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背景の説明： 

 

・「私は、ソフトウェア製品ベンダー、営業部長の 勅使河原 権蔵（てしがはら ごんぞう）です。」 

・「最近、マーケティン部門からくるリードのフォローアップや、イベントのサポートで忙殺されています

が、その忙しさが売上に結びついているという実感が無いという悩みを抱えています。」 

・「残念ながら当社には、マーケティング情報と営業の売上情報を、横断的に分析するためのシステムが整

備されているわけではありません。」 

・「IT 部門に依頼して、新しいリード分析システムを構築してもらうのはコストも時間もかかるため、急

には実現が難しいでしょう。」 

・「マーケティング部門からは、月に一度、マーケティング部門から創出したリードの情報をもっており、

それらは Excel で管理しています。」 

・「当社では、古くから営業売上システムのパッケージを導入していて、案件の分析をすることは可能です。」 

・「そこで、今回は、IT 部門を巻き込んだシステム構築のプロジェクト化を進めるのではなく、オラクル

社のクラウド型の分析サービスを契約し、営業部門内のリソースで分析を行ってみることにしました。」 

 

分析のシナリオ：Sales and Marketing 

マーケティング活動から創出されたリードが、果たしてどれだけ売上につながっているのか？ 

マーケティング部のどのチームが打った施策が良いリードを創出出来ているのか？ 分析するシナリオ。 

 

使用するデータ・ソース 

１．マーケティング部門のリード分析システム（Eloqua） 

２．営業部門の案件分析システム      （Sales Cloud） 

 

注目ポイント： 

２つのデータソースをブレンディングする過程でインサイトがどのように変化していくかに注目をしてみ

てください。 
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作成するデモの完成イメージ: 

分析１）マーケティング部門 リード分析（ソース：Eloqua） 

    －リード件数 

    －チーム別月別リード件数推移 

    －チーム別月別コンバージョンレート 

 

分析２）営業部オポチュニティ分析（データ・ソース：Sales Cloud） 

    －ソース別売上 

    －ソース別ステージ別所要日数 

    －ソース別オポチュニティ確度 
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アクセス＆ログイン： 

 

- https://cloud.oracle.com/ja_JP/data_visualization 

- サイン・イン 

 

 

- マイ・サービス > データ・センター/地域を選択 （例：US Commercial 2(US2)） 

- マイ・サービスにサイン・イン をクリック 

 

 

 

- Oracle Data Visualization Cloud をクリック 

https://cloud.oracle.com/ja_JP/data_visualization


Copyright © 2016 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  |             5 

 

 

 

 

- ホーム画面の表示 

- Visual Analyzer プロジェクトの作成 (Create > VA Project ) 
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1. マーケティング・リードデータのインポート： 

 

・「まず、マーケティング部が使用しているシステム（Eloqua）から、キャンペーン・リード情報データ

を直近半年分エクスポートし、そのデータを BICS に取り込んでみましょう。」 

 

 - Upload File > 

 

 

- Select File > Marketing_Leads.xlsx 
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・「クラウドに取り込む Excel ファイルのカラム（列）のカラム・タイプを指定します。カラム・タイプは

属性値（Attribute）か指標（Measure）のいずれかを指定します。通常は、Excel ファイルで文字 列と

して保存されているようなカラムは属性値として、数値として保存されているカラムは指標として指定し

ます。指標として指定する場合は、さらに集計タイプ（Sum, Average, Count など）を指定する必要があ

ります。」 

 

  - リード > データタイプ=Measure、集計タイプ= Count 

   - 営業クヲリファイ > データタイプ=Measure、集計タイプ= Count 

 

 

 

・この Excel シート自体にはリード件数に関するカラムがないのですが、Excel シートに含まれるレコー

ド数をカウントすることで算出することが出来ます。そこで、分析には基本的に使わないキャンペーン

に紐付いた一意の番号がリード件数を表す指標カラムとして使えるように設定することにします。」 
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２. Visual Analyzer プロジェクト画面の説明： 

 

・「データのインポートに成功すると、Visual Analyzer のプロジェクト画面が表示されます。」 

・「クラウド上に取り込まれた Excel シートのカラムは Visual Analyzer 画面左側のエレメント・タブに表

示されています。」 

・「これらのデータ・エレメント（カラム）を画面右側のキャンパスにドラッグ＆ドロップすることで直観

的でグラフィカルなデータ探索が出来るようになっています。」 

・「画面左側には他に３つの機能タブが用意されています。上から順番に、データソース・タブ、ビジュア

ライゼーション・タブ、インサイト・タブとなっています。」 

 ・「データソース・タブは取り込まれた Excel ファイルがデータセットとして表示されています。Visual 

Analyzer のプロジェクトでは、複数のデータセットを取り込んで探索できるので、複数の Excel を取り

込んだ場合は、ここに複数のデータセットが表示されることになります」 

・「ビジュアライゼーション・タブには Visual Analyzer で使用することができる各種ビジュアライゼーシ

ョン（棒グラフ、円グラフ、クロス集計表など）がリストされています。」 

・「インサイト・タブはストーリー・ナビゲーターを活用する際に活用します。」 

・「画面上部右側にはツール・メニューが用意されています。Visual Analyzer プロジェクトの新規作成や

保存、ストーリー・ナビゲーター、プレゼンテーションモード、ビジュアライゼーションの追加、キャ

ンバス・プロパティの設定などの機能へのアクセスが提供されています。」 
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2. マーケティン部のリード分析：  

 

・「事前作業は、これで完了です。早速、マーケティング部には何件のリードがあるのか確認してみましょ

う」 

 

 - Marketing_Leads > リードカラムを選択 >右側のキャンパスにドラグ＆ドロップ 

       

 

 

・「Visual Analyzer では、ツールが自動的に最適なビューを推奨してくれるので、今回の場合、右側のキ

ャンバスに、横棒グラフが追加されました。しかしながら、退職者数を直観的に把握したいので、ビュ

ー・タイプを変更してみます。」 

 

- ビュー・タイプ > Tile(タイル)を選択 
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Tile（タイル）形式のビューに変更されました。タイルビューは数値を視覚的に把握する時に便利です」 

 

・「リード件数が 3,256 件あるということが分かりました」 

・「次にマーケティングチーム別のリード件数の内訳を見てみましょう。ビュー・タイプはカラムをキャン

バスに落とすときに明示的に指定することもできます。」 

 

  - リード、リード創出月、マーケティングチームのカラムを選択 >右クリック  

> Create Visualization > 棒（Stacked Bar）グラフ 

 

    

 

・「キャンバスに棒グラフが追加されました。チーム B が好調であることが分かります。他のチームと比べ

てかなり多い状況です。」 
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・「表現方法を変えて分析を進めたいと思います。」 

 

-グラフ上の探索ペインを下記のように編集 

リードカラム > Values（Y 軸） 

リード創出月カラム > Category（X 軸） 

リードステージカラム > Color 

マーケティングチームカラム > Trellis Columns 

 

 

・「グラフを見やすくするために、ビジュアライゼーションの位置や大きさを適切な形にします。」 

 

  - リード件数のビジュアライゼーションをクリックでつかみ、ステージ別リード件数推移の上にドラッ

グ＆ドロップで移動 

- 同ビジュアライゼーションの枠線下をクリックすると、「 ↕ 」が表示されるので、ビジュアライゼー
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ションを適切な大きさに調整します。 

 

 

・「次に作成したビジュアライゼーションを保存したいと思います。」 

  - メニューバーの Save ボタンをクリック、Save as を選択する。 

 

 - Name（保存名）に「マーケティング分析」と入力し、OK ボタンを押す。

 

・「My Folders に作成したビジュアライゼーションを保存できました。次に、営業がクヲリファイ（精査）



Copyright © 2016 Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.  |             13 

 

 

した案件に絞り込んで分析を進めます」 

 

 

- ビジュアライゼーション内の営業精査リードを右クリックし、Keep Selected をクリック  

 

・「雑多なリードの中から営業が精査した確度の高いパイプラインに絞り込んだ情報を見ることが出来まし

た。ビジュアライゼーション上部のフィルターペインに絞りこまれた条件を確認することが出来ます。

3256 案件中、営業が精査したリード件数は 780。チーム 2 が成績が飛び抜けて良いように思えます」 

 

 

 

・「次に、リードから営業がクをリファイしたのは何％かコンバージョン率を確認したいと思います。コン

バージョン率を把握するデータ項目がないので計算式を加えた新たなデータ項目を追加しましょう」 

 

 - フィンガーペインの My Calculation を右クリック  > Add Calculation 
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 -  Expression フィールドに次の式を入力  >   

Cast(営業クヲリファイ as double)/リード*100  >   

     ※営業クヲリファイとリードカラムは、フィンガーペインよりドラッグ＆ドロップで追加する。 

- Display Name はコンバージョン率と入力 > Validate をクリックし、式が正しいことを確認 

 >  Save 

※ここで Cast 関数を使うのは営業クヲリファイカラムのデータ型を Double 型として認識し、カウント出

来るようにするため。 

 

・「計算式を追加した新たなデータ項目が出来ました。次にチーム別月毎のパイプコンバージョンレートの

推移を確認しましょう。」  

・「先ほどリードステージで絞り込んだフィルタ条件を削除します。」 

- フィルタペインのフィルタ条件右上の Menu より Remove Filter を選択しクリック 
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・フィルタ条件が削除され、上記のチャートが表示されました。 

   

 

 - 先ほど作成した面グラフの右上の Menu を選択し、Copy Visualization をクリック  > Paste 

Visualization をクリック 

・「コピーしたビジュアライゼーションの表現方法を変えて分析を進めていきましょう。」 

・「マーケティングの各チームが創出したリードを、営業がどの程度案件としてクヲリファイしているかを

確認します。案件のコンバージョン率として分析を進めたいと思います。」 

 

-右のビジュアライゼーションで探索ペインを下記のように編集 

コンバージョン率カラム > Values（Y 軸） 

リード創出月カラム > Category（X 軸） 

マーケティングチームカラム > Trellis Columns 

 

・「金融チームは通年通して、リード件数が最も多く創出しており、公共チームは最も低いリード件数創出
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という事がわかります。Save ボタンで作成したビジュアライゼーションの上書き保存を行います」 

 

・「Visual Analyzer には Story Navigator という機能が用意されています。分析の過程を保存することが

出来るようになっています」 

・「マーケティング部の作成したリード分析で得られたインサイトを保存してグループの他のメンバーと共

有しましょう」 

 

-①インサイト・タブをクリック > ②フィンガーペイン右下の Add Insight をクリック ③Insight

と書かれている箇所をクリックし、タイトルを マーケティング部門 と入力 

 

３. マーケティン部のリード分析＋営業部のオポチュニティ分析：  

 

・「次に営業部が使用しているパイプライン分析のデータをアップロードし、先ほどのマーケティング・リ

ード分析のデータとマッシュアップしましていきましょう」 

 

①   ①  

② 

③ 
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- データ・ソースタブをクリック > フィンガーペインの右下 Add Data Source をクリック 

 

・「アップロードするファイルを選択します」 

 

 

 

- Upload File をクリック > Sales_Opportunity.xlsx  を選択 > 開く 
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・「アップロードした情報の定義を確認します。先ほど分析で使用したマーケティング部のデータ・ソース

と一致するキーとなる番号は マーケティングリード ID のため、こちらのデータ項目を前のデータ・ソー

スと紐付けます。」 

 

- 左から２つ目のデータ項目 マーケティングリード IDをクリック > 属性をMatch > Selected 

Columns で Eloqua_Leads からリード ID を選択  

 所要日数 > Measure の Average へ 

 オポチュニティ確度 ＞ Measure の Count へ 

 オポチュニティ売上 ＞ Measure の Sum へ 

 

・「カラムのプロパティ設定が完了したら、データをインポートします」 

 Add to Project をクリック 

・「Data Element タブに、新たに Sales_Opportunity が追加されています」 
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・「データセット同士がどのように紐づけられているのか、確認することが出来るようになっています」 

 

  -  Data Element タブ  > 右クリック > Source Diagram 

 

 

・「データセット間の数字をクリックすると、マッチカラムに関する情報を確認することが出来ます。」 

 ・「マッチカラムの定義を変更することもこの画面上から可能です。」 

 ・「新しい分析ビューを作る前に、これまでの分析の過程を保存しましょう」 

  

・「データの準備ができたので、分析を始めてみましょう」 

 

・オポチュニティの売上金額が、マーケティングリードと、営業リードに占める割合を見てみましょう。 
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- Sales_Opportunity のデータ・ソースから 

Value 値にオポチュニティ売上カラムを配置 

Color にソースを配置 

 

・「全体の売上のうち 15.57%がマーケティング部門からのリードにより創出されたということがわかりま

した。」 

 

・「次に、クローズまでどれだけの所要日数を各ステージで費やしているか確認しましょう」 

 

 

- 先ほどの、円グラフの右上、Menu より Copy Visualization をクリックし、Paste Visualization を

クリック。Bar グラフに変更。 

Value 値に所要日数カラムを配置 

X 軸にオポチュニティステージを配置 

Color にソースを配置 

 

・「マーケティング部門の創出されたリードは、クローズまでに、日数が営業からのリードに比べ、日数が

かかるということが分かりました」 
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・「次に、どのマーケティングチームのリードが最も売上に結びついているかを確認します。」 

 

 

 

- オポチュニティ確度、オポチュニティステージ、マーケティングチームを右クリックし、Create 

Visualization で棒グラフを選択 

- 下記のようにカラムを編集する 

 Value（縦軸）をオポチュニティ確度カラムを配置 

 Category（横軸）をオポチュニティステージカラムを配置 

 Color にマーケティングチームカラムを配置 

 

- ビジュアライゼーションの右上、Menuをクリックし、Propertyで＃タブ の Aggregation を Sum

へ、By をリード ID に配置する 

※ここで上記の処理をする理由は、２つのデータ・ソースをまたがって１つの分析ビューを作るため。デ

ータ項目が両方のソースにない為集計ができないので、リード ID を軸にして、集計できるようにセット

します。 

２つのソースにまたがった分析処理をするときは注意！ 

 

・「マーケティング部門が創出した、かつ、クローズした Won ディールに絞込を行います」 

 

-Marketing ソースを Keep Selected 

-案件ステージカラムをフィルターへ > Won で絞込み 

 

・「マーケティング部門では改善が必要となっていた公共チームが実は、最も質の高いリードを創出し、売

上にも貢献していたということがわかりました」 

 

・「営業チームのインサイトとして、ストーリーテリングに保存します」 
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インサイトタブをクリックし、フィンガーペインの右下 Add Insight をおし、営業部と入力 

 

 

まとめ 

• ２つのデータ・ソースをマッシュアップさせることで、気付きが大きく変わってきました。 

• マーケティング部門で要改善と言われていた公共チームが、実は最も売上に貢献する質の良いリ

ードを創出していた。  

• 後日、公共チームの施策を分析すると、ハンズオンセミナーを定期的に開催お客様を誘導するス

キーム作りに注力。金融チームは、外部イベントに多数出店。  

ここに、マーケティング部門と、営業部門の意識のギャップがありました。  

当初、「忙しいマーケティング活動のわりに売上が結びついている実感が無い」と悩みを抱えていた勅使河

原部長は、なるほど！と納得し、ハンズオンセミナーを廃止するのではなく、もっと有効活用させた施策

を策定しました。  

 

 

 

 

以上 


