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IBM は、ライフサイエンス業界のお客様における、研究開発のイノ

ベーションの促進、ケアの品質向上、ヘルスケアのコスト効率向上

を目的として、最適なソリューションの戦略的な設計、開発、導入

をご支援します。
Watson Health を活用する IBM のソリューションは、
お客様のデータ資産にナレッジやデータに基づいたアナリティクス

を組み合わせることで、多くの課題に対応する臨床的、科学的、か
つ経済的なデータの獲得を可能にします。IBM は、ライフサイエン
スに関わる機関や企業が、研究開発における生産性の向上と組織の

成長を促進するとともに、ライフサイエンス企業、保険者、医療提
供者、患者との間の関係を充実させるために、きわめて重要な役割
を果たすことができます。ライフサイエンス業界における重要なビ

ジネス上の課題の解決を可能にする IBM のデータ、アナリティクス、
およびソリューションの詳細については、ibm.com/industries/jp-ja/
lifesciences をご覧ください。
IBM Watson Health
コグニティブ・コンピューティングの進歩に伴い、ヘルスケアやラ
イフサイエンスに関わる企業におけるデータや洞察の利用方法は変
化しています。IBM Watson Health ソリューションは、イノベーショ

ンの進展、ヘルスケアに関するより的確な意思決定、症状別のケア・
マネジメントを促進するデータ、アナリティクス、そして洞察を提
供します。IBM Watson Health ソリューションは、データのキュレー

ション（収集・整理）と分析を行い、臨床医や研究者による新たな
研究対象の特定、治験の実施可能性の評価、治験実施可能な医療機
関の検索、医薬品の治験実施計画書のテストに役立つ洞察を提供し
ます。詳細については、ibm.com/watsonhealth をご覧ください。
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ライフサイエンスの変革

要旨

ライフサイエンス業界におけるコグニティブ・コン

コグニティブ・コンピューティングの時代へようこそ。高い知能を持つマシンが人間の

ピューティングの採用はすでに始まっており、業界
そのものを変革するポテンシャルに大きな期待が寄

思考プロセスをシミュレーションし、あらゆる業界の難題解決を可能にしてくれる。特

にライフサイエンス業界にとって、コグニティブ・コンピューティングは絶好のタイミ

せられている。イノベーションと成長の新時代をも

ングで登場した期待のゲーム・チェンジャーといえるのではないか。

たらすコグニティブ・システムは、科学的発見の加

ライフサイエンス業界は、これまで長きにわたり成長と利益に恵まれてきた。しかし近年、

速、安全性報告の変革、よりよいケア・マネジメン
トの実施などを可能にする。IBM の調査では、ライ
フサイエンス業界の経営層が、デジタル変革の実現
に不可欠な要素としてコグニティブ・テクノロジー
に期待を寄せ、その採用に向けた準備を整えている
ことがわかった。

社会的 / 経済的な外部要因や業界内部の変化により、伝統的なビジネス・モデルが脅か
されている。過去には、たとえ課題に直面したとしても売上成長や高い利益率がそのイ
ンパクトを吸収してくれていたかもしれない。しかし、今、この業界は過去に例のない
転換期を迎えようとしている。

他業界からの新規参入者が増えるにつれて、ライフサイエンス業界の境界線はあいまい
になり、新たなビジネス・パートナーが従来の境界を越えた交流やコラボレーションを
行っている。新しく登場したヘルスケア・エコシステムでは、ライフサイエンスは健康

（ヘルス / ウェルネス）から患者のケアに至り広く関わる重要な役割を担う必要があり、
ここで重視されるのは製品ではなく患者のアウトカムである。急速な技術進歩による変

化の波も、この業界には押し寄せている。革新的なソリューションによって、ゲノミク
スなどの分野において画期的な発見が行われ、デジタル化によって新たな方法による交
流やコラボレーションが生まれている。

イノベーションはライフサイエンスの要であるにも関わらず、業界の研究開発（R&D）
プロセスは大部分が従来のままである。市場に投入する新薬のパイプラインは強化され

ているが、開発コストの削減や上市までに要する時間の短縮については、さほど成果が
上がっていない。加えて、製薬会社は、薬価引き下げに対するプレッシャーの増大とい

う問題にも直面している。高コスト体質と伝統的なビジネス・モデルがイノベーション
を阻むなか、製薬会社は自社の薬価を正当化する必要に迫られている。
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%

コグニティブ・コンピューティングに精
通しているライフサイエンス企業の経営
者のうち、このテクノロジーが将来の自
社のビジネスで大きな役割を果たすだろ
うと考えている割合

94

%

コグニティブ・コンピューティングに精
通しているライフサイエンス企業の経営
者のうち、このテクノロジーが業界に計
り知れない大きな変化をもたらすと考え
ている割合

96

%

コグニティブ・コンピューティングに精
通しているライフサイエンス企業の経営
者のうち、コグニティブ機能への投資を
予定している割合

ライフサイエンスに関わる企業は、これらのさまざまな外部要因に端を発する課題や機
会に取り組むなかで、データの増加にも対処する必要がある。しかしこの大量のデータ

の中にこそ、これらの課題の解決に役立つ可能性がある洞察が無数に隠されているので
ある。残念なことに、このようなデータの価値を最大限に引き出すことができる組織は
少ない。データ量が増えれば洞察が得られる可能性も高まるが、その一方でデータの管
理はより困難になる。

コグニティブ・コンピューティングにおける進歩は、膨大なデータから価値ある洞察を
導き出すうえで大きく役立つ。コグニティブ機能を持つシステムは、知識を蓄え、自然

言語を理解し、確信度で重み付けされた回答を提供する。このような機械学習システムは、
発見が難しいものでも素早く探し出すため、新しいパターンの発見や示唆の導出を可能
にする。これはライフサイエンス業界にとって特に価値のある特徴ではなかろうか。

IBM の調査では、コグニティブ・ソリューションは、ライフサイエンス企業による新領
域の開拓においてすでに役立っていることが判明している。コグニティブ技術に関する

レポート "Your cognitive future" の発表に続き、IBM では同テーマについて業界別に調査
を実施しており、ライフサイエンス業界では新たに 81 名の経営層に対して調査を行っ
た（詳細については「調査の手法と方法論」の項を参照）。

本書では、すでに実現している、もしくは将来予定されているコグニティブ・ソリューショ

ン事例の紹介を通じて、同様の取り組みを目指すライフサイエンス企業への提言をまと
めた。上述の 81 名の経営層へのインタビュー結果から得られた示唆もあわせて紹介して

いる。彼らは、コグニティブ・コンピューティングの業界を変革するポテンシャルを深

く理解し、この力を積極的に取り入れることで自社のビジョンを達成しようとしている。
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業界の破壊的要因を征する
ライフサイエンス業界は、ここ数年間課題を抱えてはきたものの、株主への利益還元は
果たしてきた。1 しかし今、新たな破壊的な要因の出現によって、ライフサイエンス業界
の状況が変わりつつある。
経済エコシステムの出現

2015 年の IBM グローバル経営層スタディによれば、ライフサイエンス企業の経営層の

83 パーセントが、今後 3 年から 5 年の間に自社のビジネスに影響を及ぼす可能性が最も

高い動向として、「業界の統合・融合」を挙げている。2 ライフサイエンス業界の企業と、
ヘルスケアやその他のさまざまな業界の企業との統合や融合が進むにつれて、ライフサ
イエンス業界と他の業界との境界線が急速に消滅しようとしている。

例えば、防衛 / 航空宇宙大手の Lockheed Martin 社は、遺伝子配列の解析を行う Illumina

社と提携し、個人のゲノム情報に基づき個別カスタマイズされるヘルスケア・ソリュー
ションの開発に取り組んでいる。同社は、ヘルスケア業界におけるテクノロジーの未来
について検討するための、産官学連携のアライアンスも立ち上げている。3

ライフサイエンスにおける重点が、製品やサービスから患者のアウトカムへと移行する

なか、ライフサイエンス企業は、どのエコシステムに参加しどのような役割を担うべき
かについて決断しなければならず、同時に業界内外での連携も進めていく必要がある。
テクノロジーの進化

2015 年の IBM グローバル経営層スタディで実施されたライフサイエンス業界の経営層

に対する調査では、自社事業に最も大きな影響を及ぼす外部要因として、
「法規制」や「市
場の変化」よりも「テクノロジー」を挙げた回答が多かった。4 近年、急速なデジタル化

やテクノロジーの進歩が、新たなビジネス・モデルの出現や研究開発の進展につながっ
たことを振り返れば、これは当然の結果かもしれない。クラウド、モバイル、モノのイ
ンターネット（IoT）などの分野のソリューション活用によって、エコシステムの協力体
制は強化されてきている。

コグニティブ・コンピューティングとは

コグニティブ・コンピューティング・ソリュー
ションは、次のような幅広い機能を提供する。

• さまざまな構造化データおよび非構造化デー
タの情報源から学習し、知識を蓄積する

• 自然言語を理解し、人間とより自然に対話する
• トップ・パフォーマーの専門知識を収集し、
それ以外の人の専門知識の習得を促進する

• プロフェッショナルのコグニティブ・プロセ
スを強化して、意思決定の改善を支援する

• 組織全体で意思決定の質と一貫性を向上させる
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エコシステムの参加者は、プラットフォーム・アプローチを通じて資産を互いに公開す
ることで、大きな価値創出機会を手にし、新たなソリューションの創出や密度の高いコ
ミュニケーションやパートナーシップ構築を実現することができる。また、アナリティ
クスとコグニティブ・コンピューティングの進歩は、ゲノミクス、トランスレーショナ
ル医療、ナノテクノロジーなどの分野におけるイノベーションを牽引してきている。
研究開発コストの増大・期間の長期化
2015 年における新薬の承認件数は過去約 20 年間において最多となった。5 しかし、創薬
および薬剤開発に要する期間は長期化している。これは、治験の複雑化と、医療保険会
社によるデータ要求の増加が影響していると考えられる。6
また、薬剤開発に関連する平均コスト（失敗のコストを含む）が増加しており、1970 年
代には 1 億 7 千 900 万米ドルだったものが、2000 年台から 2010 年初頭には 26 億米ド
ルを超すまでになっている。7 このようなコストの増加と開発期間の長期化は、各企業が
研究開発プロセスを見直し、パイプラインに乗せる候補を絞り込んだうえで、開発コス
トの削減と期間の短縮を図る必要があることを示唆している。
成果型の価格体系の導入
これまでも長い間、患者・生活者は薬価の高騰に不満を持っていたが、最近になってメディ
アや政治的な取り組みによる監視の目が厳しくなったことで価格高騰の問題が注目を浴
びるようになった。8 ライフサイエンス企業は、自社の提供する治療の価格設定の正当性
を、高い治癒率や医薬品分類の変更などの根拠に基づいて説明することを求められるよ
うになった。9
コスト増加の原因に関する透明性を求める圧力が強まるなかで、革新的な価格体系が登場
してきている。例えば、
製薬会社のなかには、
一部の医薬品について、
臨床成績に基づく「ペ
イ・フォー・パフォーマンス」方式の価格設定を検討しているところがある。10「参照価格
設定」は、同じ薬効分類に属する医薬品のなかの最低価格のものに基づいて価格を設定す
る方式を指し、ドイツ、スペイン、イタリアなど、多数の国で普及している。11 また、米
PBM（薬剤給付管理会社）大手の Express Scripts 社では、1 つの医薬品の価格を適応症ご
との効果に応じて変える「適応症に基づく価格設定」の試験導入を行っている。12
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破壊的な変化を力に変える
ライフサイエンス企業が厳しい環境に置かれていることは明らかである。IBM は、ライフサ

イエンス業界を取り巻く、一見多種多様に見える課題への対応を 3 つのテーマに分類した。
イノベーションと発見、意思決定、そしてコミュニケーションとエンゲージメントである。

業界の破壊的な変化を乗り越えるために、ライフサイエンス企業は発見力、意思決定力、
そして連携力の 3 つの力を強化することを推奨する（図 1 を参照）
。新たな手法を取り入
れることで発見する力を強化すれば、大量のデータに埋もれている洞察やアイデアを引き

出し、研究開発やイノベーション活動を促進することができる。意思決定力を強化すれば、
各患者の状況に応じた、データにも裏付けられた提案が可能になり、治験と医薬品安全性

監視における変革が期待できるかもしれない。そして、保険者、医療提供者、患者間の連
携が深まると、コミュニケーションやコラボレーションが活性化され、最終的により良い
アウトカムへとつながる可能性がある。
図1
4 つの破壊的変化を乗り越えるための 3 つの力を強化すれば、自社を患者志向へと導く効果も期待できる
経済エコシステムの
出現

発見力
より革新的な方法で
膨大な量のデータから
洞察を導き出し、
新たなイノベーション
につなげる

テクノロジーの
進化

研究開発コストの
増大・期間の長期化

成果型の
価格体系の導入

意思決定力
連携力
患者、医療提供者、
各患者の状況に応じた、
保険者などの
データにも裏付けられた提案を行うことで、
ステークホルダーと
治験責任医師による、
ライフサイエンス企業の間の
患者（被験者）
と治験実施医療機関の
コラボレーションを促進する
マッチングを支援する

出典：IBM Institute for Business Value

6

デジタル変革の処方箋

発見力

破壊的なイノベーションの実現を阻害する主な要
因（ライフサイエンス企業の経営層による回答率）
人材の不足
分析ツールの欠如

44%
42%

イノベーション活動予算の不足
33%

発見力

イノベーションはライフサイエンス業界における活力源であり、IBM の調査の対象となっ

た経営層の過半数が製品・サービスにおけるイノベーションを積極的に推進していた。し

かし、これらの経営層は、必要なスキルを持つ人材や分析ツールの不足という問題に直面

している。2015 年に英国で行われたある調査では、製薬会社の 9 割が、生命情報科学、
保健情報科学、統計学、データ・マイニングなどの分野における人材の確保に関して、質

と量の両面において懸念を持っていることが明らかになっている。13 また、
アナリティクス・
プラットフォームの柔軟性が欠如していると（エコシステム内の活動におけるプラット
フォームの未統合など）
、イノベーションのスピードや勢いが失速する可能性がある。
意思決定力

意思決定力

54%

54% のライフサイエンス企業の経
営層が、自社の戦略的な意思決定
能力に自信がない

調査によると、2004 年から 2014 年にかけて、薬剤開発のコストは 145 パーセント増加

している（インフレ調整値による比較）。14 開発および生産に要する期間が長期化すると、
新プラントの建設などの意思決定を、新薬の上市の数年前に行う必要がある。莫大な資
金が投じられることを踏まえれば、必要コストや事業戦略に関する的確な意思決定を行

3 分の 2 の経営層が、自社のコス
ト削減に関する意思決定力に自信
がない

うことがきわめて重要である。しかし IBM の調査では、ライフサイエンス業界の経営層
の過半数が、自社の戦略的な意思決定能力に関して自信を持っておらず、3 分の 2 がコ
スト削減の意思決定能力に関して自信を持っていないことがわかった。このような課題

を引き起こしている一因として、多くの企業が膨大なデータを自在に活用するためのツー
出典：IBM Institute for Business Value

ルを持たないために、不十分な情報に基づいて意思決定を下さざるを得ない状況にある
ことが考えられる。
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連携力

今日の保険者や患者の要求を満たすためには、ライフサイエンス企業は、重点を製品か

ら患者中心にシフトする必要がある。ライフサイエンス企業の経営者の過半数（72 パー
セント）が個人に合わせた対応の強化の重要性を認識しているが、68 パーセントはそれ

を実現できていない。また、63 パーセントが、供給業者、患者、医師、医療提供者、保

連携力

患者・生活者向けサービスの提供において、自社
の能力が不足している分野（ライフサイエンス企
業の経営層による回答率）
各個人に合わせた対応

険者や科学者の懸案事項に対する包括的かつ迅速な対応能力が十分でないと回答してお

迅速かつ包括的な問題解決

患者中心を実現するうえでの障壁の 1 つは、ライフサイエンス企業が患者やケア提供者

患者・生活者の利便性が向上する
セルフサービス機能

り、59 パーセントは、セルフサービス機能の提供に関する自社の能力に満足していない。
と関わることができるレベルを制限する規制に関連している。この規制は世界各地で異
なり、各地域の法律に基づいている。

出典：IBM Institute for Business Value

68%
63%
59%
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ライフサイエンス業界におけるコグニティブ・
コンピューティングの機会

87

%

コグニティブ・コンピューティングに精通しているライフサ
イエンス業界の経営者のうち、これが自社のビジネスに重大
な影響をもたらすと考えている割合
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コグニティブ・コンピューティングに精
通しているライフサイエンス業界の経営
者のうち、これが業界内で破壊的な役割
を果たすと考えている割合

コグニティブ・コンピューティングに精通しているライフサイ
エンス業界の経営者の 96% が、このテクノロジーに投資する可
能性が高いと回答しており、大多数が 2 年後以降にと回答して
いる
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出典：IBM Institute for Business Value
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ビッグデータは新たな天然資源と言われている。15 ライフサイエンス業界では特に、こ
の量、種類、複雑さは、急速に増大し続けている。例えば、平均的な人では、その一生
のうちに、1,100 テラバイトの外的因子からのデータ（睡眠パターン、食事、運動に関す
るデータなど）
、6 テラバイトのゲノム・データ、0.4 テラバイトの臨床データが生成さ
れると見込まれている。16 あらゆる業界で情報が爆発的に増加しているにもかかわらず、
現在分析されているのは、世界中のデータの 1 パーセント未満である。17
従来のアナリティクス・ソリューションは、一部の用途には有効だが、ビッグデータの価値を
十分に活用できない。すなわち新たな問題領域に適応したり、あいまいさに対応したりするこ
とができず、あらかじめ定義された既知のセマンティクス（単語とフレーズの関係とそれぞれ
の意味）を持つ構造化と非構造化データにのみに適している。新たな機能がなければ、膨大
なデータ量に対してわずかな知見しか得られないというデータのパラドックスは解決しない。
ライフサイエンス業界は、未開拓の機会と現在の機能との間のギャップをどのように埋める
ことができるだろうか。構造化および非構造化データの中に隠れている知見を、どうすれば
十分に活用できるだろうか。このような疑問に対する答えが、コグニティブ・コンピューティ
ングである。コグニティブ・ベースのシステムは、知識を蓄積して学習し、自然言語を理解し、
推論し、従来のプログラム可能なシステムよりも人間と自然に対話することができる。
ライフサイエンス企業の経営者は、コグニティブ・コンピューティングにライフサイエ
ンス業界を根本的に変革する潜在性があることを認めている。このテクノロジーに精通
しているライフサイエンス企業の経営者の 87 パーセントは、コグニティブ・コンピュー
ティングが自社の今後のビジネスに重大な影響を及ぼすと考えており、94 パーセントが
この業界で破壊的な役割を果たすと考えている。その結果、96 パーセントがコグニティ
ブ機能に投資する予定であると回答している。
では、現在ライフサイエンス業界が直面している課題に対処するために、ライフサイエ
ンス企業は具体的にどのようにコグニティブ・コンピューティングを活用できるだろう
か。コグニティブ・コンピューティングのパラダイムには、ライフサイエンス業界のニー
ズに応える 3 つの機能領域 - 発見、意思決定、連携 - が存在する（図 2 を参照）
。18

9

ライフサイエンス企業は、コグニティブ・コンピューティングと従来のアナリティクス・
ソリューションを併用することで、ビジネス上の課題のさまざまな要素を解決できる。
リアル・ワールド・エビデンス（Real-Word Evidence: RWE）には、電子カルテ（Electronic
Medical Record: EMR）
、支払請求、放射線画像、音声記録、生活習慣追跡装置、文献、さ
らにはソーシャル・メディアなど、多種多様な情報源からの構造化および非構造化デー
タが含まれる。RWE の量が膨大で、
さらに種類と情報源が多岐にわたる場合、
それらのデー
タからいかに多くの洞察を引き出し、最終的にビジネス成果につなげることができるか
が課題となる。アナリティクス・ソリューションは EMR や支払請求記録などの構造化デー
タを処理できるのに対し、コグニティブ・コンピューティング・ソリューションは文献
やソーシャル・メディアなどの非構造化要素に対処できる。
図2
コグニティブ・コンピューティングには新たな 3 つの機能領域がある
• どんなに聡明な人間でさえこれまで発見できなかったであろう洞察
を見出すことを支援する
• 洞察や関係性を見出し、膨大な情報を分析することができる
• 可能性を視覚化し、理論を検証する

発見力

意思決定力

連携力

• データに基づく選択肢を提示し、人間の先入観
を減らす

• 人間であるユーザーに対して、休むことなく専門的な
支援を行うエージェントとして機能する

• 新たな情報、結果、行動をもとに精度を向上さ
せ、継続的に進化する

• 人間の言語を使って自然な対話を行う

• トレーサビリティー（追跡可能性）があるため、
意思決定が下された理由の監査が可能

出典：IBM Institute for Business Value

• 過去の履歴から個人を認識し、要望や状況にあわせ
た、データに基づく応対ができる
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発見力
コグニティブ・コンピューティング・ソリューショ
ンが、医学研究における新たな発見と洞察を支援
これまでに無数の医学論文が存在し、新たな論文
が絶えず発表されているなか、増大し続ける文献
について逐一把握することは、人間である科学者
には不可能である。しかし、ある先進的な保健科
学大学では、生物学者とデータ・サイエンティス

トがコグニティブ・コンピューティングを活用し

デジタル変革の処方箋

発見機能

コグニティブ・システムにより、どんなに優秀な科学者でさえも発見できないような洞

察を見いだすことができるようになる。発見とは、パターン、洞察、関係性を見いだし、
世界中で入手可能な膨大な情報を理解することである。

充実した情報コーパスが存在する医学研究などの分野では、すでにいくつかの発見機能

が登場している。高度なコグニティブ機能によって、研究と発見の時間が大幅に短縮さ
れている（囲み記事「コグニティブ・コンピューティング・ソリューションが、医学研

究における新たな発見と洞察を支援」を参照）。コグニティブ・コンピューティングは、
科学的発見の加速にだけでなく、実際の発見プロセス自体の改善にも役立つ。

て洞察を見出し、研究スピードの加速、パターン

近い将来、コグニティブ・ソリューションによって、さまざまな重要領域における研究

ている。

米国で死因の第一位となっている。19 ある有力な学術機関では、循環器疾患のある人と

この大学では、さまざまな癌に関連する癌抑制タ

コグニティブ・コンピューティングの活用について検討している。この機関は、循環器

の解明、新たな発見における精度の向上に役立て

ンパク質を修飾するタンパク質を研究者が同定で

きるようにするために、IBM Watson テクノロジー
を活用したツールを開発した。このツールは、科

学文献から情報を抽出し、タンパク質相互作用に

ついて直接的または間接的に言及している箇所を
自動的に特定する。この知識はネットワーク形式
で表現され、ツールはこのネットワークに基づい
て推論を行い、これまでに知られていない相互作
用を予測する。

が加速する可能性がある。例えば、循環器疾患は、予防可能性が高いにもかかわらず、
そうでない人との間でのゲノムと血中タンパク質の組成の比較研究の加速を目的とする、
疾患に関連する既知の全データに照らして個々の患者に関する大量のデータを分析する
という難題を克服するためにコグニティブ機能を活用して、個人に合わせたアプローチ

の開発を飛躍的に発展させることを期待している。製薬会社が、より多くの情報に基づ
いて新しい治療法に関するより質の高い意思決定を迅速に下せるように、コグニティブ

機能によりパイプラインのポートフォリオの全体像を把握できるようにする方法を模索
しているという例もある。
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意思決定機能

コグニティブ・システムは、根拠に基づく選択肢を提示することで、意思決定を支援し、

意思決定力

人間の先入観を減らす。そして、新たな情報、結果、行動に基づいて絶えず進化する。

コグニティブ・コンピューティング機能により、

バイザーとして能力を発揮する。

新たな治験の評価プロセスは非常に面倒なプロセス

現在のコグニティブ・システムは、最終決定を行う人間に一連の選択肢を提案するアド
コグニティブ・システムは、ライフサイエンスの専門家が、より多くの情報に基づいて
適時に意思決定を行うのに役立っている。例えば、コグニティブ・ソリューションが提

供する、治験責任医師、科学的テーマ、実施可能性に関する新たな洞察により、治験の
資金拠出に関連する意思決定をより適切に行えるようになる可能性がある（囲み記事「コ

グニティブ・コンピューティング機能により、治験の資金拠出に関する意思決定プロセ
スが進化」を参照）。また、コグニティブ・コンピューティングはライフサイエンス企業
の医薬品安全性監視活動にも活用されている。

近い将来、製薬会社では、コグニティブ機能により内外の多様な情報源の構造化および
非構造化データからの有害事象情報の検出、評価、分類を自動化することにより、医薬

品安全性監視プロセスが変革される可能性がある。これにより、全体的なプロセスの効
率と効果が高まり、安全性評価の質と一貫性が向上することが見込まれる。さらに、こ

の自動化によって、重点領域をより高価値の活動に移せるようになるとともに、リスク
とメリットの特定をより自信を持って行えるようになる。

治験の資金拠出に関する意思決定プロセスが進化
であり、多数の担当者が、増え続ける大量の医学 /
科学文献や内部文書を広範囲にわたって精査する必

要がある。データの量が膨大であるために、類似す
る治験を特定して研究の重複を避けるのは容易では

ない。また、資金拠出から治験結果の発表や治験の
成功までの各段階での影響の評価をまとめて見るこ
ともできない。

コグニティブ機能は、治験提案に対する支持または

不支持の根拠となる情報をさまざまな情報源から素
早く見つけ出すことにより、人間の意思決定プロセ

スを強力に支援する。この情報には、対象の研究分
野に関連する膨大な科学データや、治験責任医師の

これまでの経験、発表内容、共同研究に関する洞察
が含まれる。コグニティブ機能はまた、副作用や被
験者募集上の障壁などの潜在的なリスクや、すでに

実施済みか現在実施中の類似する治験に関する情報

の検出にも役立つ。研究者は、データに基づいた洞
察とレコメンドにより、治験の資金拠出に関する意
思決定をより適切に下すことが可能になる。
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連携力
製薬会社がコグニティブ機能と高度なアナリティクス
を活用して医療提供者とのコミュニケーションを改善
ある製薬会社では、医療提供者との関わりを改善し
たいと考えていた。具体的には、リアル・ワールド・
エビデンスや科学文献を効果的に活用して、医療提
供者からの質問により素早く容易に回答できるよう
にする方法を探していた。また、より一貫性のある
マーケティング・リサーチの実施や洞察の獲得と、
対象となる医療提供者ごとにカスタマイズされた情
報発信を行う方法を求めていた。
同社は、コグニティブ・コンピューティングの能
力を高度アナリティクスと組み合わせることで、
大量の臨床データや科学文献を分析する能力を手
に入れ、これにより画期的な仮説の導出やそれに
よる戦略的なプランニングが行えるようになっ
た。また、このようなナレッジを活用することで、
同社は、ブランドや効用ごとに即時に仮説の妥当
性を検証することが可能になり、市場の変化を把
握する能力も強化された。さらに、対話型のアプ
リケーションを介して、指定した医療提供者にカ
スタマイズされた情報を配信できるようになっ
た。同社は、ばらばらの情報を配信することをや
め、適切な医療提供者に常に適切なメッセージン
グを行えるようになった。

デジタル変革の処方箋

連携機能

コグニティブ・システムは、人間とシステムが対話する方法を根本的に変革する。さらに、
専門的な支援機能を活用することで、人間の能力を飛躍的に高めることができる。コグ
ニティブ・システムは、対象分野に関する深い洞察を見いだし、その情報を適時に、自

然に、そして使用に適した方法で人間に伝えることでアドバイスを提供する。ここでは、
コグニティブ・システムは、アシスタントの役割を果たすが、睡眠を必要とせず、大量
の構造化および非構造化情報を理解し、あいまいで自己矛盾したデータであっても処理

し、学習することができる。コグニティブ・システムは、人間と対話することができる

ため、個々の患者を病歴に基づいて理解し、文脈と根拠に基づく推論をもとに対話する
ことができる。

これらの機能により、患者、消費者、ケア提供者との関わりを改善することで、ライフ

サイエンス業界は患者中心のアプローチを促進できる。さらに、ライフサイエンス企業は、
コグニティブ・システムを、保険者や医療提供者とのコラボレーションやコミュニケー
ションの改善に役立てることもできる（囲み記事「製薬会社がコグニティブ機能と高度
なアナリティクスを活用して医療提供者とのコミュニケーションを改善」を参照）。

将来のコグニティブ・システムは、個人間の情報の流れを支援する、自由形式の対話機

能が搭載される可能性が高い。20 近い将来、コグニティブ機能は、治験体験を改善する
機会を提供するようになる。対話型の効果的な患者（被験者）向けモバイル・エンゲー

ジメント・アプリケーションは、治験の被験者が、十分な情報に基づいてより適切な選
択を行い、自身の疾病をより適切に管理できるようにするのに役立つ。同時に、研究者

の側では、被験者の維持率の向上と治験コストの管理に役立つ。また、ある小売薬局では、
近い将来の計画として、コグニティブ・コンピューティング・テクノロジーを活用し、
慢性疾患のある患者における医療上の緊急事態を生理学的指標と危険を表す挙動に基づ
いて予測したいと考えている。

13

前進のために
コグニティブ・コンピューティングの時代が到来したとはいえ、コグニティブの学習曲
線の上昇はすぐには訪れないことをライフサイエンス企業は認識する必要がある。シス

テムの実装とユーザーとのやりとりにおいて、コグニティブ・システムと、従来のプロ

グラムに基づくシステムは根本的に異なる。21 ライフサイエンス企業は、すでにコグニ

ティブ・コンピューティング・ソリューションをすでに導入しているパイオニア企業が
特定した、3 つの主な推奨事項から学ぶことができる（図 3 を参照）。
図3
コグニティブ・コンピューティングをすでに導入済みの企業が特定した、成功のための 3 つの重要な行動領域

1 価値の定義
 適切な機会を見いだす

2

基盤の準備

3 変革の実行

 人材の育成・獲得に投資する  コ グ ニ テ ィ ブ ・ コ ン ピ ュ ー
ティングの導入プロセスに経
 得られる価値を定義し、コグ  高品質のコーパスを構築する
営層を関与させる
ニティブ導入への道筋を描く
 ポリシー、プロセス要件、影  全 社 的 に コ グ ニ テ ィ ブ ・ ビ
 目指す獲得価値については現
響を検討する
ジョンを伝え浸透させる
実的に評価する
 組織のコグニティブIQを継続
的に高める
出典：IBM Institute for Business Value

14

デジタル変革の処方箋

1. 価値の定義

早期の計画策定は、投資対効果を最大化する。自社にとってのコグニティブ・コンピュー
ティングの価値を定義することは非常に重要であり、これは以下の手順で構成される。

適切な機会を見いだす – コグニティブ・ソリューションは、明確に定義された課題領域

の解決に適している。ライフサイエンス企業は、まず最初に、想定している対象領域が
コグニティブ機能を必要としており、かつその適用が効果的であるかを十分に検討する
必要がある。

• その課題は、現在、人（科学研究者など）にとって、さまざまな情報源（科学文献など）
のなかから時宜を得た回答や洞察を探し出すのに、途方もない時間がかかっているプ

ロセスや機能を含むか。その担当者は問題について意思決定をしたり検討するのに、
さまざまな技法を用いているか。

• ユーザーが自然言語でシステムと対話する（治験の被験者との関わりを強化するアプ
リを使用するなど）必要があるか。

• 質問や問い合わせ（個別症例報告の対象リストやシグナル検出報告書の作成）に対して、
透明性と、確信度で重み付けされた回答を行うための、裏付けとなる証拠を提示する必
要のあるプロセスや機能に関係しているか。

得られる価値を定義し、コグニティブ導入への道筋を描く – コグニティブ・コンピュー
ティングのもたらす差別化につながる価値と、早期に結実するビジネス成果の両方を明

確にする（意思決定スピードの向上による研究開発の促進から、患者のケア・マネジメ

ントの向上まで）。また、経営層レベルの支援のもと、コグニティブ・コンピューティン

グのビジョンとロードマップの策定を行う。しかるべき経営層と利害関係者（医療提供者、
保険者、患者など）にロードマップの進捗状況を継続的に伝える。
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目指す獲得価値については現実的に評価する – コグニティブ・コンピューティング・シ
ステムの恩恵は、初期導入時の一度の「ビッグ・バン」では実感できない。むしろ、コ

グニティブ・システムは徐々に進化・改善し、時間と共に価値を高めていく。こうした

現実を主要な関係者に伝え、研究者や営業担当者に対するメリットを示す。段階的に導
入するか、もしくはテクノロジーの進化論的本質を理解している一部の信頼できるユー
ザーからソリューションを展開することを検討する。
2. 基盤の準備

次の点に重きを置くことで、コグニティブ・コンピューティング・ソリューションの実
装を成功裏に行うための基盤を準備する。

人材の育成・獲得に投資する – コグニティブ・ソリューションに対しては、プログラミ

ングではなく「訓練」を行う。コグニティブ・ソリューションは、対話、結果、新しい
情報から「学習」し、組織の専門知識の拡充を支援するものだからである。この労働集

約型の訓練プロセスは、「管理された学習」とも呼ばれるように、人間の SME（Subject
Matter Expert、対象分野の専門家）による取り組みが必要である。ライフサイエンス分

野の専門知識に加えて、コグニティブ・コンピューティングの実装では、自然言語処理、
機械学習、データベース管理、システムの実装と統合、インターフェースの設計、チェ
ンジ・マネジメントに関する専門知識も必要になる。

IBM の調査では、ライフサイエンス企業の経営者は、コグニティブ・ソリューション導

入の最大の障壁として「スキルを備えた人材と技術知識の不足」を挙げている。したがっ
て、適切な人材の確保が難しいことがうかがえる。この面の改善には、適切なスキルの

育成に重点を置いたコグニティブ CoE ( センター・オブ・エクセレンス、精鋭の専門組織 )
の設立が役立つ可能性がある。また、チーム・メンバーにはさらに知的好奇心という目

に見えないスキルも必要である。システム、ユーザー、組織にとって、学習プロセスが
終了することは決してない。
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高品質のコーパス
（調査対象のドメインに関連するデータの集合）
を構築する – コグニティ
ブ・システムの品質は、そのデータ次第である。コーパスに含めるデータの選択に十分
な時間をかける必要がある。このデータには、さまざまなデータベースや、その他のデー
タ・ソース、さらにはリアルタイムのデータ・フィードからの構造化データ（安全性報
告からのデータなど）と非構造化データ（科学論文など）が含まれることがある。デー
タは、従来使われていない新たな情報源からも発生することが多い。例えば、行動に関
する洞察を明らかにするソーシャル・メディアへの投稿などである。また、過去の文書
と新しい文書の両方に重点を置いて、自社の将来のコーパスを確実に実現するために、
記録のデジタル化に投資する。
ポリシー、プロセス要件、影響を検討する – コグニティブ・システムの導入による、ビ
ジネスプロセスや人の働き方に対する影響を評価する。ユーザーは、従来の入力 / 出力
システムとはまったく異なる方法でコグニティブ・システムとやりとりを行うため、プ
ロセスと担当業務に影響を及ぼす可能性があるからである。さらに、データ・ポリシー
の変更が必要ないかについても検討する。必要なデータを入手することで、既存のデー
タ共有ポリシーの限界が試されることになるかもしれない。特に規制要件が厳格なライ
フサイエンス業界では、ポリシー、規制、そして契約の新規追加や修正が必要になるこ
ともある。
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3. 変革の実行

従来のプログラム可能なシステムと比較して、コグニティブ・システムはまったく新し
いシステムである。このテクノロジーに精通していない人々に対して、その最善の活用
方法を説明するのは難しい場合がある。そのため、チェンジ・マネジメントはこれまで
以上に重要となる。すでにエコシステム全体にわたって数多くの変更を経験している業
界では、その重要度がさらに増すことになる。

コグニティブ・コンピューティングの導入プロセスに経営層を関与させる – 経営層には
コグニティブに関するビジョンとロードマップの策定から関与させ、導入プロセスの全
体を通じて参加させ続ける。進捗報告や価値実現の報告会にも、経営層を参加させる。

全社的にコグニティブのビジョンを伝え、浸透させる – コグニティブ・コンピューティン
グは新しく、大抵の人々に十分に理解されていないため、全社的にかつ定期的にコミュニ

ケーションを取ることが非常に重要である。不安、懸念、疑念に対して正面から対応し、
スポンサーとなる経営層の力を借り、自社のミッション達成におけるコグニティブの重要
性を説く。

組織のコグニティブ IQ を継続的に高める – コグニティブ・コンピューティングが確実に
理解され、採用されるためには、社内の教育が不可欠である。システムによって生成さ
れるレコメンドに関する期待値を管理することは、特に重要となる。コグニティブ・シ

ステムは、決定論的（すべての入力に対して一定の回答がある）ではなく、確率的（割
り当てられた確率で、候補となる複数の回答がある）である。システムが長期間にわたっ
て学習するにつれて正答率は向上するが、この正答率が 100 パーセントに達することは

決してない。早い段階で正答率に関して利害関係者を教育し、段階的な改善に向けて定
期的にレビューを実施する。
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詳細について

IBM Institute for Business Value の調査結果の詳細につ

いては iibv@us.ibm.com までご連絡ください。IBM の
Twitter は @IBMIBV からフォローいただけます。発行
レポートの一覧または月刊ニュースレットの購読を

ご希望の場合は、ibm.com/iibv よりお申し込みくだ
さい。

iPad またはアンドロイド向け無料アプリ「IBM IBV」
を ダ ウ ン ロ ー ド す る こ と に よ り、IBM Institute for

Business Value のレポートをタブレットでもご覧い
ただけます。

変化する世界に対応するためのパートナー

IBM はお客様と協力して、業界知識と洞察力、高度
な研究成果とテクノロジーの専門知識を組み合わせ

ることにより、急速な変化を遂げる今日の環境にお
ける卓越した優位性の確立を可能にします。
IBM Institute for Business Value

IBM グ ロ ー バ ル・ ビ ジ ネ ス・ サ ー ビ ス の IBM

Institute for Business Value は企業経営者の方々に、
各業界の重要課題および業界を超えた課題に関し

て、事実に基づく戦略的な洞察をご提供しています。

デジタル変革の処方箋

コグニティブ・コンピューティングの導入準備は
できているか
自社のコグニティブ・コンピューティングの未来をビジョンから実現へと転換しようと
する際には、その準備にあたって次の点について確認する必要がある。

• ライフサイエンス・データのうち、活用できていないもので、知識に変換された場合に、
これまで以上に主要な目的とビジネス要件を満たすことができるデータとして、どの
ようなものがあるか。

• 決断を行う際、根拠のない意思決定を行う場合や、考慮すべきすべての選択肢が提示
されない場合、自社やより広範なライフサイエンス・エコシステムにどのようなコス
トが生じるか。

• データに隠されたパターンを検出できることで、どのような利益が得られると見込ま
れるか。これにより、イノベーションがどのように促進されるか。

• 広範なライフサイエンス・エコシステム全体にわたって、より魅力的で個人に合わせ
た体験を創出する機会として、どのようなものがあるか。

• 自社のコグニティブ・コンピューティングに関する専門知識やスキルはどれくらいか。すべ

ての従業員が、コグニティブ分野の先進的な専門家と同程度に効果的なスキルを獲得で
きた場合、どのような変化が生じるか。

19

著者について

Heather Fraser は薬の研究開発、コンサルタント業務、地域薬局において 30 年を超える
業界経験を持つ薬剤師である。IBM Institute for Business Value において Life Sciences and
Healthcare チームのリーダーを務めており、そこでライフサイエンス / ヘルスケアの未
来とヘルスケア・エコシステムの出現に関する広範な著作を発表している。英ウォーリッ
ク大学で MBA を取得。連絡先：hfraser@uk.ibm.com
Lauren E. O’ Donnell は、IBM Watson Health チームの Life Sciences 担当 Global VP である。
ビジネス・モデルの変革による臨床開発プロセスの改善、洞察に基づく活動を通じた売
上増加の促進、エコシステム全体での関係の強化という業界の課題に取り組む顧客を支
援している。O’Donnell のこれまでの成功の実績は、その並はずれた顧客に関する洞察力、
他の模範となる問題解決スキル、突出したリーダーシップ能力の賜物である。連絡先：
lhodonne@us.ibm.com
Louisa Roberts は、IBM Watson Health Life Sciences チームのリーダーの一人として、コ
グニティブ・コンピューティングの導入プロセス全体を通じて顧客と協力して連携し、
Watson を利用した機能 / 組織によるあらかじめ定義された価値の確実な実現を支援して
いる。世界トップ・クラスの製薬 / バイオテクノロジー企業 20 社における戦略的な開発、
設計、実施の取り組みに関与し、最大の成果を達成するのに大きな成功を収めている。
英エディンバラ大学で化学の修士号を取得するとともに、米ダートマス大学の経営学大
学院（タック・スクール・オブ・ビジネス）で MBA を取得。連絡先：louisa.roberts@
us.ibm.com
Sandipan Sarkar 博士は、IBM Institute for Business Value において Cognitive Computing
Leader を務めている。これまでの 20 年以上のキャリアのなかで、さまざまな技術リーダー
としての役割を果たし、興味深いビジネス課題に取り組んで最先端のソリューションや
革新的な発想を生み出してきた。インドのジャダブプル大学でコンピューター・サイエ
ンス / エンジニアリングの博士号を取得。研究対象分野はコンピューター言語学、情報
検索、機械学習。連絡先：sandipan.sarkar@in.ibm.com

関連レポート

Fraser, Heather; Sandipan Sarkar; and Dave Zaharchuk.

“A booster shot for health and wellness: Your cognitive
future in the healthcare industry.” IBM Institute for

Business Value. September 2015. ibm.com/business/
value/cognitiveindustry

Fraser, Heather; Anthony Marshall; Teri Melese.

“Reinventing life sciences: How emerging ecosystems
fuel innovation.” IBM Institute for Business Value in
cooperation with the University of California, San
Diego. April 2015. ibm.com/business/value/
reinventingls

Sarkar, Sandipan, and David Zaharchuk. “Your

cognitive future, How next-gen computing changes
the way we live and work, Part II: Kick-starting your

cognitive journey.” IBM Institute for Business Value.

March 2015. ibm.com/business/value/cognitivefuture

20

デジタル変革の処方箋

調査の手法と方法論

協力者と謝辞

最 初 の「Your cognitive future」 調 査 の 続 き と し て、
IBM は 2015 年前半に追加調査を実施して、選定した
業界に深く分け入り、コグニティブ・コンピューティ
ン グ の 機 会 を 探 っ た。Economist Intelligence Unit に
よって実施された調査を通して IBM は、ヘルスケア、
銀行、保険、小売、政府、通信、ライフサイエンス、
消費財、石油・ガスなど、さまざまな業界を代表する
世界中の 800 名を超える経営者から知見が得られた。
この調査では、IBM の各部門にわたる SME（対象分野
の専門家）との面談と、補足的な机上調査も実施した。
5%

10%
5%

5%

5%

10%

（回答者の割合）

5%

5%

5%

5%

5%

5%

10%

10%

5%

10%

（回答者の割合）

10%
12%

Bonini、Brian Frederiksen、John Harrington、Virginie Harris、Prasad Kodali、Hannah

Kloeckner、Eric Lesser、John Piccone、Laila Rehan、Jake Schutz、Madeline Tolge、
Neha Tuli。加えて、エグゼクティブ・ステークホルダーの皆様にも感謝いたします。Jay
Bellissimo、Rob Merkel、Shanker Ramamurthy。
注釈および出典
1

オランダ
シンガポール
南アフリカ
スペイン
スウェーデン
英国
米国
その他

3

4

12%

業界

12%

5%

オーストラリア
ブラジル
カナダ
中国
フランス
ドイツ
インド
日本
メキシコ

12%

10%

Aggarwal に感謝いたします。また、次の皆様にも感謝の意を表明いたします。Christine

2

5%

地域

5%

ご 協 力 い た だ い た IBM Global Business Services の Senior Advisory Consultant の Neha

11%

ヘルスケア
銀行
保険
小売
政府
通信
ライフサイエンス
消費財
石油・ガス

5
6
7

IBM Analysis and S&P Dow Jones Indices. McGraw Hill Financial (accessed April 3, 2015). http://
us.spindices.com/

“Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study.” IBM Institute for Business Value.
November 2015.（「境界線の再定義 テクノロジーで切り拓く新たな地平 グローバル経営層スタディか
らの洞察」）https://www-935.ibm.com/services/c-suite/study/pdf/ibm_global_csuite_study-2015.pdf
Jayakumar, Amrita. “Lockheed Martin’s latest health partnership is very personal.” The Washington Post.
January 13, 2015. https://www.washingtonpost.com/business/capitalbusiness/lockheed-martinslatesthealth-partnership-is-very-personal/2015/01/12/0136d04a-9a9b-11e4-bcfb-059ec7a93ddc_story;
Jayakumar, Amrita. “Lockheed Martin tackles health care, with a little help from its friends.” The
Washington Post. July 30, 2015. https://www.washingtonpost.com/news/on-small-business/
wp/2015/07/30/lockheed-martin-tackles-health-care-with-a-little-help-from-its-friends/

“Redefining Boundaries: Insights from the Global C-suite Study.” IBM Institute for Business Value.
November 2015. （「境界線の再定義 テクノロジーで切り拓く新たな地平 グローバル経営層スタディか
らの洞察」）https://www-935.ibm.com/services/c-suite/study/pdf/ibm_global_csuite_study-2015.pdf
King, Simon. “2015 In Review: New drug approvals – the FDA hits a 19 year-record.” FirstWorld Pharma.
December 23, 2015. http://www.firstwordpharma.com/node/1340750#axzz41aGyHmB6

Perrone, Matthew. “First-of-a-kind drug approvals continued rise in 2015.” Associated Press AP Big Story
Website, accessed February 29, 2015. http://bigstory.ap.org/article/7b428f1665f544dbac60db70a80
09d70/first-kind-drug-approvals-continued-rise-2015
“2015 Biopharmaceutical research industry profile.” Pharmaceutical Research and Manufacturers of
America. April 2015. http://www.phrma.org/sites/default/files/pdf/2014_PhRMA_PROFILE.pdf

21

8
9

Silverman, Ed. “Drug firms need to explain the prices.” Stat. Boston Globe Media Partners. September 29,
2015. https://www.bostonglobe.com/business/2015/09/28/time-for-drug-industry-talk-about-prices/
lrbnNgdvZrAikZwMZ2RDAP/story.html
Pollack, Andrew. “Drug Goes From $13.50 a Tablet to $750, Overnight.” The New York Times.
September 20, 2015. http://www.nytimes.com/2015/09/21/business/a-huge-overnight-increasein-a-drugs-price-raises-protests.html?_r=0; Palmer, Eric. “Gilead warns of fatal reaction to Sovaldi,
Harvoni and heart drug.” FiercePharma. March 23, 2015. http://www.fiercepharma.com/story/
gilead-warns-fatal-reaction-sovaldi-harvoni-and-heart-drug/2015-03-23

10 Hirschler, Ben. “Novartis to test new pricing model with heart failure drug.” Reuters. June 30, 2015. http://
in.reuters.com/article/us-novartis-heart-idINKCN0PA1N720150630

11 Frakt, Austin. “To reduce the cost of drugs, look to Europe.” The New York Times. October 19, 2015. http://
www.nytimes.com/2015/10/20/upshot/to-reduce-the-cost-of-drugs-look-to-europe.html?_r=0
12 McCallister, Erin. “How Express Scripts plans to do indication-based pricing for cancer drugs.”
BioCentury. July 20, 2015. http://www.biocentury.com/biotech-pharma-news/coverstory/2015-07-20/
how-express-scripts-plans-to-do-indication-based-pricing-for-cancer-drugs-a02
13 “UK lacks the skills to research and develop the medicines of the future.” ABPI News Release. November
11, 2015. http://www.abpi.org.uk/media-centre/newsreleases/2015/Pages/111115.aspx

© Copyright IBM Corporation 2016
IBM Global Business Services
Route 100
Somers, NY 10589
Produced in the United States of America
March 2016
IBM、IBM ロ ゴ、ibm.com は、 世 界 の 多 く の 国 で 登 録 さ れ た
International Business Machines Corporation の商標です。他の製品
名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場
合があります。現時点での IBM の商標リストについては www.ibm.
com/legal/copytrade.shtml（US）をご覧ください。
本書の情報は最初の発行日の時点で得られるものであり、予告なしに
変更される場合があります。すべての製品が、IBM が営業を行ってい
るすべての国において利用可能なわけではありません。

14 Millman, Jason. “Does it really cost $2.6 billion to develop a new drug?” The Washington
Post. November 18, 2014. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2014/11/18/
does-it-really-cost-2-6-billion-to-develop-a-new-drug/

本書に掲載されている情報は特定物として現存するままの状態で提供
され、第三者の権利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的適合
性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙
示の保証責任なしで提供されています。IBM 製品は、IBM 所定の契約
書の条項に基づき保証されます。

16 J.M. McGinnis et al. “The Case for More Active Policy Attention to Health Promotion.” Health Affairs 21,
no. 2 (2002):78–93; IBM Watson analysis.

本レポートは、一般的なガイダンスの提供のみを目的としており、詳
細な調査や専門的な判断の実行の代用とされることを意図したもので
はありません。IBM は、本書を信頼した結果として組織または個人が
被ったいかなる損失についても、一切責任を負わないものとします。

15 Picciano, Bob. “Why big data is the new natural resource.” Forbes. June 30, 2014. http://www.forbes.com/
sites/ibm/2014/06/30/why-big-data-is-the-new-natural-resource/

17 “New Digital Universe Study Reveals Big Data Gap: Less Than 1% of World’s Data is Analyzed; Less Than
20% is Protected.” EMC Press Release. EMC website. December 11, 2012. http://www.emc.com/about/
news/press/2012/20121211-01.htm
18 Sarkar, Sandipan, and David Zaharchuk. “Your cognitive future, How next-gen computing changes the
way we live and work, Part I: The evolution of cognitive” IBM Institute for Business Value. January 2015.
http://www-935.ibm.com/services/us/gbs/thoughtleadership/cognitivefuture/

19 “Cardiovascular Disease Research.” Johns Hopkins Medicine Website, accessed February 29, 2016. http://
www.hopkinsmedicine.org/gim/research/content/cvd.html
20 “IBM Global Technology Outlook 2014.” IBM Research. 2014.
21 同上

本レポートの中で使用されているデータは、第三者のソースから得ら
れている場合があり、IBM はかかるデータに対する独自の検証、妥当
性確認、または監査は行っていません。かかるデータを使用して得ら
れた結果は「そのままの状態」で提供されており、IBM は明示的にも
黙示的にも、それを明言したり保証したりするものではありません。
本書は英語「Prescribing a digital transformation for life sciences」の
日本語訳として提供されるものです。
GBE03744-JPJA-01

