面：システム操作を許可するための画面。通常は利用者を識別するためにあらかじめ割り
当てられた ID 番号とパスワードを入力してチェックし、問題がなければ操作可能となる。
16
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力が終わりましたら、
『送信』のボタンを押します。そうすると、SaaS のデータセン
ターに送られるようになっています。パート社員一人に一台に配布しています。
――

そのお仕事をしていただくためには、まずモバイル端末を使うための教育をされる
のですか？

大岡

そうです、必ずしていますね。入力された情報は、とりあえず外のサーバーにすべ
て入ります。勤怠の情報は自動的に集計してデータ変換しています。月が締まった時
点で、それを給与計算の会社にデータ送信するのですね。営業情報ついては、翌日に
基幹システムに取り込みを行っています。月でデータが全部締まったらある処理を走
らせて、需要を計算することができます。パート社員の方が、
『こんな営業活動しまし
た、その結果どの位売れるでしょう。』という需要予測と、
『何人やりましたね。』とい
う評価にも使うのですね。

――

実際に使われている方々からの、感想はどうですか。

大岡

音声からペン入力になりましたので、
『これは非常にわりやすくなったね』というの
は言われましたね。システム開発のときには、
『マニュアルはなくてもできるものを作
れ』ということを言いました。

――

今のサービスについて、実際に大岡さんご自身は、どのように評価していますか。

大岡

うまく回っていると思います。完全なシステムというのは、幻想ではないでしょう
か。私は、8 割方うまく回っていればそれでいいかなと思っています。会社にとって
期限を守るとかいったポイントをはずさなければ、途中で多少の不具合はあってもい
いのではないかという考えですね。多機能でも使えなければ意味がないし、障害対策
のために万全を期すとお金がいくらあっても足りません。そのあたりはバランス感覚
ですかね。

今後の展望
大岡

まず一番のメリットは、コストが削減できたということ。あとは今まで声で入力し
ていたものが、ペン入力で出来るようになった、使いやすくなったということが言え
ると思います。ただ、オリジナルで作ったので、特定の通信キャリア 18 さんじゃない
と動かない仕組みになっています。最近は通信費もこなれてきたし、他のキャリアさ
んでも費用的には同じようなシステムを作ることが可能になってきたと思うのです。
そういった環境の変化を念頭におきつつ、いろいろな企業さんからお知恵を拝借して、
次期バージョンではさらに良いシステムにしていきたいですね。

18

通信キャリア：携帯電話や PHS の事業者のこと。
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ＮＯ.５

加賀さん（50 代、男性）

－
勤務先：

プロフィール

－

食品製造業

従業員数：約 100 人（パート含む）
年間売上：約 6 億円
役職：

総務経理課長

仕事のモットー：

完全燃焼！

趣味：

ゴルフ、温泉、お酒

自己紹介
加賀

はじめまして、加賀と申します。私どもの会社は業務用の食品製造卸売でして、全
国の問屋さん、ホテル、レストラン、小さな飲食店などに料理や惣菜の原料となる食
材を卸しています。業界が小さいので、会社は従業員とパートも含めて 100 名弱しか
おりません。工場も一カ所なのですが本社と結んでシステムを作りまして、大塚商会
さんのSMILEα 19 というソフトで販売管理及び経理関係を行い、勤怠の管理について

は、アマノ 20 さんも入れてシステムを作っています。その中でSaaSサービスについて
は、大塚商会のαWebというソフトでグループウェア化したものを作ろうと思ったの
ですが、ものの見事に失敗しています。小さい会社なのでシステム課というのはあり
ませんが、総務部として選定から関与しまして、さまざまな交渉、ソフトのカスタマ
イズまで含めて全部対応しました。その前はオフコン 21 で販売管理もやっていました
ので、そちらも管理していました。
SaaS 導入の経緯
加賀

今から 15 年位前になりますが、全国の問屋さん、ホテル、レストランだけではな

く、街々の飲食店さんにも直接販売をしていたため、取引先だけで 5,000 軒位ありま
した。
『このまま毎日のように手書きで伝票を書いていたら死んでしまう』という話に
なりまして、オフコンで販売管理のソフトを導入しました。ワープロ感覚で伝票が打
てるという単純なものでした。それがリースアップをするので、どうしようという話
になりまして、あちらこちらのシステムベンダーさんにお声がけしました。最終的に

19

SMILEα〔スマイルアルファ〕
：株式会社大塚商会の提供する業務パッケージソフトウェアのシリーズ
名称。現在は後継として SMILE BS シリーズに名称変更。

20

アマノ：アマノ株式会社。ここでは同社製のタイムレコーダーを活用している。

21

オフコン：オフィスコンピューター。企業の事務処理向けに大企業の部門システムや中小企業の基幹
システムに活用されていた。最近では高性能化したパソコンに置き換わっている。
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クライアント・サーバー型 22 で、大塚商会さんのSMILE-ADという販売管理のパッケ
ージを採用しまして、旧システムに合わせる形でカスタマイズして導入しました。
その後、せっかく営業も業務も社長もパソコンを持ったのだから情報を共有しよう
ということになりまして、グループウェアの簡易版や営業報告書を作成できて回覧で
きるものを導入しようと検討しました。ただしお金もないし、またサーバーを全部自
社に置いて管理するのもできないということで、大塚商会さんのαWeb の中にある
SaaS 型のグループウェア機能を持ったシステムを導入することにしました。それで
使ったのですが、社員はやはり紙ベースの方が好きですしキーボード入力に時間がか
かる。そのうち営業報告書をパソコンで書くと時間がかかるということで、営業が早
く帰ってきてしまうなどと弊害が出てきました。うちの会社の社長はパソコンが苦手
でして、本人も使っていません。一方、基幹業務に入れたパッケージソフトの方は活
用できていまして、その後経理ソフトも入れましたし、勤怠も入れてパソコンでの作
業というのは非常に効率化されまして、人員も削減や勤務時間の短縮も実現しました。
ただし SaaS というか、グループウェアは全部パアです。
――

大変でしたね。ところで、SaaS はすぐに解約できましたか。

加賀

いえ、まだ生きているんです。月々の費用も払っています。安いからそのままにし
て、またいつか陽を見させたいなあと思っています。

SaaS 利用状況
加賀

うちの場合は、給与計算だとか営業情報というものは外に出したくないと思ってい
ます。セキュリティの問題がありますし、それを管理する能力もないという状況です。
外部に預けると心配だということで、そのままパッケージソフトをカスタマイズして
全部社内で処理しています。ですからタイムカードなども電子化されていて、カード
を通すと全部データでパソコンの中に入ってきますから、外部でやってもらうことは
ありません。それ以外で SaaS にするかどうかということは、ソフトを外に置いてお
くか中に置くかどうかだけのことだと思っています。うちもサイボウズだったりデス
クネッツだったり、ロータスノーツのカスタマイズだったり、自社内で検討したので
すが、対費用効果という観点で大塚商会さんのαWeb を使うということにしたのです。
Webメールとスケジュール管理とワークフロー 23 を取り入れてやったんですけれど

も、生き残っているのはWebメールのみです。Webメールについてはなぜ今も生き残
っているかというと、管理が簡単だからです。各自のパソコンでアウトルックエクス
プレスなどを使うと、設定から管理を全て私がやらなきゃいけないわけです。Webメ
ールですと、パスワードとメールアドレスだけ与えておけば使えますから楽ですね。
具体的な活用方法としては、エクセルシートで稟議書的な性格の報告書を作りまし
て、各担当者はその雛型の一部分を変えて web メールに添付して送ります。ハンコの
画像を貼って次の決裁者に回すんです。そういう作業をようやっと覚えさせました。
22

クライアント・サーバー型：処理を依頼するコンピュータをクライアント、依頼を受け付けて処理を
して結果を返すコンピュータをサーバーと呼び、両者が協調して運用する形態のシステムをクライアン
ト・サーバー型システムという。分散型コンピュータシステムのひとつ。

23

ワークフロー：企業内部で行なわれる業務手続の流れのこと。例えば稟議書や申請書など、処理手順
が決まっているものをワークフローの機能を使ってパソコン上で実現することができる。
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それから業務報告その他については、まだ紙に書いています。
Web メールを使っているということですが、キーボードに慣れていない方でもやっ

――

ているのですか。
加賀

それは、なんとかやっていますね。文面を見ますと非常に簡単でして、ネチケット
24 だとかは全部無視されています。挨拶もなければ、自分の名前もない。ボンと添付

して『送ります』だけで送ってきますから。素晴らしいですよ。(笑)
――

でもそれは、大きな一歩かもしれないですね。

加賀

無理やりにでもやらさないといけないと思っています。なぜなら、情報共有を含め
てシステムは絶対必要だと思うからですよ。私はパソコンがいいと思うのは、機械が
壊れない限り忘れないし、計算も間違えないところです。給与システムや売上管理な
どは、ものすごく速くなりました。前のシステムですと月末の金曜日は夜中の 12 時
くらいまで仕事をしていて、次の日は朝の 6 時から請求書を打ち出す作業をやってい
ました。今では一日かからずに計算からチェックから請求書の印刷までできてしまう
ようになっていますから、ものすごく便利になりました。それを進めていって情報共
有などに到達したいですが、そこまで行くにはまだ富士山かエベレストの麓かなとい
うところではありますね。

今後の展望
加賀

いま業界では、スーパーさんでも百貨店さんでもホテルさんでも受発注システムと
いうのをどんどん取り入れていまして、『使わないとお前のところには発注しない
ぞ！』という流れになっています。そのためにウチの会社も当然全部追随して対応し
ているわけですが、それがそれぞれみんなバラバラでして、一体どうなるんだろうと
心配しています。どうにか統一してもらえるといいですね。
もうひとつは、大手スーパーさんはインフォマート 25 さんのようなSaaS型の受発注
システムを使ってやっていますけど、もっと小さな販売店さんや単独の飲食店さんな
どは、未だに仕事が終わって明日何が欲しいかなと数えて、留守番電話に音声で入れ
ているんです。翌朝それを聞くんですけども、内容がよく聞き取れない。飲食店では
外国の方達たくさん働いていて、その方達がたどたどしい日本語で注文してくるんで
す。そのため、聞き取りミスで誤配達が非常に多いんです。だから、ボタンを押して
数を入れるというシステムが、携帯電話なんかで出来るものが開発されれば非常に助
かるなと思っています。

24

ネチケット:ネットワーク上のエチケット。ここでは、メールを送る際に最低限守るべきルールやマナ
ーを指している。(メールの件名は内容がある程度判別できるように書く、宛て先や差出人名は記入す
るなど。)

25

インフォマート：株式会社インフォマート。フード業界の企業間電子商取引プラットフォームを提供
している。
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製造業グループ座談会

井藤

塚本

テーマ

加賀

～

布川

大岡

コンピューターリテラシーと社員に使わせる工夫

加賀

～

うちの社員はみんなパソコンはダメですね。キーボード入力だと慣れている人は自
分の頭の中で考えて、それがキーボードに反映されますけれど、慣れてない人はキー
ボードに気を取られて、頭の中が疎かになるんですね。もう如実に出ますね。

――

平均年齢はどれくらいですか。

加賀

30 代後半から 40 代だと思います。ただ残念なことに、今までパソコンは使ったこ
とがない。たまたまよくそんな人間ばかり集まったなと。苦手だとか、もっと極端に
いえばそういうものをやりたくないから営業をやっているのかという感じもします。

――

20 代の方はいないですか。

加賀

いますよ。いますけど、やっぱしゲームはやるけどパソコンはやらないとかね。

――

皆さまの会社で、コンピューターリテラシーがネックになることはなかったですか。

塚本 うちも平均年齢は 40 近いです。得意先は、問屋さん、スーパーさん、などの流通
関係になるんですが、電子メールのやり取りは出来ないと話にならないといった状況
です。いろんなツールにしても、パソコンでまずメールを打てて、あとはエクセル 26
の基本的操作できないと仕事にならないですね。中途採用の人間は多いんですが、何
かしら一応触ったことはあるという人間がほとんどです。もちろん、苦手な社員には
私が細かい使い方を教えたりすることはありますが、箸にも棒にも引っかからないと
いう人は幸いなことにおりません。
井藤

うちも、基本的なパソコンのスキルを持っていない人はいませんね。書類なんかも
個々人で作らないといけないわけで、使えないと仕事にならないですね。もし苦手で
あればワード 27 とかエクセルの研修とか、育成の講習を受ける機会はありましたね。

26

エクセル

Microsoft Office Excel（マイクロソフト・オフィス・エクセル）
。マイクロソフト株式会社

の提供する表計算ソフトウェア。
27

ワード：Microsoft Office Word （マイクロソフト・オフィス・ワード）
。マイクロソフト株式会社の
提供する文書作成ソフトウェア。
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加賀

うらやましい…。

布川

私のところでは、給与処理の部分で SaaS を入れておりまして、入力も限られた人
間がタッチしています。総務関係の人間はパソコン操作も一通りのことは出来ますね。
高度な活用は出来ていないと思いますが、業務に必要なレベルではクリア出来ている
と思います。工場ではどうかわかりませんが…。

大岡

うちの場合は二極化していますね。パート社員の方は中高年の女性が多いこともあ
って、パソコンでやれと言うのはまず無理ですね。教育にもすごいコストがかかりま
すし、そもそも家にパソコンがない人が多いと思います。だから、簡単にできる営業
支援の仕組みを独自開発したんです。私は『システムは使ってナンボ』だと考えてい
まして、ケチって半端なシステムを入れた結果、使われなくなってしまうのが一番無
駄な投資だと思っています。正社員はうちのシステム部門はもちろんですが、パソコ
ンに関してはみんな普通に使っています。こちらは、特に問題ないです。

――

パソコン操作そのものが苦手という問題と、パソコンは普通に使えるんだけれども
導入したシステムを使ってもらえないという問題がありますよね。

井藤

うちはメインの業務にシステムを入れたので、使わないということは仕事をしない
とイコールになりますからあり得ないですね。ただ、情報共有が目的のシステムだっ
たら、あまり使わなくても日常業務は出来るのかも知れませんから、
『使ってもらえな
い』という悩みがあるのも理解できます。勝手な想像ですが、利用されないのは社員
にメリットが無いからではないでしょうか。あるいは、使わない場合に発生するデメ
リットがほとんど無いか、どちらかだと思いますよ。
私も必ずやらなければならない業務を、計算センターへの委託から SaaS に替えた

布川

ので使うことが前提ですね。いま気づいたのですが、今回は自分が使うシステムを自
分で決めて導入したので、あまり問題はなかったのかも知れないということです。今
後、申請のシステムなどを入れたいと思っていたのですが、全社的に運用することに
なりますから、使ってもらえない可能性もあるんですね。気をつけなければ。
塚本

うちではパソコンを無理やり使わせる制度がありますので、ご紹介したいと思いま
す。サイボウズを導入しても報告を画面で打つ人は打つ、打たない人は打たないとい
う状況が発生しました。その対策として、給与制度に反映させるとことになりました。
部下の報告が一定数以上ない課は、課長手当を削るというものです。賛否両論だと思
いますが、効果はそれなりにあるようです。
『俺の給料を削る気か』といいますと、や
っぱり知りませんということは言えないので、みんな月末になるとまとめて入力して
います。しかも会社にいて入力すると怒られるので、ウチに帰って休みの日にしこた
ま打っているようです。全員が同じように活用するというのは、何かしら圧力のよう
なものが必要なのかもしれません。社長はパソコンが得意なので、こういった強権発
動ができるんだと思います。自慢できるようなことではないと思っているのですが…。

――

そう言えば、加賀さんの会社の社長さんはパソコンが苦手なんでしたね。
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加賀

社内で無理なら社外からの力を期待するしかありません。外圧というか、お客さま
からメールを受けなきゃいけないとか、使わざるを得ない状況を作って少しずつ進め
ていこうと思います。

ここがポイント!!
どのような SaaS を導入すればよいのか？
『どのような SaaS を導入すればよいのか？』これはなかなか難しい問題です。ケース
バイケースという回答が妥当なところだと思いますが、それではあまりに不親切なので少
し解説することにしましょう。まず、SaaS にはどのような種類があるのでしょうか。製
品サービスの分類はいろいろありますが、利用者である中小企業としては発想を転換して、
次の３つの導入視点で考えたらよいでしょう。それは、①既存システムの更新もしくは追
加としての SaaS②新業務へ適用するための SaaS③IT 化に初めての取り組むための SaaS、
です。
既存システムの更新もしくは追加の場合は、既存システムの課題解決や機能拡張の手段
としての SaaS 導入になります。これは、比較対象としてのシステムをすでに運用してい
るため、導入の目的や効果といったものがイメージしやすいでしょう。SaaS の種類もあ
る程度絞り込めるし、ベンダーが自社サービスの利点を教えてくれるので、比較検討すれ
ばよいでしょう。
新業務への適用の場合は、少しハードルが高くなります。本当に効果が出るのか、使い
こなせるのか未知数だからです。業務手順の見直しを迫られることもありますが、その際
には業務設計をしっかりとやる必要があります。また、これを成功させるにはトップの強
いリーダーシップが必要で、ボヤっとしているとすぐ元に戻ってしまうから要注意です。
もっとも、SaaS なら途中で止めることも可能なので、中小企業が IT 化にチャレンジでき
る環境が整ったとも言えるでしょう。
IT 化に初めての取り組むための SaaS の場合は、さらにハードルが高くなります。いま
巷で言われている SaaS のメリットそのものに、ピンとこないこともあるでしょう。この
場合、IT に慣れるための期間が必要になります。さらに言うと、プライベートでも構わな
いのですが、少なくともインターネットにつながったパソコンがあって、Web サイトの閲
覧や電子メール、ワープロや表計算を使う社員が一人二人は欲しいところです。SaaS が
いくら簡単といっても、パソコン操作が一通り出来る人を対象としていることを肝に銘じ
ましょう。社内に人材が見当たらなければ、社長自らがパソコン教室に通うことをオスス
メします。もし、基本的な操作が出来るのであれば、何度か失敗しても構わないという気
持ちで SaaS 導入にチャレンジするとよいでしょう。
モデルケースを見てみましょう。NO.1 の塚本さんは情報系の SaaS 導入であり、NO.2
の井藤さん、NO.3 の布川さんは業務系の SaaS 導入です。各社とも、社員のコンピュー
ターリテラシーは SaaS 活用に支障の無いレベルにありそうです。ところが、NO.5 の加
賀さんの会社は、本社の一部の人間しかパソコンを使いこなせなかったため、限られた人
間が運用する業務のパッケージソフト（勤怠給与・販売管理）は問題なく活用できました
が、全社的に入れた情報系 SaaS（グループウェア）は失敗してしまいました。一方で NO.4
の大岡さんは営業担当の人間がパソコンを操作するのは不可能と判断し、大掛かりな投資
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をして独自に携帯端末のシステムを構築しました。また、NO.2 の井藤さんは全社適用、
NO.3 の布川さんは特定部署の使用となり、同じ業務系の SaaS であっても対象とする社
員の数が異なっています。
こうして見ると、SaaS は全社的に適用するのか、部分的に適用するのかということ、
システムを使用しないと仕事が出来ないようにするのか、補完的に活用するのか、といっ
たことも、ある程度決めてから導入したほうが良さそうです。その際には、社員のコンピ
ューターリテラシーが成否を決める重要な要素となってきます。冒頭の『どのような SaaS
を導入すればよいのか？』と言う問いに対して、
『ケースバイケース』という無愛想な返事
の理由がここにあります。
それでもよくわからないと言う方は、他人の力を借りるとよいでしょう。日ごろ懇意に
している独立系のコンサルタント、あるいは最寄りの中小企業支援機関に相談してみては
いかがでしょうか。さあ、『思い立ったが吉日』です。
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