カネテツデリカフーズ株式会社

事例紹介

Dr.Sum EAの導入で販売管理データを自由に加工・分析
約1900万件のデータから必要な情報を10秒程度で抽出
Excel で容易に操作できるユーザー目線のデータ活用
システム部門の負担軽減、レポート作成が 6 時間から約 4 秒に
販売管理システムの再構築にあわせ
BIツールとしてDr.Sum EAを採用

写真右より
営業本部 ロジスティクス部 部長
堀部 秀一氏
管理部 EDP 室 室長係長
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カネテツデリカフーズ
株式会社
設立：1926 年 3月
所在地：神戸市東灘区
事業内容：かまぼこ、
揚げ物、
ちくわ、か
に風味かまぼこなど、水産練製品・
惣菜の製造から販売までを展開。
URL：http://www.kanetetsu.com/

「てっちゃん、てっちゃん、かねてっちゃん」のCM
ソングでもおなじみのカネテツデリカフーズ株式
会社（以下、カネテツデリカフーズ）は、ちくわやか
まぼこ、揚げ物などの開発から製造、販売までの
一貫した事業を展開。
「お客さまのためになる」を
企業理念の中核とし、常に安全で高品質な商品お
よびサービスの提供を目指す。1990年 5月には、
六甲工場（神戸市東灘区）も完成し、
10月より「全
商品保存料無添加化」も実現している。
カネテツデリカフーズでは、より一層の販売促
進を目的に、2007年 8月に見積もりから受発注、
売上、請求、支払い、在庫管理までの一連の業務
を効率化する販売管理システムのリプレイスを実
施した。また同時に販売管理データを分析する販
売統計システムのビジネス・インテリジェンス（BI）
ツールとしてDr.Sum EAを採用し、現場の担当者
はもちろん、経営層においてもなくてはならないBI
ツールとなっている。

画一的な情報分析からの脱却と
情シスの作業負荷軽減を目指す
Dr.Sum EAを導入する以前、カネテツデリカフ
ーズでは情報システム部が独自に開発した販売統
計システムにより、必要な情報を営業担当者や管
理職などに提供していた。しかしこのシステムでは、
画一的な画面フォーマットでしか情報が取得でき
ないという課題があったため、
特殊なデータが必要
な場合には、担当者が情報システム部に依頼して、
抽出・加工してもらうことが必要だった。
カネテツデリカフーズの管理部 EDP 室 室長係
長である濱 昌徳氏は、
「データ量にもよりますが、
データの抽出から加工までの作業に平均1時間程

導入背景

導入ポイント

度が必要でした。たとえば8人から依頼があると、
最後の依頼者は8 時間待つことになります。8 時
間後にデータを受け取っても、そのデータを使った
作業は翌日からになってしまいます。こうした状況
をなんとか改善したいと考えていました」と話す。
そこでカネテツデリカフーズでは2007年に実施
した販売管理システムのリプレイスに合わせて、販
売統計システムも再構築することを決定する。再
構築にあたっては、ユーザー目線の現場に即したシ
ステム構築を実践している。濱氏は、
「通常であれ
ば、情報システム部が仕様を検討してシステムを構
築するのですが、
今回は利用者の立場からどのよう
な仕組みが必要かを考えてもらうことにしました」
と当時を振り返る。
まず2006 年 8月に、販売統計システムを使用
している各担当者にヒアリングシートを配布し、新
システムへの要望を提出してもらった。結果は、
「情
報共有により、
営業全体をレベルアップしたい」
「デ
ータ分析の簡素化により、ほかの営業・販促業務
に注力したい」といった前向きなものが多く、これ
らの要望を実現できる仕組みを検 討した結果、
Dr.Sum EAの採用が決定された。

Excelで利用できるのが採用理由
経営層もDr.Sum EAを高く評価
Dr.Sum EAを核とした販売統計システムの構築
は、2007年 2月にプロジェクトがスタートし、6月
よりシステムの開発を開始、8月には本番稼働を
迎えている。新しいシステムでは、受注から出荷、
請求など、販売管理システムに入力された一連の
販売データが毎日、夜間処理で自動的にDr.Sum
EAサーバーにコピーされ、翌朝の始業時より前日
の販売実績データを利用できる。このとき過去3
年分、約1900万件のデータが Dr.Sum EAに登録
される。

導入効果

●画一的なデータ分析からの脱却

● Excel によるデータ活用

●データ抽出の作業負荷軽減

●データ抽出・加工作業の負荷軽減

●ライセンス数に左右されない
サーバーライセンス

●高速なデータ処理
●データの信頼性向上
●容易なライセンス管理

カネテツデリカフーズ株式会社
新しい販売統計システムにDr.Sum EAが採用
された理由を濱氏は、次のように語っている。
「ポイ
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常に高くなりました」と語る。
これまでは、経営上の意思決定において、各部

導入製品

ントは、特別な操作画面が無かったことです。普
段使い慣れているExcelに必要なデータを容易に
取り込むことができ、レポートでも、グラフでも自由
に加工できる点を最も評価しました」
またカネテツデリカフーズの営業本部 ロジステ
ィクス部 部長、堀部 秀一氏は、
「販売管理システ
ムそのものよりもDr.Sum EAの容易な操作性と
高いパフォーマンスが経営層から評価され、販売
管理システムの採用が決まったというエピソードも
ありました」と話している。

門から提出された情報を信じるしかなかったが、経
営者も必要な情報をDr.Sum EAで自由に参照で
きるので、意思決定の質とスピードも向上した。堀
部氏は、
「すべての担当者が、ひとつのデータに基
づいた販売管理ができるので、社長がよく話す “デ
ータで嘘をつけないシステム” を実現できました」と
話している。

1900万件のデータを約10 秒で
検索意思決定の質とスピードも大幅に向上

今後、カネテツデリカフーズでは、販売実績の管
理だけではなく、予算を含めた販売管理を実現して
行く計画だ。現在Dr.Sum EAサーバーで取り扱う
データは1900万件におよぶ。更に大量のデータ
を効率的に管理していくために、今後 Dr.Sum EA
にて仮想的にデータを統合させる機能を使用し、
Dr.Sum EAのデータを連係してデータの分析を行
う仕組みの実現を模索している。堀部氏は、
「頻繁
に条 件が 変更されるデータを効率的にDr.Sum
EAで分析できる仕組みをいかに実現するかが今
後の大きな課題のひとつです」と話している。
また、生産管理システムも、現在は専用画面に
よる分析システムしか構築できていないため、販売
統計システムと同様のExcelベースの生産管理シ
ステムをDr.Sum EAにより構築することも検討さ
れている。

Dr.Sum EAを導入した効果を濱氏は、次のよう
に語る。
「従来、担当者からデータ抽出の依頼があ
った場合には、SQL 文をそれぞれ作成してデータ
を抽出していました。しかしDr.Sum EAを導入した
ことで、各自が Excelで必要なデータを抽出できる
ので、抽出・加工のための作業時間がゼロになり
ました。Dr.Sum EAでは、
1900万件から必要なデ
ータを10 秒程度で抽出できます」
以前は夜間バッチで 6 時間程度かかっていた販
売予測レポートの作成が、Dr.Sum EAを導入した
ことで約 4 秒になっている。堀部氏は、
「データ量
が膨大なので、以前は一度、情報システム部でデー
タを集計しなければデータを取り扱うことができま
せんでした。Dr.Sum EAを導入してからは、集計
処理を行わなくても担当者が直接、全件のデータ
を取り扱えるようになりました」と話している。
また、これまで東京営業所だけが販売統計シス
テムとつながっており、そのほかの営業所とはメー
ルベースでデータのやり取りを行っていたが、現在
では、データ抽出におけるシステムへの負荷が軽
減したことから、各営業所からもDr.Sum EAを使
用して自由にデータを活用できるようになった。
濱氏は、
「現在、100 名以上の担当者が Dr.Sum
EAを利用しています。今後も利用者は増える予定
ですが、Dr.Sum EAはサーバーライセンスなので、
ライセンス数やコストを管理しなくてよい点もメリッ
トのひとつです」と話している。
そのほかDr.Sum EAを導入した効果を堀部氏
は、
「情報システム部が抽出して、
加工したデータを、
受け取った担当者がさらに加工して使用していたの
で、作成されたレポートの信頼性への疑問もありま
した。Dr.Sum EAでは、ひとつのデータから、担
当者が直接集計できるのでデータの信頼性も非

www.wingarc.com

Dr.Sum EA

大容量のデータを部署間や全社規模
で集計分析するための多次元高速集
計検索エンジン

予算も含めた販売管理を計画
生産管理でもDr.Sum EAに期待

■システム構成
販売管理サーバー

Dr.Sum EA サーバー

毎日AM3時に自動でデータを
Dr.Sum EAサーバーにコピー

・分析用売上累積データ
・担当者マスタ
・取引先マスタ
・商品マスタ…

データテーブル
帳票ビュー

データテーブル

その他データ

Dr.Sum EA データテーブルから
分析用雛形である様式ファイルを作成
ビュー

ビュー
様式

オペレータ

オペレータ
オペレータ

オペレータ

ビュー

・売上実績_昨年同日対比
・部署担当別売上実績一覧
・得意先売上ランク…

様式

管理職
営業

Dr.Sum EAデータテーブルや様式ファイルを
読み込み、Excel上で自由に加工・分析
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