
“数字”が見える、
  次の一手が打てる

4. 2



ビジネスの課題を解決するためのBI活用が、
新しい課題を生みだしている

＊1  2011年度 ウイングアーク ユーザー調査より

一分一秒ごとに膨大な情報が企業に蓄積されていく時代。

情報活用の成功からビジネスの成功を導くため、

多くの企業がBI（ビジネスインテリジェンス）を活用しています。

同時に、新たな課題を抱えてしまうケースが増えてきました。

ここでは、BIを活用している企業に対して行ったアンケート＊1の中で、

最も多く挙げられた4つのお悩みをご紹介します。

一部の社員にしか使いこなせない
2
お悩み

多大な初期投資費用がかかるだけでなく、ユーザー数が増加するたびに課金されてしまう。あるい
は、拡張性や柔軟性を備えていないため、わずか3年で再び投資する事態に陥ってしまう。BIの導入や
運用において、「コスト面」でのお悩みを抱えている企業も少なくありません。

度重なるコストが会社の大きな負担になっている

企業システムと連携できず不完全なBI活用にとどまっている
4
お悩み

必要なときに必要な情報が得られない

めまぐるしく変化するビジネスの世界では、情報の価値も刻一刻と変わります。今求められる情報が
「タイムリー」に手に入らなければ、的確な意思決定も、生産性向上の改善も図れません。情報の集計
処理に時間がかかってしまうような、時代の要請に応えられないBIを導入していませんか。

数多くの機能を備えていながら、操作が難しくて一部の機能しか利用できない。専門知識が必要だか
ら、ユーザー教育の手間が予想以上にかかってしまう。そんなお悩みも増えています。BIに対する理
解度に左右されることなく、誰もが「簡単」に使いこなせることこそが、本来BIに求められる条件です。

企業内の情報は、CRMやERP、個人のExcelデータやメールなど、さまざまな企業システムに散在し
ています。蓄積したデータを情報資産に変えられるかどうかを左右する、「他の企業システムとの連
携」は、BI活用の成功には欠かせない視点です。

3
お悩み

1
お悩み



DWH

ERP

CRM

Cloud

Dr.Sum EAはさまざまな企業システム内に蓄積された膨大な情報を統合し
高速かつ柔軟な多次元集計分析、情報の可視化環境をワンストップで提供します。
日本のユーザーニーズに応じた情報活用アプリケーションと
高速データベーステクノロジーとの融合が、多様化する企業の情報活用基盤を支えます。

Dr.Sum EAは、大容量のデータを高速に処理できる、独自開発のデータベースエンジンです。
利用者に快適なデータ活用環境を提供します。

高速処理を実現するデータベースエンジン

膨大な情報を企業の資産に変える、
「Dr.Sum EA」を核としたワンストップソリューション

●大企業向け
Dr.Sum EA Enterprise
●中堅企業向け
Dr.Sum EA Premium Plus
●中堅企業向け
Dr.Sum EA Premium
●部門利用向け
Dr.Sum EA One

多次元分析・レポーティング

データソース データ統合更新

高速集計

クライアント

高速集計データベースエンジン

Amazon Web Services(AWS)やMicrosoft 
Azureに正式対応しており、パブリッククラウド環
境でも利用できます。

パブリッククラウドを正式サポート

Dr.Sum EAデータベースエンジンはデータ活用
のために独自開発された高速集計・検索デー
タベースです。格納された明細データから動的に
高速集計処理する特許技術により、階層設計や

独自開発の高速データベーステクノロジー

情報システム
担当者

経営者

部門
マネージャー

一般社員

（同期・アップロード）

ハイブリットOLAP分析ソリューションン

Option
製品

高速集計

Dr.Sum EA Datalizer
Adapter for SVF

キューブ生成、インデックス設定といった高速化の
ための事前処理が不要です。複雑なプログラミン
グを必要としないため、短期間でデータ活用基盤
を構築することが可能です。

ハイブリッドＯＬＡＰ分析ソリューション

テキストデータを簡単な操作で定量化し、数値レベルで分析を可能
にします。「評価、アンケート、苦言、口コミ」などのテキスト内容から、
傾向・状況の把握・原因分析を行い、業務の改善、商品・サービスの品
質向上や商品企画の開発に活用することができます。
数値化されたデータは、Dr.Sum EA Datalizer、MotionBoard に
より、数値データとテキストデータの意識をすることなく、集計・レ
ポーティングが可能。ドリルダウン、ドリルスルーも自在に。

数値データとテキストデータのハイブリッド集計を実現

Dr.Sum EA TextOLAPユーザーインターフェイス



管理レポートをWebブラウザー上で表現します。
必要な情報を必要なときに入手することができます。

業務上必要としている定型レポートやデータ検
索画面を、ノンプログラミングで手軽に作成・登
録できます。見たいレポートメニューをクリック
するだけで、誰もが簡単にデータを取得できる
ため、情報を素早くビジネスに活かせます。

Web上での定型レポートやデータ検索に

多次元分析・レポーティング

使う人の目的に応じて、自由な集計からレポーティ
ング作成、さらに高度なOLAP分析まで行えます。
ビジネスシーンで使い慣れたExcel上から直感的な
GUI画面で操作。時間のかかるレポート作成作業の
生産性を、劇的に向上させます。

Excel上での自由集計やOLAP分析に

Dr.Sum EA Datalizerで出力された集計結果を、帳票基盤
ソリューション「SVF」、帳票クラウドサービス「SVF Cloud」
で定型レポート（PDF、Excel）に。ノンプログラミングで構築
でき、SVFとの連携による柔軟かつさまざまな帳票出力を実
現します。

販売状況などの月次レポートに

販売履歴や顧客情報など業務に必要なデータを
素早くタイムリーに確認できます。

履歴明細データの抽出

管理者やアナリストだけでなく、一般社員も
自ら自由な集計レポートを作成できる環境
を実現します。

集計値が気になる項目は、ドリルダウンやドリル
スルーを行い、詳細情報を確認できます。

集計表の設計・実行 OLAP分析

レポート結果はExcelファイルやCSVファイル、PDF
ファイルに出力できます。

別ファイルへ出力可能
直感的なGUI画面で社内の
誰でもWebレポートが設計・
登録できます。

レポートの登録・保存
Safariに特化したインターフェイ
スにより、小さい画面でも優れた
閲覧性を実現しました。

タブレットでの閲覧(iPad)

定型レポート出力

※PDF出力は、Datalizer ExpertまたはDatalizer 
Professional for Webが必要です。
※チャート表示・出力は、Datalizer MotionChart
が必要です。
※タブレットインターフェイスの閲覧は、Datalizer 
Expertが必要です。
※SVF出力は、Dr.Sum EA DatalizerAdapter 
for SVFが必要です。 タブレットでの閲覧(iPad)ブ

データ統合更新

受注データ読込

検索キー抽出 if

データ件数繰り返し

処理終了メール送信

マスター
チェック

マスターに
存在する場合

格納前
処理

受注DB
格納

Dr.Sum EAへのデータ格納処理フロー（スクリプト）

追加・更新情報を高速インポートする
「アップデートローダー機能」と、追
加・変更・削除された情報を一定タイ
ミングごとに読み込む「RDB同期更
新機能」を駆使して、対象のデータ
ソースから合理的にデータをイン
ポートします。

効率的にデータをインポートする 複数のシステムと連携する

CRMやERP、メール、クラウド
上のデータなど、企業内・外
にあるさまざまなデータソー
スから最適なデータクレンジ
ングを実行し、Dr.Sum EA エ
ンジンへインポート。データ
更新処理の自動運用を実現
します。

プログラム開発

約1万4000ステップが
必要なプログラム開発
のコーディングも・・・

ノンプログラミングによる
データフロー定義

13個の各種アイコンと
マッピング定義にて
設定可能

Dr.Sum EA Datalizer Adapter for SVF
Dr.Sum EA Datalizer SVF Connector

Aへのデータ格納処理フロー（スクリプト）

SVFの機能を利用して定型レポートを作成できます。 ExcelPDF

定型レポート出力
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情報システム担当者
データ抽出にかかる作業負
担を削減し、全社の情報活
用の支援に注力できます。

経営者
分析に基づいた意思決定
をサポート。重要経営指標
の可視化から、新たな気づ
きを後押しします。

部門マネージャー
溢れる情報の中から必要
な情報を簡単な操作で入
手。現場の生産性向上を図
れます。

ビジネスのスピードアップや価値創造にデータ分析は欠かせません。

企画、開発、製造、販売など、あらゆる業務で膨大なデータが生まれます。

経営者や部門マネージャーから、現場の社員まで、

誰もが即座に事業や業務を取り巻く“数字”を理解し、

スピーディな状況把握から次の一手につなげられるBI。それがDr.Sum EAです。

ビジネスのさらなる飛躍に貢献する「Dr.Sum EA」

Dr.Sum EAの最大の特長は、考えている人の思考を止めない「高速な
データ集計」のために独自開発されたデータベースエンジンです。あ
らゆる集計リクエストにも瞬時にレスポンスを返すことができます。
業務現場で必要なときに必要とする情報が取得できるようになり、迅
速に次の一手が打てるようになります。

高速集計により必要なときに必要な
情報を取得、次の一手が見えてくる1

2

WebブラウザーやExcelを利用したインターフェイスを提供。使いや
すさが、データの把握と問題点の発見をサポートします。タブレットに
も対応しています。

誰もが使いこなせる、
操作性の高いインターフェイス

3

サーバーライセンスにより、利用部門の拡大などユーザー数の増加に
伴うコストを気にせずに、全社の情報基盤を構築できます。また、ノン
プログラミングで開発できるので、設計・構築が容易なうえ要件変更に
も柔軟に対応できます。

優れたコストパフォーマンスを実現

4 さまざまなシステムに
蓄積されているデータを統合

基幹系システムや各種情報系システムなど、企業のさまざまなシステ
ムのデータを簡単に統合し、集計・分析を一括して実現する情報基盤
を構築できます。社内に限らず、クラウドにあるデータも取り込めま
す。また、広く使われているExcelデータも分析対象として簡単に有効
活用できます。

一般社員

課題を解決するDr.Sum EAの特長

専門的な知識を必要としない。
だからこそ、あらゆる現場で役立てられる

誰もが簡単に情報共有。分
析から導き出した解決策を
実施し、業務の改善を図れ
ます。

さまざまな現場をつなぐ、
企業の情報基盤

手
軽に
情報
共有 重要な情報

を
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

情報
活用

を
推
進

的
確
な
意
思

決定
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※本カタログの情報は、2016年4月現在のものです。 ※本印刷物に掲載する社名または製品名は、各社の商標または
登録商標です。 ※実際の製品と内容が異なる場合があります。 ※本カタログに掲載される仕様およびデザインは、
予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

■製品に関するお問い合わせ

SG0013C1604

MotionBoard は、企業内における情報活用を実現するダッシュボード製品です。
複数のデータを組み合わせた集計・分析環境をノンプログラミングで構築できるだけでなく、
30種類のチャートや地図表示などデータのビジュアル化による情報活用環境を提供します。

Dr.Sum EAのさらに詳しい情報を掲載。また、実際のインターフェイスや操作方法を
ご確認いただきながら、使いやすさを実感いただけるセミナーも開催しています。

Dr.Sum EA の詳細はこちらへ

Dr.Sum EA製品紹介／セミナー
http://www.wingarc.com/product/dr_sum/

Dr.Sum EAをご導入いただいたお客様の相談窓口です。製品の最新情報やよくある
ご質問、年間保守契約ユーザー様向けのサポートサービスもご提供しています。

一般社団法人コンピュータソフトウェア協会（CSAJ）が
運営するソフトウェア品質の第三者適合性評価である
「PSQ認証制度」の品質認証を取得しています。

サポートサイトのご案内
http://www.wingarc-support.com/

Dr.Sum EAトレーニング案内
https://www.wingarc-support.com/drsum/training

http://www.wingarc.com/
本社 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町20-1 渋谷インフォスタワー
 TEL：03-5962-7300  FAX：03-5962-7301
大阪オフィス 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-8-17 大阪第一生命ビル11F
 TEL:06-6225-7481  FAX:06-6225-7482
名古屋オフィス 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-3-4 名古屋錦フロントタワー3F
 TEL:052-218-9520  FAX:052-218-9521
福岡オフィス 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NOF博多駅前ビル2F
 TEL：092-292-1092
仙台オフィス 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-2-10 仙都会館ビル６F
 ＴＥＬ：022-217-8081
札幌オフィス 〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32番 8・3スクエア北ビル8F
 ＴＥＬ：011-708-8123

高精細な地図（MapFan/Mapion）で商圏を把握し、営業・マーケティング活動の戦力強化ツールに
お客様の位置と情報を確認
営業現場活動のツールに利用

人や物の流れを可視化し
店舗毎の商圏把握につなげる

複数の情報を重ね（レイヤー）
エリアの状況を把握する

第三者データと地図機能の組み合わせにより、自社の活動状況が更に理解しやすくなります。3rd Party Data Galleryの詳細はこちら http://www.wingarc.com/service/dg/

ターゲットエリアでの自社売上状況を効果的に分析

・ クロス集計　　　・ OLAP分析　  ・ ランキング分析　
・ ABC分析　　　　・ RFM分析　  ・ デシル分析　
・ バスケット分析　　・ トライアル・リピート分析
・ クラスター分析　・ 相関係数　　  ・ 移動平均・移動合計
・ 基本統計（標準偏差・最頻値・中央値・分散等） など

高度な分析環境を柔軟に構築。誰でも情報活用できるように。

店舗フロア・工場内の状況確認に。

生産ラインのあんどんに。 業務や人のタスク管理に。

シンプルなチャート表現に加え
業務利用に適した多彩なチャートも提供

BIは限られた人のツールではない。
統計・分析の効果を手軽に実現

どこから来店しているのかキャンペーンの範囲は？訪問までの道のりを確認し訪問前にユーザー情報を把握

4. 2

情報活用ダッシュボード

1名様からご参加いただけるトレーニングを定期的に開催しています。開催日、カリ
キュラム内容など、詳細情報はWebサイトにてご確認いただけます。


