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今日のビジネスにおいて、アナリティクスを活用する領域やその手法ほどめまぐるしく変化す
るものはない。一瞬気を抜いただけで、あっという間に後れを取り、先頭グループから脱落
してしまう。ビッグデータや可視化から予測モデリング、その先にいたるまで、アナリティク
スはテクノロジーやツールが急速に発展している現代において、象徴的な分野であり、この
変化に追いついて行くことは至難の業である。こうしためまぐるしい変化の中で、「今後の方
向性を決定付ける重要なトレンド」と「一過性のブームで終わるトレンド」とを見分けること、
また「過大評価されているトレンド」と「真のビジネス価値をもたらすトレンド」とを見分け
ることは困難である。

「アナリティクスのマーケットがどの方向へ、どれだけのスピードで動いてゆくのか」を理解す
るためにも、最新のトレンドや話題に目を向けることは有益である。ビジネスの世界は不確実
性に満ちたものであるが、それでもビジネスリーダーは絶えず意思決定を行い、選択を迫ら
れ続けるからである。

こうした背景を踏まえ、デロイトはアナリティクスに関連する最新の動向や課題に対して検討
を行った。特に重要だと思われるトピックに焦点を当てつつも、デロイト内においても意見の
分かれる論争的なテーマにも触れている。

ある特定のトレンドについて、これが御社にとって直ちに重要な意味を持つものであるかどう
かを判断するのは困難である。しかしながら、アナリティクスの最新トレンドを踏まえ、「もし
このトレンドが本物だとすると、これは自社にとってどういう意味を持つだろう？」と考えてみる
ことは、価値のある時間の使い方となるのではないだろうか。



Analytics Trends 2014 (重要なトレンドと一過性のトレンドを見極める) 3

人材不足は深刻である
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一般的にアナリティクスの専門的な人材について、以下のよ
うに言われている。
「企業はアナリティクス人材の需給ギャップに直面しており、
あらゆるレベルで人材が著しく不足している。若手のポジショ
ンもなかなか埋まらず、シニアレベルにいたっては、特に人
材不足が顕著である。中でも単純なデータ処理担当ではな
く、データに基づく洞察からビジネスに付加価値を創出でき
るプロフェッショナルとなると、実に希少な存在である。」

果たしてこの一般通念は正しいのか？それとも、この問題の
背景には別の要素が絡んでいるのだろうか？従来型の大企業
では、インターネット関連企業や新興企業に比べると、大勢
のデータサイエティストの雇用にさほど乗り気ではない。も
ちろん熟練したアナリストは必要だと考えているが、アナリス
トを大勢かかえて、一貫した戦略もないまま野放しにしてし
まう可能性はないか、と懸念しているのである。

そもそも「データサイエンティスト」の定義自体についても、
大いなる混乱が生じている。「データサイエンティスト」とは、
ある人にとっては「表計算データを管理し、それを元に簡単
なレポーティングを行なう者」であり、また別の人にとっては
「高度な統計知識、データ管理スキル、ビジネス知見をす
べて保有する稀有な人材」であったりする。

こうした中、低コストの可視化アプリケーションなどの登場に
より、データ、レポーティング、ビジネスインテリジェンスと
いった概念が広く一般的な存在となりつつある。このような
マーケットの変化を受け、大学などではアナリティクスおよび
データサイエンス関連の教育課程（学位、専攻、課程）も続々
と開設されており、今後アナリティクスに関連する学問領域
は広がりをみせてゆくだろう。すると、いずれ「データサイ
エンティスト」の肩書きを持つ人々で溢れかえり、彼らが保
有する固有スキルの多様さから「データサイエンティスト」
の定義がますます曖昧となることも予想される。また、多様

なアナリティクス関連スキルを持つ者たちを、どのようにして
ひとつのチームとして統合してゆくのかという課題も生じてく
るであろう。

統計専門家であり、予測アナリストであり、ビジネスアナリス
トであり、信頼されるアドバイザーであることを同時に期待
されるこうしたプロフェッショナルには、以下のような能力が
求められる：

•ビジネスの理解
•ソーシャルデータ・非構造化データの分析能力
•予測モデルの設計とテスト
•数学・統計の知識
•社会科学、ビジネス、数学の融合
•データに基づくストーリーの伝達

これらの能力を全て備えるのは困難を極め、実際に「データ
サイエンティスト」に求められるスキルセットは、通常一個人
に求めうる能力を超えるものなのかもしれない。そこで一部
の企業は、多様なスキルセットを持つ者を集めたチームを作
ることで、この理想と現実とのギャップを解消している。アナ
リティクスの課題にバランスの取れたソリューションを策定す
べく、多様なプロフェッショナルスキルでチームを構成し、ビ
ジネス上の価値を提供できるメンバーが所属しているのであ
る。

アナリティクス人材の採用にあたっては、なぜその人材が必
要なのかという自社のニーズを明確にすることが肝要である。
「データサイエンティスト募集」というだけでは、「数字に強
い、頭のいい人募集」と言っているのと何ら変わらない。

人材不足は深刻である
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人材不足は
現実に起きている
企業は今日、あらゆるレベルのアナリティクス人材の確保で困難に直面し
ている。採用において多様な専門家を組合わせる「チームアプローチ」
は合理的であるものの、そういった多様な人材が市場に十分に存在するこ
とが前提となっている。

しかし、実際はそうではない。大学がさらなるアナリティクスの人材育成
に力を注いだところで、彼らが労働市場に参入し、実際の戦力となるには
まだ何年もかかる。また、有能なデータサイエンティストというのは、こ
れまでに培ってきた過去の経験も活用しているものであるし、新卒の若手
がそのレベルに達するには、それなりの時間を要するものである。

過度に反応するべき
ではない
現在の人材不足の状況は、労働市場で実際に需要が増えているとい
うより、ある種の人材の「買い占め」による部分がある。これは「今
後、有能なアナリストの不足が重大な課題となる」という展望に対応し、
企業が必要以上に人材確保に走ってきたためである。その結果、熟練
したアナリティクス人材が、若手の人材でもできる簡単なレポーティン
グなどの単純業務を任される事態が生じており、さらにその若手の人
材にいたっては、本来システム上で自動化したほうがうまくゆくデータ
クレンジングなどの雑用を担当している状況もある。

新興企業による採用活動の加熱ぶりも、もはや常識では考えられない
レベルである。「カネになる活用事例の発掘」、「魔法のような将来予
測モデルの構築」、「データを放り込むと販売や収益につながる洞察が
得られるサブスクリプションサービスの開発」…新興企業ではこうした
ことに膨大な資金を投入している。

こうした過剰な状況は、今後数年間で鎮静化するであろう。市場原理
が働き、いずれ自然に最適解が導かれるからである。サードパーティ
によるソリューションの有用性が増すだろうし、それによって社内のア
ナリティクスチームが縮小するか、役割が変わってゆくであろう。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：
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1つの画像は、
1000語と等価である 
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あらゆる組織にとってビジュアル化が重要になってきたことに
疑う余地はない。良質なソフトウェアの登場により、複雑な
データであっても容易に理解できるようになった。新たな示
唆の獲得から、パターン・相関関係の識別に至るまで、今日
のビジュアル化ツールは、まさに「百聞は一見にしかず」を
現実のものとする。

このことは特に、ビッグデータの領域において当てはまる。
ビジュアル化はデータから洞察を得るために必須の能力にす
らなり得る。それゆえ、ビッグデータを扱う多くのアプリケー
ションでは、ビジュアルに訴えるツールが台頭しつつある。
そのおかげでユーザーは、アナリティクスの専門家がいなく
とも、データを理解し、調査し、共有するのと共に、効率的
かつ他者と協調してデータを活用することができる。一方で、
このトレンドにはリスクも存在している。データ活用への熱意
にはやるユーザーが、データの綿密な準備や正規化、精緻
な分析を行うよりも、洗練されたグラフィックに気を取られ、
本来重要であるはずの洞察の掘り出しや分析を怠ってしまい、
結果として誤った結論を導き出す可能性がある。

ビジュアル化というトレンドの根底にあるのは、アナリティク
スやデータ主導の意思決定に、経営者自身がより深く関与し
たいという意思である。たしかに、それ自体は有益かつ重要
なトレンドであり、ビジュアル化がその鍵を握っているとも言
える。しかしながら、その過熱ぶりにとらわれすぎぬよう注意
が必要である。ビジュアルアナリティクスはすべての意思決
定において有益なわけではなく、ビジュアル化によってもデー
タを明確に表現できないケースも存在する。

時には、派手なビジュアルが単なる雑音にしかならず、単純
に数字を用いて説明した方が効果的なこともある。ビジュア
ル化があたかも新たなスタンダードであるかのように振舞う
人々を過大評価してはならない。

とは言え、ほとんどの場合、データを他者に説明する際にビ
ジュアル化は効果を発揮する。特にデータに基づく意思決定
が必要な場合には、以下のような利点があると言える。

データのトレンドやパターンをより素早く把握できる。
データを集約してみると、大きなパターンの中にデータの本
質が潜んでいることがある。ビジュアル化によって、ユーザー
はこれらのパターンをより迅速に捉えることができる。

記憶に残りやすい。
ビジュアル化によって、データ内容の理解を促進できると共
に、容易に記憶に留めてもらうことができるだろう。また、
ビジュアルに訴えるツールにより、実環境の要素に触れなが
ら、全体コンセプトを一つのストーリーとして提示することが
できる。

埋め込みフィードiを使ってユーザーがカスタマイズできる。
高度なツールを用いることで、データの変動をリアルタイム
に反映し、ビジュアル化することができる。アナリストや利用
者によるコンテンツの編集・調査を可能にすると共に、エンド
ユーザー向けにカスタマイズされたビューを提供することが
できる。

もちろん、これらの利点はこれまでもビジュアルアナリティク
スによって実現可能であったが、より使い勝手の高いテクノ
ロジーによってビッグデータに対してさえも可能となった。近
い将来、我々は棒グラフ、折れ線グラフ、ヒートマップ等の
グラフィックを、より頻繁に見かけるようになるだろう。

1つの画像は、1000語と等価である 
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ビジュアルは
重要である
ビジュアル化は強く印象を与える上、有益である。これなくしては、アナ
リティクスはこれほど早く浸透しなかったであろう。ただし、多くのテクノ
ロジーと同様、正しい使い方と間違った使い方が存在する。意思決定をデー
タに基づいて行うなら、まずデータへの理解を深める必要があり、ビジュ
アル化に優る手段はないであろう。もちろん、このことは常にビジュアル
化させる必要があるというわけではない。コンピューターにとって、ビジュ
アル化されているか否かは自身の処理において重要でない。意思決定に
おいて人間の判断を必要とせず、完全に自動化させたいのならば、ビジュ
アル化に時間を浪費しないことだ。

過度な活用は
逆効果に
過度にビジュアルを活用することにより、かえって不明瞭になる場合が
ある。複雑な内容をシンプルに見せすぎてしまうこともあれば、その
反対にシンプルな事実を、あまりにも複雑に見せてしまうことにもなり
うる。これは例えるならば、書類の各ページ毎に情報が異なるスタイ
ルで記述されている場合、読みづらいと感じることに似ている。その
ような面倒な資料を読む時間と忍耐力を持っている人がどれほどいる
だろうか。

さらに重要なことは、プレゼンテーションに多くのエネルギーを割いて
しまう結果、本来行うべき分析が疎かになるリスクがあることである。
基礎となるデータと仮定が有効でなければ、ビジュアルがどれほど興
味深いものであっても、分析は用をなさない。これほどアナリティク
スの専門家、特に創造的にデータをビジュアル化できるアナリストの
不足が著しい以上、このリスクは明白かつ現実に存在していると言え
る。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：
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機械学習を
ビッグデータに活用する
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機械学習は決して新しい手法ではなく、理論的には1960年
代から存在し、70年代・80年代にはアカデミックな領域で活
用されていた。一般的には、コンピューターがデータを読み
込み、自ら学習してゆく機能のことを機械学習と呼ぶ。アナ
リティクスの世界においてそれは、予測的かつ規範的なモデ
ルが、半ば自動的に時間に比例して成熟してゆくことを意味
している。ソフトウェアは有意な情報と無意味なノイズとを
識別しながら、どのようにデータを活用すればよいのか自ら
学習してゆく。

アナリティクスにおける機械学習の課題としては、そのプロ
セス自体がブラックボックスとなっていることが挙げられる。
機械学習のロジックは通常データサイエンティストには理解
されているだろうが、一般的なユーザーには理解されている
とはいえない。一昔前は、機械学習によって明らかになった
事実の多くは組織内で注目されていなかったし、マネージャー
クラスの人々は仮説あるいは部下や専門家からの説明抜き
に、大きな意思決定を下そうとはしてこなかった。

しかし、今日ビッグデータを活用するプロジェクトにおいては
全てがあまりにも早く進むため、従来からの仮説ベースのア
ナリティクスを適用することはきわめて困難である。例えば
デジタルマーケティングの世界において、広告を出す企業は
週に何千もの新しいモデルを開発し、どこに広告を出稿すべ
きかミリ秒単位で決定しなければならない。旧来のやり方で
は、いかなるアナリストチームであっても、このような膨大な
仕事を行うことはできないだろう。

だからといって、アナリストやデータサイエンティストが、全
てを単純にブラックボックス化してしまえばいいということに
はならない。先端的な機械学習の世界においても人間によ
る関与、すなわち、あるモデルを左右する変数を特定し、モ
デルをより現実に合う形に修正すべくパラメーターを調整す
るのとともに、意思決定者に分かりやすく伝えるためにモデ
ルの解釈を行う人を必要としているのである。

また、機械学習は定量分析を行うアナリストの生産性を高め
ることもできる。例えば、あるITベンダーは、どの販促活動
に注力すべきか決定するための年間5,000に至るモデルを、
わずか4人のアナリストで構築できる。機械学習を適用する
以前は、この企業はその2倍のアナリストをもってしても、年
間わずか150のモデルしか構築できなかったのである。

この先進的なアプローチ（モデルファクトリーとも呼ぶ）は、
特定のセクターにおいて着実に浸透している。本格的な自動
化の進展に関して言えば、私たちはまるでヘンリー・フォード
登場以前の段階であろうが、このコンセプトは伝統的な製造
業がそうであったように急速に普及してゆくであろう。

機械学習をビッグデータに活用する
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分析モデル構築や
改善を自動化する
このトレンドは脚光を浴びているし、技術の長い発展における到達点とも
言えるものだ。実際、我々の多くのクライアントは、このアプローチに精
通した人材を強く求めている。それは、機械学習のみではモデル構築を
完全に自動化することは不可能であり、また今後もあり得ないだろうとい
うことを企業は理解しているからである。

また最近は、「機械学習をサービスとして提供する」新しいビジネスモデ
ルに関心が寄せられている。コンサルティングファームやクラウドサービス
のプロバイダーはこうしたサービスをいち早く導入することになるだろう。

それでも人の
関与は必要である
自動化トレンドは確かに広まってはいるが、その価値と能力は誇張さ
れていると言えるかもしれない。投入されたデータが不完全であれば、
いくらコンピュータが優れた処理能力を持っていようと期待する結果は
得られないのである。

例えば、ソーセージマシンの操作方法を知っているからと言って、美
味しいソーセージができるとは限らない。同様に企業にはやはり、デー
タの関連性について仮説を立て、その仮説を裏付け、或いは否定す
るモデルを見つける有能なアナリストが必要なのである。結果的に機
械学習より時間はかかるだろうが、問題が発生する可能性は著しく低
くなるだろう。

もちろん実際には、「白か黒か」といった単純な話ではなく、判断が
難しい灰色の部分がある。議論すべきことは、人間がどのように分析
全体をコントロールし続けるかである。なぜなら、最終的に結果に責
任を負うのは人なのだから。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：
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データ・ディスカバリー・
プラットフォーム：
新たな実験室？
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“発見”(ディスカバリー )は、科学に根ざした産業では、調査、
研究開発、製品のイノベーションにおいて極めて重要な側面
であったが、今日では、もはや“発見”は化学や生物学の
実験室に限った話ではなくなった。“発見”は、データ管理
やアナリティクスを軸とした一つの機能としての性格を強め
ており、主要企業はデータ・ディスカバリー・プラットフォー
ムと呼ぶべき、ビッグデータの処理ができる技術的な環境を
導入し始めている。

“発見”が生まれやすい環境では、異なったタイプのデータが
検討されるのと共に、より多くの変数とケースがモデルに適
用される。そこに先進的なシステムが組み合わさると、めま
ぐるしく変動するデータを高速で解析することができる。か
つてインターネット企業やスタートアップ企業に限られていた
ビッグデータ（そしてビッグデータが生み出す製品、サービス、
意思決定）は、いまやあらゆる組織にとって利用可能となっ
ている。そして、ビッグデータを最大限に活用するためには、
うまく構成されたディスカバリー・プラットフォームとプロセス
が必要となる。

アナリティクスにおいて、以前は“発見”という側面は必ずし
も必要な要素ではなかった。データ分析には時間がかかるゆ
え、アナリティクスを大きな意思決定のツールとして活用し
ていた企業は少なかった。インターネット企業は“発見”を
生み出す独自のプロセスを持っていたものの、そのプロセス
は数名のデータサイエンティストによる高価で時間のかかる
ものであった。しかしながら現在では、あらゆるタイプのデー
タについてアナリティクスの活用が主流となっており、データ
の関連性を理解することはビジネス上の重要な資源の活用に
あたり不可欠なプロセスとなっている。

かつて、一部の組織はアナリティクスの実験的基盤を構築し
ていたが、“発見”を可能とする環境はこれとは異なる。第
一に、この環境はもはやアナリティクスの専門家だけのもの
ではない。“発見”を可能とする環境は今や誰もが使いうる
ものである。そして、アナリティクスに通じたエンドユーザー
は、データを操作し、パターンを探し、また、従来のビジネ
スインテリジェンスツールではできなかった分析を実行する
ために、こうした環境へのアクセスを求めている。第二に、
この環境ではこれまで以上に多くのデータが処理されるた
め、アーキテクチャの複雑化が進んでいる。例えば、大容量
のデータ処理を可能とするHadoop/MapReduce iiといったデー
タストアの導入や、速度やパフォーマンスを向上するために
専用の処理装置が追加されるといったことが挙げられる。今日、
「データ」に関する世界においては、データを扱う製品の開
発と、広範かつ短時間でのデータに基づいた意思決定が並
行して進んでいるのである。

これまでのところ、多くの研究開発組織の特徴でもある、ス
テージゲート法 iiiによるデータ発見プロセスを開発した会社は
殆ど存在しないが、状況は急速に変化している。データが、
組織の有している簿外資産の中で最も重要なものの一つで
あるならば、それを最大限に活用することはビジネスの極め
て重要な側面となるだろう。

データ・ディスカバリー・プラットフォーム：新たな実験室？
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“発見”を生み出す環境は、多くの洗練された企業にとって主要な関心事
である。アナリティクスの重要な領域に取り組むにあたっては、データの
検討によって深い洞察を得ると共に、データの分散・品質を評価し、考え
得る関係性をテストし、実験的なモデルを作成しなければならない。これ
はデータサイエンティストだけのものではなく、アマチュアでもプロフェッ
ショナルでも調査・発見へと導く開かれた環境である。

旧来、こうした環境は「サンドボックス」（限定的なルールと管理のみ行
われる環境）と呼ばれていた。従来の枠を超えた問いに答えるため、“発
見”というプロセスが重要となるにつれて、これらの環境は、「あれば便利」
という程度からミッションクリティカルなものへと進化するであろう。可用
性、バージョン管理、リリース管理（すべてIT部門の領域）は日常的に行
うべき業務となり、制約も増えつつある。

 
 

ディスカバリー・プラットフォームは多くの非構造化データivを持つイン
ターネット企業にとっては優れたアイデアだが、多くの従来型の産業
では不要なものかもしれない。なぜなら、こうしたツールがなくても
アナリティクスは発展することができたからである。

一部の企業にとっては、この“発見”への動きはビッグデータに関わ
る製品を販売するための新たな方法となるかもしれない。しかし顧客
となる企業は必ずしもそれを求めてはおらず、大多数の企業のなかで
はこのトレンドはまだ始まってもいない。サンドボックスのアイデアで
さえ、懐疑的なマネージャーたちの反発を招いており、まるでサンド
ボックスにステロイドを打ったかのようである。このため、投資回収を
求めるCEOやCFOに対しては、求められる価値を示すような明確な見通
しをあらかじめ示す必要がある。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：

ディスカバリー・プラット
フォームを活用する

ディスカバリー・プラット
フォームが必要な
組織は実は少ない
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アナリティクスが
エンターテインメントを
面白くする
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アナリティクスは、プライシングやサプライチェーン最適化と
いった、確立されたビジネス領域において成功を収めてきた。
また、マーケティング部門でも、クリエイティブな面に留ま
らず、データ・統計の価値に気付き始めたことで導入が進ん
でいる。つい最近では、純然たる創造性が求められ、アナ
リティクスにとっての最後の砦の一つであったエンターテイ
ンメント産業においても、顧客が真に求めている映画・テレ
ビ番組・舞台・書籍を探すために、属人的な判断・経験から
アナリティクス活用への移行が検討され始めている。

エンターテインメント産業において、消費者の興味を予測す
る取り組みは散々な結果に終わってきた。多くのハリウッド映
画が興行に失敗し、テレビ番組は早々に打ち切られ、毎年出
版される無数の本もベストセラーになるものはごくわずかで
あった。皮肉なことに、かくも打率の低い産業こそ、アナリティ
クスによる意思決定を導入する最有力候補となる。

今やNetflixやAmazonはオリジナルのTVコンテンツを制作し
ているが、彼らは顧客の膨大なアクセス履歴を用いること
で、次に制作すべきコンテンツの種類を判断している。結果、
Netflixは『House of Cards』や『Orange is the New Black』シリー
ズで大きな成功を収めているほか、AmazonはAmazon Prime

のビデオストリーミング顧客に対して大規模な視聴テストを
行ったうえで、新シリーズをリリースしている。

映画産業では、制作の決定プロセスにおいてアナリティクス
を用いる取り組みが、一部の制作会社で始まっている。例え
ば、映画制作スタジオのRelativity Mediaが、映画制作の決定
に際してアナリティクスアルゴリズムを採用したことが報じら
れている。同社は売れる映画への投資・制作において優れた
実績を上げているv。

その他のエンターテインメント企業も、出版や舞台といった
個別の事業部門に社内アナリティクスグループのリソースを
投入し始めている。例えば、あるエンターテインメント業界
の最大手企業は、自社の出版・演劇部門を通じて、どのよう
な本や舞台なら大きな収益を上げられるかを予測している。

もちろん、どのようなエンターテインメントビジネスにおいて
も創造性は今でも必須であり、人による判断が完全にアナリ
ティクスに取って代わられることはない。しかしながら、エン
ターテインメント企業の経営層には、精選された数値に基づ
いてクリエイティブな判断を強化することが求められている。
今後最も成功するエンターテインメント作品は、クリエイティ
ブで、刺激的かつ面白く、そして徹底的にアナリティクスによっ
て分析されたものになるだろう。

アナリティクスがエンターテインメントを面白くする
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エンターテインメント産業では今後ますますアナリティクスが重要になって
ゆくことは間違いなさそうである。なぜならば現在、この業界のほぼ全て
の側面がモニタリング可能、そして予測可能となっているからである。イ
ンターネット上での動画その他コンテンツのストリーミング配信の登場は、
あらゆるエンターテインメントビジネスに変革をもたらし、どういったコン
テンツが消費者への訴求力が高いのかが測定可能となった。コンテンツが
消費者にアピールしないとしたら、おそらく制作者が事前のリサーチやア
ナリティクスを怠ったためだろう。エンターテインメント産業でアナリティ
クスを理解、活用しない経営者は、数年後には競合他社に大きく遅れをと
ることになるかもしれない。

創造性はデータでは
向上しない
今や、消費者が好むエンターテインメント商品に関するデータは多く
存在している。しかしながら、このデータをより徹底的に分析したとし
ても、創造的で質の高いメディアコンテンツが生み出せるかどうかは
疑わしい。映画業界を例に挙げると、完成前試写における観客の反応
に基づき完成させた映画が、監督のインスピレーションのみによって
制作された映画よりも優れて独創的であったり、興行における成功を
収めるわけではない。エンターテインメントアナリティクスに着目しす
ぎると、万人受けする無難な作品が増えることにつながり、結果とし
て創造性については向上するよりもむしろ低下する可能性が高くなる
だろう。

世界でもっとも偉大な芸術家たちの多くは貧困のうちに死んでいった
事実を忘れてはならない。こうした天才たちの作品の輝きが広く世に
認められ、賞賛されるようになったのは、彼らの死から何十年、何百
年も経ってからのことであった。良作はただちにベストセラーになるも
のかもしれないが、傑作となると、必ずしもそうはいかないのである。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：

さらなるデータで
エンターテインメント
アナリティクスは加速する
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「最高アナリティクス
　責任者（CAO）」の登場
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ビジネスの世界には、数年前まで「最高アナリティクス責任
者（CAO）」、「最高データ責任者（CDO）」、「最高サイエン
ス責任者（CSO）」などという肩書も、ビッグデータ関連の
統括責任者というポジションも存在しなかった。しかしなが
ら、現在こうした肩書を持つ役員がすでに何十、何百単位で
現れつつある。この事実それ自体、トレンドの内容が間違っ
ていないことの証である。ここで、アナリティクス責任者の
増加よりも重要なのは、「アナリティクスやビッグデータ関連
のCxOのポストは、社内での有効なデータ活用にどれほど寄
与しているのか？」という本質的な問いかけだろう。この問
いかけに明確に答えるのは難しいが、どうやら経営層にアナ
リティクス責任者が出現することが、より一層のデータ活用
に役立ってはいるようである。

もちろんビッグデータやアナリティクスを、CIO、CFO、COO、
いっそCEOなど、既存の経営トップの所管とすることは可能
である。しかしながらデロイトアナリティクスが最近実施した
サーベイでは、「アナリティクスを事業部門または部門長の
責任下に置いている」という回答が最も多かったvi。こうした
部門長クラスにまでアナリティクスが注目を集めている状況
は喜ばしいが、ただでさえ本来の業務範囲だけで多くの責任
を抱える事業部門リーダーが、本当にアナリティクスと向き
合うことができるのだろうか。

アナリティクスを既存の経営トップ所管として取り込むことに
成功している組織も多く、アナリティクスを他機能と融合さ
せることが、案外有効であることがわかる。例えば、アナリティ
クスグループをCFOのドナルド・コルビン氏の直属としている
Caesars Entertainment社では、ここ数年、アナリティクスの活
用を通じて、どの会社にも負けないようなめざましい数々の
成果を挙げている。
　

このように成功事例はあれど、やはり専らアナリティクスの
みに注力するポジションを設けることにも強い合理性があ
る。実際、FICO、Facebook、ピッツバーグ大学医療センター、
AIG、Chubb、XL Group、オバマ大統領の2012年再選キャンペー
ン事務局など、多くの組織がまさにこれを実践してきた。ア
ナリティクスが持つポテンシャルをフル活用したければ、アナ
リティクスおよびビッグデータ資源の確保（人的資源、技術、
データなど）を推進してゆく強いリーダーシップが必要であ
る。本気でアナリティクスに取り組み、アナリティクスを組織
内のあらゆる機能・部門に活用したい組織は、アナリティクス
を推進するリーダーを経営トップレベルに擁立するのが近道
となるだろう。

なお、近年、大手銀行ではCDO（最高データ責任者）という
肩書が広く見られるようになってきた。「データ管理とデータ
利用（アナリティクス）に関する責任を統合する」という考
え方自体は、理には適っている。しかしながら、実務上、現
職CDOの多くは時間の大半をアナリティクスよりもデータ管
理に費やしてしまっているように見受けられる。また、実際に
アナリティクスの分野での経験が豊富なCDOは少なく、これ
も軸足の置き方がアナリティクスよりデータ管理に偏ることに
なりがちな要因のひとつかと思われる。

しかし、細かい点について議論をしても意味はない。具体的
な肩書名が何であれ、役職者の中にアナリティクス担当を組
み込んでいる組織は、それだけで建設的なことを成し遂げて
いる。アナリティクスに関する肩書の優劣を競うことが目的
ではないし、企業がより一層データの活用に取り組み、そこ
から得られた価値ある洞察を組織運営に活かそうとしている
こと自体が評価されるべきである。

「最高アナリティクス責任者（CAO）」の登場
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一時的なブーム？
だとしても、CAOの
登場は自然の流れ
2000年前後のEコマース台頭期。Eコマースという新領域ビジネスを強力
に推進してゆくために、多くの企業がEコマース担当のシニアポジションを
新設した。こうしたポジションは、やがて役目を終えてITやマーケティング
などのポジションに吸収されていったものの、当時は新たに登場した重要
分野における企業のイニシアチブを取るのに大きく寄与したことは間違い
ない。今日における最高アナリティクス責任者（CAO）などのポジション
についても、同じことが言えるであろう。アナリティクスやビッグデータは、
将来的には普遍的なものとなってゆくのかもしれない。しかしながら今、
そして今後数年間は、アナリティクスやビッグデータの活用を推し進めて
ゆくリーダーが必要である。組織の構造というものは常に柔軟であるべき
で、ビジネスシーンに新たに重要ミッションが出現するならば、そのミッショ
ンを実現できるポジションを設けるべきなのだ。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：

最高経営幹部（CxO）
を増やすのが正解と
は限らない
確かにアナリティクスやビッグデータは、専業として注力できる独立し
たポジションが存在して良いくらい重要である。しかしながら、現在そ
のポジションが存在しないからといって、わざわざ新たにそのポジショ
ンを創設することが、必ずしも組織の成功に結びつくとは限らない。

第一に、CIO、CFO、CMOなど、アナリティクスと関係の深いCxOポジショ
ンも多い。彼らにアナリティクス推進の熱意があるのであれば、社内
のアナリティクスおよびビッグデータ活用は彼らが主導すればいい。
いずれにせよCAOも誰かの監督下に所属しなければならないのだ。第
二に、これまでにもCSO（最高セキュリティ責任者）など新たなCxOポ
ジションが登場したときに、同様の議論が起きている。多くの企業で
CSOのポジションが創設されたが、「同じ職域をCIOやCTOが管掌した場
合よりも、CSOが管掌したときの方が成果が上がった」と結論づける
根拠は乏しい。

あるトピックのために新たなCxOポジションを創設するか否かという議
論が巻き起こることは、もはや「今そのトピックがブームになっている」
というバロメーターであるとすら言えよう。一時期盛んに聞かれたCKO

（最高ナレッジ責任者）の話を、最近ではすっかり聞かない。また、
どのようなアナリティクスロードマップも「戦略」こそが中核にあるべ
きなのだから、CSO（最高戦略責任者）がアナリティクスを主導して
も良い。のちに飽きられてしまうようなブームなど、アナリティクスに
は必要ではないのだから。
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データに基づく
商品の流行
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ビッグデータがもたらした思わぬ副産物、それはデータ系プ
ロダクトの開発、つまりデータやアナリティクスに基づいた
サービス提供である。これらはデータ・エコノミーが、最も
純粋な形で発現したものであり、ここ10年くらいでインター
ネット関連業界から生まれてきたものである。こうした流れ
は、MapReduceやHadoopといった新たなテクノロジーの開
発を牽引してきたように、今後も様々な産業・ビジネスに根
を下ろし、新たなアナリティクスやデータ管理アプローチを
生み出してゆくだろう。

Googleなどのインターネット関連企業が提供するサービスは、
ほとんどの場合、データ系プロダクトである。Google以外の
インターネット関連企業でデータ系プロダクトに大きく傾斜
しているのがLinkedInだ。LinkedInのデータ系プロダクト開発
グループが開発してきた『People You May Know』、『Groups 

You May Like』、『Jobs You May Be Interested In』、『InMaps』
といった顧客向けサービスは、同社の新規ユーザ獲得および
既存ユーザ定着に大きく貢献した。

インターネット業界で産声を上げたデータ系プロダクトがどの
ような発展を遂げるか。論理的には「ソフトウェアベンダーと
して独立する」というのが一番考えやすい。例を挙げると、
最近Intuitがデータサイエンティストの組織を買収したが、そ
の狙いについて「自社の税務・ビジネスソフトウェアを通じて
蓄積した財務データを元に、データ系プロダクトを開発する
こと」と表明している。

ところが、データ系プロダクトやデータサービスの開発の取
り組みは、工業、製造業の企業にまで及んでいる。一例とし
て、製品にセンサーを組み込み、そのデータを解析して、製
品状態の把握や予防メンテナンスに役立てようという試みが
挙げられる。GEなどの企業では、タービン、ジェットエンジン、
医療用撮像機器といった工業製品のセンサーデータを解析
し、アフターサービスに役立てている。また、別のテクノロ
ジー企業ではセンサーデータや1日あたり3億件を超えるPOS

端末上のトランザクションデータの解析を始めている。その
主な目的は、不具合／エラー／障害／アラートのモニタリン
グを通じてそのパターンを検出し、問題を未然に防ぐ仕組み・
方法を開発することである。

データ系プロダクトやサービスが、従来型商品やサービスよ
りも高収益をあげ、優れた性能を発揮すると言うにはまだ時
期尚早だが、一部の産業や企業では、かなりのポテンシャル
を秘めている。今や多くの企業が、業務を通じてデータを収
集・解析し、その結果得られたデータや洞察を顧客に還元で
きるようになっている。このような大量のデータであふれて
いる状況では、ビジネスチャンスを飛躍的に拡大させる可能
性が存在しているが、その飛躍的な拡大を勝ち取るのが御社
か、競合企業なのかはわからない。だからこそ自社のデータ
からどのように収益を生み出せるのか、これは真剣な検討を
要する命題である。

データに基づく商品の流行
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現状のビッグデータ
アナリティクスの
ストレートな拡大
オンラインデータ、センサーデータ、その他あらゆる新たなデータを元に
してデータ系プロダクトの可能性を検討・追及することは、全くもって理に
適っている。こうした傾向は、すでに20年以上前、スタン・デイビスとビル・
デイビッドソンが共著『2020 Vision』において予言していた。同著では、「情
報関連ビジネスは、扱っているデータを顧客に再販売する、という可能性
を手にしている」と述べている。ビッグデータ時代の今、あらゆるビジネ
スが何らかの形で「情報関連ビジネス」であると言える。

この可能性を実現するためには、アナリティクス、テクノロジー、カスタ
マー関連の専門性を統合できるデータ系プロダクトチームの編成が必要と
なる。すでに多くの企業が、保有するデータ資産を元に収益を生み出して
おり、この潮流は今後数年間でさらに拡大するだろう。

　 

インターネット業界以外でも、データ系プロダクトやデータサービスの
ビジネスチャンスは存在するだろうが、その成長の可能性はきわめて
有力というわけではない。企業はそうした目新しいものに期待をかけ
るのではなく、あくまでも既存社内意思決定プロセスにアナリティクス
を活用し、意思決定の精度を上げてゆくことにこそ主眼を置くべきだ。
あくまでも、自社の強みを忘れず、そこから離れないことだ。華々し
さはないかもしれないが、こうした地道な領域にはまだ多くのビジネ
スチャンスが残されている。そのような部分にリソースを投入する方
が、全く新しいことを新たに始めるよりも、はるかに短期間のうちに、
はるかに大きな見返りが得られる可能性が高い。

データ商品の開発に乗り出す前に、現在の顧客との関係、および現在
のビジネスにアナリティクスで改善する余地がないか、しっかり考えて
みるべきかもしれない。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：

まずは既存ビジネスの
チューニングを
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データウェアハウスは
終わったのか
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ビッグデータの隆盛は、エンタープライズデータウェアハウ
ス（EDW）の将来に疑問を投げかけている。多くの企業が、
データの保存・処理にかかるテラバイトあたりのコストが従
来型ウェアハウスよりもはるかに低いHadoopクラスタを期待
のまなざしで見つめている。しかもHadoopは、この10年ほ
どのデータアプライアンス製品よりも低コストなのだ。また
Hadoopプラットフォームはデータをただ単に保存しておくだ
けでなく、大量の計算処理を要するタスクを実行し、さらに
はある種の分析・アナリティクスまで実行することができる。

Hadoopクラスタのような製品の登場により、EDWの将来がな
くなると言い切ることは難しいのではないか。なぜならEDW

は今でもデータを保存し、分析処理をするのに非常に適し
た方法である。EDWはその構造上、企業が保有する数々の
システムとデータの受け渡しを行なうことができる。さらに、
大規模な組織では必須のセキュリティ、信頼性、同時接続
ユーザサポートといった全般的な管理機能を備えている。お
そらく、Hadoopクラスタのような製品にEDWが駆逐されてし
まうことは、近い将来には考えにくい。傾向スコアを用いた
モデルによって顧客スコアリングなどの分析タスクをより効率
的に行なえる「In-Databaseアナリティクス」、すなわちデータ
ベース内部でデータを分析するアナリティクスの登場により、
EDWは以前にも増してアナリティクスに活用されるようになっ
てきている。

しかし、EDWに代わる選択肢も増えてきているのも事実で
ある。ある大手銀行では、大規模なEDWを利用しているが、
同時に要求される耐久性やセキュリティの度合いが低いアプ
リケーション用の小規模データストレージとして複数のデータ
マートも採用することになった。この大手銀行では、専用機
器を備えたデータディスカバリ環境に設備投資を行なうほか、
セキュリティや耐久性がほとんど要求されない非構造化デー
タにはHadoopクラスタを構築している。同社ではさらに、ソー
シャルネットワーク解析のための「グラフデータベース」や、
数値データの高速解析のための「カラムナー（列志向）デー
タベース」の導入についても検討している。

製品の選択肢が多いことは歓迎すべきことだが、その反面、
複雑でわかりにくくなったり、コストがかかってしまったりする
場合もある。この大手銀行のような組織は、データやアプリ
ケーションをどこに位置づけるか、またどのような場合に他の
製品へ移行すべきか、明確なプロセスを策定する必要がある
であろう。こうした取り組みの重要性も認識し、企業のアナ
リティクスへの大きなロードマップの中で考慮しなければなら
ない。

このように状況が複雑になってくると、CIOはEDWが唯一の選
択肢であった「古き良き時代」を惜しむかもしれない。だが
彼らも、企業が負担するテラバイト単位のコスト削減という
恩恵には浴するのである。

データウェアハウスは終わったのか
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EDWの退場は
まだ早い
このトレンドに付随する問題としては、そのトレンド自体が絶対に正しいと
はまだ言い切れない、ということだろう。確かにEDWはいずれは消えゆく
運命にあるかもしれないが、企業は既存のEDW基盤をいますぐに捨てるこ
とはないだろう。脱EDWのトレンドはインターネット産業において特に顕著
に見られ、eBayなどの企業はいまも大規模EDWを保有してはいるものの、
保存しているデータの規模はいまやEDWよりもHadoopクラスタの方が大
きい。今後Hadoopなどの製品の機能が向上し、成熟が進めば、より多く
の企業で導入が進むであろう。EDWベンダーがHadoopクラスタや関連技
術の提供を開始するのは自然な流れと言える。こうした環境の変化に上手
く適応することが、EDWベンダーにとって、生き残りに不可欠となるから
である。

EDWの時代は
つづく
ビッグデータ界隈はHadoopの登場に沸き立っているかもしれない。し
かしながら、EDWはこれまでに数多くの組織で有効に活用されてきて
おり、消えてしまうことはないだろう。実際、デロイトの複数のクラ
イアントが、最近になって大規模EDWテクノロジーを導入している。
EDWはHadoopよりも高価だが、実績の乏しいオープンソーステクノロ
ジーに会社の命運を託すわけにはいかない、と考える大企業のデータ
管理やアナリティクスのニーズには、むしろはるかに適している。い
ずれHadoopとEDWの両者を上手く活用するハイブリッド環境が普及し、
そうした環境の背後に何のテクノロジーが使われているかは問題とな
らなくなる日が来るかもしれない。ただし当面、短期的には、やはり
EDWがまだ支配的なテクノロジーであり続けるだろう。

デロイトのトレンドウォッチャーはこう考える：
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i Webサイトなどに組み込まれたプログラムや簡易ソフトウェアのこと

ii 大規模データの分散処理を可能とするフレームワーク

iii 研究開発プロセスを複数のステージに分割し、前段階のステージにおける評価をクリアしたアイデアのみ、次段階に進めるという方法

iv 例えばソーシャルネットワーキングサイトへの投稿のように、定まったフォーマットが存在しないデータ

v Ryan Kavanaugh Uses Math to Make Movies（数字に基づいて映画を作る男、ライアン・カヴァノー）（2009年11月Relativity Media掲載）（http://www.relativitymedia.com/News.aspx?pid=9507896c-078a-427b-8509-9d2c0127159f）
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