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TOA 株式会社
グローバル統合を目指す SAP システムの
稼働基盤に IBM のクラウド・サービスを
採用することで運用負荷を大幅に削減
お客様情報

業務用の音響機器とセキュリティー機器の専門メーカーであるTOA 株式会社
（以下、TOA）では、グローバルでの基幹システムの統合を推進。その稼働イ
ンフラとして IBM Cloud Managed Services for SAP Applications（以下、
CMS4SAP）を採用しました。CMS4SAP は、運用サービスがパッケージ化され
たクラウド・サービスであるIBM Cloud Managed Services（以下、CMS）の
環境上で SAPシステムを稼働させることを前提としたサービスで、カタログ化し
た SAP ERP の BASIS 運用サービスを提供しているため、運用負荷の大幅な
低減とトータル・コストの最適化を実現しています。

TOA 株式会社
● 所在地
〒 650-0046
兵庫県神戸市中央区港島中町 7 丁目 2 番 1 号
http://www.toa.co.jp/
音と映像の技術を駆使し、社会の安全・安心に貢献するサー
ビスを提供。交通施設の案内放送、商業施設の BGM や館
内放送、火災時の避難誘導放送、大規模スポーツ施設用音
響システムなどの業務用音響機器と、防犯カメラや録画機
器などのセキュリティー機器を取り扱う。昨今では減災・防災
分野に特に注力し、従来の 2 倍以上の距離まで明瞭な音声
を届けるホーンアレイスピーカーの導入が、沿岸部自治体に
おける津波警報などの用途で進められている。

「地産地消」とガバナンスの強化を目指すグローバル戦略の下、
基幹システムを統合
TOA はトランペットスピーカー、マイクロホン、アンプなどのメーカーとして 1934 年に創
業。以来、長年培ってきた技術力で「セキュリティ& セーフティ」「インフォメーション
&コミュニケーション」「プロフェショナルオーディオ」の 3 つの分野にわたって数々の
商品を世界中に送り出し、人々が過ごすあらゆる空間をより快適で安全なものに作り
上げることを目標としてビジネスを推進しています。
TOA 経営企画本部 情報システム部長 松室 慎二氏は、同社の中期経営基本計
画について以下のように説明します。
「今年度より3カ年の中期経営基本計画がスタートしていますが、その中で企業価値
として『Smiles for the Public ──人々が笑顔になれる社会をつくる──』という言
葉を掲げています。人々の集まりである「Public（社会）」に対し、「安心・信頼・感動」
という価値を提供することで、人々の「Smiles（笑顔）」を実現することこそが、TOA
の企業価値の源泉であるという意味ですが、この言葉を内外にアピールしながら中期
経営基本計画を推進していきます」
TOA は 2010 年 3 月期から2015 年 3 月期にかけて中期 6カ年経営基本計画を推進
してきましたが、その計画の一環として、世界を5 つの地域（日本地域、アジア・パシ
フィック地域、中国・東アジア地域、アメリカ地域、欧州・中東・アフリカ地域）に分け、
それぞれの地域で商品企画、商品開発、生産、販売、アフター・サービスの一連の
機能を実施できるようにするというグローバル戦略を推進してきました。
「つまり、5 つの地域で『地産地消』の体制を整え、ビジネスをさらに成長させようとい
う取り組みです。TOA は音響ビジネスを中心としており、国内ではすでに 5 割ほど
のシェアを獲得していますが、海外ではまだそこまでのシェアを確保できていません。
TOA の強みは地域密着型のスタイルにあるので、この方法を海外においても適用し
ていくことを目指してグローバルの地域戦略を推進しています」（松室氏）。
商品企画から生産、販売までを現地で行うと、
日本の本社がそれぞれの地域のビジネ
ス状況を把握することが難しくなります。連結決算の早期化を進める必要もあったこと
から、それまで個別に稼働していた地域ごとの基幹システムをグローバルで統一する
取り組みを開始しました。
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SAP ERP の BASIS 運用サービスまでがパッケージ化され
ている CMS4SAP を採用

事例概要

まずは製品などのマスター・コードをグローバルで統合する作業を進め、それが完了

【課題】

●グ
 ローバル地域の独自性とガバナンス強化を平行して

実現することが求められていた。

●グ
 ローバルでの統合基幹システムが稼働するインフラ

の運用負荷を低減したかった。
●グ
 ローバルで活用するシステムなので、24 時間 365
日の運用が必要だった。

した後、2013 年の春からに SAP ERPをベースとした統合基幹システム（グローバル・
マネジメント・システム：以下、GMS）の構築に着手しました。GMS の稼働インフラにつ
いてはクラウドを活用する方針が決定しましたが、その理由について松室氏は次のよ
うに語ります。
「基幹システムを統合するためには、同じシステムを地域や国ごとのインフラで稼働
させてデータを収集する方法も選択肢としてあったのですが、網目のようなインター

【ソリューション】

● IBM の クラ ウド・サ ー ビ ス

IBM Cloud Managed
Services for SAP Applicationsを活用することで
インフラ管理。
● ハ ードウェアの運用に加え、SAP ERP の BASIS 運
用サービスまでをパッケージ化して提供。
● SAP ERP の BASIS 運用サービスの詳しい内容につ
いてはカタログ化して明示。

【メリット】

●ク
 ラウドを活用することで導入工数と運用負荷を大

幅に削減。
● S AP ERP の BASIS 運用までが含まれた、優れた
コスト ･ パフォーマンス。
● 従 来は点在していた各拠点の基幹システムを統合
することで、ガバナンスや内部統制の強化を実現。
●こ
 れまで困難だった業務の標準化を推進。

フェースを用意する、マスター・コードを維持する、あるいは 20 拠点すべてのバージョ
ン管理が必要といったことを考えると途方もない管理の手間がかかることが予想でき
ました。そこでインフラについては 1カ所に集約することを検討しましたが、オンプレミス
やホスティングなどの形態では環境を立ち上げるまでに時間がかかる上、その後も保
守を続けなければなりません。またグローバルで活用するシステムなので 24 時間 365
日の運用が求められ、そこでも大きな負荷が掛かってしまいます。そうした課題をクリ
アする方法を考えたところ、クラウドという選択肢にたどり着きました」（松室氏）。
そしてインフラについて比較検討した結果、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下、日
本 IBM）が提案した CMS4SAP が採用されました。CMS4SAP は、運用サービスが
パッケージ化されたクラウド・サービスであるCMS の環境をSAPシステムの基盤とし
て活用することを前提としたサービスで、SAP ERP の BASIS 運用サービスまでがク
ラウド・サービスとして提供されることを大きな特長としています。
「CMS4SAP は SAP ERP の BASISも含めた運用サービスがパッケージ化されてい

■ グローバル・マネジメント・システム（GMS）のシステム概要
海外4地域20拠点の
基幹システムをクラウド
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システム（SAP ERP）
運用面での日本IBM
の協力の下 、
グロー
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受発注情報の
自動連携、決算
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一元化など

“ 当時は SAPをクラウドで運用している

る点が魅力的でした。他社のクラウド・サービスは、運用が切り離されているので、別
途運用を依頼しなければなりませんが、その内容についても漠然と『おまかせくださ

国内事例は少なく、不安を感じる部分は

い』というニュアンスの提案がほとんどでした。どこまで保証されているのかが分から

あったのですが、IBM のクラウド・サービ

ないので、実際に運用を開始してから全体のコストが膨らんでしまう可能性もありま

スであれば品質保証が明確だったので、
それを信頼することで新しいチャレンジ
に踏み出すことができました。”

す。CMS4SAP では、SAP ERP の BASIS 運用までを含めた SLA（Service Level
Agreement：サービス品質保証）が提示され、その詳しい内容についてはカタログと
して明示されているので、安心してお願いすることができました。当時は SAPをクラウ
ドで運用している国内事例は少なく、不安を感じる部分はあったのですが、IBM のク
ラウド・サービスであれば品質保証が明確だったので、それを信頼することで新しい
チャレンジに踏み出すことができました」（松室氏）。
また拡張性も重視したと松室氏は言います。

TOA 株式会社
経営企画本部
情報システム部長

松室 慎二

氏

「SAP はアプリケーション群が充実しているので、将来的にそれらを活用した機能拡
張が予想されます。IBM のクラウド・サービスは SAP 社と戦略的グローバル・アライア
ンスを結んでいますので、そうした拡張性についても優れていると評価しました」
CMS4SAP は 2013 年末から準備を進め、翌年 2 月には稼働が開始。その後 SAP の
環境が整えられました。
「SAP ERP は SAP 社が用意したテンプレートを採用し、カスタマイズを最小限にとど
めることで、開発期間の短縮とコストの削減を図りました。CMS4SAP 環境の稼働開
始以前からSAP のドイツ本社でグローバル・テンプレートの開発を進めていましたので、
CMS4SAP の稼働開始と同時にそれをIBMクラウドのデータセンターにインポートす
るという手順で環境を準備しました」（松室氏）。
その後、
アジア・パシフィック地域の各拠点に展開するために、既存システムからのデー
タ移行、グローバル・テンプレートの詳細開発、各種帳票の作成、本社の ERPとの受
発注の自動連携機能の整備などを推進。このフェーズでは、インフラを担当する日本
IBMとアプリケーション開発を担当するSAP 社が協力しながら作業を進めました。
「インフラに関してはハードウェア構成やパラメーター設定などが必要だったのです
が、日本 IBMとSAP 社との間で連絡を取りながら進めてもらえたので、こちらでは何
も気にする必要はありませんでした。日本 IBM の担当の方は打ち合わせなどにも参加
していただき、WBS（Work Breakdown Structure：作業分解図）に基づいた担
当分野において責任をもって尽力していただけました」（松室氏）。
こうして構築作業が進行し、2015 年 1 月にアジア・パシフィック地域におけるSAP
ERP の稼働が開始され、その後そのほかの地域に向けた展開作業が進められてい
ます。

グローバル地域の基幹システムをクラウド環境に集約し、ガバ
ナンスや内部統制の強化を実現
基幹システムがクラウド環境に集約されることにより、ガバナンスや内部統制強化の面
で大きな成果を生み出すことが期待できると松室氏は言います。
「当初の目的の 1 つにガバナンスや内部統制の強化を掲げていましたが、基幹システ
ムを統合することによりその目的は達成できるとみています。以前は拠点ごとにシステ
ムを運用し、障害などが発生しても対応は現地に託すしかなかったのですが、これか
らはクラウド環境内でガバナンスを効かせることができます。クラウド・サービスに求めら
れる監査法人による監査結果は、日本 IBM に問い合わせたらすぐに提示していただ
きました」

基幹システムを稼働させることで本格的なクラウド環境活用を
推進
GMS はアジア・パシフィック以外の地域への展開を進め、今後すべての海外拠点で
の稼働を開始させる予定になっています。松室氏は基幹システムをクラウド環境で稼
働させるという画期的な取り組みについて次のように振り返ります。
「クラウド上での基幹システムの稼働は、クラウド環境を本気で使い出したことを意味
します。当初はどこかでためらうこともあったので、ある程度は割り切らなければならな
かったのですが、これをきっかけに今後のクラウド活用に対する考え方が変わっていく
と思います。GMS は海外拠点を対象としたものですが、国内本社のシステムの見直
しにおいてもクラウドを前提に検討するということもあるのではないでしょうか」
最後に松室氏は同社のビジネス展望について語ります。
「TOA はこれまで製品をベースとしたビジネスを展開してきましたが、今後はサービス
の領域にも踏み込む必要があると考えています。まだ具体的な計画はないのですが、
例えば IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の技術を活用して、これまで
も強みとしてきた製品とお客様や環境情報などを結び付けて新しいサービスやビジネ
スをつくっていくという方向性が考えられます。そうした新しいサービスの開発と提供を
通して『Smiles for the Public ──人々が笑顔になれる社会をつくる──』という企
業価値を実現していきたいと思っています」
TOA は、今後も人々が安心して暮らすことのできる社会づくりに貢献していくでしょう。

IBM Cloud Managed Services for SAP Applications（CMS4SAP）についての詳細
情報は下記の Web サイトでご覧ください。
ibm.com/cloud-computing/jp/ja/products/managed-cloud.html
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