Analytics Trends 2016

The Next Evolution

2016年は、
デロイトが「Analytics Trends」の発刊を通じて、短・中期的にビジネスの潮流に影響を与え
るであろうと思われるアナリティクスのトレンドを分析し続けて3年目となる。アナリティクス関連の様々
なトピックを定点観測し続けると、一部のトレンドは一過性のブームとして消えることなく、
ビジネス社会
にしっかりと根を下ろしながら、
きわめて速いスピードで進化し続けていることが明らかになってきた。科
学の世界では、急速に変化する事象について注意深く観察することが求められる。アナリティクスのトレ
ンドについても同じで、急速に進化を続けるトレンドについては、新たな目で見直すことが重要であろう。
一方で、
「半減期」の短いトレンドも存在している。疾風のように現われ、瞬く間に話題の中心となったかと思ったら、す
ぐに我々の生活に浸透し、もはや「トレンド」ではなく
「日常の一部」
となってしまっているものだ。
「ビッグデータ」
という
トピックはその好例と言えよう。数年前には、
これからのビジネスを左右する最先端トレンドとして大いにもてはやされ
たが、現在はアナリティクスの一部として当たり前のようにビジネス戦略の意思決定に利用され、現場で日々行われて
いる巨額の投資判断に影響を与えている。2010年後半からGoogleトレンドのランキングで大きな伸びを見せていた
「ビッグデータ」
という用語が、最近になってランキング順位内で下降傾向にあるのは、
こうした「普遍化」を表している
と言えるだろう。
2016年は、日々、組織内のあらゆる領域でアナリティクス／科学的な裏付け／データ／推論に基づく意思決定がな
され、
「Everywhere Analytics (いたるところにアナリティクスが浸透しつつある)」社会において、なじみ深いものと
なってきたトレンドと目新しいトレンドの両方に着目し、アナリティクスの最新動向を探ってゆく。

早速、6つのトレンドを見てみよう。
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インパクト

「人間か機械か」の二元論 薄れゆく境界線
機械は人間を駆逐するのか

補完関係

「スマートマシン時代が到来し、多くの人間が職を失う」。メディアは扇情的にこう
喧伝するが、心配しなくても人間が必要とされる余地はまだまだ残る。プロセスが
オートメーション化されても、人間はそこに付加価値を与えるという役割を常に果
たしてきており、この流れは引き続き変わらないだろう。

人間の知的活動とスマートマシンとの協働には、様々な形式が出現するだろう。ま
ずは、当然のことながらコグニティブテクノロジーを開発・構築・実用化する人間
が必要だ。また、こうしたテクノロジーを業務プロセスに正しく適用し、そのパフ
ォーマンスをモニタリングする人間も必要となる。その他、機械では置き換えられ
ない作業を引き続き行う人間も必要だ。例えば、創造性や配慮、共感などといっ
た高度な精神活動を要する作業を、完全に機械に置き換えてしまうことは不可能
だからだ。

とは言え、ベンチャーキャピタルが2014年、2015年に10億米ドル超の資金を
コグニティブテクノロジーに投入していることからも見て取れるように、我々は明
らかにコグニティブテクノロジー隆盛の時代を迎えている。アナリストの予測で
は、コグニティブソリューションの総市場規模は2025年までに600億米ドルを
超えるだろうとされる1。コグニティブテクノロジーはその進化に伴い、
「数多く存
在するツールの一つ」として普遍化することであろう。すなわち、正しく活用すれ
ば大いに役立つが、かといって同様に人類の知恵や思考プロセスを補完するツー
ルであるその他の伝統的なアナリティクスケーパビリティを駆逐して置き換えてし
まうものではないはずだ。「人間か機械か」という二元論は、一方のみが取捨選択
されるような排他的なものではなく、相互に補い合うことで、より高度な知恵の獲
得を可能たらしめるものである。

社会へのインパクト

大

ビジネスへのインパクト

大

人間と機械との調和に向かって
もちろん、こうしたテクノロジーと人間との調和した社会が、一朝一夕に、容易に実
現することはないだろう。各組織内におけるナレッジ集約的なプロセスを精査し、
どのプロセスを機械に置き換え、どのプロセスを人間が実行するのが最適解とな
るかを識別する必要がある。その過程で、変化に適応するための「再教育」が一定
程度必要とはなるだろう。また、こうした流れの中で現在の職を失う人たちも出る
可能性はある。賢明な企業は、こうした課題に早期に取り組み、来たるべき「人間
とスマートマシンとが協働する未来」に従業員が備えられるよう支援し、組織体制
を整備するだろう。

1 出典：International Data Corporation

ケーススタディ：獣医師向けアプリ「LifeLearn Sofie」

ピークの予測到来時期

5年後

もっとも影響を受ける業界

ヘルスケア、オンラインサービス、
プロフェッショナルサービス、小売

北米の獣医師は、特定領域の専門医も一部存在するものの、大半は総合診療医である。そのため、獣医は多種多様な動物の様々な領域にわたる疾患疾病について広範
な知識が求められる。ここに、コグニティブコンピューティングを活用できる。
カナダに拠点を置く獣医学テクノロジー系企業LifeLearn社は、IBM Watson ベースのコグニティブコンピューティングシステム「Sofie」を開発した。
「Sofie」は、獣
医たちに多種多様な動物の様々な病気に関する最新技術や治療法に関する情報を提供するだけでなく、個別の治療方針・治療計画の立案も支援するソフトウェアであ
る。「Sofie」は自由形式テキストでの質問を受け、膨大な最新情報の中から獣医が必要とする情報を提供する。また、この情報は最新の獣医学文献をもとに頻繁に更
新される。加えて、
「Sofie」は獣医が患畜の遺伝情報に基づく疾病リスク、飼育環境特性、地理的リスク要因なども踏まえて当該患畜のためのオーダーメイド治療計画
を策定するところまで支援する。
ここでも他のコグニティブコンピューティングシステムと同様に、
「Sofie」は人間の営みを機械で置き換えるものでは決してない。むしろ人間の力を補完し、人間がもつ
可能性の拡大をサポートしてくれる、力強いツールなのだ。

変革を牽引するであろう業務領域

人事、IT、マーケティング
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インパクト

組織の末端まで浸透したアナリティクス
予想外のスピード

IDO 実現への基礎固め

わずか一年前に、全社規模でアナリティクスに投資している組織を探すのは容易
ではなかった。大半の企業は、一部の主力領域のみにおいて限定的なアナリティ
クスケーパビリティの導入／改善に取り組んでおり、またそれだけでもたいへん
な挑戦であるかのように思われた。

IDO へ の 変 貌とは、具体 的にはどういう変 革を指 すのだろうか。「Analy tics
Transformation」や「Industrialized Analytics」といった構想を打ち立ててい
るビジネスリーダーもいる。大半の企業はそこまで一足飛びにはいかないまでも、
すでに、
「データウェアハウスを増やすか、はたまたビッグデータインフラを構築
するか」など、IDOへの変革を前提とした意思決定を行おうとしている。どちらの
場合にせよ、これまでと変わったのは、アナリティクスに対する期待値の規模感で
ある。ビジネスのわずか一領域での小さなアナリティクス成功体験では、もはや足
りなくなってきている。アナリティクスがどれほどの果実をもたらしうるかが広く
認識されるようになった今、どのようにしてアナリティクスを組織横断的に張り巡
らせるかが、企業の大きな関心事となっているのだ。

めまぐるしく変化する状況
個別領域でアナリティクスの成功事例を実現したビジネスリーダーが、この成功を
より大きな規模で組織全体に敷衍できないだろうかと考え始めている。すなわち
データを活用して貴重なインサイトを浸透できる組織、Insight Driven Organization
（略してIDO）へと変貌を遂げようとしているのだ。
IDOは、選別されたインサイトを一部のビジネス領域における意思決定に活用す
る組織を意味するに留まらない。戦略／人員／プロセス／データ、そしてもちろん
テクノロジーをすべて緊密に連動させ、組織の末端にいたるまで、日常業務のあら
ゆる場面において、インサイトを活用することのできる組織である。

社会へのインパクト

中程度

ビジネスへのインパクト

大

ピークの予測到来時期

3年後

もっとも影響を受ける業界

金融サービス、小売、電気通信

ケーススタディ：UPMC Health Plan
ピッツバーグを本拠地とする医療機関、ピッツバーグ大学医療センター（UPMC）は、提供する医療サービスや医療費の回収など、その組織活動全般にわたってアナリティ
クスで獲得したインサイトを活用している。どの医療機関でも一定程度のアナリティクス活用は見られるが、UPMCではそのアナリティクス活用度の深さに特筆すべきもの
がある。例として、UPMCが分析的インサイトの導出／活用を制度化するために構築した「学習エンジン」が挙げられる。このエンジンは伝統的なモデリングツールを機械
学習ケーパビリティで強化し、
「単一の正解」を組織全体に行き届かせるために構築された「管理されたデータレイヤー」を持つアナリティクス基盤で構成されている。
これにより、UPMCでは組織全体にわたり、データから得られたインサイトが活用可能となった。挫折せずに治療をやり通し、寛解にいたる可能性の高い患者の識別。患者
の退院時点での再入院リスクの予測／管理。いまだスクリーニングを行っていない児童の中から、平均よりも鉛中毒リスクが高い児童を識別することにまで成功している。
UPMCのこうしたインサイトは、最高アナリティクス責任者（Chief Analytics Officer・CAO）の指揮下にある、100名近くのデータ分析官やデータサイエンティストで構
成されたハブ＆スポーク型アナリティクス専門チームが、集中化・分散化させたアナリティクスを活用することで、獲得している。

変革を牽引するであろう業務領域

IT、マーケティング、製造部門
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インパクト

サイバーセキュリティ：もはや防御だけでは足りない
深まる混迷

攻勢に転じよう

セキュリティ問題によって資産価値を下げ、レピュテーションを毀損する企業が未
だに後を絶たない中、2015年スーパートレンドとして取り上げた「データセキュ
リティ」の重要性は、否応なしに増すばかりだ。問題はデータの保護のみにとどま
らず、剽窃や破壊工作の対象となりうる製品デザイン、その他の知的財産権も危険
に晒されている。セキュリティ面において洗練されていないテクノロジーアーキテ
クチャやシステムを破るためのサイバー犯罪の手段が巧妙化するにつれ、問題は
さらに深刻化するであろう。皮肉なことに、サイバーセキュリティへの懸念こそが、
やむを得ないことではあるが、イノベーションを牽引する他のトレンドにブレーキ
をかけ、そのスピードを鈍化させる要因となるかもしれない。

取り組みが進んだこうした組織では、リスクに対するインテリジェンスやモニタリ
ングを行うために、より予測的なアプローチを採用し始めている。すなわち、受け
身ではなく攻めの姿勢を取り始めているのだ。例えば、サイバーセキュリティ上の
問題行為リスクの高い集団や個人が集まるインターネット上のサイトなどで交わ
される情報のスキャニングの自動化や、過去のハッキングやサイバー攻撃事例の分
析に基づき、次に起きるリスクの高い攻撃を識別するための予測モデル構築など
が挙げられる。また多くの企業が、第三者に先を越される前に自らセキュリティホ
ールを発見できるよう、組織的かつ継続的に自らの脆弱性診断を遂行している。

サイバーセキュリティ対 策が進んでいる企業は、もはや「いちど情報を盗まれた
後で慌てて鍵をかける」というアプローチには満足していない。International
Data Corporation（IDC）社の試算によると、2015年には米国連邦政府機関だ
けでもITセキュリティ対策に145億米ドル以上の資金を投じ、また金融サービス
産業は全世界において、情報セキュリティおよび不正防止活動に274億米ドルを
投じた、とされる2 。

こうした積極的な手法を採用している企業は、新たなケーパビリティの獲得が急
務であることに気づかざるを得ないだろう。サイバー問題専門家の多くは、脅威に
対する予測的インテリジェンスや、過去のセキュリティ事件に基づく予測分析まで
行う能力は持たない。そのため、少なくとも今後アナリティクス専門家とサイバー
問題の専門家が広範囲にわたって協力体制を築くことが必要となるだろう。また
アナリティクスの分野においても、今後サイバーセキュリティ対策の優先順位が急
速に高まってゆくだろうと考えられる。

社会へのインパクト

大

ビジネスへのインパクト

大

絶えざる変化には新たな需要が伴う

2 出典：International Data Corporation“Big Data and Predictive Analytics: On the Cybersecurity Front Line,”February 2015

ピークの予測到来時期

3年後

もっとも影響を受ける業界

国、
自治体、金融サービス、小売

ケーススタディ：金融データとテクノロジー企業
金融サービス産業へのデリバリを行う、とある大手データ／テクノロジー系企業にとって、サイバーセキュリティは最重要課題である。
「脅威の予測と、迎えうつための準備にますます注力しています」そう語るのは、同社のサイバーセキュリティを統括するA氏だ。「特定地域に限らず、世界各地域でど
ういった脅威が猛威を奮っているのかを分析していますが、そういう領域こそが外部データやアナリティクスの出番です」。同社ではルールベースのテクノロジーを利用
して、主要システムの特異点検知、また応用数学を活用し潜在的な脅威に対するプログラミングを事前に行っている。
また組織外においては、最もリスクの高い脅威がどのようなコミュニティに由来するのかを判断し、また従業員がいつ高リスクなホットスポットに出張などで赴いてい
るかを把握するため、ソーシャルメディアやIRCなどのチャネルにおける膨大な量の人間行動データ（human behaviour data）の分析を行っている。こうしたモデルは
現時点では完全自動化されてはいないものの、
「（人間の）アナリストが分析を行うにあたり、注意すべき領域を差し示すなど、きわめて有用な示唆を与えてくれてい
る」とA氏は語っている。

変革を牽引するであろう業務領域

IT、セキュリティ
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インパクト

モノの（そしてヒトの）インターネット
新たなイノベーションの源泉
イノベーションは、常にビジネスや社会の大きな変革を牽引する原動力であった。そ
して新たな製品・サービスを創り出すためにデータの集積・分析が進むにつれて、ま
すますイノベーションが生まれている。少し前までは、主に「ちょっと面白いガジェ
ット」との関係で取り上げられることの多かったInternet of Things（IoT、モノのイ
ンターネット）の概念も、いまや急速に「ヒト」までも「モノ」のように追跡し、新た
なビジネスモデルを生み出し（Uberが典型的な例として挙げられよう）、人々の行
動パターンにも影響を与えるようになりつつある。

本格化する投資
こうしたイノベーションは、コンシューマービジネスとB2Bの両領域で起きてい
る。International Data Corporation（IDC）社の調査結果では、全世界における
IoT市場規模は2014年から2020年までに6,558億米ドル相当から1.7兆米ドル
相当にまで拡大すると試算されている。2020年にはIoT市場の2/3をデバイス、イ
ンターネット接続サービス、ITサービスが占め、中でもデバイス（モジュールやセン
サー）だけで市場規模の3割を占めるだろうと見込まれている3。

既存インフラの活用
IoTアプリケーションで必要となるインフラの大部分はすでに存在していることに、
多くの企業が気づき始めている。例えば、自動車保険商品を扱う損害保険会社で
は、
「実走行距離連動型自動車保険商品」の仕組みに、顧客が保有するスマートフォ
ンデータを活用するようになりつつある。顧客が身に着けるウェアラブルデバイス

（活動量計）によって測定された身体活動データをモニタリングし、特定条件に該
当する場合には保険料のディスカウントを開始している生命保険会社もある。運送
業などのB2B企業では、GPSをはじめとする各種センサーを装備した長距離トラ
ックや貨物列車により、輸送経路の最適化や走行解析などを活用した新たなサービ
ス提供が可能となった。その他、どの地点で給油すればよりコストを抑制できるか、
などについても有用な情報が得られるようになっている。
IoTのもたらすイノベーションには、より大きな視点で公益上のメリットも期待され
る。各種輸送業のエネルギー効率や時間効率は確実に上がるであろう。地方公共団
体と現地事業者との連携が進めば、より透明性と経済効率の高い公共サービスが
得られるようになるかもしれない。例えば、ごみ収集車に道路にできた穴を検知す
るデバイスを装備し、穴を発見したら自動的に当局に通知する機能を取り付ける、
といったことが考えられる。また、ドライバーが空きスペースのある駐車場を探して
ウロウロ走り回るために費やす時間と労力も、リアルタイム駐車場情報の共有によ
って削減できるだろう。
このように、IoTによって大きな変革・改善が見込めない産業を探すほうがむしろ困
難だ。依然として、IoT関連の規格を確立し、センサーデータを必要に応じて取り込
むための仕組みを構築するためには、少なからぬ努力は必要となるであろうが、健
康増進、効率化、コスト削減などの領域においては、現状のインフラを活用しすぐ
に役立てることが可能なアプリケーションも多い。

3 出典：International Data Corporation“IDC's Worldwide Internet of Things Taxonomy, 2015”、
“Worldwide Internet of Things Forecast, 2015-2020”及び“Worldwide IoT Spending Guide by Vertical”

ケーススタディ：ボストン市

社会へのインパクト

大

ビジネスへのインパクト

大

ピークの予測到来時期

5年後

もっとも影響を受ける業界

コンシューマープロダクツ、保険、
石油／天然ガス、国、
自治体

早くからIoTに取り組んできた地方政府は少なくない。多数の世界的有名大学、
研究所、
技術系スタートアップを擁するボストン市も、
早くから積極的にIoTに取り組んできている。同
市はライドシェアリング
（自動車相乗り通勤）
システムを運営するベンチャービジネスと提携し、
交通渋滞のリアルタイムデータをモニタリングし、
その見返りに工事・封鎖・パレードな
どによる交通規制に関する道路情報を提携先企業が運営するオンライン地図に提供するなどして、
交通／駐車場アプリの早期実用化を達成している。市民は、
スマートフォンを通じ
て駐車場の空車情報を確認し、
駐車料金もスマートフォンで支払うことができる。
また、
市民がアプリを使って道路状態を評価・通報することもできる。
ボストン市はまた、
ソーラーゴミ箱「BigBelly」
を最も初期に導入した自治体でもある。BigBellyはゴミの蓄積状況をリアルタイムで通知することで、
ゴミ回収事業の最適化を図る
ゴミ箱である。その他、
まだボストン市には設置されていないが、
スマートフォンを充電したり、
騒音／公害レベルを通報する機能を備えた
「スマートベンチ」
も開発されている。
地方自治体によるIoT活用は、
まだ黎明期にある。
しかしボストン市を始め、
シンガポール、
アムステルダム、
トロントなどの都市は、
インターネットに接続された「スマート」なデバイス
により、
都市生活がどれほど大きく変革しうるかを、
先陣を切って我々に示してくれている。

変革を牽引するであろう業務領域

カスタマーサービス、IT、商品開発

Analytics Trends 2016 | The next evolution | 6

インパクト

人材の需給ギャップを克服するには
深刻化する人材不足
大学などの高等教育機関は、急速に拡大する需要を満たすほどのスピードでデー
タサイエンティストを教育し、社会に送り出すことはできていない。ましてや、
「経
験豊かな」アナリストを二年制・四年生のカリキュラムで育て上げることなど不可
能である。2015 MIT Sloan Management Reviewサーベイにおいて、40％
に上る回答者が「高度なデータ分析スキルを持つ人員の採用に苦慮している」と答
えている。
「アナリティクスが重要課題である」と考える企業のうち、十分な人材が
確保できていると答えた企業はわずか17％であった。一方で、
「アナリティクスの
イノベーターである」と考える企業では、十分な人材が確保できていると答えた企
業が74％であった。

創意工夫
International Data Corporation（IDC）社の予測によると、米国では2018年
までに高度な分析スキルを持つ人材は181,000人、またデータマネジメントスキ
ルやデータ解釈スキルを持つ人材はその5倍必要になるとされる4 。また、
「データ
サイエンティスト」のスキルセットが必ずしも明確に定義されていないことも、さら
に問題を複雑にしている。というのも、個別の課題に応じて、必要とされるスキル
セットは異なるからだ。一部の組織では、限界の見えてきた「教育機関からの人材
獲得」を補完すべく、マネージドアナリティクスへの着目、あるいは既存要員から
の育成など、多面的アプローチを模索し始めている。
現在米国だけでも、アナリティクスやデータサイエンスに係る教育課程は100以

上存在し、その数は増える一方だ。アナリティクス領域における人材獲得競争はま
すます激化している。組織がこうした教育機関からの人材獲得を目指す場合、イン
ターンシップや学生プログラムなどに注力することが成功率を高める鍵となる。こ
うした経路から採用した学生には、意義あるキャリアパスと、似たようなスキルセ
ットやバックグラウンドを持つ仲間たちと働く環境を用意することで、離職する確
率は低くなり、生産性の高い人材として組織に貢献するであろう。

人材エコシステム
アナリティクス人材を必要とする組織であっても、必ずしも自組織内にアナリティ
クス人材を抱えなくてもよい。組織外部の人材エコシステムの育成・活用を、積極
的に推進する企業もある。ある企業では、ビジネスインテリジェンス、予測的アナ
リティクス、データサイエンス、コグニティブテクノロジーといった領域ごとに、複
数の人材を擁するサービス提供事業者と提携している。この企業は、こうしたパー
トナー企業が適切に人材プールを管理しているか（スキルの高い人材の獲得／育
成や、最新テクノロジーや最新手法へのキャッチアップを適切に行っているか）の
モニタリングを継続的に行うことで、自社が活用できる人材スキルの品質を担保し
ている。

社会へのインパクト

中程度

ビジネスへのインパクト

大

ピークの予測到来時期

1年後

このような方法論は特別なものではない。賢明な企業は、アナリティクス人材が自
社のビジネスの成功に不可欠であり、かつ人材は不足していることを認識し始めて
いる。そして、自社のビジネス戦略を成功させるためには、組織の垣根を越えた人
材プールの活用に本腰を入れて取り組む必要があることを理解し始めているのだ。

4 出典：International Data Corporation

ケーススタディ：シスコシステムズ社

もっとも影響を受ける業界

コンシューマープロダクツ、
国、
自治体、ヘルスケア

シスコシステムズ社ではアナリティクス／データサイエンスのスキルが自社にとってのキーコンピテンシーであることを明確に認識し、データサイエンティストや、データ
の扱いに長けたマネジャーを育成する積極的なプログラムを打ち立てた。同社は2大学と提携し、全社横断的に全職域の従業員にデータサイエンスの基礎を身に着け
させることを目的とした5カ月間の教育プログラムを導入しており、現在までに200名が当該プログラムを履修した。またシスコは一定のスキルを習得した後のキャリ
アパスを明確に定義しており、対象者は、将来的に責任のあるポジションや手厚い報酬が約束されたデータサイエンス分野における複数の職種に就くことが可能となる。
シスコのデータサイエンス本部は、マネジャー層のデータやアナリティクスに対する意識を高め、理解を深める啓発活動をきわめて重視し、継続的に力を注いできてお
り、経営層を対象に2日間の研修プログラムも実施している。また同社は、社内の他部門がアナリティクスによって判明した課題への改善に取り組むためのプラットフォ
ームとなる「データ・ラボ」という物理的拠点を複数開設している。

変革を牽引するであろう業務領域

人事、IT
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インパクト

科学的メソッドのビジネスへの転用
科学者はブーム到来前からアナリティクスに注目していた

科学とビジネスの相互作用

「ビジネスアナリティクスという新境地」について語られる場面は多いが、実は、ビ
ジネスアナリティクスそのものはまったく新しくなどない。ビジネスの世界では、何
年…いや何十年も前からアナリティクスが存在していた。巨額の投資が行われ、技
術やデータ処理能力が飛躍的に向上したことにより、アナリティクスは現在ルネサ
ンス期とも言える本質的な変革期を迎えている。これにより、改めて大きく脚光を
浴びているだけなのだ。そして、こうした環境の変化により、ビジネスアナリティク
スも新たな成熟段階に到達したのである。

ビジネスの分野においてアナリティクスへの関心が高まり、科学の分野において
（ビジネス分野とは異なるが似たような）アナリティクス技術が進化している今こ
そ、両分野の垣根を越えたテクノロジー融合の機は熟したと言えるだろう。科学の
世界で利用されている技術がビジネスの課題解決に転用される事例は、すでに散
見され始めている。膨大な量の電子メールデータからインサイトを得るため、DNA
研究に利用されるツールを活用して分析を行った事例などだ。こうした展開はまだ
初期段階にあるが、今後科学分野とビジネス分野におけるアナリティクスのツール、
手法、プロセスなどの融合が爆発的に進むであろうと示唆する兆候は十分に出揃
っている。

アナリティクスが大きく進展を遂げた領域は、ビジネスだけではない。最先端のア
ナリティクスを牽引してきたという意味では、ビジネスよりむしろ科学の分野に軍
配が上がるだろう。大学、研究機関、その他の科学関連機関では長年にわたり、分
子生物学や宇宙物理学から社会科学の分野にいたるまで、さまざまな領域におい
てアナリティクスの手法を活用・応用し、きわめて複雑な課題の解決に取り組んで
きた。しかしほとんどの場合、研究者はこうした分析的な課題への取り組みを「アナ
リティクス」として認識していない。研究者にとっては、アナリティクス的手法も
「科学」の構成要素のひとつにすぎないのだ。

社会へのインパクト

大

ビジネスへのインパクト

大

融合はすでに始まっている
科学とビジネスの領域におけるケーパビリティの融合を示す根拠は、広く確認され
ている。よく知られた事例としては、ある大手民間企業が、著名な研究大学から科
学者をごっそり引き抜くことに成功した事例が挙げられる（大学側にとっては手痛
い敗北であった）。今後のアナリティクスの展開において、科学とビジネスとの融合
が進む中、その影響は良くも悪くもさまざまな領域において見られるようになるだ
ろう。航空産業、保険業、エネルギー産業など、幅広い産業領域において、既存の
アナリティクスに科学的アプローチを積極的に取り込み、ビジネスに役立てようと
いう意欲的な試みが始まっている。

ピークの予測到来時期

5年後

もっとも影響を受ける業界

コンシューマー、
金融サービス、

ケーススタディ：金融サービス

ヘルスケア、
小売、電気通信、旅行業

顧客からの要望や問い合わせを、年間何十万件も受けるビジネスを想像してみてほしい。この膨大な「お客様の声」の中に、迅速に対応しなければビジネスに深刻な損害を与
えかねない重要な情報が含まれている可能性は十分にある。こうした重要な情報に気づかずに対応が遅れてしまった場合、直ちに大きなリスクに晒されることとなる。しか
し、こうした「お客様の声」に対応できる従業員は、わずか数百人しかいないのだ。
この課題に直面したある金融サービス企業は、テキストアナリティクスという対策を見出した。テキストアナリティクスを利用すれば、個別の顧客からのメッセージを解析し、特
定のキーフレーズや単語を含んだものは適切な担当者に自動的に転送することができる。しかしこの企業の試みはそれにとどまらず、科学的手法――具体的にはゲノムデータ
を解析し、DNA情報の一致などを探索するバイオインフォマティクスの手法――を採用したことで、テキストアナリティクスのケーパビリティをさらに高い次元へと引き上げる
ことに成功した。DNA情報も特定の秩序に従った塩基配列であり、その点において電子メールや問い合わせフォームに含まれる顧客の声と共通するものがあるためだ。
この企業は本来DNAの塩基配列を比較するために開発されたアルゴリズムを応用したワークフローを導入。日々何千件も届く顧客からの要望や問い合わせを自動的にタグ付
け・転送・優先順位付けできるようにして、処理の飛躍的な効率化に成功したのだ。

変革を牽引するであろう業務領域

カスタマーサービス、財務、
マーケティング、サプライチェーン
Analytics Trends 2016 | The next evolution | 8

@
@

Insight Driven Organization

日本における連絡先
インサイトから実践へ

矢部 誠
有限責任監査法人トーマツ

パートナー

日本における連絡先
デロイトアナリティクス日本統括責任者

makoto.yabe@tohmatsu.co.jp

矢部 誠
有限責任監査法人トーマツ

パートナー

神津
友武
デロイトアナリティクス日本統括責任者
有限責任監査法人トーマツ
ディレクター
makoto.yabe@tohmatsu.co.jp

tomotake.kozu@tohmatsu.co.jp

神津 友武
有限責任監査法人トーマツ

ディレクター

tomotake.kozu@tohmatsu.co.jp

千葉 尚志
有限責任監査法人トーマツ

ディレクター

takashi.chiba@tohmatsu.co.jp

外資系金融機関等での勤務を経て、2005 年にトーマツに入社。金融機関、製造業、流通業等
に対するデータ活用による顧客管理、収益改善・コスト最適化サービス、不正調査支援サービス
を含む多数の監査・コンサルティング業務に従事。2012 年にデロイトアナリティクスを立ち
上げ、トーマツグループが提供するあらゆるサービスへのアナリティクス適用を主導するととも
に、先進分析手法やビッグデータ分析・活用基盤の研究開発部門をリードしている。
外資系金融機関等での勤務を経て、2005 年にトーマツに入社。金融機関、製造業、流通業等
に対するデータ活用による顧客管理、収益改善・コスト最適化サービス、不正調査支援サービス
を含む多数の監査・コンサルティング業務に従事。2012
年にデロイトアナリティクスを立ち
物理学の研究員、コンサルティング会社での勤務を経て、2002
年に有限責任監査法人トーマ
上げ、トーマツグループが提供するあらゆるサービスへのアナリティクス適用を主導するととも
ツに入社。金融機関、商社やエネルギー会社を中心にデリバティブ・証券化商品の時価評価、定
に、先進分析手法やビッグデータ分析・活用基盤の研究開発部門をリードしている。
量的リスク分析、株式価値評価等の領域で、数理統計分析を用いた会計監査補助業務とコンサル

ティング業務に多数従事。現在は金融、エネルギー、製造、小売、医薬、公共等の領域で、デロ
イトトーマツグループが提供する監査およびコンサルティングサービスへのアナリティクス活用
を推進すると共に、データ分析基礎技術開発を行う研究開発部門をリードしている。
物理学の研究員、コンサルティング会社での勤務を経て、2002 年に有限責任監査法人トーマ
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻客員准教授
ツに入社。金融機関、商社やエネルギー会社を中心にデリバティブ・証券化商品の時価評価、定
量的リスク分析、株式価値評価等の領域で、数理統計分析を用いた会計監査補助業務とコンサル
ティング業務に多数従事。現在は金融、エネルギー、製造、小売、医薬、公共等の領域で、デロ
イトトーマツグループが提供する監査およびコンサルティングサービスへのアナリティクス活用
理論物理（宇宙論）の研究者を経て、経営コンサルタント・マーケター・企業経営者としてオフ
を推進すると共に、データ分析基礎技術開発を行う研究開発部門をリードしている。
ライン、オンラインのマーケティングに一貫して従事。消費財の新規事業開発、運輸・製造業・
金融機関・サービス業などでのブランド戦略立案、種々の業態でのブランドマーケティング実務
東京工業大学大学院イノベーションマネジメント研究科技術経営専攻客員准教授
などを経て、データ解析領域では issue-driven な課題解決志向のコンサルティングを行ってい
る。また、様々な領域で海外プレーヤーとの協業による新規サービス開発経験も、豊富。

理論物理（宇宙論）の研究者を経て、経営コンサルタント・マーケター・企業経営者としてオフ
ライン、オンラインのマーケティングに一貫して従事。消費財の新規事業開発、運輸・製造業・
有限責任監査法人トーマツ ディレクター
1999年からデータ分析コンサルタントとしての活動を始め、統計モデル構築やデータマイニン
金融機関・サービス業などでのブランド戦略立案、種々の業態でのブランドマーケティング実務
染谷 豊浩
takashi.chiba@tohmatsu.co.jp
グなど多数のアナリティクスプロジェクトに携わり、リスク管理、マーケティング、不正検知、
などを経て、データ解析領域では issue-driven な課題解決志向のコンサルティングを行ってい
有限責任監査法人トーマツ ディレクター
与信管理、規制対応、債権回収、代理店評価などの分野で多くの顧客企業のビジネスの改善を実現。
お問い合わせ先
る。また、様々な領域で海外プレーヤーとの協業による新規サービス開発経験も、豊富。
toyohiro.sometani@tohmatsu.co.jp
国内ベンチャーや外資系企業などでの勤務を通じて、新規事業の立上げ、業務システム開発や様
有限責任監査法人トーマツ デロイトアナリティクス
々な新規プロダクト／ソリューションの日本市場への導入などにも従事。
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
Tel: 03-6213-1112
e-mail: tohmatsu.analytics@tohmatsu.co.jp URL:www.deloitte.com/jp/da/

千葉 尚志

お問い合わせ先
有限責任監査法人トーマツ デロイトアナリティクス
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〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル
Tel: 03-6213-1112
e-mail: tohmatsu.analytics@tohmatsu.co.jp URL:www.deloitte.com/jp/da/
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