特集

先進技術を核に明日を変える
ITの可能性に挑戦するCTC

1 AI 活用の取り組み

DX 推進に必要となる業務プロセス可視化 /
課題発見 / 継続改善のプロセスをフレームワーク化
伊藤忠テクノソリューションズ（以下、CTC）はデジタルトランスフォーメーション（以下、DX）に取り組むお客様の
支援に注力している。その 1 つが解決すべき業務課題を見出し、AI とその周辺技術を活用して課題解決につなげる『デ
ジタル活用』にむけた取り組みだ。本稿では最近の取り組みをいくつか紹介する。

業務課題を技術課題に落とし込む
困難な作業を支援
企業が他社との競争に打ち勝ちビ
ジネスを継続していくには、業務上

CTC はこれらの IT シス
テムを構築・提供するだけ
でなく、お客様の DX その
ものに貢献したいと考え
ている。

の「デジタル化」を目指す「守りの

「さまざまなテーマにデ

IT」 に 分 類 さ れ る SoR(System of

ジタルを適用し、AI と AI

Record) と、顧客とのつながりやモ

をとりまく技術を活用し

ノとモノのつながりを重視する「攻

て SoI を実現することを重

め の IT」 の た め の IT シ ス テ ム

視しています。そのために

SoE(System of Engagement) を組み

は業務課題を技術的な課

合わせることが重要という考え方が

題に落とし込む必要がありますが容

広く認識されるようになった。さら

易なことではありません。特にこの

に DX を実現していくにあたり洞察

部分でお客様を支援することに力を

や意思決定に役立つ SoI(System of

入れています。」（久保田氏）

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
科学システム本部 AI ビジネス推進部
（左）部長

久保田 さえ子氏
寺澤 豊氏

（右）課長 / エグゼクティブエンジニア

AI を活用しお客様の DX を支援する
ための 3 つの取り組み
AI を活用しお客様の DX 推進を

Insight/Intelligence) の重要性も認

支援する取り組みは、大きく次に示

識されつつある。

す 3 つに分けることができる。
デジタル活用コンサルティングサービス
業務課題の整理と可視化、取り組

デジタル変革のゴール
売上拡大・CX向上

生産性向上・安定稼働
業務の自動化

既存製品・サービス
の強化

業務改善

新製品・サービス
の創出

新市場への参入

デジタル経営時代に必要となるITシステム

SoR
（守りのIT)
(System of Record)

統計
解析

デジタル活用
コンサルティングサービス

図1
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シミュレー
ション

最適化

数理
計画法

ML

分析サービスの実施

BI

Big
Data

Data
Prep

GPU

・
・
・

ソリューションの提供

デジタル変革を支える 3 つの取り組み

デジタルサイエンス

要素技術

BA

りの支援など、さまざまな支援を行う。
分析サービスの実施

SoE(攻めのIT)
(System of Engagement)

SoI（洞察・意思決定のためのシステム）
(System of Insight/Intelligence)
AI

むべきテーマの創出、組織・人材作

業務課題を技術的な課題に落とし
込んだ後、機械学習／深層学習と
いった AI を活用する分析を支援・
代行する。
ソリューションの提供
SIer としてのノウハウを活かし
AI や最適化技術など『デジタル活
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用』にむけたさまざまなソリュー

が「現状の理解と課題の確認」、「課

成し、お客様の DX 推進部門と密に

ションを提供する。

題の洗い出し」、「取り組むべきテー

連携することによってデジタル活

マの選定」、「改善施策の決定」、「施

用・DX の取り組みを支援する。

策の実装」、「施策の実施・評価」の

業務プロセス分析：

順で進むものと想定している。お客

課題特定や改善施策の策定を支援

以下、具体的な取り組みについて
紹介する。

お客様の意思で進める DX を支援：
デジタル活用アドバイザリーサービス

様がどのプロセスまで進んでいるか

従来の「プロセスマッピング」に

を判断し、現状に応じて 4 つのサー

より業務プロセスを可視化し業務課

ビスを組み合わせながらデジタル活

題を把握する手法では、対象範囲が

支援を目的とする デジタル活用ア

用を支援する（図 2）。

部分的／主観的になりやすい。また

ドバイザリーサービス （以下、本

プロジェクト・チーム支援：

外部のコンサルティングサービスに

サービス）を近く提供開始する予定

指南役としてプロジェクトに参加

頼ることが多く、時間もコストもか

CTC は DX に取り組むお客様の

だ。DX に必要となるさまざまなサー

デジタル活用を「どう進めて良い

ビスを提供するものの、主役はあく

かわからない」お客様の指南役とし

これに対し CTC の「業務プロセ

までもお客様であるとして寺澤氏は

て基本的な知識や方法論に関する

ス分析」では、近年注目されつつあ

次のように述べている。

教育、コミュニケーション調整など

る「プロセスマイニング」という手

「コンサルティングだけで DX が

のプロジェクト推進、デジタル活用

法を活用する。各業務プロセスで蓄

進むということはありません。
『お

のための基盤整備まで、あらゆる面

積しているデータを活用し、全ての

客様の意思』が最も重要であり、今

でデジタル活用をサポートする。従

業務プロセスを可視化する手法だ。

後お客様自身で継続的に推進してい

来から提供している

けるか、が重要です。我々の役割は

ザリーサービス

あくまでも支援と考えています。そ

いる。

のため『アドバイザリーサービス』
としています。
」
CTC はデジタル活用のプロセス

「ケース ID」、
「アクティビティ」、
「タ

がベースとなって

イムスタンプ」の 3 項目による客
観的な可視化が特徴となっており、

CTC の各種専門家で構成される

従来手法で生じやすかった人による

「アドバイザリー集団」から必要な

バイアスを回避しやすい。プロセス

専門家を選定して最適なチームを編

マイニングには Celonis

という

施策の実施

プロジェクト／
チーム支援

どう進めて
いいかわからない

AIが活用できる
分野がわからない

AI アドバイ

課題／テーマの創出〜改善方法／施策のまとめ

現状確認

課題が把握
できていない、
課題が漠然
不明瞭

かりがちだ。

業務プロセス
分析

プロジェクト推進機能強化
（お客様主体の伴走型）

課題の洗い出し、
改善ポイントの把握

テーマ創出
ワークショップ①
AIの基本
AIの活用イメージ

解決すべき
課題／テーマ
が明確
現状の理解
課題・取り組むべき
テーマの確認
初回ヒアリングシート

テーマ創出
ワークショップ②
ビジネス課題の洗い出し
テーマシート作成支援
テーマの選定

施策の決定
目標設定

ビジョンと目標、
テーマ定義

テーマの決定、あるべき姿の定義
実現方法の検討、決定
効果、ビジネスインパクト試算

テーマアセスメント
テーマシート作成支援

コンサルティングを
活用して
進めたい

現状業務の確認
課題整理、テーマ設定
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（必要に応じて）

※課題の状況により
WSへ切り替え

施策の決定
目標設定

テーマアセスメント

図2

ビジネスコミュニケーション

課題／テーマ一覧
テーマシート

課題／テーマ一覧
テーマシート

テーマの決定、あるべき姿の定義
実現方法の検討、決定
効果、ビジネスインパクト試算

（必要に応じて）

ビジョンと目標、
テーマ定義

データ活用など
施策の実施

「データ活用
プランニング」
サービスを
ご用意

デジタル化
計画策定

ビッグピクチャーを描く
上程用資料などの作成

デジタル活用アドバイザリーサービス概要
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ツールを使い、利用する上でのサ

掘り起こしたテーマを評価し、優

ポートやインサイトを得るためのア

先順位を付ける。基本的にはお客様

ドバイスを CTC が行う。

主導で進め、CTC は支援に徹する

“DataRobot”で機械学習を
自動化

「Celonis には可視化と分析に役立

が、お客様の事情や要望に応じてコ

CTC は 2020 年 3 月、 機 械 学 習

つ機能が揃っており、専門知識を持

ンサルタント主導で、現状業務の確

の自動化を簡単に実現するエンター

つデータサイエンティストでなくて

認を含め、テーマアセスメントを進

プライズ AI プラットフォームとして有

も利用可能です。そのためたとえ最

めることも可能だ。

名な DataRobot の提供を開始した。

初は難しくても、次第にお客様自身
でプロセスマイニングと改善を繰り
返せるようになります。自動化によ
りリアルタイムで可視化することも
可能であるため、発見した課題への

「最近目立つニーズの 1 つが AI 活

デジタル活用アドバイザリー
サービスの活用例：
顧客動線分析

用をお客様自身で推進・改善していく
ための『内製化』です。DataRobot
はそのような内 製 化に役 立ちます。

顧 客 動 線 分 析 の 手 順 を 整 理 し、

データの 前 処 理から予 測モデル 構

対策を実施後、その効果をすぐに確

サービスメニュー化している。前述

築、 そ の 後 の 可 視 化 ま で 含 め、

認できることも特長の 1 つです。
」

のプロセスマイニングを活用し、図

2,000 以上のアルゴリズムとブループ

3 に示すようにケース ID、アクティ

リントとよばれるテンプレートが用意さ

テーマ創出ワークショップ：

ビティ、タイムスタンプを抽出する

れています。DataRobot が自動で作

解決可能な課題の掘り起こし

ことで「初回購入から 2 回目の購

成した 30 以上のモデルから、ニーズ

ここでの「テーマ創出」は「解決

入までの期間はどれほどか」、「頻繁

に応じて適切なモデルを選択すること

可能な課題を掘り起こすこと」を意

に購入する優良顧客はどのような購

により、AI やプログラミングに関する

味する。テーマ創出の方法を学び、

買行動をしているか」といったこと

高度なスキルがなくても機械学習の

演習を通じて実際の課題から取り組

を徹底的に分析可能にする。

自動化が可能です。 我々はお客様が

（寺澤氏）

むべきテーマをまとめるワーク

「従来の概念で例えるとオムニ

ショップの開催を支援する。すぐに

チャネル分析のようなものです。一

テーマ創出に取り組める状態にない

般的にオムニチャネルにおける顧客

お客様の場合には、ワークショップ

動線の分析には多大な手間とコスト

える BI ツール Tableau

開催の目的や概要等を説明する「事

が必要ですが、Celonis を活用するプ

Robot を組み合わせたサービスメ

前準備ミーティング」も実施する。

ロセスマイニングはより課題を発見

ニューも用意した。CTC は APAC

施策の決定・目標設定：

しやすく低コストです。
」
（久保田氏）

における販売実績が評価され

DataRobotを使いこなすためのサポー
トを行います。」（久保田氏）
簡単な操作でデータの可視化を行
と Data

Tableau の「パートナー・オブ・ザ・

テーマの評価と優先順位付け

イヤー ( 全 APAC 地域 )」を 6 年連
続で受賞しており、豊富なノウハウ

「プロセスマイニング」
による課題特定
1.アクティビティ
プロセスマイニングアプローチ

アクティビティの
a）発生、b）抜け漏れ
c）繰り返し

2.順序
アクティビティが間
違った順序で実行さ
れる

4.オートメーション

5.特定のプロセス

アクティビティ間の
スループットタイムが
適切か

アクティビティまたは
ケース全体の自動化率

他のカテゴリに当ては
まらず、一部のプロセ
スにのみ適用されるKPI

を活かしたサポートを期待できる。

DataRobot を活用し
サプライチェーン最適化を
短期間で実現可能に
DataRobot を 活 用 し た ソ リ ュ ー

顧客分析例

・離反顧客にあらわれる行
動パターン

・優良顧客の行動パターン

・優良顧客の行動遷移
（順
序）
と離反顧客の行動遷
移
（順序）
の差異

図3
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3.スループットタイム

・優良顧客のリピートタイ
ミング
・特定製品のリピートタイ
ミング
（商品分析）

・購買商品の推移から、優
良顧客化要因を把握
・レコメンデーション等に
反映する
（自動化）

顧客動線分析のためのプロセスマイニング

・返品率、問い合わせ回答
率、など、特定のＫＰ
Ｉ
に関する課題

シ ョ ン の 1 つ と し て「 サ プ ラ イ
チェーン最適化」を挙げることがで
きる。小売業や製造業では需要の変
化に応じた在庫最適化のニーズが強
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い。最近は多くの企業がコロナ禍に
よる急激な需要の変化に直面してお

発注データ

り、
「コロナ禍のような異常事態に

配送データ
在庫データ

も瞬時に対応したい」と考える企業

各種実績データ
予測モデル構築／
予測データ算出

入出庫データ

がますます増えている。

中間倉庫

サプライヤA

倉庫A

工場A

販売データ
外部データ

このようなニーズに対応するに

倉庫B

予測データ連携

・配送最適化
! 配送最適化

課題があるかを把握する必要があ
る。ところが倉庫での管理や配送な

制約条件
在庫水準
リードタイム
各種コスト等

どの各プロセスはバラバラに遂行さ
れており、熟練者の勘と経験に頼っ

数理最適化
シミュレーション

・発注量適正化
! 発注量適正化
発注計画

・配送最適化
! 配送最適化
・
! 在庫量適正化
在庫量適正化

配送計画

倉庫C

在庫計画

・機会ロス削減
! 機会ロス削減

・店舗間移動削減
! 店舗間移動削減

! 廃棄ロス削減
・拠点最適化
! 拠点最適化 ・廃棄ロス削減
拠点計画

販売計画

プロセス全体を最適化
図4

ている部分が多い。そのため課題の

店舗B

工場B

サプライヤB

は、まずサプライチェーンのどこに

店舗A

AI によるサプライチェーン最適化ソリューション

把握自体が非常に難しく、最適化に

経路の算出に活用されパフォーマン

る。これにより、たとえば刻々と変

向けたテーマ設定も難しかった。

スと信頼性で世界的に評価も高い

化する生産ラインの状況に応じて最

この問題に対し、AI を活用した

Gurobi Optimizer を活用している。

適に製造機器を制御するための設定

需要予測とシミュレーション／数理

「需要予測やシミュレーションの結

値を得ることができる。その設定値

最適化技術を組み合わせることによ

果を活かしサプライチェーンを最適化

を自動で反映する仕組みを構築する

り、発注・在庫量、生産量、廃棄量、

する取り組みは珍しくありません。た

ことによって生産性の向上が可能

物 流 拠 点 の 配 置 な ど、 サ プ ラ イ

だし従来の手法では半年から 1 年か

だ。さらに設備の異常をリアルタイ

チェーンにおける問題点を洗い出

かります。 我々のソリューションはこ

ムに予測し、予防的な保守を行い生

し、継続的な改善を可能にするのが

の作業をわずか数ヶ月で実行可能に

産ラインの停止を最小限に抑えると

「サプライチェーン最適化ソリュー

するため、期間もコストも大幅に削減

いったユースケースも考えられる。

ション」だ（図 4）。

することができます。」（久保田氏）

DataRobot を活用して販売や在庫

ガイドラインに従い導入しやすい
デジタルツイン・ソリューション

に関する過去の実績データおよび外
部データから自動で需要予測を行う

この取り組みには多くの設備や機
器をネットワークで接続する必要があ
り、 企画段階から検討すべきことが
多岐に渡る。そこで企画・計画、設計、

ため高度なスキルを必要とせず、お

サイバー空間に再現した工場やプ

実装、保守・運用に関する導入ガイ

客様自身で継続的な改善に取り組む

ラントなどのいわゆる「デジタルツ

ドラインを準備し、確実にデジタルツ

ことができる。

イン」を使ってシミュレーションを

インの導入を進められるようにした。

その予測をもとに在庫や人員、作

行い、設備異常の予測や最適な生産

このガイドラインを「デジタルツイン・

業スケジュール、生産ラインのレイ

計画の策定につなげることへの注目

グランドデザイン」と呼んでいる。

アウトなどをシミュレートし、最適

が高まっている。CTC はそうした

「2019 年 11 月にニュースリリース

化を進める。このシミュレーション

ニーズを背景に、主に製造業をター

を行って以降、 数多くの引き合いを

には生産ラインや物流、交通、事務

ゲットとした

デジタルツイン・ソ

いただいています。 製造業の場合す

業務などの各プロセスを可視化し、

リューション

を提供している。

でにデジタルツインの活用に取り組ん

計画の定量評価を可能にする

IoT で機器／人／モノのデータを

でいるお客様も多いのですが、『どこ

WITNESS を活用している。CTC

リアルタイムに収集し、エッジコン

から取り組むか』で悩んでいるお客

は WITNESS の日本における総販売

ピューティングによりリアルタイム

様が多い印象です。 導入ガイドライ

代理店であり、豊富な提供実績を持

に AI 分析を行うこと、そして蓄積

ンを活用した確実なデジタルツイン導

つ。また数理最適化には生産や物流

したデータからシミュレーションを

入から実装、運用までしっかりサポー

拠点の最適配置、配送における最適

行うことが大きな特長となってい

トしていく考えです。」（久保田氏）

ビジネスコミュニケーション

2020 Vol.57 No.11

49

