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大手光学・電子機器メーカー、オリン
パスのアジア・オセアニア地域統括
会社 Olympus Corporation of Asia
Pacific Limited（オリンパス アジア・
パシフィック社）の医療営業部門は各
地域の営業／商談／販売／顧客デー
タをインフォマティカの「Informatica
Intelligent Cloud Services 」で統合
し、アジア・パシフィック全域におけ
る営業活動を可視化する取り組みを
推し進めています。

2018年3月時点

急成長を続ける
オリンパス アジア・パシフィック社
オリンパス株式会社は、医療、映像、科学
の各分野に向けて光学／電子機器を提供
する大手メーカーであり、1950年に世界で
初めて実用的な胃カメラを開発して以来、

Division, Olympus Corporation of Asia
Pacific Limited）です。その重責を担う中
で、山田氏が長く課題として抱えてきたの
が、地域ごとの営業・販売実績を「同じ物差
しでリアルタイムに把握できない」という問
題です。

医療機器の分野で常に時代をリードしてき

「当社では、各地域の現地法人が、それぞれ

た企業です。消化器内視鏡の世界市場で

『 SAP ERP 』や『 Salesforce Sales Cloud 』、

は、今日もなお圧倒的なシェアを堅持して
います。
オリンパスグループは現在、日本、米国、欧
州、中東、アジア・パシフィックの各地域に
統括会社を構え、文字どおりグローバルに
ビジネスを展開しています。その中にあっ
て、アジア・オセアニア地域を担当している
の が 、香 港 に 本 社 を 置 く O l y m p u s

Corporation of Asia Pacific Limited（以
下、オリンパス アジア・パシフィック社）で
す。同社の担当範囲は、中国、韓国、東南
アジア諸国、オーストラリア／ニュージーラ
ンド、さらにはインドに及んでいます。すで
に同地域におけるオリンパスの売上高は、
グループ全体の 2 割を占め、最も成長が著
しい市場とされています。

Salesforceの
アジア・パシフィック展開で
改めて浮上したデータ統合の課題
そのような成長市場にあって、オリンパス

といった異なるシステムやツール
『 Excel 』
を使って営業データや商談データ、販売実
績／販売計画、顧客データなどを管理して
います。そのため、経営会議の際には、各
地域の現地法人が、必要なデータを都度抽
出・加工し、資料にまとめ上げるという作業

導入企業
• Olympus Corporation of Asia Pacific
Limited（オリンパス アジア・パシフィック
社）

主な取り組み
•「Informatica® Intelligent Cloud
Services」によるデータ統合基盤の構築

が繰り返されてきたのです。結果、リアルタ

導入製品

イムの数字を見ながら、迅速で的確な意思

• Informatica® Intelligent Cloud Service

決定を行うことができませんでした」
（山田
氏）。

導入効果

こうした問題を解消する一手として、オリン

• クラウド／オンプレミスを問わず、多種多
様なデータソースのデータ統合を実現

パス アジア・パシフィックグループでは現
在、Salesforce Einstein Analyticsの導入
を進めています。しかし、Einstein Analytics
の導入だけでは、乗り越えらない問題がある
と山田氏は指摘します。
「例えば、アジア・パシフィックの各国／各
地域では、商習慣や営業のプロセス／オペ
レーションに違いがあり、販売データや商
談データ、顧客データの持ち方／粒度に差
異があります。そのため、Salesforce の標

アジア・パシフィック社の医療営業部門に

準機能だけで、すべての地域や現地法人

おいて、戦略立案と推進担当をしているの

のデータを自動的にまとめ上げ、同じ物差

が、山 田 貴 陽 氏（ H e a d o f B u s i n e s s

しで分析・可視化する仕組みを構築するこ

Strategy, Asia Pacific Medical Sales

とは極めて困難でした」
（山田氏）。

• コーディングレスでの直感的なデータマッ
ピングにより、IT 部門への負荷をかけず
に、営業部門主導でのデータ統合を実現

• 各地域／現地法人にまたがる営業／商談
／販売／顧客データの統合と可視化によ
り、迅速な経営意思決定が可能に

• 各国における営業活動と成果の可視化に
より、ベストプラクティスの共有化が促進

各地域のデータを可視化できるようになっ
たことで、各国の営業部門がボトムアップ

Salesforce: 組織 A

で商談機会を発見できるようになりました。
そのようなことが可能になったのは、
IICSの存在があったからです
─ Head of Business Strategy, Asia Paciﬁc Medical Sales
Division, Olympus Corporation of Asia Paciﬁc Limited
山田 貴陽氏

Salesforce: 組織 B

顧客/商談/営業データ

Salesforce: 組織C

販売実績データ

「 Informatica Intelligent Cloud
Services 」と巡り合い

課題解決の道が切り開かれる

こうして山 田 氏は、多 岐にわたるデータ

SAP ERP

顧販売計画データ

設計・開発・実行

Einstein Analytics

● 販売予実分析
● 営業パフォーマンス分析 など

Excel
業務ユーザー

ソースから必要なデータを抽出・収集し、

Salesforceに取り込むためのデータ統合の

Intelligent Cloud Services

オリンパス アジア・パシフィック社が構築したデータ統合アーキテクチャのイメージ

ソリューションを探し始めました。その際、
要件として定めたのは、IT 部門に負担をか
けず、営業部門の人的リソースだけでデー
タの抽出・収集・統合が行えるような優れた

の導入もしやすい。すぐに使用を開始しま

の 2つを並行して、効率的に進めることが

操作性を備えていることです。また、各地

した」
（山田氏）。

できました」
（バス氏）。

域で使用されている言語が違うため、多言

地域を横断した
販売予実の比較を可能に

同社が、IICSを導入したのは 2016 年 11月

語に対応していることも要件の一つに設定
しました。
ところが、これらの要件を満たすソリュー
ション探しは困難を極め、
「解決策は存在し
ないと、半ば諦めかけていました」と、山田
氏は振り返ります。
そのとき、同氏が巡り合ったのが、インフォ
マ テ ィカ の ク ラ ウド デ ー タ 統 合 基 盤
「Informatica Intelligent Cloud Services」
（以下、IICS）
です。

オリンパス アジア・パシフィック社では、

IICS の導入と併せて、統合化したデータに
基づき各国の営業活動を可視化するダッ
シュボードの実装にも乗り出しました。
このダッシュボードの実装と IICSによるデー
タ統合の作業を一手に担っているのが、同
部署で活躍しているウッティサク・バス氏で
す。同氏はまず、データの集約・統合に向け
て営業プロセスを分解し、必要なデータが

IICS は、多様なクラウドサービス／データ

各地域のどのシステムにあるのかを検証し

ソースにアクセスできるコネクタを備え、か

ました。そして、IICS が持つ Webブラウザ

のこと。バス氏はそこから開発作業を進
め、わずか 3カ月後の 2017 年 1月には、複
数の組織・マルチソースの販売実績データ
を統合し、ダッシュボードに自動的に表示さ
せる仕組みを作り上げ、業務運用を開始し
ました。
「IICSとダッシュボードのおかげで、これまで
リアルタイムではとらえられなかった各国の
営業活動を可視化したり、地域を横断した
販売予実を比較したりすることが可能にな
りました。IICS がなければ、このようなこと
は実現できなかったはずで、その一点だけ
をとらえても、このソリューションの導入は

つ、ビジネス部門のユーザー自身がセルフ

ベースの設計環境、
「 Informatica Cloud

サービスで利用できる高い操作性やクラウ

Designer 」を用い、データのマッピングを

正解だったと断言できます」
（山田氏）
。

ドサービスとオンプレミスの双方にセキュア

行っていきました。

オリンパス アジア・パシフィック社では、

に接続できるハイブリッド性を特長とするソ
リューションです。

「Informatica Cloud Designer は、デザイ
ンキャンバス上でデータソースとターゲット

「このソリューションは、我々の要件にまさ

の変換をドラッグ＆ドロップで直感的に設計

にピタリと合致する仕組みでした。また、ク

できるという優れた特長を持つ仕組みで

ラウドサービスとして提供されているので、

す。このツールの生産性は非常に高く、結

固定資産を持つ必要がなく、グローバルで

果として、データ統合とダッシュボード開発

IICSによるデータ統合の対象を今後も押し
広げ、ダッシュボードによる可視化の幅を
さらに広げることを計画しています。IICS
は、伸び行くアジア・パシフィック市場での
オリンパスの営業戦略をこれからも支え続
けます。
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