
プロセスマイニングツール
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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（15分）
2. セミナーの流れと内容について（5分）
3. Celonis Snapを使ったワークショップ（145分）
4. まとめ（10分）



１．Celonisについてご紹介



プロセスマイニングとは、

業務プロセスの処理パターンをイベントログデータの蓄積により可視化し、改善ポイントを具体的に特定することで業務効率

化を支援する手法です。

昨今、業務プロセスの自動化や効率化に取り組む企業が増えてきています。

業務の自動化・効率化をより効果的に進めるためのソリューションとして、プロセスマイニングが注目されています。
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プロセスマイニングとは

プロセスマイニングでは、

蓄積された業務データをもとに業務の可視化を行うため、業務実態の全貌把握や改善ポイントの特定を迅速に行う
ことが可能となります。

欧米の大手企業では広く導入されており、

Eコマース企業では発送遅延業者の特定や商品の不達の原因の解明に、航空会社では定時運行率の改善に役立てて
います。
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Celonisについて（1/5）

Celonisは、プロセスマイニング業界のNo.1リーディングカンパニーです。

◼ グローバルで1,000社以上の企業様に導入

◼ 調査会社によるプロセスマイニング

ベンダー評価においてトップリーダー評価

◼ 常に最新技術を取り入れて機能を進化

◼ Celonis・パートナー・ユーザーを

相互に支援するサポート体制

◼ プロセス可視化・分析とその改善アクション、モニタリング

まで実現できる唯一のプロセスマイニングソリューション
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Celonisについて（2/5）

Celonisは、世界各国の様々な業界・企業で導入が進んでおります。

日本国内でも、 KDDI・MISUMI・SmartHR等、20社以上の企業様で導入され改善に活用されております。
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Celonisについて（3/5）

Celonis導入企業様事例 1 Celonisの最大ユーザー企業

Siemens
（シーメンス）

◼ 企業課題

• 事実上無限のビジネスオペレーションがあ
り、プロセスは非常に複雑で、透明性も高
くない。その結果、業務改善のボトルネッ
クとなっている。

• 購買業務においては60もの業務ステップ
が存在し手作業による業務が多数存在して
いる。

• 繰返し行われている業務が多数あり、業務
効率を悪化させている。

従業員数：38万5千人
売上： 約10兆円

◼ Celonisによる改善

• Celonisを各業務システムと接続し、オペ
レーションを全可視化。

• 業務改善のためのKPI（自動化率、繰返作
業率、納期遵守率等）を設けて状況追跡。
未達成事項の未達成原因をCelonisで深堀。
原因に対する対処を計画・実施。

• 自動化率の低い業務を自動化し非効率な手
作業を削減。

◼ 導入効果
• 作業の自動化率を24%向上、繰返作業や手戻り作業を11%削減。結果、年間1,000万回の手作業削減。
• 納期遵守率改善により、在庫管理が最適化され約7億円の経済的付加価値を得る
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Celonisについて（4/5）

Celonis導入企業様事例 2 日本でもサービス展開している配送サービス企業

Uber
（ウーバー）

◼ 企業課題

• 世界各地で事業が急速に拡大。一貫して優
れた顧客サービスをユーザー一人ひとりに
提供することが困難。

• 顧客サービスにおいてサービス低下原因を
掴むことができない。

• 背景として、顧客問合せチケットは
5,000万件超あり分析は手作業で非常に
時間とコストがかかる。

世界700都市でサービス展開
売上： 約1兆円

◼ Celonisによる改善

• Celonisを顧客サービスシステムに接続し、
チケットの流れを全可視化。

• チケットのスループットや非効率な業務を
Celonisで深堀。

• チケットタイプや顧客サービス毎のベスト
プラクティスを発見し共有。

◼ 導入効果
• 業務上の非効率な業務を発見し問題発生前に対処する仕組みを構築。
• Celonisによる改善を推進した結果、約20億円のコスト削減を実現。
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Celonisについて（5/5）

Celonis導入企業様事例 3 弊社PoV事例

国内大手製造業様

◼ 企業課題

• 業務プロセスについて、全容が把握できな
い。

• グローバルで業務効率化、を会社としての
目標としているがどの業務から効率化すべ
きか不明。

従業員数：1.5万人以上
売上： 約4,000億円

◼ Celonisによる改善

• Celonisに業務データ（SAP）を取込み、
オペレーションを全可視化。

• 購買管理プロセス上の無駄や逸脱プロセス
を発見し改善が必要な箇所を発見。

• 早期入庫による保管費の増加要因の深堀が
可能に。

• 日本と米国の購買業務プロセスの相違を発
見・共有。

◼ 導入効果
• 発見された無駄・逸脱プロセスに対する対応を実施した場合、約1億円の改善見込。
• 日米の業務相違を2週間の短期間で抽出。併せて、業務上の課題となる事項を発見し米国へ連携。
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なぜ、Celonisなのか？
導入されているシステムを補完し、価値の最大化をCelnisは実現します。
各種システムによって業務定義されているものに対して、Celonisはその「定義業務の可視化と改善」を得意としています。
BPRと異なり、業務データを基に可視化するため短時間で可視化・分析が可能です。

導入システム

基幹・ERP
システム

業務支援
システム

活用されていない
各種業務データ

業務データを
様々な切り口で業務を分析し

課題を発見

Celonisで可視化・分析 分析結果を活用し企業活動を改善

Celonisの分析結果は
業務改善やコンプライアンス、システム移行等

幅広い領域で活用可能

業務改善

生産性向上、スループット改善、

業務自動化、業務透明性向上

コンプライアンス
逸脱したプロセスの即時発見と事前対処

現行システム情報の活用
稼働中のIT資産とデータを活用して、レガシーシステム

のままでDX推進。

システム移行への業務情報収集
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Celonisの特徴（1/2）
業務改善における業務分析・改善・効果測定のサイクルを継続的に行えるソリューションとなっています。

◼ プロセスマイニングの継続的な改善サイクル

収集

発見

拡張

モニター

継続的なKPIの予実追跡
プロセスベンチマーク
プロセス適合性評価

Monitor
監視・追跡

ソースシステムからイベント
ログを収集

Collect
収集

プロセスの可視化
課題の根本原因の把握

Discover
発見

タスクの自動化
業務アクションの提案
能動的な作業の手助け

Enhance
拡張
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Celonisの特徴（2/2）
Celonisは、「従来の業務分析」および「BIソリューション」とは以下のように異なります。

◼ 業務分析（業務コンサルタントによる業務分析）

◼ BIソリューション（Qlik Sense、Power BI等）

比較項目 従来の業務分析 Celonis

分析業務範囲 分析対象となる特定業務 収集対象システムの全業務

分析対象期間 分析を実施した際の特定期間 自動ログ収集で過去から現在まで分析

分析スピード 人手やヒアリングによって、調査するのに数ヵ月要する リアルタイムで自動的に分析

比較項目 BIソリューション Celonis

機能 機能としては、静的分析 機能としては、分析、管理、活動支援、自動化

ツールの目的と対象者 ビジネスアナリストとレポートチームをサポートする
企業におけるビジネス活動と関わる人の実行能力を向
上させる

分析結果 定義されたKPI等の結果を可視化
定義されたKPI等の結果。および、その結果に至るプロ
セスを可視化
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Celonisによる改善ステップ
Celonisによる改善は、スモールスタートし対象プロセスを段階的に増やし改善範囲を広げます。
改善サイクルを継続的に回して、改善によって生まれる価値を最大化させていきます。

トライアル/PoC/PoV

Celonis価値検証

1プロセス

• Celonis評価
• 課題発見、改善効果評価

正式導入後

改善サイクル構築

2~3プロセス

• 課題改善サイクルの推進
• 課題改善の成功ケース確立
• 生まれた価値の評価

導入1年後

対象プロセス拡大・価値向上

10プロセス以上

• 利用業務の拡大
• 生まれる価値の最大化
• 組織全体の改善に向けて利用促進

目的

プロセス数

活動内容



Celonis適用イメージについて
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ERPシステムの場合
Celonisを「ERPシステム（SAP等）」に適用した場合

No 行動概要 Celonisによる補完・改善

① 購買依頼 不適切な購買依頼の発見と是正。

②
購買依頼に基づく
発注・仕入・請求書
照合

価格・数量変更等のプロセス上の繰返し発見と是
正。

③ 入出庫対応
納期遵守率とその傾向を分析し、早期入庫や納期
遅延是正。倉庫管理費適正化。

④ 請求書の消込 手作業業務の把握とその自動化検討。

⑤ ERP定義プロセス
非効率、逸脱した業務プロセスの発見。それらに
対する是正（自動化やアラート通知）。

主な業務支援と改善

•購買依頼から請求書消込までの一連のプロセスやスルプット
を可視化、改善

•プロセス上の生産性ボトルネック発見
•逸脱したプロセスの検知

ERP
システム

①

③

④

⑤

購買グループ

倉庫担当者

会計組織

ERPシステム（購買管理）

購買組織

②



２．ワークショップの流れと
内容について



ワークショップは、以下の流れで実施します。
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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では、Celonis Snapを使った
ワークショップをはじめます。



参考情報



Celonis 活用事例デモ動画
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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
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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/
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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/

