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グローバル競争力の確保やグループ経営基盤の強化に向けて、経理・財務、人
事などの間接業務部門を集約するシェアード・サービス化の評価が高まっている。
その潮流は、単なるコスト削減や効率化を目的にしたものから、より高度化・高
付加価値化した業務サービスを提供できるグローバル・ビジネス・サービスへ、
一段高いステージを目指す。

SSC展開

シェアード化の本質は
標準化・統合化された
業務インフラの構築

二人三脚で経営を支えられるような財務
部門をはじめとする業務インフラを整備
することにあるべきです」と訴える。
最近では、ＳＳＣを導入して業務変革
を成功させた先進的な外資系企業が、さ
らなる進化を目指し、
「グローバル・ビ
ジネス・サービス」
（ＧＢＳ）という考
え方が普及してきた（図表１）
。ＧＢＳは、
財務・経理、人事、ＩＴ、調達など複数
の間接業務を、各国子会社や事業部門か
ら切り離し、グローバルの共有インフラ
として、事業部門により高度化・高付加
価値化した業務サービスを提供しようと
いうモデルだ。

ビジネス環境の
変化が迫る
ＧＢＳの整備
このＧＢＳ化されたインフラ整備に日

言える状況ではなくなり、日本企業もＳ

向上させるためだ。新規進出のたびに、

たな国・地域に進出する際のスピードを

です。本来の狙いは、ＣＦＯがＣＥＯと

それらは、あくまで変革のツールだから

としてしまった取り組みは成功しません。

泰氏は「ＳＳＣやＢＰＯそのものを目的

ービスで、執行役員・パートナーの信國

トーマツ コンサルティングのＣＦＯサ

業ではうまくいっていない。デロイト

められる、これらの取り組みは、日本企

財務、人事などの間接業務サービスを提

バルに、どこの事業に対しても、経理・

バル競争の激化によって、悠長なことを

企業に比べて遅れてきた。だが、グロー

を好まない日本企業の取り組みは外資系

は雇用や人の配置に影響するため、それ

う高まっているためだ。ＳＳＣ、ＢＰＯ

化・コスト削減の必要性が、よりいっそ

ド・サービス化の目的とされてきた効率

第１の理由は、いままでもシェアー

本企業が注目すべき理由は３つある。

ＳＣによる業務集約化、ＢＰＯベンダー

供できる共有インフラを用意しておこう

出所：デロイト トーマツ コンサルティング

図表2 経営インフラとしてのグローバル・ビジネス・サービス

間接業務部門を連結グループ全体の共有インフラとして整備することにより、新規事業や買収先の事業展開を
迅速に行うことが可能となる。
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一刻も早く創出できるというメリットも

の間接業務部門の統合によるシナジーを

的なシステムといえるだろう。Ｍ＆Ａ後

再構築する作業も不要になるなど、合理

買収相手の間接業務部門を、買収後に

うにやりとりするイメージだ（図表２）
。

せた、事業会社をアプリケーションのよ

る。つまり、間接業務インフラの上に乗

後の統合）も速やかに進めることができ

インフラがあれば、ＰＭＩ（合併・買収

接業務をサービスとして提供できる業務

本企業の側にも、獲得した事業会社に間

そういったケースも視野に入れて、日

環境を用意しなければならない。

然、買収した側が間接業務を遂行できる

緒についてこないケースが想定され、当

ある。そのような場合には業務部門は一

ビス化によって切り離されている場合が

業会社の間接業務は、シェアード・サー

買収した場合を想定しよう。獲得した事

ーバル企業から、日本企業が事業部門を

でに間接業務基盤が整備されているグロ

せないＭ＆Ａの成功を支えるためだ。す

第３の理由は、現代の成長戦略に欠か

間接業務を含めた組織を一から構築する

事業組織（事業本部、事業会社 etc.）

んでいる。

出所：デロイト トーマツ コンサルティング

へのアウトソーシングに本格的に取り組

だが、ヒトの問題に手をつけることが求

コスト削減の文脈のなかで語られてきた。

（Ｂ Ｐ Ｏ） の 動 き は、 こ れ ま で 効 率 化、
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図表1 シェアード・サービスのグローバル・トレンド
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図表3 多機能化するシェアード・サービス

シェアード・サービスが担う機能に変更は見られないが、SSCが担う機能数は増加する傾向にある。

大きい。
近年、グローバル企業の一部事業を買
収したことをきっかけに、ＧＢＳのよう
な業務インフラ整備に取り組み始めた日
本企業も目立つ。買収先のグローバル企
業は、優れた間接業務の仕組みを持って

ＧＢＳ推進に向けた日本企業の課題とは
などの各機能単位に特定された領域での
単純処理業務の集約化に留まってきた。
さらに、集約化やアウトソーシングによ

シニアマネジャーの三上徳朗氏は「迅速

高まったのだ。

れた業務インフラ整備の機運がいっきに

危機感を持ったことで、シェアード化さ

部門が、逆に飲み込まれてしまうという

コストを削減するという図式が描かれ、

標準化された間接業務をＳＳＣに集約し、

普及した。当時は、ＥＲＰ導入によって

として、ＥＲＰ（統合型業務ソフト）が

化・全体最適化を図るためのＩＴツール

ースを統合的に管理・配分して、効率

２０００年前後から、企業が持つリソ

いかないものの、北米や欧州、アジア地

話す。いっきにグローバル共通とまでは

本企業が増えてきました」と、三上氏は

ービス化の再構築に乗り出そうという日

り上げていたかに見えたシェアード・サ

ところが、
「最近になって、暗礁に乗

効果を得られなかった理由の一つだ。

できなかったことも、十分なコスト削減

って生まれるはずだった余剰人員を整理

に統合作業を進めたいＰＭＩ担当者の立
財務・経理などのシェアード・サービス
域などリージョナル・ベースでＳＳＣを

標準化に乗り遅れた
日本企業の業務変革に
変化の兆し

場では、相手側の高効率の間接業務イン
化やＢＰＯ化が、グローバル企業を中心
構築し、賃金の安い海外低コスト国に業

おり、買収した側のはずの本社間接業務

フラに統合したほうが合理的に見えるこ
に積極的に進められた。

集などの管理機能まで渡してしまうこと

の視点では、間接業務の移管は、情報収

コスト削減を当初の想定通りに達成でき

てきたが、業務の標準化、そして目的の

多くの日本企業も同様の取り組みをし

進んでいる。

ダーなどのアウトソースの活用・検討が

務を移管するオフショアや、ＢＰＯベン

デロイト トーマツ コンサルティング、

とは珍しくありません。ただし、経営陣

になりかねず、日本側のコントロールが
たとは言いがたいのが現状だ。

今後、大きな成長を見込むことが難し

難しくなるというガバナンス上の懸念が

業務インフラを整えるべきでしょう」と
ったり、グループで統一されたシステム

一部の会計モジュールだけの利用に留ま

各社でバラバラだった業務プロセスの集

力を確保するため、地域単位・グループ

そうとする日本企業は、グローバル競争

い国内市場から、海外にその活路を見出

話す。
設計やシングル・インスタンスでの導入

約化、標準化を進めながら、ＧＢＳ化さ

原因の一つは、ＥＲＰを導入しても、

企業を取り巻く環境の変化は、コーポ
ができていないなど、思うように業務標

れた業務インフラの構築を模索するよう

大きくなります。やはり、買収した側が

レート機能として統合化されたインフラ
準化に活用できなかった点にある。その
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ＳＳＣが機能ごとにバラバラに設けら

まで、といったＥＮＤ ｔｏ ＥＮＤの一

化、高機能化に振り向けることに重点を

れていると、当然、一つのＳＳＣのなか

ＧＢＳが、これまでのＳＳＣの取り組

置いている点にある。つまり、機能の集

でオペレーション・プロセスは完結する

貫したオペレーション・プロセスに沿っ

約化から機能の高度化へシフトしようと

ことができず、統合的に間接業務のサー

みと異なる点は、業務を集約化、効率化

いう試みだ。集約化に加え、単純なトラ

ビスを提供可能な業務インフラとするこ

て進んでいる。

ンザクション処理などの業務の一部を外

とはできない。組織の壁を取り払い、複

また、先進的な外資系企業では多機能

部の専門ベンダーにアウトソースするこ

そして、集約化、効率化によって生み

化を進めつつ、グローバルで勘定科目、

数機能を統合することは、ＧＢＳ化の必

出されたリソースをガバナンス強化や、

データやプロセスなどの定義を統一し、

とで、コスト削減や余剰リソースの創出

一元化されたデータを活用した分析によ

ＫＰＩ（重要業績評価指標）を共通化・

須要件なのだ。

る事業に対する提言、キャッシュフロー

標準化して、グループ全体として必要な

積・収集された情報からトレンドを把握

を改善するトレジャリー・マネジメント

これまでより進化したＧＢＳのような

し、将来予測の観点を中心に分析して、

情報を把握できる経営インフラを実現し

形態を目指す最近のＳＳＣでは、経理・

適切なタイミングでコーポレートや事業

の高度化といった、付加価値の高い業務

財務、購買、人事、ＩＴなど、多種の機

部のマネジメント層にリポートされてお

ている。この経営インフラによって蓄

能を集約するマルチ・ファンクション化

している。

り、付加価値の高いサービス提供を実現
従来は、経理機能のＳＳＣ、人事機能

が進んでいるのも大きな特徴だ（図表３）
。
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企業でさえ、その取り組みには ～ 年
の歳月を要している。長期にわたる継続

欠け、高度化された機能を備えたＧＢＳ
担う社員のモチベーションを保つことは

だ。単なる集約化だけでは、その推進を

的な取り組みを支えるのは、やはり人材

のようなインフラにもならない。
「だか
難しい。

トップの強力なコミットメントが重要な
のです」と信國氏は、トップダウンによ

けを目的にしたものではない新たな取り

の考え方は一致しており、コスト削減だ

Ｍ＆Ａを実現するインフラとなるＧＢＳ

接業務を高度化して、迅速な事業展開や

値業務に振り向けて活用する方策と、間

て、創出された余剰リソースを高付加価

に踏み込むことが難しい日本企業にとっ

しかし、外資系企業と比べて人員削減

資に見合う果実を得ることはできない。

余剰人員の削減に踏み込まなければ、投

るのが効果的だ。ところが、創出された

を持つＢＰＯベンダーにアウトソースす

中国・大連などにデリバリー・センター

くいかなかった。コスト削減を望むなら、

アドバイスする責を担うべきでしょう」

で経営を支えるＣＦＯがＣＥＯに対して

組む必要があります。ＣＥＯと二人三脚

に、ＣＥＯのリーダーシップの下で取り

してＧＢＳのようなインフラとするよう

がある。信國氏は「ＳＳＣを複数機能化

ンフラとはかけ離れたものになるおそれ

しまい、迅速な事業展開に備えた業務イ

約するシェアード・サービス化が進んで

発案した部門の特定機能だけを対象に集

の発案で始まることが多い。そのため、

ＣＨＲＯなど、各機能部門の責任者から

部門トップのＣＩＯ、人事部門トップの

ス化は、財務部門トップのＣＦＯ、情報

日本企業の場合、シェアード・サービ

おり、社内コンサルティング活動をしつ

のポジションには優秀な人材を配置して

ＢＳ内での継続的な改善活動をする専任

言及した。先進的な外資系企業では、Ｇ

アード・サービス化推進を促す可能性に

ん」と述べ、ＧＢＳのミッションがシェ

ーションの可能性が開けるかもしれませ

狙いが加わることで、新たなコミュニケ

を高め、高度化させるという、ＧＢＳの

務を標準化、統合化し、業務の付加価値

傾向がありました。そこに、集約した業

ネガティブなイメージの動きに短絡する

減や人員整理といった従業員にとっては

三上氏は「ＳＳＣ、ＢＰＯはコスト削

るリーダーシップの発揮を訴える。

組みとしてとらえる必要がある。
また、ＳＳＣを導入しても、そのサー

ＩＴやＳＳＣ導入によって、すぐにでき

人件費差によるコスト低減に留まらない。

また、ＢＰＯベンダーの活用は単なる

価値化の任に当たらせている。

でができておらず、徹底を欠く企業もあ
るというものではない。先進的な外資系

ビス利用を事業部門に義務づけることま

る。それでは、取り組みはスピード感に

業務標準化と同じタイミングで
SSCへ移行

企業でも、ＥＲＰ導入から 年をかけて、

三上氏は「業務の標準化を成し遂げた

（図表４）
。
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出所：デロイト トーマツ コンサルティング
『2015年版 デロイト  グローバルシェアードサービスサーベイ結果』

大手のＢＰＯベンダーは継続的な改善を

34%

キル水準を一段下げても、読み書きがで

6%

14%

ドライバーとして利用しています」と話

13%

13%

推し進める手法を整備しており、ともに

3%

SSC移行より後

きれば、オフショアでも十分に対応でき

SSC移行と同時

す。また日本企業がよく懸念として挙げ

5%

中長期的に標準化を推し進めていく協力

SSC移行より後

7%

るでしょう」と指摘する。

SSC移行と同時

5%

る言語に関しても、
「日本企業は、日本

システム変更のタイミング

者としてＢＰＯベンダーが持つ専門的な

●2013年と比較しても、
「ビッグバン」方式（シェアード・サービスへの移行と同時に業務標準化やシ
ステム変更を行う方式）の割合が減っている

語でのコミュニケーション能力の要求水

●業務移管について、「リフト・アンド・シフト」方式（シェアード・サービスへの移行を業務標準化や
システム変更に先駆けて行う方式）が好まれるようになっている

知識経験を活用することも有益だ。信國

シェアード・サービスへの移行について

準が高すぎます。顧客接点を持つコー

システム変更と同じタイミングで
SSCへ移行

氏は「一般に、外注先という線引きをし

34%

ル・センターなどは別にしても、社内サ

SSC移行より前

SSC移行より前

業務標準化の
タイミング

45%
61%
22%

システム変更後に
SSCへ移行
業務標準化より前に
SSCへ移行
業務標準化実施後に
SSCへ移行

21%
17%

システム変更より
前にSSCへ移行

がちですが、早くからＢＰＯ化を進めて

業務標準化とシェアード・サービス移行の順序

システム変更とシェアード・サービス移行の順序

ービスが中心となる経理・財務、人事、

シェアード・サービスへの移行方法として「ビッグバン」より「リフト・アンド・シフト」が好まれるようになってきている。

いる外資系企業は上手にＢＰＯベンダー

図表4 シェアード・サービスへの移行と業務標準化／システム変更の順序

考えるべき課題だ。

グローバルで戦う企業にとって、真剣に

スの進化型としてのＧＢＳは、これから

化と高度化を図る。シェアード・サービ

するインフラを整備し、間接業務の効率

ート機能として各事業部にサービス提供

標準化、統合化された業務をコーポレ

あるでしょう」と語る。

のミッションを取り込むという選択肢も

させ、そこから生じるリソースや標準化

の難しさを示唆し、
「まず集約化を先行

だけ、というのが実態です」と、標準化

ようやく多くのグループ会社のうち数社
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シェアード・サービス活用の本質的課題

グループの成長とともに国内外でシェアード・サービス（ＳＳ）の活
用を進め、深耕を重ねているのがＮＴＴデータである。取締役常
務執行役員・財務部長の寒河江弘信氏にＳＳ活用の狙いや課題、
今後の展望を聞いた。
ＮＴＴデータ
取締役 常務執行役員
財務部長

寒河江弘信

やはり効率化といえるでしょう。また、
ます。

や総務などへとＳＳの範囲を拡大してい

を活用して専門性を持つ人材を育成する

値の高い業務分野にシフトさせる、ＳＳ

の対象業務を担当していた人材を付加価

果は上がっています。その一方で、ＳＳ

てきたので、そういう意味では一定の成

施策の効果も含めた形で達成がほぼ見え

Ｓへの移行とともに実現するにはどうす

す。グループとしてのシステム統合をＳ

統合などさまざまな局面で課題になりま

入タイミング、海外のグループ企業との

の独立性への配慮、買収した企業への導

ステム統合の課題が大きい。上場子会社

まず、経理・財務のＳＳではやはりシ

導入に当たっての課題は。

きた感覚はあります。

割がＳＳに移行しており、着実に進んで

の半数程度の集約でしたが、現在は約７

た。スタート時点では国内グループ企業

応をＳＳ活用のきっかけにして進めまし

経理・財務は、連結決算という制度対

グループ・マネジメントの強化や内部統
制の確保も課題となっていました。

ＳＳ活用の効果は出ていますか。

その質問には慎重に答えなければなり
ません。というのも効果の評価軸を何に
するかで変わるからです。現在の中期経
営計画で目標としているグループ全体の

といった視点で評価すると、まだ余地が
るかは、大きなチャレンジです。

管理費用の１００億円削減は、その他の

あると感じています。

どのようにＳＳを展開されていったので
タグループといっても、システム開発や

る業務の標準化です。一口にＮＴＴデー

次に、システム統合と集約の前提とな

しょうか。

すから、カンパニーやグループ企業とと

プローチは、当社には馴染みません。で

Ｓを導入して業務プロセスを合わせるア

とはいえ、トップダウンで強制的にＳ

体最適を追求しなければなりません。

れの特性を踏まえながらも、長期的な全

膨らみます。ですから、当初の狙いは、

ループ企業が増えればおのずと管理費が

るグループ企業の増加がありました。グ

寒河江（以下略）
：背景にはＭ＆Ａによ

えなければ、ＳＳは単なるコスト削減に

の本質的な課題です。こうした視点で考

ナンス機能をつくり上げていくかがＳＳ

す。両者が一体となって、いかにファイ

なく、
「役割分担」の関係にあるべきで

の経理・財務部門とＳＳは「上下」では

その前提として、本社やグループ企業

業務の集約を始めました。現在は、調達

ス」を核として、経理・財務業務と人事

ら「ＮＴＴデータマネジメントサービ

は取り組んでいましたが、２００８年か

当社では、以前から一部の業務集約に

も、システム統合は必須になります。

でも業務を集約できるようにするために

につながるとは限りません。世界のどこ

がる。しかし、それが必ずしも全体最適

うが言葉も通じるし安い」という声が上

れば、
「オフショアにするなら東欧のほ

ある。そのなかで、グループ企業それぞ

きた最適なやり方がある」という意識も

す。さらに各社には、
「歴史に育まれて

ネスの特徴が経理の業務にも反映されま

る企業がたくさんあります。当然、ビジ

コンサルティング、物販など業態が異な

もに業務の標準化の検討を始めています。

今後の取り組みをお聞かせください。

当初は国内から始めたＳＳ活用ですが、
今後、海外売上高を国内と同じ１兆円レ
ベルに引き上げることを目指しており、
さらにグローバル展開に貢献できる存在
になることが求められています。海外業

しています。経理・財務では、無錫で定

拠点があり、それをグループ全体で活用

は、それぞれ無錫とインドにＳＳを担う

中国とアメリカで買収した開発会社に

解を得やすかった側面もあるでしょう。

でに常識となっており、他業種よりも理

ソフトウエア開発では、オフショアはす

れますが、当社の主な事業の一つである

ＳＳ業務のオフショアは難しいといわ

海外グループ会社のＣＦＯとの定期的な

共有して事業成長を手にする」ために、

できるのです。グループ全体で「価値を

経理・財務部門へと強化していくことが

よって全体最適を実現する、価値の高い

割をしっかり担うからこそ、事業貢献に

構築する土台となります。ＳＳがその役

ＳＳは、グローバル経営のインフラを

は、最適地の見極め方も異なってきます。

ます重要になるなど、国内中心の段階と

務の集約を想定するとインド拠点がます

型的な入力やチェックを、インドで連結

将来像を描いています。

Ａ」の理念を共有しながら、そのような

会議などでも、
「ＯＮＥ ＮＴＴ ＤＡＴ

なります。たとえばドイツの子会社であ

オフショアでは、やはり言語が課題と

決算に関わる業務を行っています。

ンドに展開されています。

オフショア拠点として、中国・無錫とイ

オフショアの障壁を
乗り越える

終始してしまいます。

ション向上も苦労する部分です。そのた
めの制度を整えるだけでなく、事業部か
ら必要とされる存在になるにはどうすべ
きなのかという事業マインドを持って、
高い専門性を持つ価値の高い組織になっ
ていかなければなりません。

む しゃく

また、ＳＳで働く人材の育成やモチベー

るようになった狙いをお聞かせください。

シェアード・サービス（ＳＳ）を活用す

単なるコスト削減に
終わらせない

業務効率化のみならず
グループ経営の
基盤として確立を目指す
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