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白川レポート：デジタルマーケティング最前線【NTT ドコモ編 (4)】

会員基盤を軸とした事業革新

〜社会に貢献するデータ活用をめざして〜
株式会社 NTT ドコモ 執行役員
デジタルマーケティング推進部長

白川 貴久子
デジタル時代、社会課題の解決にはビッグデータ、AI の活用が欠かせない。会員基盤を軸とした事業革新における取り組みを紹介し
てきたが、最終回では現在取り組んでいる具体例の紹介で締めくくりたい。ひとつは、お客様のプライバシーを大切にしながら豊か
な暮らし・社会に貢献するデータ活用のための取り組み、もうひとつは企業全体のデータ活用力を上げていくための取り組みである。
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ルデータ活用」と「パーソナルデー

たいどのように使われているのだろ
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（図 1）は、パーソ
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データがどのように活用されている

ナルデータとは何か？から始まり、

客様に同意いただいている内容が一
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活用目的、メリット、管理運用方法、

覧でき、データの第三者提供につい

トがもたらされるのか、ということ

プライバシー対策など、生活者にとっ

ての同意の可否を選択可能とした。

「知ってナットク！
ドコモのパーソナルデータ活用」

「パーソナルデータダッシュボード」

お客さまの便利・お得と、
ご不安や疑問に対してご覧になりやすいよう丁寧にお伝え

同意内容を一覧でお示し、同意のご選択を可能に

パーソナルデータダッシュボード
パーソナルデータってなんだろう？
パーソナルデータは何のために使っているの？
マンガでナットク！
暮らしに役立つパーソナルデータ
パーソナルデータをどのようにつかっているの？
安全に管理しているの？
プライバシー対策はどうなっているの？

ご自身のデータの取り扱いに関
する同意事項の確認はこちら

お客さまの関心や社会情報に応じて
継続的に改善を行う
ご自身のデータの提供先と種類
の確認・変更はこちら
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新設 「知ってナットク ! ドコモのパーソナルデータ活用」

お知らせ、
メルマガの受信設定
はこちら

同事項一覧
お知らせ配信設定
第三者提供の管理
dアカウント連携設定

図2

dアカウントの連携サービスの
変更はこちら

新設 「パーソナルデータダッシュボード」
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エンドユーザ育成を担う中級レベルを習得

自らデータ分析し、広め、育てられる体制へ
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支社内、支店、
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・ コミュニティ
ローカルコミュニティ / マイクロコミュニティの形成
コミュニケーション活性化
ユーザ間の質問→回答を促す文化醸成/イベント
Tableau事例の共有/発表会
ポータルでのナレッジ蓄積/共有
・ 教育
ゴール設定(明確なスキルセットと人数規模)
エンドユーザ教育マインド

上級レベル

中級レベル

Ambassador
約80名(年度内目標)
エンドユーザ

初級・基礎レベル

全従業員

約26,000名

認定ポロシャツ

地域のデータドリブン推進をリード

図3

DATA Saber
2名

地域のデータ分析をリードする Ambassador を育成
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エンドユーザ育成を担う中級レベルを習得

知ってナットク！などを通じ、ドコ

Tableau Japan 社とタイアップし、今

なるからだ。そして、自らが DATA

モのデータ活用についてご理解いた

年度から開始したプログラムである。

Saber 認定を受けるまでの苦労を肌

だく努力をしながら、実際のデータ

本プログラムは、データドリブン

活用でお客様に喜んでいただく。そ

をリードしうるマインドと技術力を

Ambassador の悩みどころに寄り添

して社会に多くの価値をご提供し続

兼ね備えた DATA Saber のリーダー

いながらリードできている。

けることで、お客様と共に社会に貢

のもとで、基礎技術を習得し、地域

献するデータ活用を進めていきたい。

のエンドユーザ育成やデータ活用
コミュニティの活性化を担う

で知ったマネージャーだからこそ、

励まし合い、
楽しみながら
ネットワークを拡大

地域のデータ活用推進
Ambassador プログラムの展開

Ambassador を輩出していくことを

Ambassador プログラム期間中、多

めざしている。参加者は 2 か月半内

くの課題に参加者は悪戦苦闘してい

データの力をフルに活用し、社会

に 9 日間の Off-JT 含むプログラムを

るが、ネットコミュニティを活用し

に価値を提供していくためには、社

通じ、Tableau の技術と共に、デー

て互いに教え合い、励まし合いなが

員の一人一人がその価値を理解し、

タドリブンカルチャーを広める力を

ら乗り越え、12 月までに 2 期、41

より効果的に活用しうる力を伸ばし

習得する。最終日に自身の業務に

名が Ambassador として認定された。

ていかなければならない。

沿ったデータ活用事例の発表会と技

認定の証にお揃いのエンブレムをつ

全社のデータドリブン文化を広め

術試験を経て、正式に Ambassador

けたポロシャツを贈呈。各地域での

るべく、可視化基盤を構築し、その

として認定される。認定後は各地域

データ活用活動で着用している姿は

活用を推進中であることを第 2 回

の事情に応じたユーザ会を企画開催

楽しく誇らしげだ。コミュニティは

で触れたが、今回は各地域が推進主

する、というミッションまでをプロ

プログラム卒業後も継続され、1 期

体となるための取り組みとして

グラムとして用意した。

生は 2 期生の発表会に参加するなど、

Ambassador プログラム（図 3）を
ご紹介したい。
迅速にデータウォッチができるダッ

その輪を広げる努力を続けている。

ビジネスマインドの高い
マネージャーをリーダーに

データは社会課題解決の資源

シュボードは現在約 450 件、利用が

このプログラムを進めるにあたっ

世界中でデータ活用がどんどん進

増えるにつれ、各地域、現場に応じ

て、こだわったのがリーダーだ。全

んでいる。少子高齢化などの社会課

たダッシュボード開発要望も急拡大し

社に広がる活動とするために、ビジ

題先進国である日本こそ、その解決

ている。そのニーズに対応するために、

ネスマインドの高いマネージャーが

にデータを有効活用しなければなら

本社主導の研修に加え、各地域の現

DATA Saber の認定を取得した。各

ない。プライバシーを尊重しながら、

場で自らが率先してデータ活用し、推

地域から共感を得られる企画を計画

社 会 に よ り 多 く の HAPPY を 生 む

進しうる人材育成が急務となった。そ

し、力強く推進しうるマネージャー

データ活用を全社をあげてこれから
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も追求していく。
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