
本稿では、BIソリューション・フレームワークの概要、お

よび適用例を紹介する。

当社が提供する「BIソリューション・サービス」には、BIシ

ステム構築のための開発方法論である「BIプロフェッショナ

ル・サービス」、BIシステム構築のための道具立てである「BI

ソリューション・フレームワーク」がある。

「BIソリューション・フレームワーク」における「BIツール」

は、次の６つにBIテクノロジーを分類している。それは、①デー

タの抽出・変換・挿入（ETL：extract, transform and load)、

②データウェアハウス/データマート、③検索/分析/OLAP、④

レポート、⑤データマイニング、⑥分析アプリケーション、で

ある。
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概要
現在、社内に蓄積されたデータを情報に加工し、企業全体の知識として体系化し、戦略的な意思決定

に繋げようとする動きが各企業に見られる。

当社の提供する「BIソリューション・サービス」は、BIシステムを構築するための開発方法論として

の「BIプロフェッショナル・サービス」とBIテクノロジーを階層的に定義した「BIソリューション・フ

レームワーク」の２つからなり、BIソリューション・フレームワークは「BIプラットフォーム」「BIツー

ル」「BIテンプレート」から構成される。

BIシステム構築にあたっては「BIソリューション・フレームワーク」を利用し、その上にアプリケー

ションを実装する方法をとる。そのメリットは、コストを抑え、短期間で意思決定のためのシステムを

提供できることである。当社では、このようなＢＩシステムの構築を多数手がけており、事例も豊富に

ある。今後も、そのノウハウと経験を活かし、お客様のニーズに合ったB Iシステムを構築し続けるもの

である。

1. はじめに

2. BIソリューション・
フレームワークの詳説

企業が戦略的な意思決定につなげるため、企業内の蓄積され

たデータを有効に利用できる形、すなわち情報に加工し、その

情報を企業全体の知識（インテリジェンス）として体系化した

ものが「BI（Business Intelligence）」である。当社では、

そのBIをITの視点から見たものを「BIテクノロジー」、BIテ

クノロジーを利用した情報システムを「BIシステム」と呼ぶ。ま

た、BIテクノロジーを実現する製品群を「BIツール」として

いる。BIシステム構築のためには、BIツールだけではなく、

「BIプラットフォーム」や「BIテンプレート」も必要になる。

当社では、「BIプラットフォーム」、「BIツール」、「BIテンプ

レート」を「BIソリューション・フレームワーク」の中に階

層的に定義し、お客さまのニーズに合わせて、当社が最善と判

断する組み合わせを選択し、お客様ビジネスの成功に貢献する

全体最適なシステム構築を目指している（１）。

インテックのＢＩソリューション・フレーム
ワークの紹介とその適用事例について

Case Study of INTEC’s BI Solution Framework

麻野　洋 岩井　毅
Hiroshi Asano Tsuyoshi Iwai



11

図１に、BIソリューション・サービスの概要を示す。

BIプラットフォームはBIシステム全体の基盤を指す。BIプ

ラットフォームは①データ統合基盤（EII：Enterpr ise

Integration Infrastructure）、②情報配信基盤（IDI：

Information Delivery Infrastructure）の２つから構成され、

データを転送・加工するためのプラットフォーム(基盤)とな

る。データ統合基盤は業務アプリケーション同士の接続性のた

めの基盤であり、情報配信基盤は業務アプリケーションと利用者

（エンドユーザ）の接続性のための基盤である。また、データ

統合基盤はバッチ処理（またはリアルタイム処理）に対し、情

報配信基盤はインクワイアリ処理という違いがある。近年、後

者ではWeb配信の技術採用が多い。

企業には、従前のホストコンピュータだけなく、クライアン

ト・サーバー・システム等の分散環境の浸透により、企業内の貴

重なデータが、様々なアプリケーションや異なるプラットフォー

ムに散在している。また、業務面から見ても、散在するデータ

について、そのままのデータ、１次加工したデータ（集計デー

タ）、あるいは、データから変換した情報について、業務的連

携の重要性が高まっている。

具体例としてCRMの場合を示す。CRMの本来の目的は「顧

客単位の収益の向上」であるため、①顧客の現状・問題点を把

握し、②原因を推測した後、③クロスセリング、アップセリン

グ等のプロモーション施策を講じる、という業務の流れになる。

このため、最初に、コールセンター、Web、SFA等といった

企業とお客さまとの接点（コンタクトポイント）で収集・蓄積

される顧客データをかき集めて、基幹系システムのデータと突

合せ、全社的に一意に決まる顧客管理単位で、購入した商品や

金額、それに対応する原価、プロモーション費用等のコストを

算出し、情報を格納する必要がある。この基盤がデータ統合基

盤である。次に蓄積された情報を「顧客の生涯収益」を増やす

プロモーション計画を立案したり、その計画を現場に配信する

基盤が情報配信基盤である。

従来、データを収集するためには、業務アプリケーションの

間を１対１の経路で結び、両端の業務アプリケーション内に、

それぞれデータ加工プログラムを実装するという部分最適で対

応していた。近年は、接続する経路が増し、また、接続する業

務アプリケーションの種類が増加しているため、部分最適の対

応では限界にきており、大きなコスト負担や手間がかかってき

ている。このため、データの転送と加工について、業務アプリ

ケーションから独立し、かつ、企業内の共通的なプラットフォー

ムとして、データ統合基盤や情報配信基盤を構築する企業が増

図１　インテックのBIソリューション・サービスの概要

2.1 BIプラットフォーム

図２　データ統合基盤と情報配信基盤
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加している。

「BIツール」とは、BIテクノロジーを利用した各種ソフト

ウェアやツールのことである。

最近の傾向として、BIツールそれぞれの技術的な垣根が低く

なってきている。つまり、ひとつの技術を採用した単機能ソフ

トウェアやツールが姿を消しつつあり、複数の技術を取り込ん

だ高機能なものが増えてきている。以下に、BIテクノロジー

の概要を説明する。

（1）ETL

ETLは基幹システムからデータを集めてくる技術であ

る。データソースからのデータの抽出（Extract）、デー

タの変換（Transform）、目的のデータベースへのデータ

の挿入（Load）を行うデータ統合基盤を構築する主要な

BIテクノロジーである。

一般的に、企業の基幹システムは部分最適でシステム構

築をしているため、各システム間のデータの定義が統一さ

れていないことが多い。様々なOSやRDBMSの上で、同

じ意味でも違った表現をとっているデータが蓄積されてい

ることが多い。例えば、ホスト、UNIX、またはWindows

などのOSに、OracleやMS SQL ServerなどのRDBMS

（データベース管理システム）がそれぞれ稼働しており、

同じ商品マスター情報でも、販売管理システムのコード体

系と仕入管理のそれとは異なる区分コードを使っている、

といった具合だ。それらの種類が異なるOSやRDBMSの

それぞれから、データを引き抜き、データの意味を揃える

加工処理を施すためには、相当な手間と労力が必要である。

我々の経験では、手作り開発を行う場合の工数と期間は、

システム構築全体工数の６０％～７０％を占めている。それ

に対して、ETLを利用した場合は、手作り開発の場合の

３０％～５０％の工数と期間で実施できる。エンドユーザの　

ニーズを迅速に実現するためにも、データの抽出・加工に

ついては開発のスピードが要求されている。

近年、ETLと比較されるものとしてEAI（Enterprise

Application Integration）がある。どちらもデータ転送

するという意味では同じであるが、バルク転送、データク

レンジングの可否等で違いがある。

（2）データウェアハウス/データマート

データウェアハウスは、ETLで取り出したデータを溜め

込む“器（うつわ）”の技術である。しかし、格納された

データを大きな倉庫（Warehouse）から探し出すことは

手間と時間がかかる。このため、倉庫から業務目的別に

データを切り出して、エンドユーザが利用しやすいデータ　

に形を整える。その小さな“器”をデータの店舗（Mart）

と言う。一昔前は、大福帳システムと呼ばれるハードウェ

アとRDBMSが一緒になったような機器であったが、現

在では、OracleやMS SQL Server などが使われる。

（3）検索/分析/OLAP

検索/分析/OLAPは、データウェアハウスやデータマー

トに入っているデータを情報として取り出す技術である。

情報配信基盤（Web配信）を構築する主要なBIテクノロ

ジーである。OLAP（オンライン分析処理）はデータを

キューブ等の多次元の形で取り出し、分析する技術である。

分析したい指標（ファクト）について、製品、チャネル、期

間など複数の切り口（次元）によるデータ分析が可能であ

る。管理者が業務管理等を行うため、過去の実績データなど

図３　ETLの概要

表１　ETLとEAIの比較

2.2 BIツール（2）



報を盛り込んだ分析画面群、および意思決定のための切り口や

KPIなどを定義したデータベース構造を用意している。

BIテンプレート導入のメリットは、短期間に導入効果を享

受できるBIシステム構築が可能な点である。当社では、流通

業・金融業・製造業の各業種向けの独自のBIテンプレートを

提供している。詳細は、本特集に掲載した秋葉の論文を参照し

て頂きたい（4）。

（1）流通業マーチャンダイザー向け商品分析テンプレート

「流通業マーチャンダイザー向け商品分析テンプレート」

は、流通小売業のMD（Merchan Dising）戦略策定に特

化した機能を持つこと、 顧客の商品支持率であるP I値

（Purchase Index：購買指数）の視点で店舗や商品のポテ

ンシャルの相対分析を可能としていることが、大きな特長

となっている。

（2）B2Bコラボレーションテンプレート

「B2Bコラボレーションテンプレート」は、お客さまの

POSデータを利用した分析テンプレートを用意している。

このテンプレートを利用し、お客さま社内にとどまらず、

お客さまの取引企業との情報共有の仕組みを提供するもの

である。

お客さまの意思決定支援をするばかりでなく、売上状況

等を把握できるようにPOS情報を公開することで、お客

さまと取引企業間で情報共有を図り、双方にとって有益と

なるような協力体制、協調関係の構築を推進することを目

的とする点が大きな特長である。これは、当社のシステム

構築経験に基づいて提案するB2Bシステムのあり方でも

ある。
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を把握する技術として広く浸透しており、OLAPはBIテク

ノロジーにとって重要な要素のひとつである。

（4）レポート

レポートは定型的な情報（帳票）を配信する技術である。

分析というよりも情報の共有化を目的とする場合に用いら

れる。検索/分析/OLAPとともに、情報配信基盤（Web配

信）を構築する主要なBIテクノロジーである。

（5）データマイニング（3）

データマイニングは、大量なデータからコンピュータが

自動的にデータ相互の関係などのルールを導きだす技術で

ある。「スーパーで紙おむつとビールを同時に購買する傾

向が高い」という有名な話があるが、典型的なデータマイ

ニングの事例である。

データマイニングを行う際の留意点として、①入力とな

る生データの精度と欠損データの補正、②データマイニン

グのルールやモデルの作成、の２点である。特に、後者は、

理論を知る「データマイニング技術者」、実践する手段を

提供できる「IT技術者」、そして業務について精通してい

る「実務者」が三位一体となり、得られたルールやモデル

を検証することが重要である。

（6）分析アプリケーション

分析アプリケーションは、経営者層に対する情報を提供

する技術である。経営者が戦略的に意思決定するために、

自分たちのビジネスが現在どの位置にあるのかということ

を一見して把握できる「経営ダッシュボード」などがある。

CPM（１）のひとつであるBSC（バランス・スコア・カード）

なども分析アプリケーションである。これら企業パフォー

マンスを測定する評価システムは、目標値と実績を比較し、

そのギャップを可視化することで、経営者の判断を支援す

る。

「BIテンプレート」とは、短期間でかつ安価なシステム構

築を実現するため、「BIツール」を基盤として、業種・業務・

組織の視点ごとに、分析画面やデータベース構造をモデル化し

たものである。

BIテンプレートは、当社の豊富な開発経験に基づき、これ

までのBIシステム構築を通じて得た業務ノウハウ、経営課題

や業務課題の解決策、および業界毎や業務毎の留意点に基づい

て、PDS（PLAN－DO－SEE）の経営サイクルに寄与する情

2.3 BIテンプレート

図４　BIテンプレートの概要
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当社のBIシステム構築は、BIソリューション・フレームワー

クを基盤とし、その上にアプリケーションを作成することを方

針としている。そのメリットは以下のとおりである。

¡最新のBIテクノロジーを簡単に導入できる。

¡生産性が高く、短期間で安価なシステム構築が可能である。

¡保守性、運用性が高く、導入後の運用コストも抑えること

ができる。

¡BIテンプレートを導入する場合、BIツールの上にのせると

容易に適用できる。

当社では、このようなBIシステムの構築を多数手がけてお

り、その経験をノウハウとして蓄積している。当社はこの蓄

積を活かし、お客様のニーズに合ったシステム構築ができるも

のと自負している。

表２に、当社で取り扱っている主なBIツールを示す。

当社は、これらのBIツールを用いて、BIシステムを構築する

ために、以下のBIプロフェッショナルサービスを提供している。

¡BIコンサルティング・サービス

¡BIテクニカル・サービス

¡BIメンテナンス・サービス

¡BIトレーニング・サービス

当社のBIテクノロジーを利用した、システム構築適用例に

ついて以下に紹介する。

（1）Web OLAPの適用例

この事例は、典型的なBIシステムの構築事例である。

データウェアハウス/データマートに蓄積された情報に、

Webブラウザを介してアクセスし、OLAP分析を行うWeb

OLAPのインターフェースを提供する。また、クライアン

ト・サーバ形式のクライアントは、OLAP分析を行うとと

もに、新たな分析のためのデータフローを作成する環境を

提供している。

（2）データマイニングの適用例

この事例は、キャンペーン管理システムの事例である。

基幹系システムから、ETLでデータを抽出・変換して、

データマイニング専用のデータベースにロードし、その

蓄積データに対してデータマイニングの手法でキャンペー

ン対象顧客を抽出する。キャンペーン計画を立案した後、

支店等に対してキャンペーン計画を情報配信する。

表２　当社が取り扱うBIツール

3.2 当社の取り扱いBIツール

3.3 BIツールの適用例

図５　製造業の販売チャネル分析の事例

図６　キャンペーン管理の事例

3. 当社のＢＩフレーム・ワークを
利用したBIシステム構築

3.1 BIシステム構築の方針



（3）BIテンプレートの適用例

この事例は、「B2Bコラボレーションテンプレート」の

BIシステムの事例である。地域一番店（特定地域の特定業

種において、いわゆる元気のある小売業）のPOSデータを

メーカや問屋に対して有償で提供し、小売店の仕入政策の強

化を図ると同時に、システム投資の回収ができる。メーカや

問屋は、POSデータの生データを入手できるので、商談の

際の活用や小売店との関係強化につなげることができる。本

特集に掲載した秋葉の論文を参照して頂きたい（4）。

（4）ETLの適用例

この事例は、BIシステムではなく、基幹系業務システ

ムにおけるデータ統合基盤として、オブジェクト指向の

GUI開発技術を実装するETLを導入した事例である。

ニューヨーク等世界十数カ国の海外拠点にある基幹系シス

テムからのデータ収集システムである。ETLを採用した理

由は、①海外拠点の基幹系システムにおけるコード体系、

データ集約単位等々の違いによる開発工数増大の大幅削

減、②海外拠点の時差を起因とする運用負荷の軽減、③

ETLによるプログラムの保守性の向上、④バルク転送によ

るデータ転送効率の向上、の４つである。
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以上、BIソリューション・フレームワークについて概観し

てきた。当社は、ビジネス、経営における判断をすばやく行う

ための仕組みを、系統的、組織的にデータを収集して優位な情

報に加工し、ユーザの意思決定に活用できるものとしてBIシ

ステムを提供してきた。

今後も、当社では、前述のBIテクノロジー６分野を柱とし

た取り組みを推進していく。

その過程において、新しい要素技術やシステムとの連携を図

り、お客さまの抱える課題の解決に向けたシステム構築を実現

するための取り組みも併せて進めていく。

そして、当社のITソリューションの総合力と連携し、これら

を活かし、当社ならではのトータル的なソリューションを提供

することを目的として、更なる技術力、提案力の強化を、今後

も継続していきたいと考えている。
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図７　B2Bコラボレーションテンプレートの事例

図８ ＥＴＬをデータ統合基盤として利用した事例（データ収集システム）
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