
日々の意思決定にデータを組み込み、
チームの連携とアジリティを 
向上させる方法
優れた意思決定はデータから始まります。 
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より優れたビジネス上の
意思決定を迅速に行う鍵
となるのは、データです。

どのような組織でも、カスタマーサービス、営業、財務、サプライ
チェーンなど、オペレーションに混乱が生じたことがあるでしょう。
技術の変化が加速化するのに伴い、決断力をもって迅速に行
動し、コストを削減し、効率化を図る上で、データドリブンな意
思決定が担う役割がますます重要となります。

データドリブンな意思決定を日々のワークフローに簡単に組み
込み、データでインパクトをもたらすための 3 つの方法につい
て確認しましょう。

データドリブンな意思決定の
定義

データと分析を活用して
アクションを起こし、
イノベーションに影響を
与えること
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転換: ビジネスをより深く理解し、 
意思決定のインパクトを最適化する
今日のハイペースなグローバルビジネス環境で組織が成功を収めるためには、意思決定に対するアプローチを戦略的に転換
する必要があります。これには、ビジネスの運営方法から意思決定の担当者やその方法まで含まれます。 

「あらゆるセクターの組織がパンデミックの
影響、および市場と世界の不確実性を感じ
ています。それらの組織は、確実に適合し成
長し続けていけるよう方向転換し、意思決
定を行っています。また、企業のビジネス運
営方法も変化しています。トップダウン式の
年間計画など、20 世紀の意思決定プロセ
スはもはや効果的ではありません。成功する
ためには、リーダーは誰もがデータにアクセ
スできるようにしてアジャイル性を維持し、
インパクトをもたらすデータに基づいた意
思決定に重点をおいてビジネスを行う必要
があります」

Tableau at Salesforce  

バイスプレジデント、最高データ責任者、 

Wendy Turner-Williams

転換前 転換後

中央集中型の意思決定

現場が考慮されない意思決定

ビジネスの目標、ミッション、価値に沿っていない、 
事後対応型の計画やアクション

サイロ化されたデータ、低いコラボレーション、遅い問題解決 

データ認識の段階 (データカルチャーが未成熟)、 
データ分析とその価値の実現の遅れ

分散型の意思決定

顧客に最も近い現場の人々による意思決定

ミッション、価値、ビジネスの優先事項が反映された、 
事前対応型かつ成果を重視した計画 

人々がアクセスかつ活用可能な統合されたデータで、 
コラボレーションの促進と問題解決を支援

全社規模でデータカルチャーを構築している、 
データドリブンな (またはデータ主導型の) 組織
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t

データドリブンな意思決定を
簡単に日々の作業ストリーム
に組み込む 3 つの方法

ここで言う戦略的な転換とは、具体的にどのような
ものでしょうか。データを既存の作業ストリームや意
思決定に組み込み、チームの連携とアジリティを促
進すると同時に、コストの削減と効率化を実現する 
3 つの方法をご紹介します。 

データを定期的に使用し、他の人にも
そうするように勧める

ビジネスサイロやデータサイロを 

排除し、コラボレーションと効率を 

強化する

リーダーモデルとなるデータ活動を 

現場まで広げる

適切なデータとインサイトを適切な人に 
提供することで、重要な問題を解決し、 
組織のデータから最大の価値を実現できます。

1. 

2. 

3. 

5
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具体例 
以前は、データは後から検討するものであり、ディスカッションや
会議がすでに行われた後に調査されていました。主要な変更や
インサイトの評価、問題の解決策の提案、アクションの実行のた
めに、データレポートを再び入手するには時間がかかりました。
時にはそれが遅すぎることもあり、データが古くなっていました。
これは時間、コスト、生産性、効果を失っているのと同じことです。 

データドリブンな組織では、従業員はデータ指向のマインドセッ
トを持ち、分析で得たインサイトを自信をもって適用します。
信頼できるデータソースにライブでアクセスでき、そのデータ
を頻繁に使用して実験、テスト、イノベーション、学習を行うこ
とができます。 

つまり、従業員がデータを持って会議に参加するのです。これ
は、静的なプリントアウトを使用するのではなく、基盤となるデー
タソ－スにリアルタイムにアクセスして、質問にすぐに答えられ
るということです。データインサイトが日々の作業ストリームや、
チーム、上司、その他のビジネスグループとのディスカッション
に統合されているのです。 

1. データを定期的に 
使用し、他の人にも 
そうするように勧める

質問して答えを得られるようにするために、 
分析ソリューションに取り組み、採用し、使用し、
それと同じことをチームにも要求します。

リーダーが果たす役割 
質問して答えを得られるようにするために、分析ソリューション
に取り組み、採用し、使用し、それと同じことをチームにも要求し
ます。また、データを使用して検証を行うための仮説を求めます。
これは、革新的なプロセスや考え方、プロジェクトを生み出して
いくための試行錯誤や学習を奨励する環境を育てます。これを
続けていけば、最終的に、データカルチャーを醸成するふるまい
やマインドセットが企業全体に広がっていきます。 

正式なトレーニングの確立や社内コミュニティの構築など、どの
ような場合でも、360 度のアプローチでデータスキルをサポー
トすれば、誰もがデータという言語を話し、インサイトを解釈し
て行動に影響を与えることができます。 

実現する 
小さな規模から始めましょう。自分自身、チーム、組織のデータリ
テラシーを構築して、データを共通言語にします。無料で活用で
きる Trailhead の「データリテラシーの開発」トレイルでデータ
スキルを磨きましょう。

Jaguar Land Rover 社は、エンタープライズ全
体のあらゆる部門にデータ活用を拡大するこ
とで、モダンラグジュアリーの未来を再考して
います。Ludwig 氏は、データという言葉を知識
という言葉に置き換えることで、分析に対する認
識を変えられるようにチームを支援しています。
知識は力です。「これまで人間の脳では統合で
きなかったデータや知識の断片を結合」できる
ようになったとき、人々はデータの力を理解す
るでしょう、と Ludwig 氏は述べています。デー
タとセルフサービスの分析ツールを誰もが利
用できるようにすれば、大規模な IT プロジェク
トを必要とせずに、より多くの知識を得たいと
いう欲求を刺激することができます。

「データカルチャーは、 
知識の文化なのです」 
Jaguar Land Rover 社  
最高トランスフォーメーション責任者
Frank Ludwig 氏
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具体例
サイロ化されたデータは有効活用できません。しかし、あまりに
も多数のデータが、デスクトップやスプレッドシートに保存され
ていたり、ビジネスでのユースケースとつながりがなく、膨大な
量のデータを抱えるアナリストやデータサイエンティストの手に
あったりという状態がよく見られます。 

もっと良い方法はないのでしょうか。組織のデータから最大の
価値を得るにはサイロを打ち破り、データを誰もが利用できる
ようにする必要があります。また、組織全体で単一の信頼できる
情報源として機能する主要なダッシュボードとデータセットを構
築し、共有する必要があります。

リーダーが果たす役割
組織の全員がデータにアクセスできるようにすることから始め
ます。これは、組織がハイブリッドの業務環境を進めていく中で、
社内の機運、コラボレーション、パフォーマンスを維持するため
にきわめて重要です。
 
• コラボレーションを向上させるために、アクセス可能な共通
の場所 (物理的およびオンライン) にデータを共有します。  

• リアルタイムのインサイトを提供するために、信頼できるダ
ッシュボード群を利用するようにチームを誘導します。それら
の主要なダッシュボードとレポートを社内イントラネットに
組み込むこともできます。 

• 社内で分析イベントを開催したり、オフィスアワーを設けたりし
ます。  

• 従業員がデータにアクセスして活用し、共通の目標を達成でき
る物理的なスペースを維持します。  

データの取り組みにおいてさらに先を行っている組織の場合は、
分析チームと連携して、ガバナンス管理されたセルフサービスの
データソースを作成しましょう。これにより、実際に問題を解決す
る人々の近くにデータを置くことができます。また、センターオブ
エクスセレンス (CoE) チームまたはデータチャンピオンのコミュ
ニティを構築し、好ましいふるまいのモデル化や、分析用のデータ
の準備を行います。それらのチャンピオンにデータチームとのディ
スカッションを主導してもらい、ソースが意思決定ポイントと KPI 
に沿うようにするとともに、プロセスを標準化し、意思決定にデー
タを活用することの影響を広く知ってもらえるようにします。 

実現する
これについても小規模から始めます。どのような測定値がビジネス
にとって最も重要かを判断し、主なダッシュボードを 1 つか 2 つ作
成してそれらのメトリクスを追跡します。適切なコラボレーションプ
ラットフォームを活用して、データをアナリストやデータサイエンティ
ストだけでなくすべての人々にとっての共通言語にします。  

そしてサイロを解体します。つまり、組織の全員がそれらのダッシュ
ボードにアクセスできるようにし、その信頼できるデータを使用して
意思決定を行うことにチームが責任を負うようにします。 

同じものをまた一から作り直すのではなく、
ビジネスを刷新
あらゆる部門、業界、またはエンタープライズア
プリケーション向けのすぐに使用できるダッシュ
ボードを使用して、データドリブンな意思決定を
今すぐ開始できます。

2.ビジネスサイロやデータサイロを
排除し、コラボレーションと効率を
強化する 組織のデータから最大の価値を得る

には、サイロを打ち破り、重要な問題を
解決します。

Tableau アクセラレーターを試す

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/exchange/accelerators
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具体例
データで価値を促進する関係者は、組織のあらゆるレベルで、
意思決定のカルチャーの構築を支援できます。 

セルフサービスの分析プラットフォームを使用してデータアク
セスを広く開放し、意思決定アーキテクチャの最大の障壁を (調
査や監査などで) 判断すれば、より簡単に、意思決定者 (経営幹
部、部門リーダー、またはそれらのチームや直属の部下) がデー
タにアクセスできるようにすることができます。 

仕事で成功するために必要な、データを基盤としたリソースを
従業員に提供することで、チームのエンゲージメントと組織のア
ジリティを促進し、顧客中心のイノベーションの機会を開発する
ことができます。

リーダーが果たす役割
アジャイルなサプライチェーンの構築や新しいマーケティング
イニシアティブへの予算の割り当てなどについて、関係者の同
意を得る必要がある場合を考えてみてください。このような場
合での選択や正当化は、他の人と連携してそのフィードバック
に耳を傾け、常にデータを使ってその価値を示すことができれ
ば、より簡単になります。 

実現する
データで価値を促進する関係者を特定し、データドリブンな意
思決定をモデル化するうえでの支援を求めます。 

誰に支援を求めてよいかわからない場合は、データドリブンに
なるための取り組みを成功へと導いてくれそうなインフルエン
サーを組織内で探すとともに、収益や営業利益率などの価値
を直接生み出す役割の人々に注目します。

信頼できる実用的な分析ダッシュボードを使用して、
データを意思決定の中心に据えます。 

仕事を行うために必要な、データを基
盤としたリソースを従業員に提供するこ
とで、チームのエンゲージメントと組織
のアジリティを促進し、顧客中心のイノ
ベーションの機会を開発することがで
きます。

3.リーダーモデルとなるデータ活動を
現場まで広げる

8
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あらゆる部門や業界で価値
を迅速に取得する

財務
財務の動きは速いため、スプレッドシートから、複雑な予測、
監査、リスク、価格データに対応できる柔軟なビジネスインテリ
ジェンス (BI) ソリューションへと移行する必要があります。IT 部
門が信頼できる、ガバナンス管理されたプラットフォーム上で強
力な分析機能を提供すれば、財務データを統合して、ビジネス戦
略と意思決定を促進するレポートを作成できます。

実際の財務分析の例をご覧ください。

営業
ノルマを予測し、それを達成したかどうかを確認する必要があり
ますか? パイプラインについて、またはそのパイプラインにリス
クがあるかどうかについて、明確に理解していますか? データと
分析を活用することで、何が効果的で何が役に立たないか、強力
なリードがどこに存在するか、成功を収めるために優先順位を
高めてリソースを拡張するべきところはどこかを示す明確で実
用的なインサイトが得られるため、営業部門は単なるレポート作
成から脱却し、サイロを克服できます。 

営業分析の価値を確認し、理解しましょう。

9

サプライチェーン
サプライチェーンは、パンデミック中に大きく混乱しました。さま
ざまな業界の企業では、無駄のないように在庫を最適化し、需
要の高い製品を消費者の手に渡せるよう方向転換し、現在の環
境がサプライチェーンに与える影響を分析してリスクを回避す
る必要がありました。その場に合わせて計画を作成、変更するた
めには、データドリブンなインサイトが不可欠です。 

混乱と不確実性、そしてサプライチェーンへの影響に直面した 
Jaguar Land Rover 社および Ahlers 社がどのようにしてデータ
トランスフォーメーションを加速したのかについてご確認ください。

また、データおよび分析ソリューションがどのようにしてサプライ
チェーンの取り組みを強化するかについてご覧ください。

データと分析は、慎重に考慮した上でビジネ
ス全体の主な部門に統合されたときに最大の
インパクトをもたらします。組織全体のチーム
がデータやリソースを活用して、インパクトを
促進し、測定できるようにしましょう。 

マーケティング 

変化のスピードについていくために、または変化のスピードを
先取りするために、マーケティングデータ分析を進化させてい
ますか? マーケティングチームは常に進化しており、顧客や見込
み客を惹き付ける創造的でスマート、かつ周到に練られたアイ
デアを提供する任務を負っています。マーケティングデータを統
合している企業は、デジタルメディアへの支出、Web サイトのパ
フォーマンス、カスタマージャーニーなどの領域に関する貴重
なインサイトを取得しています。

分析がどのようにしてマーケティングを変革するかについてご覧
ください。

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/finance-analytics
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/sales-analytics
https://www.tableau.com/ja-jp/events/conference/best-of-tableau-live-europe-2021#content-container-11
https://www.tableau.com/ja-jp/events/conference/best-of-tableau-live-europe-2021#content-container-11
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/supply-chain-analytics
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/marketing-analytics


インサイトを高度化し、インパクトをもたらす意思
決定を促進して、ビジネスレジリエンスを高める
優れた意思決定はデータから始まります。ただし、データがあるだけですべての答えが得られるわけではありません。世界をリードする分
析プラットフォームを活用できるようにすることで、それが可能となります。Tableau を活用すれば、データを実用的なインサイトへと変換
できます。 

組織がデータを活用してビジネスを進めていけるようにしましょう。まずは、データを日々の作業ストリームに組み込むための実用的な推
奨事項から始めてください。そして、分析機能を企業全体の主な部門に統合することで、組織のミッション、価値、優先度の高いパフォーマ
ンス指標をサポートしましょう。 

詳細についてはこちらをご覧ください: https://www.tableau.com/tableau-business-leaders

http://https://www.tableau.com/ja-jp/tableau-business-leaders


Tableau は、お客様がデータを見てそれを理解できるように支援します。
Tableau は、強力な AI、データ管理およびコラボレーション機能を活用したビ
ジュアル分析を提供します。個人からあらゆる規模の組織に至るまで、世界中の
お客様が Tableau を選び、その高度な分析を使用して、実効力のあるデータド
リブンな意思決定を促進しています。 

また、Tableau は、企業を顧客データの共有ビューにつなぐ顧客関係管理 (CRM) 
プラットフォームの Salesforce Customer 360 と統合されているため、ワークフ
ローに直接埋め込まれた直感的に使用できる強力で包括的な分析機能を、すべ
ての部門で活用できます。顧客データを仕事の中心に据えることで、顧客や従業
員との関係を成長させることができます。 


