
数万規模データをQuickSightで可視化！

SaaSビジネスでの利用事例
～ディップでイチからBI導入してみた～ ディップ株式会社

豊田 晋也

2022.9.22 14:55 - 15:25

第3回 AWSで実践！Analytics Modernization ～事例祭り編～
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自己紹介

豊田 晋也 とよた しんや

所属：
DX事業本部
プロダクト開発部
データストラテジー課
課長 データアナリスト

趣味：
ギター

経歴：
広報マーケ
BizDev
データアナリティクス、エンジニア 各4年（くらい…）

業務内容：
ディップの提供する「コボット」サービスの
データにまつわる開発・業務改善・分析施策
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本発表のアジェンダ

1.ディップ[DX事業本部]の紹介
2.BIをQuickSightに決めたワケ
3.QuickSight導入までの道のり
4.ディップ[DX事業本部]での利用事例ご紹介
5.今後の展望

3



ディップ[DX事業本部]の紹介
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ディップ株式会社の事業紹介

人材サービスとDXサービスを提供する
『労働力の総合商社』として、労働力の諸問題を解決します。

Human work force solution
人材サービス事業

Digital labor force solution
DX事業
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デジレバとは
ディップのDigital labor force solution事業の拠点として渋谷に2019年からデジレバが開設



デジレバの紹介
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one-stop DX.

人事労務のワンストップDXの事例
• データが統合できる
• 共通ID
• 問い合わせ窓口はdipだけ

人材募集

応募管理

面接自動設定

WEB面談

入社手続き



デジレバの紹介
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人手不足に悩む幅広い業種業態のお客様にDXを労働力として提供しています。

営業プラットフォーム

営業リスト作成

BPO（業務代
行）

HP作成

入社管理システム

ATS(採用管理システム)

RPO（採用代行） セールス
DX

バックオフィ
スDX

採用サイト作成

LINEミニアプリ



BIをQuickSightに決めたワケ
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デジレバでのデータチームの意義
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現代の武器はデータ分析
→より身近に
→より効率的に
データを扱える環境が必要！

彼を知り己を知れば百戦殆からず
彼を知らずして己を知れば一勝一負す
彼を知らず己を知らざれば戦う毎に殆うし



デジレバでのデータにまつわる課題1
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多種多様なコボットサービス環境にあるデータは、
1日で数万件のレコードを生み続けており、ほおっておくとサイロ化してしまう…



デジレバでのデータにまつわる課題2
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社内でのレポーティングと営業/CSの施策立案にまつわる
データの集計/分析の時間はまだまだ改善の余地あり…

✓データテーブルを見る
✓データをダウンロードする
✓データを加工する
✓グラフを書く
✓レポートを作る
☐上司に報告する and so on…

1hour

More than 2hours1hour



私の担当顧客は
サービス使えてる？

従来のBI運用について
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レポート作成

アラート

依頼起票 要件確認 データ抽出 レビュー 自動化開発

請負側の課題
• 異なるDB/スキーマにあった抽出の仕組が必要
• 依頼～開発までの工数負担が大きい
• サービス追加のスピード感についていけない
• 本来やるべき(やりたい)自動化/分析の開発に
着手できない

• いつOSSがライセンス化されるかわからない

依頼側の課題
• 出力のイメージを伝えるのが難しい
• 取れるデータ/取れないデータがわからない
• 後から知りたい情報が出てきてもどかしい
• データ出力まで待たされる
• 後から集計してグラフでまとめる作業がある

依頼



BIをQuickSightに決めたワケ
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導入障壁の低さ 初期費用なしですぐ始められ、導入検討期間の開発で
も極小のコストで利用可能

AWSサービス間の連携が簡易 Redshift，Aurora等を利用したDWHとの相性がよく
すぐに接続、データソース登録が可能

直感で使える分析画面 分析の作成はデータソースの選択、分析軸のクリック、
グラフの選定だけでほぼ完結。最短で実現したいグラ
フイメージができる

共有、公開機能が充実 アカウント間でのテンプレート共有の他、他サービス
へのグラフィック埋込も可能

SPICEで素早く分析可能 インメモリでの処理で高速化がすぐに実現でき大量
データの処理も待たされない

データを依頼する側、データ抽出/分析を請負う側
双方の課題を解決できるBIツール



QuickSight導入までの道のり
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QuickSight導入までの道のり
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運用開始環境の移行ハッカソン実施PoC事前調査

現状のデータインフラ、データ業務と照らしていくつかのポイントで選定を実施

→アカウント別でデータソースだけではなく、カラム単位でのセキュリティロックを掛けられる
→アカウント管理のみで公開範囲や分析/ダッシュボードのアクセス管理が容易

→閲覧権限者は最大で$5/Monでのコストで利用可能
→事業部人員200名に対して最適なコスト規模で運用ができる

→すでに準備を進めていたAmazon Redshiftへのデータ集約（DWH）環境を効率的に利用可能
→事業部内のリソースで、DBの分散やサイロ化を発生させずミニマムかつシンプルなシステムで運用可能

セキュリティ

コスト

開発持続性（可用性/拡張性）



QuickSight導入までの道のり
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運用開始環境の移行ハッカソン実施PoC事前調査

Amazon 
S3

AWS Glue Amazon Redshift

Amazon QuickSight

AWS Cloud

IAM

QuickSight Admin Role

QuickSight Author Role

QuickSight Reader

管理者

作成者

閲覧者

AWS Cloud

Amazon RDS

Amazon 
WorkSpaces

EC2 instance contents

①他所で建てられたDBとの連携

②異なるAWS環境で動作するDBとの連携

③複雑かつ大量なDBを保有する場合の連携



BIを組織内で一般的なツールとして使ってもらうためのきっかけづくり = 組織内ハッカソンを企画

BIを実際に自ら触ったことがない層へその機能性や便利さを体感してもらう。
QuickSightの知名度向上
参加者からその他メンバーへおすすめしてもらう。

QuickSight導入までの道のり
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運用開始環境の移行ハッカソン実施PoC事前調査

→ 本格的な組織への導入障壁を一気に下げられました。

https://note.com/dip_dx/n/n67237c07f40d



データを一箇所で統一しているため、既存BIからのQuickSightへSQLのコード資産をそのまま流用可能

QuickSight導入までの道のり
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運用開始環境の移行ハッカソン実施PoC事前調査

Amazon Redshift

With total as (
select
case
when xxxx = '週次' then to_char(dt::timestamp, 'YYYY-WW')||' weeks'
else dt

end as "日付"
,c_name as 会社名__filter
,status as ステータス
, count as "新規流入"
,round(count::float / total_user_count * 100, 2) as "新規流入割合a"
,round(lintroduction_count::float / total_user_count * 100, 2) as "新規流入

割合b"
from
subtotal

order by
dt 

)

select ……………

Redshift SQL

Amazon QuickSight

対象4サービス
約3000テーブル



QuickSight導入までの道のり

SSOでのアカウント発行環境を整備
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運用開始環境の移行ハッカソン実施PoC事前調査

AzureAD (IdP)

Amazon QuickSight IAM QuickSight

QuickSight Admin

QuickSight Auther

QuickSight Reader

QuickSight Admin Role

QuickSight Author Role

QuickSight Reader

AWS Cloud

SAM
L

管理者

作成者

閲覧者

ログイン

ログイン

ログイン

Microsoft
マイアプリ
ポータル



ディップ[DX事業本部]での利用事例
ご紹介
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ディップ[DX事業本部]での利用事例ご紹介
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サービス設定状況 ：アカウント登録情報、契約書テンプレート登録情報 …など
サービス利用状況 ：契約書発行件数、従業員数/契約書発行数、初期設定状況、ログイン率
売上管理 ：契約社数、売上情報など

労務管理DXサービスで、カスタマーサポートが必要な顧客の把握や、活用率が低下している
企業へのリテンション対象企業の選定用エビデンスデータとして利用



ディップ[DX事業本部]での利用事例ご紹介
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新規流入経路 :LINE公式流入経路別の単日登録者数と、登録経路別の割合
クーポン利用回数 :クーポン交換数、ポイント数、交換ログ
来店回数 :来店回数別の、ユーザーの訪問数、累積、内訳割合
次回来店までの期間 :次回来店までの期間
アクティブ数 :日次、週次、月次の各アクティブユーザー数

LINEミニアプリ常連客獲得支援DXで各店舗の来客状況の把握や発行クーポン数などから
顧客ごとの活用率を把握、サポートや店舗ごとのオペレーション改善提案のデータとして活用



ディップ[DX事業本部]での利用事例ご紹介
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ERP DB

COPY DB

予算データ

予算サマリ

AWS Glue Amazon Redshift Amazon QuickSight

ERPから必要な売上・契約情報、各グループが管掌するエクセルデータをもとにデータソースを作成、
経営ダッシュボードとしてサービスを横断した売上・予算実績データとして公開準備中



今後の展望
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集計／可視化したデータのサービスへのフィードバック
テンプレートやAPIを活用した各顧客自身へのデータ提供
- 自社の活用状況や、登録ユーザーを簡単にレポートとして活用してもらうことで更に業務効率UP
- サービス全体の利用状況を見てもらうことで、活用意欲を高めてほしい

機械学習／レコメンデーション機能の積極的な活用
SageMaker等を活用した売上予測及びチャーンの危機がある企業の予測などなど
- 自社の営業／CS活動をよりスマートにできる仕掛けを考えたい

Amazon QuickSightAmazon Redshift Amazon SageMaker Forcast Data

Amazon QuickSight

API• Template
• Analitics
• Dashbord

埋込／データ反映



PR

デジレバでは、データチームをはじめ、PdM,PMM,インフラ,QA/QCエンジニアを積極採用中です！
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https://hrmos.co/pages/dip-net

特に、データ分析の企画からレポーティングまでをやってみたい
SaaSビジネスに最適なデータプラットフォームをイチから作る経験をしたい

…という方はぜひご連絡をお待ちしています。

DX部⾨で検索！

https://hrmos.co/pages/dip-net/


ご清聴
ありがとうございました！
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