
BIツールのサイロ化により、
ビジネスユーザーの負荷が増大

　乳製品メーカーの森永乳業株式会社では、売上情報の分析を行うための

BIツールを社内の要望に併せて導入してきたが、その結果、経営層向けや各

部門向けのBIツールが乱立し、サイロ化が進んでいたという。ツールの中に

は、パッケージもあれば、自社開発したものもあり、それらを維持するだけで

多くの管理工数が割かれてしまう状況になっていた。

　さらに問題となったのは、管理対象が増加したことで現場のニーズに合わ

せた新たなツールの導入が困難になったことだ。森永乳業 情報システム部 

システム開発課長の吉田忠行氏は当時の状況を次のように振り返る。

「例えば、同じ製品の売上分析でも、製品担当者とエリア担当者では分析の視

点が異なります。そうした現場からの細かな要望に合わせたツールの提供が

困難になっていました。そのため、クエリ・ツールで大まかなデータを抽出し

て、社員自身がExcelで二次加工するといった運用をせざるを得ない状況に

なっていたのです」

　売上情報・損益システムの情報を利用する社員は、経営トップから現場の

社員までを含めると約4,000人にも上る。多数の社員からの要望に応える情報
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BIツールのサイロ化を解消し、ビジネスユーザーのセルフサービスBI化を推進

4,000人の社員が利用する売上情報・損益システムを
Oracle BIとOracle Essbaseに移行。
多角的なリアルタイム分析により、
意思決定の迅速化を実現
森永乳業は、経営トップから現場の社員までが利用する売上情報・損益システムを「Oracle Business Intelligence Enterprise 
Edition」（以下、BIEE）と「Oracle Essbase」（以下、Essbase）を組み合わせたシステムで刷新した。本記事では、同社が抱えていた
課題と新システムの導入効果を紹介する。
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森永乳業 情報システム部のスタッフ。後列左から中込夏子氏、土田靜子氏、荒木宏之氏、水野
裕之氏、前列左から吉田忠行氏（システム開発課長）、浜田和久氏（情報システム部長）、熊野友
子氏

システム部への負荷の増大もさることながら、ビジネス部門の社員の側でも

二次加工するという、時間と手間のロスが発生する。

　ビジネス環境の変化が著しい昨今では、より新しいデータを使って素早く

分析を行い、意志決定のスピードを高める必要がある。上記のようなビジネ

ス部門でのロスを看過できないと判断した森永乳業では、売上情報・損益シ

ステムをOracle BIとEssbaseの組み合わせで刷新することを決定した。

　Oracle BIは、対話性に優れたダッシュボードを備えたBIスイートであり、一

方のEssbaseは、柔軟性とスケーラビリティに優れたアナリティクス・エンジン

（OLAPサーバー）である。Essbaseは、ExcelなどのMicrosoft Officeアプリケー

ションをユーザー・インタフェースとして統合することができるのが特徴で、

ユーザーは操作に慣れたOfficeアプリケーションを使って、すばやく分析結果

を得ることができる。

二段階開発でスムーズな移行を実現

　オラクル・パートナーである新日鉄住金ソリューションズの協力を得て、

一次開発と二次開発の二段階でシステム移行を実施することにした。

　まず一次開発では、リスクとコストを最小限にして短期間での移行を実現

することをテーマに、既存の売上情報システム（Javaで内製）の運用を継続し

つつ、先行導入していたEssbaseをバージョンアップし、これに損益系の分析

システムを集約。

　次に二次開発では、売上情報システムとEssbaseが担っていたワンタッチ

照会システムを、Oracle BIに移行し、既存システムの廃止を実現した。

　システム構成としては、Oracle Databaseで構築したDWHサーバーの情報

とホストから取り込んだ各種財務データを、Essbaseサーバーの各種OLAP

キューブで加工、ユーザーはExcelを使ってEssbaseの分析結果にアクセスす

る。一方、Oracle BIサーバーは、DWHサーバーの売上情報データと、Essbase

の損益照会用キューブなどの情報を元に分析とレポート作成を行い、ダッ

シュボード（Webブラウザ）から参照できるようにする。このシステムでは、

Essbaseからの情報をOracle BIで利用しているが、Oracle BIの導入を二次開

発に回したことで、スムーズな移行が実現できた。

　なお、従来のシステムでは、DWHサーバーにはIBM DB2を使用していた

が、新システムへの刷新を機に、技術集約と運用コスト軽減を目的として

Oracle Databaseに移行している。

　Oracle BIとEssbaseの使い分けについては、営業系のアプリケーションは

Oracle BIに集約しつつ、表形式のデータが必要な分析結果は、Excelを介して

Essbaseから取得するという構成になっている。社内には、Oracle BIだけ、ある

いはEssbaseだけを利用している部門もあるが、多くの部門では必要に応じて

両方を利用している。

多角的な分析で、意志決定の迅速化を実現

　新システムに移行することにより、森永乳業では、以下のようなKPIと分析軸

によるデータ照会が可能になった。

・KPI：売上、営業利益、売上原価、販管費

・分析軸：連結子会社別、部門別、製品別、エリア別、販路別

　新システムの導入により、多角的な分析が迅速に行えるようになったことで

得られたメリットは大きい。

「経営層では、正確な売上や利益の見える化ができるようになったことで、経

営戦略の再構築などが柔軟に行えるようになりました。また、ビジネス部門で

はデータをExcelで二次加工する必要がほぼなくなり、ユーザー主体で分析レ

ポートを作成できるようになりました。これにより、より深いインサイトが得ら

れるようなり、素早い意思決定が可能になりました」（吉田氏）

　なお、森永乳業では、今回構築した新システムを基盤として、ビジネスユー

ザーによるセルフサービスBI化を推進していくという。デジタル化でビジネス

のスピードがどんどん加速していくなか、森永乳業においてOracle BIと

Essbaseが果たす役割は、今後も拡大していくだろう。
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新売上情報・損益システムの構成

新売上情報・損益システムの導入効果
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新・売上情報
　・現・売上情報
　・現・検索システム
　・現・ワンタッチ検索

Oracle BIとEssbaseの両方を利用
─ 経営企画部門
─ 営業企画部門
─ マーケティング部門
─ 財務部門
─ 広報部門
─ 営業部門

─ 製造部門
─ 調達部門
Essbaseのみを利用  
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CSVロード

WEB Excel & WEBExcel

販促費を得意先別、
配送センター別のレポートを
Excelインターフェースで作成

本社・財務・マーケティング担当

内勤（営業支援）

Oracle DB

営業担当

Oracle BIEE

ブラウザからの
アクセス

Excelからの
アクセス

Excelからの
アクセス

ドリルダウンで詳細原因を分析

得意先別売上分析と課題をワンクリックで把握

ドリルダウンで経営情報から
各部門の損益まで
経費や販促費用などの
詳細原因を分析

● 全社で展開できるシンプルな環境が様々な利用シーンでの利用をサポート
  ● ブラウザと、Excel によるフロントツール
  ● 利用者の操作は、使い慣れた環境で利用
  ● ユーザーの習熟度に応じて段階的に展開

Essbase

利益目標未達の原因をExcelから
Essbaseにアクセスして探索

DWHデータ（Oracle DB）


