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3 DXソリューション vol.2 セールス＆マーケティング

データを活用した
New Normal の顧客接点のあり方
COVID-19 流行以前、B2B 営業担当者は、業務時間の 46% を顧客と一緒に顧客の職場で過ごしていた。しかし、今後は、
顧客を正確に理解したうえで、非対面での最適なアクションが求められる。
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顧客のインサイトを導出
COVID-19 により、顧客の購買行
動は大きく変容した。New Normal
においては、従来得ることのできな
かった外部情報（Web 閲覧購買履
歴・IoT 機器利用状況・SNS 情報等）
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は常時顧客と繋がっている。つまり、

例えば、耐久消費財や不動産、各

企業側から見れば、顧客とのアク

＊ CRM / Salesforce
https://digital.nttdata.com/crm-salesforce/
＊ AI ＆ IoT 事業部
https://enterprise-aiiot.nttdata.com/top/

COVID-19による顧客購買行動変容を迅速に把握・対応
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AI・BIを活用した超高速データドリブンマーケティング
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NTT データ数理システムのデータサイエンス講座
New Normal時代において、データサイエンティストの守備範囲はますます高スピードで拡大するだろう。にもかかわらず、人材不足の現状
は否めない。
株式会社 NTT データ数理システムは、2019年から「ビジネスでデータサイエンスを活用できる人材を育てる」ことを目標に、
データサイエンス講座（以下、DS 講座）を実施し、
受講者から高い評価を得ている。
以下に、DS 講座によく寄せられる質問について紹介する。

Q1

DS講座の特長は？

データマイニング部
グループリーダー

山口 裕

Q2

主に２つの特長があります。ひとつは、
「オリジ
ナルテキストを使用し、課題設定から学習できる」
ことです。これは、課題設定こそがデータサイ
エンティスト育成には最も大切であるとNTT
データ数理システムは考えているからです。
ある特定の分析手法や機械学習法に特化した
講座は多く存在しますが、
「課題設定から学べ
る」講座は少ないでしょう。もうひとつは「数
理システムの分析ソフトウェアを利用し、プログ
ラミングに時間を取られることなく幅広い分析手
法を習得できる」ことです。数理システムのソ
フトを利用することで、受講中のデータ準備に
対する労力や時間短縮を実現しています。

講座では、どのような分析手法を使うのですか？
昨今の機械学習で注目が集まる先進的なアル
ゴリズムだけでなく、古典的な統計手法も含
めて、実践的に利用価値のある手法を厳選し
ています。パラメータチューニングについて
も学習します。

開催スタイルについて教えてください。
多数の企業に向けた総合的な公開講座と、特定
の 1 社に向けた講座があります。公開講座は、
費用感を押さえて 1 名から受講が可能です。
また特定講座は、オリジナルのアレンジが可
能で講習後のワークショップまでを含むこと
ができます。

データマイニング部
中島 ミホ

Q5

対象者は？
DS 講座は、解決したい課題をお持ちのビジネ
スパーソン、データサイエンスを業務に活か
したいと考えている方を主な対象としていま
す。
過去の受講者は、システムインテグレーシ
ョンを業務とされている方が４割を占めてい
ます。カリキュラムは、
忙しい方でも短時間
（最
短 1カ月、週 1 日開催）で受講できるように構
成しています。

Q3

Q4

Webinarについていけるのかが心配です。
DS講座は講義動画とハンズオンを織り交ぜて
行います。もしも不明点があればチャットで
講師陣に質問することも可能です。
余裕を持っ
た演習時間を設定しているため、日頃Excelを
利用している方であれば、ほぼ問題なく時間
内に演習を終了されています。

Q6

受講期間が終了しても、じっくりと復習した
いのですが。
受講後 1 週間は視聴可能なオンデマンドの提
供と質問の回答を受けられるほか、2 か月間
は統計、機械学習、ディープラーニングの分
析ツールを使用できるのでゆっくりと復習が
可能です。

NTT データ数理システムは、
今後さらにテキストマイニング、ベイジアンネットワークのクラスを開講し、
より AI 技術のカバー領域を増やしたいとしている。

株式会社 NTT データ数理システム：https://www.msi.co.jp/solutions/DS/index.html
お問合せ先：営業部 TEL 03（3358）6681 Mail sales@msi.co.jp
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