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『ビジネス・アナリティクスにまつわる一時期の狂騒も、やや下火となりつつある』。もし
そのように感じられるとすれば、それは企業のビジネス・アナリティクスの活用への関心
が失われつつあるからではない。むしろアナリティクスは進展をつづけ、いまや全世界に
おけるビジネス上の意思決定のメインストリームとなりつつある。アナリティクスは、い
わば我々が息をする空気そのもの、我々が航海する海そのものになろうとしているのだ。

アナリティクスにおけるリーディングカンパニーは、後れを取る競争相手との差を広げて
優位性を確立するため、さらなる革新を追及し日々新たなアナリティクス活用手法を模索
している。アナリティクス活用によって得られる優位性は、ときとして既存のビジネスモ
デルを根底から覆してしまうほどの発見をもたらすケースがある。単体では大きなインパ
クトのない発見でも、連鎖的な波及効果により、終局的にはビジネス上大きな価値を生み
出すような洞察がアナリティクスによって得られるケースもある。いずれにせよ、リーディ
ングカンパニーは自社の優位性をさらに確立すべく、2015 年もひきつづきこの両面に
力を注いでゆくだろう。

本稿では、まさにビジネスの現場で見られる重要トレンドを取り上げた。2015 年に注
目すべきは、まず何といってもスーパートレンドとしてのデータセキュリティだろう。そ
してその他のトレンドも、すべてこのデータセキュリティという文脈を前提に理解される
べきものだ。
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SUPERTREND

データセキュリティ

2014 年は、残念ながら、ビジネス界がデータセキュリティ上の課題に大きく悩まされた年であった。
2015年にはこの状況も改善すると考えたいが、そう思わせる材料も乏しい。ビジネス界もIT業界もデー
タセキュリティには深い懸念を抱いており、対策に巨額の予算を割いている。過去の事例から、こうし
た背景が、今後の短期的・中期的な技術投資に深刻な非効率を生じさせうることが予想できる。しかし、
このような非効率はアナリティクスで回避できるのだ。

モバイルデータ、リアルタイム通信、デジタルビジネスといった領域の急激な成長がもたらした「ビッ
グデータ」の世界において、資産を保護するために関所の守りを固めることは、以前とは全く異なる難
題として我々の前に立ちはだかりつつある。こうした中、侵入検知、差分プライバシー、電子透かし、
マルウェア対策といった様々な実践分野において、すでにアナリティクスの活用が大きなインパクトを
与えている。ただし、ますます混迷する世界情勢とサイバーテロリズムの脅威も踏まえ、サイバーセキュ
リティのリスクが計り知れないほど大きくなっていることは考慮すべきであろう。

企業などの組織体が、膨大なデータを保有・管理する現代社会において、アナリティクスこそがデータ
セキュリティの最前線であり、最後の砦である。「うまくやる」には、イノベーション、アナリティクス、
デジタル、テクノロジーを組み合わせ、綻びの少ないシームレスなアプローチへと統合することが求め
られる。どれだけアナリティクスを自由自在に操れたとしても、そこで得られた洞察を元に戦略的資産
を構築し、有用な手段として実用化できなければ意味がない。これは、ますます重要性を増しているデー
タセキュリティという課題だけでなく、本レポートで説明するすべてのトレンドについても同じことが
言えよう。
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アナリティクス・オブ・
シングス

（Analytics of Things）

インターネット・オブ・シングス（Internet of Things/IoT）とは、モノ、ヒト、場所、
環境など、生活の中の様々なモノ＝デバイスがインターネットに接続され、大量のデー
タが収集され・利活用される現象を指す。IoT は、日々膨大な量の構造化・非構造化デー
タを生成しており、これに伴い「膨大な量の雑多なデータから価値を発掘・発見する」
という新たな機能がビッグデータ・アナリティクスに求められている。優れたアナリス
トの手にかかれば、こうしたデータから生産性の向上、オペレーション上のリスク検知、
異常値の検出、バックオフィス業務の工数削減、さらにはセキュリティプロトコルの強
化までも実現可能だ。しかし、拡大の一途をたどるセンサーの利用範囲は、もはや産業
機器や複雑なシステムなどに限られない。IoT は、スマートグラス（メガネ型）、スマー
トウォッチ、スマートシューズなど、装着することでエンターテインメントや健康管理
などに役立ち、毎日の生活上の利便性を高めてくれる各種ウェアラブル機器も包含した
コンセプトである。

アナリティクスのツールやテクニックはすでに IoT にも適用され始めているが、IoT と
アナリティクスの統合プロセスは立ち遅れている。コンシューマをターゲットとするに
せよ、産業活用にせよ、アナリティクスに関わる工業規格の確立によって得られる潜在
的利益は大きい。規格化が進めば、莫大なプログラミング投資コストを省くことができ
るためだ。また、センサーデータは総じて、高速で連続的に生成され、大量に蓄積され
てゆくという、従来型のアナリティクスアーキテクチャや手法は必ずしも得意としない
特徴があることも、困難を招いている。ことに、伝統的な構造化データとセンサーデー
タとをリアルタイムで統合したいような場合には、大きな課題に直面することとなる。

The talent crunch that wasn’tThe talent crunch that wasn’t

The So What?

「目は胃袋より大きい」という言い回しがある。「目で見
て食べようと判断し、お皿に盛り付けた料理の量は、え
てして（欲張って）本当に食べられる量よりも多くなり
がちだ」という事象を指す言い回しだ。アナリティクス
と IoT とで気をつけるべき点があるとすれば、まさにこ
れである。IoT はもはや我々の日常生活の一部として定
着しつつある。確かに、そこで得られたデータを分析し
尽くし、完全に理解できたとしたら、素晴らしいことが
たくさん実現できるだろう。そしてアナリティクスは、
ようやく現実にそういった課題に取り組みうる程度に強
くなってきている。しかし拙速にアナリティクスと IoT
の融合を進めようとする前に、すべきことがある。アナ
リティクスとアプリケーションとの高度な統合が実現さ
れて初めて、こうしたデータから得られる洞察を十分に
享受できるようになるだろう。
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データ・マネタイゼーション
「データを情報として管理するだけでなく、価値ある資産としても評価するべきだ」と主張する
アナリストやリサーチャーが増えている。将来的には、企業が利益を得るために、保有データ
を流動化することが当然に可能となるような仕組みを想定している。消費者の消費行動がオン
ライン、特にモバイルアプリケーションへと軸足を移してゆく中で、その消費行動の副産物と
して生成されるデジタルデータは計り知れない潜在価値を秘めている。反面、そのデジタルデー
タが単なるゴミ、すなわち「無価値な情報」にすぎないケースも存在する。まずは、目の前に
ある状況が、このどちらに該当するのかを見極めることが大切だ。

一部の業界において、データ・マネタイゼーションに向けた動きは明らかに自然な流れとなっ
ており、新商品開発・新サービス開発にもこうしたアプローチが採用されるようになってきて
いる。しかし、それ以外の業界では、データ・マネタイゼーションへの反応は様々だ。コンテ
ンツ提供事業に伴うリスクを正しく認識せずに、安易にこうした事業に手を出す企業も多い。
こうした企業の多くは損失を出してしまうか、そうでないにしても実際に利益を出せるように
なるまで長い時間がかかってしまう。

ここでいうリスクの一部は、データ・マネタイゼーションというトレンドにプライバシーへの
脅威を感じる規制当局や消費者に起因している。これに加え、データサイエンティストの中か
らも、自分たちの行っている分析の社会的有用性について懸念の声を上げる者が増えてきてい
る。ある著名な在野のリサーチャーは、現在、社会的に好ましくない結果を生み出しうるデー
タアナリティクス・アプリケーションを検証する本を執筆している。個別の状況はさておき、デー
タ・マネタイゼーションの気運が高まるとともに、データにまつわる倫理問題の重要性は増し
てゆくことも認識しなければならない。

昨今は「データは大量にあればあるほど良い」といった風潮が見られる。しかしその実、保有
するデータ量が大きくなればなるほど、課題も増える。データの収集、保管、保護は、かなり
のコストを伴うのだ。

The talent crunch that wasn’t

The So What?

超大作ヒーロー映画でときどき目にする展開に、ヒーロー
または悪役が「想像していたよりもはるかに強力な武器
を手に入れてしまう」というものがある。えてして登場
人物はその超強力な武器をうまく使いこなせず、そのせ
いで大惨事または大爆笑を巻き起こしてしまう。どこか
で聞いたような展開ではないだろうか。

データは資産としての潜在価値が非常に高いため、デー
タという資産を軸に経営戦略を立て直している企業もあ
る。まずインターネット系企業、そしてこれに続き旧来
型の事業会社の中から、この戦略の立て直しの成果が出
始めている企業もある。しかし多くの企業はやはり、こ
の大きな潜在価値を秘めた「データ」という資産に付随
する大きな「責任」を、まだ過小評価している。ここで
いう「責任」とは、事業経営に付随する責任にとどまらず、
より広く社会に対する責任をも意味している。

「データ倫理」を聞きなれない言葉だと感じる企業こそ、
自社のデータ戦略において、「データ倫理」をもっと重視
するべきなのかもしれない。
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バイオニックブレイン
人間の知能と機械の融合により、従来の意思決定のありかたが根本から変わろうとしている。こ
れは人間が、ほんの数年前には想像すらできなかったような膨大な知識を手にすることができる
ようになったためだ。人間と機械との融合は、より自然で身近なものとなりつつあり、それに伴
いバリューチェーン全体を通してより優れた／より迅速な意思決定が可能となってきている。

ビッグデータ及びマシンツーマシン（M2M）通信の隆盛に伴い、アナリティクスのモデルやア
ルゴリズムが複合イベント処理（Complex Event Processing；CEP）などの自動化ワークフロー
環境に埋め込まれることが増えてきた。自動意思決定はおそらく一過性のトレンドでは終わらず、
様々なコグニティブ・アナリティクス・アプリケーションによって強化され、根付くのではない
だろうか。

わかりやすく言えばコグニティブ・アナリティクスとは、「機械学習・自然言語処理・高度なア
ナリティクス基盤」という 3 つの主要要素から成る「コグニティブ・コンピューティング技術 ( 認
知コンピューティング技術 )」の拡張版である。人間がより良い意思決定を下せるよう、こうし
たテクノロジーを応用するのがコグニティブ・アナリティクスだ。コグニティブ・アナリティク
スの目的は、「コグニティブ・コンピューティングによる強力なデータ処理技術を生かし、センサー
などのデータ収集チャネルとこれを活用する組織環境を整えることによって実用的なビジネス上
の洞察を得る」ことである。コグニティブ・コンピューティングが情報処理の手法を変革したの
だとすれば、コグニティブ・アナリティクスは、情報利用の手法を変革しつつある。

コグニティブ・アナリティクスはまだ黎明期にあり、従来の情報やアナリティクスプログラムを
代替できるような段階には到底達していない。しかし、膨大な量の非構造化データの扱いに苦慮
している業界、またリアルタイムでの可視化を実現せよという要求に悪戦苦闘している業界では、
コグニティブ・アナリティクスに高い関心が寄せられているのだ。

The talent crunch that wasn’t

The So What?

知識集約型の分野であれば、コグニティブ・コンピュー
ティングやコグニティブ・アナリティクスを適用さえす
れば情報活用の質を自動的に高めることができそうにも
見えてくる。しかし、この現象を総体として俯瞰すると、

「では、人間および知識労働者に求められる役割とはいっ
たい何なのだろうか？」という根源的な問いが立ち現わ
れてくる。高度な訓練を受けた生身の知的労働者たちが、
機械によって代替可能となる日は、少なくとも当面は来
ないであろう。しかし自律的なコグニティブ・システム
がチェスやテレビゲームの世界の領域を超え、ビジネス
アプリケーションとして実装されつつある中、知的労働
者たちが自分たちの将来に不安を覚えるのも当然のこと
だろう。個人も、またその個人が所属する組織も、いま、
こうしたシステムによって「自動化を実現し、人間を排
除すること」ではなく、どのようにこれを活用して、才
能あふれる人材の価値をより高めることができるか、と
いうことを真剣に考えることが求められている。
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オープンソース
かつては、せいぜいシリコンバレー周辺の関心事と思われていたオープンソースソリューション
だが、最近では世界中の大手企業が、データ・ストレージやデータ処理エンジンとして Hadoop
などのオープンソースソリューションを採用し始めている。Hadoop だけでなく、機械学習の
Mahout、複合イベント処理の Spark など、商用ソフトウェアと並んで企業で広く採用されはじ
めている。そしてもちろん、統計解析と可視化のための環境を提供するオープンソース環境「R」
の存在も忘れるわけにはいかない。

オープンソース戦略においては「そのソリューションを利用することで、どのような著しい価値が
得られるか」を明確にすることが肝要だ。オープンソースには大きな役割を果たしうるポテンシャ
ルがあるが、とはいえ、より俯瞰的な総合的戦略の一部として位置づけられるべきものだからだ。
例えば、Hadoop を有効に活用するには、まず「いわゆるビッグデータ」、つまり「処理に時間の
かかる、膨大な量の多種類のデータ」があることが前提となる。平たくいえば、オープンソース
ありきではなく、「したいこと」をするために最も適したツールを見つける、という話なのだ。

オープンソースツールを活用するにあたっては、リスクマネジメントの観点も忘れてはならない。
あるツールのオープンソース開発に無償で貢献している大勢の開発者たちが、一斉に「次の大きな
ムーブメント」へと関心を移し、そのツールを見捨ててしまったらどうなるだろう。または、彼
らが報酬を求めるようになり、オープンソース開発から手を引き始めたら。優秀な開発者たちが
そのオープンソースソリューションの開発から撤退しはじめ、そのソリューション自体の品質も
下降の一途を辿るようになったら…。仮にこうした状況に直面した場合の潜在的リスクを把握す
るためにも、自社インフラがどのオープンソースソリューションにどの程度依存しているのかを
明確に把握しておくことが大切となる。

オープンソースソリューションによって享受できる利点は、もっとも端的にはコスト面の利益だ
ろうが、それだけにはとどまらない。とはいえ、こうした新しい技術を扱う能力をもつ人材のコ
スト及び確保の難しさについても認識しておく必要がある。多くの企業がこうしたスキルを持つ
優秀な人材を求めており、競争は激化しているというのが実情だ。

The talent crunch that wasn’t

The So What:

いまやオープンソースソリューションは実用にも十分耐
え、無視できない、魅力的なソリューションとしての座
を確立した。テクノロジーに明るい人であれば、こうし
たソリューションが表舞台の脚光を浴びる日を長いこと
心待ちにしてきて、早く現場に導入したい、とうずうず
しているかもしれない。気持ちはわかるが、あまり性急
に動くのも考え物かもしれない。導入を進めようとして
いるオープンソースソリューションが、自社の包括的な
テクノロジー戦略と間違いなく親和性が高いことを確信
できないうちは、導入を急ぐべきではない。またオープ
ンソースソリューションに頼ることで、自社が想定より
も大きなリスクにさらされてしまっていた、などという
ことのないよう、留意する必要がある。黎明期を脱し、
十分に実用に対応できるようになったオープンソースソ
リューションは、注目を集めるべくして集めている。そ
の特性やリスクを十分に理解して、賢く活用すればいい
のだ。

The talent crunch that wasn’t
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税務アナリティクス
これは金脈の発掘か？

企業の税務専門家たちは、数字を関心事としている割に、アナリティクスへの対応が遅れてきた。
先駆けとしてこの分野に着手し始めている企業は、まずはタックスプランニングに焦点を当て、
節税や、異なる税務戦略がどのようなインパクトを財務にもたらすかをより深く理解しようと
試みている。

総じて企業は自社の税務に関する状況を系統立った形では把握できておらず、「税務に関する個
別状況や変数を、最終的な納付税額と紐づけるモデル」を開発することは困難であった。さらに、
税制や税制に関するデータは一般的に非常に複雑であることも障壁のひとつとなってきた（こ
の障壁は特に、異なる法管轄下で横断的に事業を展開している多国籍企業にとって顕著である）。

しかしこうした困難はありつつも、税務担当役員が「事実に基づいた洞察」を得るためのデー
タセットの共通化は進展を見せており、これは良い兆しである。特に、CFO（最高財務責任者）
や CAO（最高会計責任者）はアナリティクスへの関心が高く、そこに税務アナリティクスの観
点も加味することで、より大局的な視点から組織のデータを分析することができるようになる
だろう。

現在、税務アナリティクスで高い関心を集めている分野のひとつとして、特定状況下における
税額レベルを解析・予測するシミュレーションモデルが挙げられる。昨年度の税率が 32％、前
四半期の税率が 34％であった場合、経営層はこの変化が何に起因しているのかを理解したいの
だ。

将来的に、企業のタックスプランニングは現在より戦略的・分析的なものへと変化してゆくであ
ろう。明敏な税務担当役員たちはそれに向け、現在、データインフラの構築、人材・スキルの獲得、
管理職層との将来ビジョンの共有などを通して着々と準備を進めているところだ。これまでも
定量的手法が活用されてきた税務の分野だが、新たな展開を迎えようとしている。

The talent crunch that wasn’t

The So What:

これから税務アナリティクスを導入しようとしている経
営層は「準備を怠るな」を金言として臨むのが良いだろう。
昨今、各国政府は企業に対し、ますます標準化された電
子形式で税関連データの提出を求めるようになってきて
いる。こうした政府の取り組みは、何も効率化を進めたり、
わずかばかりの紙資源を削減したりすることだけを目的
としているわけではない。政府の側にも、技術面の観点
や産業政策の観点からアナリティクスを行いたいという
要請があるため、こうしたデータの標準化・電子化を進
めているのだ。これに伴い、当局による税務調査の手法
も変わってきている。企業は大量データというパンドラ
の箱を開けてしまう前に、自社データの分析が自社のど
のような特性を明かすことになるのかについて、自ら正
しく理解し、準備しておくことが重要となるだろう。
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大学の役割
人材市場では、それらしいボタンをポチポチ押すだけの「データサイエンティスト
もどき」ではない、真のデータサイエンティストが求められており、多くの大学が
この需要の増大に対応しようとしている。アナリティクスの適用範囲が拡大し、様々
な業種やビジネスモデルを包含するようになるにつれ、必要な人材を巡る競争は激
化している。

ジャーナリズムであれ製薬であれ人事であれ何であれ、アナリティクスとその他の
専門領域との融合は、「得られる洞察」に対する期待値を激変させつつある。エンター
テインメントを始め一部の業界で、商品開発、マーケティング、人的資源をはじめ
とする様々な場面において、データに基づく意思決定が導入されつつある。「マネー
ボール」の手法を映画製作に導入するようなイメージだ。

こうした中、高等教育機関が数多くのデータサイエンティストや定量的アナリスト
を輩出し始めているというのは朗報ではある。しかし大学側も、新たなデータエコ
ノミー社会を支えうる人材に対して増加する一方の要求に直面し、プレッシャーは高
まるだろう。どこかの時点で淘汰が起きるはずだ。新たに設置された専門課程の一
部は、様々な理由から有能なデータサイエンティストを十分には生み出せず、失敗
するであろう。しかし、より長期的には、確かな定量的スキルを持つ生徒が十分に
厚い層に育ち、彼らがこうした専門課程を経て、価値の高い人材として市場に出て
くるようになることが大事なのだ。

The talent crunch that wasn’t

The So What:

科 学（science）、 技 術（technology）、 工 学（engineering）、
数学（mathematics）の総称である STEM 教育は、大学のキャ
ンパスでもっとも頻繁に耳にするバズワードのひとつとしての座
を長らく占めてきた。しかし STEM 教育はここへ来て STEAM
教育という、芸術（arts）の「A」が付加された新たな造語に取っ
て代わられようとしている。これはビジネスに必要なスキルを備
えたアナリティクス人材を待ち望むビジネス界にとっては朗報だ。
なぜならビジネス界では、定量的分析スキルだけでなく、そうし
た分析結果を（ときには図解を用いながら）説得力のある文脈で
語ることのできる人材への需要が高まっているからだ。つまり、
デザイン思考、可視化、ストーリーテリングといったスキルの重
要性がますます大きくなってきているのだ。従来の STEM 教育は、
新たにビジネス界に参入するデータサイエンス人材が最低限不可
欠なテクニカルスキルを持っていることは担保している。しかし、
それだけではアナリティクスによる成功は保証されない。的確な
設問を設定し、批判的に思考し、専門家との連携を図り、技術的
な推論・結果を門外漢にもわかりやすく説明するためには、いわ
ゆる「リベラル・アーツ」面での教養も必要となるのだ。

大学は今後もアナリティクスやデータサイエンス関連の専門課程
を通じて人材を育成し、ビジネス界はそこから輩出される人材を
活用してゆくだろう。大学と産業界は緊密に連携を図り、大学で
培われる専門性が、ビジネスで必要とされる業界知識・組織の一
員としての要件・卓越したコミュニケーションスキル・ユーザー
エクスペリエンスの提供などに確実に結びついてゆくような協力
体制を敷くことが不可欠である。
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データ品質の追究
アナリティクスの可能性が指数関数的成長を遂げる中、データブローカービジネスは過熱の
一途を辿っている。この傾向はしばらくは続くだろう。しかしこうしたデータの購入・利用
が一般化するにつれ、そもそもこのデータはどの程度正確なのか？という点に厳しい目が向
けられるようになってきている。データの正確性が向上すれば、利活用の可能性も飛躍的に
広がる可能性が秘められているからだ。

データにある程度なじみがあれば、ビッグデータにまつわる根本的なパラドックス、すなわ
ち「ビッグデータが示す内容は、えてして総論としては正しいものの、各論としてはしばし
ば誤りである」というパラドックスに気づいてしまっていることだろう。データが示す大き
な絵は正しいが、個別データを見ていくと必ずしも正しいとは言えない場合がある。企業は
自社商品の購入者について、いろいろな情報を保有し、大枠では理解しているだろうが、「特
定の購入者」については自分で思っているほど正確な情報を把握していなかったりする。す
なわち、こうしたビッグデータは「価値はあるけれど、必ずしも完全に正確ではない」のだ。
そしてこうしたデータの不正確性は、偶発的に生まれるものだけではない場合が多い。

もしデータブローカーが提供データの品質をより高めることができるようになったとした
ら、潜在的に、こうしたデータを欲しているマーケティング担当者にとっての価値を飛躍的
に高めうるだろう。実際にデータ品質は改善の方向に動いてはいるのだが、その動きはもど
かしいほどに遅い。既存顧客や見込み客に関する詳細かつ正確なデータを収集・利活用する
ことが可能になれば、企業のマーケティング担当者は消費者ごとに広告やサービスをチュー
ニングし、特定のプランがどの消費者にいちばん刺さるかを見抜き、訴求効果の低そうな顧
客へのムダな売り込みを減らすことができるようになるはずだ。このため、データの正確性
改善を求めるデータブローカーへの圧力は、今後一年間もさらに強くなるだろうと考える。

The talent crunch that wasn’t

The So What:

消費者ひとりひとりをターゲットとするマイクロマーケ
ティングやマイクロセグメンテーションは、他社との差別
化を図りたい企業にとって、大きな競争優位となりうる。
現在、マーケティング担当者の多くは、現行のマーケティ
ング戦略に「何もないよりはマシ」程度の改善を加えるだ
けで我慢しているのが実情だ。もっとひどいケースでは、

「とにかくばら撒いて、あとは神に祈って待つ」とでも言
えるような無戦略なマスマーケティング手法に頼るだけ、
ということもある。データの不正確性というのはデータ分
析における最大の障壁のひとつであり、昨今企業がマーケ
ティング活動に利用するデータの調達をますます外部に依
存するようになってきている中、データブローカーへの要
求はますます厳しくなってきている。
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2015 年に注目すべきトレンド

今後 1 年間においてアナリティクスマーケットを賑わせるであろうトピックを以下に挙げ
た。動向を注視されたい。

顔認識システムおよび地理空間情報モニタリング
写真に写った友人の顔へのタグ付け、顧客の識別、公の場における行動パターン分析によ
る犯罪者の検知など、こうしたテクノロジーの成功事例は多い。いまやカメラや携帯電話
など廉価な機器から得られるデータが、機械学習システムのために広く利用可能となって
いる。この分野でのイノベーションはますます進むことだろう。

世論の抵抗
政府による監視活動。個人情報漏えい事件。悪意はなくとも、一線を越えてしまい、消費
者の反発を買ってしまう、個人情報を利用した行き過ぎたマーケティング活動。一般消費
者も、自分たちが日々生活の中で無意識に生み出しているデータが、実はどれだけ自分た
ちについて情報を含んでいるのか、ということに気づき始めている。今後、個人情報の収
集や譲渡を行う事業者に関して、法的責任の明確化を求める世論が高まってくるものと予
想される。

アナリティクスが実社会を制御
物理的な活動を制御するためのテクノロジーへのメディアの関心度は非常に高い（例とし
てグーグル社の自動運転車、ネスト社のサーモスタット製品など）。多くの消費者が、ア
ナリティクスによって実現されるこうした機能拡張を歓迎している。企業がこうした消費
者の期待に応えるためには、こうした潮流が自社ビジネスにどう影響を及ぼしうるか――
良い影響か悪い影響かはさておき――を綿密に検討することが重要となってくるだろう。
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