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センサー、ネットワークの発達やハードウェアの価格低下により、大量のデータを蓄積できるよう
になり、これらのデータを業務改善・新製品開発に活用しようという取組みが盛んになってきた。製
造業では、センサーから出力される多種多様な大量のデータが蓄積されているが、量が膨大、構造が
複雑であるがゆえに死蔵しているケースが多い。これらのデータは、製品の品質やコストに関する重
要な示唆を与えてくれる可能性があり、うまく活用することにより製品品質の向上や業務効率化など
の価値を実現することが求められている。
私達はデータ利活用に関わるコンサルティングの多くの経験を通して、データの処理・加工・分析
や活用に関わるノウハウを蓄積してきた。本稿では、医療検査機器製造のA社に対してデータ利活用の
実現性検証コンサルティングを実施した事例を通し、私達のノウハウが顧客のデータ利活用を促進し
て、業務にイノベーションを実現するものであることを示す。
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ま　え　が　き

インターネット、スマートフォン、センサーデバ
イスや組み込みシステムの普及により、人々の生
活や企業の活動などに関わる膨大なデータが流通・
蓄積、利用されるようになってきており、『ビッグ
データ』という総称で呼ばれるようになった。ビッ
グデータは収集範囲の広さ、集積度の高さ、時間
粒度の細かさが圧倒的に向上しており、ビッグデー
タを分析することで、人の行動やモノの動き、使わ
れ方などをより正確に早く把握できるようになる。
また、アルゴリズムやハードウェアの技術的進歩に
よって、高精度な予測や最適化などの高度な分析
を計算機で実現できるようになった。各企業にお
いても、ビッグデータ利活用によるビジネス拡大・
競争優位性の検討が盛んに行われている。ビッグ
データ関連の新規領域の市場は、2017年には世界
で32兆円規模、日本で約1兆円規模と予測されてい
る（図-1）。（1）

ビッグデータへの取組み状況は業種・業務によっ
て異なる。マーケティング分野では、受発注システ
ムやPOSデータなどの基幹系システムから出力され
るデータに加えてソーシャルメディアのデータを
蓄積・分析して顧客の声や行動を把握することで、
より個人の嗜好に合ったマーケティング施策を生
み出す動きが活発化している。マーケティング分析

で使われるデータはフォーマットが定型的であり、
比較的扱いやすい。
一方、製造業の現場に蓄積されている製造・検査
機器から出力されるセンサーデータは、量が膨大で
形式や記録頻度も機種によって千差万別で複雑で
あるため扱うのが困難であり、活用されずに死蔵さ
れているケースが多い。
少品種・大量生産が主流だった時代の製品開発で
は、現場の人のノウハウ（経験と勘）が有効に機能
していた。グローバル化やニーズの多様化により商
品の細分化、多品種・少量生産が進んだ現在では、
人では対応できないほど材料や製品の種類の細分
化や、製造プロセスの複雑化が進んでいる。また、
人には自分に都合の良い情報だけを集めて自己の
先入観を補強する（確証バイアス）など様々な認識
のバイアスがあり、完全な意思決定は不可能と言わ
れている。意思決定における網羅性や客観性、正確
性を高めるには、データを活用することが有効と考
える。
また、製造のデータ分析では、機器の故障や製品
品質など、データから理解しやすい事象が多い。製
造現場のデータには品質やコストに関する重要な
示唆が潜んでいる可能性があり、うまく活用すれば
業務に価値をもたらすことができると考える。
富士通総研ビジネスサイエンス事業部は、「ビッ
グデータ」という言葉が生まれる前から大量のデー
タの利活用に関するコンサルティングを数多く実
施し、データの処理・加工・分析、業務活用のノウ
ハウを蓄積してきた。
本稿では、業務改革・新商品開発に向けたデータ
の利活用の可能性を検証する「データ利活用の実現
性検証コンサルティング」のプロセスと効果につい
て述べ、適用事例を紹介する。

ビッグデータ利活用の課題

私達が多くの商談を通して伺った顧客のデータ
利活用の悩みは、①目的を明確化できない、②費用
対効果を明確にできない、③人材不足の3つに大別
することができる。

■課題① 目的の明確化
商談においてしばしば、「社内中のデータを掻き
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図-1　ビッグデータ関連の市場規模予測
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集めたので活用方法を教えてほしい」という相談を
受けることがある。とにかくデータを集めておけば
いつかはビジネスの役に立つのではという期待も
あるようである。
データの蓄積・分析は、業務改善、新製品開発な
どの経営上の課題を解決するための手段である。や
みくもに山を掘っても金脈は見つけられないのと
同様に、ビッグデータをビジネスに活用させるため
には、目的が明確になっていることが必要である。
まずは自社の経営課題の中からデータで解決す

べきものを設定し、その課題を解決するために有効
なデータを検討するステップを踏むことが重要で
ある。

■課題② 費用対効果
ビッグデータを活用しようとするならば、スト
レージや分析ツールなどのICT環境への投資が必要
になる。ICT環境を導入し高度・最新の分析技術を
駆使して、ビジネスに役立つ知見を見出すことがで
きても、その知見から立案した業務施策が投資を上
回る効果がなくては意味がない。また、データ分析
の効果は分析者のスキルやデータの量や質にも依
存し、事前に把握するのは難しいため、投資への
ハードルが高く感じられ、意思決定を先延ばしして
しまうケースも多い。したがって、データ分析の効
果を経営者にわかる形でできるだけ迅速に示すこ
とが必要である。

■課題③ 人材の不足
ビッグデータ利活用の成功のためには、ICT環境
の導入だけでなく、統計学や数理学、豊富なIT知
識などの専門能力を活かしてデータを分析し、企
業の課題を的確に把握し、解決策を提案する能力
を備えた人材が不可欠である。このような人材は
「データサイエンティスト」と呼ばれ、現在日本に
は1,000人程度しかいないといわれる。政府はビッ
グデータ関連ビジネスの経済効果を7兆円超と試算
するが、（3）将来的に国内ではデータサイエンティス
トが約25万人不足すると予測されている。（4）

各企業においても人材育成を急いでいるが、内製
化できない技術・分野に応じたコンサルティングや
サービスの必要性が高まっている。

データ利活用実現性検証のプロセス

ビッグデータの活用を成功させるには、データの
取得方法や分析方法、分析結果から導かれる施策の
実現性について十分に検討を重ねる必要がある。
私達は、データ活用の可能性の見極めや新しい
データ利活用方法の提案により、2節で述べた顧客
の3つの課題を解決し、顧客のビジネスゴール達成
へ導く「データ利活用実現性検証コンサルティン
グ」を提供している。本節では、データ利活用実現
性検証コンサルティングのプロセスについて述べ
る。このプロセスは、分析の目的を明確化する目的
設定フェーズ、必要なデータを検討するデータ検討
フェーズ、データを分析してビジネスに有意な知見
を見出すデータ分析実施フェーズ、分析結果から施
策を検討する施策立案支援フェーズの4段階からな
る。各プロセスについて説明する（図-2）。

■目的設定フェーズ
2節で述べたように、データ利活用を成功させる
ためには、顧客の経営課題に直結する目的が必要で
ある。
まず、顧客のバリューチェーンを可視化してビジ
ネス上の課題を洗い出し、データで解決すべき課題
に関して優先順位をつけ、具体的な目的を設定す
る。経営者が前向きでも現場の業務にマッチしない
ケースもある。経営層と現場の両者の意見を取り込
み議論を重ねて目的を具体化する。
目的を設定したら、分析の効果をモニタリングす
るための指標（KPI）を設定する。KPIは、データ分
析の効果を最終的な財務指標の数値として表現し
たもので、分析が経営に与えるインパクトを定量的
に把握するためのものである。例えば、機器ログを

目的設定 データ検討 データ分析
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施策立案
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図-2　データ利活用実現性検証コンサルティング
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常時と異常時両方のデータが必要になる。センサー
データについても、取得頻度が細かいほど分析の精
度を向上させることができる。このようなケースで
は、富士通が提供するストレージ環境を短期間に利
用してもらうという提案も選択肢の一つである。
一般に、分析に必要なサンプル数については、統
計的検定のような客観的基準に基づく指針はあっ
ても絶対的な基準は存在せず、問題やデータに依存
して人間が判断して決定する。データのサンプル数
が不足している場合は、最低限必要なサンプル数を
示す。例えば、時期による偏り（季節性）があるな
らばそれらをカバーする期間のデータが必要にな
る。故障予測の問題では、過去に実際に故障したサ
ンプル（正例）の数が、故障しなかったサンプル（負
例）の数より圧倒的に少ないとモデルの構築が困難
になるため、全体のサンプル数に加えて、正例の
サンプルの割合も考慮して必要なサンプル数を決
める。

■データ分析の実施
業務施策につなげるための知見・ルールを見出す
ためにデータを分析する。収集されたデータは、取
得間隔が不規則、欠損値やノイズが多いなど、その
ままでは分析に使えないケースが多い。データの種
類や事象に応じた正しい処理（クレンジング）によ
りデータを分析目的に合うように加工する。加工し
たデータに対して、統計解析や機械学習の最適な手
法を適用して分析、モデル化を行う。
統計解析と機械学習は、ともにデータから有用な
規則、ルール、判断基準などを抽出する手法である。
多変量解析などの統計解析の手法は結果が解釈し
やすく、Microsoft EXCELにも実装されていて簡単
に実行できるが、単純な線形性を仮定するため非線
形の複雑な関係を表現できない。一方、機械学習
は、人口知能（人間の学習能力と同様の機能をコン
ピュータで実現しようとする技術）から発展した技
術で、非線形で複雑な関係を解明でき、精度が統計
解析に比べて高い。しかし、モデルのメンテナン
スに手間がかかり、結果が解釈しにくい（ブラック
ボックスである）ため説明責任が必要になる意思決
定への適用には向いていない。
データ量の増大と計算機パワーの発展によって、

機械学習の強みを活かすことができる環境が整い、

活用した故障予測分析による予防保守を目的とし
た場合、分析した結果得られる修理の訪問回数や部
品削減数といった指標から、削減される部品在庫
費用や輸送費、保守要員の人件費など波及するす
べての効果を加味したトータルのコスト削減分（ま
たは利益増加分）がKPIとなる。分析結果の経営へ
の影響が明らかな場合は、必ずしも財務指標では
なく、KPIをブレークダウンした部分要素、例えば、
モデルによる予測精度などをKPIに設定する場合も
ある。

KPIによって分析の費用対効果を定量的に把握で
きれば、顧客の費用対効果に対する懸念（課題②）
を払拭することができる。

■データ検討フェーズ
データ検討フェーズでは、図-3のようにデータ
と関連する要素（部門、設備など）の関係を可視化
して、業務フローとデータの関係を整理し、データ
が生み出された背景を理解した上で、データの詳細
な検討に入っていく。
データの種類が不足している場合は、他の機器
ログや他部門のシステムのデータなどとの組み合
わせも検討する。天候や経済データなど外部のデー
タの利用を検討する場合もある。
ストレージがボトルネックになる場合がある。例
えば、機器の故障原因を分析するために、故障前後
の異常時のデータだけを蓄積し、正常時のデータは
量が大きすぎて溜めきれずに捨てているケースで
ある。故障の予兆検知を分析目的とした場合、正

図-3　業務フローとデータの可視化
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のセンサーデータを記録する装置（ロガー）は二つ
ある。一つの装置1からは、製品の使用上意味のあ
る、特定の時点における電気的反応の反応値がテキ
ストファイルに出力される。これは、すべての製
品の出荷前検査の合否判定に使われている。もう
一つの装置2からは、一定の時間間隔でサンプリン
グされた波形データが出力される。担当者は、検査
における異常や返品された製品など一部の製品に
ついてこのデータを目視で確認していた。このデー
タは装置1の出力ファイルの100倍の記録密度であ
るが、ノイズが多いために扱いにくく、活用できて
いなかった（表-1）。A社では不良発生の原因を解明
する鍵がこの波形データに潜んでいるのではない
かと長年考えていたが活用していなかった。
私達は、センサーデータ以外にも不良発生に関係
がありそうなデータを検討した。出荷後の製品の使
われ方（POU：Point Of Use）も重要な要因と考え
られるが、この製品の運用では稼動ログは取得でき
なかった。したがって、現状の利用可能な出荷前検
査におけるセンサーログ（装置1、装置2）と不良品
のIDのデータから、不良発生の予測がどこまで可能
かをテーマとし、予測モデルによる不良発生予測の
精度をKPIに設定した。
分析実施のフェーズでは、1年分の全製品につい
て、A社が活用できなかった装置2の波形データを
分析した。波形データを特定の電気的反応のパター
ンごとに分離し、各パターンについて非線形最小二
乗法という解析手法を用いて、反応の速さやばらつ
きなどを数値化して、数百種類以上の特徴量を作成
した。また、ノイズとみなす閾値を統計的に算出し
てノイズを判定した。ノイズの多さが出荷品質に影
響を与えている可能性を考慮してノイズの多さも
特徴量に含めた。
そして、全製品の特徴量と不良品IDとを突き合わ
せて、特徴量から不良発生を予測するモデルを機械
学習の手法を用いて構築した。分析の結果、特定

ビジネスに適用されるようになってきた。例えば、
小売業で同時に購買される商品の組み合わせの規
則を発見するために相関ルール学習が使われてい
る。また、Amazon.comのレコメンドシステムに
も機械学習が使われている。
私達は、データの種類や分析目的に応じてこれら
の分析手法やツールを適切に自在に使いこなして、
データの可能性を最大限に引き出すことができる。
私達のノウハウは、顧客の人材不足の悩み（課題③）
に十分に応えることができるものである。

■施策立案支援
データ分析で得られた知見をもとに、業務施策を
立案するための支援を行う。顧客主体で施策の実行
可能性や実現効果などを考慮して施策を立案する。
私達は、施策の元になる取り組むべき事項のリスト
アップ、データ検討フェーズで作成した業務フロー
とデータの可視化結果の提供、必要な分析結果の情
報提供などを行い顧客の意思決定を支援する。
分析実施フェーズにおいて有用な分析結果が出
ない場合、別の手法を試したり、問題設定を見直す
等の改善に向けた試行錯誤を行う。結果が改善しな
い場合は、データの取得方法に問題があることも多
く、データ検討フェーズに戻って再度データの取得
方法を検討する。
このように、1回のサイクルで滞りなく目的まで
到達できるケースは稀であり、何回かサイクルを回
して徐々に目的に近づけていく。

事　例　紹　介

本節では、データ利活用実現性検証コンサルティ
ングの事例をご紹介する。顧客は医療検査機器を
製造するA社である。現在私達は、富士通次世代
情報系ソリューション本部インテリジェントコン
ピューティング部において富士通のビッグデータ
のビジネスを支援する活動を行っている。この事例
はこの活動におけるものである。
医療検査機器を製造・販売しているA社では、消

耗品の出荷後の不良発生による返品を減らせない
ことが課題であった。出荷前検査では、製品に様々
な濃度の試薬を流した時の電気的な反応に関する
センサーデータを解析して品質を判定している。こ

表-1　A社のデータの概況

取得粒度 使われ方

装置1 細かい 異常／不良品の 
原因調査

装置2 粗い 全製品に対する 
出荷前検査

FRI-vol.6_03.indd   21 25/11/01   18:13:53



FRIコンサルティング最前線. Vol.6, （2014）22

特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

ルティングへのニーズは拡大していくと思われる。
分析を内製化したい顧客に対しては、データ分析ノ
ウハウの教育メニューを提供することも視野に入
れている。
データ利活用の実現性検証コンサルティングに

よりデータの活用可能性が検証された後は、富士通
が主体となり新業務におけるシステムを構築する
フェーズに入る。私達は富士通と緊密に連携して、
データ蓄積・分析基盤などのプロダクトの選定や分
析結果のシステム要件への落とし込み、運用におけ
るモデルの精度維持、メンテナンスを行い、顧客の
新業務における最適なICT環境の構築・運用を支援
する。
ビッグデータを起点として業務革新、新製品開発
を促す私達のアプローチが、顧客ニーズの多様化や
製品の高付加価値化などの課題に直面している日
本の製造業の国際競争力向上の一助となれば幸い
である。
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の条件の反応パターンを示した製品は不良が発生
しないことがわかった。ただし、この条件が起き
る割合自体が低く、全製品に適用できるようなルー
ルを見つけられなかった。
この分析結果を受けて、A社では、現行のデータ

で可能な出荷時品質は確保できていると判断し、出
荷後の運送の影響が大きいという仮説をもとに、出
荷後の運送のデータを収集する取組みを開始した。
将来、運送データと今回分析した検査データ、さ
らには製造時のデータも組み合わせて商品競争力
を高めるためのデータ活用を継続していく予定で
ある。

A社では製品におけるセンサーの使われ方を想定
した検査方法に基づいた分析は行っていたが、製品
では使われない細かな時系列データを分析する方
法を検討していなかった。多様なデータに対応可能
な私達のノウハウは、お客様の品質の向上に十分貢
献できるものである。そして、データ利活用の実現
可能性検証コンサルティングによって、データ利活
用による商品競争力強化の新しい段階に進むこと
が可能となった。

む　　す　　び

製造業では、センサーから出力される多種多様な
大量のデータが蓄積されており、多くの顧客はこれ
らのデータを活用できずにいる。一部の大企業を除
いて、分析にリソースを投入する余裕はなく、分析
をアウトソースする流れは続くと思われる。このよ
うな現状を踏まえると、データ利活用検証コンサ
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