
プロセスマイニングツール
Celonis

無料体験セミナー

徹底した測定・分析により

ビジネスパフォーマンスを改善する



■アジェンダ
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1. Celonisについてご紹介（10分）
2. セミナーの内容と流れについて（5分）
3. Celonis Snapを使ったワークショップ（145分）
4. まとめ（20分）

本パートでは、上記3,4を実施いたします。



ワークショップは、以下の流れで実施します。(再掲)

No 項目 概要 時間

１ ディスカバー機能紹介 Celonisの画面を見ながら、Celonisのディス
カバー機能（分析）について紹介いたします。

20分

２ 機能設定 デモデータの取込とディスカバー機能へ追加
の機能設定を行って頂きます。

30分

３ データの取込 ログデータの取込方法についてご紹介 10分

４ 休憩 15分

５ 【演習】分析機能を使った問題の発見 設定したテーマに基づいて分析し問題を発見
して頂きます。

40分

６ 【発表】発見した問題の答え合わせ テーマに対してどのように分析を進めるのか
答え合わせいたします。

20分

７ 質疑応答 ワークショップ内で不明な点や疑問点につい
て、質疑応答になります。

10分
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３．Celonis Snapを使った
ワークショップ



今回のセミナーで実際に使用する分析機能

・バリアントエクスプローラー
・プロセスエクスプローラー
・ケースエクスプローラー
・コンフォーマンス

について、ご紹介いたします。

１．ディスカバー機能紹介
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画面 特徴

① 頻度毎の業務パリエーションをグラフ表
示
頻度の高い・低い業務バリエーション順
に業務プロセスを確認できます。
また、フラフ横の「▶（再生）」ボタン
をクリックするとプロセスの流れが確認
できます。

② 分析数字の表示切替
行われているプロセス数が標準で表示さ
れますが、「スループット」「リワーク
レート」といった分析に活用できる数値
情報の表示切替ができます。

■バリアントエクスプローラー
業務プロセスにおける、業務バリエーションが確認できます。

１．ディスカバー機能紹介
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①

②



画面 特徴

① 表示調整
全業務活動に対する割合毎に発生してい
るアクティビティの表示調整できます。
また、アクティビティ間の繋がりの表示
量調整ができます。

② 分析数字の表示切替
行われているプロセス数が標準で表示さ
れますが、「スループット」「自動化
率」といった分析に活用できる数値情報
の表示切替ができます。

■プロセスエクスプローラー
業務プロセスにおける、発生しているアクティビティの関連性が確認できます。

１．ディスカバー機能紹介
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②

①



画面 特徴

① ケースデータ一覧
取り込んだケーステーブルに基づき、
データの一覧が確認できます。

② ケース詳細
ケースデータ一覧で選択したデータのア
クティビティの流れやスループットタイ
ムが表示されます。

■ケースエクスプローラー
取り込まれているケースデータとそのアクティビティ情報を確認できます。

１．ディスカバー機能紹介
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②
①



画面 特徴

バリアントエクスプローラーおよび、
自動化分析に必要な情報を作成しておりま
す。
分析の深堀観点となる情報を選択して、ボ
トルネックを深堀していくことができます。

① 自動化分析
購買依頼数量と自動化率推移グラフ
企業コード別購買割合
ベンダー毎の購買依頼数量・自動化率

上記3種類の分析を作成しています。

■業務自動化分析ページ
弊社にてセミナー用に作成したダッシュボードになります。

１．ディスカバー機能紹介
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①



画面 特徴

バリアントエクスプローラーおよび、
リワーク分析に必要な情報を作成しており
ます。

① リワーク分析
購買依頼数量とリワーク率推移グラフ
リワーク対象アクティビティ
ベンダー毎の購買依頼数量・リワーク率

上記3種類の分析を作成しています。

■リワーク分析ページ
弊社にてセミナー用に作成したダッシュボードになります。

１．ディスカバー機能紹介
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①



画面 特徴

標準プロセスに対する適合率の推移状況や
指定した期間に対する適合率について確認
できます。
また、適合しているケース数やイレギュ
ラーなプロセスについて件数を確認するこ
とができます。

① アクティビティ情報
適合率の分析をするうえで、基本的に見
るKPIが表示されます。

■コンフォーマンス
定義した標準プロセスに対して業務実態がどの程度適合しているか確認できます。

１．ディスカバー機能紹介
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①



画面 特徴

分析する上で、特定の条件に合致したプロ
セスを抽出するためのフィルター機能にな
ります。

① フィルター種類
主に分析では、「属性セレクション」、
「アクティビティセレクション」、「ス
ループットタイムセレクション」を使用
します。

■フィルター機能
ボトルネックを深堀するためのフィルター機能になります。

１．ディスカバー機能紹介

①
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２．データ取込、機能設定
別紙の「【Airitech】Celonis体験セミナー_分析作成手順」
を用いて、Celonisの「分析機能」設定を行います。

■ファイル名
【Airitech】Celonis体験セミナー_分析作成手順.pdf

上記資料を見ながら、設定をお願いいたします。
もし、作業中不明点やつまづいた点がございましたら
チャットにて、ご連絡ください。
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３．データの取込
今回は、時間等の関係によりCelonisの「データ取込」機能について
スキップいたしました。

データ取込方法の詳細については、弊社のnote記事で紹介しております。
お時間があるときに、ご覧ください。

URL: https://note.com/airitech/n/n9e88540e6d00
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https://note.com/airitech/n/n9e88540e6d00


４．休憩

今から15分間休憩を取ります。
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５．【演習】分析機能を使った問題の発見
このワークショップでは、「購買管理（P2P）」をテーマに
Celonisを使って、業務上のボトルネックについて「発見」していきます。

■テーマ
購買管理業務の改善

■購買管理での主な課題事項
No 課題

１ 無駄もしくは非効率な業務を削減したい。

２ 生産性向上のために、業務自動化やRPA導入を行いたいが、どの業務に対して行うべき
か分からない。

３ 業務の起点から終点までの期間（スループットタイム）を短縮したいが、どの業務で時
間がかかかっているのか分からない。
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５．【演習】分析機能を使った問題の発見
先に挙げた課題に対して、追跡する改善KPIを以下に挙げます。

N
o

課題 改善KPI 概要

１ 無駄もしくは非効率な業務を削減し
たい。

リワーク率 リワーク率は、業務における手直し作業（価格の
変更、数量の変更等）がどの程度発生しているか
の指標となります。

２ 生産性向上のために、業務自動化や
RPA導入を行いたいが、どの業務に
対して行うべきか分からない。

自動化率 業務における各種活動において、どの程度自動的
もしくは機械的に活動が行われているかの指標と
なります。

３ 業務の起点から終点までの期間（ス
ループットタイム）を短縮したいが、
どの業務で時間がかかかっているの
か分からない。

スループットタイム 一連の業務時間ないし期間。もしくは、各活動間
の経過期間になります。
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５．【演習】分析機能を使った問題の発見
以下の表を基に、対象業務プロセスについて分析し問題を発見していきます。
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プロセス 改善目標 改善指標 使用する画面・機能 発見したい事項

購買管理

無駄もしくは非効率な
業務を削減したい。

リワーク率
繰返し行われている活
動

画面
・リワーク分析

機能
・リワークセレクション

数量変更が多く発生していて
購買数量の大きい購買部門とベン
ダーを発見してください。
※「－」は除外してください。

生産性向上のために、
業務自動化やRPA導入
を行いたいが、どの業
務に対して行うべきか
分からない。

自動化率
自動化率の低い業務の
発見

■画面
・業務自動化分析

購買数量の一番多い伝票タイプか
ら頻度の高いバリアント上位３つ
を選択し、その中で自動化率が
30%以下の活動を発見してくださ
い。

業務の起点から終点ま
での期間（スループッ
トタイム）を短縮した
いが、どの業務で時間
がかかかっているのか
分からない。

スループット
業務の起点から終点ま
での期間が長いものの
発見

■画面
・概要
・バリアントエクスプローラー
■機能
・スループットタイムセレク
ション

頻度の高いバリアント上位9つから
「請求書の転記」から「請求書の
消込」で平均的なスループット期
間より期間を要している購買数量
が一番多い「品目グループ」とそ
れに紐づく「購買組織」を発見し
てください。



５．【演習】分析機能を使った問題の発見

改善目標 改善指標 使用する画面 問題発見へのヒント

無駄もしくは非効率な業務を削減
したい。

リワーク率
繰返し行われている活動

①リワーク分析 リワーク分析にて、リワーク対象アクティビティグラフにて
「Change Quantity」を選択しフィルタします。

②リワーク分析 リワークセレクション機能を使って、10回以上繰り返されてい
るケースにフィルタします。

③リワーク分析 OLAPテーブルでドリルダウンの観点を「Vendor」に変更しま
す。

生産性向上のために、業務自動化
やRPA導入を行いたいが、どの業
務に対して行うべきか分からない。

自動化率
自動化率の低い業務の発見

①業務自動化分析 OLAPテーブルでドリルダウンの観点を「Document Type」に
変更し「NB-Standard PO」を選択しフィルタします。

②業務自動化分析 画面左部の「Process Explorer」にて、「最も頻度の高いバリ
アント」表示に切り替えて、上位３つを範囲選択します。

業務の起点から終点までの期間
（スループットタイム）を短縮し
たいが、どの業務で時間がかか
かっているのか分からない。

スループット
業務の起点から終点までの
期間が長いものの発見

①バリアントエクスプ
ローラー

バリアントエクスプローラーにて、「最も頻度の高いバリアン
ト」表示に切り替えて、上位９つを範囲選択します。

②バリアントエクスプ
ローラー

スループットタイムセレクション機能を使って、「Record
Invoice Receipt」と「Clear Invoice」間の期間が12日以上要
しているケースにフィルタします。

③概要 概要ページで、OLAPテーブルのディメンションを「Material 
Group」に変更。最上位１つにフィルタしてディメンションを
「Purchasing Organization」に変更します。

対象業務プロセス課題について分析し問題を発見していきます。
また、発見に向けたヒントを記載しております。
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５．【演習】分析機能を使った問題の発見

課題プロセス 戦略目標 改善指標 使用する画面 発見した問題

営業
リード管理

無駄もしくは非効率な
業務を削減したい。

リワーク率
繰返し行われている活動

画面
・リワーク分析

機能
・リワークセレクション

生産性向上のために、
業務自動化やRPA導入
を行いたいが、どの業
務に対して行うべきか
分からない。

自動化率
自動化率の低い業務の発見

■画面
・業務自動化分析

業務の起点から終点ま
での期間（スループッ
トタイム）を短縮した
いが、どの業務で時間
がかかかっているのか
分からない。

スループット
業務の起点から終点までの
期間が長いものの発見

■画面
・概要
・バリアントエクスプローラー
■機能
・スループットタイムセレク
ション

以下の表に、分析して発見した問題を記入してください。
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６．質疑応答
ワークショップ内で実施した内容で、
不明点や疑問点などありましたら、遠慮なくご質問ください。

21



４．まとめ



本日のセミナーは、いかがでしたでしょうか。
セミナーを通じて、以下のことについてご理解頂けたかと思います。

・Celonisについて
・Celonisの基本機能について
・データの取込方法
・可視化されたプロセスの分析方法

今回、ワークショップで用いたCelonis Snap環境は継続して
利用することが出来ますので、ご自身の会社での業務データを取込んで
分析することも出来ると思われます。

全体を通して、ご不明点やご質問事項はございませんでしょうか。
最後に、アンケートにご回答頂いて終了となります。
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セミナーアンケート
以下のURLにアクセス頂いて、アンケートへご回答をお願いします。

URL: https://forms.gle/bQEY88QfK9Kq8Urs6
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参考情報



Celonis 活用事例デモ動画

https://youtu.be/Siep0TM0cmU

Celonisの活用事例動画が公開されております。Celonisを用いてどの様に分析・改善を行うのか。
受注管理を例に、わかりやすく解説されております。

Celonis プロセスマイニング活用事例デモ

①受注管理（分析編）

https://youtu.be/33Qiifgd-kU

②受注管理（改善編）

https://youtu.be/Siep0TM0cmU
https://youtu.be/33Qiifgd-kU


Celonisエンジニアブログ

お問い合わせ

お問い合わせ内容 Eメール

サービス内容に関するお問い合わせ celonis-support@airitech.co.jp

https://note.com/airitech/n/nfdb76d516698

Celonisについてもっと知る

https://note.com/airitech/n/nfdb76d516698


会社概要
Airitech株式会社
〒106-0041 東京都港区麻布台２丁目４−５ メソニック39MTビル
https://www.airitech.co.jp/

Celonis、Celonis Intelligence Business Cloudについて
会社名および製品は、それぞれの所有者に所有権が属する
商号、商標または登録商標です。

https://www.airitech.co.jp/

