Deloitte Analytics
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アナリティクストランスフォーメーション ラボ
企業経営にデータインサイトを

勘と経験の経営から、データ主導型イノベーション組織への変革
過去の事業の延長上にはない新たな戦略アイデアや、現在の事業をより効果的・効率的に進めるヒントを求めていませんか？貴社内外のデータを従来
の発想とは異なる観点で捉え直し、有機的にアナリティクスを活用することにより、今までにない戦略観点を導き出したり、将来を予測し行動を最適化
することができます。
こうしたイノベーション創造型アナリティクスを実施するには、データ活用のリテラシーを高め、マネジメント意思決定プロセスを変革していくことが不
可欠です。複雑なスプレッドシートやきれいなグラフを作成するだけで満足するのではなく、ITと統計を駆使することで、データから新たな経営戦略を導
き出し、実行に移すことが真のデータ主導型経営といえます。
本プログラムは、デロイトのデータサイエンティストと戦略コンサルタントによるコンサルティングサービスに加え、統計解析の基礎理解から、貴社の実
データを活用したイノベーション創造型アナリティクスプロセスをワークショップを通じて体験していただくプログラムです。一連のプロセスを通じて、
経営課題解決に向けたデータ活用のリテラシーを向上させると共に、イノベーション創造に向けた貴社のデータ戦略構築を支援します。
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ATLab の特徴と適用例
専門家による
ファシリテーション

アナリティクス専門家がイノベーション創造に向けたアナリティクス活用法
を刺激剤として提供します。そのため従来とは異なる観点でのデータ活用
を体験できます。

貴社データを
活用

分析には貴社データを活用します。貴社が保有しているデータの棚卸し・理
解から具体的な活用可能性まで検討する為、イノベーション創造に向けた
現実的なデータ戦略を構築できます。

貴社課題に
立脚

貴社課題の解決に向けた分析シナリオの構築コンサルティングを行いま
す。そのプロセスをワークショップで体験できるため、実務におけるアナリ
ティクス活用を理解できます。

適用例
イノベーション創造に向けたデー
タ戦略ロードマップの策定
経営層をはじめ社内におけるデー
タリテラシーの向上
アナリティクス組織への参画予定
人員のスキル・知識を高度化
部門横断的なデータ活用の動きを
加速させるための理解向上

アナリティクス トランスフォーメーション ラボ プログラムの例
トーマツのアナリティクス専門家による講義と貴社メンバー参加型のワークショップを通じた、インタラクティブな構成です。
貴社のビジネス課題、データリテラシーに応じたテーマ設定・分析セッションの設計を行うため、実務に直結したイノベーション創造型アナリティクス活
用を体感できるとともに、
実現性の高いデータ活用戦略ロードマップを構築します。

ATLab プログラム例
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分析シナリオの検討
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データ活用戦略
ロードマップ構築
データ活用戦略
ロードマップ構築
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アナリティクス活用に向
けたイノベーションロード
マップの策定
組織・人材
インフラ
投資
アクションプラン構築

分 析 過 程と 注 目すべき
ポイントの示唆

分析セッション（優良顧客の探索分析解説）資料例
優良顧客の探索にむけたデータ分析の一連のプロセスを解説
分析課題の明確化
（目的変数）

課題に対する仮説
（説明変数）

課題：優良顧客の特定

優良顧客の仮説を構
築するとともに基 礎
分析から優良顧客を
表す説明変数を抽出
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お問い合わせ
有限責任監査法人トーマツ デロイト アナリティクス
〒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：http://www.tohmatsu.com/da

担当: 服部 邦洋／ kunihiro.hattori@tohmatsu.co.jp
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