
事例紹介株式会社東ハト

Dr.Sum EA を使えばデータ分析がこんなに容易なのだと、
営業担当者をびっくりさせたい

情報システムは企業が成長するための道具であるべき
Dr.Sum EAでPDCAサイクルを円滑にまわす

強化が必要な領域を特定するには、 
基幹データを分析するツールが不可欠

「世界のだれよりもお菓子を、お菓子をつくるこ
とを、愛する会社」。それが株式会社東ハトだ。
2003年5月に、旧・株式会社東ハトより営業譲
渡を受けて現在の新体制となった。欧州で活躍す
るプロサッカープレーヤー 中田英寿 氏を非常勤
の執行役員CBO（チーフ ブランディング オフィサ
ー）として迎えたことでも知られる。
「ユニークなお菓子で、食べてくれる人によい驚

きと笑顔をもたらすオンリーワンの存在になる」−
これが東ハトの理念である。ユニークさを生み出
すのは、商品の斬新な切り口や、味・製法・素材
などへの “ちょっと変” なくらいのこだわりだ。長
年積み重ねた技術に、コミュニケーションという新
しい付加価値を加えることで、「キャラメルコーン」
などの既存商品たちが生まれ変わり、「暴君ハバネ
ロ」をはじめとする新商品を誕生させた。目指すの
は、見た瞬間・食べた瞬間に、お客様が驚き、笑
顔になるようなお菓子作りである。

東ハトでは、これまで同社の基幹システムをIBM 
AS400上で構築してきた。現場において日々生み
出される種々のデータはこまめに把握されてはいた
ものの、それは主として “昨年実績を越えたかどう
か” といった定型レポートに限定されていた。

しかし、3年前に経営環境が一新されて以来、
情報システムは企業活動のレポートツールではな
く、成長のための道具であるという認識に変わっ
た。企業が着実に成長を遂げていくためには、そ
のための施策を継続的に打つ必要がある。計画を
立て、それを実行し、短い期間でその効果を検証
し、また計画にフィードバックする。一連のPlan-
Do-Check-Action（以下、PDCA）のサイクルを

永続的にまわしていかなければならない。強化が
必要な領域を絞りこんでアクションを取るために、
データ分析の必要性がクロースアップされた。

東ハトでは、2004から2005年の間に、需要予
測、在庫コントロール、市場分析などさまざまなミ
ッションを担った組織横断的なプロジェクトチーム
が発足し、ローカルで管理しているマスターデータ
とAS400データを結合させて分析に用いるといっ
た仕組みを作成した。しかし、この方法はユーザー
側でのデータ加工に時間がかかるという難点があ
った。PDCAサイクルのうちP、Dは立ち上げたも
のの、これをさらに有益なものにするには、C、A
の部分を強化していく必要があるというわけだ。

一方、情報システム部でも本業の開発業務、メ
ンテナンス業務の傍らで、プロジェクトチームの要
請に応えてAS400からデータを用意するのだが、
プロジェクトチームの要件と用意したデータがかみ
合わない場合もあり、手戻りなどの対応に追われ
る場合もあった。
「せっかく高まったデータ分析の気運をしぼませ

ないためにも、情報システム部門にとってメンテナ
ンス負荷が少なく、エンドユーザーの日常業務の中
で容易に使いこなせるデータウェアハウスツールの
導入が不可欠だった。」と株式会社東ハト  情報シ
ステム部 鈴木啓之 氏は証言する。

1年以内にエンドユーザーが 
使いこなせるかどうか

結論からいうと、東ハト 情報システム部は、エン
ドユーザーによる自由なデータ分析を実現するソリ
ューションとしてDr.Sum EAを選択する。その理
由は複数ある。

まずExcelからのインターフェイスが用意されて
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●企業の成長にむけて、データの分析
項目の細分化

●データ集計・加工に手間と時間が 
かかり、情報システムの負担が増大

導入背景 導入効果
●エンドユーザーが分析したいデータに
さわり、自由かつ高度な集計が可能
●業務効率の向上をはかるデータ資産
を有効活用
●情報システム部門の手間をかけずに
安定したデータ基盤を実現

導入ポイント
●使いやすく、見やすいエクセルでの

操作画面
●高度な処理能力 

＜処理スピード、処理能力件数＞
●拡張性のある豊富な連携オプション
●導入しやすい価格体系　
●豊富な導入実績
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導入製品

導入製品
Dr.Sum EA
大容量のデータを部門間や全社規模
で集計分析するための多次元高速集
計検索エンジン

Dr.Sum EA  
Reporting Server
Dr.Sum EAの集計結果をWebブラウ
ザ上で自在にデータ集計分析

今後の導入計画
Dr.Sum EA Visualizer
Dr.Sum EAの集計結果を速やかにグ
ラフィカルなイメージで可視化

■システム構成

いること。日頃からExcelを高いレベルで使いこな
しているエンドユーザーにとっては、あたかもExcel
の追加機能のような感じで利用できる点がメリット
だったという。データ分析ができる製品は他にもあ
るが、エンドユーザーがデータ構造を理解する必要
があった。そうなるとエンドユーザーにとっては、と
っつきにくく、利用を躊躇する傾向がある。それで
浸透が遅れるのだけは避けたかった。株式会社東
ハト 情報システム部 部長 沢田貢 氏は語る。「ハ
ードルの高いツールを使うと、データ分析のキーマ
ンが育つのに一般的に4〜5年かかってしまうだろ
う。それでは当社が必要とするスピード感に合わな
い。1年以内にエンドユーザーが使いこなせるかど
うかで選んだら、Dr.Sum EAになった。」

次は、処理能力の高さだ。検討時、ある製品と
約3万件の過去の売り上げ分析の処理スピードを
比較したそうなのだが、片や2分、片や5秒だった。

「処理スピード、処理件数能力の高さは魅力的。」
と鈴木氏は語る。

そして、Dr.Sum EAには経営情報の可視化ツ
ールであるDr.Sum EA Visualizerを初めとする連
携可能なオプション製品が豊富に存在し、将来的
な拡張性が高いという利点もあった。

また、画面のセンスのよさもポイントだった、と
語るのは、株式会社東ハト 経営企画部 谷 真紀子 
氏だ。「当社は分析結果の理解のし易さと、レポー
トの見た目（＝見易さ）も重視する。その点、Dr.
Sum EA Reporting Serverは見やすく、わかりや
すいと思った。」

これらの理由に加えて、コストパフォーマンスの
高さ、ここ1年の新規導入実績の豊富さという点で
も評価された。

業担当者の限られた時間を 
有効的に使ってもらいたい

システムのフローとしては、基幹システムの
AS400やサブシステムに格納された種々のデー
タ、たとえば受注、出荷、入金、会計といったデー
タが、それぞれデータの特性に応じて、日次、週次
で、Dr.Sum EAサーバー（※）にバッチ処理によ
りロードされる。また、エンドユーザー部門でロー
カル管理されていたマスター類もDr.Sum EAサー
バー（※）に任意のタイミングでアップされる。エン
ドユーザーは、自席のPCからDr.Sum EA上のす
べてのデータに対して透過的にアクセスできるよう
になる。

このエンドユーザーのデータ分析 環 境は、
2006年3月から段階的にサービス開始を予定し

ている。まず利用を始めるのは経営企画部門で、
主な用途は販売予実進捗、販売予測などを見るこ
とだ。谷氏は期待する効果を次のように語る。
「全商品、週次でデータを見てはいるが、新商品

を発売したときなどは、もっと頻繁にチェックして
数字をリアルタイムで追いかけたい。これまではそ
のたびに情報システム部門に依頼しなければなら
なかったが、これからは、『このデータが見たい』と
強く思ったそのタイミングで見られて、分析にかけ
られる。データが出てくるのを待つという時間がな
くなるのも助かる。」

2006年度内に、経理部門、営業部門、生産管
理部門への全社展開を予定している。現在、想定
されているユーザー数は約150名。全社利用が始
まれば、PDCAサイクルがより円滑にまわるように
なり、日々の意思決定活動の精度がさらに上がる
だろうと予測されているが、なかでも沢田氏が期待
しているのは、営業担当者への浸透だ。
「とにかく彼らをびっくりさせたい。びっくりさせ

るというのは、データ分析がこんなに簡単にできる
ものなのかと感激してもらうということ。営業担当
者は忙しい。彼らが自席に座ってデータ分析に費
やせるのは、月に6時間程度。それ以上増やすの
は物理的に難しいから、6時間の中身を濃くするし
かない。Dr.Sum EAを使って、営業担当者が営業
活動に有効な分析をサクサクできるようになった
ら、このプロジェクトは成功だ。」

株式会社東ハト
設立：2003年5月
本社：東京都豊島区
事業内容：菓子製造販売。世界の誰

よりもお菓子を、お菓子をつくること
を愛する会社。「ひとりのお菓子好
き」として、新しい発想を生み出し常
にあたらしいチャレンジを展開して
いる。

ヒット商品：暴君ハバネロ、キャラメ
ルコーンなど。

URL：http://tohato.jp/
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基幹／サブシステムとの
シームレスなデータ連携で、
ユーザーは欲しいときに
データ分析を行う
ことが可能
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今までローカルで管理
していたデータも、
部門を越えて共有可能
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