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はじめに
ここのところ、データ駆動型エンタープライズについての話題や、それを実現する必要性に
ついてよく耳にします。しかし、データ駆動型を実現するためのコツとは実際のところ何で
しょうか、また、デジタル環境においてなぜそれが重要視されるのでしょうか。 エンタープ
ライズが、データを基本としながらマインドセットや実務を構築するために取れる、実践的
な手法とはどのようなものでしょうか。 そして、デジタル世代での他の重要事項であるビジ
ネスと技術面での俊敏さと、データとの間にはどのような関係性があるのでしょうか。 この 
eBook では、データ駆動型であるということの意味を説明していくとともに、いくつかの企
業がビジネスを促進するために行ったデータの利用方法についても紹介していきます。ここ
では、俊敏さ、デジタルトランスフォーメーション、継続的なイノベーションといった事柄
と、データ駆動型であることの間にあるいくつかの点を、線でつなぎ合わせてみましょう。

データ駆動型の組織では、ビジネスでの戦略的意思決定を、データが提供する事実に基づき
行おうと努めます。このデータには一定の厳密さが求められますが、同時に、新たな製品や
市場開拓につなげるために (そのデータから) 掘り起こされたチャンスに基づいて、イノベー
ションを起こせる俊敏性がなくてはなりません。また、こういった組織では、顧客とのやり
取りと事業効率アップの両方に利用できるアセットとして、データを取り扱うようになるで
しょう。言い方を換えると、データは意思決定のために分析されたり、顧客へのサービス提
供のために利用されたりするものです。データはさまざまなものの基礎になりえます。たと
えば、パーソナライゼーション、ダイナミックプライシング、市場拡大、製品のイノベーシ
ョン、サプライチェーンの最適化などがその対象です。

しかしながらつい最近まで、各組織ではデータをこれらの目的に利用することに困難を抱えて
いました。その理由は、データのことをトランザクションの領域の中だけで捉えていたからで
あり、結果的にデータは閉鎖的なデータベース内に封印されていたためです。データベースは
トランザクションの処理能力は高いものの、開放的な分析を行うにはやや不向きです。通常、
もっぱらデータについて思いつくのは、次のような注文書や納品書の形式です。たとえば、「
単価 100 USD で、20 個のウィジェットを売ってください」。 あるいは、「ウィジェットを 
20 個分、単価 100 USD でお支払いください」などといったものです。 データは厳密に遂行
されるべきもので、トランザクションを開始したりその結果として残るものでした。しかし今
日のデータが持つ価値は、こういったトランザクション上の役割をはるかに超えています。

私たちは、財務分野でのこの価値をどう捉えるべきであり、それを最大化するにはどうした
らよいのでしょうか?
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データのビジネス的価値

データの各断片は、何度でも分析用に使え、ビジネスに結果をもたらすことができます。デー
タにはそうした価値があり、そういった分析から結果を得ることが可能になります。たとえ
ば、あるエンタープライズが取り引きの履歴データを分析し、その結果、サプライチェーンの
最適化ができ、コスト削減を実現したとします。この場合、データはコスト削減を実現するた
めの役割を果たしたことになります。つまり、データは、ミッションの目的を達成したり、利
益を増加させるための、潜在的なビジネス価値をすでに持っているといえるのです。

トランザクション面以外の価値を得るためにデータを利用した実例を挙げることは難しくあ
りません。Johnson & Johnson では、医師のコンプライアンス向上、サプライチェーンのモ
ダナイゼーション、新薬の創出などのために、クラウドに保存していたトランザクションデ
ータを活用しています。Nike では、ユーザーが出した成績を収集して、NikePlus でユーザー
にデジタルエクスペリエンスを提供しています。Lyft では、乗客輸送の際の GPS 座標をすべ
て収集および保存しています。同社では、この分析により、輸送の 90% は近隣地域での他の
輸送とオーバーラップしていることを発見しました。このインサイトにより、乗客が車をシ
ェアすれば最大 50% のディスカウントが得られるサービス、Lyft Line が生まれました。1

こういった用途は将来的な利益につながるものであるため、その利益が実際にどのようなも
のになるか把握できていない段階であっても、データを (ほとんどのケースで非 GAAP では
あるものの) 財務上の資産として認識することができます。当然ながら、企業が集積してき
たデータは、その企業が獲得した価値の一要素と位置づけることができ、データによって他の
ビジネスベンチャーとのパートナーシップを結ぶきっかけともなりえます。その具体例とし
て、Microsoft は、LinkedIn を 262 億 USD で同社の 4 億 3,300 万人の顧客データと共に買
収しました。また、2015～2017 年の Caesars Entertainment Operating Corp. の倒産処理
過程において、債権者側は、同社の顧客ロイヤルティープログラム Total Rewards における 
4,500 万人の顧客データは 10 億 USD であり、資産として最も価値があると主張しました。2

データについては、財務上のコールオプションの形でビジネス的価値を保有していると考え
ると分かりやすくなります。データにより、特別な苦労を強いられることなく、サプライチ
ェーンの改革や新製品がリリースできる機会がえられます。そこにあるオプションを試して
みるかどうかは、新しいビジネスにどの程度の価値がありそうか、データが示す内容を見て
判断できます。そして、データアセットから価値を見出すことが困難であった理由もここに
あります。コールオプションの価値を見極めることは、書類に記述されたキャッシュフロー
から ROI を算出することに比べ、かなり複雑になるからです。結果的に各エンタープライズ
がこの価値を軽視することも頻繁に起こります。しかし、自著である「 War and Peace and 
IT」3 でも述べたように、俊敏な IT デリバリーを利用した多くのテクニックを使えば、この
種のオプションに価値を与えられるのです。

 1 AWS の導入事例は以下をご参照ください。https://www.youtube.com/watch?v=6A1tOFqvgek、https://aws.amazon.com/products/databases/、およ
び、https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lyft/
 2 いずれの事例もこちらの記事をご覧ください、https://sloanreview.mit.edu/article/whats-your-data-worth/。シーザーズ社の破産再生に関する詳細な分析
は、https://turnaround.org/sites/default/files/11.%20Paper%20-Caesars.pdf をご覧ください。破産再生はきわめて複雑で、トータルリワードの価値もそ
の他の資産に含まれていたため、最終的に、どの程度の価値になったのかは不透明です。
 3 Mark Schwartz 著、「War and Peace and IT: Business Leadership, Technology, and Success in the Digital Age」(Portland, OR: IT Revolution 
Press, 2019)

https://www.youtube.com/watch?v=6A1tOFqvgek
https://aws.amazon.com/products/databases/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/lyft/
https://sloanreview.mit.edu/article/whats-your-data-worth/
ttps://turnaround.org/sites/default/files/11.%20Paper%20-Caesars.pdf
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データと俊敏性

データの価値は、それ自体により生み出されるものではありません。それを分析しビジネス
上の成果につなげるために我々が持ち得るツールやプロセスが、その価値を生み出します。
現代のデジタル社会は高速で変化しつづけ、不確実性や複雑性をはらんでいます (混乱と表現
する人もいるでしょう) 。そこでは、ビジネスに俊敏さを与えるため、そして変化する情勢に
素早く柔軟に対応できるようにするため、データを活用する必要があります。俊敏さは、移
り変わる情勢を機会に変える力を各組織に与えます。そして、競争相手からの脅威に的確に
対応することで、混乱を遠ざけることも可能になります。現代のデジタル世代における各エ
ンタープライズは、製品を初期バージョンで素早く市場投入した後、顧客側から継続的なフ
ィードバックを得るようにすることの必要性を理解しています。4

ここ数年、製品開発プロセスに俊敏性を与えるためのテクニックがいくつか導入されまし
た。アジャイルソフトウェア開発、DevOps、リーンソフトウェア開発などがそれにあたりま
す。クラウドの存在は、ソフトウェアとハードウェアの両面で、IT 機能を提供するスピード
を高めてきました。また、チームを基本とした組織構造が、変化しつづける要件に対応する
リソースの動員を可能にしています。こういったすべての発展により、エンタープライズで
はプロセスをより俊敏に行えるようになっています。

しかし、プロセスの俊敏な実行は、問題のほんの一部にすぎません。企業が持つデータその
ものにも、俊敏さが求められているのです。データは、想定が難しく常に変化している目的
に対しても、容易に適用できなければなりません。また、アクセス可能であると同時に、意
味を持っている必要があります。データ処理に従事する人は、簡単に使えるツールと、その
仕事を遂行するためのスキルを有する必要があります。事前に知ることができない新規の用
途に対応できるようにデータを柔軟に使う能力こそ、エンタープライズが俊敏さを獲得する
段階で欠如しているミッシングリンクなのです。これこそが、単に俊敏なモデルのフレーム
ワークとその付属品を導入しただけで終わっている組織と、実際に俊敏な組織とを差別化す
る要素なのです。ビジネスの俊敏性はデータの俊敏性によってもたらされます。データ駆動
型のエンタープライズは、その両方を巧みに利用しているわけです。

 4 Eric Ries 著、「The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses」(ニューヨーク: 
Crown Business 2011 年)
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データに俊敏さを導入するという視点は斬新です。データがトランザクション専用であるな
ら、高度に構造化されたデータベースの中にそれを閉じ込めて、データベースの構造を、トラ
ンザクションの形態を反映したものにすることができます。私たちが使うツールは、Oracle も
しくは SQL Server などのリレーショナルデータベースであり、その強味は、トランザクショ
ンの処理にあります。かつては、そういったトランザクション自体を実施するためと、そのト
ランザクションを補助する運用レポートを作成するために、データを利用していました。

プライバシー保護を実施するときも、データへのアクセスを厳しく制限することだけで対応
しました。プライバシーを保護するガードレールの範囲内でデータを安全に利用する方法は
模索しなかったのです。それは、「プライバシーバイデザイン」ではなく、「見せないこと
によるプライバシー」といえる様なものでした。

もちろん、ビジネスインテリジェンス (BI) システムと呼ばれるものを使うアドホック分析の
ための、フリーデータ化の試みも存在しました。しかし現在のツールは、BI システムが目指
したものをはるかに超えています。今の私たちには、機械学習や、固有なデータを処理する
ための専用データベース、そして膨大な並列処理を行うアルゴリズムがあります。さらには
ビデオや音声録音、センサーが検知したデータをストリーミングする IoT デバイスなどの非構
造化データもあり、とにかく膨大なデータであふれているわけです。こういったツールを使
えば、データをただのトランザクションや運用向けに使われる状況から解放できます。 

さらに重要なのは、データ駆動型を実現することが、単なる技術的課題ではなく、組織運営
にとっても必要だと認識されてきていることでしょう。データ駆動型を実現するために、組織
には、ビジネス上の意思決定手法や、顧客とのやり取りの方法についても、考え方を変えてい
く必要があります。データが持つ価値については、「我々よりデータの方が良く知っている」。

などといった、組織としては謙遜している様に聞こえる言い方もあります。データを、事前に想
定できない用途にも使えるようにするにはどうしたらよいでしょうか。つまり、それを柔軟に活
用することでビジネスに俊敏さを実現する方法とは何でしょうか。 ビジネスでの意思決定に、
厳密さと創造性を同時に導入するための、データの適用方法とは何でしょうか。 新しく手に入
れたこの柔軟性を活用して、ビジネスの文化を変えていくにはどうしたらよいでしょうか。

そして、プライバシーを保護するための適切なガードをデータの周囲に配置しながらも、同
時に柔軟で迅速な利用も可能にする方法とは何でしょうか。

これらの問いは、2 つの質問に集約できます。

1.データに俊敏性を与える方法とは何か?

2.ビジネスの俊敏性を実現するための、データの利用方法と
は何か?
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データの俊敏性
データに俊敏性を与える方法とは何か。

私たちがビジネスでの俊敏性を達成するためには、ビジネスやその競争的な環境で発生する
想定外の変化に対応できるだけの準備が必要です。また、真の意味で斬新なイノベーション
を生み出していかなければなりません。だからこそ、データが収集された時点では必ずしも
予想していなかった用途にも、データを機能させられるようにしなければなりません。

私たちの課題: 
• データがトランザクションによるリレーショナルデータベース内に閉じ込められ、おそらくサイロ化されているため、組織でも別の部署のユーザーからはアクセスできない状態であ
ると考えられること。

• 私たちには適切な分析ツールが与えられていない、もしくはそれを真に必要とする人に、
適切なタイミングで提供されていないと考えられること。

• セキュリティやプライバシー保護に私たちが使うモデルはアドホックであり、おそらくデ
ータの中身を探索する用途などは考慮されていないこと。多くの場合において、データのア
クセスを可能な限り困難にすることで、プライバシーの保護を促進しています。

私たちの目指す目標:
• プライバシーおよび機密の保護を前提としながら、データの可用性を最大化すること。

• 情報サイロを打ち壊すことで、エンタープライズ全体での透明性を促進すること。

• 作業従事者には、想定外の目的でもデータを調査できるような適切なツールを提供し、最
新の分析技術が活用できるようにすること。

• 精密かつ創造性のある方法で、データを解釈するための専門技術を確立すること。
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金融業規制機構 (FINRA) の CISO である John Brady 氏は、「Analytics without Limits: 
FINRA’s Scalable and Secure Big Data Architecture」の中で、上記の目標を「好奇心にかか
るコストを下げる」ためのものだという、エレガントな言葉で表現しています。彼はここで
コストという言葉を、データから推論を導き出すための時間や、それを利用可能にする上での
リスクにおよぶ、幅広い意味合いで使っています。FINRA の業務は、金融市場で毎日行われ
る 370 億件を超えるような取り引きを検証し、不法行為のパターンを探し出すのが目的で
す。同機構でも、詐欺などのパターンがどのように見えるかを常に想定できているわけでは
なく、不審な活動に気付くためには、分析官が持つ専門技術に頼らざるをえません。この任
務には好奇心を維持することが大切です。分析官がデータを検証する際は、それが見せるパ
ターンとその理由について疑問を持つことが求められるのです。同機構の IT 組織には、こう
いった好奇心から生じるコストを削減し、分析担当者の「直観」を検証する際に行う作業量
を軽減する必要があります。

Brady 氏のアイディアは、組織内全体とすべての役職に対し向けられるものです。販売担当
者は、顧客の購入パターンから予想外のものを見つけ出すために、容易にデータを検証する
ことができるようになっているでしょうか。 運用部門では、最適なパフォーマンスの特定、
もしくは、運用プロセスにおける問題の診断をするために、データの検証が行えるでしょう
か。 財務担当は、業績向上の新しい手法を生み出すためデータを分析することが可能で、経
営上の意思決定のためにそれを細かく利用できているでしょうか? そして、IT リーダーたち
は、クラウドへの出費を精密かつ創造的な方法で最適化する方法論を、テストしてみること
が可能でしょうか?

好奇心は、イノベーションと改善を促進します。俊敏性を持つデータは、作業の従事者がア
イディアや直観、仮説、そして推測などを、思いついた瞬間に検証できるようにし、それら
をサポートできるデータ由来の新たなアイディアを提供できます。

エンタープライズは、そういった俊敏性をデータに与えるため、そのデータの内容と取得方
法や保存方法、そのデータをどの様な状況でどの様に利用可能にするか、そして、データを
利用するためにどのようなツールとスキルを保持しているかなどの問題に対処する必要があ
ります。

https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/analytics-without-limits-finras-scalable-and-secure-big-data-architecture-part-1/
https://aws.amazon.com/blogs/publicsector/analytics-without-limits-finras-scalable-and-secure-big-data-architecture-part-1/
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データを素早く利用するとしても、まずは、そのデータを取得する必要があります。その利
用法が事前に想定できないものになることを考えると、利用法が分かっているものより多くの
データを集める必要もあるでしょう。要は、「ビッグデータ」が必要なのです。幸い、クラ
ウドを使うと、データ保存のコストは低く抑えられ、さらに低価格化も進んでいます。つま
り、私たちのビジネスのプロセスにおいても、大量のデータを生み出し、それらを分析に利
用するための備えをしておくことができるわけです。たとえば、IoT のアプリケーションで
は、クラウドに爆発的な量のデータポイントを送ってくるようなセンサーがしばしば関連し
てきます。これも、エンタープライズ側で即座に分析するか、将来の用途のためにただ保存
しておくということができます。また今では、各エンタープライズは、ビデオ、テキスト、
会話などを含む非常に広範囲のデータタイプを処理できるようになりました。こういった情
報のすべてを、斬新かつ興味深い手法で活用できる可能性が開けたのは、本当に素晴らしい
ことです。

GE Oil and Gas では、同社の原油パイプラインに沿って「ピッグ」と呼ばれる一種の MRI デ
バイスを移動させ、そこで得られる 750TB におよぶ情報を、パイプラインのインフラストラ
クチャ内部で起きる問題を予見するために用いています。Hudl では、スポーツコーチが選手
と共にレビューできるように、10PB におよぶビデオその他のデータを集積しました。Peloton 
では、行ったエクササイズバイクのデータを集め、顧客にインサイトを提供するための分析を
行っています。そして Airbnb においては、Amazon Elastic MapReduce (EMR) を使い、1 日
に 50GB のデータを集積しクラウドで高速の分析を行っています。このツールでは、大規模
のデータを、高速かつ並列的に分析することが可能です。5

 5 https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas/、
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/hudl/、
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/Peloton/、
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/airbnb/。

1 データの取得

https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/ge-oil-gas/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/hudl/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/Peloton/
https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/airbnb/


一度取得されたデータは、分析に用いるために保存しておく必要があります。従来、データ
の保存には、トランザクション上でそれがどの様に使われるかを想定して決められた、構造
的な形式が使われていました。たとえば、データベース内には、「受注数量」とか「単価」
といったフィールドがあるでしょう。 これらのフィールドを埋めるためのデータが収集さ
れ、データベース内の適切な空白に挿入してファイルとして保存します。そして合計額を知
るには、それらの数値をいつでも乗算できます。データを、こういった型にはめ込むこと
で、取り引きを処理する目的には便利になります。しかし、分析の役に立ち得る情報は失わ
れてしまうかも知れません。これが、リレーショナルデータベースモデルです。

これまでの数十年間は、このリレーショナルデータベースが支配的でした。「単価と受注数
量を乗算する」というようにあらかじめ形態が分かっている、古典的なトランザクションデ
ータのボリュームを処理するために、これがとても適していたのです。しかし現在、トラン
ザクション以外のデータを扱っていたり、インターネットで膨大な規模のトランザクション
を運用していたり、あるいは、あらかじめ定義された「データフィールド」には容易にはめ
込めないデータの管理をしたりしている場合には、クラウドで目的別に設計された、よりよ
い代替手法が存在します。

例を挙げると、時系列データ (工業系センサー、または市場活動のトラッキングによって生
成される経時データ) の管理に特化されたデータベースとして Amazon Timestream があり
ます。また、Amazon Quantum Ledger Database では、ブロックチェーンでのデータ用 (
暗号化などの技術を使い、その履歴が検証可能) に使われることを意図しています。そし
て、Amazon Neptune は、ソーシャルネットワークなどでの複雑なつながりと関係性を示す
ために設計されました。各エンタープライズでは、リレーショナルモデルに押し込める形式
に束縛される必要がなくなったのです。

さらに (俊敏性のために) 良いのは、その分析方法が未知なデータは、データレイクと呼ばれ
る柔軟なレポジトリ内に保存しておけることです。ここでは、各データは受け取られたまま
の状態で単純に保存されます。データレイクのパワーは、分析の際に使われるツールによっ
て発揮されます。それらは、異なる種類の情報を組み合わせられ、構造化と非構造化データ
や異なる組織で保存したデータを一体化でき、膨大な量のデータをまとめることができるよ
うなツールです。現代のツールでは、機械学習アルゴリズムや統計分析が適用でき、自然言
語でのテキスト、ビデオ、会話などを処理することが可能になっています。

言葉を換えれば、各エンタープライズがデータの利用法を完全には分かっていない段階で、そ
れを保存する需要をデータレイクは満たしているわけです。データレイクでは、異なるビジネ
ス分野からのデータを放り込んでおいて、統合的に分析をすることができます。買収した企業
のデータをデータレイクに入れるためのセットアップも素早く行えるので、その会社の運営に
ついての透明性を確保しながら、本社のデータに統合して利用できるのです。こういったこと
すべてを可能にしたマジックとは、次のようなものです。(1) ストレージの低コスト化。(2) 
ゆるく構造化された異なる種類のデータを扱えるツールの登場。(3) データを広帯域かつ非同
期で送り込めるデータレイクのサービスの利用 (受信したデータはデータウェアハウスに送る
だけで済み、E メールのような待ち時間などもなく、データは即座に保存されます)。

9

2 保存
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データに俊敏性を与えるための次のステップは、役立つタイミングと場所で利用可能な状態に
するということです。(私が、必要な時と場所、といった表現を使っていないことにご注目く
ださい。ここでは、俊敏さやイノベーションについて語っています。) 現在、多く使われてい
るモデルは、セルフサービスプロビジョニングの一種です。分析担当者が何かに関心を持った
とき、彼らは一連のツールやデータのサブセットをすぐに取り出し分析を開始できます。リク
エストをする必要も、誰かからの提供を待つような必要もありません。その結果生じる自由さ
により、分析担当者は発想の「流れる様な」つながりを追求でき、創造性の障害となる (もし
くは、好奇心から生じるコストを高める) ストップアンドゴー的な作業から解放されます。ク
ラウドは、これらを実現するための重要な役割を果たします。これを通じ、新たな労働環境が
提供、活用され、その必要性がなくなれば破棄することもできます。また、プライバシー保護
のガードを簡単に設置することも可能にしています (この点は後で詳しく書きます) 。

3 利用可能にする
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データ駆動型エンタープライズでは、従業員に対し適切な分析ツールを、容易かつ迅速な方
法で利用できるようにしています。しばしばそれは、上に書いたようなセルフプロビジョニ
ングモデルにより実現されています。現在、非常に多くのソフトウェアやサービスが利用可能
であり、それらはデータを従来通りの構造化クエリで処理する用途に使えます。たとえば、デ
ータレイクにあるデータを基にデータウェアハウスをセットアップすることもできますし、
データレイクに古典的な SQL タイプのクエリを直接送るためのツールをプロビジョニングす
ることも可能です。

さらに現在は、より多くの可能性も広がっています。たとえば、モデリングツールを使いデー
タを可視化したり、シナリオを組み立ててその結果を確認したりすることもできます。現代の
分析手法における革命には、人工知能や機械学習が貢献しています。これにより、データの活
用法に新たな可能性が開かれました。結果予想、異常値の発見、データの分類、感情の分析、
パターンの特定、ロボットへの指令、さらにもっと多くのことが可能になっています。

Capital One が、顧客サービスを高いレベルに維持したまま、機械学習を使うことで詐欺行
為を検出しているのは、その一例です。T-Mobile では、顧客サービス向上のために機械学
習を利用しています。これを使い、顧客にとって最も役立つ記事を予想させ、顧客サービス
エージェントはその情報を素早く活用できるようになったのです。また Sky News では、英
国ロイヤルウェディングに関する同社の報道の中で、参列者の中にいる有名人の顔を AWS 
Machine Learning によって認識させ、彼らをTV 視聴者に紹介しました。さらに、Formula 1 
やメジャーリーグベースボール、そしてナショナルフットボールリーグでも、それぞれのス
ポーツに関する視聴者の体験を強化する目的で、機械学習を使っています。6

機械学習を適用するときは、まず初期のデータセットをベースにモデルをトレーニングして
おき、その後取得される新たなデータを適用していきます。AWS には、機械学習に関し、次
のような 3 つの基本的アプローチが用意されています。(1) 事前トレーニング済みモデルの
利用。たとえば、画像内にある物体を認識するトレーニング済みの Amazon Rekognition、あ
るいは自然言語の中で表現された意図を理解するトレーニング済みの Amazon Lex を使えま
す。(2) Amazon SageMaker により、機械学習用の一般的なアルゴリズムをベースにした独
自モデルのトレーニングと適用を行うことができます。(3) 機械学習に関する技術を持つ人材
がいるのであれば、機械学習に最適化された Amazon のインフラストラクチャを通じて、独
自のアルゴリズムを作成しそのトレーニングを行うこともできます。

これらのツールを利用することで、各企業は社員が持つ創造性を解放し、データの新たな活
用法を見出すことができます。

 6 https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/capital_one/、
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/t_mobile/、
https://aws.amazon.com/blogs/media/sky-something-new-at-the-royal-wedding/、
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/。

4 ツールの提供

https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/capital_one/
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/innovators/t_mobile/
https://aws.amazon.com/blogs/media/sky-something-new-at-the-royal-wedding/
https://aws.amazon.com/machine-learning/customers/
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データから価値を引き出すために重要な次の要素とは、好奇心だけではなく、適切なスキル
を持つ人材を確保することでもあります。現在、データサイエンティストたちが引く手あま
たなのは、まさにこの事情があるからです。もちろん、統計学に関する技能や経験値があまり
高くない人でも使える、多くのツールが用意されてはいます。それでも、データを最大限に活
用し、その仕事を厳密に実行していくためには、データを基にして最適な推論を行う方法を確
実に理解した人材を配置する必要があるのです。

端的な例としては、統計に関する経験が十分でない私たちは、平均値に過剰に頼ろうとする
ことが挙げられます。しかし実際には、値の全体的な分散こそが、重要なインサイトを与え
てくれるのです。私には、 USCIS で CIO に就いていたころの思い出が 1 つあります。私
たちはその時、ある種のタイプのアプリケーションでの処理時間を削減する方法を模索して
いました。私たちは、その処理時間の平均値をトラッキングするダッシュボードを作成しま
したが、そこで試みた種々の変更は、メトリクスに対しては小さい影響しか与えませんでし
た。私たちが見逃していたのは、国家安全保障や詐欺への対応を引き起こすごく少数のアプ
リケーションが、ずっと長い処理時間を必要とするということでした。これにより、平均値
がゆがめられてしまうのです。私たちにはそれを制御する術はありませんでした。私たちの
改善策はかなり多くの事例に適用できましたが、平均がかなり歪んだ構造であったため、期
待した成果は上がりませんでした。この問題点に気が付き、たとえば処理完了時間の 85 パー
センタイル値のモニタリングなどを開始したことで、私たちの行った修正内容が、ほとんど
の事例で顕著な効果を発揮していることが確認できるようになりました。私たちの手元には
データがあり、そのためのツールとアクセス方法もありましたが、適切な推論を展開するた
めのスキルが不十分だったわけです。

さて、たとえ意図的ではなくとも、データが間違った角度で提供されると、データ駆動型
の意思決定における根拠も薄弱なものになり得ます。Edward Tufte 氏の書籍「The Visual 
Display of Quantitative Information」の中では、データがその提供形式により、いかにゆが
められ不明瞭になりうるかが示されています。7繰り返しになりますが、データを積極的に活
用するエンタープライズでは、正しいデータだけでなく、分析とその表し方に関する正しい
スキルも確保する必要があります。

5 スキルアップ

 7 Edward R Tufte 著、「The Visual Display of Quantitative Information 」(Cheshire, CT: Graphics Press, 2015)
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データを斬新な用途に利用する (いうなれば、好奇心を満たす) 前に、その周囲にはプライバ
シーや機密性を保護するガードを配置する必要があります。データ駆動型のエンタープライズ
では、「プライバシーバイデザイン」の手法を用いて、計画と先見に基づいたセーフガードを
確立しています。ここでは、保護を必要とするものをあらかじめ検討し、そのための自動的な
手法をセットアップすることで、スピードや柔軟性を現実のものにしています。実際、EU 一
般データ保護規則 (GDPR) は最近、プライバシーバイデザインの要件を発表しました。

クラウドでは、自動的なアクセスコントロールをセットアップするためのツールを数多く提
供しています。従業員に対し、それぞれがアクセスすべきデータへの正確なアクセス権限
を、細密なレベルでコントロールすることが可能なのです。また、データの発生源や妥当性
を追跡する、データを暗号化または隠蔽する、フィールドごとやレコードごとにアクセスを
制限するさまざまな方法があります。言葉を換えると、従業員にはどの顧客のデータがアク
セス可能なのか、あるいは、その顧客と関連するデータのどの部分を従業員が閲覧可能なの
かなどを指定できるわけです。さらに、Amazon Macie では機械学習を活用して、データレ
イク内のどのデータが個人を特定できる情報 (PII) なのか、またそのデータがどのように使わ
れているかなどを識別できます。あるいは、データ管理について、集合化したレベルでのみ
扱う、あるいはマスキングまたは匿名化した情報でのみ扱うという選択もできます。そこに
は柔軟性があり、データ駆動型の各エンタープライズでは、取り扱うデータのタイプに合わ
せ、プライバシー保護に関する判断を、責任を持って行う必要があります。

エンタープライズが、与えられた膨大な量のデータを利用する際には、多くの他の課題も浮
上してきます。異なる IT システムから同一人物に関するデータを正確に結び合わせること
は、特に単一の国家的な ID システムを持たない米国のような国においては、しばしば課題と
なることがあります。データの不正確さは、その入力時での間違いだけでなく、それを集め
るための IT システムにおける限界によっても引き起こされるのです。たとえば、ユーザー名
に姓と名だけが入力できる IT システムでは、ミドルネームなどを持つ人々の識別が不正確に
なります。8

データ駆動型エンタープライズのゴールは、とにかく、意思決定を厳密かつ正確に行いイノ
ベーションを継続する目的で、データを利用可能にすることにあります。これには、後々柔
軟に活用するためデータの収集および保存を行い、そのデータと適切なツールを担当者が困
難なく利用できる状態に置き、デザインの段階からプライバシーと機密性を考慮しつつ、有
効な推論を立てられるスキルの育成も行いながら、データの健全性に関する問題を解決する
ことで、不完全な情報を基にした意思決定が行われないようにする必要があります。これ
が、データに俊敏性を与えるということの意味なのです。

 8 実世界のシナリオを全く理解しない IT システムの事例については、Gojko Adzic 氏の「Humans vs Computers」をご覧ください。

6 ガードの配置
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デジタル世代における俊敏なビジネスとは、あるアイディアを試しながら、そこからフィー
ドバックを得た上で、進路修正を繰り返すことで前進していくものです。こういった高速フ
ィードバックのアプローチは、企業のイノベーションを促します。さらに、各アイディアは
それにコミットする前にテストできるので、投資リスクを低減させることもできます。結果
として、企業の製品と、それが提供される予定のマーケットの間で良いマッチングが生まれ
ます。また、その企業は、適切な問題を適切な方法を使いながら最良のタイミングで解決し
ていることに、確信が持てるようになります。

高速フィードバック

ここでいうフィードバックとは、新しい機能や製品についての評価を、顧客に尋ねるという
ことではありません。むしろ、データ駆動型エンタープライズでは、顧客が取った実際の行
動を見ることで収集される、量的なフィードバックを利用しています。これは、マーケット
動向やその他のメトリクスをモニタリングすることでも得られます。

例としては、企業がしばしば行う、 A/B テストによるウェブサイトの利用性向上策が挙げら
れます。これは、デザインの一部で 2 つのバリエーションを試行してみるという方法です (
通常は、一方に現行の固定バージョン、そしてもう一方には、公開を計画している新しいバー
ジョンが使われます)。これらの企業では、一定の顧客にはバージョン A を提供しながら、
別の顧客にはバージョン B を提示しています。そして、顧客の行動に関するデータを収集し
て、それらがもたらす効果との関係性を分析するのです。たとえば、クリックされるアイテ
ム数を最大化するために、表示されるボタンの色をグリーンかレッドのどちらにするか決め
たい時は、グリーンバージョンとレッドバージョンを見せるユーザーを分けて、どちらのグ
ループがより多くのクリックをするか確認できます。Expedia と Netflix は、繰り返し A/B 
を行っている企業の代表例です。両社では、クラウドにあるデータウェアハウスからの大量
のデータを利用しています。9

 ⁹ https://www.youtube.com/watch?v=k8PTetgYzLA

ビジネスの俊敏性を実現するための、
データの利用方法とは何か。

https://www.youtube.com/watch?v=k8PTetgYzLA
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フィードバックによる学習と調整の強力なアプローチは、単なるユーザーインターフェイス
の A/B テストにとどまりません。たとえば、新製品のアイディアは「実用最小限の製品」を
作ることでテストできます。これは、最小限で最も簡素なバージョンの製品であり、それが
成功しそうか、あるいは、成功させるにはどのような修正が必要かについての情報を、企業
が集めるためのものです。マーケティング戦略、販売促進、代替技術などは、こういったト
ライアルや観測を通じてテストすることにより、不確定性を低減することができます。そし
て、それを実現するための鍵となるのが、データを収集し、分析のために利用可能な状態に
置いておくことです。

実用最小限の製品、および、高速フィードバックのテクニックについては、Eric Ries 氏の著
書「The Lean Startup」に解説されています。10Ries 氏によれば、スタートアップ企業という
ものは、あらゆる時点において 2 種類の仮説を掲げています。1 つの仮説は、彼らが提案し
ている製品が顧客に対しどのような価値を提供するかに関する、価値の仮説です。そしても
う 1 つの仮説は、彼らがそのマーケットをいかに開拓でき、顧客に製品を使ってもらえるよ
うになるかという、成長の仮説です。実用最小限の製品とは、スタートアップ企業がこれら
の仮説の良否を判断する情報を与える最小限の製品であり、それにより製品の修正点を見つ
けマーケットで再テストすることができます。

そして、この一連のプラクティスは、スタートアップ企業向けや、新製品開発向けに用途が
限られているわけではありません。これは、大規模なエンタープライズを含めた組織にとっ
ても、学習を基にした軌道修正によりビジネスの俊敏性を達成する上での、中心的な手法に
なっているのです。あるエンタープライズで、内部の従業員が使用するための、新しい IT シ
ステムの開発を検討していたとします。その場合もおそらく、開発する IT システムが、その
ビジネスケース用に提案された成果をどのように実現するのかに関する、1 つの仮説が立て
られているはずです。その仮説は、データが表す内容をもとに、テストや修正が行われる必
要があります。

結局のところ、俊敏性の実践ではデータが必要とされるのです。学習と適応を目指すエンタ
ープライズでは、新たに掲げた構想の影響に関するデータを集め、その構想にフィードバッ
クする必要があります。さらに、俊敏性のためにはエンタープライズがビジネス環境の変化
を感じ取ることも必要です。それにより、ビジネスでの成果を最大化するための、適切な対
応が取れるようになります。データ駆動型エンタープライズでは、データに対し俊敏性を与
えているだけでなく、その俊敏性をサポートするためにも、データを利用しています。

10 Ries, Eric 著、「The Lean Startup: How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses」(New York: 
Crown Business, 2011)
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社内文化とプロセスの変革

データ駆動型を実現することは、かなり異なる意思決定方法を必要とします。これは、多くの
組織にとって、文化的な深い部分での変身を意味する要素です。従来においての意思決定で
は、詳細な計画を立てた上で、入手可能なデータを使い各選択肢の分析を行ってきました。
そして限られた使用可能なデータによって、最も成果を上げそうな選択肢を選ぶようにして
きたわけです。デジタルの世界では、計画が策定された時点で入手できるデータだけを受け
入れるようなことはしません。代わりに、追加のデータを得るための方法を考えだし、それ
らのデータを意思決定過程に組み入れようとします。新しいデータを生成することで、不確
実性が克服できます。

USCIS で私たちが考案した、IT ガバナンスのためのテクニックは、その一例です。要件に関
する膨大なドキュメントを作成し、それを、実装しようとしている技術者たちに手渡す代わ
りに、私たちは、ビジネス上の目標をシンプルに掲げました。1 つの事例を挙げると、スキ
ルのあるケースプロセッサー (ステータス検証担当者) は、1 日に 70 件の事例を処理できる
ことが分かっていたので、この数字をずっと大きなものにするという目標を決めたのです。
他のビジネスケースでは、担当者が現場間を移動する時に何冊ものファイルが紛失されてい
ることが分かったので、こうした状況下でのロスをなくそうと考えました。

これら 2 つの目標達成のため、私たちは主要なメトリクスを表示するダッシュボードを作り
始めました。1 日に処理した件数、あるいは、紛失したファイルの数を知るためです。要求
事項をドキュメントに書き連ねる代わりに、私たちは、ビジネス運用と IT 技術の両方にま
たがり業務をするチームを結成しました。そして彼らに、得られたメトリックを改善するこ
とを求めたのです。このチームには、 IT システムとビジネスプロセスを素早く修正できるツ
ールを用意し、彼らと共にダッシュボードで成果を監視しました。彼らは、毎日、少しずつ
修正を追加していき、結果をモニタリングしていました。このデータから得られるものによ
り、チームでは成果を最大化するための次の一手を決めることが可能でした。同時に管理側
では、このイニシアティブへの出資を継続すべきか、別の用途に振り向けるべきかの判断が
できたのです。結果的に手に入ったのは、データ駆動型で、リスクが低減され、価値を迅速
に生み出すことができる、負荷の軽いガバナンスプロセスです。

この結果は、もう 1 つの重要なポイントも導き出しました。つまり、責任能力は透明性によ
り強化されるものだ、という点です。データを広く利用可能にしたことで、チームの行う業
務に透明性を与えていたのです。最終的に、監督する側でも投資判断を継続的に見直すこと
ができるようになり、金額の増減、目標の再設定、あるいは全体の出資の停止といった決断
が下せるようになったのです。成功の基準は結果しかありませんでしたが、結果はすぐに出
ました。しかし、それらの結果には、データによるサポートが必ず必要なのです。
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パターンを見つける

データにより俊敏さがもたらされるもう 1 つの領域が、ある環境内における変化の検出やパ
ターンの認識です。たとえば、機械学習は異常値の検知とその対応に利用できます。機械学
習モデルは、履歴データ、もしくは繰り返すようなデータでトレーニングすることが可能で
す。これで、「正常な」状態を憶えさせることで、「非正常」な活動への対応に応用するこ
とができるのです。このテクニックは、不正な取り引きとか、ハッカーによるネットワーク
への侵害などを発見するために使用できます。あるいは、工場の生産ラインにおいて、平常
の動作から逸脱しており修理もしくは交換の必要がありそうな装置の発見にも使えます。こ
れにより、実際に故障する手前での対処が可能になるのです。

大規模にデータを収集すると、そこに存在するとは思ってもいなかった関連性の存在に気付
くこともあります。ソーシャルメディア企業では、人々同士の関係性についての、大きなデー
タベースを持っています。国土安全保障省は、テロリストの可能性があるとして捜査対象に
なっている人物が、すでにテロリストであると断定された他の人物と同じ住所での居住歴を
持つことを発見するかもしません。これにより、この人物に次に出会ったときは、いくつか
質問をすることになるでしょう。多数の不正な移民申請書が、1 人の移民専門弁護士のみに
よって作成されていることが分かるかもしれません。ここまで、単なるトランザクションの
処理をはるかに超えたデータの利用法について考えてきました。そこでここからは、そうい
ったトランザクションの間に存在する、重要かつ興味深い関連性について考えていきます。
しかし繰り返しになりますが、そこで発見されるであろう関連性が何であるのかは分かりま
せん。そして、俊敏性、柔軟性、好奇心はデータから価値を得るための鍵なのです。

データを使い「イベントの監視をする」ことに関し、もう 1 つの例を引き合いに出すと、デ
ータポイントの存在が、何かのアクティビティがあったことを示す役割を果たすということ
があります。たとえば、監査証跡のログが自動作成されたタイミングなどがそれに当たりま
す。アクティビティの証跡を追いかけることで、監査官はコンプライアンスの検証や不適切
な活動の調査が可能になります。通常、ブロックチェーンには、アクティビティがあったこ
とを確認するためのデータが保存されています。2 当事者間で資金の移動があったこと、あ
るいは、関与している当事者間の提携が承認されたこと、などがその例です。コンプライア
ンスを確立する目的で、自動的な保護ガードの配置や監査データを利用することで、多くの
場合エンタープライズでは、負荷が重く俊敏性を損なう原因となるコンプライアンス業務か
ら、解放されることができます。

もちろん、ビジネスの俊敏性を実現するためにデータを活用することには、いくつかの課題
も生じます。ここまでで書いたように、データから適切な推論を導き出すためには、一定の
スキルが必要です。データ自体は、必ずしも人間に対し取るべき行動を指導してくれたりは
しません。私たちがそれを解釈し、適した決断をする必要があります。誤検出と検出漏れの
間のトレードオフに直面することもあります。たとえば、不正行為の可能性を特定するため
通常と違う取り引きを発見しようとする場合、問題視する取り引き数が多すぎてしまい顧客
に不快感を与えたり、あるいは、問題視する数が少なすぎて不正者が忍び込むチャンスを広
げてしまう、などのリスクが生じます。データセットのサイズが大きくなると、意味を持た
ないパターンもより多く発生する可能性が増えます。あるいは、重要なパターンが莫大な数
の関係性の中で埋もれてしまうかもしれません。シグナルが多いほど、ノイズも蓄積されて
いきます。
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データ駆動型組織では、ビジネスの成果を向上するためにデータを利用しています。それ
は、意思決定の厳密さを促進するためのデータ利用と、データの利用性を高めながらイノベー
ションを起こし顧客に価値を提供することで実現されます。データが柔軟性に欠けるフレー
ムワークに固定され、サイロ化され、取得するのが困難な場合は、ビジネスの俊敏性の実現
にとって障害となります。企業が、チャンスに対応できず、製品の素早い市場投入などを行
えなくなるからです。さらに悪いのは、企業がプロセスの推進と調査にデータを利用しない
場合です。このような企業は、対象マーケットとの重要な接点を失い、また、掲げたイニシア
ティブをより良く成功に導き得るフィードバックも取得し損ねることになります。一方、デー
タ駆動型組織では、データを俊敏性獲得のために活用し、その俊敏性によりデータ自体の価値
をさらに高めています。

まとめ

Mark Schwartz,
AWS エンタープライズ
ストラテジスト

著者について

Mark Schwartz は、アマゾン ウェブ サービスのエンタープラ
イズステラジストであり、「The Art of Business Value」、 
「A Seat at the Table: IT Leadership in the Age of Agility」、 
そして「War and Peace and IT: Business Leadership, 
Technology, and Success in the Digital Age」の著者でもあり
ます。AWS に入社する前は、アメリカ合衆国市民権・移民局 
(国家安全保障省の一部門) と Intrax で CIO を、また Auctiva 
では CEO を務めていました。ペンシルベニア大学ウォートン
校で MBA を取得しており、エール大学ではコンピュータサイ
エンスの学士と哲学の修士号を受けています。

Mark Schwartz の他の著作を読む »

https://aws.amazon.com/blogs/enterprise-strategy/author/schmark/

