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クラウド、AI、分析による高度なイノベーション
とビジネスの俊敏性

簡単にする

人材、組織、マシン/デバイスによって生成
されるデータの量は日ごとに増加しますが、
競争上の優位性のために自社の顧客データと
運用データを利用している企業はほとんどあ
りません。

企業は「データ駆動型企業」、つまりデー
タの価値を最大化し、その完全性、系統、
品質によって差別化された資産として扱う
ことができる、クラウド対応の組織になる
必要があります。これらの企業は、クラウ
ド対応のデータと予測分析をコアに組み込
んでいます。

本当の意味でデータ主導型の企業になるには、
データ主導型の戦略を明確な結果にリンクさ
せ、「クラウド上のデータ」戦略を作成する必
要があります。ROI の高いオポチュニティを特
定し、データを戦略的資産として有効にする必
要があります。最後に、組織の経営幹部は、戦
略的なデータ主導文化の開発と維持に全力で取
り組む必要があります。
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しかし、企業は競争上の優位性のために自社の顧客データと運用デー
タを効果的に利用していますか? ほとんどの場合、答えは「いいえ」
です。  確かに、組織はデータの価値を認めており、より高度なテクノ
ロジーを使用してデータをキャプチャしています。しかし、Gartner® 
が指摘しているように、データの 97% 近くが組織で使用されていませ
ん。2 Gartner はまた、87% 以上の組織が、ビジネスインテリジェン
スおよび分析機能の観点から成熟度レベルが低いと分類されていると
報告しています。3

この能力不足は、企業の成長を大幅に制限したり、全体的な実行可能
性を弱めたりする可能性があるときに発生します。これは、データに
対する需要が劇的に高まっているためです。 「最終線から最前線へ」
と題された Accenture の調査で、パフォーマンスの高い組織では、IT 
運用と財務だけでなく、ソースから得たデータと分析の需要が大幅に
増加していることがわかりました。実際、事業部門全体でデータに対
する需要が高まっています。4

世界がますますデジタル化されるにつ
れて、驚異的な量のデータが人材、組
織、政府機関、そして今では「もの」
によって生成されています。

実際、ある報告書によれば、世界中で
毎日 5 百京バイトのデータが作成さ
れています。1
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目標: クラウド対応の洞察を活用したインテリジェン
トな企業の運営
Accenture の調査5 では、高性能と、いわゆる「データ
駆動型企業」との直接的な相関関係を明らかにしまし
た。クラウドをデータの価値を最大化するための触媒
として使用し、完全性と品質といった点から差別化さ
れた資産として扱うことができる企業です。

ベネフィットは重要です。Accenture の経験では、データ主導型の
組織は、収益性だけでなく、顧客の獲得と維持といった点でも競合
他社を上回っています。

1 つの障害: クラウド上のデータをサポートするための適切なクラウ
ドアーキテクチャを構築する機能 (次のセクションを参照)。

このような企業は、人工知能と分析を通じてイノベーション、
ビジネスの俊敏性、重要なビジネス上の意思決定の基盤として
データを使用し、効果を高め、リスクを軽減し、新しい収益源
を推進します。データ主導型の企業は、クラウドベースのデー
タと予測分析をコアに組み込んでいます。それらは、最適化、
予測、継続的な学習、および洞察に基づく文化によって特徴付
けられます。
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企業が依然として独自の古いデータソーシングシステムに依存してい
る場合、ビジネスロジックとルールの文書化は不十分であり、ソース
からプレゼンテーションまでのデータ準備が遅くなります。その結
果、報告書のデータ変換サイクルに数日かかる可能性があり、その結
果、売上が減少し、業績が低下します。

これらの制限を克服するために、企業は、従来のデータソーシングお
よび統合システムから、クラウド上の近代化され、将来に備えた、柔
軟でスケーラブルなデータアーキテクチャに移行する必要がありま
す。これにより、リアルタイムでのデータキャプチャが可能になり、
処理時間が短縮され (場合によっては、50% 以上)、ビジネスの成果が
加速します。6

正しく計画および実装されている場合、エンタープライズデータをクラ
ウドに移動することには、多くの利点があります。クラウド上で適切に
設計されたデータファブリックは、よりスマートで高速な結果を得るた
めに、非常に必要とされているスケーラビリティ、企業の柔軟性、およ
び信頼できるデータを利用した洞察を企業に提供します。

人工知能、ディープデータサイエンス、および多数の俊敏でインテリジ
ェントなデータサービスの力を利用して、企業はダークデータを発見
し、収益化できるデータ資産を特定して、インテリジェントで革新的な
ビジネスインサイトを迅速に取得することができます。

「クラウド上のデータ」戦略の作成

一部のデータ駆動型企業は、当初からクラウドコンピューティ
ングを採用していました。ただし、ほとんどの組織は、オンプ
レミスコンピューティングからデータ変換を開始し、特定の要
件についてのみトランザクションデータをクラウドに徐々に移
行しました。このアプローチは、最近までビジネスニーズに適
切に対応していました。デジタル経済では、オンプレミスはそ
の限界を示しています。
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他のタイプの企業にとって、変革する理由はそれほど劇的ではないかも
しれません。多くの場合、その理由は、競争上の優位性を失うことへの
より一般的な恐れと関係があります。これは変化における重要な推進力
となりますが、対処するための劇的な脅威がなければ、ビジネスの一部
で十分な緊急性を感じない可能性があります。そのため、多くの非テク
ノロジー企業は変革のためにかなり長い時間を費やしています。一部で
はその速度が落ちています。

データ主導型の変換を妨げるも
のは何ですか?
企業がデータ駆動型企業になることを妨げているのは何で
すか? 一つの答えは、さまざまな種類の企業がさまざまな
ことに動機付けられているということです。テクノロジー
企業の変革は、破壊的イノベーションや、当時の技術的な
制限、アーキテクチャパターンを超えてビジネスを成長さ
せることができなかったために引き起こされることがよく
あります。このような脅威は、変革の背後にあるビジネス
を回復させる可能性があります。
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Discover Financial Services は、クラ
ウドでのデータ戦略を効果的に実施し
ています。銀行は、構造化および非構
造化、ストリーミングおよびバッチな
どさまざまなソースから得たデータを
活用し、インサイトのためにデータを
迅速に分析しています。

この点に到達するには、オンプレミス
の断片化されたアプローチから、アマ
ゾン ウェブ サービス (AWS) 上で完
全に統合されたクラウドデータプラッ
トフォームへの大胆なピボットが必要
でした。

スピードと規模におけるイノベー
ション

Discover のクラウドデータプラットフ
ォームにより、データサイエンティス
トはエンタープライズデータにリアル
タイムでアクセスできます。クラウド
データプラットフォームは、テクノロ
ジーの選択と自動化技術の適切な組み
合わせを利用することで、データサイ
エンティストが探索環境をスピンアッ
プし、必要なデータを調達して、高度
なモデルを探索できるようにします。
データの実験を開始するために数週間
または数か月間待つことなく、データ
の準備が整い、1 回のクリックでクラ
ウド上での利用が可能になります。

柔軟で将来に備えた設計

AWS プラットフォームのモジュール式設計
では、システムを進化させることができるよ
うに、コンポーネントを簡単にアップグレー
ドまたは交換できます。これにより、データ
サイエンティストは、革新的で最高の機能
へ、そして将来の機械学習ソリューションに
継続的にアクセスできます。

より優れたリスク軽減

分析と機械学習により、融資結果の精度が高ま
り、リスクが軽減されます。
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データ主導型の銀行として、Discover 
Financial Services は、データの保
存、アクセス、分析の方法を変革する
ことに成功しました。彼らのクラウド
ネイティブ戦略は、Discover の顧客と
株主に対してすでに強力な価値提案を
強化します。

組織は、クラウドの成熟度レベルと現
在および将来のビジネス需要に基づい
て、クラウド上のデータを採用するた
めの「最適な」アーキテクチャアプロ
ーチを使用する必要があります。オプ
ションは次のとおりです。

オンプレミスのデータサプライチェ
ーンを拡張する

既存のデータの取り込み、処理、または使
用をクラウドベースのデータサービスにオ
フロードし、緊急のビジネスニーズを処理
するための迅速なソリューションを構築し
ます。

クラウド上のデータサプライチェー
ンを最新化する

データプラットフォームをハイブリッドア
プリケーションエコシステムに積極的に調
整することで、クラウド上に並列データラ
イフサイクルを構築します。これにより、
データの「重心」をクラウドに体系的にシ
フトします。

クラウド上に新しいデータエコシス
テムを作る

クラウド上のデータサプライチェーンを再
設計します。つまり、クラウドネイティブ
のデータソリューションを構築します。こ
のアプローチは、組織の現在のデータプラ
ットフォームがデータをリアルタイムで分
析し、コンプライアンスとカスタマーサー
ビスの要件を満たすには不十分であること
が判明した場合に必要になることがよくあ
ります。
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加入者が 5,000 万人を超える日本最大の携帯電話会社の 1 つである 
KDDI について考えてみましょう。携帯電話の数が人口を上回っている
飽和状態である日本の携帯電話市場7 では、通信事業者間の競争は特に激
しくなっています。

通信会社には数百万の顧客がいる可能性がありますが、さまざまなタッ
チポイントでそれらの顧客を引き付けるオポチュニティはごくわずかに
すぎません。これらの小さなウィンドウの間で、企業はどのようにして
ビジネスキャンペーンを成功させますか? その答えは、
パーソナライズされた独自の顧客体験を策定して提供する能力にありま
す。そのためには、クラウドベースのデータ駆動型企業になる必要があ
ります。

KDDI は、より優れた顧客体験を提供し、収益の成長を促進するため
に、Accenture と協力して、ビッグデータを分析して有意味な顧客活動
に関する情報を探す ARISE Analytics 8 を形成しました。

両社は、AWS でホストされる統合カスタマーケアエンジンである
「Single Brain」を構築しました。9 データを深く掘り下げ、人工知能を
使用して、ARISE はペタバイト規模のライフスタイルデータから顧客の
好みに関する洞察を見つけます。Single Brain により、KDDI は顧客チャ
ネル、連絡のタイミング、コンテンツを最適化することができます。

KDDI の最高科学責任者である工藤卓哉氏は次のように述べています。
「ARISE は、人工知能を使用して独自の顧客体験を調整する際に役に立
つ顧客プロファイルを開発することにより、KDDI を通信会社から顧客
の日常生活における顧客と企業との接点に変えています。このようにし
て、競争力を継続的に向上させることができます」。

結果は印象的でした。最初のパイロット期間中、会社の変換率は 130% 
上昇しました。カスタマーケアが改善され、同社は解約率に対しても大
き肯定的影響を与えました。KDDI、Accenture および AWS は、ARISE 
プラットフォームを KDDI 内外の他のセグメントやセクターに拡張しま
した。

データ主導型の成功事例
データ主導型の変革に関する成功事例を強調することは、ビジネスに価値提案を伝え、新しいデー
タの考え方を加速できる 1 つの方法です。

KDDI、Accenture および ARISE の分析
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データ主導型の変換は、大企業だけのものではありません。実際、小
規模の組織や個々の事業部門は、価値を生み出し、顧客や市民により
効果的にサービスを提供することを頻繁に求めています。英国のウェ
ストミッドランズ警察のクラウドベースの分析プログラムは、データ
により特定のユースケースを改善する例です。

ウェストミッドランズの警察 (WMP) は、テロの脅威から日常の些細
な事件に至るまで、幅広い犯罪を経験しており、英国で 2 番目に大き
な大都市圏にサービスを提供しています。WMP は、既存のリソースを
使用してパフォーマンスを改善し、削減された予算内で作業する必要
があるため、犯罪の結果を改善し、害を減らし、脆弱性を特定する方
法を検討しました。

Accenture や AWS と協力して、組織はデータ主導型インサイト (DDI) 
プログラムを作成しました。このプログラムは、クラウドテクノロジ
ーに基づいて強化された検索、レポート、分析を通じて、6,000 人の
警察官に高品質で実用的な情報を提供します。これらの機能は、ポリ

ウェストミッドランズ警察のためのデータ主導型の洞察 シングデータの複数の構造化および非構造化ソースから供給される
データセットに基づいて構築されています。より完全なデータセットを
使用すれば、役員は個人と犯罪のパターンにおいて、さらに詳細で完全
な全体像を構築できます。これは、警察官が効果的に働くために必要な
情報と実用的な洞察を見つけるために
費やす時間と労力を削減する際に役に立ちます。

このプログラムは、非常に高度な予測分析機能を提供し、最もリスクの
高い個人へ警官をより適切に誘導し、さまざまな介入による影響を評価
することで、予防的な介入をサポートします。プラットフォームにおけ
るこの側面は現在、全国的なデータ分析機能を提供するための、他の大
規模な英国警察からのデータで拡張されています。

「私たちは、犯罪を防ぎ、一般市民を保護して、困っている人々を支
援するための情報とツールを利用することで、はるかに機敏な組織に
なれます。」と、ウェストミッドランズ警察の巡査部長である Dave 
Thompson は述べています。

10



11

AWS は、ビッグデータ向けのオンデマンドクラウドサービスの完全な
セットと、ビッグデータ分析向けのマネージドサービスを提供していま
す。AWS の包括的な機能一式では、ビッグデータストア、データウェ
アハウジング、分散分析、ビジネスインテリジェンスなど、ビッグデー
タ分析へのあらゆるアプローチを取り扱っています。AWS は、組織が
独自のツールを開発したり、独自のソフトウェアをインストールした
り、パートナーソリューションを使用したりできる、柔軟でオープンか
つ安全な環境を提供します。11

ビッグデータは、組織がよりスマートで、より速く、ますます自動化さ
れたビジネス上の意思決定を行えるようにする上でますます重要な役
割を果たします。企業は、スキル不足、高コスト、データの予測不可能
性、セキュリティ問題、またはビジネスケース作成の難しさに悩まされ
る必要がありません。

AWS ホワイトペーパー「ビッグデータの上位 5 つの課題を
克服する方法」によると10、クラウドでビッグデータアプリケ
ーションを構築して実行することで、ビジネスの洞察を素早
く発見するための規模とパフォーマンスを提供することがで
きます。

AWS とクラウド対応のデータ駆動型エンタープライズ
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国立公園に興味はございますか 顧客の
獲得と維持を改善するには? 売上と収益
性を向上できますか? サプライチェーン
のパフォーマンスを向上させますか? 価
値のある目標はたくさんありますが、ご
自分に合ったものに焦点を合わせてくだ
さい。

企業は、作成、ストリーミング、レガシーの
いずれであっても、膨大な量のデータに圧倒
される可能性があります。このすべてのデー
タを効果的にキャプチャする方法が 1 つの課
題ですが、すべてのデータから洞察を引き出
すための最善の方法を検討することは、さら
に困難な場合があります。 企業は、人工知能
と予測分析を企業データに適用し、迅速で肯
定的な影響を実証するために、価値の高いビ
ジネスオポチュニティから始めるべきです。

基盤となるクラウドアーキテクチャが確
立されたら、データ駆動型エンタープラ
イズになるための重要なステップは、デ
ータを戦略的資産として適切に処理でき
るように、エンタープライズにとっての
データの本当の価値をモデル化すること
です。その後、企業はビジネスにおける
データオポチュニティのバックログに優
先順位を付けることができます。予測分
析は、データへのアクセスと利用が簡単
に行える場合にのみ、未開拓の収益と新
しいビジネスオポチュニティを明らかに
することができます。

クラウドベースのデータ駆
動型戦略をリンクして、結
果を明確にする

ROI の高いオポチュニ
ティから始める

データを戦略的資産と
して有効活用する

業界全体において、経営幹部は、増え続けるデータ量からビジネス関連の洞察をまとめる責任があります。この
ような困難な時代で成功を収めるためには、心に留めておくべきいくつかの行動があります。

データ主導型の変革を推進する

1 2 3
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組織内の事業部門がビジネスや顧客の問題を
リアルタイムで洞察できるようにすることは
強力です。これらの問題に対処できる行動を
起こすためにビジネスをさらに強化すること
は、データ主導型企業になるために組織をピ
ボットするための鍵となります。

組織の経営幹部は、戦略的なデータ主導文
化の開発と維持に全力で取り組む必要があ
ります。ビジネスリーダーが会社の目標、
優先順位、期待をデータから得た洞察と一
致させた場合にのみ、組織は顧客にもっと
速く、より効果的にサービスを提供できま
す。企業は、組織がビジネスにとってのデ
ータの価値を本当に理解するために必要な
ビジネスの変化レベルを評価して対処する
必要があります。

データ駆動型になるには、文化を大きく変える必
要があるため、古いプロセスに定着している人々
からの抵抗が生じる可能性があります。
体系的かつ敏感に変化を管理します。

オンプレミスのデータサプライチェー
ンの強化から、新しいクラウドベース
のデータアーキテクチャの構築まで、
最適なアーキテクチャを決定します。

洞察力で事業部門を強
化する

ビジネスから賛同を
得る

組織および文化の変化を効果
的に管理する

「クラウド上のデー
タ」戦略を作成する

4 6 7

5
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すべての企業は、データ分析機能を評価し、データ駆動型企業への
変革の方向性を示すために迅速に行動する必要があります。これ
は、顧客や市場オポチュニティへの対応を強化し、テクノロジーと
市場の性質が急速に変化していることを考えると、より機敏になる
ための重要な部分です。

組織は、データ駆動型企業への変革を加速するために、ク
ラウドプラットフォームにますます依存するようになりま
す。AWS などのプラットフォームは、企業に幅広いデータ
分析ツールを提供し、膨大な量の顧客、ビジネス、トランザ
クションデータを迅速かつ安全に、低コストで分析する能力
を備えています。

結論: データ駆動型の変換のための
クラウドプラットフォーム
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Nick Richmond は、アマゾン ウェブ サービス (AWS) での Accenture 
AWS ビジネスグループ (AABG) におけるグローバルイノベーションリ
ードです。この役職で、Nick は顧客向けのグローバルイノベーション
戦略とソリューションを主導し、CMT を中心とした市場開拓のメッセ
ージングと活動を調整する責任があります。企業顧客が有意義なビジネ
ス価値を提供するテクノロジーを効率的に採用および拡張するよう支援
します。

Nick は、欧州とアジアパシフィック地域で 20 年以上の経験があ
り、KPMG や Accenture などのグローバルコンサルティング企業
や、Fonix Mobile などのスタートアップ企業でさまざまなテクノロジ
ーリーダーシップの役割を果たしてきました。Nick はロンドンのイン
ペリアルカレッジを卒業し、現在は妻と子供たちと一緒にシンガポール
に住んでいます。

https://www.linkedin.com/in/nickrichmond

Campbell Abbey は、AWS の人工知能および機械学習ソリューショ
ンの AABG グローバルリーダーです。変化に影響を与え、クラウド
データ駆動型の戦略を採用することによるベネフィットを伝える能
力で高く評価されている、熟練したデータ駆動型クラウド洞察力で
す。Campbell には、クライアントと協力して、変革と投資収益率プロ
グラムに焦点を当てたクラウドデータと AI 戦略を開発してきた豊富な
経験があります。彼は、業界を混乱させるクラウドテクノロジーのトレ
ンドと、AI および ML クラウドサービスが俊敏性、生産性、新しい収
益源を推進する能力について経営幹部に伝えるために必要なビジネス感
覚について深く理解しています。

https://www.linkedin.com/in/campbellabbey

Accenture AWS ビジネスグループ (AABG) 

Campbell Abbey

アマゾン ウェブ サービス 

Nick Richmond

主な連絡先
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