ビジュアル・アナリティクスの
パワーを全ての現場に！
オラクルならではのクラウド型BIサービス

Oracle
Business Intelligence
Cloud Service

2

社内のデータを
自在に活用
したい！
現 場 から 頻 繁 に データ抽 出
の依頼を受けるが、対応に手

1

もっと現場に
なじみやすい
ツールを！
せっかく大規模にBIツールを
導 入したのに、
現 場 で は 今も
ExcelやAccessが主 流。こ
れらの資産をうまく生かせる
BIツールが必要だ…

間がかかり、提供できるデー
タの鮮度も低い。現場が直接
データを準備できる環境が欲
しいな…

3

拡張性と
セキュリティも
重要！
クラウド型 のBIサービスを 使
うのなら、他のサービスと連携
させて現場の生産性向上にも
役立てたい。それに、セキュリ
ティで不安を抱えたくないな…

Oracle BI Cloud Serviceで解決!
その理由は？ 今すぐ確認＆納得！

企業が持つさまざまなデータ資産を

1

●分析用のデータ・モデルをスピーディに準備
（BI Cloud Data Modeler）
Oracle Database Cloud Serviceなどから取り込んだテーブルをビジュア

高度なデータ分析
を手軽に実践。
現場担当者から
経営層まで、
皆が使える！

ルに一覧し、必要なものを選択して分析用データ・モデルを作成。複数テーブ
ルの結合条件の指定なども簡単に行えます。
分析軸となるデータを選
択。
ドリルダウンの順序や
集計条件、フィルタ条件
などを簡単に設定

分析対象の
データを選択

Oracle Database
Cloud Serviceに格
納されたテーブルの一
覧からデータ・モデル
の作成対象を選択

複数のデータソースを
さまざまな条件で結合

●自在なデータ可視化と非定型分析で問題解決を支援
（BI Cloud Data Visualization）

参照先スキーマの表やビューを「ファクト」、
「ディメンション」
として定義
計算式を列として定義することも可能
セッション変数も利用可能

さまざまな種類のデータを数クリックでわかりやすいチャートにビジュアライズ
し、データの背後に隠れた真実を探求。
また、非定型分析により、データ項
目を自由に組み合わせた柔軟なデータ検索と視覚化を実現します。
視覚的なデータ検索が容易に
使いやすいインタフェースでデータを視覚化。「今、何
が問題なのか」
を業務ユーザー自身が試行錯誤を繰り
返しながら探索
データに最適なグラフ表現を自動適用
基本的な属性と数値項目を選ぶだけで最適なグラフ
表現を自動的に適用。５次元以上の複雑な多次元
データもシンプルに表現

Oracle BI Cloud Service
で実現する情報活用

X

分析対象データを簡単に融合
異種データを融合する機能により、業務システム
内のデータと担当者個人が持つデータを組み合
わせて視覚化

Excelファイルを
インポート

クラウド上でデータの二次加工／修正
マスタデータの修正や置換、分析軸のカテゴリー
追加やヒストグラムのデータ区分などを直感的な
操作で行いつつ、データの更新が可能

Webブラウザ画面で
計画の修正／
データ補正

実務担当者

●ダッシュボードとレポートにより、いつでも最新の分析結果を確認
（BI Cloud Dashboard ＆ Answer）
非定型分析レポートを組み合わせて定型的なダッシュボードを作成。経営者や現場

業務システム以外で作られた
データ（個人で管理）

Oracle APEX ※

●計画データ
●顧客情報
●競合情報

担当者は、この画面でいつでも最新の分析結果を確認できます。
ダッシュボードの内
容をExcelやPDFなどでレポートとして出力することも可能です。
タブ形式ダッシュボード
多くの情報を効率良く画
面に表示

条件付書式
指定条件にマッチした項目を強調表示

ドリルダウン
各グラフをドリルダウン
して詳細項目を表示

複数の分析対象（例えば、
売上高、乗客数、乗客率
など）
を準備し、
ドロップダウ
ンリストでビューを切り替え
て表示することが可能
レポート・リンクにより、デー
タをPDFやExcel、
CSVな
どとしてエクスポートし、二
次利用することも可能

データアップロード

業務システムから
抽出したデータ

（情報システム部門に抽出依頼）

●実績データ
●業績管理情報
●マーケティング情報

IT／情報システム担当者

※Oracle APEX : Oracle Database Cloud Service に標準で用意された
W e bアプリケーション画面の作成環境。Oracle BI Cloud Service とともに
使うことにより、手軽でスピーディなデータ入力／集積を実現できます。

クラウドで多彩に活用

多彩かつ柔軟なビジュアライゼーション、分析レポート、データ入力機能によってデータの価値を最大化。オンプ
レミスのデータベースやExele、Oracle Cloud、さらには外部クラウド・サービスまで、あらゆるデータを
活用可能。堅牢なセキュリティと高い拡張性を備えたオラクルならではのクラウド型BIサービスです。
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●さまざまな方法で分析用データを手軽にアップロード
分析に使用するデータは、Oracle APEXのアプリケーション画面で入力
したり、Excelファイルとして簡 単にアップロード。Oracle Database
Cloud Serviceのテーブルから直接取り込むこともできます。

多彩なデータ・ロード方法を用意
ファイルによるデータ・ロード
Oracle APEX : データベースアプリケーション画面でデータを入力／修正、Excelファイルのアップ
ロード

Data Visualization: Web画面でデータを入力、Excelファイルのアップロード

多彩なデータ・ロード
／連携機能により
企業が持つデータ資産
を漏れなく活用

ツール使用（リレーショナル表からのデータ・ロード）
Data Sync Tool: オンプレミスのデータベースやファイルから指定したスケジュールで差分ロード
SQL Developer: 指定したリレーショナル表をOracle Database Cloud Serviceにロード
プログラム使用（APIを活用した外部システムとのデータ連携）

●他サービスから取り込んだデータもビジュアルに分析

API連携：REST APIを使った外部システムとのデータ連携

Oracle ERP CloudやOracle Sales Cloud、Oracle HCM
Cloud、Oracle SCM CloudなどのOracle SaaSアプリケーショ
ンからデータを取り込んで分析することも可能。SaaSを横断した
統合データ分析基盤としても利用できます。
Oracle HCM Cloud

企画／管理社員

X

Oracle BI Cloud

Oracle ERP Cloud
Oracle Sales Cloud
Oracle SCM Cloud

…
業務ユーザー

Oracle BI
Cloud Service

●オンプレミスのデータをクラウド上で直接分析
リモート・データ・コネクター※を使い、オンプレミスのデータ
派遣スタッフ

ベースに格納されたデータをクラウド上で直接分析。「データ
はクラウド上に置きたくないが、最新のBIツールで活用した
い」
といったニーズにも対応できます。
Oracle BI Cloud

DATABASE

オンプレミスのデータを
クラウド上で直接分析
実務担当者

会議資料／施策検討に活用
経営層／業務部門マネジャー

業務ユーザー
※ 本機能を使用する場合は、オンプレミス版 Oracle Business Intelligence
Enterprise Edition の開発環境が別途必要となります（2016年 6月時点）
。
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分析ファイルやレポートを
クラウド上で全て共有
きめ細かな
アクセス管理で
セキュリティも安心！

分析対象のExcelファイルや分析結果のレポートを、
Oracle Documents Cloud Serviceを 使って 関
係者間で共有することもできます。
タブレットを使ってモ
バイルでレポートを閲覧することも可能。
また、オンプレミスのOracle Databaseと同じ機能
を備えたOracle Database Cloud Serviceと連
携させることにより、In-Memoryなどのオプション機能
を利用した高度なデータ活用にも対応します。
さらに、きめ細かなデータ・アクセス管 理が 可 能な
Oracle Cloudなら、クラウド上の全てのデータ活用
をセキュアで安全に進められます。

Oracle Database
Cloud Service

Oracle Documents
Cloud Service

Oracle BI
Cloud Service

レポート用デー
タのアップロー
ドと一 元 管 理
が簡単！
Oracle Database
の 高 度なオプション
機能も使える

IT担当者

X

クラウドDB
からBIへ

表計算ソフト
で は 難し い
データ分析も
簡単！

Oracle Documents
Cloud Service

PDF
Word

Documents Cloud
Service で静的帳票を
配布して共有

企画／管理職

レポートが
見やすい！

クライアント
から取り込み

全文検索も
閲覧管理もできる！

タブレットでも
プレビューできる！

必要なデータ
がすぐに見つ
かる！

実務担当者

GIF

派遣スタッフ

マネジメント、代理店

きめ細かなアクセス管理
で安全に使える！

IT担当者

Oracle BI Cloud Service 価格
信頼性の高いアジャイル・アナリティクス

システム拡張（オプション）

Oracle BI Cloud Service

18,000円（１ユーザー 月額）
＋

Oracle Database Schema Service（50GB）

120,000円（１スキーマ 月額）

＋

Oracle Database
Cloud Service

●Data Visualization、ダッシュボード、非定型分析、
データ・モデリング、データ入力（Oracle APEX）
●Data Visualization Desktopの利用

最新情報は次のWeb サイトで！

Oracle Documents
Cloud Service

1,800円（１ユーザー 月額）

http: //www.oracle.com /jp/corporate /features /bicloud/
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