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ンをお客さまに提案している NTT 

Comは、「実際に自分たちでしっか
り使った上で提案する」ことが重要
という意識を持っている。前述のよ
うなデータ分析・活用に関する課題
意識もあり、社内のさまざまなデー
タが集まるシステム部は、データを
管理するだけでなく、分析してサー
ビスや業務の改善などに活かすよう
な付加価値を生み出す活動に取り組
もうと考えた。
このような背景から 2016年 7月

に立ち上げられたのが組織横断的な
プロジェクト“Business Analysis 

Clinic（以下 BAC）”だ。
「データ活用を進めるにはフレーム
ワークが必要と考えました。まず 4
つの取り組み方針を決め、アクショ

IoTや AI（人工知能）など、新し
い IT技術を活用したソリューショ

　

NTT Comは膨大な社内データを
いかに効率的に分析・活用すればよ
いのか、またデータ分析を実際にど
のように進めてよいかわからない、
といった点を課題と考えていた。ま
た、売り上げや収支管理などの数値
を Excelで集計し、PowerPointを
使ってまとめるという作業にはかな
りの人手と日数がかかっていた。同
じような課題を持つ企業が多いので
はないだろうか。

NTTグループの方針でもあるBtoBtoX型ビジネスの展開に注力するNTTコミュニケーションズ（以下NTT Com）は、お客
さま企業に最新IT技術の活用を提案する前に「自らがしっかり使う」ことを重視している。社内のあらゆるデータが集まるシ
ステム部は、若手社員中心のプロジェクトを立ち上げ、データ分析・活用に関するスピード感のある取り組みを進めている。

データ分析・活用の課題
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取り組み方針 アクションプラン 

　
④データ蓄積基盤整理によるデータ活用環境の整備
　セキュア分析環境構築
　データカタログ整備
　データ仮想化

データ蓄積基盤の整理
とデータ活用環境の整
備実施 

4 

③人材育成・スキルアップ
　データサイエンティストスキルUP
　データ活用トレーニング開催

他組織との情報共有
によるデータ活用の
活性化推進 

3 

 

 
データ活用の成功事
例創出と蓄積による
見える化の実現

1 
①個別案件対応（ケーススタディ）　
　社員のES分析（HR部）、ハピネス分析、ComForum分析　
　/広報ROI分析 (広報室)、オープンデータ活用(営業部) 
　ほか多数

 
　

 

　
 

 

 

②データ活用の仕組み（プロセス）
　データコンシェルジュ（相談窓口）
　データ分析おたすけサイト、メルマガ発信、
　データ活用キャラバン

データ活用の総合的
コンサルを実現する
ためのしくみ構築 

2 

  

②プロセス 

④基盤 ③人材 

①ケーススタディ 

データ活用データ活用
スパイラルスパイラル
データ活用データ活用 
スパイラルスパイラル 

図1　BACの取り組み方針とアクションプラン

社内データ活用推進プロジェクト
“Business Analysis Clinic（BAC）” 

経営資源であるデータ分析・可視化を促進し、
事業の課題解決を実現

社内外データの分析・活用5
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ンプランを作成しました（図 1参
照）。まずはデータ活用の成功事例
を創出し蓄積すること。社内各部署
におけるデータ活用のニーズを見つ
け出し、コンサルティングを通じて
成功事例につなげます。次にデータ
活用のコンサルを実現するための仕
組み作り。3つめはデータ活用の活
性化の推進。これはデータ活用人材
の育成が中心となります。最後にデ
ータ蓄積基盤の整理とデータ活用環
境の整備です。お客さまデータを扱
うこともありますので、セキュアな
分析環境を構築することは必須で
す。こういったことを決め、準備期
間を経て 2016年 10月に BACの
活動を開始しました。」（駒走氏）

スピード感を重視するため、メン
バー 20名のうち 9名は入社 1 ～ 3
年目という、若手中心のフラットな
組織でプロジェクトがスタートし
た。本稿で紹介する取り組みは、そ
のほとんどを若手メンバーが主体と
なって推進している。
「データサイエンスの知識を持つ
若手社員もいましたので、即戦力と
して活躍させています。『わかりま
せん』と言われることもあるのです
が、『できません』とは言われません。
『まずやってみる』という姿勢が目
立ちます。」（駒走氏）
そのような姿勢が良い方向に働
き、前例がなく何から手をつければ
よいのかもわからないことが多い状
態でスタートしたプロジェクトで

雑具合を可視化した。展示会場の混
雑がお客さまの満足度に関係してい
るという仮説を得ることができ、会
場レイアウト、来場者の動線、プロ
グラムの見直しの検討へつながっ
た。
今年度はビーコンを使用してより
詳細に人数を計測し、さらなるデー
タ活用によってお客さま満足度の
向上や営業機会の拡大などを目指
している。

OCNモバイルONEの売り上げ
可視化
契約管理システムが持っているデ
ータはサービスオーダーに最適化さ
れていることからデータ構造が非常
に複雑であり、分析には適していな
かった。苦労の末、数百行に及ぶ
SQLを用いて分析に適した形にデ
ータを加工し、システムを熟知して
いない人でも分析・可視化できるよ
うにしている。

「分析・可視化が進みデータに基
づいて話を進めることができるよう
になると、誰でもフラットな立場で

ありながら、短期間で成果を上げて
いる。

社内のデータ分析・活用に関する
要望をヒアリングし、分析・可視化
の成功事例を創出する“データコン
シェルジュ”の活動例を以下にいく
つか紹介する。

社員の満足度要因分析
人事部による全社員向けの満足度
調査結果データから社員の満足度要
因をテキストマイニング・因子分析
の手法を用いて分析した。分析にか
かる時間とコストが削減できたほ
か、社外への委託では難しい、社員
ならではの目線によるデータ分析が
実現できた。

フォーラムの混雑具合を可視化
NTT Comが毎年開催する“NTT 

Communications Forum”会場の混
雑具合を分析した。時間ごとに講演
会場などを訪れた人数を元に、展示
会場の人数を推定し、会場全体の混

入社1～ 3年目の若手中心チーム
でプロジェクトを推進

NTTコミュニケーションズ株式会社　システム部

第三システム部門 （左）松本 航二郎氏　（右）細井 勇佑氏
第一システム部門 （中央）諏訪 なつき氏

ニーズを吸い上げ成功事例を蓄積
する“データコンシェルジュ”
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議論に参加できるようになり、より
多くの改善提案につながるのでは、
と考えています。
社内システムのデータへの理解や
社内業務についての知識など社内な
らではの利点を活かし、さまざまな
ニーズに応えて成功事例を積み重ね
ていくことでデータ分析・可視化の
文化を広げていきたいと思っていま
す。」（細井氏）

取り組みの 1つが、BACの認知度
を向上させ、より多くの社員に使っ
てもらうための情報発信だ。まず「デ
ータ分析サポートサイト」という位
置づけで BACのポータルサイトを
構築した。後述するデータ分析環境
への入り口や、分析事例の紹介、デ
ータコンシェルジュの相談窓口、社
内トレーニングの情報など、各種コ
ンテンツが用意されている（図 2）。
「サイトのデザインや構築は入社

1年目のメンバーが担当しました。
2016年 10月のポータルサイト公
開以降、幅広い部署からお問い合わ
せが寄せられ、アクセス件数は右肩
上がりに増加しています。このほか
メールマガジンを発行し、データ活
用についてわかりやすく説明すると
いった取り組みも若手メンバーが推
進しています。」（今村氏）

自らデータを分析・活用できる人
材を増やすため、データ可視化ツー
ル“Tableau”による可視化のトレ
ーニング講座に加え、機械学習プラ
ットフォーム“DataRobot”による
未来を予測する高度なトレーニング
講座も実施している。現在では毎月
開かれるようになった講座の講師
も、やはり若手メンバーが担当して
いる。講座はこれまでに計 22回実
施され、およそ 300名がデータ分

析について学んだ。今年中にはこの
数字を 500名まで増やすことを目
指している。

特別な分析スキルを習得しなくて
もデータ分析に取り組める仕組みが
整ってきた結果、セルフサービス
BIに取り組む例が増えている。
Tableauでは複数のグラフを組み合
わせて分かりやすくデータを可視化
できるダッシュボード作成が可能と
なっており、すでに各部署が作成し
た可視化ダッシュボード数は 200
近くまでにのぼる。「特に積極的に
取り組んでいる第二営業本部では、 
“Tableau道場”や“分析事例共有会”
という独自の取り組みも実施し、デ
ータ分析に対する動機づけを行って
います。BACメンバーも、データ
分析に関する情報発信を行って、分
析に取り組む人たちのサポートをし
ています。将来的には NTT Comの
どの組織も自らデータ分析を実施
し、その結果を経営課題解決などの
アクションにつなげられるようにし
ていきたい、と考えています。」（諏
訪氏）

データ分析用に、BACのポータ
ルサイトからログインできる仮想環
境が用意されており、前述の
“Tableau” “DataRobot”のほか、統
計解析向け言語の“R”などを利用
できるようになっている。お客さま

ポータルサイトやメールマガジン
で情報発信

セルフサービスBI（Business 
Intelligence）普及に向けた

トレーニング講座

社内でセルフサービスBIに関する
取り組みが活発化

セキュア分析環境（図3）で
安全にデータ分析

2 

    Business Analysis Clinic 

分析事例の紹介 

2 

相談受付窓口の
設置

 
 

 
 

セキュアに分析可能な
環境の提供

 
 

社内トレーニングの
開催

図2　BACのポータルサイト
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データは利用者 PC端末にダウンロ
ードできない仕組みであり、セキュ
アな環境で、安心して社内データを
使った分析や可視化に取り組むこと
ができる。

従来は分析したい事柄に応じてそ
の都度対象システムのデータベース
（以下 DB）と接続する機能を開発
し、データを取得する必要があった。
また、DBの定義や構造は分析のニ
ーズを考慮して設計されるものでは
ないため、分析者が必要とするデー
タを探しだすだけでもかなりの時間
を要していた。そこで各社内システ
ムのデータを簡単に加工したり、異
なるシステムのデータを組合せたり
できる“データ仮想化”の導入、お
よび膨大なデータの中から目的のデ
ータを探すための“データカタログ”
の作成にも取り組んでいる。これに
より 1カ月以上必要だったデータ
収集・加工作業も数日で済むように

可視化する取り組みを開始した。
具体的にはDash Boardを利用し、
人が資料を作成することなく、いつ
でも必要な情報を閲覧可能な仕組み
を整備している。経営戦略上の KPI

を可視化することからスタートし、
ノウハウを蓄積しながら徐々に経営
層向け DashBoardの準備を進めて
いる。
「会議中に DashBaord画面を操作
し、その場で必要な情報を取り出し
議論することで、会議の進め方はも
ちろん、経営判断のスピードを変え
るものとして開発を進めておりま
す。将来的にはDashBoardの利用が
当たり前、という文化にしたいと考
えています。」（松本氏）

2017年度はデータ分析に関する
ヒアリングを社内各組織に対して実
施し、データコンシェルジュの案件
につなげる「キャラバン」の実施や、
トレーニング講座のさらなるメニュ
ー拡充も予定されているほか、社員
自らがDataRobotを活用することで
データ分析の専門家だけに頼らない
高度な分析を本格的に展開する。「こ
うした取り組みを通じ、リアルタイ
ムに情報が次々と入ってくる中で、
正確なデータの可視化に努め、更に
どう読み解くのかをシステム部がリ
ードし経営の品質を高めていきた
い。そして自社で使いこなした後は
ショーケース化しお客さまへも提供
し、お客さまの経営品質向上にも貢
献したいと考えています。」（駒走氏）

なる見込みだ。
「『こんなデータが欲しい』という
要望に日々応えていますが、BAC

がスタートし、『データが欲しい』『あ
げる』という単純なやり取りではな
く、その先のインサイトを見つけ出
すような作業が増えました。データ
仮想化やデータカタログの整備によ
りデータの鮮度が高くなるほか、異
なる分野のデータを組み合わせた分
析もしやすくなると考えています。」
（須藤氏）

経営層向けの収支分析などの資料
作成には、複数の担当者が Excelと
PowerPointを駆使し、数日かけるこ
とも珍しくない。データの正確さを
求めるあまり、分析や取るべき対策
の検討に時間をさけなかったり、経
営判断の遅れにつながるなどの問題
が顕在化していた。そこでNTT Com

では、経営において即時性を重視す
るデータを見極め、素早くデータを

セキュア分析環境 

利用者PC端末 

社内網 

業務系
システム 

重要な情報を
扱うシステム

仮想デスクトップ

 
 

 
 

 

ダウンロード不可

他システム群

利用者PC端末からダウンロードすることなく、
分析結果をダッシュボードとして

閲覧できるBI サービス

利用者PC端末にデータを
ダウンロードすることなく、重要データを含む

さまざまなデータを分析できる環境

BAC DashBoard

図3　セキュア分析環境

データ仮想化とデータカタログで
データ収集の手間を大幅に軽減

社内外のデータ利活用とセルフサー
ビスBIの普及を促進していく

経営判断のスピードを変える
経営DashBoard


