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NTTデータでは，ビジネス・デー

タに対する情報分析の方法論を体系

化した分析シナリオ類型と類型に

沿って効率的に分析を進める情報分

析環境とを備えた「モデルベース分

析統合フレームワーク」を整備して

います．ここでは，このフレーム

ワークの概要を紹介します．

はじめに

SI（System Integrator）活動に
おける，ビジネス・データの分析コン
サルティングの重要性が高まっており，
データ分析工程の効率化が求められて
います．NTTデータで開発を進めてい
るモデルベース分析統合フレームワー
クでは，ビジネス・データに対する情
報分析の方法論を体系化し分析シナ
リオ類型としてまとめ，類型に沿って
効率的な分析を進める情報分析環境
の実現を目指しています．

情報分析コンサルティングの
SIにおける重要性の高まり

NTTデータでは，さまざまなお客さ
まへ情報システムを販売することが，
企業活動の大部分を占めています．紙
ベースで行われていたものを電子化し
たり，人手を介して運搬していた情報

をネットワーク化するというように，こ
れまで行ってきた業務をコンピュータ
とネットワーク（いわゆるIT）によっ
て置き換える業務SIを多く行ってきて
います．業務のIT化が当り前となりつ
つある現在では，企業の興味は，さら
に情報分析技術による業務改善へと
向かっています．このような動きの背
景としては，ハードウェアの発達に伴
い，大量のデータ蓄積が可能となり，
かつ分析処理が高速化され，情報分
析が現実的になってきたことが挙げら
れます．また消費者の行動は年々，複

雑化かつ個性化しており，いわゆる
「勘と経験」だけでは，トレンドや隠
れたニーズをつかみきれない，という
側面もあると思われます．
NTTデータが受注するSI案件にお

いても，情報分析コンサルティングも
含めたかたちでお客さまにSIの提案を
行うケースが年々増えています．

情報分析効率化への要求

図１に我々が行っている情報分析
コンサルティングの大まかな流れを示
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します．
まず，お客さまとやり取りをしなが

ら，お客さまの抱えている課題を明確
化します．次に，情報システムに蓄え
られた膨大な情報を利用して現状評
価，要因分析を行って，モデル構築
を行います．このモデルを利用し，課
題についての対策検討，指針策定を
行い，業務利用，業務改革を行って
いきます．またその結果を踏まえたう
えで，さらなる課題が生じ，再び分析
を行う，ということを繰り返します．
ここで，モデルを利用して分析を行っ
ているため，我々はこの分析を「モデ
ルベース分析」と呼んでいます．
前述のように，情報分析コンサル

ティングを行う案件数は年々増加して
いる一方，情報分析を行える人的リ
ソースは限られています．仮にリソー
スを確保できたとしても，情報分析を
行い，提案書のかたちにまで仕上げる
スキルは，短期間で身に付くものでは
ありません．限られたリソースの下で，
分析の品質を落とすことなく，いかに
より多くの情報分析案件に対応するか
が我々の課題でした．その解決策の１
つが，モデルベース分析統合フレーム
ワークです．

モデルベース分析統合
フレームワークの詳細

図２にモデルベース分析統合フレー
ムワークの構成を示します．このフレー
ムワークは，シナリオ制御部と計算エ
ンジンの大きく２つの部分から構成さ
れています．我々はモデルベース分析
に存在する類型的な分析手順のパター
ンをシナリオ類型と呼んでいます．シ
ナリオ類型は，シナリオエディタを用
いて編集され，シナリオデータベース
にあらかじめ蓄えられています．お客
さまよりいただいた分析用データを分

析者がどのシナリオ類型にあてはめる
かを判断し，そのシナリオに沿って分
析を行います．シナリオ類型の下で，
実際に計算を行うのは，統計解析エ
ンジン，最適化エンジン，シミュレー
ションエンジン，といった計算エンジ
ンです．変換部を介すことで，一連の
分析作業がシームレスに実行できるよ
うになっています．
計算エンジンに関しては，市販の

データマイニングおよび統計解析ソフ
トウェアを利用しています．シナリオ
類型に関しては，これまで取り組んだ
50件以上にのぼる情報分析案件を，
案件ごとにデータを何のために活用し
ようとしているのか，という「目的」
の観点から整理し，大きく９つの類
型，サブ類型まで含めると13の類型
にまとめました（図３）．通信事業な
どで，料金不払いを未然に阻止するた
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めに高リスク顧客を抽出する類型であ
る「与信管理型」，商品の売上データ
に基づき小売現場における品ぞろえを
決定するための「マーチャンダイジン
グ型」，通関において不正申請を発見
したりサイバーテロを未然に防止する
ためにIDS（ Intrusion Detection
System：侵入検知システム）のデー
タを分析する「異常検出型」などがあ
ります．
現在，シミュレーションを除くすべ

てのエンジンの統合が完了しており，
2005年度中にシミュレーションも統合
することを予定しています．

シナリオ類型の具体例

次に，モデルベース分析統合フレー
ムワークの核となるシナリオ類型につ
いて，ターゲティング型を例として説
明します．
ターゲティング型とは，与えられた

集団の中から，重点的に働きかけた場
合の効果が高いグループをターゲット
として抽出する，という類型です．具
体的な案件としては，医療ビジネスに
おけるレセプトデータ分析と家電業界
におけるライフステージモデル分析が
挙げられます．
レセプトデータ分析は，高血圧性疾
患などの生活習慣病にかかっている患
者が，それ以上重症化するのを未然に
防ぎ，医療費を抑制することを目的と
した分析です．過去のレセプトデータ
から，患者の症状が悪化する過程をモ
デル化した「重症化モデル」を作成
し，このモデルを用いて，現在の患者
のレセプトデータから，ターゲットで
ある重症化予備軍の患者を見つけま
す．ターゲットの患者には，健康カウ
ンセリングなどで，早期の対応を促し
ます．

一方，家電業界におけるライフス
テージモデル分析は，家電販売店のポ
イントカードなどから得られる顧客購
買データ（レシートデータ）から，ど
のようなライフステージで，どのよう
な家電を購入するのかという，ライフ
ステージ別の家電利用モデルを発見し，
そこから販売戦略を構築します．
この２つの案件は，業界やデータは
全く異なりますが，情報分析の観点で
みると，「重点的にアプローチする人を

発見する」という点で共通しています．
この２つの案件を対比してみると，デ
ータ形式，想定するモデル，得られる
結果が非常に似ていることが分かりま
す（図４）．その結果，分析に用いる
手法も全く同じで，「ターゲティング
型」の分析であると類型化することが
できます．
シナリオ類型では，シナリオに共通

の部分をあらかじめテンプレート化
しています．図５に示すように，分析
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の大部分はテンプレートを利用し，個
別案件に固有の前処理部分だけ，エ
ディタを用いて処理プログラムをつく
り込み，分析を行っています．

フレームワークの効用

モデルベース分析統合フレームワー
クは，各分析者に蓄積されていた分析
ノウハウを組織のノウハウとして形式
知＊化する枠組みともいえます．その
ため，業界分野の知識を深く持ってい
なかったり，やむを得ない事情で分析
担当者が交代しなければならない場合
でも，短期間で分析のフェーズに入り，
安定的な品質の分析が行えるようにな
りました（図６）．また案件に取り組
み始めたときに，９つのシナリオ類型
を念頭に置きながら，お客さまの課題
を伺うと，結局どのような分析を行え

ばよいかがすぐに分かるようになり，お
客さまとのやり取りもよりスムーズに
行えるようになりました．また情報分
析コンサルティング活動では，お客さ
まへの提案書を２，３日で書かなけれ
ばならないことが頻繁にありますが，こ
ちらで用意しているシナリオ類型を組
み合わせることによって，より迅速に
対応できるようになりました．

今後の展開

現在，９つのシナリオ類型とそれに
対応するテンプレートがそろい，想定
される分析ニーズについては網羅され
ていますが，今後も，シナリオ類型の
精緻化，高度化の取り組みを続けて
いく予定です．また将来的には，分析
方針立案，結果解釈，分析者個人に
蓄積された業界分野別の知識の体系
化も行い，情報活用モデルとして蓄積
していきたいと考えています．これに

より，分析の専門家でなくてもモデル
ベース分析が容易に行える体制，ひい
ては分析方針立案の段階からアウト
ソーシングでき，よりスピーディな案
件処理が可能となる体制をつくってい
きたいと考えています．

（上段左から）平 博順/ 高橋 彰子/ 

中川 慶一郎

（下段左から）島崎 勝美/ 中山 隆/

関根 純

SIを進める中で，データ分析はこれから
ますますキーとなるテクノロジになってい
くと思われます．今回開発したフレーム
ワークを核として，スピーディで高品質な
データ分析を目指し，「データ分析といえば
NTTデータ」といわれるようなブランドを
築いていきたいと考えています．興味のあ
る方はいつでもお声をかけてください．

◆問い合わせ先
NTTデータ
技術開発本部
情報分析プラットフォームグループ
TEL 03-3523-8120
FAX 03-3523-8090
E-mail nakagawaki@nttdata.co.jp
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