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今日の企業は さまざまな情報源から有り余るほどの顧客データを入手して
いる。多くの企業は顧客データが潜在的な利益をもたらすと認識しているものの、そこか
ら得た情報を、行動につながる洞察へ効率的に転換することができていない。しかしなが
ら、顧客分析を戦略的かつ効果的に実施することで、売上を伸ばし、無駄なコストを省い
て顧客満足度を高めることができる。顧客に関する深い洞察を得ようとする企業を支援す
るために、IBM は組織の能力を 4 つの段階に分け、それぞれに対応する顧客分析戦略を明
らかにした。

消費者と企業は250京（2.5 × 10の18乗）バイトの

しかし彼らは、顧客に関する洞察を売上増加につなげる

データを毎日生み出している。実際に、世界中に現在存

ために、顧客データをどのように有効活用すればよいの

在しているデータの90%はこの2年間に生み出されたも

か確信を持てずにいる。ビジネス・アナリティクスでは、

のである。 データはあらゆる場所で発生している。気象

データを広く活用し、統計分析、定量分析、説明モデリ

情報の収集に使用されるセンサー、ソーシャル・メディ

ング、予測モデリングなどの手法を用いて、今日の複雑

ア・サイトへの投稿、インターネットで公開されるデジ

な環境においてより賢明な意思決定ができるようにす

タル画像や動画、POSデータ、オンライン購入の取引記

る。3
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録、電子メールの内容、携帯電話のGPS信号など、枚挙
にいとまがない。インターネット対応のデバイスやクラ

このIBM Institute for Business Valueの観点に基づ

ウド・サービスが手頃な価格で利用可能になったことで、

き、IBMは長年の経験で得た専門知識と定量化された調

世界はいっそう緊密につながり、かつてないほど多くの

査およびケース・スタディーを組み合わせて、より効果

顧客関連データが短期間に生み出されている。

的な顧客分析戦略について見解を表明している。企業は、
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競争上の差別化要因、さらには売上増加の原動力として
今日では、ほとんどの経営者層が顧客関連データを収集

顧客分析戦略を導入することができる。

することの価値を認識しているが、このデータから得た
洞察を活用して、顧客に関連したスマートで積極的な取

ここで、組織の能力を4つの段階に分け、各段階が顧客

り組みを作り上げるという難題に多くの経営者層は取り

分析戦略によってどのように実現されるのかを示す概念

組んでいる。

的なフレームワークを紹介する（次の「分析フレームワー
クの4つの段階」項を参照）。



顧客分析は企業に利益をもたらすか

分析フレームワークの4つの段階

企業が分析フレームワークを通じて成長への道をひらくには、
異なる段階を経る必要がある（図1参照）。過去の経験から言えば、
多くの場合、リーダーやイノベーターは自分の手に余ることは
すべきでないことを直感的に知っている。
組織の多くは左下の象限（1）からスタートして右下の象限（2）
または左上の象限（3）に移行することで、戦略的な変革を促進
する道を選ぶ。左下（1）から右上（4）の象限に移行して、社
内外データの活用と分析戦略の両方を習得した企業は確認され
ていない。明らかに、企業文化への変革要求と複雑さの負担が
大きすぎるためである。

社内外データの組み合わせで
推進される例外ベースのプル型

図1では、aとbの矢印がコスト削減戦略の方向性を示す。有力
企業は、cとdの矢印が示すように象限の境界を越えて進み、高
い効果の創出を狙う。次に、企業は、フレームワーク内の今の
位置を最適な位置としてそこに留まるべきかどうかを判断しな
ければならない。あるいは、右上の象限に移行することでどの
ような利益が新たに得られるのかを判断する必要がある。一部
の企業は、eとfの矢印が示すように右上の象限に移行しようと
する。一方、運用効率の象限（1）からデマンド・チェーン統合
の象限（4）への直接移行が成功する可能性は乏しい。

分析フレームワーク
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外部データの共有

出典：Teerlink, Marc.“Turning Data into Dollars, Consumerism and Beyond.”欧米の主要ビジネス・スクールと連携した継続的な調査（1995 ～ 2011）
。

図1：成長を促進する組織の能力を実現する分析戦略
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急
 増する情報から洞察を引き出し、
顧客理解を深める能力



この第1段階は費用効率を向上させるが、アナリティク
スにより新たに得られた実際の売上高に失望する経営者
層も多いであろう。大抵の場合、アナリティクスから

最近まで、ほとんどの企業は、コスト削減とWebページ

得られる価値というのは、顧客関連データを収集、処理、

の閲覧効率についての洞察を得ることを主な分析対象と

理解するだけでなく、そこから得られた洞察を共有して、

してきた。つまり、アナリティクスによる成長促進はそ

それまで実践したことがない活動に転換する能力により

れほど重視されておらず、重複レポートの削減、データ

生み出されるということに経営者層は徐々に気付くよう

の簡素化、データベース統合など、効率的な情報プラッ

になる。この能力を獲得するには、顧客データの処理と

トフォームの構築に向けた取り組みに重点が置かれてい

活用にいっそう熟練し、膨大な量のデータに対応できる

た。その場合、企業のWebサイトを効率化する取り組み

ようにする必要がある。さらに、分析能力を高めるには、

は、消費者のパーソナライゼーションではなく、ナビゲー

社内プロセスを変革して事実に基づくマーケティング文

ションの簡素化や重複排除が中心であった。こうした企

化へ移行しようとする積極的な意志も求められる。フレー

業は、情報コストを削減するために顧客分析戦略を適用

ムワークの第2段階または第3段階への移行には、強固な

している。

情報基盤が欠かせないことを企業は認識する必要がある。

分析フレームワークのこの第1段階では、マーケティン

企業のアナリティクスの成熟度が1段階でも向上すれば、

グ組織はカタログやダイレクト・メールなどの郵便物の

顧客に対する理解が深まり、より個々の顧客に合った方

ターゲットをより適切に定める戦術をとることにより、

法でアピールできるようになる。著者の調査では、この

収益の漸増を実現しながら郵便費用を削減できる。情報

ような企業は、ロイヤルティーの把握、集中的なターゲ

コスト削減を目的とした分析戦略をとる企業では、効率

ティング、アナリティクス主導型キャンペーン管理など

的なセグメンテーションがマーケティング活動の大部分

の分野で平均1.9 ～ 4.8%の累積販売転換率を実現でき

を占める。例えば、家族の各メンバーに同じカタログを

5
ることが明らかになっている。
最近実施されたIBMのベ

送ることを避けるなどして、メッセージ量の削減によっ

ンチマーク調査では、アナリティクスの成熟度が1段階

て特定の顧客グループのレスポンスを向上させ、通信費

上昇するごとに企業の顧客維持率は最大9%向上し、ワ

を削減する。こうした戦術では、ターゲットの設定方法

レット・シェアの獲得は2%伸び、インバウンド・コン

の合理化によってコストを減少させることができる。著

タクトの3%がクロスセルにつながり、それと同時に販

者が行った調査では、アウトバウンドのマス・マーケティ

売注文の4%は費用効果がより高いチャネルに切り替え

ングと従来型の販促活動における平均のレスポンス率は、

られる可能性があることが判明した。こうした利益の実

0.2 ～ 2.9%であることが明らかになっている。

現にマーケティング組織の規模は関係しない。6

4

分析フレームワークの第1段階にあ
る組織はコスト削減に主眼を置く。
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 内およびバリュー・チェーン
社
全体で情報を共有する能力

覧・購入が小売業者の壁を越えてパートナーやサプライ
ヤーのチャネルまで広がっているときであり、ほかの顧
客のレビューやお勧め情報の利用時には、とりわけ顕著

今日の顧客は、都合の良い時間に好みのデジタル・デバ

に購入金額が上昇した。それにもかかわらず、シームレ

イス/チャネルを利用して企業とやりとりしようとする。

スなマルチチャネル戦略を自信を持って効果的に遂行で

スマートフォンやタブレットの爆発的な増加率は、ショッ

きる企業はほとんどない。9

ピングやコミュニケーションに対する消費者の嗜好がい
かに進んでいるかを示す指標にほかならない。こうした

著者が行った調査により、統合されたマルチチャネル・

デバイスの活用は、企業と顧客のやりとりに対する期待

マーケティングにおけるレスポンス率は、前の段階と比

を高め、顧客体験の共有を促す。

べて平均6.2 ～ 18.7%上昇していることが判明してい
る。10 別の調査では、企業間の関係においても同様の結

フレームワークの第2段階にある組織は、このような時

果が見られることが明らかになっている。そのケースで

代の変化に対応するため、情報共有を可能にする明確な

は、マルチチャネルのマーケティング手法とチャネル間

顧客分析戦略を持つ必要がある。1つのチャネル（店内、

で連携した販促管理を行うことで売上が3 ～ 5%増加し、

タブレット、カタログ、インターネットなど）で情報を

効果的な資金の割当により販促資金の超過が1 ～ 5%減

閲覧・収集し、まったく異なるチャネル（コール・センター、

少している。11

インターネットなど）で購入し、さらに異なるチャネル（小
売店など）で商品を受け取ることができれば消費者にとっ

最も優れた第2段階のマーケティング組織は、アナリティ

て都合が良い。この行動パターンを示す消費者は、使い

クスを適用してマーケティング活動を最適化している。

やすさ、スピード、利便性への明確な嗜好を示している。

この方法では分析機能を「水平的コントロール・タワー」
として活用し、複数のチャネルにわたって一定期間行わ

顧客分析フレームワークの第2段階にある組織は、複数

れるマーケティング組織のさまざまなダイレクト・マー

のチャネルにわたって一貫性のある顧客体験を創出する

ケティング活動を最適化する。12 分析スコアリング・モ

ことにより、以下のような効果をあげることができる。7

デルは、顧客が過去に示した購入パターンを実際に認識
し、予定されている広告宣伝ごとに顧客の反応をシミュ

• ロイヤルティーの強化

レートする。基本的に、このモデルは、買い物好きの顧

• クロスセル、アップセル、ワレット・シェアの向上

客が示す行動パターンを販促活動ごとに模倣しようとす

• ネット・プロモーター・スコアの向上

る。この作業は、「顧客を模倣するコンピューター」が

• 販売転換率の向上

すべての広告宣伝を読み検討する間続けられる。スコア

• 顧客の影響力、購買頻度、購買金額の上昇

リング・モデルはそれぞれの広告宣伝への反応を判断し、
ふさわしい統計値を割り当てる。この統計値により、提

私たち自身の体験から想定できることに加え、3つのチャ

供される商品、該当するシーズン（タイミング）、実施さ

ネルを利用している購入者は単一チャネルの購入者より

れる広告宣伝活動のタイプ（業種）に関して、その特定

も平均で2.5倍多く支出しているケースがいくつか発表

の販促活動が顧客一人一人のニーズを満たしている度合

されている。 多くの場合、支出額が増えるのは顧客の閲

いが示される。

8
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この手法は「水平的マーケティング」と呼ばれ、絶え間



ない計画的な販促活動から最適化された顧客関係に重点

ケース・スタディー

を移す方法である。水平マーケティング手法は、よりバ

米国のマルチチャネル大手小売会社は、アナリティクスを使用
して「適切な時に適切なチャネルで適切な商品を提供」

ランスのとれたコミュニケーションの流れを提唱するも
のであり、個人と企業の間で一対一の個別の関係をすべ
てのチャネルで時間をかけて構築することを前提にした
アプローチである。その分析手順では、販促活動と顧客
の可能な組み合わせがすべて評価され、顧客の視点で接
点の流れを最適化する。その最適なバランスとは、チャ
ネル全体での予測された一連の販促活動に最小限のコス
トとリソースを投入し、顧客に対する売上高を最大にす
るようなコミュニケーションの流れを1つに組み合わせ
13
たものである。

情報共有の顧客分析戦略と水平マーケティング手法を使
用すると、企業の意図は顧客のニーズと合致するように
なる。現在、多くの直販業者は特定の販促活動における
収益性の最適化に重点を置いている（例えば、「秋の雑貨
カタログでは14%のROIと最低1,200万ドルの売上が
求められる」といったように）。水平マーケティングで
は、顧客サービスを徐々に向上させるために何ができる
のかに重点が移行する（例えば、「顧客群23に合わせた
形でコート類の販売機会を増やす必要がある」）。こうし
た顧客中心主義は、販促活動の計画と戦略の提案を通じ
て、マーケティングとマーチャンダイジングをつなぐ役
割も必然的に果たすことになる。

組織は社内およびバリュー・チェーン
全体で情報を共有する能力を持ち、
水平マーケティング手法を採用す
る必要がある。

状況：この企業では、顧客とのマーケティング接点の数がかつ
てない規模にまで拡大し、顧客によっては年間60冊ものカタロ
グ郵便物を受け取っていた。さらに、企業内に保管されている
顧客データの量が急増していた。利益と顧客満足度は、飽和水
準の60%にまで達しており、危機的な水準にあった。郵便物が
増えても、売上は増加しなかった。
対策：この企業は個人顧客に合わせたマーケティング予算を適
用し、垂直マーケティング（全体的な観点から計画されたイベ
ント）から水平マーケティング（対象をより絞ったイベントの
流れの管理）へ移行した。「自社の商品に適した顧客を見つける」
から「顧客に適した商品を見つける」といった考え方に転向した。
効果：同小売会社の報告によると、マーケティング・イベント
を最適化した結果、新たに350万ドルの利益を獲得し、郵便物
が7%以上減少した。さらに、顧客体験の満足度が大幅に向上し
た。郵便物の量は減っても、より意味のあるコミュニケーショ
ンに顧客は反応した。
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反応から予測へ移行する能力

高度なアナリティクスを実践している企業は、市場での
地位を維持・拡大するには柔軟性と俊敏性が欠かせない
ことを知っている。こうした企業は、スピードの向上と
先を見越した行動に戦術を転換している。消費者間に生
じる感情や対話を解釈して対応するには、この2つの能
力が必要となる。このフレームワークにおける次の顧客
分析戦略は、情報に対する即応性を身に付けることである。
優れた組織は、目的が限定的なデータの標準化に時間を
費やすよりもむしろ、テクノロジーを活用して「生」デー
タに含まれる顧客の社会的な主張、気分の変化、POS、
販売取引などを分析している。データの氾濫に巻き込ま
れないよう、これらの企業は、自社のビジネスに大きく
影響を与えるであろう情報の特定に重きを置いている。
この取り組みはデータを収集する際のフィルターの役目
を果たすため、企業が利用可能な情報をすべて収集して、
標準化と分析に長時間費やした上でその情報の活用方法
を決定するという作業を回避できる。
消費者サービスや消費者向け商品の企業によってアナリ
ティクスの用途は変化する。消費者の行動パターンを詳
細にモニターするために、ブランド（ゲータレード）に
対してアナリティクスを使用しているペプシコ社のよう
14
な企業もある。
一方、競合他社と自社の顧客が社外で発

するデジタルの声を傾聴して事前対応型の洞察を引き出
し、販促活動やキャンペーンにそれを自発的に取り入れ
てブランド価値の保護と成長の促進を図っている企業も
ある。15 著者が行った調査により、ルール・ベースの行
動と組み合わせてリアルタイムの外部データ・アナリティ
クスを実行できる企業は、16.9 ～ 38.2%の平均レスポ
ンス率を達成していることが判明している。16

ケース・スタディー
大手スポーツ・シューズ・メーカーによるワールドカップでの
マーケティングをソーシャル・メディア分析が支援
状況：広告代理店では、スポーツ・シューズ・メーカーのスポ
ンサー・キャンペーンを大規模なイベントが行われる数カ月前
から準備している。広告の再調整や優先順位変更を、キャンペー
ンの影響が営業報告書で報告される頃に行っても手遅れのため、
数百万ドルに相当するキャンペーンの機会が失われていた。
対策：このシューズ・メーカーは、受け身のマーケティングか
ら、製品に対する消費者の反応と関係に基づく予測型マーケティ
ングへの転換を図った。同社は2010年のワールドカップを契
機に新しいシューズの発売を計画・実行し、ソーシャル・メディ
ア分析でこれを補強した。1,200以上のサッカー専用の掲示板、
ブログ、ニュース・サイトでリアルタイムのメッセージを解析
した結果、分析された文書は150万件以上に上った。この取り
組みにより、新たに400万件の情報が生成された。これらの情
報は、複数の言語が使用される17の市場において、選手、チー
ム、製品、キャンペーン・スローガンに関するキーワードを追
跡し、約300のコンセプトをほぼリアルタイムでモニターした
結果、生成されたものである。
効果：リアルタイムのメッセージを分析することで、同社は市
場での話題の展開を時間とともに追跡し、消費者の感情につい
て理解を深めることができた。消費者心理に対する深い洞察と
「ソーシャル・バズ」の推進要因を得た結果、マーケティング・チー
ムはスポンサー活動を時間単位できめ細かく調整し、テレビ広
告のテーマと製品発売戦略の優先順位を動的に変更できるよう
になった。
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「私の経験では、
ソーシャル・チャット、
顧客体験、NPS（ネット・プロモー
ター・スコア）の洞察など、複数
のデータ・ポイントを企業が組み
合わせることができれば、平均以
上の利益をもたらす効果的なマー
ケティング・キャンペーンが生ま
れる可能性がずっと高くなる。企
業の従業員が製品やソリューション
を開発しながらこうしたデータ・
ポイントを活用することができれ
ば、自社のブランドへの約束を実
践しつつ、製品の信頼性を向上さ
せ、顧客へのアピールを高めて収
益性を上げることができる」
Suhail Khan, Vice President, Head of Customer Experience
(NPS) and Market-Driven Innovation, Philips



 速な価値創造を可能にする
迅
ビジネス・モデルに適応する能力
顧客分析フレームワークの第4段階では、最も成功を収め
ているマーケティング組織は、インフォメーション・オン・
デマンドを可能にする戦略と、マルチチャネル・ネクスト・
ベスト・アクション（MNBA）と呼ばれるアナリティク
ス主導型のアプローチを実行している。このアプローチ
では、先行する段階で育成したすべてのスキルが、詳細
なセグメンテーション手法、マルチチャネル顧客モニタ
リングにおける最先端の取り組み、リアルタイムのアク
ション推奨に結び付けられている。これは、企業と消費
者の間で双方向の対話がリアルタイムで行われる、進ん
だ段階のアプローチである。このコラボレーションに基
づくやりとりでは、ブランド・ロイヤルティーも喚起し
ながらコミュニケーションをより適切なものにすること
ができる。
この方法では、顧客はリアルタイムの情報を好みのチャ
ネルで企業とやりとりできるようになり、個人に合わせ
た販売や顧客サービス体験を享受できる。企業が予測分
析を使用すれば、ニーズを識別する時点から調査・発見
フェーズを経て購入に至るまでの購買サイクル全体で、
顧客とやりとりすることができる。
このアプローチを採用している企業は、自社のWebサイ
トを閲覧している顧客を発見して情報を提供することも
できる。Webサイトに組み込まれたアルゴリズムを使用
して、顧客の目的が何であるか、販売サイクルのどの段
階にいるかを判断し、顧客が今必要とするものを提供す
るやり方で応対する。例えば、ある顧客の閲覧行動から
判断して価格比較表を提示できれば、顧客は価格チェッ
ク回数を減らすことができる。あるいは、店の所在地を
検索している顧客に対して、店舗限定クーポンを表示す
ることもできる。さらに、モバイル・アプリケーションは、
店内を見て回っている消費者や付近を歩いている最中の
消費者に対して、地理情報を活用した販促活動を行うこ
とができる。
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さらに別のシナリオでは、アルゴリズムを活用して、コー

アナリティクス主導によって推進される変革の行程は、

ル・センターで会話が始まる前に顧客に合った性格や製

1段階で終わらない。それどころか、それぞれの目的地

品スキルを持つ販売担当者を割り振ることができる。事

が次の目的地への中継地点となるような継続的な道程で

実上、そのような企業は、“個”客別のコンシェルジュを

ある。その進路には多くの問題が待ち受けている。プロ

設置しているに等しい。そのコンシェルジュの一部はデ

セスと企業文化の両面で、必要な多くの変革を成し遂げ

ジタルであり、一部は人間であるが、満足のいくショッ

る心構えが企業に求められている。

ピング体験ができるように顧客をサポートする。
著者が行った調査により、予測分析を存分に活用し、複
数のチャネルにわたって効果的に施策を実行している企
業は、十分に分析を活用していない同業他社と比べて最
大5倍の売上増加を達成していることが明らかになって
いる。マルチチャネル・ネクスト・ベスト・アクション
戦略を実施しながらリアルタイムの予測分析を適用した
企業では、24.1 ～ 64.3%の平均レスポンス率が見られ
た（このアプローチに至る全活動の累積結果）。17

変革への対処

成果獲得への準備は完了 ?
IBM Institute for Business Valueによる最近の調査
により、好業績企業は業績が低い同業他社よりもデータ
分析に優れている可能性が3倍高いことが明らかになっ
ている。18 さらに別の調査では、データ主導型の意思決
定に基づく企業では、他の投資やITを使用した場合より
も生産性と売上高が向上していることが判明した。19
経験から言うと、こうした企業における最も重要な成功
要因は、顧客の理解を高めることで自社の差別化を図る
ことである。通常、このような企業の経営陣は、自身が

分析能力を高めるには、社内プロセスを変革して事実に

選択した顧客分析戦略をトップダウンの命令で強力に

基づくマーケティング文化を取り入れるようとする積極

支援し、これまで述べてきた組織の能力を構築してい

的な意志が求められる。この変革は、新たなツール導入

る。そのような組織では、情報をビジネス資産として扱い、

の域に留まらないことを企業は認識する必要がある。

事業部門の責任者が顧客データおよび顧客とのコミュニ
ケーションに関する責任を担っている。

アナリティクス主導の変革は、行動様式を改革して新た
なスキルを獲得することを意味し、職務内容の単なる再

顧客分析主導による成長への道を一歩踏み出すとき、あ

構築や変更ではない。過去の経験から言えば、成功を収

るいは道をさらに進んでいくときに確認するべき重要な

めている企業は、データやプラットフォームではなく、

質問をいくつか用意した。その目的は、現時点における

対応を必要とする課題に取り組むことで推進力を得てい

組織の能力を評価し、本書に記載されている各段階と比

る。こうした企業は、管理者が模範を示して指導するトッ

較することにある。それぞれの質問に答えることで、優

プダウン・アプローチで変革を推進している。そこでは、

先順位の設定、戦略の策定、さらには成功へのロードマッ

事実に基づく決定を重視し、矛盾を排除しながら古い慣

プの作成が促進される。

習の上に新しい方法を根付かせるという難題に対処でき
るリーダーが任命される。多くの企業では同時に、取締
役会が変革推進者も任命する。推進者には、第一線の従
業員と顧客の声に耳を傾けて、変革の取り組みに付きも
のの困難、矛盾、ジレンマを浮き彫りにする能力が必要
である。
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調査結果を運用に移し、
戦略を実現するに必要とされる
社内のコミュニケーション能力は何か

分析に必要なデータは何か。
そのデータをどこで入手するか

どのようなアクションを
講じる必要があるか

5

何のデータを保有し、
何のデータが欠落しているか、
関連性の高いデータは何か
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4

7

3

8
2

9
1

成功はどのように表現されるか
（何のデータで表されるか）

そのアクションはどのような
顧客や商品に関連するか

どのコミュニケーション・
チャネルを選択するか

どの領域で成果を上げているか
（測定値、反応のフィードバック、
業績など ）

プロジェクトはどのビジネス
目標に役立つか

出典：Teerlink, Marc.“Turning Data into Dollars, Consumerism and Beyond.”欧米の主要ビジネス・スクールと連携した継続的な調査（1995 ～ 2011）
。

図2：顧客分析イニシアチブにおけるガバナンス・チェックリスト

現時点における組織の能力を評価する重要な質問：

戦略の策定後は、その戦略を効果的に遂行することが新
たな課題となる。企業が顧客データ関連プロジェクトの

1.	ターゲット消費者が購買行動を起こす要因を理解して
いるか。
2.	コモディティー化が行われているのは何の分野である
か理解しているか。
3.	顧客にどのように情報を伝えているか。コミュニケー
ションの効果をどのように測定しているか。

価値と優先順位をより確実に決定して、効果的な戦略遂
行に移る際に、図2をツールとして活用することができ
る。企業がフレームワークの第1段階にいる、あるいは
それよりもはるか先の段階にいる場合でも、このツール
から得られる答えを活用することにより、顧客分析主導
による成長への道をさらに前進することができる。

4.	市場で自社ブランドを守るためにどのような戦略を立
てているか。
5.	チャネルとビジネス・パートナーの統合はどの程度進
んでいるか。
6.	ビジネス・モデルを適応または変更する体制はどの程
度整っているか。
7. 顧客分析のロードマップはあるか。
8. データではなく質問から顧客分析を始めているか。

ここで忘れてはならないことは、変革の道程に踏み出す
こと、またはその進路を修正するのに遅すぎることはな
いということである。実際、顧客分析を活用した売上増
加の促進に関しては、「木を植えるのに一番良い時期は
20年前だった。しかし次に良い時期は今である」（中国
のことわざ）を肝に銘じてほしい。
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IBM Institute for Business Valueによる最新の洞察を
ご覧いただけます。IBMの月刊電子ニュースレターである
IdeaWatchの購読は、以下のサイトから申し込むことが

変化する世界に対応するための
適切なパートナー

できます。IdeaWatchには、IBMの調査に基づく戦略的

IBM グローバル・ビジネス・サービスは、お客様と協力

な洞察や推奨事項を提供するエグゼクティブ・レポートが

して、業界知識と洞察力、高度な研究成果とテクノロジー

掲載されています。

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

ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe

します。私たちは、ビジネスの設計と実行に対する統合
的なアプローチを通じて、戦略を行動に転換するための
サポートを提供いたします。また、17業種を網羅する業
界専門知識と世界170カ国に及ぶグローバルな能力を駆
使し、お客様が変化を予測し、新たな機会から利益を創
出する支援をいたします。
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Tobin Cook：グローバル・リーダー、Business
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ンサルティング・サービスを提供。
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芦川 裕子

の適用について詳述している。Haydock博士は理学士号

日本アイ・ビー・エム株式会社

と理学修士号を取得しており、オペレーションズ・リサー
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している。
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Fred Balboni：グローバル・リーダー、Business
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バル・ビジネス・サービス
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Corporation、またはその配下にある企業を含む企業体を意味します。
当資料に記載の肩書きや数値、固有名詞等は英語版掲載時のもので
あり、変更されている可能性があります。
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