
【特集②】
データ分析と意思決定者の関係

kpmg.com/ jp

KPMG
Insight
KPMG Newsletter

Vol.32
September 2018



© 2018 KPMG Consulting Co., Ltd., a company established under the Japan Company Law and a member firm of the KPMG network of independent 
member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved. 1KPMG Insight  Vol. 32   Sep. 2018

特集

データ分析と意思決定者の関係

KPMGジャパン
KPMG Ignition Tokyo
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データ分析は、企業のデジタルトランスフォーメーションに向けての大きな鍵です。
企業の意思決定者は、多くの情報源から得られるさまざまな構造化および非構造化
データを分析し、新しい洞察を得て、機会を創造し、ビジネスベネフィットを作って
いきます。しかしながら、投資しているシステムとそれによって生まれる洞察に関し
ての意思決定にはしばしば矛盾が生じます。
なぜ、矛盾が生じるのか。また、その矛盾を緩和するためには何をすべきか。本稿で
は、企業の意思決定者がなすべきことについて提案いたします。
なお、本文中の意見に関する部分については、筆者の私見であることをあらかじめ
お断りいたします。

 

3point データ分析の落とし穴

データ分析の落とし穴に陥らないため
には、データ分析に「金」「時間」「心構
え」を投資する。

4point 外部のリソースを活用する

分析結果を冷静に判断するために、
人や場所など外部のリソースを活用
する。

Yasar Altinbay 
ヤシャール・アルテンバイ 

1point データ分析と直感は
矛盾する

プレッシャーに追われている CEO は
直感に頼り、データ分析による洞察を
活用しないことがある。

2point 適切な準備と心構えで
矛盾はなくなる

適切な準備で、CEOはデータ分析から
の洞察力に確信が持てるようになる。
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I .  データ分析に関する現状
1. 矛盾するCEOの行動

データ分析が企業にデジタル変革をもたらすことは、今ではほ

とんど一般的な認識になっています。IoTやソーシャルメディアの

データ、財務システムのデータ、販売データと、従来からあるデー

タから新しいデータまで豊富にあります。

このような構造化、または非構造化データ自体は、ビジネスに価

値をもたらすものではありません。しかし、一度分析されると、実

用的なリアルタイム洞察を生みます。これらの洞察はイノベーショ

ンや最適化に繋がり、絶えず新しい機会を作っていきます。

意思決定者（この記事ではCEO）は、アジャイルで変化に対応で

きる、競争力のある企業をつくるうえで必要になる人材、テクノロ

ジー、組織に新しい投資をする必要があります。さらに、デジタルト

ランスフォーメーションがこの投資、人材、ビジネスカルチャー、お

よび組織にも影響を与えていきます。

KPMGは、2018年5月に世界主要11ヵ国の大企業の最高経営責任

者（CEO）1,300人を対象にした「Growing Pains：2018 U.S. Global 

CEO Outlook」（KPMGグローバルCEO調査2018）の調査結果を発

表しました。4回目になる今回の発表は、今後3年間の成長見通しや

CEOが直面する課題、成功へ導くための戦略等をサーベイ形式で

調べたものです。

グローバルCEO調査2018日本企業の特長
◦  世界経済や自社の成長見通しについては自信を示しつつ
も、昨今の保護主義への回帰や破壊的技術革新への対応
の遅れなどに高い不安感を募らせている

◦  デジタル時代で生き残るため、経営の機動性が重要と考
え、その機動力を達成するためには、第三者との連携強化
およびデータサイエンティスト1の活用がカギとなると考えて 
いる

日本の企業からは100名の方々がサーベイに答えています。日本

回答者の主な特徴を下記に列挙しました。

このレポートでは、米国のCEOの大多数が、システムで得た予測

分析（predictive analytics）と過去データ（historical data）に同じ信

頼を置いているという結果になりました。さらに、非構造化データ

も信頼しています。

しかしながら同時に、彼らは予測分析モデルの使用や非構造化

データの使用を増やす予定はないとも答えています。過去3年間に

おいて、クリティカルなデシジョンを下すうえでデータ分析による

洞察があったとしても、CEOの過半数（78％）がデータによる洞察

を使わず、直感に頼る決断を下しています。これは、日本も同じで

す。日本も、世界平準以上の68％という数値が出ています（図表1

参照）。

なぜ、CEOの行動は矛盾してしまうのでしょうか？なぜ、グロー

バルCEOはデータ分析などのテクノロジーに投資しながら、データ

から導かれた洞察ではなく、ガット・リアクションで決定を下すの

でしょうか。本稿では、意思決定者の懸念事項に取り組むために何

をすべきか、どうしたらデータ分析をデシジョンメーキングとして

信用されるかについて提案をいたします。

2. CEOの悩みが矛盾を生む

意思決定者のCEOは、なぜ投資をしているデータ分析からの洞

察を使いたくないのでしょうか？考えられる主な理由には次のよう

なものがあります。

⃝  元データの信用性を疑っている

⃝  過去にテクノロジーを使って、苦い経験をした

⃝  自らのガット・フィーリングがデータ分析からの洞察と釣り合

わないため、その洞察が腑に落ちない

⃝  データが足りない

⃝  データが古い

⃝  神経質、または時間的なプレッシャーがあり、即決する必要性

がある。そうなると、データよりも直感を信用してしまう

しかし、これらの理由では、データ分析導入前までのデシジョン

メーキングと何ら変わりありません。

では、ペインポイントはどうでしょうか？競合に先を越される、

または競合も同じ考えであれば、他業種からの新しい競合が業界

根底からデータを武器に産業そのものを変えてしまうでしょう。そ

のため、結果的には負け組になってしまいます。

それでは、CEOは何をするべきでしょうか？CEOの懸念、つまり

データからの洞察ではなく直感に頼るという矛盾を緩和するには

何をすればよいのでしょうか。そこで、ここではデータ分析前、デー

|図表1　データ分析よりは直感、経験で決断を下すCEOの割合

米国 日本 グローバル

78% 68% 67%

1  データを活用・分析し、それをマーケティングや経営等に活かしてビジネスに価値を生み出す職業
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タ分析中、データ分析後の3つのシーンに分けて、CEOがデータ分

析にどのように臨むべきかについて説明します。

II.  データ分析にどのように 
臨むべきか

1. データ分析前

データを分析する前に心がけておきたいことは2つあります。1つ

目はデータ分析を行うことの心構えです。この心構えができていな

ければ、どのような分析結果や洞察が出たとしても意味がありませ

ん。2つ目は、分析に用いるデータの準備です。正しい洞察を得るに

は、そのための適切なデータが必要となります。

（1） 心構え
⃝  結果を信用する

  時間や資金を投資する心構えをして、結果を信用することで

す。競合は、既にそこまでやっているとの危機感を持つことも

重要です。

⃝  分析はユニークなものであることを受け入れる

  多くのクライアントは、実証されているソリューションを望んで

います。これは、他社で成功したものは、まったく新しいもの

よりも、成功する確率が高いと解釈しているからです。しかし、

実際には各社の問題提議や分析はユニークなものです。

⃝  前提を疑う

  分析前に特定されたペインポイントが、データの分析で特定さ

れるペインポイントと必ずしも一致するとは限りません。もち

ろん、CEOがデータからの洞察よりも直感を信用するというこ

ともありますが、それだけではありません。他の経営陣も取り

上げられた課題を前提として、間違った道を歩んでいる可能性

があります。

（2） データ
⃝  データは、より直近で正確なものを使う

  可能な限り、正しく、正確で、リアルタイムに近いデータを使い

ます。データ分析のシステム以上に、データが重要です。データ

が間違っていれば、洞察もピントがずれたもの、または問題か

らかけ離れたものになってしまいます。

⃝  インサイドアウトデータも取り入れる

  市場データとの比較など、社外データだけではなく、「インサイ

ドアウトデータ」も使います。「インサイドアウトデータ」とは、会

社に蓄積されている膨大なデータのことです。これらは、デー

タの情報量が莫大であるために手のつけようがないと思われて

いたり、重要ではないと見られているため、分析されていませ

ん。一方、収集されていないものの、会社内で利用可能なデー

タもあります。たとえば、従業員からの意見などです。ソーシャ

ルデータは外部データとして集められますが、従業員からの意

見を集めている企業は多くないようです。

これらを踏まえると、新しい洞察を得るためのポイントは次の5

つにまとめることができます。

① 社外での分析を検討する
社外で分析すると、違う雰囲気になり、新しいパースペクティブ

が生まれます。勤務上の締め切りに追われていると、目前にあるか

もしれない洞察を見入ることはできません。時間の制限、懸念事項

がなくなるほど、障害物が目の前から消えます。

② 中間層や若手、部外者からもインプットをもらう
経営陣だけで分析せず、中間層や若手からもインプットをもら

い、あらゆる観点から物事を見るようにします。また、可能であれ

ば、完全な部外者を加えることをお勧めします。

③ 分析後に必ず方向性を示す
データを分析する前に、分析後には方向性が作れることを同意

しておきます。

④ 第三者を介在させる
自社だけで分析せず、外部のファシリテーターにプロセスを誘導

してもらうようにします。これは、データ分析のプロセスを妨げな

いようにするためです。

⑤ 専門家の意見を聞く
日々の対象オペレーションに関与しない、外部の専門家に意見を

聞くことで、視野が広くなります。

2. データ分析中

新たな機会を創造し、ビジネスベネフィットを作り出すためには、

「従来にない洞察」が不可欠です。そのためには、従来とは異なる

データや分析手法が必要となります。

⃝  関連のない外部データ

  洞察力とアイデアを得るために、通常は関連しない外部データ

を使用します。利用できる社内データは既に何度も分析してい

るはずです。ですので、外部データを使って新しい視点を作る
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ようにします。通常、大企業には多数のサイロがあります。その

場合、他サイロも外部データと見込んで採用します。

⃝  動的でリアルタイムなデータ

  データは静的ではなく、できるだけ動的でリアルタイムの物を

使うようにします。ビジネスのスピードは非常に早く、状況はす

ぐに変化します。業界、状況によっては、分析は数時間で劣化

する可能性があります。

⃝  多角的な分析

  さまざまな角度でデータを分析します。また、多種多様な外部

データを用いて相関させてみると、より精度が高くなります。

⃝  データの可視化

  3次元データは、2次元データより優れています。また、時限分

析を取り入れて4次元にすると、より洞察は増えます。

3. データ分析後

分析が終われば、その結果から何らかの洞察が導き出されます。

CEOは、その洞察をどうするかを決めなければなりません。その際

には、次のようなことに注意する必要があります。

⃝  洞察は結論ではない

  洞察はあくまでも洞察にすぎません。洞察に対するアクション

が必要です。

⃝  説明が難しい洞察はアクション不要である

  小学生に説明できないほど理解困難な洞察は、アクションを取

る必要がありません。なぜならば、ペインポイントは通常 �アナ

ログ�な問題であり、回答が複雑だから解決するとは限らない

からです。洞察は、あくまでも新しい考え方だから解決するの

です。

⃝  ビジネスそのものを修正する

  得た洞察は、システムを修正するためのものではありません。ビ

ジネス自体を修正するためのものです。多くの場合、ビジネスプ

ロセスを変革するケースが最善策です。

⃝  データ分析は変化に応じて適切に行う

  データ分析は1回だけ行うものではありません。ビジネスの変

化に応じて、その都度実行します。そのため、洞察は短期的な

ものになる可能性があります。

⃝  ビッグピクチャーは何かを考察する

  視野が狭まると、小さな物事に執着しがちになります。今年は

XXXについてのデータを分析することに意義があるかもしれま

せんが、来年はYYYかもしれません。

最終的に、問題は人間絡みであることが多いものです。これは、

システムやツールがビジネスを導くのではなく、ビジネスがシステ

ムとツールを先導するからです。データ分析では、このことを忘れ

ないようにしましょう。

III. 結論：CEOのテークアウェイ

データ分析とその視覚化からは多くの洞察を学ぶことができま

す。しかし、そこには落とし穴もあります。こうした落とし穴を避

けるには、次の5つのポイントに注意します。

①  データ分析に金、時間、心構えを投資する

②  適切なデータを使用する

③  新しいビジネス情報を得るために、通常のビジネス以外のデー

タを使用する

④  個人的な本能が邪魔しないように、またプロセスを容易にする

ために、外部のリソース（人や場所など）を活用する

⑤  投資したシステムのデータ分析結果が好ましいものでなくと

も、自らの本能以上に信用する

データとデータ分析、分析結果に対する信頼度を上げて初めて、

CEOは適切な投資、人材、組織、カルチャー、ビジネスにおいて意思

決定を行うことができるようになるでしょう。

本稿に関するご質問等は、以下の担当者までお願いいたします。
　　　
KPMGジャパン
KPMG Ignition Tokyo

ディレクター　Yasar  Altinbay（ヤシャール・アルテンバイ）
yasar.altinbay@jp.kpmg.com
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