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急速に複雑さが増していく環境にあって、世界中
の企業がより早く、より確実に行動しなくてはならないというプレッシャーに駆られてい
る。なかでも顧客、リスク、規制の 3 つの領域は、不安定で不確実性が高く、業績上極め
て重要である。業界における先進企業は、これらの各領域で戦略的優位性を最大限に発揮
するために、慎重に目標を定め、アナリティクス活用の取り組みを行っている。まずは、
情報基盤を築き意思決定を迅速化する。次に、統合されたデータを掘り下げて新たな価値
の源泉を探る。最後に、予測分析でビジネス機会を発見し最大活用する。このアプローチ
は共通のフレームワークとして、あらゆる事例に適用することができる。
取締役会は、経営層が見落としている問題を明らかにす

これらの企業の業績は、アナリティクスを活用していな

るために存在すると言われている。今日、企業がますま

い同業他社を2倍以上も大幅に上回る傾向が見られた。2

すデータ主導型になるにつれて、取締役会で厳しい質問

こうした格差は、不安定で不確実性の高い世界において、

が投げかけられ、データに基づく正確な返答が求められ

可能なかぎり最適な決断を下そうとしている企業にとっ

る機会は急激に増加している。顧客の離反によって成長

て、非常に大きな意味を持つ。

計画が頓挫するのではないか。不十分な投資はどのよう
なリスクをもたらすのか。予期しない新たな規制が利益
を帳消しにするのではないか。このようなやり取りに的

競争優位の構築

確に答える段階に至るためには、まずアナリティクスで

2011

何が可能になるのかを理解する必要がある。

58%

アナリティクスに対して静観の構えを取っている企業

37%

は、より意欲的な同業他社の後塵を拝している。2011
IBM/MIT Sloan Management Review（IBM/MIT
SMR）New Intelligent Enterprise Studyに よ る と、
競争優位の確立にアナリティクスを活用している企業の
数はわずか1年で57%の急増を見せており、現在では、
10社のうち6社近くまでがアナリティクスで自社の差別
1
化を図っている（図1参照）。

57%
増加

2010
注 ：情報とビジネス・アナリティクスによって業界または市場におけ
る競争優位を「かなり」または「非常に」構築できていると答え
た回答者の割合。評価は 1 =「ほとんど構築できていない」から 5
=「非常に構築できている」までの 5 段階で、2010 年に同じ質問
を行ったときの回答と比較した。N=3236
出典：The New Intelligent Enterprise, a joint MIT Sloan Management

Review and IBM Institute of Business Value analytics research
partnership. Copyright © Massachusetts Institute of Technology
2011.

図1：企業がアナリティクスを活用して競争優位を構築する能力
はこの1年間で大きく伸びた。
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かつてリーダーたちは、これまで通用した自身の経験と

である。2011 IBM/MIT SMR Studyによると、高度な

直観を最適な指針として決断を行ってきた。現在ではア

アナリティクスを実践している企業の74%はデータ統合に

ナリティクスが、企業を取り巻く今日の環境や明日への

成功しているが、アナリティクスに取り組んだばかりの企

進路についてレーザーのごとく鋭い視覚を与えてくれる。

4
業ではこの割合が15%にすぎないことが判明している。

アナリティクスの活用により、企業は複雑な企業活動や
エコシステムの構成要素を特定し、そのダイナミクスや

組織の最終的な目標は、事実に基づく意思決定で成長を遂

相互依存性を理解することができ、次に起こりうること

げる文化や、その結果として提案された新しいアイデアや

を予測できるのである。さらには取るべき最善の行動を

行動様式を受け入れることができる文化を築くことである。

推奨することもできるようになる。かつては極めて不確

高度なアナリティクスを実践している企業の77%は、現状

実に思えたことが、今では想定可能なものとなったのだ。

のやり方に異議を唱える意見を容認する文化であるのに対
し、アナリティクスをまだ広く応用していない企業ではこ

多くの企業にとって、アナリティクス活用における最大の

5
の割合が39%だった。
それらの企業では、日常業務から

阻害要因はテクノロジーではなく企業文化にあり、強力

将来の戦略に至るまで、アナリティクスに基づいて意思決

なリーダーシップが不足している点にある。調査によると、

定が行われ、適用されるという認識を、ある程度トップダ

テクノロジー面の障壁と比べ、組織の課題解決が非常に難

ウンで定着させることにより、オープンな文化を築いている。

しいと感じている企業は2倍に上っている（図2参照）。
3

高度なアナリティクスを実践している企業では、社員、
とりわけ顧客接点を持つ社員に対して、意思決定に必要

こうした課題を解決するのは非常に困難であると
評価した回答者

なデータやアナリティクスへのアクセスを提供している。

組織の課題

の63%はアナリティクスの活用がうまくいっていると回
44%

1.8倍
困難

24%
テクノロジーの課題
出典：The New Intelligent Enterprise, a joint MIT Sloan Management

Review and IBM Institute of Business Value analytics research
partnership. Copyright © Massachusetts Institute of Technology
2011.

図2：社員の行動や、社員同士のやり取りの仕方を変えることは、
ツールやテクノロジーを変えるよりはるかに難しい。

事業部門または機能をまたがったデータ統合は、まさに組
織課題の一例といえる。共通のデータ定義や基準に関して
事業部門・機能間で合意を得ることや、データの共有を図
ること、自身がコントロールしていない情報の品質を信頼
するようデータ・オーナーを説得することなど、データ統
合は組織における難問であり、軋轢を招きやすい。しかし、
これはアナリティクスによる価値創造に欠かせない第一歩

2011 IBM/MIT SMR Studyによると、これらの企業
答しているが、初期段階の企業ではこの割合が15%にす
ぎない。6 この結果は、アナリティクスが「スポーツ観戦」
とは異なることを示している。組織のあらゆる部門の社
員がアナリティクスについて十分に理解し、得られた洞
察を実際に業務に適用する機会が増えるにつれて、アナ
リティクスの価値は飛躍的に高まるのである。

アナリティクスの活用により、企業
は複雑な企業活動やエコシステムの
構成要素を特定し、そのダイナミク
スや相互依存性を理解することが
でき、次に起こりうることを予測
できるのである。さらには取るべ
き最善の行動を推奨することもで
きるようになる。
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データ主導型の組織になるには、適切なテクノロジーや

最初に経済の影響について考えてみたい。マージンの確

ツール、スキルが必要だが、加えてリーダーシップに基

保や顧客維持の取り組みにもかかわらず、既存企業の顧

づく強力な指示が不可欠である。経営層は次の問いかけ

客離反率は上昇している。また新興企業は、従来と異な

を行ってみてほしい。データ主導アプローチを採用し日

るビジネスモデルによって価格競争を引き起こしている。

常業務に適用する準備はどの程度整っているか。不安定

金融サービスや通信をはじめとする多くの業界では、し

で不確実性の高い今日の環境に最も影響を受ける活動

ばしば買収を通じて成長を実現してきたが、買収対象と

に、アナリティクスによる方策を講じているか。ここで

なりうる企業が枯渇し、本業での成長に戻らざるを得な

特に重要なのは、顧客価値の変化、急速に拡大するリスク、

くなった。先進国の低成長経済と買収候補の不在が重な

規制の不確実性の3つの領域である。企業は、以下の3点

り、多くの業界でプロフィット・プール（業界利益の総額）

から成るアプローチを各領域に適用することで、アナリ

の停滞が生じ、企業は顧客シェアの奪い合いを強いられ

ティクスの効果を高めることができる。

ている。

1.	環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる情報基盤を

デジタル、モバイル、ソーシャル・メディアの急激な発

築く。
2.	優先順位の高いビジネス目標に沿って、統合された
データから価値を引き出す。
3.	予測分析を通じてビジネス機会を発見し活用する。

展は、顧客同士がつながり、企業の発言よりも第三者や
仲間同士の情報で企業を評価する傾向が生まれ、顧客ロ
イヤルティーにおける課題を一層難しくしている。顧客
は自分が望むやり方で企業と取引し、企業が思いもよら
ない方法でやり取りすることを求めている。例えば、ス

このフレームワークを利用することにより、企業は戦略

マートフォンやタブレット、オンライン・コミュニティー

的意義の高い分野に優先して投資することが可能となり、

を使って現在位置に基づく割引情報や推奨情報を入手し、

リスクを低減しつつ利益を上げることができる。

それらを即座に利用して購入する。顧客ごとに異なる時

顧客分析で最大成長を目指す

間と場所に対応し、顧客に合わせた価値を提供し続ける
ことは、企業にとって大きなプレッシャーとなっている。

ここ数年、企業の顧客戦略は手痛い打撃を受けている。
世界的な景気後退と低成長経済の影響により前提は覆さ

こうした変化にあわせ、組織のモデルも進化している。

れ、成長戦略は何度も立ち消えになっている。デジタル、

新たな組織モデルは、顧客のもつ情報を探し求め、顧客

モバイル、ソーシャル・メディアは統合を始め、新たな

情報に基づき、バリューチェーンに沿って企業活動を最

方法で顧客と情報、さらには顧客同士を結びつけており、

適化するという意味で、真の顧客中心主義を実現してい

従来の商取引の定義を根本的に変えようとしている。

る。このモデルで成功を収めるには、顧客価値の構成要
素について再考し、誰が真の顧客か、顧客とどのような
関係が築けているかについて根本的な理解を深める必要
がある（図3参照）。統計上の存在ではなく、個人として
見られることを望む顧客が業界を問わずますます増えて
いる。しかし、現状の大ざっぱなアナリティクスの手法
では、こういったニーズを満たすことができない。
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情報基盤の構築：業務上および分析上の顧客情報を

洞察の最大活用の促進
顧客中心主義

成長の推進

一元化する
複数のチャネル間
での関与
バリューチェーン
全体の同期化

ほとんどの企業では顧客に対する全体的な視野が不足し
ており、事業部門やチャネルごとに分かれた情報源に頼っ
ている。多くの場合、企業は顧客ではなく製品やチャネ
ルに基づいてデータを分類しており、顧客の行動の予測
はおろか、その理解すら難しくしている。この問題に対

利益の増加

コラボレーションと
可視化の強化

出典：IBM Institute for Business Value.

図3：アナリティクスは顧客ロイヤルティーの低下と期待の増大
に対処する。

処するために、企業は以下の対策をとる必要がある。
1. ビジネス・ケースを作成する。カスタマーサービス担当
者は、顧客が自社と築いている関係を製品ライン、販
売チャネル、地域を越えた全体像として長期にわたり
把握できているだろうか。全体像が把握できなければ、

従来の顧客セグメンテーションの手法では、売上及び取

コスト削減の視点だけで直接管理している直接費のみ

引情報、または収入、年齢及び地域など、2つから3つ

に焦点を当てたビジネス・ケースを作成する結果となる。

のごく少数の分類の視点が使われてきた。しかしながら、

目標達成のための手段が一般的なコスト削減に終始す

今日では数十もの視点を分析することが可能となり、こ

るのではなく、アナリティクス主導による顧客分析結果

れまでにないきめ細かさで顧客理解を深めることができ

をアップセルや顧客維持などの分野に適用することによ

るようになった。企業はまた、あらゆる段階で顧客との

7
り、平均で10倍以上の価値を生み出すことができる。

関係を構築し、インターネットを通じて行われる地球規

2. 顧客分析結果を継続的に最新化する。サービス品質の向

模の会話の上手な「聞き手」になる必要がある。これら

上、顧客維持の強化、クロスセルやアップセルの機会選

すべての情報を意味づけるためには、アナリティクスの

定など、具体的なビジネス目標の達成に必要な分析対象

存在が不可欠である。

を特定する。これらの分析結果に最新情報を加えてビジ
ネスプロセスと同期させ、顧客の行動の変化を追跡する。

企業は、顧客を市場ではなく個人として理解するための

必要に応じて修正策を講じ、今後の好機を捉える。

情報管理基盤の構築や、新たなニーズを察知するための
アナリティクスの予測的な活用を通じて、成長の機会が

データ統合による価値の獲得：アナリティクスを活用し、

得られる重点分野はどこなのかを十分に考察すべきであ

複数の接点で顧客と関わる

る。

一般に最も消費額の多い顧客は、ウェブサイト、モバイ
ル・デバイス、ショールームのキオスク端末など、あら

今日では、顧客セグメンテーションに
ついて数十もの視点を分析すること
で、これまでにないきめ細かさで顧
客理解を深めることができる。

8
ゆるチャネルを活用している。
しかし残念なことに、企

業の中で各チャネルの情報が統合されていないため、こ
のような顧客はチャネル間を移動する際に取引履歴が途
絶えてしまうリスクが非常に高い。統合されたマルチチャ
ネルの「ブリック・アンド・クリック（店頭販売とオン
ライン販売の両方を行う）
」アプローチを使用すれば、顧
客は一貫したサービス品質のもとでウェブサイト、スマー
トフォンのアプリケーション、店内のサービス・カウン
ターの間を自由に行き来することができる。
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1. 点を結ぶ。顧客行動の理解と予測を通じて取り組みを

3. アルゴリズムを使用する。アルゴリズムは、比較的少

強化するには、マルチチャネルのアプローチが必要に

数の主要なデータポイントにおいて威力を発揮するこ

なる。例えば、顧客のウェブサイトへの訪問履歴は、

とが多い。リスクのある顧客の特定から具体的な顧客

電話でその顧客と接するコールセンターの担当者に対

維持戦略の推奨まで、アルゴリズムを使用することで

して有益な洞察をもたらす。

極めて正確な予測が可能になる。さらにアルゴリズム

2. 資源を共有する。アナリティクスで得られた洞察は、

をビジネスプロセスに組み込むことにより、作業が自

コールセンター、ウェブ、モバイル・デバイス、販売

動化され人間の介入が減少するか不要になり、複雑な

員など、それを必要とするすべての対象に広めなくて

依存関係のある活動をも最適化することができる。

はならない。調査結果によると、アナリティクスの活
用に熟練している企業ほど、アナリティクス・ツール

急速に拡大するリスクの影響を減らす

と洞察を全社的に普及させ、必要とする全社員に行き

相互に関連し合う市場では、ひとつの失敗が別の失敗を

渡らせることに成功している。

生み、リスクが急速に拡大していく。リスクに適切に対

9

処できなければ、ソーシャル・ネットワークを通じて辛

アナリティクスの予測的な活用：

辣な評価が広まり、他社に追い抜かれることになる。新

変化の激しい顧客価値を先取りする

たな組織構造のもと、広範囲にわたる企業間提携や、従

予測分析は適切なテクノロジー、ツール、アルゴリズム、

来型の指揮系統とは異なる柔軟な管理体系を実現してい

モデルを必要とする。とはいえ、最も欠かせないのはデー

る企業であっても、リスクにさらされる機会が増すこと

タに溺れず何を洞察すべきかを常に念頭に置くことだ。

は単に避けられないだけでなく、十分に起こりうるとい

ビッグデータはますます増大し、多くの企業は情報を探

う認識を深めている。どんなに優れたリスク低減戦略が

り出すことへの誘惑に駆られている。できるだけ多くの

あっても、悪い出来事の発生は防げない。

情報を集めて何かを見つけようとするのだ。しかし実際
には、最適なアプローチはその逆であり、求める対象を

財務や法律、コンプライアンス関連のリスクは20%未

正確に理解し、厳重に管理することが重要となる。

満であるにもかかわらず、CFOの活動範囲におけるリス

10

クは極めて多い。Corporate Executive Boardの報告
1. 質問から始める。分析を始める前に、利用可能なデー

書によると、1998年から2009年の著しい時価総額の

タをすべて集めようと躍起になる企業が非常に多い。

下落（68%減）は戦略上のリスクに起因するものだっ

これは、ほぼ確実に投資段階での中断を招き、実施中

た。11 しかしながら、APQCとIBMの合同調査によると、

のプロジェクトの実現を危うくするアプローチである。

回答者の56%はこの種のリスクに対処する準備ができ

そうではなく、まず必要な洞察や問うべき質問を明確

12
ていなかったことを認めている（図4参照）。
リスクに

にし、その上で、求める結果を最大限に引き出すため

対処するには、サプライチェーンのイベントから市場の

の回答に必要なデータを特定すべきである。

変化まで、組織のあらゆる側面を的確に把握することが

2. 利益を認識する。顧客戦略にとって最も重要な問いを

要求される。もちろん、可視化するだけでは十分とはい

定義した後も、その問いがなぜ重要であるか、どのよ

えない。不確実性が増している時代のさなかにあっても、

うな利益をもたらすかを引き続き認識しておく必要が

企業には先見の明が必要だ。

ある。適切なモデルを構築するには、実現が見込まれ
る明確な利益について同意を得ることが欠かせない。
アナリティクスで得られた価値を評価するには、収益
と満足度など、定量的指標と定性的指標の両方を考慮
することが重要である。
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情報基盤の構築：

過去

大きな
リスクに
フォーカス

68%

の著しい時価
総額の下落は
1998〜
2009年の
戦略上の
リスクの問題
に起因
していた

56%

の回答者は
戦略上の
リスクに
対処する
準備ができて
いなかったことを
認めている

現在
毎回の
決定要素
としての
リスク

出典：Corporate Executive Board“Organizing for Risk Management”;

and IBM Institute for Business Value-APQC Study.

図4：複雑性と相互依存性の増大により、各意思決定の結果に
不確実性が生まれている。

アナリティクスを活用することで、企業はリスクの構成

周辺ではなく中心にあるリスクの特定方法を知る
アナリティクスをリスク管理に適用することでより正確
な結果が得られる。アナリティクスの能力を小さなリス
クの発見に限定している企業が非常に多い。しかし、よ
り重要なのは、アナリティクスによって連鎖反応を引き
起こす個人の行動や活動、差し迫ったリスク事象の前兆
を特定できるということだ。企業は以下の対策をとる必
要がある。
1. 上位25の懸念事項を特定する。自社の最大級のリス
クについて全社的なコンセンサスを得る。将来のビジ
ネス・チャンスを減らし、現在の利益と評判を損なう
ものは何であるのか見極める。
2. 特定したリスクの再考は避ける。主要なリスクを特定

要素を明確に分離して特定し、組織のさまざまな部門と

するには全社的なコンセンサスを得る必要があるが、

そのエコシステム、より広範な市場で何が起きつつあ

初めはその実現が困難に思えるかもしれない。しかし、

り、何が起こりそうなのかを知ることができる。その結果、

業界ごとに有益な情報はますます増え、それらを活用

アナリティクスはリスクを防衛策から業績上の重要な指

することで、既知のリスクや潜在的な影響を共有する

標に押し上げた。2011 IBM/MIT SMR Studyによると、

ことができる。こうしたリスク関連の多数のベスト・

高度なアナリティクスを実践している企業はリスクと業

プラクティスで得られる情報や測定結果を利用し、リ

績のバランスを保つことに重点を置いているが、アナリ

スクを引き起こす可能性のある自社特有の活動を把握

ティクスを十分に活用していない同業他社はこれを事実

することに意識と労力を集中すべきである。

上無視していた。

3. ツールと洞察を広く配布する。全社規模でリスクに
対処するために、共通のリポジトリに最新情報を格

この調査ではまた、業界を先導する企業はエンドツーエ

納する。必要な人すべてが自らデータにアクセスし、

ンドの全社的なアプローチを採用し、経営層の協力のも

what-ifシナリオの作成やシミュレーションを実施で

とであらゆるリスクに対処していることが明らかになっ

きるようにする。フォーラムを設けて得られた洞察を

た。アナリティクスの活用により、企業は全社規模でイ

共有し、測定結果やフィードバック・ループを通じて

ベントを監視する総合的なリスク管理を実現、対策を自

継続的な改善を図る。

動化したり、新たな問題の発見に取り組んだりすること
が可能となる。リスクに基づく価格設定を使用して、か
つては開発が困難と思われていたサービスを生み出すな
ど、高度な活用の域に達している企業も現れている。

戦略上のリスクに対処するには、
サプライチェーンのイベントから市場
の変化まで、組織のあらゆる側面を
的確に把握することが要求される。

IBM Global Business Services
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て正確に特定し、的確な判断を下せるようになる。リス

リスク管理を成長の機会と見なす

クの度合いを精緻に考慮した新サービスの導入は、競争

一般に、リスクは防御するものと思われている。しかし、

優位をもたらす豊かな源泉となる。

全社的に統合された情報にアナリティクスを適用すれば、
リスク調整した業績管理を実践して、リスクに対処しな

1. 起こり得る事態を想定する。予測分析を使用して、発

がら収益や利益を獲得するチャンスをつかむことができ

生する可能性が高いリスクに対して事前に適切な行動

る。このデータの統合は、驚くほどの成果をもたらす可

を規定する。ここではwhat-ifシナリオを活用できる。

能性を秘めている。最初に、以下の取り組みに着手する。

例えば、自動車メーカーが、主要なサプライヤーが自
然災害に見舞われた場合にどのような影響が発生する

1. 常に全社的な視点を持つ。アナリティクスのアプリ

かを考察できる。供給の混乱を減らすために、アナリ

ケーションを使用すれば、見落とされがちなごく小さ

ティクスを活用して季節性、価格、マクロ経済につい

いリスクも特定できるようになる。こうしたリスクは、

て考慮し、切り替えるサプライヤーを決定できる。

より大きな課題や将来の課題を示す先行指標であるこ

2. リアルタイムで実行する。消費財メーカーにおける広

とが多く、また、組織の複数の部門に影響を与える複

範なサプライチェーンなど、企業にとって最も重要で

合作用をもたらす可能性がある。

リスクの低減が極めて難しい分野では、可能な限りリ

2. 分かりやすい業務上の要素にリスクを分類する。大規

アルタイムに近いかたちで実績を監視する。ダッシュ

模な集合体としてリスクを管理するのではなく、顧客

ボードの活用とビジネスルールの自動化により、リス

のタイプや地域、さらには取引タイプなどのセグメン

クを速やかに発見して対処する。

トに分類して管理する。
3. 上昇と下落を測定する。業績とリスクの両方に影響を

3. 本当の評判を活用する。風評リスクがもたらす結果に
ついて理解し、顧客、ビジネス・パートナー、利害関

与える主要指標を特定し、優先順位を付け、継続的に

係者に速やかに働きかける準備をしておく。例えば、

監視することにより、指標間の上昇と下落の関係を把

ソーシャル・メディアは顧客の意見の豊かな情報源で

握する。

ある。「Twitter界」や他のオンライン・チャネルに
アナリティクスを適用することで、その場の意見の変

アナリティクスの予測的な活用：
単なるリスク低減ではなくその対処法を明らかにする
企業のリスクへの取り組みは、その回避や低減だけを目

化をすばやく捉えることができる。

規制の不確実性による停滞を打破する

的とするものが極めて多い。ここで重要なのは、リスク

規制の増加や変化に加え、グローバル化や国境をまたぐ

は排除できないということだ。リスクの回避や低減だけ

（ときに相反する）規制管理は一層難しいものとなり、規

を目的としたアプローチを取った場合、企業の成長は最

制遵守対応の複雑さが増している。ここ数年、企業はグ

小限に抑えられ、収益性向上への新たなストレスを負う

ローバルに統合された企業として活動できるように自社

結果になることが多い。何が起こるのか、それが避けら

を構築してきた。しかしながら、現実にはその構造の下

れない場合はどのような措置を取るのかを事前に予測す

で法人組織が複雑に絡み合っている。例えば、事業の一

ること、すなわちリスクに対処すること、しかもすばや

環として1,500もの法人組織を擁している銀行もある。

く対処することが企業の評判と信用を保つことにつなが

そして規制当局は、組織全体ではなく法人組織レベルで

る。リスクを排除できない以上、企業は、予測されたリ

のコンプライアンスの報告を要求している。

スクを受け入れるにあたって十分な見返りを得られるよ
う取り組まなくてはならない。アナリティクスの活用に
熟練していくにつれて、企業はリスクの構成要素を極め
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企業は、多数の事業体や管轄の存在により複雑になった
規制に対応しなくてはならないが、最近の調査によると、

規制のページ数

（新たに見込まれる規制の集中砲火を浴びている業界であ

2319

る）金融機関の80%はガバナンス、リスク、コンプライ

これまでに作成されたのは
新規則の5%にすぎない

アンスの各プロセスをまだ統合していなかった。13 ほと
んどの企業は、柔軟性のある汎用的な報告書作成プラッ
トフォームなど、統合にあたり必要となる基本的な要件
の実現にも困難を覚えている。同様に重要で、はるかに

金融規制改革法では
386の新規則が
生まれる

66

大きな違いを生み出すのは、規制がもたらす突然で絶え
間ないように思われる変化を事前に察知して行動を起こ
すことだ。

サーベンス・
オクスリー法

金融規制
改革法

出典：Corporate Executive Board“Organizing for Risk Management”;

and IBM Institute for Business Value-APQC Study.

企業は、規制を非常に大きな課題と見なしている。とい
うのも、その多くはこれから到来するからだ。例えば、
2010年に米国で成立した金融規制改革法（Dodd-Frank

図4：複雑性と相互依存性の増大により、各意思決定の結果に
不確実性が生まれている。

Wall Street Reform and Consumer Protection
Act）は2,319ページから成り、その内容は今なお広く

情報基盤の構築：最初に柔軟性を確保する

検討されている。この改革法では386の新規則の施行が

あらゆる規制への取り組みの基盤として、報告書を柔軟

見込まれており、67の調査が必要とされているが、 こ

かつ迅速に作成するための均一の構造が必要となる。変

れまでに作成された規則はその5%にすぎない（図5参

化にすばやく対応できる、組織横断的なプラットフォー

照）。15 経験やベスト・プラクティスのみに頼るアプロー

ムにデータを統合するには、基準、指示、規律が欠かせ

チでは、このような不確実性に適切に対処するのは難し

ない。このようなプラットフォームを実現することによ

い。不確実性に直面するなか、アナリティクスは正しい

り、企業は現在および将来の規制の要求に従い、あらゆ

判断に必要な事実を顕在化させるのに役立つ。

る方法での情報の報告が可能になる。

アナリティクスを活用して予測し、起こりうる規制につ

1. 統合プラットフォームを構築する。報告書作成を柔軟

いて理解を深めるだけでなく、企業は、これから成文化

に行うには、一貫性のある基準または定義がすべての

される規制の実体を予見し、ビジネスへの全体的な影響

データに適用された、共通プラットフォームによる統

を先読みするためにもアナリティクスを活用することが

合データが必要である。迅速性と柔軟性を確保するた

できる。こうした知識を身に付けることで、企業はその

めに、均一でありながらカスタマイズ可能な報告書作

業務、戦略、製品、サービスに及ぶ変化を先回りして調

成の構造を構築する。その際、アナリティクスを活用

査することができる。さらに、この機会を利用して新た

すれば、現在および将来の要件を含む、異なる規制間

な製品やサービスを生み出し、競合他社のはるか先を行

でデータを検証することができる。

14

くこともできる。このようにしてアナリティクスは、浸

2. データの確実性を管理する。センター・オブ・エクセレ

透する規制に対応し、先手を打つために必要な迅速性と

ンスによって管理される堅牢な情報ガバナンスは、す

俊敏性を備えたプラットフォームを構築することで競争

べての規制の取り組みに欠かせないが、とりわけ規制

優位の源泉となる。

に適用するアナリティクスでは重要になる。そこでは、
小さなミスでも大きな損失を招く恐れがあるからだ。

IBM Global Business Services
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アナリティクスの予測的な活用：

コストセンターとしてのコンプライアンスの捉え方を変える

最も重要で規制による介入が見込まれるビジネスの範囲

戦略的に好機を捉えよう。新たな規制によって、必然的

を特定する

に新しい種類の情報を収集することが求められる。これ

多くの企業が、将来の規制の大部分が不明であることを

らの情報を、どのように将来のビジネス機会や課題の発

言い訳としている。これは事実に反している。業界を問

見と活用に利用できるだろうか。例えば、ある保険業界

わず、将来の規制の発生源は社会や行政の周知の関心事

のリーダーは、収集が必要となったデータを利用して新

と合致している。例えば、消費財メーカーでは健康や食

たなサービスを開発することでEUソルベンシーⅡの規制

事の問題、自動車業界では環境への影響、金融サービス

に対応した。16 規制対応の計画時には、新たな状況下で

では消費者保護などが該当する。

同業他社がどのような行動をとるのかを考えてみる。同
業他社が規制に応じて開発している新たな特許や製品は

自社を取り巻く人々、行政、地域社会が抱く懸念をどれ

何か。それにはどのような価格設定が見込まれるか。

だけ理解しているだろうか。規制を予期して事前に行動
を起こす、先を見越した予測的なアプローチは、外部の

1. 市場力学について理解する。規制の問題を切り離して
考えるのではなく、次のように問いかける。新しい規

情報に大きく依存している。最初に、以下の取り組みに
着手する。

制、潜在的なリスク事象、さらには人口統計、経済、
法律、顧客嗜好の変化が同時に組み合わさり、自社の

1. 基本的な事実を踏まえる。利害関係者の主要な懸念事

ビジネスに有利または不利な状況がどのように生まれ

項を特定し、その関心分野を扱いやすい構成要素に分

るのか。その状況は自社の競争力に有利に働くのか、

解する。例えば、加工食品業界では脂肪や塩分といっ

不利に働くのか。また、競合他社にとってはどうなのか。

た食事の健康面がこうした分野に含まれる。アナリ

2. インテリジェンスを高める。失業から特許法まで、さ

ティクスを活用して、市場心理の強さや研究開発の新

まざまな要因を観察することで基盤は構築される。た

たな成果など、特定の関心分野を監視する、世界級の

だし、どの要因が普及しているのか、影響力があるの

知見レーダーを構築する。

か、または連鎖反応を引き起こす可能性があるのかを

2. 世界中に目を配る。世界の他の地域で発生している規

把握するには、トレードオフや結果をシミュレーショ

制も監視する。市場心理に影響を与え、規制の他の地

ンする最適化の手法とシナリオ・プランニングが求め

域への波及や範囲拡大の可能性を高めるような人口統

られる。多くの場合、ばらばらのデータを結果に関連

計や経済面の変化を把握する。

付けるために過去のデータとモデルが必要となる。

3. 変化に備える。規制が施行された場合の対応策につい

3. 細部にこだわる。自社にとって最も重要な課題を特定

て考える。規制を先取りして業界内で指導的な立場を

してモデル化する。ただし、小さな変化でも影響が大

確保するために、今導入できる、実行可能な別のアプ

きいものは軽視できない。そうした変化はビジネスの

ローチはあるだろうか。

さまざまな要素に影響を及ぼすからだ。

柔軟性のある報告書作成プラット
フォームと同様に重要で、はるか
に大きな違いを生み出すのは、規
制がもたらす突然で絶え間ないよ
うに思われる変化を事前に察知し
て行動を起こす組織の能力だ。

10

アナリティクスを経営意思決定の場へ

まとめ

価値の実現へ至る道は、経営層の期待と行動によって築

経営層は、ビジネスデータの分析に基づいた意思決定に

かれる。経営層は、テクノロジー面の障害と同様に組織

よる事業運営をしたいと考えている。そして、危機が発

上の障害も把握し、それらを取り除くために粘り強く取

生したときに取るべき最善策の指針が即座に示せるよう

り組む必要がある。これには戦略的なアプローチが求め

なシナリオやシミュレーションを求めている。こうした

られる。組織変革を実現しアナリティクスの適用に成功

事態には、予期せぬ競争相手の参入から供給地域の地震、

している企業は、アナリティクス導入プロジェクトを選

顧客がプロバイダーを乗り換えようとしている兆しに至

択するアプローチについて、他の企業には見られない共

るまで、さまざまなものが考えられる。

通の際立った特徴を備えている。これらの企業の10社の
うち9社は系統立った厳密な優先順位付けのプロセスを

アナリティクスの導入によりこれらの期待に応えること

確立しているが、他の企業ではこの数は10社のうち5社

に貢献できるが、以下の注意が必要となる。アナリティ

にすぎない。17

クスによって導かれた洞察を真に活用するには、組織全
体で新たな活動に取り組むことが重要である。すなわち、

アナリティクスの恩恵は広く知られている。高度なアナ

事業戦略とも密接につながることであると同時に、エン

リティクスを実践している企業では、リスクと規制を業

ドユーザーも容易に理解できる施策に展開することであ

績評価に結び付けたアナリティクスのアプローチをとる

り、組織自身がタイムリーに行動を起こせるようビジネ

傾向も多く見られる。これらの企業は、顧客を獲得・維

スプロセスに組み込む必要がある。これは簡単な仕事で

持するために顧客理解を重視し、本業を成長させている。

はない。生産活動、新製品開発から与信管理、コールセ

増大する不確実性と不安定性に対する最善策は直球で勝

ンターでの顧客とのやり取りに至るまで、あらゆるプロ

負すること、すなわち正攻法で取り組むことである。こ

セスに洞察の結果を反映させるには、忍耐強い取り組み

れらの企業は、同業他社を上回る業績を維持するために

が求められる。

欠かせないあらゆる要素を、全社的な視野で捉えている。
次に起こることを認識し、予測するためにアナリティク

以下の質問により、自社の進捗度合いを評価することが

スを活用することで、ビジネスにおける難題に対しても

できる。

データを基に確信を持って回答することができるのであ
る。

1. アナリティクスを事業戦略や業務の支援に活用するため
に、どの程度強制力のある指示を出すことができるか。
2. 事業部門間または機能間でのデータの共有と統合は進
んでいるか。
3. 社員は意思決定に必要な情報にどの程度までアクセス
できるか。
4. 規制遵守の促進と自動化を図るためにどのようなアナ
リティクスの開発を計画しているか。
5. 企業活動の自動化と最適化のためにアナリティクスは
どの程度プロセスに組み込まれているか。

IBM Global Business Services
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変化する世界に対応するための
適切なパートナー

協力者

IBMは、お客様と協力して、業界知識と洞察力、高度な

Glenn Finch : IBM グローバル・ビジネス・サービス

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

Patrick Johnsen : IBM グローバル・ビジネス・サービス

により、急速な変化を遂げる今日の環境における、卓越

Christine Kinser : IBM グローバル・ビジネス・サービス

した優位性の確立を可能にします。私たちは、ビジネス

Peter Korsten : IBM Institute for Business Value

の設計と実行に対する統合的なアプローチを通じて、戦

Eric Lesser : IBM Institute for Business Value

略を行動に転換するためのサポートを提供いたします。

Thomas Mangan : IBM グローバル・ビジネス・サービス

また、17業種を網羅する業界専門知識と世界170カ国

David Notestein : IBM グローバル・ビジネス・サービス

に及ぶグローバルな能力を駆使し、お客様が変化を予測

Bjorn Pettersen : IBM グローバル・ビジネス・サービス

し、新たな機会から利益を創出する支援をいたします。

Rebecca Shockley : IBM Institute for Business Value

著者について
Fred Balboniは、IBM グローバル・ビジネス・サービス

Jonathan Breul : IBM グローバル・ビジネス・サービス

Andrew Warzecha : IBM Software Group
Katharyn White : IBM グローバル・ビジネス・サービス

のBusiness Analytics and Optimization（BAO）の

日本語編集

グローバル・リーダーである。2009年4月の開始以来、

深澤 義行

IBMのBAOサービスは業界別の深い専門知識、研究調査、

日本アイ・ビー・エム株式会社

数学、および情報管理を活用してお客様がビジネス決定

グローバル・ビジネス・サービス事業

の迅速性と品質を高めるのを支援し、その決定がもたら

ビジネス・アナリティクス＆オプティマイゼーション

す結果と業績の理解を促進している。

パフォーマンスマネジメント担当
アソシエイト・パートナー

Susan Cookは、IBM グローバル・ビジネス・サービス
のBusiness Analytics and Optimization（BAO）で

BAOパフォーマンス・マネジメント・コンサルタントと

顧客、リスク、財務、不正分析を担当するパートナー兼

して、幅広い業界で、企業業績管理の仕組み設計からシ

グローバル・リーダーである。Cookは、IBM最大級の

ステム導入までを支援するコンサルティングに従事。

お客様の戦略的成長とビジネス成果の促進を図っている。
また、銀行、保険、小売、消費財、製造、通信、メディア、
旅行など、さまざまな業界の大手グローバル企業と20年

杉野 雅子

近くにわたって意見交換を重ねてきた。

日本アイ・ビー・エム株式会社
グローバル・ビジネス・サービス事業
ビジネス・アナリティクス＆オプティマイゼーション
マネージング・コンサルタント
BAOパフォーマンス・マネジメント・コンサルタントと
して、製造・流通業界を中心に、企業業績管理の指標定
義から実現までを支援するコンサルティングに従事。
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