
FUJITSU. 66, 4, p. 69-73 （07, 2015） 69

あ ら ま し

eコマースやオムニチャネル化，IoT（Internet of Things）など，ICTの活用により企業
活動そのものがデータ化され，かつオープンガバメントの推進などによって外部データ

を活用する環境も整いつつある。このような中，大規模データハンドリング技術を活用し

たビッグデータ分析や高度統計手法を使った新たな価値創造に対する期待が高まってい

る。しかし，実際には簡単にデータ分析から新たな価値が発見され，ビジネス活用でき

るわけではない。データ活用と価値創造を結びつけるためには，目的に合ったデータ活

用のアプローチ方法を理解した上で，ワークショップでの検討へと進めることが重要で 
ある。

本稿では，まず価値創造に資するデータ活用アプローチの類型を整理し，データを活

用したワークショップの成功ポイントを示す。次に，富士通が提唱する「データ活用型価

値創造ワークショップ」の実施手順，活用目的・効果の明確化方策を体系化したワーク

ショップメソドロジについて紹介する。

Abstract

Utilization of information and communications technology (ICT) such as 
E-commerce, omni-channeling and the Internet of Things (IoT) has computerized 
corporate activities themselves and an environment for utilizing external data by 
promoting open governments and using other means is being gradually established.  In 
this situation, there are increasing expectations that new value will be created via big 
data analysis that makes use of large-scale data handling technologies and advanced 
statistical techniques.  In reality, however, it is not easy to discover new value that 
can be used for business simply by analyzing data.  In order to link data utilization 
with value creation, it is important to understand approaches to data utilization that 
best suit the purposes before they are studied in workshops.  This paper first classifies 
the types of data utilization approaches that contribute to value creation and shows 
key points for successful workshops by utilizing data.  Then, it presents the procedure 
for implementing the “data utilization-based value creation workshops” proposed by 
Fujitsu and the workshop methodologies with systematized measures for clarifying the 
purposes and effects of data utilization.
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立案の検証を行い，実行可能性予測などを積み上
げることにより，プロジェクトの実施や製品開発
の過程などのビジネス活用につなげていく。例え
ば，新規ビジネスや新たな顧客獲得手段の検討な
ど，答えにたどり着くための明確な筋道が見えて
いない場合にこのアプローチが取られることが
多い。
（2） データキュレーション型アプローチ
データ解析のみでデータの中にある因子・要因
を発見するアプローチである。いわゆる「データ
に語らせる」ことを出発点として，発見された因
子・要因から何が見出されたのか，その発見によっ
て何ができるようになるのかを検討する。故障予
兆や品質改善など，大量のログデータ解析ではこ
のアプローチをとる場合が多い。現存するデータ
を基にした分析により，データの中に埋もれてい
る事実や真実を抽出する。また，今までとは異な
る参照方法や，これまで想定しなかったデータの
束ね方などによる実践により，価値を見出す。こ
れらの作業によって解決策につなげていく。
本アプローチは，事実に基づく意思決定実現の
ために，勘や経験を排除し統計解析を用いる。また，
蓄積された膨大な情報を様々な角度から分析する
ことで，単一情報の分析からは見つけ出せない要
素間の新たな関連性を抽出する。その結果，これ
まで見えなかった傾向を発見して今後の変動を予
測し，効果的な計画を立案できる。
（3） ビジネス側面のモデル化アプローチ
分析の対象となる業務や課題に対して，モデル
化や要素間の体系化を図ることで必要な分析ポイ
ントを明確化するアプローチである。現場の実務
者を中心として，現状の課題や目指す目的などを
出発点に，目的達成のために必要な施策のブレー
クダウン，価値創造効果の波及などを明らかにす
る。これにより，分析結果とビジネス効果の結び
つきを踏まえた効果に直結する分析が可能となる。
業務改善などの対象が比較的明確な際に多く採用
されるアプローチである。

データ活用型ワークショップ成功のポイント

本章では，データ活用型ワークショップを成功
に導くポイントを示す。

データ活用型ワークショップ成功のポイント

ま　え　が　き

近年のデータ活用に対する期待の高まりの背景
として，ICTの進展に伴う分析や大規模データハ
ンドリングに関する技術が整備されてきたことが
挙げられる。eコマースやオムニチャネル化，IoT
（Internet of Things）の活用によって，顧客との
接点や生産設備などの企業活動そのものが，デー
タで把握できるようになってきている。更には，
オープンガバメントやLOD（Linked Open Data）
などによって，外部データの活用環境も整いつつ
ある。
こうした中，データ活用は，いかにビジネスに
貢献するかが求められている。データ活用がその
まま新たな価値創造につながる場合もあるが，多
くはデータ活用によって見出された知見をビジネ
スへ反映させることで価値創造につながっていく。
そのため，メンバーが知見を持ち寄って議論し，
仮説立案とICTの活用による検証を繰り返しなが
ら，目的の価値創造の取得に取り組む共創の場で
あるワークショップは重要となる。
本稿では，価値創造に資するデータ活用アプロー
チの類型を整理し，データを活用したワークショッ
プの成功のポイントを示す。そして，富士通が提
唱する「データ活用型価値創造ワークショップ」
の実施手順，活用目的・効果の明確化の方策を体
系化したワークショップメソドロジについて紹介
する。

価値創造に資するデータ活用類型

価値創造に資するデータ活用に対するアプロー
チは，大きく次の三つに類別される。
（1） ハッカソン型アプローチ
ワークショップ形態として「ハッカソン」が注
目されている。ハッカソンは，あるテーマについ
て限られた環境下でワークショップへの参加メン
バーが協力し合い，それぞれの知見とICTの活用に
よって価値創造を図る形態の一つである。ハッカ
ソンの理念に基づき，多様なバックグラウンドを
持つワークショップメンバーがそれぞれ仮説を持
ち寄り，トライ＆エラーを繰り返しながら，当初
の目的を達成するアプローチである。ディスカッ
ションやデータ活用による現状課題の分析と仮説

ま　え　が　き

価値創造に資するデータ活用類型
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（1） 目的に応じたアプローチ方策の採用
ワークショップで取り上げるデータ活用の目的
に照らして，前章で述べた三つのデータ活用類型
のうち，どのアプローチが適しているかを見定め
ることが重要となる。例えば，ビジネス課題の解
決のためのワークショップを，データキュレーショ
ン型アプローチで進めると，仮に何らかのデータ
の潜在的価値が発見されたとしても，それがビジ
ネス課題解決にはつながらないことも往々にして
ある。このように，データ活用アプローチの選択
によっては，期待していた結果が得られない場合
もある。
（2） 柔軟な分析リソース調達
一般的なワークショップでは，現状問題分析，
課題抽出といった定性的な内容の整理，体系化を
実施する。データを活用するワークショップでは，
分析対象の実態や施策を実行するための可能性を
定量的に検証することになる。そこで利用される
分析に必要なリソース（人材，分析環境，データ
など）は，ワークショップで抽出された問題や検
証すべき仮説によって決定される。そのため，デー
タ活用型のワークショップでは，逐次必要なリソー
スをアサインできる柔軟な対応が求められる。
（3） 価値創造効果への波及経路の明確化
データを活用するワークショップで危惧される
のが，データ分析による新たな知見や発見に多大
な期待をかける，あるいはデータ分析に終始する
状態に陥ることである。当然，ワークショップの
最終的なゴールがモデルやパラメーターの抽出で
あれば，データ分析に終始する状態でもよい。し
かし，価値創造がゴールであれば，ワークショッ
プで創出したい価値に対して，ビジネス側面，デー
タ分析の双方を踏まえた価値創造効果への波及経
路を明確化し，ワークショップを推進していく必
要がある。

データ活用型価値創造ワークショップ

データ活用型ワークショップのいずれのタイプ
であっても，最終的に価値創出につなげることが
目的であれば，データ分析の結果とその活用によっ
て実現するプロセス改革，新商品・サービスの創出，
マーケティング革新といった業務と結びついてい
ることが重要である。そのためには，データ分析

データ活用型価値創造ワークショップ

とビジネス側面の一体化が重要となる。
ここでは，前章で示したワークショップを成功
に導くポイントを踏まえ，価値創造を導くために
不可欠な要素と，その実施手順をまとめたワーク
ショップメソドロジを示す。
● ワークショップのコンセプト
ワークショップでは，ビジネス側面とデータ分
析の両者をバランスよく連関させながら推進して
いくことが重要となる。データ分析はもちろんの
こと，ビジネス側面の目的・効果の体系化による
施策の波及経路の明確化と，実業務のモデル化に
よるデータを活用するシーン，およびそれにより
効果を発揮するポイントを明確化する。これによ
り，データ分析結果を業務上の価値創造に結びつ
けることが可能となる。
このコンセプトを軸として，価値創造を導くた
めに不可欠な要素であるビジネス側面とデータ分
析それぞれにおけるメソッドを下記に示す。
● メソッドその1：活用目的・効果の明確化
ビジネス側面は，目的，狙い，成果の論理的な
波及経路を明確化する「目的関数の体系化」と，
分析内容および分析結果の活用（アクション）を
明確化する「実業務や実態の可視化」という二要
素に分解して捉える。
（1） 目的関数の体系化
ビジネスの目的は，最終的に得たい効果，例え
ば売上向上やレスポンス率向上といった指標を構
成する要素を体系化することで，個々の業務価値
とビジネス価値を結びつけることができる。KPI
（Key Performance Indicator）体系図やその成功
要素であるKSF（Key Success Factor）を活用して，
ビジネスロジックを展開させる。
（2） 実業務，実態の可視化
対象業務や分析の対象，例えば顧客の行動や判
断ロジック，アクション施策などの関連する要素
の構造理解のために，業務フローやカスタマー
ジャーニーマップなどの業務モデリングフレーム
ワークを活用して，実態を可視化する。このフレー
ムワークを「イベント/データモデル」と呼ぶ。こ
れを用いて，可視化可能範囲の確認や，目的のデー
タが得られない場合にその代わりになり得るデー
タの発生箇所を調査・発見する。これにより，ビ
ジネス上のイベントと発生するデータ，およびイ
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ベントにおいて必要な分析結果，アクションの関
連を明らかにする。
更に，目的関数と可視化された実業務，実態と
を結びつけ，目的，施策，仮説検証項目（KPI）と
の整合性を確認する。実際に「モデル」と「実務」
の間には隔たりがある場合が多いため，適宜，追加・
変更を加えながら，現実的な整合性を担保するこ
ととなる（図-1）。
● メソッドその2：データ分析内容の決定
上記のビジネス側面の要素を基に分析を組み立
てる。ビジネスでの成果や実施可能な施策に必要
な分析が割り出され，対象となるデータを選定し，
目的に即した分析手法やアルゴリズムを採用する
ことになる。データ分析を出発点とするデータキュ
レーション型アプローチにおいても，ワークショッ
プ当初にビジネス側面の要素整理を行うことで，
その後の分析スコープに対する示唆を得ることが
可能となる。
分析内容は，分析対象を概要レベルで記述（モ
デル化）し，分析で実施する内容をワークショッ
プ全体で理解することが重要である。ワークショッ
プ全体で分析内容が共有化されないまま進んだ場
合，分析結果に対する理解とその活用が続かない

可能性が高くなってしまう。
● ワークショップの実施手順
前述した要素を加味したワークショップの進め
方を示す（図-2）。
（1） STEP1：活用目的・効果の設定
テーマ領域の設定および目的，業務，対象を理
解し，目指すべき効果を設定する。また，プロジェ
クトメンバー間での課題共有と，対象業務や分析
対象の実体，仮説の理解を図る。KPIの設定，成功
の状態（KSF）の共有によって，主にデータ分析
の対象がビジネス効果にどのように関連するかと
いった仮説の明示化や，問題の設定を行う。
（2） STEP2：データ活用の具体化検討

STEP1で設定した目指すべき効果に対してデー
タをどのように活用すべきかについて，方策の具
体化を図る。また，入手可能データの所在と分析
手法，適用技術，および適用イメージを明らかに
していく。
（3） STEP3：データ分析・解析
実際にデータを活用して，分析・解析を実施する。
データベースなどから必要なデータの選択・抽出
を行い，クレンジングなどの前処理，分析可能な
形態への変換を通して，統計解析などを用いたデー

図-1　具体性を持った施策とビジネス効果につながる分析の連携
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タの規則性や関係性などのパターンを発見する。
分析結果は，対象テーマや分析データの状態によっ
て，当初要求していた結果を算出できないことが
多い。このため，ビジネス観点のSTEP1あるいは
データ観点のSTEP2まで立ち戻ったり，繰り返し
たりすることを前提として推進する。
（4） STEP4：検証結果フィードバック
分析結果を共有し，KSFあるいはKPIへ反映す
る。また，データ活用を継続的に行うために当該
プロセスを改善したり，新規業務として確立させ
たりする。
以上のように，ワークショップの実施によって，
対象業務とデータ活用が連鎖し，データ活用から
ビジネス効果を生み出すことが可能となる。

む　　す　　び

データ活用による価値創造は，本稿で示した方
策，手順に加え，現場担当者の経験に基づく知見，
洞察力とデータ分析による論理的事実の探求が重
なり合うことで生み出されるものであると考えて
いる。また，IoTの活用や新たな分析技法の発達は，
より高度な分析を可能にし，価値創造支援の機会
を増やしていくものと考えている。つまり，業務
知識（As-Is）と新たな取組み，技術活用（To-Be）
との組合せによって，現状抱える課題を解き明か
し，ビジネスの付加価値の創造につながるものと
考えている。
富士通は，お客様との共創・実践を通じて，今
後もデータ分析事例に基づくリファレンス・型化
の強化，メソドロジのブラッシュアップを図り，
お客様の価値創造に貢献していく。

む　　す　　び

図-2　ビッグデータ活用検討ワークショップのステップ構成
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