
企業情報の中には、利益拡大やコスト削減に繋がるデータが

数多く眠っている。これらの情報を有効活用することがBIシ

ステムの導入目的である。単にデータの角度を変えて見るだけ

ではなく、経営に活かして初めてBIシステム導入の投資効果

が得られる。

お客さまでは、分社化による企業変革が求められていた。本

稿では、お客さまの事例を通し、BIシステムが事業強化にど

のように繋がっているかを説明する。

お客さまは、経営母体であるオムロン株式会社様（以下、オ

ムロン様）のヘルスケア事業を引き継ぎ、２００３年７月に設立

された。オムロン様では「グループ企業価値の長期的最大化」

を経営目標とし、個々の事業強化によるグループ全体の強化を
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1. はじめに

概要
経営の効率化を図り、企業体質を転換するツールとして、BI（Business Intelligence）が注目されてい

る。多くの企業が積極的にBI導入に乗り出しているが、すべてが成功に繋がっているわけではない。BI

は経営戦略を立案するためのツールである。その導入の目的を明確にし、データを活用する体制を整え

なければ単なるツールとしての域を抜け出せない。本稿では、オムロンヘルスケア株式会社様（以下、

お客さま）の事例をもとにB Iシステム活用の有効な事例を紹介する。

今回紹介する事例は、既存のBIシステムの再構築事例である。従来システムが売上実績を把握するた

めの仕組みであったことに対し、本システムでは「収益の把握」や「営業の目標管理」という従来の仕

組みには無かった新たな機能を追加した。本稿では、これらの機能が必要となった背景や導入目的を中

心に説明する。

オムロンヘルスケア株式会社様　
BIシステム導入事例

Case Study: Introduction of the Business Intelligence System for OMRON HEALTHCARE

仲田　裕子
Yuko Nakata

2. 導入の背景/目的（1）（2）

図っている。ヘルスケア事業の分社化は、迅速かつ市場に最適

な事業運営を目的として行われ、これらを実現することによる

事業拡大が期待されていた。このような背景から、お客さまで

は、「事業スピード、事業ポテンシャルの最大化」、「現有事業

の高収益化」や「新規事業の創造」を中期経営計画として掲げ、

これらを実現する手段の１つとしてBIシステムの導入を決定さ

れた。

お客さまは、株式会社プラネット（以下、プラネット社）の

日用品/化粧品/雑貨業界VANの参画メーカであり、従来シス

テムでは業界VANプラネットの販売データを分析する（売上

実績を把握する）仕組みを実現していた。今回の開発はシステ

ムの再構築であるが、従来の機能に加え、次の（１）～（４）で

示す目的を実現するための収益改善の仕組みを提供することを

目的とした。

なお、プラネット社は、１９８５年に設立された「日用品 /化

粧品/雑貨業界VAN」の運営会社である。プラネット社は創業

2.2  導入目的

2.1  導入の背景
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以来、電子データ交換システム（EDI：Electronic Data

Interchange）事業を展開し、この業界における流通オーガ

ナイザとしての役割を果たしてきた。現在では、プラネット社

の業界VANには２５０社以上のメーカと約４００社の流通業者が参

加し、毎月約８,０００万レコード以上のトランザクションを処理

している（3）。

（1）収益の把握

最大の導入目的は、セルアウト（卸店から小売店への

商品の流れ）の収益を把握する仕組みを構築し、収益を

向上させることにあった。お客さまの主要商品である血

圧計・体温計などの既存参入市場は成長鈍化傾向にあり、

短期的には大きな売上成長が見込めない状態であった。

そのため、それまでの売上重視の方針から、利益そのも

のを最大化する方針へのシフトが求められていた。

従来システムではセルイン（お客さまから卸店への商

品の流れ）の収益/売上実績を把握する仕組みとセルア

ウトの売上実績を把握する仕組みはあったが、セルアウ

トの収益を把握する仕組みがなかった。このため、より消

費者に近い小売店（販売店）の収益動向を把握すること

ができず、適切な戦略を立てることができない状態であ

った。本システムでは、セルアウトの収益情報を提供する

ことにより、顧客の動向に沿った戦略を立案し、利益向

上に繋げることを目的とした。図１にセルイン/セルアウ

トの概要を示す。

利益は「利益 = 売上ーコスト」で表され、利益を上げ

るためには売上を上げるかコストを下げる必要がある。

本システムでは、「利益」、「売上」と「コスト」のそれぞ

れの情報を各営業担当者に開示することで、 担当者自

身が現状を把握し、次のアクション立案に役立てること

を可能にした。さらに、商品（型番）や卸営業所レベル

など細かいレベルでの分析を実現することで、 特定の

商品や卸店での組合せなど具体的なセグメントでの収

益を把握することを可能にした。これにより、各セグメ

ントに対して行った戦略がどのように収益に繋がった

のか、その戦略が成功/失敗であったのかを、担当者

自身が判断することが可能になった。

（2）共通言語（＝数値）による優先順位付けの実現（セグメン　

テーション）

第２の導入目的は大きな利益が得られるターゲットを

効果的に狙って投資効率を高めることにあった。こ

れはセグメンテーションという手法が基になっている。

セグメンテーションは、大きな市場を何らかの基準や

条件を使って細分化して層別しようとすることである。

さらにターゲットマーケティング（ターゲットに応じた

アプローチ）と組み合わせることにより、セグメンテー

ションの優先順位づけを行うことを目的とした。特に

顧客の切り口でのセグメンテーションは、顧客との関

係を深め、顧客シェアの拡大を図る効果が期待される。

従来システムにおいても、データの切り口を様々に変

えて、分析する仕組みであるOLAP（On-Line Analytical 

Processing）機能を実装していたが、営業担当者が必

要とするレベルの切り口が不足していた。そのため、セ

グメンテーションは十分に行えているとは言えなかった。

本システムでは、従来システムと同様にOLAP機能を採

用し、様々な角度からデータを分析する機能を提供した。

さらにデータマートそのものの追加や従来データマー

ト構成に対して項目を追加することによって、従来システ

ムに比べより細かいレベルで、しかも豊富な切り口の

組合せで、 売上を把握することを可能にした。この仕

組みにより、全体あるいは個々の切り口での顧客のセ

グメンテーションのレベル（上位/中位/下位など）を把

握することができ、ターゲットに応じたサービスの提供

が可能となった。

（3）営業の目標管理の実現　

第３の導入目的は予実管理を徹底することで、目標利益

をクリアすることにあった。

従来システムでは、セルアウトベースで目標管理行

図１　セルイン/セルアウト売上の概要
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う仕組みがなく、顧客に即した進捗管理ができなかった。

本システムでは、営業担当者ごとに卸店営業所、チェー

ン、商品ユニットという細かいレベルで日々の予算を

チェックする機能を提供した。個々の営業担当者は、各自

の予算達成状況を把握し、現状の問題点（予算未達領域）

を確認する。ここで発見した問題点に対して集中的に対

応するなり、軌道修正するなどして、効果的な営業活動

計画立案に役立てることができる。それにより、各担当

者自身が、各自の目標利益を達成することが可能となる。

部門レベルで見た場合も、様々な角度やレベルでの予

実分析を行うことにより、問題点の早期発見や対応策の

適用に繋げる効果が期待できる。

（4）システム運用効率の向上

第４の導入目的は、運用効率化によるコスト削減だった。

急速な市場の変化に伴い、分析の視点は日々変化する。

営業担当者からの各種セグメンテーションの更新要件

に対し、迅速かつ効率的に対応することを通して、運用

コストの削減を目指した。

従来システムでは、あらかじめ集約データを保持する

仕組みとして、多次元データベースが基盤となっていた。

多次元データベースは一度構築すれば検索速度は速いと

いうメリットを持つ反面、データの変更/追加の度に多

次元データベースを再作成しなければならないというデ

メリットを持つ。このため、データの変更や追加にとも

なう運用負荷が掛かっていた。

本システムでは、数値データを中心に属性情報を周り

に配置するテーブル構造である、スタースキーマ構造を

採用することで、データマート上のデータの変更や追加

への柔軟な対応を実現した。このスタースキーマ構造で

は、最下層のキー項目の変更を除いて、キー項目の変更

があってもデータマートの再構築（再ロード）を行う必

要がなく、多次元データベースに比べ、低いコストでの

運用が可能となった。 さらに本システムでは、 ET L

（Extract /Transform/Load、抽出/変換/挿入）機能を

採用したことにより、ソースデータの変更に対しても柔軟

に対応することが可能となった。

図２　システム概要



本システムは、お客さまの基幹データベースを基に分析を行

う仕組みを提供している。基幹データベースには、グローバル

経営情報システム、受注・出荷・売上の基幹システム、エリア

マーケティングや外部の他システムからのデータが、収集され

る。基幹データベースのデータをソースとし、目的別に作成し

たデータマートをユーザ自身がOLAP分析を行うようになって

いる。今回、この基幹データベースからのデータマート作成、

分析環境の提供までの一連のシステムを構築した。

従来のシステムの基本機能に加え、以下の点を強化した。

¡売上だけでなく、収益を把握することができる。

¡従来なかった予実管理機能の追加。

¡グラフ表示によるビジュアル面の強化。

¡端末にはブラウザのみで検索ができるWeb検索。

¡市場変化のスピードに対応できる開発生産性の向上。

¡新しい切り口の追加（チャネルや担当者など）。

¡Web上で自由な分析と個人別メニューを実現。

図２に本システムの概念図を表す。

本システムの画面は、以下の項目で構成される。

（1）条件画面

ユーザインタフェースを意識し、様々な切り口での分析　

を可能にしている。セグメンテーションを意識した条

件設定が可能になっている。
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3. システム概要
3.1 システム概要

3.2  画面構成

（2）収益管理（セルイン/セルアウト）推移/マトリクス画面

卸店別、商品別、部門別や法人別の切り口で収益を表示

している。どのセグメントでどれだけの利益が出てい

るか、あるいは利益を出すための改善ポイントはどこか

を、経営者または管理部門が確認し、営業担当者は自ら

が立案する際に利用する画面である。

（3）セルアウト管理画面

卸店別、商品別、部門別、法人別やエリア別の切り口

でセルアウト実績および取扱店数を把握する画面である。

予実を把握できる機能を追加し、目標の進捗管理も可能

にしている。

図３　条件画面サンプル

図４　収益管理推移/マトリクス画面サンプル

図５　セルアウト管理画面サンプル
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（4）返品管理（セルイン/セルアウト）画面

セルアウトやセルインの返品実績を把握する画面であ　

る。返品を把握することにより、過剰返品の削減を目指

している。

（5）市場動向管理画面

市場の状況を金額、台数やシェア率で管理している。ヘ

ルスケア業界の中での最新の位置付けを把握するための画　

面である。

当社で推奨するBIシステムの開発は、次の手順で行っている。

①情報化戦略立案

②業務分析/要件定義

③システム設計

④インフラ構築/システム連携

⑤システム開発/テスト

⑥導入計画/導入

この中で特に「①情報化戦略立案」、「②業務分析/要件定義」

が、BIシステム導入の成功の鍵を握っている。漠然とした目

的で導入しても、明確な結果は得られず、導入効果は得られな

い。まず、企業の経営理念を把握し、明確な戦略を立案する。

そして、利益を上げるためには何に着目すべきか整理する必要

がある。その上で、必要な目標達成尺度（KP I：Key

Performance Indicator）を洗い出し、それらのデータを分

析する仕組みを構築していくことになる。

本システムでは、KPIを明確にすることにより、お客さまの

経営理念に基づいた戦略立案に寄与する仕組みを実現できた。

BIシステムを構築するにあたっては、まず「なぜその分析

を行うのか」という分析の目的を明確にする必要がある。当社

では、「導入目的の明確化」を重視し、BIシステムにおける要

件定義のサポートを行っている。次に、具体的な要件定義の手

順について説明している。

（1）ビジネスモデルの把握

企業理念、中長期戦略や重要課題などから、企業にとっ　

て何が重要なのかを把握する。さらに、企業の「強み」や

「弱み」を洗い出し、企業の現状を把握する。

（2）B Iシステム活用戦略の立案

BIシステムを活用して、何を実現したいのかをお客さ

まに対してインタビューし、具体的な戦略を立てる。

（3）ビジネスモデル・戦略の分析

「ビジネスモデルの把握」および「B Iシステム活用戦　

略の立案」を実施し、これらを分析目的としてまとめる。

また、分析を行うために必要なデータは何かを確認し、さ

らに足りないデータの洗い出しを行う。それをもとに分析

の切り口およびKPIを確定する。

図６　返品管理画面サンプル

図７　市場動向管理画面

4. 開発について
4.1  BIシステム開発手順

4.2  業務分析/要件定義



（4）ユーザが必要としているレポートを定義する。

「ビジネスモデル・戦略の分析」で洗い出した切り口と

KPIをレポート（分析画面）として定義する。レポートは、

日本語表現として生成している。例えば、「Ａ別Ｂ別Ｃ別　

Ｋ」というような表現でレポートを生成する。

例）レポート表現例

切り口（Ａ、Ｂ、Ｃ）：時間、製品、顧客

KPI（Ｋ）：売上、利益

レポート表現：時間別製品別売上、

時間別顧客別利益

これをもとに画面を定義する。

BIの導入を成功させるためには、企業の経営ビジョンを把

握し、それに沿った仕組みを構築する必要がある。明確な目的

を把握していなければ、成功はありえない。組織をどのように

したいのかという目的が明確でなければ、どんなにコストと時

間をかけて分析を行ったとしても将来の収益に結びつかず、無

駄に終わってしまう。

当社はBIソリューション・サービスとして、コンサルティ

ング・サービス（業務分析、要件定義）、テクニカル・サービ

ス（インフラ構築、システム設計）、メンテナンス・サービス

（保守、運用）、トレーニング・サービスを提供しており、お客

さまの収益増加に貢献するサービスであると自負している。

参考文献

（1）オムロンヘルスケア株式会社：“オムロンヘルスケア株式　

会社正式設立および役員人事のお知らせ”，オムロンヘル

スケア株式会社，（2003.7.1）

http://www.healthcare.omron.co.jp/corp/news2003/

0701.html

（2）オムロン株式会社：“GD2010”，オムロン株式会社，

（2003）

http://www.omron.co.jp/corporate/about_omron/

gd2010.html

（3）株式会社プラネット：“サービス内容”，株式会社プラネット，

（1999）

http://www.planet-van.co.jp/service/index.html

21

仲田　裕子
Yuko Nakata

・ビジネスソリューション事業本部
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