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概要
ユーザ部門への情報提供の効率化や有効化を図るために、近年多くの企業でDWH（DataWare House）

の導入が相次いでいる。基幹系システムの定着に伴い、情報系システムの整備が進んでいるが、その中

核的なツールであるDWHの定着・活用については、現在も試行錯誤の状態であり、導入にかかる有効な

方法論の整備が急がれるところである。

このようなことから、ケーススタディを通してDWHの有効活用にかかる一方法論を整理した。DWH

の有効活用には、ユーザ部門の情報ニーズの把握、即ちDWHの要件定義フェーズが極めて重要になって

くる。この要件定義において、「データマップ」と呼ぶ調査票を導入したことで、ユーザ部門が必要とす

るデータ項目やその分析軸の的確な把握が出来るようになった。

また、データマップにより、ユーザ部門のデータマートの計画・設計が非常に円滑に進み、その後のデー

タ活用の向上が実現した。

更に、DWHの活用や定着を促進するため、目標達成尺度を設定し、PDS（Plan-Do-See）を回し、常

にデータマートを見直していく仕組みを構築することが必要である。

1. はじめに
多くの企業の情報システム部門では、月次、週次、日次等に

おいて、多種多様の帳票を作成し、ユーザ部門に紙ベース等で

配付している。一方、ユーザ部門では、これらの帳票の活用が

なされなかったり、別途新たな帳票を作成していたり、場合に

よっては、配付されていることすら知らなかったりという状況

が多く見られる。これは、情報システム部門が作成する定型的

な帳票では、ユーザ部門が必要としている情報が不十分である

ことに起因している。例えば、「売上が落ちている」という情

報は、ユーザ部門は情報システム部門からの帳票による正確な

状況は別にしても大枠では把握しており、むしろ「何が落ちて

いるのか」、「どこが落ちているのか」、「なぜ落ちているのか」

を早く知り、次の行動や判断に役立てたいのである。

このため、ユーザ部門から情報システム部門に対して、問い

合わせや詳細な情報提供の要請が寄せられるが、情報システム

部門では日々の仕事もあり、体制面やコスト面等の制約からな

かなか対応できないものとなっている。このように、情報シス

テム部門とユーザ部門との間で大きなギャップが出来つつある

というのが、多くの企業で見られることではないだろうか。

企業内の情報活用は、全社的マネジメント基盤の統一という

観点から、各部門共通の情報をベースにするということが必要

である一方で、各部門での戦略的な行動のためには、その部門

にとっての固有な情報が必要になる。この二つの背反する要請

の中で、どのように全社的な情報提供をしていくのが最も効率

的・効果的であるのかが、今後情報系システムの整備において、

常に問われていくものと思える。

このような問題意識をもつ建材メーカのあるお客さまでの、

「社内の情報活用を向上させ、マネジメントの質を高めるため

の効率的・効果的な情報提供を実現する」やり方の検討にコン
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とする情報の一次情報源としての活用が多く出された。

利用頻度についても、月に１～３回程度となっている。これ

は、日次の帳票についても同様なものであった。日々、帳票を

作成し各部門に配付していても、利用部門では必ずしも、それ

らを活用しているとは限らないことになる。

一方、標準帳票以外に各部門が独自に情報を収集し、作成し

ている帳票がある。これらは、標準帳票を一次資料として、そ

こから必要なデータを手入力するものや、情報システム部門に

問い合わせて必要なデータを貰い、各部門特有の帳票に整理し

ているものが多く見られた。

資料の作成にかかる時間を見ると、１帳票あたりの平均作成

時間が７６.５分であった（表３参照）。これらの作成はほぼルー

ティン作業として行われており、１年間に帳票作成に費やされ

る時間は表３のように推定できる。非常に多くの時間が、各部

門において資料作成に使われていることがわかる。

次に、これら各部門で作成されている帳票について、その

データの項目とその分析軸（以下、切り口）を分析した。販売

計画、粗利計画、先行計画等の計画データが多くの帳票に使わ

れている。また、標準帳票に比べてユーザ部門の利用比率が高

いこと、粗利計画のデータは各部門で作成されている帳票でし

か使われていないことがわかる。これらをみると、各部門で作

成している資料について以下の様な特徴があることがわかる。

・作成は標準帳票からのデータの転記・入力作業が多く、ほぼ　

ルーティン化している。資料の作成には１時間以上もの時間　

が費やされている。

・部門によっては、これらの資料を作るため、EXCELを使用

している。

サルタントとして当社も加わり行うことになった。本稿では、

このお客さま（以下、単にお客さま）での検討をケーススタディ

として、企業の情報活用におけるDWHの導入に際しての重要

なポイントと有効となる手法について述べていく。

お客さまにおいては、経営体制（基盤）の強化を図るため、

マネジメント手法の統一という経営課題をかかえていた。その

具体的な対応策として、計画・予測の手法整備、業績評価方法

の統一等が考えられていたが、その基盤として、社内で活用す

る情報の整理・統合が大きなテーマであった。このため、「全

社的で基本的・共通的なマネジメントのための情報」と「各部

門による独自マネジメントの情報」の双方を効率的・効果的に

提供していく基盤をDWHを用いて整備していくことが考えら

れた。

さらに、お客さまではDWH導入に際して、その効果を測定

するため、「ユーザ部門での帳票作成の容易化・効率化の実現」

と「不活用帳票等の削除の実現」の２つの目標達成を掲げた。

お客さまにおいては、情報システム部門がユーザ部門に提供

している標準的な帳票が、従来の情報提供の中心的なもので

あった。

帳票数は３９であり、配付タイミング別帳票数は、表１の通り

となっている（以下、標準帳票）。

標準帳票について、各部門の利用状況は、わずかなもので

あった（表２参照）。

標準帳票の使い方としては、「拠点別販売推移のチェック」、

「売上の進捗管理」といった確認・チェックのためや「担当者

別売上日報を作成」、「優良成長店抜粋により実績（一覧・グラ

フ）を作成」「返品資料作成時に使用」といった各部門が必要

2．ケーススタディ

表１　配布タイミング別帳票数

表２　部門別標準帳票利用状況（帳票数：３９）

表３　ユーザ部門での資料作成時間（分/年）

2.1DWH導入の背景

2.2 情報提供の概要

2.3 各部門における標準帳票の利用状況

2.4 ユーザ部門での資料作成状況
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よる標準帳票を作成・配付し、ユーザ部門の資料作成負荷の軽

減と管理の充実を図ってきた。

しかし、ユーザ部門は標準帳票のデータのみでは、次の行動

や判断には十分ではなく、多くの時間をかけ独自の資料作成を

行っている。その中には、ユーザ部門独自のデータもあり、マ

ネジメントの統一基盤が薄らぎつつある。

一方で、ユーザ部門の要請に情報システム部門では、体制

面・コスト面等もあり、対応していくことは困難になっている。

このようなことの解決手段として、お客さまにおいて、

DWHの導入の検討が出されてきた。

システムの導入において、そのユーザ部門の要件を如何に適

切に把握できるかが、その後のシステムの活用度を決める大き

な要因となる。基幹系システムでは、日々の業務がその上に乗

るため、仮に要件を十分満たしていなくても一定の活用がなさ

れるが、情報系システムとなると要件を十分に満たしていない

限り使われなくなってしまう。このようなことから、DWHの

導入においては如何に十分にユーザ部門の情報ニーズを把握す

るかが、大きなポイントになってくる。

従来の情報ニーズの把握方法では、一般的にアンケート調査

が多く用いられている。調査側があらかじめ被調査側のニーズ

を想定して多くの情報項目を並べ、それに印を付けてもらい、

その多さでニーズが高いとするものである。

しかし、このような調査では被調査側は情報数の削減を恐れ

て、利用頻度の低い情報までも印を付ける傾向があり、一般的

に過剰な情報数が選ばれる結果となる。それらをDWHに格納

していくとコスト高になるだけでなく、検索に時間がかかるな

ど、使い勝手の悪いものになってしまう。

また、情報項目だけの把握ではユーザ部門が必要とする切り

口が把握できず、ユーザ部門にとっては、魅力の無いものとな

る。

矛盾するようであるが、DWHの有効利用には、ユーザ部門

が本当に必要とし利用頻度の高いものに出来るだけ絞り込む必

要がある。そして、多くの切り口と最新の状態で提供していく

ことが重要である。したがって、情報ニーズの把握、即ち

DWHの要件定義フェーズが極めて重要になってくる。

このようなことから、ユーザ部門の情報ニーズを的確に把握

し、かつDWHの設計につながっていく要件定義の方法が必要

になる。このため、ユーザ部門の情報ニーズを単にデータ項目

で把握するのではなく、その切り口とあわせて把握する方法を

検討した。この結果、表４の様なワークシートのもとで、ユー

・資料の利用は、部門内にほぼ留まっている。

・標準帳票はほとんど利用されず、資料には計画に関するデー

タが使われることが多い。

情報システム部門の標準帳票は主として、業務の管理・チェッ

クのための資料として活用されている。一方、活動結果の原因

分析や今後の計画策定等、次の行動や判断をするために、標準

帳票のデータに加え、各部門独自で必要となるデータの追加を

行って独自の帳票を作成している。このために情報システム部

門へより細かなデータを要求したり、標準帳票以外に、各部門

特有の帳票を要求してくるところもある。

このような状況に対して、情報システム部門では、標準的な

帳票出力や基幹システム改修の負荷もあり、ほとんど要求に応

えられていない。以上、お客さまにおける情報提供の現状は、

以下のようにまとめることができる。

（1） 標準帳票は多くの部門に情報を共通に提供するものとな

っている。

（2） 標準帳票は、計画との対比による実績の比較や原因追究

には十分とは言えない。

（3） 各部門は次の行動や判断のために、必要な分析や加工を

行う必要があるが、標準帳票では十分でない。

（4）このため、各部門において独自に資料作成が必要になり、

各帳票の作成に１時間以上もの時間が使われている。

（5） 各部門では、必要に応じて次々と資料を作成し、活用して

いると考えられるが、全社としての情報提供の形式を取

っていないため、情報システム部門では、それらの資料

の必要性を把握していない（各部門の情報ニーズを必ず

しも把握していない）。また、全社的なマネジメントの　

統一についての各部門との連携も取られていないと考え

る（部門によって異なるデータで、原因究明や判断がな　

されている可能性がある。このため、部門により、マチ

マチな方策が採られる可能性がある）。

お客さまでは、全社的なマネジメントの統一という側面から、

情報システム部門が多くの努力のもとに全社統一的なデータに

2.5 情報活用のまとめ

3. DWH活用にかかる要件定義
と導入方法

3.1 データマップによる要件定義の提案
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ザ部門のニーズ調査を行うものとした。このワークシートによ

り当該部門の情報ニーズが的確に把握でき、どのようなDWH

を設計したらよいかを導いてくれる。まさにマップの役割を果

たすことから、「データマップ」と呼ぶことにした。

このデータマップは、行としてデータ項目が並び、列とし

表４　データマップ（例）

て切り口を整理したものである。そして、各データ項目につい

て、ユーザ部門が必要とする切り口について●を付したもので

ある。また、このデータマップは、既存帳票と関連付けて作成

すると、ユーザ部門に提供されている既存帳票全体の情報提供

状況の全体像が把握されるものとなる。
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データマップによる要件定義の進め方を次に述べる。まず、

標準帳票及び各部門で作成している帳票をもとに、各部門での

活用度の高いデータ項目と切り口を抽出し、あらかじめ情報シ

ステム部門で該当すると思われるところに●を付けた。この

データマップは各部門別に作成した。

次に、作成したデータマップを各部門に配付し、データマッ

プの目的とその意味について説明し、以下の作業をお願いした。

・データ項目とその切り口について、必要なもの、不必要な

ものを再チェックする。（現状、●が付いていなくても、必　

要であれば●を付ける。反対に、●がついていても、不必

要であれば●を消す。）

・データマップに抽出されていなくて、各部門が必要とする

項目については、その項目と切り口を記入するとともに、●　

を付す。

これらのデータマップは、各部門での情報ニーズがデータ　

項目やその切り口にまでブレークダウンされて、直接把握　

できるものとなっている。

データマップは、各部門へ提供していくデータマートの原型

を示していると言える。したがって、各部門からのデータマッ

プをそのままデータマートとしていくことが出来る。

しかるに、各部門からのデータマップには、多くの部門で必

要としているデータ項目や利用頻度の高くなっているデータ項

目がある一方で、必要部門が一部に偏っていたり、利用頻度に

差のあるものも多く存在する。このように、各部門間で、必要

となるデータ項目や切り口には、共通性のあるものとそうでな

いものとが混ざってくる。

DWHやデータマートの設計においては、コスト/パフォー

マンスの観点から、当初に、データ項目の採用についての基準

を定めておくことが重要である。そして、データマップの整理

に当たって、各部門に示しておくことがポイントである。

これにより、効率的、効果的なDWHの設計が実現できるこ

とになる。

今回のケーススタディでは、以下の基準をもとに、DWHで

実現する情報提供のあり方を設定した。

・現状の標準帳票に使われるデータ項目や切り口は原則DWH

に持たせる。

・ユーザ部門から挙げられたデータ項目と切り口のうち、

3.3 データマップからDWHの構築へ

過半数の部門で共通のものはDWHに持たせる。

・定期的にデータマップによるニーズ調査を行い、DWH

に持たせるデータ項目や切り口を追加/削除していく。

次に、これらのデータ項目をどのような形で利用部門に提供　

していくかという、実現すべきDWHの構成を検討する。

DWHの構築を図１のような形とした。

・ DWHに格納する全情報はCDWH（Central DataWare House）

と呼ばれるデータベースに格納する。

・ CDWHからある規則に従ってデータを分割して持たせる

データマートを用意する。このデータマートは各部門単

位に構成し、部門に必要な情報だけが格納される。

・ DWHによっては、ユーザ部門がCDWHに直接アプローチ

し、適宜必要なデータマートを作成して、活用するという

形式もあるが、今回はレスポンスの迅速化を図るため、あ

らかじめ各部門のデータマートを作成しておく方法をとる。

また、DWH構築後は次のように帳票提供した。

これまで提供していた標準帳票はすべてDWHを活用し、

ユーザ部門が作成していくことも考えられるが、これは全社的

に見て作業に費やされる工数や費用からみて非効率であると判

断した。

そこで、DWH構築後の帳票作成の運用を次のようにした。

・既存標準帳票のうちデータマップ作成により、過半数の

ユーザ部門が必要としたデータ項目と切り口が含まれるも

のについては、従来同様情報システム部門で帳票を作成し、

配付する（情報システム部門は、全社共通の標準帳票を担当

するため、過半数の原理を適用した）。

・今後、標準帳票は定期的にデータマップによるニーズ調査

を行い、ユーザ部門から必要とされたデータ項目と切り口を　

もとに、標準帳票の見直しをしていく。

・ユーザ部門が作成していた帳票については、基本的にDWH

から各部門が作成していく。但し、上記のニーズ調査により、

多くのユーザ部門で必要とされたものについては、標準帳票　

として運用していく。
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図１　DWH構築の形



データマップによる要件定義方法のメリットは、ユーザ部門

の情報ニーズの曖昧性を排除して把握できることである。デー

タマップは、情報ニーズが、データ項目とその切り口にまでブ

レークダウンして明確に把握されるものである。

また、このような特徴により、DWHの設計に直接つながっ

ていくという大きなメリットも持っている。

実際にDWHにより、情報提供を行っていく際には、ユーザ

部門のデータマップから、整備するデータ項目や切り口の優先

順位を設定していく必要がある。この場合でも、データマップ

上にその優先順位を示すことにより、明確な整備プロセスが明

らかになる（表４参照）。但し、このような優先順位について、

円滑に各部門の合意を取り付けていくには、全社的な整備基準

が設定されていることが非常に大事である。これはDWH導入

に際して、既述したDWHへの採用基準と併せて、検討してい

くことが重要である。

さらに、整備プロセスを明確にすることにより、情報提供に

対するユーザ部門の負担（例えば、情報システム部門原価の配

賦）に対して客観性を持って設定していくことにも活用できる。

データマップの課題は、その作成の煩雑さを低減させること

である。データマップは、情報システム部門でその原案を作成

し、ユーザ部門で修正・追加を行い作成することが必要である。

ただ、データ項目とその切り口ごとに必要性を判断していく作

業は、非常に負担がかかるものである。このような作業は、

DWH導入の当初のみでなく、定期的に行っていく必要がある

ため、より一層煩雑な印象を与え、次第に行われなくなる可能

性を持つ。

このようなことを防ぐために、最初にデータマップの作成を

ユーザ部門に依頼するときは、その目的と内容、メリットにつ

いて十分に説明することが重要である。

また、ケーススタディでも行ったように、既存帳票の活用状

況から、事前にデータマップを情報システム部門が作成してお

き、それをユーザ部門がチェック・追加するようなやり方も導

入する必要がある。将来的には、DWHの活用状況を通して、

データ項目や切り口の利用頻度が自動的に把握できるようにす

4.2 データマップの課題と対策

ることも可能にしていきたい。

お客さまにおいては、DWH導入の有効性を把握するため、

２つの面から効果を測定するものとし、以下の目標を設定した。

（1）ユーザ部門の帳票作成時間の短縮

お客さまでは、従来帳票作成時間が１時間以上かかってい

た（表３参照）ことから、これを短縮することを目標とし

た。DWH導入後は、これら帳票作成にかかる情報収集時

間や標準帳票からの再入力時間はデータマートの整備に

より原則削減されることから、作業時間は出力の指示に

かかる時間のみと考えられる。よって、現状の９割削減を

目標とする。

（2）既存出力帳票数の削減

標準帳票及び各部門が出力している帳票について、DWH

構築によって従来使われていた帳票がどれだけ削減され

るのかを示したものが表５である。既存の帳票のうち、継

続使用する帳票はニーズ調査の結果により採用された帳

票だけであり、それ以外の既存標準帳票は基本的には削

減の対象とした。

お客さまでは、DWHの導入後、上記で試算した値を目標値

にして、継続的に目標達成尺度を測定していくことが予定され

ている。これは、DWH導入において、非常に重要なことであ

り、マネジメントサイクルの中で、DWHに対しても目標達成尺

度の測定、データマップによるニーズ調査とそれによるデータ

マートの見直し等を行っていく仕組みを構築することがDWH

の定着・有効活用を促進していく上で重要なものと考える。

表５　既存帳票の削減目標

川崎　和裕
Kazuhiro Kawasaki

・コンサルティング事業部
・企業や官公庁のシステム化計画策定、業務改善・
改革計画策定業務に従事

4．データマップによる要件　　
定義方法の評価

4.1 データマップのメリット 5. おわりに
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