
データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景

キーエンスについて

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶだけで
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。

営業ターゲット先
抽出

離職率の
低減

リピート率
向上

金融 人材 小売

KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国220拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

新商品の約7割は世界初、もしくは業界初で、Ｆｏｒｂｅｓ社

の“世界で最も革新的な企業ＴＯＰ100”には8年連続

でランクインしています。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を元につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。
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データ分析 サポートプログラム

導入後は、データサイエンティストやITエクスパートを含めた
キーエンスの経験豊富な専任サポートチームが、お客様のデータ分析・活用をサポート致します。
ツールをご提供するだけでなく、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目標に、
キーエンスのノウハウをフル活用しながら、お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・この段階での役割決め
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的にこのプロセスをサポートします。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

ハンズオンを通じて、
KIの基本的な操作を体験します。
また、診断にて決定した
貴社テーマに対して、
分析の実例を見ながら、
実践的な手法を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをサポート致します。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

50.3%
過去25年間の平均成長率

10%超
世界で最も
革新的な企業TOP100

8年連続
過去10年間の
海外事業の平均成長率

20%超
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課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。
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データ分析 サポートプログラム

導入後は、データサイエンティストやITエクスパートを含めた
キーエンスの経験豊富な専任サポートチームが、お客様のデータ分析・活用をサポート致します。
ツールをご提供するだけでなく、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目標に、
キーエンスのノウハウをフル活用しながら、お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・この段階での役割決め
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的にこのプロセスをサポートします。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

ハンズオンを通じて、
KIの基本的な操作を体験します。
また、診断にて決定した
貴社テーマに対して、
分析の実例を見ながら、
実践的な手法を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをサポート致します。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

50.3%
過去25年間の平均成長率

10%超
世界で最も
革新的な企業TOP100

8年連続
過去10年間の
海外事業の平均成長率

20%超
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データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景

キーエンスについて

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶだけで
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。

営業ターゲット先
抽出

離職率の
低減

リピート率
向上

金融 人材 小売

KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国220拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

新商品の約7割は世界初、もしくは業界初で、Ｆｏｒｂｅｓ社

の“世界で最も革新的な企業ＴＯＰ100”には8年連続

でランクインしています。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を元につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。
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お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専門組織です。組織図上ではIT部門ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部門から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独立採算制、

一種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部門はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を見つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「見つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部門ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部門から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

見せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先人が奮い立ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、自ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「見つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専門とする社内組織

「大阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ
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次のページへ

食品卸という業態にとって、データ分析とは？

「食品卸」である日本アクセスにとって、データ分析の位置づけは？

日本アクセスのデータ分析の主目的は、「顧客である小売企業様およびメーカー企業様の売上増に貢献すること」です。たとえば、

「店頭の『棚づくり』の提案」をするときなどに、データを活用します。スーパーなど大規模小売業の店頭には、麺類、調味料、お酒、

清涼飲料水、冷凍食品など、カテゴリ別にさまざまな売場があります。「棚づくり」とは、各売場での複数商品の並べ方、見せ方を 

考え、お客様が買いたくなる品ぞろえとともに、魅力的な売場をつくることです。棚全体の売上を最大化するには、定番商品だけ 

並べていてもダメで、さまざまなタイプの商品を適切に組み合わせて陳列する必要があります。そんな「お店がにぎわう棚」「儲かる

棚」を、私たち卸企業がデータを駆使して小売企業に提案するのです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社日本アクセス
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一般論でいえば、大規模BtoBである建設業は、（BtoCに比べると）データ分析が活用しにくい業態といえ

ます。BtoCには、「大量生産（または仕入れ）と大量販売」、「顧客は不特定多数」、「比較的に安価、リピー

ト頻度も高い」という特徴があります。

一方、建設業は、「注文生産、一品一様（一つ一つの建物がすべて違う）」、「顧客は特定少数」、「きわめ

て高価」という業態です。このように顧客の母数が少ないため、BtoC、たとえば大規模ECサイトがするよ

うにデータ分析を行うのは困難です。

しかし、この前提を踏まえてなお、私たちデジタル戦略推進室は思考停止することなく、建設業における

データ分析の方法論を模索していきたいと考えています。何か方法があるはずです。

建設業界とデータ分析

建設業において、データ分析はどのような形で有効になるのでしょうか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

清水建設株式会社

次のページへ
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営業改善のためのデータ分析

中外製薬では、KIをどう活用していく予定ですか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

中外製薬株式会社

次のページへ

※MR（Medical Representatives）医薬情報担当者 : 医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、
提供することを主な業務として行う者をいう。「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（厚生労働省令第135号）より

逢坂氏：中外製薬ではKIを営業データの分析に活用していきます。特に活用が活発なオンコロジー

（がん）部門での取り組みについて説明します。

小川氏：私が所属する製品政策部では、オンコロジー製品の市場展開戦略を定めています。実際の

医療現場での活動は営業部門（MR）がおこないます。1200人以上のMR※が、全国各地の医療関係者

向けにオンコロジー製品を展開します。

医療用医薬品向けの営業でもっとも重要なのが「適切な情報提供」です。「その薬の情報を必要な

医療関係者に、相手が必要な情報を、相手が必要な形式・時間で情報提供すること」が求められます。

医療関係者への情報提供の形式は、大きく次の5通りです。
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次のページへ

データ分析の取り組み

日本ハムでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社では1990年代のはじめ、まだ売上高7,500億円だった時代に、「1.5兆円に倍増させる」という目標を立てました。現在の 

売上高は1兆2300億円です。2018年には、さらなる顧客満足の向上、そして企業としての成長を実現するべく、生活者（お客様）

の実態やニーズ（困りごと）を知るために「ライフスタイル研究室」を立ち上げました。この「顧客を知る」活動の一環が、データ分

析です。いま食品業界では、人口動態に代表される市場環境の変化に伴い、企業活動の「前提そのもの」が変わりつつあります。 

これは弊社の事業分野である、調理加工品、水産品、乳製品、健康食品などに影響を及ぼします。この「企業活動の前提の変化」

をデータを通じて把握することも、データ分析の目的の一つです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

日本ハム株式会社
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次のページへ

概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の女性」

・主要カタログは年4～6回発行。その他、小カタログ、パンフレットなども不定期発行

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得方法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購入顧客数は数百万人。また、ウェブ会員数は1,000万人以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、衣料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部門は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを見た顧客がECサイトで注文した場合でも、売上

実績はEC部門ではなくカタログ部門に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共食い）を防ぐことが目的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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次のページへ

柴田陶器について

柴田陶器と美濃焼について教えてください。

柴田陶器は、岐阜県・愛知県にまたがる、豊かな土に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる一帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕入れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織田信長の経済政策に基づき、瀬戸近辺の

陶工技術者が東農に移り住み、以後、大窯が多く築かれました。桃山時代には志野焼をはじめとする「美濃桃山陶」が焼かれ、陶器

の一段産地となりました。江戸時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の生産も始まりました。現在も東濃

地方は和食器、洋食器を多く生産する大窯業地、日本有数の陶磁器生産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴田陶器株式会社
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次のページへ

データ分析の取り組み

NHKエンタープライズでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社には、長年にわたるお客様とのお取引の歴史があります。しかし、販売データを分析しきれていないため、お客様へのサービス

向上に活用できていません。KIは、データ活用によって業務を効率化し、顧客サービスをより一層向上させるために導入しました。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社NHKエンタープライズ
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鎌倉新書の主な事業は「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などのポータルサイトの運営です。「葬儀、お墓、仏壇などを買いたい 

ひと」と「それらを提供したい会社」を結びつけます。仕組みとしては、SUUMOさん、一休さん、booking.comさんなどと似た 

業態です。

収益は、提供側の企業様からの「成約手数料」です。料金

は、問い合わせではなく、成約に対して発生します。成功報

酬型の仕組みです。

おかげさまで2017年には東証一部に上場。2018年1月期

の売上は前年比で28%増、19年1月期は同46％増と急成

長しています。直近5年の成長率は年平均で26％です。

葬儀やお墓のポータルサイト運営

鎌倉新書の事業について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社鎌倉新書

次のページへ
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デジタルイノベーション部は、デジタル、フィンテックをキーワードに新規ビジネスを創出することを 

目的とする部門です。人員数は約100名。組織図上では、どの事業部門にも属していません。

ローンチしたサービスに、スマホ決済サービス『J-Coin Pay』があります。J-Coin Payは、個人間の 

お金のやりとりや、店頭での決済や銀行口座への出金を、手数料ゼロ円で提供します。たとえば、飲み会 

で割り勘になったとき、J-Coin Payを使えば、おつり交換の手間なく、スマートフォンでスムーズに 

割り勘できます。銀行口座に直結しておりクレジットカードなしで使えること、本人確認を銀行レベルで

実施していることが特色です。現在、地方銀行と連携して、全国的にサービス展開しています。

スマホ決済サービス、J-Coin Pay

みずほ銀行 デジタルイノベーション部について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社みずほ銀行
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エトヴォスは大人ニキビに悩んでいた代表 尾川が、医学博士と共に

2007年に創業した化粧品会社です。商品の特色は、皮膚科学に 

基づいた処方設計を徹底していること。医学博士が監修しています。

主な顧客は、20代中頃から30代後半の、敏感肌など「肌トラブルを 

経験したことのある女性」です。商流は店頭販売（卸売り）と、ECで、

大丸や松坂屋など百貨店に直営店も設けています。

他の自然派化粧品との差別化点は、「肌にやさしいのに、メイク商品

の発色が良く、使い心地が良いこと」です。多くの自然派化粧品は、 

エトヴォスの概要

エトヴォスについて教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社エトヴォス
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野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに的確に応えていくためのサポートツールとしてKIを活用 

しています。主に、お客様ごとの想定ニーズをリスト化し、全国の営業担当者（以下、パートナー）に向け 

配信することに役立てており、営業企画部がデータ分析をおこない、それをリテールビジネス推進部が全国

の営業店に展開しています。

現在、営業部門の残あり口座数は約530万、顧客資産残高は100兆円を超える規模であり、お客様の属性・

ニーズは多岐にわたります。

お客様へ最適な提案・アプローチを実現するためにKIを活用

野村證券では、KIをどのように活用していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

野村證券株式会社
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大阪ガス株式会社
（ビジネスアナリシスセンター）

株式会社NHKエンタープライズ

清水建設株式会社野村證券株式会社株式会社みずほ銀行

柴田陶器株式会社株式会社エトヴォス株式会社ディノス・セシール

株式会社日本アクセス日本ハム株式会社株式会社鎌倉新書中外製薬株式会社

KIには現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

｢データ分析が、これからの金融機関のカギを握ります。
現場が自ら分析し、動く、データドリブン組織を目指し
ています。

｢野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに
的確に応えていくためのサポートツールとして、
KIを活用していきます。｣

建設業という属人性の高い業態だからこそ、
データ分析の可能性を追求しています。

ECサイト、カタログ通販、テレビ通販のデータを
KIで統合解析することを目指しています。

「KIは、分析業務にとって本質である
『問いを立てる』に集中できるツールです。」

「楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイトのデータ
をKIを使って分析していきます」

「いま、新聞広告をご覧になったお客様が、ECサイトを
訪問しているように見受けられます。KIを使って、真相
を調べていきます。」

天気予報のようなデータ分析を目指しています。 「BIではできないことを、KIのデータ分析で実現してい
きます」

「食品市場の『前提の変化』をデータ分析を通じて
正しく認識したいと考えています」

KIは、「仮説を持たずに分析しても、影響度の大きい
切り口を提示してくれる」という点で、BIと異なります。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例

金融

幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・キャンペーン反応率の最大化
・リピート率向上
・クロスセル、アップセル

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・研修商品受注最大化

食品・医薬
・MRの行動分析
・量販店の売上分析
・化粧品ユーザーロイヤル化

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設
・事故率の最小化
・案件別労働時間最小化
・工期延長の要因分析

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

スポーツ
・観客数の増加
・ファンクラブのロイヤル化
・勝率の向上

EC・モバイル
・広告効果向上
・オフライン統合分析
・かご落ちの低減

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上

お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専門組織です。組織図上ではIT部門ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部門から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独立採算制、

一種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部門はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を見つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「見つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部門ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部門から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

見せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先人が奮い立ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、自ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「見つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専門とする社内組織

「大阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ
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食品卸という業態にとって、データ分析とは？

「食品卸」である日本アクセスにとって、データ分析の位置づけは？

日本アクセスのデータ分析の主目的は、「顧客である小売企業様およびメーカー企業様の売上増に貢献すること」です。たとえば、

「店頭の『棚づくり』の提案」をするときなどに、データを活用します。スーパーなど大規模小売業の店頭には、麺類、調味料、お酒、

清涼飲料水、冷凍食品など、カテゴリ別にさまざまな売場があります。「棚づくり」とは、各売場での複数商品の並べ方、見せ方を 

考え、お客様が買いたくなる品ぞろえとともに、魅力的な売場をつくることです。棚全体の売上を最大化するには、定番商品だけ 

並べていてもダメで、さまざまなタイプの商品を適切に組み合わせて陳列する必要があります。そんな「お店がにぎわう棚」「儲かる

棚」を、私たち卸企業がデータを駆使して小売企業に提案するのです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社日本アクセス

266013_KI_TG_1_cc2015.indd   1 2019/11/01   17:32

一般論でいえば、大規模BtoBである建設業は、（BtoCに比べると）データ分析が活用しにくい業態といえ

ます。BtoCには、「大量生産（または仕入れ）と大量販売」、「顧客は不特定多数」、「比較的に安価、リピー

ト頻度も高い」という特徴があります。

一方、建設業は、「注文生産、一品一様（一つ一つの建物がすべて違う）」、「顧客は特定少数」、「きわめ

て高価」という業態です。このように顧客の母数が少ないため、BtoC、たとえば大規模ECサイトがするよ

うにデータ分析を行うのは困難です。

しかし、この前提を踏まえてなお、私たちデジタル戦略推進室は思考停止することなく、建設業における

データ分析の方法論を模索していきたいと考えています。何か方法があるはずです。

建設業界とデータ分析

建設業において、データ分析はどのような形で有効になるのでしょうか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

清水建設株式会社

次のページへ
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営業改善のためのデータ分析

中外製薬では、KIをどう活用していく予定ですか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

中外製薬株式会社

次のページへ

※MR（Medical Representatives）医薬情報担当者 : 医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、
提供することを主な業務として行う者をいう。「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（厚生労働省令第135号）より

逢坂氏：中外製薬ではKIを営業データの分析に活用していきます。特に活用が活発なオンコロジー

（がん）部門での取り組みについて説明します。

小川氏：私が所属する製品政策部では、オンコロジー製品の市場展開戦略を定めています。実際の

医療現場での活動は営業部門（MR）がおこないます。1200人以上のMR※が、全国各地の医療関係者

向けにオンコロジー製品を展開します。

医療用医薬品向けの営業でもっとも重要なのが「適切な情報提供」です。「その薬の情報を必要な

医療関係者に、相手が必要な情報を、相手が必要な形式・時間で情報提供すること」が求められます。

医療関係者への情報提供の形式は、大きく次の5通りです。
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次のページへ

データ分析の取り組み

日本ハムでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社では1990年代のはじめ、まだ売上高7,500億円だった時代に、「1.5兆円に倍増させる」という目標を立てました。現在の 

売上高は1兆2300億円です。2018年には、さらなる顧客満足の向上、そして企業としての成長を実現するべく、生活者（お客様）

の実態やニーズ（困りごと）を知るために「ライフスタイル研究室」を立ち上げました。この「顧客を知る」活動の一環が、データ分

析です。いま食品業界では、人口動態に代表される市場環境の変化に伴い、企業活動の「前提そのもの」が変わりつつあります。 

これは弊社の事業分野である、調理加工品、水産品、乳製品、健康食品などに影響を及ぼします。この「企業活動の前提の変化」

をデータを通じて把握することも、データ分析の目的の一つです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

日本ハム株式会社
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概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の女性」

・主要カタログは年4～6回発行。その他、小カタログ、パンフレットなども不定期発行

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得方法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購入顧客数は数百万人。また、ウェブ会員数は1,000万人以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、衣料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部門は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを見た顧客がECサイトで注文した場合でも、売上

実績はEC部門ではなくカタログ部門に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共食い）を防ぐことが目的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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柴田陶器について

柴田陶器と美濃焼について教えてください。

柴田陶器は、岐阜県・愛知県にまたがる、豊かな土に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる一帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕入れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織田信長の経済政策に基づき、瀬戸近辺の

陶工技術者が東農に移り住み、以後、大窯が多く築かれました。桃山時代には志野焼をはじめとする「美濃桃山陶」が焼かれ、陶器

の一段産地となりました。江戸時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の生産も始まりました。現在も東濃

地方は和食器、洋食器を多く生産する大窯業地、日本有数の陶磁器生産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴田陶器株式会社
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データ分析の取り組み

NHKエンタープライズでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社には、長年にわたるお客様とのお取引の歴史があります。しかし、販売データを分析しきれていないため、お客様へのサービス

向上に活用できていません。KIは、データ活用によって業務を効率化し、顧客サービスをより一層向上させるために導入しました。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社NHKエンタープライズ
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鎌倉新書の主な事業は「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などのポータルサイトの運営です。「葬儀、お墓、仏壇などを買いたい 

ひと」と「それらを提供したい会社」を結びつけます。仕組みとしては、SUUMOさん、一休さん、booking.comさんなどと似た 

業態です。

収益は、提供側の企業様からの「成約手数料」です。料金

は、問い合わせではなく、成約に対して発生します。成功報

酬型の仕組みです。

おかげさまで2017年には東証一部に上場。2018年1月期

の売上は前年比で28%増、19年1月期は同46％増と急成

長しています。直近5年の成長率は年平均で26％です。

葬儀やお墓のポータルサイト運営

鎌倉新書の事業について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社鎌倉新書

次のページへ
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次のページへ

デジタルイノベーション部は、デジタル、フィンテックをキーワードに新規ビジネスを創出することを 

目的とする部門です。人員数は約100名。組織図上では、どの事業部門にも属していません。

ローンチしたサービスに、スマホ決済サービス『J-Coin Pay』があります。J-Coin Payは、個人間の 

お金のやりとりや、店頭での決済や銀行口座への出金を、手数料ゼロ円で提供します。たとえば、飲み会 

で割り勘になったとき、J-Coin Payを使えば、おつり交換の手間なく、スマートフォンでスムーズに 

割り勘できます。銀行口座に直結しておりクレジットカードなしで使えること、本人確認を銀行レベルで

実施していることが特色です。現在、地方銀行と連携して、全国的にサービス展開しています。

スマホ決済サービス、J-Coin Pay

みずほ銀行 デジタルイノベーション部について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社みずほ銀行
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次のページへ

エトヴォスは大人ニキビに悩んでいた代表 尾川が、医学博士と共に

2007年に創業した化粧品会社です。商品の特色は、皮膚科学に 

基づいた処方設計を徹底していること。医学博士が監修しています。

主な顧客は、20代中頃から30代後半の、敏感肌など「肌トラブルを 

経験したことのある女性」です。商流は店頭販売（卸売り）と、ECで、

大丸や松坂屋など百貨店に直営店も設けています。

他の自然派化粧品との差別化点は、「肌にやさしいのに、メイク商品

の発色が良く、使い心地が良いこと」です。多くの自然派化粧品は、 

エトヴォスの概要

エトヴォスについて教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社エトヴォス
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次のページへ

野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに的確に応えていくためのサポートツールとしてKIを活用 

しています。主に、お客様ごとの想定ニーズをリスト化し、全国の営業担当者（以下、パートナー）に向け 

配信することに役立てており、営業企画部がデータ分析をおこない、それをリテールビジネス推進部が全国

の営業店に展開しています。

現在、営業部門の残あり口座数は約530万、顧客資産残高は100兆円を超える規模であり、お客様の属性・

ニーズは多岐にわたります。

お客様へ最適な提案・アプローチを実現するためにKIを活用

野村證券では、KIをどのように活用していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

野村證券株式会社
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大阪ガス株式会社
（ビジネスアナリシスセンター）

株式会社NHKエンタープライズ

清水建設株式会社野村證券株式会社株式会社みずほ銀行

柴田陶器株式会社株式会社エトヴォス株式会社ディノス・セシール

株式会社日本アクセス日本ハム株式会社株式会社鎌倉新書中外製薬株式会社

KIには現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

｢データ分析が、これからの金融機関のカギを握ります。
現場が自ら分析し、動く、データドリブン組織を目指し
ています。

｢野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに
的確に応えていくためのサポートツールとして、
KIを活用していきます。｣

建設業という属人性の高い業態だからこそ、
データ分析の可能性を追求しています。

ECサイト、カタログ通販、テレビ通販のデータを
KIで統合解析することを目指しています。

「KIは、分析業務にとって本質である
『問いを立てる』に集中できるツールです。」

「楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイトのデータ
をKIを使って分析していきます」

「いま、新聞広告をご覧になったお客様が、ECサイトを
訪問しているように見受けられます。KIを使って、真相
を調べていきます。」

天気予報のようなデータ分析を目指しています。 「BIではできないことを、KIのデータ分析で実現してい
きます」

「食品市場の『前提の変化』をデータ分析を通じて
正しく認識したいと考えています」

KIは、「仮説を持たずに分析しても、影響度の大きい
切り口を提示してくれる」という点で、BIと異なります。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例

金融

幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・キャンペーン反応率の最大化
・リピート率向上
・クロスセル、アップセル

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・研修商品受注最大化

食品・医薬
・MRの行動分析
・量販店の売上分析
・化粧品ユーザーロイヤル化

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設
・事故率の最小化
・案件別労働時間最小化
・工期延長の要因分析

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

スポーツ
・観客数の増加
・ファンクラブのロイヤル化
・勝率の向上

EC・モバイル
・広告効果向上
・オフライン統合分析
・かご落ちの低減

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上



お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専門組織です。組織図上ではIT部門ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部門から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独立採算制、

一種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部門はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を見つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「見つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部門ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部門から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

見せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先人が奮い立ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、自ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「見つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専門とする社内組織

「大阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ
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次のページへ

食品卸という業態にとって、データ分析とは？

「食品卸」である日本アクセスにとって、データ分析の位置づけは？

日本アクセスのデータ分析の主目的は、「顧客である小売企業様およびメーカー企業様の売上増に貢献すること」です。たとえば、

「店頭の『棚づくり』の提案」をするときなどに、データを活用します。スーパーなど大規模小売業の店頭には、麺類、調味料、お酒、

清涼飲料水、冷凍食品など、カテゴリ別にさまざまな売場があります。「棚づくり」とは、各売場での複数商品の並べ方、見せ方を 

考え、お客様が買いたくなる品ぞろえとともに、魅力的な売場をつくることです。棚全体の売上を最大化するには、定番商品だけ 

並べていてもダメで、さまざまなタイプの商品を適切に組み合わせて陳列する必要があります。そんな「お店がにぎわう棚」「儲かる

棚」を、私たち卸企業がデータを駆使して小売企業に提案するのです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社日本アクセス
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一般論でいえば、大規模BtoBである建設業は、（BtoCに比べると）データ分析が活用しにくい業態といえ

ます。BtoCには、「大量生産（または仕入れ）と大量販売」、「顧客は不特定多数」、「比較的に安価、リピー

ト頻度も高い」という特徴があります。

一方、建設業は、「注文生産、一品一様（一つ一つの建物がすべて違う）」、「顧客は特定少数」、「きわめ

て高価」という業態です。このように顧客の母数が少ないため、BtoC、たとえば大規模ECサイトがするよ

うにデータ分析を行うのは困難です。

しかし、この前提を踏まえてなお、私たちデジタル戦略推進室は思考停止することなく、建設業における

データ分析の方法論を模索していきたいと考えています。何か方法があるはずです。

建設業界とデータ分析

建設業において、データ分析はどのような形で有効になるのでしょうか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

清水建設株式会社

次のページへ
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営業改善のためのデータ分析

中外製薬では、KIをどう活用していく予定ですか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

中外製薬株式会社

次のページへ

※MR（Medical Representatives）医薬情報担当者 : 医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、
提供することを主な業務として行う者をいう。「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（厚生労働省令第135号）より

逢坂氏：中外製薬ではKIを営業データの分析に活用していきます。特に活用が活発なオンコロジー

（がん）部門での取り組みについて説明します。

小川氏：私が所属する製品政策部では、オンコロジー製品の市場展開戦略を定めています。実際の

医療現場での活動は営業部門（MR）がおこないます。1200人以上のMR※が、全国各地の医療関係者

向けにオンコロジー製品を展開します。

医療用医薬品向けの営業でもっとも重要なのが「適切な情報提供」です。「その薬の情報を必要な

医療関係者に、相手が必要な情報を、相手が必要な形式・時間で情報提供すること」が求められます。

医療関係者への情報提供の形式は、大きく次の5通りです。
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次のページへ

データ分析の取り組み

日本ハムでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社では1990年代のはじめ、まだ売上高7,500億円だった時代に、「1.5兆円に倍増させる」という目標を立てました。現在の 

売上高は1兆2300億円です。2018年には、さらなる顧客満足の向上、そして企業としての成長を実現するべく、生活者（お客様）

の実態やニーズ（困りごと）を知るために「ライフスタイル研究室」を立ち上げました。この「顧客を知る」活動の一環が、データ分

析です。いま食品業界では、人口動態に代表される市場環境の変化に伴い、企業活動の「前提そのもの」が変わりつつあります。 

これは弊社の事業分野である、調理加工品、水産品、乳製品、健康食品などに影響を及ぼします。この「企業活動の前提の変化」

をデータを通じて把握することも、データ分析の目的の一つです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

日本ハム株式会社
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次のページへ

概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の女性」

・主要カタログは年4～6回発行。その他、小カタログ、パンフレットなども不定期発行

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得方法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購入顧客数は数百万人。また、ウェブ会員数は1,000万人以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、衣料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部門は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを見た顧客がECサイトで注文した場合でも、売上

実績はEC部門ではなくカタログ部門に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共食い）を防ぐことが目的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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次のページへ

柴田陶器について

柴田陶器と美濃焼について教えてください。

柴田陶器は、岐阜県・愛知県にまたがる、豊かな土に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる一帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕入れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織田信長の経済政策に基づき、瀬戸近辺の

陶工技術者が東農に移り住み、以後、大窯が多く築かれました。桃山時代には志野焼をはじめとする「美濃桃山陶」が焼かれ、陶器

の一段産地となりました。江戸時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の生産も始まりました。現在も東濃

地方は和食器、洋食器を多く生産する大窯業地、日本有数の陶磁器生産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴田陶器株式会社
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次のページへ

データ分析の取り組み

NHKエンタープライズでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社には、長年にわたるお客様とのお取引の歴史があります。しかし、販売データを分析しきれていないため、お客様へのサービス

向上に活用できていません。KIは、データ活用によって業務を効率化し、顧客サービスをより一層向上させるために導入しました。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社NHKエンタープライズ

266022_KI_TG_1_cc2019.indd   1 2020/02/04   15:19

鎌倉新書の主な事業は「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などのポータルサイトの運営です。「葬儀、お墓、仏壇などを買いたい 

ひと」と「それらを提供したい会社」を結びつけます。仕組みとしては、SUUMOさん、一休さん、booking.comさんなどと似た 

業態です。

収益は、提供側の企業様からの「成約手数料」です。料金

は、問い合わせではなく、成約に対して発生します。成功報

酬型の仕組みです。

おかげさまで2017年には東証一部に上場。2018年1月期

の売上は前年比で28%増、19年1月期は同46％増と急成

長しています。直近5年の成長率は年平均で26％です。

葬儀やお墓のポータルサイト運営

鎌倉新書の事業について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社鎌倉新書

次のページへ
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次のページへ

デジタルイノベーション部は、デジタル、フィンテックをキーワードに新規ビジネスを創出することを 

目的とする部門です。人員数は約100名。組織図上では、どの事業部門にも属していません。

ローンチしたサービスに、スマホ決済サービス『J-Coin Pay』があります。J-Coin Payは、個人間の 

お金のやりとりや、店頭での決済や銀行口座への出金を、手数料ゼロ円で提供します。たとえば、飲み会 

で割り勘になったとき、J-Coin Payを使えば、おつり交換の手間なく、スマートフォンでスムーズに 

割り勘できます。銀行口座に直結しておりクレジットカードなしで使えること、本人確認を銀行レベルで

実施していることが特色です。現在、地方銀行と連携して、全国的にサービス展開しています。

スマホ決済サービス、J-Coin Pay

みずほ銀行 デジタルイノベーション部について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社みずほ銀行
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次のページへ

エトヴォスは大人ニキビに悩んでいた代表 尾川が、医学博士と共に

2007年に創業した化粧品会社です。商品の特色は、皮膚科学に 

基づいた処方設計を徹底していること。医学博士が監修しています。

主な顧客は、20代中頃から30代後半の、敏感肌など「肌トラブルを 

経験したことのある女性」です。商流は店頭販売（卸売り）と、ECで、

大丸や松坂屋など百貨店に直営店も設けています。

他の自然派化粧品との差別化点は、「肌にやさしいのに、メイク商品

の発色が良く、使い心地が良いこと」です。多くの自然派化粧品は、 

エトヴォスの概要

エトヴォスについて教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社エトヴォス
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次のページへ

野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに的確に応えていくためのサポートツールとしてKIを活用 

しています。主に、お客様ごとの想定ニーズをリスト化し、全国の営業担当者（以下、パートナー）に向け 

配信することに役立てており、営業企画部がデータ分析をおこない、それをリテールビジネス推進部が全国

の営業店に展開しています。

現在、営業部門の残あり口座数は約530万、顧客資産残高は100兆円を超える規模であり、お客様の属性・

ニーズは多岐にわたります。

お客様へ最適な提案・アプローチを実現するためにKIを活用

野村證券では、KIをどのように活用していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

野村證券株式会社
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大阪ガス株式会社
（ビジネスアナリシスセンター）

株式会社NHKエンタープライズ

清水建設株式会社野村證券株式会社株式会社みずほ銀行

柴田陶器株式会社株式会社エトヴォス株式会社ディノス・セシール

株式会社日本アクセス日本ハム株式会社株式会社鎌倉新書中外製薬株式会社

KIには現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

｢データ分析が、これからの金融機関のカギを握ります。
現場が自ら分析し、動く、データドリブン組織を目指し
ています。

｢野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに
的確に応えていくためのサポートツールとして、
KIを活用していきます。｣

建設業という属人性の高い業態だからこそ、
データ分析の可能性を追求しています。

ECサイト、カタログ通販、テレビ通販のデータを
KIで統合解析することを目指しています。

「KIは、分析業務にとって本質である
『問いを立てる』に集中できるツールです。」

「楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイトのデータ
をKIを使って分析していきます」

「いま、新聞広告をご覧になったお客様が、ECサイトを
訪問しているように見受けられます。KIを使って、真相
を調べていきます。」

天気予報のようなデータ分析を目指しています。 「BIではできないことを、KIのデータ分析で実現してい
きます」

「食品市場の『前提の変化』をデータ分析を通じて
正しく認識したいと考えています」

KIは、「仮説を持たずに分析しても、影響度の大きい
切り口を提示してくれる」という点で、BIと異なります。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例

金融

幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・キャンペーン反応率の最大化
・リピート率向上
・クロスセル、アップセル

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・研修商品受注最大化

食品・医薬
・MRの行動分析
・量販店の売上分析
・化粧品ユーザーロイヤル化

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設
・事故率の最小化
・案件別労働時間最小化
・工期延長の要因分析

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

スポーツ
・観客数の増加
・ファンクラブのロイヤル化
・勝率の向上

EC・モバイル
・広告効果向上
・オフライン統合分析
・かご落ちの低減

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上



お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専門組織です。組織図上ではIT部門ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部門から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独立採算制、

一種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部門はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を見つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「見つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部門ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部門から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

見せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先人が奮い立ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、自ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「見つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専門とする社内組織

「大阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ

266009_1_cc2015.indd   1 2019/08/19   17:35

次のページへ

食品卸という業態にとって、データ分析とは？

「食品卸」である日本アクセスにとって、データ分析の位置づけは？

日本アクセスのデータ分析の主目的は、「顧客である小売企業様およびメーカー企業様の売上増に貢献すること」です。たとえば、

「店頭の『棚づくり』の提案」をするときなどに、データを活用します。スーパーなど大規模小売業の店頭には、麺類、調味料、お酒、

清涼飲料水、冷凍食品など、カテゴリ別にさまざまな売場があります。「棚づくり」とは、各売場での複数商品の並べ方、見せ方を 

考え、お客様が買いたくなる品ぞろえとともに、魅力的な売場をつくることです。棚全体の売上を最大化するには、定番商品だけ 

並べていてもダメで、さまざまなタイプの商品を適切に組み合わせて陳列する必要があります。そんな「お店がにぎわう棚」「儲かる

棚」を、私たち卸企業がデータを駆使して小売企業に提案するのです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社日本アクセス
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一般論でいえば、大規模BtoBである建設業は、（BtoCに比べると）データ分析が活用しにくい業態といえ

ます。BtoCには、「大量生産（または仕入れ）と大量販売」、「顧客は不特定多数」、「比較的に安価、リピー

ト頻度も高い」という特徴があります。

一方、建設業は、「注文生産、一品一様（一つ一つの建物がすべて違う）」、「顧客は特定少数」、「きわめ

て高価」という業態です。このように顧客の母数が少ないため、BtoC、たとえば大規模ECサイトがするよ

うにデータ分析を行うのは困難です。

しかし、この前提を踏まえてなお、私たちデジタル戦略推進室は思考停止することなく、建設業における

データ分析の方法論を模索していきたいと考えています。何か方法があるはずです。

建設業界とデータ分析

建設業において、データ分析はどのような形で有効になるのでしょうか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

清水建設株式会社

次のページへ
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営業改善のためのデータ分析

中外製薬では、KIをどう活用していく予定ですか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

中外製薬株式会社

次のページへ

※MR（Medical Representatives）医薬情報担当者 : 医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、
提供することを主な業務として行う者をいう。「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（厚生労働省令第135号）より

逢坂氏：中外製薬ではKIを営業データの分析に活用していきます。特に活用が活発なオンコロジー

（がん）部門での取り組みについて説明します。

小川氏：私が所属する製品政策部では、オンコロジー製品の市場展開戦略を定めています。実際の

医療現場での活動は営業部門（MR）がおこないます。1200人以上のMR※が、全国各地の医療関係者

向けにオンコロジー製品を展開します。

医療用医薬品向けの営業でもっとも重要なのが「適切な情報提供」です。「その薬の情報を必要な

医療関係者に、相手が必要な情報を、相手が必要な形式・時間で情報提供すること」が求められます。

医療関係者への情報提供の形式は、大きく次の5通りです。
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次のページへ

データ分析の取り組み

日本ハムでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社では1990年代のはじめ、まだ売上高7,500億円だった時代に、「1.5兆円に倍増させる」という目標を立てました。現在の 

売上高は1兆2300億円です。2018年には、さらなる顧客満足の向上、そして企業としての成長を実現するべく、生活者（お客様）

の実態やニーズ（困りごと）を知るために「ライフスタイル研究室」を立ち上げました。この「顧客を知る」活動の一環が、データ分

析です。いま食品業界では、人口動態に代表される市場環境の変化に伴い、企業活動の「前提そのもの」が変わりつつあります。 

これは弊社の事業分野である、調理加工品、水産品、乳製品、健康食品などに影響を及ぼします。この「企業活動の前提の変化」

をデータを通じて把握することも、データ分析の目的の一つです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

日本ハム株式会社
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次のページへ

概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の女性」

・主要カタログは年4～6回発行。その他、小カタログ、パンフレットなども不定期発行

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得方法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購入顧客数は数百万人。また、ウェブ会員数は1,000万人以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、衣料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部門は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを見た顧客がECサイトで注文した場合でも、売上

実績はEC部門ではなくカタログ部門に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共食い）を防ぐことが目的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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次のページへ

柴田陶器について

柴田陶器と美濃焼について教えてください。

柴田陶器は、岐阜県・愛知県にまたがる、豊かな土に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる一帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕入れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織田信長の経済政策に基づき、瀬戸近辺の

陶工技術者が東農に移り住み、以後、大窯が多く築かれました。桃山時代には志野焼をはじめとする「美濃桃山陶」が焼かれ、陶器

の一段産地となりました。江戸時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の生産も始まりました。現在も東濃

地方は和食器、洋食器を多く生産する大窯業地、日本有数の陶磁器生産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴田陶器株式会社
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次のページへ

データ分析の取り組み

NHKエンタープライズでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社には、長年にわたるお客様とのお取引の歴史があります。しかし、販売データを分析しきれていないため、お客様へのサービス

向上に活用できていません。KIは、データ活用によって業務を効率化し、顧客サービスをより一層向上させるために導入しました。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社NHKエンタープライズ

266022_KI_TG_1_cc2019.indd   1 2020/02/04   15:19

鎌倉新書の主な事業は「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などのポータルサイトの運営です。「葬儀、お墓、仏壇などを買いたい 

ひと」と「それらを提供したい会社」を結びつけます。仕組みとしては、SUUMOさん、一休さん、booking.comさんなどと似た 

業態です。

収益は、提供側の企業様からの「成約手数料」です。料金

は、問い合わせではなく、成約に対して発生します。成功報

酬型の仕組みです。

おかげさまで2017年には東証一部に上場。2018年1月期

の売上は前年比で28%増、19年1月期は同46％増と急成

長しています。直近5年の成長率は年平均で26％です。

葬儀やお墓のポータルサイト運営

鎌倉新書の事業について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社鎌倉新書

次のページへ
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デジタルイノベーション部は、デジタル、フィンテックをキーワードに新規ビジネスを創出することを 

目的とする部門です。人員数は約100名。組織図上では、どの事業部門にも属していません。

ローンチしたサービスに、スマホ決済サービス『J-Coin Pay』があります。J-Coin Payは、個人間の 

お金のやりとりや、店頭での決済や銀行口座への出金を、手数料ゼロ円で提供します。たとえば、飲み会 

で割り勘になったとき、J-Coin Payを使えば、おつり交換の手間なく、スマートフォンでスムーズに 

割り勘できます。銀行口座に直結しておりクレジットカードなしで使えること、本人確認を銀行レベルで

実施していることが特色です。現在、地方銀行と連携して、全国的にサービス展開しています。

スマホ決済サービス、J-Coin Pay

みずほ銀行 デジタルイノベーション部について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社みずほ銀行
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エトヴォスは大人ニキビに悩んでいた代表 尾川が、医学博士と共に

2007年に創業した化粧品会社です。商品の特色は、皮膚科学に 

基づいた処方設計を徹底していること。医学博士が監修しています。

主な顧客は、20代中頃から30代後半の、敏感肌など「肌トラブルを 

経験したことのある女性」です。商流は店頭販売（卸売り）と、ECで、

大丸や松坂屋など百貨店に直営店も設けています。

他の自然派化粧品との差別化点は、「肌にやさしいのに、メイク商品

の発色が良く、使い心地が良いこと」です。多くの自然派化粧品は、 

エトヴォスの概要

エトヴォスについて教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社エトヴォス
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野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに的確に応えていくためのサポートツールとしてKIを活用 

しています。主に、お客様ごとの想定ニーズをリスト化し、全国の営業担当者（以下、パートナー）に向け 

配信することに役立てており、営業企画部がデータ分析をおこない、それをリテールビジネス推進部が全国

の営業店に展開しています。

現在、営業部門の残あり口座数は約530万、顧客資産残高は100兆円を超える規模であり、お客様の属性・

ニーズは多岐にわたります。

お客様へ最適な提案・アプローチを実現するためにKIを活用

野村證券では、KIをどのように活用していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

野村證券株式会社
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大阪ガス株式会社
（ビジネスアナリシスセンター）

株式会社NHKエンタープライズ

清水建設株式会社野村證券株式会社株式会社みずほ銀行

柴田陶器株式会社株式会社エトヴォス株式会社ディノス・セシール

株式会社日本アクセス日本ハム株式会社株式会社鎌倉新書中外製薬株式会社

KIには現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

｢データ分析が、これからの金融機関のカギを握ります。
現場が自ら分析し、動く、データドリブン組織を目指し
ています。

｢野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに
的確に応えていくためのサポートツールとして、
KIを活用していきます。｣

建設業という属人性の高い業態だからこそ、
データ分析の可能性を追求しています。

ECサイト、カタログ通販、テレビ通販のデータを
KIで統合解析することを目指しています。

「KIは、分析業務にとって本質である
『問いを立てる』に集中できるツールです。」

「楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイトのデータ
をKIを使って分析していきます」

「いま、新聞広告をご覧になったお客様が、ECサイトを
訪問しているように見受けられます。KIを使って、真相
を調べていきます。」

天気予報のようなデータ分析を目指しています。 「BIではできないことを、KIのデータ分析で実現してい
きます」

「食品市場の『前提の変化』をデータ分析を通じて
正しく認識したいと考えています」

KIは、「仮説を持たずに分析しても、影響度の大きい
切り口を提示してくれる」という点で、BIと異なります。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例

金融

幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・キャンペーン反応率の最大化
・リピート率向上
・クロスセル、アップセル

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・研修商品受注最大化

食品・医薬
・MRの行動分析
・量販店の売上分析
・化粧品ユーザーロイヤル化

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設
・事故率の最小化
・案件別労働時間最小化
・工期延長の要因分析

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

スポーツ
・観客数の増加
・ファンクラブのロイヤル化
・勝率の向上

EC・モバイル
・広告効果向上
・オフライン統合分析
・かご落ちの低減

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上

お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専門組織です。組織図上ではIT部門ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部門から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独立採算制、

一種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部門はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を見つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「見つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部門ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部門から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

見せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先人が奮い立ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、自ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「見つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専門とする社内組織

「大阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ
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次のページへ

食品卸という業態にとって、データ分析とは？

「食品卸」である日本アクセスにとって、データ分析の位置づけは？

日本アクセスのデータ分析の主目的は、「顧客である小売企業様およびメーカー企業様の売上増に貢献すること」です。たとえば、

「店頭の『棚づくり』の提案」をするときなどに、データを活用します。スーパーなど大規模小売業の店頭には、麺類、調味料、お酒、

清涼飲料水、冷凍食品など、カテゴリ別にさまざまな売場があります。「棚づくり」とは、各売場での複数商品の並べ方、見せ方を 

考え、お客様が買いたくなる品ぞろえとともに、魅力的な売場をつくることです。棚全体の売上を最大化するには、定番商品だけ 

並べていてもダメで、さまざまなタイプの商品を適切に組み合わせて陳列する必要があります。そんな「お店がにぎわう棚」「儲かる

棚」を、私たち卸企業がデータを駆使して小売企業に提案するのです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社日本アクセス
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一般論でいえば、大規模BtoBである建設業は、（BtoCに比べると）データ分析が活用しにくい業態といえ

ます。BtoCには、「大量生産（または仕入れ）と大量販売」、「顧客は不特定多数」、「比較的に安価、リピー

ト頻度も高い」という特徴があります。

一方、建設業は、「注文生産、一品一様（一つ一つの建物がすべて違う）」、「顧客は特定少数」、「きわめ

て高価」という業態です。このように顧客の母数が少ないため、BtoC、たとえば大規模ECサイトがするよ

うにデータ分析を行うのは困難です。

しかし、この前提を踏まえてなお、私たちデジタル戦略推進室は思考停止することなく、建設業における

データ分析の方法論を模索していきたいと考えています。何か方法があるはずです。

建設業界とデータ分析

建設業において、データ分析はどのような形で有効になるのでしょうか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

清水建設株式会社

次のページへ
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営業改善のためのデータ分析

中外製薬では、KIをどう活用していく予定ですか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

中外製薬株式会社

次のページへ

※MR（Medical Representatives）医薬情報担当者 : 医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、
提供することを主な業務として行う者をいう。「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（厚生労働省令第135号）より

逢坂氏：中外製薬ではKIを営業データの分析に活用していきます。特に活用が活発なオンコロジー

（がん）部門での取り組みについて説明します。

小川氏：私が所属する製品政策部では、オンコロジー製品の市場展開戦略を定めています。実際の

医療現場での活動は営業部門（MR）がおこないます。1200人以上のMR※が、全国各地の医療関係者

向けにオンコロジー製品を展開します。

医療用医薬品向けの営業でもっとも重要なのが「適切な情報提供」です。「その薬の情報を必要な

医療関係者に、相手が必要な情報を、相手が必要な形式・時間で情報提供すること」が求められます。

医療関係者への情報提供の形式は、大きく次の5通りです。

266016_KI_TG_1_CC2015.indd   1 2019/11/11   19:23

次のページへ

データ分析の取り組み

日本ハムでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社では1990年代のはじめ、まだ売上高7,500億円だった時代に、「1.5兆円に倍増させる」という目標を立てました。現在の 

売上高は1兆2300億円です。2018年には、さらなる顧客満足の向上、そして企業としての成長を実現するべく、生活者（お客様）

の実態やニーズ（困りごと）を知るために「ライフスタイル研究室」を立ち上げました。この「顧客を知る」活動の一環が、データ分

析です。いま食品業界では、人口動態に代表される市場環境の変化に伴い、企業活動の「前提そのもの」が変わりつつあります。 

これは弊社の事業分野である、調理加工品、水産品、乳製品、健康食品などに影響を及ぼします。この「企業活動の前提の変化」

をデータを通じて把握することも、データ分析の目的の一つです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

日本ハム株式会社
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概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の女性」

・主要カタログは年4～6回発行。その他、小カタログ、パンフレットなども不定期発行

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得方法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購入顧客数は数百万人。また、ウェブ会員数は1,000万人以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、衣料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部門は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを見た顧客がECサイトで注文した場合でも、売上

実績はEC部門ではなくカタログ部門に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共食い）を防ぐことが目的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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柴田陶器について

柴田陶器と美濃焼について教えてください。

柴田陶器は、岐阜県・愛知県にまたがる、豊かな土に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる一帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕入れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織田信長の経済政策に基づき、瀬戸近辺の

陶工技術者が東農に移り住み、以後、大窯が多く築かれました。桃山時代には志野焼をはじめとする「美濃桃山陶」が焼かれ、陶器

の一段産地となりました。江戸時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の生産も始まりました。現在も東濃

地方は和食器、洋食器を多く生産する大窯業地、日本有数の陶磁器生産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴田陶器株式会社
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データ分析の取り組み

NHKエンタープライズでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社には、長年にわたるお客様とのお取引の歴史があります。しかし、販売データを分析しきれていないため、お客様へのサービス

向上に活用できていません。KIは、データ活用によって業務を効率化し、顧客サービスをより一層向上させるために導入しました。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社NHKエンタープライズ
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鎌倉新書の主な事業は「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などのポータルサイトの運営です。「葬儀、お墓、仏壇などを買いたい 

ひと」と「それらを提供したい会社」を結びつけます。仕組みとしては、SUUMOさん、一休さん、booking.comさんなどと似た 

業態です。

収益は、提供側の企業様からの「成約手数料」です。料金

は、問い合わせではなく、成約に対して発生します。成功報

酬型の仕組みです。

おかげさまで2017年には東証一部に上場。2018年1月期

の売上は前年比で28%増、19年1月期は同46％増と急成

長しています。直近5年の成長率は年平均で26％です。

葬儀やお墓のポータルサイト運営

鎌倉新書の事業について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社鎌倉新書

次のページへ
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次のページへ

デジタルイノベーション部は、デジタル、フィンテックをキーワードに新規ビジネスを創出することを 

目的とする部門です。人員数は約100名。組織図上では、どの事業部門にも属していません。

ローンチしたサービスに、スマホ決済サービス『J-Coin Pay』があります。J-Coin Payは、個人間の 

お金のやりとりや、店頭での決済や銀行口座への出金を、手数料ゼロ円で提供します。たとえば、飲み会 

で割り勘になったとき、J-Coin Payを使えば、おつり交換の手間なく、スマートフォンでスムーズに 

割り勘できます。銀行口座に直結しておりクレジットカードなしで使えること、本人確認を銀行レベルで

実施していることが特色です。現在、地方銀行と連携して、全国的にサービス展開しています。

スマホ決済サービス、J-Coin Pay

みずほ銀行 デジタルイノベーション部について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社みずほ銀行
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次のページへ

エトヴォスは大人ニキビに悩んでいた代表 尾川が、医学博士と共に

2007年に創業した化粧品会社です。商品の特色は、皮膚科学に 

基づいた処方設計を徹底していること。医学博士が監修しています。

主な顧客は、20代中頃から30代後半の、敏感肌など「肌トラブルを 

経験したことのある女性」です。商流は店頭販売（卸売り）と、ECで、

大丸や松坂屋など百貨店に直営店も設けています。

他の自然派化粧品との差別化点は、「肌にやさしいのに、メイク商品

の発色が良く、使い心地が良いこと」です。多くの自然派化粧品は、 

エトヴォスの概要

エトヴォスについて教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社エトヴォス
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次のページへ

野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに的確に応えていくためのサポートツールとしてKIを活用 

しています。主に、お客様ごとの想定ニーズをリスト化し、全国の営業担当者（以下、パートナー）に向け 

配信することに役立てており、営業企画部がデータ分析をおこない、それをリテールビジネス推進部が全国

の営業店に展開しています。

現在、営業部門の残あり口座数は約530万、顧客資産残高は100兆円を超える規模であり、お客様の属性・

ニーズは多岐にわたります。

お客様へ最適な提案・アプローチを実現するためにKIを活用

野村證券では、KIをどのように活用していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

野村證券株式会社
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大阪ガス株式会社
（ビジネスアナリシスセンター）

株式会社NHKエンタープライズ

清水建設株式会社野村證券株式会社株式会社みずほ銀行

柴田陶器株式会社株式会社エトヴォス株式会社ディノス・セシール

株式会社日本アクセス日本ハム株式会社株式会社鎌倉新書中外製薬株式会社

KIには現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

｢データ分析が、これからの金融機関のカギを握ります。
現場が自ら分析し、動く、データドリブン組織を目指し
ています。

｢野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに
的確に応えていくためのサポートツールとして、
KIを活用していきます。｣

建設業という属人性の高い業態だからこそ、
データ分析の可能性を追求しています。

ECサイト、カタログ通販、テレビ通販のデータを
KIで統合解析することを目指しています。

「KIは、分析業務にとって本質である
『問いを立てる』に集中できるツールです。」

「楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイトのデータ
をKIを使って分析していきます」

「いま、新聞広告をご覧になったお客様が、ECサイトを
訪問しているように見受けられます。KIを使って、真相
を調べていきます。」

天気予報のようなデータ分析を目指しています。 「BIではできないことを、KIのデータ分析で実現してい
きます」

「食品市場の『前提の変化』をデータ分析を通じて
正しく認識したいと考えています」

KIは、「仮説を持たずに分析しても、影響度の大きい
切り口を提示してくれる」という点で、BIと異なります。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例

金融

幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・キャンペーン反応率の最大化
・リピート率向上
・クロスセル、アップセル

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・研修商品受注最大化

食品・医薬
・MRの行動分析
・量販店の売上分析
・化粧品ユーザーロイヤル化

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設
・事故率の最小化
・案件別労働時間最小化
・工期延長の要因分析

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

スポーツ
・観客数の増加
・ファンクラブのロイヤル化
・勝率の向上

EC・モバイル
・広告効果向上
・オフライン統合分析
・かご落ちの低減

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上



お客様導入事例 幅広い業界・業種のお客様に、ご活用いただいています。

ビジネスアナリシスセンターは、大阪ガス内のデータ分析の専門組織です。組織図上ではIT部門ですが、

いわゆる「情シス業務」はおこなわず、もっぱら「社内向けデータ分析」をおこなっています。大阪ガスには

社内スポンサーシップ制度があり、私たちもこの制度のもとで業務を進めています。スポンサーである現

業部門から予算をもらって分析業務を請け負い、成果物として分析結果を提供します。つまり独立採算制、

一種の「社内商店」です。私たちにとって社内の現業部門はまさに「顧客」です。当然、社内営業もします。

「みなさんの業務課題はこれではありませんか？」と問題を見つけ、データ分析で問題を解き、その結果

をビジネスの現場で使わせる、この「見つける、解く、使わせる」が私たちのビジネスサイクルです。最初

に部門ができたのは今から20年前、1990年代後半です。当時はまだデータ分析が脚光を浴びておらず、

正直いって「社内の便利屋」扱いだったそうです。他部門から頼まれた分析を淡々とこなし、分析結果を

見せても「ふーん」と反応されるだけの単なる参考情報扱い。ビジネス現場でのインパクトは皆無......。

このままではいけないと先人が奮い立ち、仕事をもらう待ちの姿勢から、自ら売り込む攻めの姿勢に転じ、「見つける、解く、使わせる」を繰り

返しながら、「こいつらおもろいな」、「あいつらに相談すると何か解決してくれそうや」と思ってもらえるという、今の地位を勝ち得たのです。

データ分析を専門とする社内組織

「大阪ガス ビジネスアナリシスセンター」について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

大阪ガス株式会社（ビジネスアナリシスセンター）

次のページへ
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次のページへ

食品卸という業態にとって、データ分析とは？

「食品卸」である日本アクセスにとって、データ分析の位置づけは？

日本アクセスのデータ分析の主目的は、「顧客である小売企業様およびメーカー企業様の売上増に貢献すること」です。たとえば、

「店頭の『棚づくり』の提案」をするときなどに、データを活用します。スーパーなど大規模小売業の店頭には、麺類、調味料、お酒、

清涼飲料水、冷凍食品など、カテゴリ別にさまざまな売場があります。「棚づくり」とは、各売場での複数商品の並べ方、見せ方を 

考え、お客様が買いたくなる品ぞろえとともに、魅力的な売場をつくることです。棚全体の売上を最大化するには、定番商品だけ 

並べていてもダメで、さまざまなタイプの商品を適切に組み合わせて陳列する必要があります。そんな「お店がにぎわう棚」「儲かる

棚」を、私たち卸企業がデータを駆使して小売企業に提案するのです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社日本アクセス
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一般論でいえば、大規模BtoBである建設業は、（BtoCに比べると）データ分析が活用しにくい業態といえ

ます。BtoCには、「大量生産（または仕入れ）と大量販売」、「顧客は不特定多数」、「比較的に安価、リピー

ト頻度も高い」という特徴があります。

一方、建設業は、「注文生産、一品一様（一つ一つの建物がすべて違う）」、「顧客は特定少数」、「きわめ

て高価」という業態です。このように顧客の母数が少ないため、BtoC、たとえば大規模ECサイトがするよ

うにデータ分析を行うのは困難です。

しかし、この前提を踏まえてなお、私たちデジタル戦略推進室は思考停止することなく、建設業における

データ分析の方法論を模索していきたいと考えています。何か方法があるはずです。

建設業界とデータ分析

建設業において、データ分析はどのような形で有効になるのでしょうか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

清水建設株式会社

次のページへ
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営業改善のためのデータ分析

中外製薬では、KIをどう活用していく予定ですか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

中外製薬株式会社

次のページへ

※MR（Medical Representatives）医薬情報担当者 : 医薬品の適正な使用に資するために、医療関係者を訪問すること等により安全管理情報を収集し、
提供することを主な業務として行う者をいう。「医薬品等の製造販売後安全管理の基準に関する省令」（厚生労働省令第135号）より

逢坂氏：中外製薬ではKIを営業データの分析に活用していきます。特に活用が活発なオンコロジー

（がん）部門での取り組みについて説明します。

小川氏：私が所属する製品政策部では、オンコロジー製品の市場展開戦略を定めています。実際の

医療現場での活動は営業部門（MR）がおこないます。1200人以上のMR※が、全国各地の医療関係者

向けにオンコロジー製品を展開します。

医療用医薬品向けの営業でもっとも重要なのが「適切な情報提供」です。「その薬の情報を必要な

医療関係者に、相手が必要な情報を、相手が必要な形式・時間で情報提供すること」が求められます。

医療関係者への情報提供の形式は、大きく次の5通りです。
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次のページへ

データ分析の取り組み

日本ハムでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社では1990年代のはじめ、まだ売上高7,500億円だった時代に、「1.5兆円に倍増させる」という目標を立てました。現在の 

売上高は1兆2300億円です。2018年には、さらなる顧客満足の向上、そして企業としての成長を実現するべく、生活者（お客様）

の実態やニーズ（困りごと）を知るために「ライフスタイル研究室」を立ち上げました。この「顧客を知る」活動の一環が、データ分

析です。いま食品業界では、人口動態に代表される市場環境の変化に伴い、企業活動の「前提そのもの」が変わりつつあります。 

これは弊社の事業分野である、調理加工品、水産品、乳製品、健康食品などに影響を及ぼします。この「企業活動の前提の変化」

をデータを通じて把握することも、データ分析の目的の一つです。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

日本ハム株式会社
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次のページへ

概況は次のとおりです。

・販売媒体は「カタログ、テレビ、ECサイト」の3種

・いずれも主要顧客層は「50代以上の女性」

・主要カタログは年4～6回発行。その他、小カタログ、パンフレットなども不定期発行

・「年間1億冊以上」のカタログ、パンフレットを顧客に発送

・カタログ会員の獲得方法は、「電話やWebでの直接の申込」「商品発送時のカタログ同梱」

「書店でのカタログ販売・配布」「引越会社など提携先によるカタログ無料配布」など。チャネル

に関わらず、年間購入顧客数は数百万人。また、ウェブ会員数は1,000万人以上

・カタログ（ディノスおよびセシール）、TVショッピング（ディノス）、それぞれの売上が数百億規模

ディノス・セシールの組織構成は、衣料、家具・インテリア、美容・健康など商品別の縦割り型です。私たちEC部門は、それに横串を

通す形で会社全体のEC施策を統括しています。

ただし「EC本部には売上実績を計上しない」という仕組みを取っています。カタログを見た顧客がECサイトで注文した場合でも、売上

実績はEC部門ではなくカタログ部門に計上されます。これはカタログ通販とECサイトのカニバリズム（共食い）を防ぐことが目的です。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社ディノス・セシール

ディノス・セシールの通信販売の概況を教えてください。

ディノス・セシールの概況
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次のページへ

柴田陶器について

柴田陶器と美濃焼について教えてください。

柴田陶器は、岐阜県・愛知県にまたがる、豊かな土に恵まれた通称「東濃」と呼ばれる一帯で、昭和23年の創業以来、丹念に陶器

製造、仕入れ販売を続けてきました。東濃で陶器製造が盛んなのは、土岐市、多治見市、瑞浪市、可児市の四市ですが、弊社は

瑞浪市で営業しています。

美濃焼は、古くは平安時代に作られた須恵器（すえき）にさかのぼります。16世紀には織田信長の経済政策に基づき、瀬戸近辺の

陶工技術者が東農に移り住み、以後、大窯が多く築かれました。桃山時代には志野焼をはじめとする「美濃桃山陶」が焼かれ、陶器

の一段産地となりました。江戸時代には、窯の技術改良が進み、窯業はさらに発展、ついに磁器の生産も始まりました。現在も東濃

地方は和食器、洋食器を多く生産する大窯業地、日本有数の陶磁器生産拠点となっております。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

柴田陶器株式会社
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次のページへ

データ分析の取り組み

NHKエンタープライズでは、データ分析にどのように取り組んでいますか？

弊社には、長年にわたるお客様とのお取引の歴史があります。しかし、販売データを分析しきれていないため、お客様へのサービス

向上に活用できていません。KIは、データ活用によって業務を効率化し、顧客サービスをより一層向上させるために導入しました。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社NHKエンタープライズ
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鎌倉新書の主な事業は「いい葬儀」「いいお墓」「いい仏壇」などのポータルサイトの運営です。「葬儀、お墓、仏壇などを買いたい 

ひと」と「それらを提供したい会社」を結びつけます。仕組みとしては、SUUMOさん、一休さん、booking.comさんなどと似た 

業態です。

収益は、提供側の企業様からの「成約手数料」です。料金

は、問い合わせではなく、成約に対して発生します。成功報

酬型の仕組みです。

おかげさまで2017年には東証一部に上場。2018年1月期

の売上は前年比で28%増、19年1月期は同46％増と急成

長しています。直近5年の成長率は年平均で26％です。

葬儀やお墓のポータルサイト運営

鎌倉新書の事業について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社鎌倉新書

次のページへ
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次のページへ

デジタルイノベーション部は、デジタル、フィンテックをキーワードに新規ビジネスを創出することを 

目的とする部門です。人員数は約100名。組織図上では、どの事業部門にも属していません。

ローンチしたサービスに、スマホ決済サービス『J-Coin Pay』があります。J-Coin Payは、個人間の 

お金のやりとりや、店頭での決済や銀行口座への出金を、手数料ゼロ円で提供します。たとえば、飲み会 

で割り勘になったとき、J-Coin Payを使えば、おつり交換の手間なく、スマートフォンでスムーズに 

割り勘できます。銀行口座に直結しておりクレジットカードなしで使えること、本人確認を銀行レベルで

実施していることが特色です。現在、地方銀行と連携して、全国的にサービス展開しています。

スマホ決済サービス、J-Coin Pay

みずほ銀行 デジタルイノベーション部について教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社みずほ銀行
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次のページへ

エトヴォスは大人ニキビに悩んでいた代表 尾川が、医学博士と共に

2007年に創業した化粧品会社です。商品の特色は、皮膚科学に 

基づいた処方設計を徹底していること。医学博士が監修しています。

主な顧客は、20代中頃から30代後半の、敏感肌など「肌トラブルを 

経験したことのある女性」です。商流は店頭販売（卸売り）と、ECで、

大丸や松坂屋など百貨店に直営店も設けています。

他の自然派化粧品との差別化点は、「肌にやさしいのに、メイク商品

の発色が良く、使い心地が良いこと」です。多くの自然派化粧品は、 

エトヴォスの概要

エトヴォスについて教えてください。

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

株式会社エトヴォス
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次のページへ

野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに的確に応えていくためのサポートツールとしてKIを活用 

しています。主に、お客様ごとの想定ニーズをリスト化し、全国の営業担当者（以下、パートナー）に向け 

配信することに役立てており、営業企画部がデータ分析をおこない、それをリテールビジネス推進部が全国

の営業店に展開しています。

現在、営業部門の残あり口座数は約530万、顧客資産残高は100兆円を超える規模であり、お客様の属性・

ニーズは多岐にわたります。

お客様へ最適な提案・アプローチを実現するためにKIを活用

野村證券では、KIをどのように活用していますか？

データアナリティクス プラットフォーム  KI導入事例

野村證券株式会社
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大阪ガス株式会社
（ビジネスアナリシスセンター）

株式会社NHKエンタープライズ

清水建設株式会社野村證券株式会社株式会社みずほ銀行

柴田陶器株式会社株式会社エトヴォス株式会社ディノス・セシール

株式会社日本アクセス日本ハム株式会社株式会社鎌倉新書中外製薬株式会社

KIには現場部門を『巻き込む』力があります。
デモを見た一週間後には、導入していました。

｢データ分析が、これからの金融機関のカギを握ります。
現場が自ら分析し、動く、データドリブン組織を目指し
ています。

｢野村證券では、これまで以上にお客様のニーズに
的確に応えていくためのサポートツールとして、
KIを活用していきます。｣

建設業という属人性の高い業態だからこそ、
データ分析の可能性を追求しています。

ECサイト、カタログ通販、テレビ通販のデータを
KIで統合解析することを目指しています。

「KIは、分析業務にとって本質である
『問いを立てる』に集中できるツールです。」

「楽天、ヤフーショップ、Amazon、自社サイトのデータ
をKIを使って分析していきます」

「いま、新聞広告をご覧になったお客様が、ECサイトを
訪問しているように見受けられます。KIを使って、真相
を調べていきます。」

天気予報のようなデータ分析を目指しています。 「BIではできないことを、KIのデータ分析で実現してい
きます」

「食品市場の『前提の変化』をデータ分析を通じて
正しく認識したいと考えています」

KIは、「仮説を持たずに分析しても、影響度の大きい
切り口を提示してくれる」という点で、BIと異なります。

有効な施策を自動的に生成 施策の改善効果が実施前にわかる

効果の大きい順に
重要な切り口を提示

生成された切り口は、統計的な

観点から効果が順位付けされ、

優先順位が一目瞭然です。

施策の
改善効果を事前に
シミュレーション

施策を実行するとどの程度改善

するかが、シミュレーションでき

ます。効果があるかないかだけで

なく、効果の大きさを事前に数値

で把握できるので、どの打ち手を

打つと効率がよいか、何にどの程

度の予算をかければよいかを、

誰でも合理的に判断できます。

人では思いつくことが
困難な切り口を
無数に自動生成

機械学習を使って、膨大なデータ

から課題解決の切り口を無数に

自動で作り出すことができます。

主な業界別KI活用事例

金融

幅広い業界で、さまざまな用途に、ご活用いただいています。

・優良顧客の特徴分析
・営業ターゲット先抽出
・ローン利用率向上

小売
・キャンペーン反応率の最大化
・リピート率向上
・クロスセル、アップセル

人材
・離職率の低減
・継続派遣率の向上
・研修商品受注最大化

食品・医薬
・MRの行動分析
・量販店の売上分析
・化粧品ユーザーロイヤル化

卸・中間流通
・POSデータ分析
・余剰在庫の削減
・顧客単価の向上

建設
・事故率の最小化
・案件別労働時間最小化
・工期延長の要因分析

外食・レジャー
・アプリ会員行動分析
・顧客単価の向上
・クーポン施策分析

スポーツ
・観客数の増加
・ファンクラブのロイヤル化
・勝率の向上

EC・モバイル
・広告効果向上
・オフライン統合分析
・かご落ちの低減

製造
・不良率低減
・営業活動の効率化
・材料廃棄量の削減

法人サービス
・成約率の向上
・ターゲットリストの抽出
・稼働率の向上

官公庁
・相談対応工数の最小化
・特定税収の最大化
・サービスの利用率向上



データから
施策が見つかる
データ分析ソフトウェア

KIシリーズ 開発の背景

キーエンスについて

データを入れて、解決したいビジネス課題を選ぶだけで
有効な打ち手を見つけ出してくれるデータ分析ソフトウェアです。

営業ターゲット先
抽出

離職率の
低減

リピート率
向上

金融 人材 小売

KI とは？
キーエンスは1974年の会社設立以来、FA（ファクトリー・

オートメーション）用センサをはじめとする高付加価値商

品を通じて、生産現場の「生産性・品質向上」に貢献して

参りました。自動車、半導体、電子・電気機器、通信、機械、

化学、薬品、食品など、製造業のあらゆる分野において25

万社以上のお客様にお取引いただいております。また、海

外においても1985年のアメリカ現地法人設立を皮切りに、

現在では46カ国220拠点で事業を展開しております。

キーエンスは、今まで世の中になかった価値を生み出し続

けること、「付加価値の創造」によって社会へ貢献するとい

う考えのもと事業活動に取り組んでいます。おかげさまで、

さまざまな業界のお客様に商品をご採用いただき、過去

25年間、平均10％を超える成長を遂げることができました。

新商品の約7割は世界初、もしくは業界初で、Ｆｏｒｂｅｓ社

の“世界で最も革新的な企業ＴＯＰ100”には8年連続

でランクインしています。

データで科学的にとらえ、合理的な判断を

現在、企業では様々なデータを保有しています。例えば営

業やマーケティングの現場には、お客様のマスターデータ

や売上データに加え、ウェブサイトのアクセスログや過去

の販売施策のデータ、営業活動の記録など多くのデータ

があります。これらを企業のビジネス課題の解決や改善に

上手く使用できれば、より精度の高い意思決定や施策に

つながることが期待できます。一方で、データを有効に活用

し、具体的な施策やアクションにつなげられている企業は

多くありません。キーエンスでは従来から、企業活動をデータ

で科学的にとらえ、合理的な判断をおこなうことを心掛けて

きました。しかし、データの質や量が増えるにつれ、特にビ

ジネス部門においてデータを扱う難しさは増してきていま

す。ビジネス部門のユーザーが、データを用いてより良い施

策につなげていくにはどうすればよいか。社内での活用を

通じ、見えてきたのは、仮説を多く作り出し、ビジネス課題

との関係性を明示すること。そうすることによって、実際の

施策（打ち手）がデータから見つかるようになりました。

KIは、そんなキーエンス社内での活用経験を元につくられた、

ビジネスユーザーがプログラムなしでデータからビジネス

課題の因果を発見し、施策を見つけられるソフトウェアです。
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データ分析 サポートプログラム

導入後は、データサイエンティストやITエクスパートを含めた
キーエンスの経験豊富な専任サポートチームが、お客様のデータ分析・活用をサポート致します。
ツールをご提供するだけでなく、
「データ活用を通じて、生産性を向上させるプロセスを確立すること」を目標に、
キーエンスのノウハウをフル活用しながら、お客様としっかり伴走させていただきます。

導入前準備 診断 分析実践 振り返り支援

データ分析を進めていく準備をします。
・この段階での役割決め
・意識合わせの度合い
これらが成功の鍵を握るため、
体系的にこのプロセスをサポートします。

・お客様の状況
・データの状況
・抱えている課題
・取り組みたい分析テーマ
これらを詳細にヒアリングし、
最初に取り組む分析テーマを決めます。

ハンズオンを通じて、
KIの基本的な操作を体験します。
また、診断にて決定した
貴社テーマに対して、
分析の実例を見ながら、
実践的な手法を学ぶことができます。

一定期間ごとに振り返りの
ミーティングを実施します。
分析についての質問や、
選んだ分析テーマを施策に落とし込む
方法などをサポート致します。

不良率
低減

アプリ会員
行動分析

余剰在庫の
削減

製造 外食・レジャー 卸・中間流通

営業利益率

50.3%
過去25年間の平均成長率

10%超
世界で最も
革新的な企業TOP100

8年連続
過去10年間の
海外事業の平均成長率

20%超
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