
実践!!データサイエンスの展開方法と 
 

最適化における生産性向上の事例紹介 

マーケティング本部 
データサイエンス推進室 
室長 矢部 章一 

2019年 6月 11日 

１．会社案内 
 

２．データサイエンスの展開方法 
 

３．生産性が向上する事例と視点 

本日のアジェンダ（45min） 



オフィスサービス 

商業・産業印刷 

ヘルスケア 産業用光学 

機能材料 

コニカミノルタグループのご紹介（1８年3月期） 
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43,299名 

1兆312億円 

150ヵ国 



材料分野 
機能性有機材料合成 
機能性有機材料設計 
機能性微粒子形成 
製膜・コーティング 

画像分野 
画像処理 
作像プロセス 
搬送 
精密駆動 

光学分野 
光学設計 
光計測 

微細加工 
分野 
精密成型 
表面加工 

Core Technologies 

4分野にわたる12のコア技術を融合し新たな価値を創造 

X線画像撮影装置 

複合機 デジタル印刷システム 

測色計 

プラネタリウム 

レンズ 

インクジェットプリンター 

有機EL照明 

コニカミノルタのコア技術 

2015年3月現在 
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コニカミノルタジャパン株式会社 
 

 本社   
  東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビル 
 
 代表者   
  代表取締役社長 原口 淳 
 
 資本金  
  3憶9,710万円 
    （コニカミノルタ株式会社100%出資） 
 
 従業員数 
  3,619名（2017年4月） 
 
 
 主な事業内容 
  複合機（MFP）・プリンター、印刷用機器、ヘルスケア用機器、産業用計測機器などの販売、 
  並びにそれらの関連消耗品、ソリューション・サービスなど。 

  新規注力事業の強化・拡充のための開発、企画、マーケティングなど。   

オフィスサービス 

商業・産業印刷 

ヘルスケア デジタルマーケティング 

計測機器 

コニカミノルタジャパンのご紹介 
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講演者略歴（矢部 章一） 

・NIKKEI  DAILY 
・NIKKEI digital 
・NIKKEI BigData 
・TOYO Economy   

＜出版物＞ 

<社外セミナー> 

日経新聞 日経Big Data  日本経営協会 

日経BP 
SAS 日本能率協会 

1000社以上が聴講 

大手通販会社など複数社を経て、データサイエンス設立のため、コニカミノルタジャパンへ転職。 

個人でも各種コンサルティング活動や執筆活動を行う。 

AMAZON (2018年11月20日) 

・情報学・情報科学・・・1位 

・ビジネスとIT・・・3位 

データサイエンティスト養成読本 

ビジネス活用編 
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＜発売中＞ 
 

よかったら 
 

買って下さい。 



データサイエンス推進室の方向性について 

データサイエンスやAIなど活用の目的は２分類 
 

１．Product Innovation 

  例：AIを機械に組み込んで自動運転 
 

２．Process Innovation 

  例：AIで人の行動を変えて生産性向上 
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KMJ_DS推進室では、 

Process Innovationを目的とした展開 

ポイント 



日本の生産年齢人口(15～64歳の人口)の減少 
 

 2010年：約8000万人  

      → 2030年に約6700万人（東京都の人口が無くなる規模） 

 

 2010年：生産年齢人口 約2.8人で高齢者1人を扶養  

      → 2030年 ： 約1.8人で1人を扶養 
 

    

  ・生産年齢人口の減少分を補う方法が必要。  
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Process Innovationを目的にする理由 

＝ 働き方改革 



KMJの「働き方改革」 ⇒ 「いいじかん設計」について 

「創出が必要」 「生産性向上が必要」 
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 「いいじかん設計」とは、生産性を向上して「作業じかん」を減らして、「創造じかん」「自分じかん」   

  を創出し、より働く意義のある環境へと導く設計である。 

ふやす 

ふやす 

へらす 
DSのスコープ 

 「作業時間の削減」 



© KONICA MINOLTA 

データサイエンスの展開方法 
（抜粋版） 



KMJ_データサイエンスの設立のSTEP 

データサイエンスで成果を上げるには、Deep LearningやAIを活用する事が大切なので
しょうか？成果を出すにはデータサイエンスを全社で運用する仕組みが必要です。 
 

データ・サイエンスを運用する仕組みには「可視化」 「標準化」 「最適化」 
 

の3STEPが必要です。 

Optimization 

最適化 

Visualization 
可視化 

Standardization 

標準化 

データサイエンスのSTEP 
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本日の発表範囲 

FY15~16 

FY16 ~ 17 

FY18~ 

ポイント 



成果が出る仕組みの秘密 

<Visualization>  可視化 

1. 各アナリストが同等のレベルで分析できる仕組みを構築 

２．全従業員がデータサイエンスに参加できる仕組みを構築 

<Standardization>標準化 
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3. 全従業員がデータサイエンスを享受できる仕組みを構築 

<Optimization>  最適化 

 ▶3つの仕組みを紹介 
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<Visualization>  可視化 

1. 各アナリストが同等のレベルで、すぐ分析できる環境を構築 

システム選定方法などは本セミナーでは割愛致します。 



可視化するツールが必要 

ユニバーサルID ER図 WiKi GUI 
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「見える化」だけでは成果は出ません。 
 
人材育成と運用を「標準化」する必要があります。 

<Standardization>標準化 

２．全従業員がデータサイエンスに参加できる仕組みを構築 

アナリストの具体的な教育方法並びに必要な項目は本セミナーでは割愛致します。 



KMJのデータ・サイエンティストに必要なスキルセットの定義 

ビジネススキル 分析スキル ITスキル 

データ・サイエンティストに必要なスキルセット 

教育が容易 教育が容易 教育が困難 

データ・サイエンスで解決したいビジネス問題は、  

例えば、 「営業」「保守」「物流」「生産」「CS」等の多岐にわたる。 

よって、データサイエンティストには専門的なビジネス知識が必要となり 

ビジネス・スキルの習得には時間とコストがかかる。 

ポイント 
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人材難もありデータサイエンティストの雇用は難しい状況 

ポイント 



タスクフォース・ユニットがデータサイエンティストとなる。 

例：売上予測に必要なビジネススキルは１．営業 ２．保守 ３．システムである。 

各部から 
ビジネススキル
を持った人員 

営業部 

サービス部 

システム部 

データ 
サイエンス推進室 

 

（アナリスト） 

ビジネススキル 分析スキル ITスキル 

データサイエンティストに必要なスキルセット 

例えば、営業と物流の課題をDSで解決する場合は、それぞれ求められるビジネス領域が異なる。  
 
よって、タスクフォースでデータサイエンティストに必要なスキルセットの１つである「ビジネス」を補強する仕組みを開発。 

▶ビジネススキルを補うために、課題に応じたビジネススキルを持つメンバーを 
  タスクフォースに参加する仕組みを標準化 

必要な各スキルを 
持つ人員をアサイン 
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タスクフォースの問題点（人が集まるだけでは機能しない。） 

例えば、 売上予測には、営業、保守、システムのスキルが必要 

ビジネススキル 分析スキル ITスキル 

データ・サイエンティストに必要なスキル 

ビジネススキル 他スキル 

ビジネス現場が保有するスキル 

組織を連携させる仕組みが必要（標準化） 
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データ・サイエンスとビジネス現場との効率的な連携方法 
1メソッド4プロセス（立ち上げ時） 
1メソッド3プロセス（運用時） 

具体的なマネージメント方法は本セミナーでは割愛致します。 



独自メソッドでDSとビジネス現場を連動させる。 

▶一般的に、アナリティクス・ライフサイクルとは複雑なプロセスである。 
  弊社では、アナリティクス・ライフサイクルの運用を容易にする独自方法を開発。 

Process1 Process 2 Process 3 Process 4 
KMJ 

Method 

モデル開発 
ビジネス現場 
の理解 

ニーズ・ウォンツの
収集 

PDCA構築 各論合意 総論合意 

全社コンセプト 
の策定 

具体的施策 
の策定 

Action 
行動 

Purpose 
目的 

   DSがビジネス現場を理解して、ビジネス現場がDSを理解する。 あるべき姿 

41 



タスクフォースでは「可視化」と「標準化」を活用する 

ユニバーサルID ER図 WiKi GUI 
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「可視化」と「標準化」でモデル・分析を量産 

ユニバーサルID ER図 WiKi GUI 
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可視化 

標準化 
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<Optimization>  最適化 

３．全従業員がデータサイエンスの恩恵を享受できる仕組みを構築 

      「仏作って魂入れず。」＝「モデル作って使う人おらず。」からの脱却 

３．生産性が向上する事例と視点 



個人判断によるばらつきについて 

事例：A本部の顧客訪問件数/月は10~160件とバラツキは大きい。 

顧客月間訪問件数（2016年12月度） 
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バラツキを最少化してレコメンドする事により、下限値を向上して平均

値も向上する。 

最適化する必要 



KMJのあるべき姿：働き方改革＝「いいじかん設計」とは？ 

AI 

「作業じかん」の生産性を向上して圧縮して、「創造じかん」「自分じかん」の創出   

いままで これから 

情報が膨大になればなるほど… 

各種情報を自分で 
取得して行動する。 

action 

各種情報を最適プラット
フォームが取得して 
レコメンドした行動をす
る。 

action 

・収集工数増大 
・ばらつき拡大 

・精度向上 
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最適プラットフォーム 

 特願2018-120431 



最適化が必要 

バラツキに着眼するとマネタイズしやすい。 

KMJの場合、モデルを使用する人間に、バラツキが存在する。 

同じモデルから出たリストを渡しても、行動と結果は異なる。 

入社1年目 
スキル：初級 

入社２０年目 
スキル：上級 
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Optimization 

最適化 

Visualization 
可視化 

Standardization 

標準化 
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FY15~16 

FY16 ~ 17 

FY18~ 

モデル大量生産 

最後に 

モデル大量運用 

DSを定着させるには、会社毎に適切なSTEPを設計することが必要 



ご清聴ありがとうございました。 
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