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　広島県では、2018 年度、国の

新型交付金の採択を受け、「ひろ

しまものづくりデジタルイノベー

ション創出プログラム」という事

業に取り組み始めたところです。

　この事業は、広島県のほか、広

島大学をはじめとする県内大学、

マツダをはじめとする産業界と

ともに、産学官が一体となって、

ものづくりのプロセスのデジタ

ル化を目指すものです。

　皆様には、本事業に関連して

設立予定の「ひろしまデータサイ

エンス・アリーナ」にもぜひご参

画いただき、ビジネスにデータを

いっそう活用していただくととも

に、この広島がデータ利活用の

先進地となりますように、私ども

と一緒に活動していただきますよ

う、よろしくお願いいたします。
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　データサイエンティスト協会

の 理 事 を し て い ま す。2005 年

にビッグデータ分析などを行う

ALBERT（アルベルト）を創業

し、現在は取締役ファウンダーと

して働いています。

　本講演では、まず、データサイ

エンティスト協会の活動内容に

ついてご紹介いたします。

　続けて、AI やデータサイエン

スが社会やビジネスのなかでど

のように使われているかについ

て、具体的な事例とともにご紹介

いたします。

協会の活動内容

　データサイエンティスト協会

は、データサイエンスの社会的認

知の向上とデータサイエンティ

ストの社会的地位の向上を目指

し、2013 年に設立されました。

　当協会では、スキル委員会に最

も力を入れてきており、その委員

会の中でデータサイエンティス

トの定義づけをしています。

データサイエンティストの定義

　当協会では、「①データサイエ

ンス力、②データエンジニアリン

グ力、③ビジネス力の 3 つのスキ

ルを用い、ビジネス課題に答えを

出すプロフェッショナル」がデー

タサイエンティストであると定

義しています。

　データサイエンティストに必

要なスキルをまとめた「スキル

チェックリスト」を作成、公表し

ており、誰でも自らのスキルを確

認できるようにしています。

　当協会の「スキルチェックリス

ト」は、情報処理推進機構のデー

タサイエンス領域のスキル標準

に取り入れられるなど、着実に成

果を上げてきています。

深層学習の社会実装の実現

　現在、深層学習と呼ばれる機械

学習の技術が注目されています。

　深層学習は、大量の計算を要す

る技術で、以前はコストの問題か

ら実装が困難でした。

　最近では、コンピュータリソー

スのコストが大幅に安くなった

ため、実装ができるようになって

きています。

活用例①　アパレル商品の分類

　インターネット通販のアパレ

ル商品は、従来、その商品の色や

柄などの情報を人間が入力して

データベース化しており、膨大な

労力がかかっていました。

　最近では、こうして人間が作っ

たデータベースを基に、写真を取

り込むとコンピューターが商品

の情報を自動的にデータベース

化するシステムができており、労

力を大幅に削減できています。

活用例②　社会インフラの点検

　橋などの社会インフラは老朽

化が進んでいるなかで、現場で人

間がひび割れなどの状況を見た

り、叩いて音を聞いたりして、定

期点検を行っています。

基調講演
AI・データサイエンスの社会実装の現状

一般社団法人データサイエンティスト協会 理事　株式会社 ALBERT 取締役ファウンダー

上村 崇 氏
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　人手不足が深刻化するなかで、

現在では、ドローンで写真を撮っ

て検査を行うための技術が進ん

できているところです。

　どういった写真をどのように

撮ればよいかについて検証が進

みつつあり、その活用により人手

不足の解消が期待されています。

活用例③　手書き文書の認識

　行政などでは、大量の手書き文

書を、人間がパソコンで手入力し

ているのが現状です。

　しかし、画像認識技術を用いれ

ば、転入届などの手書き文書を自

動的に認識してデジタル化でき、

手入力にかかる労力を大幅に削

減することができます。

活用例④　医療の診断支援

　医療では、医師が MRI やレン

トゲンの写真などを見て、動脈硬

化やガンなどの病気の診断をし

ています。

　画像認識技術により、医師によ

るものと同じような診断が高い精

度でできるようになってきており、

今後の活用が期待されています。

活用例⑤　音声や文章の認識

　ユーザーがホームページの操

作がわからない場合、その問い合

わせの電話にはコールセンター

で人間が対応しています。

　最近では、ホームページの操

作で困っている人をコンピュー

ターが自動で見つけ、チャット

で操作方法を案内できるように

なってきているため、電話で対応

せずに済むようになり、人件費を

削減できるようになっています。

活用例⑥　自動運転の支援

　自動車の運転では、人間がブ

レーキのタイミングやハンドル

操作などを判断しています。

　画像認識技術を用いることに

より、ハンドル操作などをコン

ピューターが判断し、より安全な

運転を支援できるようになって

きています。

活用例⑦　自動車保険の設計

　自動車保険では、ドライバーの

運転歴などに基づいて保険料が

決まることが一般的です。

　スマートフォンにはさまざま

なセンサーがついており、急ブ

レーキや急ハンドルなどの運転

特性を把握することができます。

　これらの運転特性データを用

いることで、保険会社はドライ

バーにとって最適な保険料を設

定できるようになっています。

活用例⑧　機械の予知保全

　センサーのコストが下がって

きていているなかで、製造業で

は、工場や造船現場での温度や湿

度などのさまざまなデータを収

集することが容易になってきて

います。

　これらのデータをセンサーで

収集し、クラウドで学習すること

により、機械や設備の故障予知に

役立てることができます。

　予知保全により、故障を未然に

防ぎ、機械の稼働停止時間を減ら

すことで、生産性向上が実現でき

るようになっています。

これから必要とされること

　これからは、産学連携のオープ

ンイノベーションが必要になる

と思います。

　企業ではデータサイエンティ

ストが不足しがちである一方、大

学ではデータサイエンティスト

が多くいます。また、企業では研

究に使うことができる資金を多

く有している一方、大学では研究

資金が不足しがちです。

　産学連携により、企業と大学を

結びつければ、企業と大学の人材

や資金などの課題を同時に解決

することができます。

　こうした共同研究により、優秀

な研究者が活躍し、企業も成長す

ることができると思います。

【うえむら　たかし】
一般社団法人データサイエンティスト協
会 理事　株式会社 ALBERT 取締役ファ
ウンダー
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　楽天技術研究所で、研究拠点の

統括、AI・データサイエンティ

スト戦略に従事しています。

　当研究所では、5 か国 8 拠点に

約 150 名の研究者を抱えており、

その多くがコンピューターサイ

エンスの博士号取得者で、8 割以

上が外国人です。

　研究テーマは、研究者の技術的

関心に基づきながら、楽天グルー

プの事業や成長戦略にインパク

トを与えるものとしています。

　本講演では、データから学習す

る AI についてご紹介した後、コ

ンテンツを創造する AI について

ご紹介いたします。

データから学習する AI

　現在は、第 3 次人工知能ブーム

のなかで、深層学習が特に注目さ

れています。

　機械学習、深層学習、強化学習

は、いずれもデータや経験から学

習して法則性やルールを見つけ

るものです。

　これらのデータから学習する

AI には、さまざまな活用例があ

ります。

活用例①　画像による商品分類

　消費者同士が取引するフリマ

アプリでは、出品者が商品のデー

タ を 入 力 す る こ と に 手 間 が か

かってしまいます。

　アプリに深層学習を実装し、写

真から画像を認識することで、メ

ンズやレディース、ポロシャツ、

腕時計、スニーカーなどのカテゴ

リーを精度よく自動分類でき、手

間を省けるようになっています。

活用例②　潜在顧客の発見

　顧客の属性データや購買行動

などから潜在顧客を抽出するこ

とにより、より的確に広告配信で

きるようになっています。

　たとえば、火災保険に加入する

潜在顧客を見つけようとした場

合、ガーデニング用品を買ってい

ることから家の所有状況を推測

し、家を所有していれば火災保険

に加入しやすいであろうことを

予測できるため、より的確に潜

在顧客に広告配信できるように

なっています。

活用例③　投球パターンの分析

　楽天イーグルスでは、対戦相手

の投手ごとに投球パターンを分

析することで、チームの成績を

向上させることに役立てるプロ

ジェクトも行っています。

消費者の個別化、多様化

　消費者はこれまで、時間的、空

間的にたどり着ける場所でモノ

を買っていました。

　しかし、インターネット通販の

登場により、これらの制約がなく

なりつつあります。

　最近は、消費者の個別化、多様

化が進んでおり、インターネット

通販などで消費者のニーズに応

えるには AI やデータの活用が不

可欠になっていると思います。　

特別講演①
楽天技術研究所が取り組む

「個別化時代」への挑戦とデータ＆ AI 活用

楽天株式会社 執行役員　楽天技術研究所 代表

森 正弥 氏
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　楽天市場では 4 万 8,000 以上の

店舗が 2 億 5,000 以上の商材を販

売しています。

　楽天は、地道に商品やユーザー

を 理 解 す る 取 組 を 進 め て き ま

した。

活用例④　商品データ自動作成

　商品データは、従来、出店者そ

れぞれが入力しており、同じ商品

であってもカテゴリーなどが異

なる場合がありました。

　AI を活用して商品データ作成

を自動化することで、楽天市場全

体での売れ行きを正確に把握で

きるようになっています。

活用例⑤　需要予測システムの開発

　この結果、同時に買われる商品

や互いに比較される商品など、商

品同士の関係が正確にわかるよ

うになってきました。

　一見すると無関係なのに時系

列で同じような動きをする商品

や、売れ行きとイベントやキー

ワードとの関係を見つけること

もできるようになっています。

　こうした取組により、商品の需

要を予測するシステムを作るこ

とができています。

　需要予測だけではなく、誤発注

を防ぐこともできています。

コンテンツを創造する AI の登場

　最近では、クリエイティブ AI

と呼ばれる、データやコンテンツ

を作り出す AI が急速に発展して

きています。

　クリエイティブであることの 3

つの条件は、①繰り返しではない

こと、②専門的な知識体系に基づ

くものであること、③経済的に価

値のあるものであることです。

　これらの条件を満たすものを

AI が作り出せるようになってき

ています。

活用例⑥　記事、曲などの自動作成

　国内では、AI が企業の決算サ

マリーについての新聞記事を書

く例が出てきています。

　海外では、AI が作曲してミュー

ジックビデオを作る例、映画の予

告編を自動作成する例も出てき

ています。

活用例⑦　画像やバナーの自動生成

　アメリカの大手 IT 企業では、

文章から画像を生成するシステ

ムを開発しています。

　また、中国の大手インターネッ

ト通販企業では、セールの日に 4

億枚もの製品バナーを自動生成

し、ユーザーの特性に応じた広告

に活用しています。

　これらは、従来、人間が行うも

のでしたが、AI が瞬時に自動で

行えるようになってきています。

活用例⑧　スタイルの提案

　楽天では、購買に至らなかっ

た デ ー タを AI が 分 析 す ること

で、顧客の潜在ニーズを抽出して

ファッションスタイルを提案し、

マーケティングキャンペーンを実

施しています。

活用例⑨　商品説明文の自動作成

　楽天市場では、商品レビューも

大量に集めることができており、

商品情報と組み合わせ、商品説明

文の自動作成を試しています。

　楽天では、クリエイティブ AI

に注目し、特に力を入れていま

す。

人間と機械の新たな関係

　時系列データから需要を予測

できなかったものは、これまでの

商品の位置づけや消費者の行動

を変えるものでした。

　このように、パラダイムシフト

や新たな状況への対応は人間だ

けができるものです。

　人間は創造性を発揮したり新

たな枠組みを作り出したりする

ことに長けていますが、機械は大

量のデータや情報を処理するこ

とに長けています。

　これからは、人間と機械がそれ

ぞれの長所を活かしながら組み

合わされていくという新しい関

係になっていくのではないかと

思っています。

【もり　まさや】
楽天株式会社 執行役員　楽天技術研究
所 代表
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　NTT ドコモで執行役員、デジ

タルマーケティング推進部長をし

ています。2009 年に情報システム

部に異動し、データ分析・活用を

支援してきました。

経営に資するデータ活用を支援

　当社では、経営に資するデータ

活用の支援を行うため、2003 年に

情報システム部に情報戦略担当を

設置し、2009 年にはシステムエン

ジニア（SE）集団のなかにマーケ

ター（マーケティング担当者）が

参入するなど、マーケティング機

能の強化を図ってきました。

　 体 制 は 2009 年 度 の 53 名 か ら

2017 年度の 145 名へと、8 年間で

2.7 倍に人員を増強しました。

　特に、分析やダッシュボード（分

析結果の可視化ツール）に関する業

務を担う人員を増強し、データを活

用するチームを増やしてきています。

システム知識とマーケティングマインド

　データドリブンのキードライ

バーとなるために必要な 2 つの側

面として、①データを扱うための

知識や分析技術についての「正し

いシステム知識」、②データをど

のようにビジネスに活かすのかに

ついての「生のマーケティングマ

インド」があると考えています。

分析依頼受付時に徹底ヒアリング

　分析依頼受付時には、目的、納

期、活用方法・環境について徹底

的にヒアリングしています。

　徹底ヒアリングにより、手戻り

をなくして依頼者の信頼を得られ

るように尽力しています。

Web 受付定着まで徹底フォロー

　また、電話の代わりに Web で

の受付が定着するまで徹底的に

フォローしました。

　Web での登録後 1 営業日内の 1

次回答体制を作るなど、迅速に対

応し、安心感を提供しています。

　こうした取組で、受付の稼働を

軽減しながら、重複している依頼

を集約することができました。

重点課題を社内向けに発信

　このほか、社内向けのサイトで

重点課題を自ら発信・共有し、デー

タ活用に関してより多くの要望に

応えるしかけを作っています。

発表会でアウトプットを共有

　分析事例の発表会を四半期ごと

に実施することを継続し、アウト

プットを共有しています。

　また、全国の支社を巡回し、情

報システムの担当者だけではな

く、営業部門や経営企画の担当者

も巻き込み、開催しています。

インプットのための演習等を実施

　分析設計のための演習やマーケ

ティングレクチャーを実施し、イン

プットの機会も設定しています。

　こうした取組の結果、現在では、

Web 会議での参加者を含めて 500

人規模での参加者を得ています。

特別講演②
データドリブンビジネスへの挑戦
～ NTT ドコモの歩み～

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 氏



7

必要なデータの見方

　データの活用にあたっては、そ

の見方に注意する必要があります。

　目立つ部分から見るのではなく

て、①全体を見ることや、②規模

と勢いを表す数と伸び率の両方を

見ること、を心がける必要があり

ます。

　 ま た、 適 切 な 比 較 の た め に、 

③比べる基準を固定することや、

施策効果などをデータにして捉え

ることができるように、④数値化

する努力をすること、⑤強い意志

をもってデータを見続けることも

必要です。

データを最大限生かす

　データでわかることは徹底解明

しながらも、データではわからな

い現場のリアリティを知ること

や、声にならない気持ちを洞察す

ることも重要です。

予兆モデル活用のための取組

　迅速・正確な検証の環境を提供

し、徹底的に支援することにより、

予兆モデルの活用効果を実感でき

るように取り組んでいます。

　専用の施策反応データベースを

作り、依頼した担当者が施策の結

果を自席のパソコンで日々確認

し、活用効果を実感できるように

しています。

　チラシなどの見栄えもマーケ

ティング施策の効果を左右するた

め、そのビジュアルについても

データを蓄積しています。

　こうした取組の結果、予兆モデ

ルの活用が年間 200 件程度まで増

加しています。

「データウォッチング」習慣の浸透・拡大

　顧客分析力の向上に力を入れな

がら、全国の各拠点でのオペレー

ション業務でのデータ活用推進に

も努力しています。

　一層のデータ活用推進に向け

て、ダッシュボードでデータを見

る「データウォッチング」習慣の

浸透・拡大を図っています。

ダッシュボード化して自動更新

　現在では、データをダッシュ

ボード化して日々自動更新し、エ

ンドユーザーがワンクリック 3 秒

以内に結果を得られるようにし、

直感的でもっと使いたくなるもの

になるように工夫しています。

　2019 年 2 月末時点で、ダッシュ

ボードを 301 個公開し、さらに 90

の案件に対応中で、操作研修には

3,000 人の参加者を得ています。

さらなるデータ活用推進に向けて

　データドリブンを進めるにあた

り、陥りがちな 3 つの罠があると

思います。

罠①　モデル精度と施策効果の混同

　モデル精度が高いからといっ

て、施策効果が上がるわけではあ

りません。

　モデル精度にこだわりすぎず、

施策のタイミングやビジュアルを

改善するなど、施策効果を高める

ことが重要です。

罠②　施策効果の有無とモデルの良し悪しの混同

　施策の効果がないことは、モデ

ルが使えないことを意味するわけ

ではありません。

　戦略、戦術、実行のすべてのレ

ベルで検証し、さらに試行錯誤し

ていく必要があります。

罠③　要望をすべて反映したシステム

　ユーザーの要望をすべて反映し

たシステムが最善であるわけでは

ありません。

　必要としている全員にしっかり

使われることが重要です。

デジタル技術を使い、Happy な未来を

　「 デ ジ タ ル の チ カ ラ と マ ー ケ

ターの思いを持って、お客様と、

もっとつながる、深める、広げて

いく」ことを部署のビジョンとし

て掲げています。

　Happy（ ハ ッ ピ ー） の 語 源 は

Happening（ハプニング）である

と言います。

　デジタル技術を軽やかに使いこ

なして、良い Happening を起こし、

Happy な未来を共に作っていけた

らと思います。

【しらかわ　きくこ】
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
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　広島県で地域産業による IoT

等の活用推進を担当しています。

　県では、2019 年 1 月から、社会

人向けのデータサイエンス人材

育成プログラムを始めたところ 

です。

　2019 年度には、広島大学と共

同で、人材育成の場である「ひ

ろしまデータサイエンス・アリー

ナ」設立を予定しています。

　本パネルディスカッションで

は、地域企業であるマツダの木谷

様、中国電力の藤井様、広島銀行

の石原様、県の社会人向けデータ

サイエンス人材育成プログラム

で講師をしていただいている富

士通総研の石川様にパネリスト

としてご登壇いただきます。

　パネリストの皆様には、①地域

企業での取組の現状、②データを

活用、分析した取組の課題、③人

材育成のあり方、④組織のあり

方、⑤県や県内の大学への期待と

いう 5 つのテーマについてお話し

いただきます。

　よろしくお願いいたします。

　マツダでマツダ・デジタル・イ

ノベーション（MDI）というプロ

ジェクトのリーダーをしています。

　 当 社 で は、 以 前 か ら CAD、

CAM、CAE により商品の開発効

率化に取り組んできました。

販売・サービスのデジタル化にも注力

　2016 年ごろからは、販売・サー

ビス領域でデジタル化にも取り組

んでいます。

　カスタマージャーニーと呼ばれ

る理想の顧客体験を描き、どうやっ

たらお客様に喜んでいただけるか

についてグローバルで取り組んで

いるところです。

　カスタマージャーニーは、①顧

客のターゲティング、②ターゲッ

ト顧客への情報発信、③発信結果

の分析、④リトライ（再チャレンジ）

の大きく 4 つの機能からなると考

えています。

　海外リージョン販売店を巻き込

んでのグローバル活動を推進中 

です。

チームを組んで課題解決

　製造の領域では、エンジニアが

データサイエンスを学びつつも、

高度な分析等は専門家の助けを得

ることになると思います。

【なかい　てつや】
広島県 商工労働局イノベーション推進
チーム 地域産業デジタル化推進グルー
プ 地域産業 IoT 等活用推進プロデュー
サー

［パネリスト］
石川 恵太郎 氏　㈱富士通総研
木谷 昭博 氏　　マツダ㈱
藤井 正人 氏　　中国電力㈱
石原 和幸 氏　　㈱広島銀行

［ファシリテーター］
中井 哲也 　　　広島県

パネルディスカッション
地域におけるデータサイエンス人材育成のあり方
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　販売・サービスの領域では、デー

タの見方や可視化の方法、分析手

法などを整理しています。

　当社の研究所のアナリスト、IT

部門の担当者、販売現場の担当者、

外部の研究者でチームを組み、課

題解決のアプローチをトライアル

中です。

組織を新設して対応

　2019年4月には、MDI＆IT本部、

データ活用のための全社的な設計、

統括を担う MDI 業務設計部を新設

します。

　業務と IT の両方を理解できる人

材を育成することが理想です。

大学と共同研究できることを期待

　製造の領域と同様に、ゆくゆく

は当社と大学で共同研究できるこ

とを期待しています。

　中国電力で情報システムを担

当しており、電力システム改革の

一環である発送電分離を 2020 年

4 月に控え、準備をしています。

　また、新しい価値の創造、生産

性の向上に取り組んでいます。

設備保全のスマート化が課題

　人口の減少や蓄電池技術の進

歩等により、系統電力は長期的に

減少すると見込んでいます。

　また、再生可能エネルギーの普

及により、系統電力の運用は複雑

化しています。

　電力会社は、供給の信頼度を下

げることなく、安定的で安価な電

力を提供しつづけることが求め

られています。

　熟練労働者が減少していくな

かで、160 万本の電柱や 80 万個

の変圧器などの膨大な数の設備

を抱えており、それらの設備保全

のスマート化が喫緊の課題です。

本格的な取組はこれから

　画像技術によるサビの状況確

認、地域の需要に応じた配電設備

の最適配置を試みていますが、現

在はまだ技術検証などを始めた

ところで、本格的な取組はこれか

らというところです。

地域の情報共有プラットフォームを

　30 分間の電気使用量を計量で

きるスマートメーターの設置に

より、莫大なデータが蓄積されつ

つありますが、多様な情報が組み

合わさることで価値が出てくる

と思っており、地域でデータ、情

報を共有できるプラットフォー

ムが必要だと考えています。

今後の組織のあり方を検討中

　データ活用を担う人材は、当社

がリードしながらも、外部の力も

必要と考えています。

　その際、社内に新たな組織が必

要なのか、従来の組織でやってい

くのかについて検討しています。

　また、今は中央集権的にデータ

管理できていますが、今後はど

ういったデータがどこにあるの

か分かりづらくなる懸念もあり、

データ整備をし続けることも重

要なポイントと思っています。

意見交換等の場、地域データの分析を

　データサイエンスに関心があ

る若者が集まり始めています。

　県には、そうした人材が意見交

換できる場を継続的にご提供い

ただければよいと思います。

　大学には、地域データの分析を

研究テーマとして取り上げてい

ただきたいと思います。

【ふじい　まさと】
中国電力株式会社 執行役員 情報通信部
門 部長

【きだに　あきひろ】
マツダ株式会社 MDI プロジェクト室長
兼 IT ソリューション本部長
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　広島銀行でデジタルイノベー

ション室の室長をしています。

デジタル技術を活用した新事業創出

　弊行では、将来に向けた先行的

な取組をしていくため、デジタル

技術を活用した新事業創出に取

り組んでいます。

　AI、API を活用したビジネス、

RPA の活用を進めており、スマ

ホを用いたアプリや QR 決済の企

画、新技術の調査・研究も行って

おります。

ビジネスのあり方を変える必要性

　少子高齢化、人口一極集中、金

融業界への異業種からの参入、デ

ジタル技術の進展など、環境が大

きく変化しています。

　今後は地域のお客様に金融を

中心とした価値を提供していく

ために、ビジネスのあり方を抜本

的に変えることや、金融と一体化

したサービスも提供していくこ

とが必要であると考えています。

まずは専門企業と協業

　現在の銀行は支店での対面で

のビジネス展開が前提となって

おり、担当者が本部に定例異動

し、 業 務 の な か で デ ー タ の 扱

い に 対 応 で き る よ う に な っ て 

います。

　スマホによるサービスの時代

になると、必要となるデータの

量、中身、分析スキルのレベルが

大きく上がり、銀行員のキャリア

では対応が難しくなります。

　スマホアプリを通したビジネ

スにも相応のレベルのものが求

められるなかで、専門人材を抱え

るコストを負担すべきかについ

ては議論の必要があります。

　まずは東京のデータ分析専門

企業と協業し、次に県内の関係

会 社 と の 協 業 を 実 施 し た 後 で、

内製化することになると考えて 

います。

ビジネスのあり方とセットで検討

　データの活用は、ビジネスのあ

り方とセットで検討していくべ

きで、デジタル戦略部の新設とい

う組織改編を機に、データの利活

用戦略を整理、共有して進めてい

きたいと考えています。

マネジメント層向けにも機会を

　若者や実務担当者のみがデー

タサイエンスの本質を理解して

いるのが現状だと思います。

　県や大学には、マネジメント層

向けにもデータ利活用の価値、意

義が伝わるような機会をご提供

いただきたいと思います。

　富士通総研でデータサイエン

ティストとして製造業の調達業務

分析、金融機関の貸し倒れ予測、

退職予測など人的リソースの分

析、マクロ経済データ活用などを

支援しております。近年では、各

企業におけるデータサイエンティ

スト育成にも携わっています。

　広島県では、2019 年 1 月から、

社会人向けにデータサイエンス

人材育成プログラムを実施して

おり、その講師をしています。

自社課題の指導を受ける機会を

　本プログラムの課題として、①

受講者のゴールやレベルのばら

つきへの対応、②実際の業務に適

用する際の支援があると認識し

ています。

　今後は、これらの課題を踏ま

え、①受講者をゴールやレベルに

沿って、専門向けとライト層向け

に分けた研修コースの企画、②自

社の業務課題やデータを持ち込

んで指導を受ける機会を設ける

ことなどを検討しています。

チームでデータサイエンス活用を

　社内におけるデータ利活用の

全てをデータサイエンティスト

に丸投げするのは効率的ではな

いでしょう。例えば、最低限の知

見を有するリーダーが社内外の

各種調整を分担できるはずです。

　データサイエンス活用はチー

ムで担う、スキルも分担して保有

するのが現実的な道と考えます。

【いしはら　かずゆき】
株式会社広島銀行 総合企画部 デジタル
イノベーション室 室長
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目の前の業務に問題意識を

　データ利活用には、まずは目の

前の業務について、問い、問題意

識を持つことが不可欠です。なぜ

ならデータ分析の本質は、データ

自体を分析する技術でなく、デー

タを使って業務の課題を分析し、

解決につなげることだからです。

大学は入門講座の提供を

　ファイナンスやマーケティングサ

イエンスといった、業務と分析の

両輪がつながった学問分野があり

ます。データ分析の技術だけでな

く、これらの入門的な講座も、大学

から提供できると良いと思います。

県は企業間データ交換の場の提供を

　また情報銀行のような、地域企

業間のデータ交換が可能なコン

ソーシアムが組成されると、地域

産業の発展にデータサイエンス

が貢献する道筋になると思いま

す。データ利活用にとって良質な

データの入手は要諦の 1 つです。

データサイエンス活用の現状と課題

　最近では、データに基づいて現

実の問題を明らかにし、それを元

に現実を改善する考え方が取り

入れられはじめています。

　しかし、データサイエンスを活

用できる企業や組織はほんの一

部に過ぎません。

　その原因は、必要な人員や能力

の不足にあるとみられます。

　データサイエンスの活用には、

プログラミングや統計学に加え、

文系的な素養やビジネスに対す

る理解が必要であるなど、学ぶべ

きことが多岐にわたります。

チームで問題に対処を

　これらのすべてをひとりが身

に付けることは難しいため、チー

ムで問題に対処することが重要 

です。

　広島大学では、情報科学部を新

設し、プログラミング教育をはじ

めとした人材育成に力を入れて

います。

　また、データ解析コンペティ

ションを継続しており、チームで

ビジネスデータを分析し、勘や経

験を養う場を設けています。

【いしかわ　けいたろう】
株式会社富士通総研 コンサルティング
本部 ビジネスサイエンスグループ チー
フシニアコンサルタント

【きじま　まさあき】
広島大学 情報科学部長

エピローグ
データサイエンスの肝

広島大学 情報科学部長

木島 正明
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設立趣旨

　2019 年度から、広島大学と広

島県が事務局となり、「ひろしま

データサイエンス・アリーナ」（HDS

アリーナ）設立を予定しています。

　HDS アリーナとは、ビッグデー

タ等を処理・分析することによ

り、新たな価値を生み出していく

データサイエンスが従来になく重

要となっていることを踏まえ、広 

島リサーチコンプレックス推進 

協議会（広島大学を中心に組織された、

研究交流・産学金官交流などの推進組織）

の活動の一環として、研究交流・

産学金官交流等を推進するもの 

です。

活動イメージ

　HDS アリーナでは、①フォー

ラム、専門セミナー等を通じた活

用先進事例の紹介、②共通デー

タを用い、データサイエンスによ

る課題解決を提案する競技であ

るデータサイエンス・コンペティ

ション（仮称）の実施、③産学共同

研究のマッチング、④海外のデジ

タル人材育成関係者等との交流に

よる国際交流等の活動を検討して 

います。

　これらの活動にぜひともご参

加いただきますよう、よろしくお

願いいたします。
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【たかた　たかし】
広島大学 理事・副学長

クロージング
ひろしまデータサイエンス・アリーナのご紹介

広島大学 理事・副学長

高田 隆


