データ人材育成と全社データ活用
推進に向けた取り組み
データ活用チームを率いるリーダーによるディスカッション

社内に蓄積されている豊富なデータを活用できている企業はまだ少ない。なぜ、データ活用が進まないのか。データ
を活用するためにはどんな組織、人材が必要になるのか。データ分析でビジネス成果を生むための仕組みづくりに
ついて、デジタルガレージ・渋谷 直正氏、本田技術研究所・中川 京香氏、東京ガス・中山 香奈子氏というデータ活用
推進企業のリーダー たちが集結。日本アイ・ビー・エム 西牧 洋一郎がモデレーターを務め、組織、人材、分析基盤と

いう3つの視点から熱い議論を交わした。
（以下敬称略）
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誰がデータを分析するか？「地方分権」あるいは「中央集権」?

西牧：データサイエンスの体制には「地方分権」と「中央集権」

が並走する体制で取り組みを推進しています。

という2つの考え方があります。
西牧：両者にはそれぞれ長短があり、皆さん、悩みながら進め
「地方分権」的な体制
渋谷：以前在籍していた日本航空では、

られているようですね。東京ガス様には長い取り組みの歴史が

でした。デジタルガレージでは、
「中央集権」的な組織をつくろう

あったとうかがいました。

としています。これまで、デジタルガレージでは各部署がデー
タを持っていました。新しい組織をつくって、いったん各部署
のデータを集め、横串での分析をできるようにします。ただし、
「中央集権」的組織を新設しても、その組織だけが分析する
わけではありません。最終的には全社員が分析できるように
することを目指しています。それができて初めてデータドリブン・
カンパニーが実現できます。
中川：弊社の中では特に四輪開発部門がデータ分析教育を積
極的に推進しています。データは各部門にサイロ化されて蓄積

株式会社デジタルガレージ
執行役員 チーフデータオフィサー

されており、それぞれの部門に関するデータ分析には強いので
すが、
「お客さまを知る」
、
「世界を知る」
、
「お客さまの好みを知る」

渋谷 直正氏

などの会社の中にないデータを使った分析は得意ではありません。

2014年、日経情報ストラテジー誌によるデータ・サイエンティスト・オブ・ザ・イヤー
受賞。2019年3月まで日本航空に所属。2019年4月より新設された現職に就任。
グループ全体でのデータ活用活性化に取り組む。

横串を刺す組織が必要になると考えて、
「地方分権」
と
「中央集権」
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中山： 数理技術の活用は環境に応じて扱うテーマが変遷し、

西牧：データ分析チームを各「地方」に置けばマネタイズしや

各時代のイシューに合わせて所属部門も変わっていました。

すいですが、一粒一粒が小さくなり、ガバナンスが効かず、人が

2019年4月からはデジタルイノベーション本部にデータ分析機

定着しないリスクなどが生じます。一方、
「中央集権」の場合、

能を集約し、中長期的・部門横断的に経営インパクトの大きな

分析結果を現場に届けるまでに時間がかかります。つまり組織

課題を中心に手がけています。

のあり方に正解はなく、それぞれの企業が模索していくしか
ないということですね。

事業会社には「超」優秀な AI 人材より「目利き」ができる人材が必要

すでにこなれた AI 活用のためのソリューション・パッケージ
が登場していますので、事業会社のデータサイエンティストチー
ム、データアナリティクスチームに必要な素養は、
どのソリュー
ション・パッケージが、自社のビジネス課題に合っているかを
見極める、
「目利き」力だと思います。そういう力に対してなら、
相応な対価を払う発想はあります。
西牧 ：AI の専門人材や「目利き」ができる人材など、それぞれ
必要な人材は異なりますが、専門人材の採用、育成について
株式会社 本田技術研究所
デジタルソリューションセンター

はどのようにお考えですか。

中川 京香氏

中川 ：全部を自分たちで抱える必要はないと思います。ホン

デジタル変革に伴い、データに強いエンジニアの育成をリード。300名以上の
エンジニアにデータサイエンスの学習環境を提供。
「IBM Women Leaders in
AI 2019」を受賞。

ダは自動車の開発製造販売をしていますが、自動車会社が
すべての部品をつくっているわけではないのと同様です。ま
ずは自分たちの使命は何か。弊社では現場の開発エンジニ

西牧 ：次に人材育成の話に移りたいと思います。ここでデータ

アがデータに強くなること、そしてトップマネージメントや評

サイエンスにまつわる驚きのニュースを2つ紹介します。1つ

価者層もデジタルリテラシーを高めていってもらうことで、新

はデータサイエンス学部を設けている滋賀大学と武蔵野大学

しい世界をつくろうという考え方で取り組んでいます。

が『AERA』の「2019年度志願者数増えた大学トップ10」で、
国公立、私立それぞれのナンバーワンにランキングされたこと1)。

西牧：本田技術研究所様での人材育成の取り組みを紹介し

もう1つは NTTドコモ様が AI の専門家に最高年収3,000万
円まで用意するという発表を行ったこと2) です。

ていただけますか。

渋谷 ：レガシーな大企業が総合職の賃金に格差を付けたこ

中川 ：マネージメントと議論し、データサイエンティストを
雇用するのではなく、現場のエンジニアに対してデータ活用

とに驚きました。一部の国際競争にさらされているメーカー

のための講習を提供しようということになりました。社内で

の中には、優秀なエンジニアの賃金を変えているケースもあ

IBM 講師による基礎講習を開催。講習は週1回、合計6回実施

ると聞きますが、思い切った決断だなと思いました。

し、その成果を各上司や役員に対して発表する場を設けてい

西牧：東京ガス様ではこういう思い切った処遇はできますか。

ます。こういう仕組みをつくったことで、受講した若手社員はデー

中山 ：現時点では難しいでしょうね。その前に、私どものよう

別の人材も行かせたいと思うような環境が生まれました。今

タから何かを発見できたという実感を得られ、各上司はぜひ、
はさらにレベルを上げて論文発表会を開催しています。

な「ベタ」な事業会社にとって、果たして3,000万円クラスの

AI 人材が必要だろうかということを考えなければなりません。
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中山：あまたあるデータの中から、これとこれを合わせると、

渋谷 ：分析人材の育成には時間がかかります。2年〜3年でジョブ・

その課題がこういう方向で解けるのではという「目利き」力を鍛

ローテーションがあると、育ちにくいと思います。また分析を極めた

錬する仕組みがあるのがすばらしいですね。料理で例えると、

いという人たちを受け入れる組織も必要になるでしょう。育成だけ

麻婆豆腐が食べたいという課題に対して、ネギと挽肉と豆腐が

ではなく、同時にキャリアパスをつくっていくことも必要だと思います。

必要だということがわかり、それらを探して持ってこられる人材
が事業会社が求めるデータアナリティクス人材だと思います。

自動化ツールは歓迎するが、それ以前の課題設定がカギ

年収や利用回数などになります。しかしお客様はどうすれば
喜ぶかという発想のモデルになると、当然、入れる変数も利
用回数ではなく、どんなときに利用するのかというように変わ
ります。変数を入れてモデルをつくる部分は自動化できますが、
そこに入れる変数は人が考える世界なので、完全に自動化す
ることは難しいと感じています。
西牧 ： 全体的な発想力や判断力といったものが、ますます分
析者に問われるようになるということでしょうか。
東京ガス株式会社
デジタルイノベーション戦略部
データアナリティクスグループマネージャー

中山 ：会社、事業構造にもよると思います。弊社のような事

中山 香奈子氏

業会社には「バリバリ」の AI エンジニアは不要という話をし

数理最適化とマーケティングの専門人材を結集したデータアナリティクスグループ
のリーダー。各事業部門のデータ活用推進支援のみならず全社スケールでの
デジタルイノベーションによる価値創造を目指す。

ましたが、世の中全体でいらないわけではなく、そういった
人材はあるエリアには必要です。一方、最新技術を組み込ん
だ「AutoAI」のようなソリューション・パッケージを活用する
ことで、私たち事業会社側は省力化された時間を他の所に

西牧：基盤の話に移りたいと思います。IBM は IBM Watson

使うことができるようになります。どんなデータセットを持っ

Studio に AI を活用した自動化機能「AutoAI」をリリースし

てくると戦術や戦略の打ち手につながるのかという「目利き」

ました。自動データ加工・特徴量抽出・モデル選択とチュー

がデータアナリティクスグループのメンバーに求められます。

ニングまでを全自動で実行します。
「データ分析の民主化」
という言葉も近年よく聞かれるように、社員全員がそれぞれ
の立ち位置で分析できる、
「全員野球」の流れがあるからです。
渋谷 ：自動化ツールの登場は歓迎すべきことですが、そん
なにうまく全自動になるわけがありません。自動化されてい
るのは、主に最後のモデリング部分です。特徴量を自動で
抽出するというソリューションも出てきていますが、ここで
はまだ人間の仮説や問題設定が重要なカギを握っています。
「Garbage in, garbage out（ゴミデータを入れればゴミし
か出てこない）
」
という言葉がありますが、モデルにどんなデー
タを入れるかというのは、まだ全自動ではできないと思います。

日本アイ・ビー・エム
IBM Data and AI 事業部
データサイエンス・テクニカルセールス

例えばいかに商品を売るか、いかに買いそうな人を探すかと
いう発想のモデルであれば、そこに入れる変数も、お客様の

西牧 洋一郎
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データに強い人材を育てる「デジタル砂場」

西牧：ツールでできるところはツールに任せるが、その前に、

中山 ：IBM をはじめとするソリューションベンダーがツール

みんなで仮説や課題を持ち寄って、共有し，どう解くかを考

を整備してくることで、レベルの差はあれ、自分のビジネスに

えられるスペースが必要になりそうですね。本田技術研究所

対して、データを活用して仮説を検証できるようになったの

様にはそういうスペースが用意されていますね。

はありがたいことです。
「中央集権」的な組織でデータアナリ
ティクス人材を育成することに加え、各事業部門にも、窓

「デジタル砂場」という場所を用意しています。全社の
中川：

口となるデジタル人材がいるぐらい層が厚くなると嬉しいで

データを自由に分析、その結果を共有して互いに教え合うこ

すね。弊社では今、
「中央集権」組織を大学病院に例えたと

とができる環境を目指して IBM Watson Studio を使って構

して、それぞれの事業部門の中にもデータ活用を推進するク

築。試して壊せる場所ということで「デジタル砂場」と名付け

リニックがある形を構成できないか模索しているところです。

ました。
渋谷：いずれは普通のビジネスパーソンが Microsoft Excel
渋谷：分析は探索的な試みです。分析のために事前にデータ

を使うように、
「AutoAI」
ツールを使えるような時代になります。

ベースを設計するにも、変数を一つひとつ試すことが必要な

弊社はデータ分析を全社員ができるように取り組んでいます。

ので時間がかかります。せっかくつくっても、使えない可能性

それが弊社のデータドリブン化です。

もあります。そういう試行錯誤の中で有効な変数がわかって
きますので、
「デジタル砂場」のような試行錯誤ができる場所

西牧：本日のお話を整理したいと思います。まず、予測部分は

は非常に重要だと思います。弊社でも取り入れたいです。

コモディティー化していくこと。そして AI 人材は一部のベン
ダーには必要ですが、事業会社には「目利き」ができる人た

西牧：作っては壊せる砂場のような空間を準備し、その上で

ちが必要になること。そして組織の形としてパーフェクトなも

一定の失敗も許容しながら数多くの施策をトライさせる、
トップ

のはなく、どのポジションでも全員が分析をできるようにする

マネージメントの寛容さも必要ですね。

こと。そして、分析基盤は、業務課題起点であり、お客様にど
んな価値を届けられるのかということを見据えていることが

中川 ：弊社には開発途上の失敗を許す土壌、どれだけ学習

必要です。このセッションが皆さんにとって、組織や人材、分析

したかを重んじる土壌がありますが、それがデジタルやデータ

基盤のあるべき姿のヒントになれば幸いです。

分析となると、これまではデータ分析に長けた管理職層がい
ませんでした。そこをどう補ったらいいのかをマネージメント
も考え始めてきているので、外部のエキスパートの力も借り
ながら進めているところです。
西牧 ：試行錯誤する中で良いモノができれば業務に組み込
み、それを試しながら皆さんで使っていくのは素晴らしいこと
だと思いました。最近では AI の公平性とか信頼性という言
葉で代表されるように、自動的な業務に組み込まれた AI が
正しく動き、お客様の幸せに結びついているかトラッキング
しようという動きもあります。

https://www.ibm.com/services/jp-ja/process-automation/
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