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自社の競争力維持・強化のために，世の中のあらゆる企業がデジタルトランスフォーメーション（DX）を進め

ている。横河電機も DX の一環としてデータドリブンカルチャーの醸成に取り組み，経験や勘ではなく，データ

に基づいて意思決定を行うことを習慣化しようとしている。

具体的には，専門的なデータ分析の知識やスキルを持ったデータサイエンティストではなく，Self-service 

Business Intelligence（Self-BI）ツールや Self-service Machine Learning（Self-ML）ツールを利用し，データを利

活用できる社内の人財，いわゆる市民データアナリストを育成・確保すべく，YOKOGAWA グループ全体で VDA

（Virtual Data Analyst）の推進活動を進めている。本稿ではその取り組みを紹介する。

Companies around the world are working on digital transformation (DX) to strengthen their 
competitiveness. Yokogawa is also striving to foster a data-driven culture in the company and 
make decisions based on actual data, not on experiences and hunches.

Yokogawa has established a group-wide Virtual Data Analyst (VDA) program that can develop 
citizen data analysts. Different from data scientists with professional data analytics knowledge 
and skills, this kind of analyst uses the Self-service Business Intelligence (Self-BI) and Self-
service Machine Learning (Self-ML) tools for data utilization. This article describes Yokogawa’s 
efforts to develop citizen data analysts and create a data-driven corporate culture.

1. はじめに

企業内に存在するデータを利活用し，業務効率の向上
や事業戦略・施策の立案に役立てようと日々奮闘してい
る組織は多い。しかし，進め方が分からない，進めてみ
たが活動の広がりや成果が得られない，といった困難に
直面するなど悩みの種は尽きない。これらの活動には，
データを準備できる人財，分析ができる人財，そして活
用を推進する人財がそれぞれ必要となる。しかし，活動
を進めるためにデータサイエンティストや AI エンジニア
などの専門家を育てる，あるいは外部から採用すること
は時間とコストを要する。

YOKOGAWA グループでは，自社のデータを活用する
ためには自社のビジネス・業務の理解と経験が重要であ
ると考えている。そのため，自社のビジネス部門の社
員を市民データアナリストとして育成することを目的
として，ビジネス部門と情報システム部門の混成チー
ムを結成し，データドリブン（データに基づく意思決
定）カルチャーの醸成に向けた活動を展開することに

至った（図 1）。この組織はデータ分析に興味のある社員
で構成されたバーチャルの組織で，VDA（Virtual Data 
Analyst）による CoE（Center of Excellence）として活動（以
下，VDA 活動という）を，2018 年度後半から開始した。

ここで市民データアナリストとは，専門的なデータ
分析の知識やスキルを持ったデータサイエンティストで
は な く，Self-service Business Intelligence（Self-BI） や
Self-service Machine Learning（Self-ML）のツールを利
用し，データを利活用できる人財である。

図 1 VDA-CoE (Center of Excellence) 
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本稿では，我々が実践したデータドリブンマネジメン
ト化へのアプローチを紹介する。同じ悩みを持つ組織の
方々の解決の一助になれば幸いである。

2. VDA 活動の歩み

2.1 2018 年度後半から 2019 年度：VDA 活動認知・啓蒙期
VDA 活動の最初の計画段階で，2021 年度末までに，

海外も含む YOKOGAWA グループ全体（グローバル）で
の社員の約 25% にあたる 4,000 名を市民データアナリ
ストにする目標を掲げた。活動の初期は，活動の認知・
啓蒙期と位置付け，VDA の活動と Self-BI によるビジュア
ル分析の効果を認知してもらう時期とし，小さな成功体
験を作りながら啓蒙活動を実施した（図 2）。

経営会議メンバーから VDA 活動の承認を得て，VDA-
CoE 組織を設立して活動を開始した。まず，報告や会議
のためにその都度作成していた Excel や PowerPoint に
よるレポートを廃止し，重要会議での報告は BI ツールの
Tableau で作成したダッシュボードを使用することを目
標にした。本社および製品・サービス事業の本部がある
日本から VDA-CoE を組織化し，次に販売・エンジニアリ
ング・サービス機能を持つ，顧客に近い海外拠点（東南
アジア・アセアン地域，ヨーロッパ，アメリカなど）に
順次 VDA 活動を展開した。

2.2 2020 年度：ダッシュボードの活用期
２年目は，１年目に作成したダッシュボードを活用

する時期とし，ダッシュボードがビジネス・業務で実際
に利用されているかどうかを重視した。データ分析→対

策→議論・意思決定→行動→データ蓄積→データ分析
のデータ活用のサイクルが実行されているかを測る KPI 
(Key Performance Indicator) を定義し，各リージョンの
VDA-CoE がそれぞれの目標を設定した（図 3）。

図 3 データ活用サイクル
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が，分析の専門スキルを持ち合わせていない市民データア
ナリストのスキルをカバーできる機能を持っているかど
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門のメンバーと共に実施した。YOKOGAWA の製品やサー
ビスを購入しなくなりそうなお客様を予測し，適切な施策
とアクションが取れるかなどを題材に仮説検証を実施し，

図 2 VDA 活動のロードマップ
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８割の精度で該当のお客様を予測して適切な施策やアク
ションを取れると判断された事例もできた。

2.3 2021 年度：データ分析からのマネタイズ
３年間のロードマップの集大成の年度として，市民

データアナリストがデータを利活用し，自身のビジネス・
業務のマネタイズ化を目指す。その活動施策は次の通り
である。

2.3.1 予測型分析の活用
Auto-ML を利用した予測型分析を仮説検証・トライア

ルから実運用の段階へ移行する。

2.3.2 各リージョンの VDA 活動の自立化
各リージョンにおける VDA の活動の自立化に向け，分

析スキルレベルアップやデータリテラシー習得のための
トレーニングを充実させる。また，グローバル推進チー
ムからリージョンへ権限移譲を行い，リージョン内で迅
速な活動をできるようにする。

2.3.3 Internal DX の経験を External DX で活用
社内向けのデジタルトランスフォーメーション（Internal 

DX）の一環である VDA 活動で培ったスキル・知識・経
験を，顧客に向けたデジタルトランスフォーメーション

（External DX）に活用して，ビジネスに貢献する。

3. データドリブンカルチャー醸成へのアプローチ

経験や勘ではなくデータによる意思決定を組織に浸透
させること，すなわちデータドリブンなものに変更する
ことは，企業文化を変えることに他ならない。本章では，
我々が企業文化の変革にどのように取り組んできたかに
ついて説明する（図 4）。

図 4 データドリブンカルチャー醸成に必要な要素
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リージョンで VDA の活動を推進する組織（リージョン
VDA-CoE 部隊），最終意思決定の場であるステアリング
コミッティ（トップマネジメント）で構成される（図 5）。

図 5 VDA-CoE の組織体系
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次に，データビジュアライゼーションの重要性とその
効果を説明し，それを次のようなゲームを通して体感し
てもらった。たくさんの１から９の一桁の数字がランダ
ムに並べられた表形式のレポートから，９が何個あるか
30 秒以内で数えてもらった。何個あるか正確に数えられ
る人はおらず，途中で数えることを諦める人もいた。次に，
同形式のレポートで数字９のみ赤く色付けをしてから９
を数えてもらうと，参加者は簡単に数えることができた。
また，ビジュアライズされたダッシュボードを作成する
にはセンスではなく，セオリーが必要であることも体感
してもらった。ビジュアライズされたダッシュボードは，
その内容を直感的に捉えることができるので理解が早ま
り，記憶に残る効果がある。

BI ツールのハンズオントレーニングでは，Self-BI ツー
ルが従来の BI ツールより使いやすく，IT 部門にダッシュ
ボードの作成を依頼せずとも，自身で作成できることを
体感してもらった。

リージョン VAD-CoE メンバーに対する教育・トレー
ニングは，グローバル VDA-CoE メンバーが実施した。各
リージョンのユーザー教育・トレーニングは，リージョ
ンの VDA-CoE のミッションとした。

3.4 コミュニティ
コミュニティは，ユーザーの相互交流の場であり，

ユーザーのモチベーションの維持・向上を図る仕組みで
ある。DSHQ メンバーだけでは全ユーザーをサポートす
る人的余力がないため，ユーザーが相互に助け合う場を
設け，スキルや知識をお互いに補足できる場を用意した。
この場は VDA-CoE のチームにとってはユーザーのスキ
ルの向上だけでなく，悩みや要望を収集することにも役
立った。

また，１年間の活動の締めくくりとしてグローバルカ
ンファレンスを開催し，活動の振り返り，成果発表，翌
年の計画共有，さらに活躍したメンバーの表彰を行った。
リージョンの VDA-CoE メンバーやキーとなるユーザー
が参加し，他拠点の活動成果発表を目の当たりにしたり，
新しいスキルを習得したりなどの刺激を得たりして，モ
チベーションを上げる良い機会となった。

3.5 データ活用プラットフォーム
関係者が同じダッシュボードを見てデータを活用し，

意思決定ができるような共通のプラットフォームをグ
ローバルに構築した（図 6）。そのプラットフォームは，
データレイク（データソースから収集したデータをそ
のままの状態で保存する格納庫），データウェアハウス

（データを利用しやすく加工した明細データの格納庫），
データマート（利用目的に応じたサマリデータの格納庫），
および BI ツール（ここでは Tableau）で構成されている。

図 6 データ活用プラットフォーム
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成されたデータソースを用いて，ダッシュボードを作成
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役割と権限に応じてデータソースやダッシュボードへの
アクセス権限を設定し，公開・利用範囲を管理している。

3.6 Self-ML の活用
Auto-ML は市民データアナリストにとって有用なツー

ルである。高度なプログラミングスキルや機械学習の手
法の理解がなくとも予測モデルが作成できる。何を特徴
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作成して評価するなどの予測モデル作成などのタスクが
自動化される。

Auto-ML ツールの選定にあたっては，操作性，運用性，
サポート体制，価格などの視点から評価したが，特に予
測結果の解釈と説明の容易性をツール選定のポイントと
した。ビジネス部門に予測結果の根拠を示し，納得が得
られて初めてその予測モデルを利用してもらえると考え
たからである。

しかし，Auto-ML といえども万能なツールではない。
予測モデルを作成する際には，どのようなデータをイン
プットとして選定するか，トライ＆エラーを繰り返さな
ければならない。その工程を効率的・効果的に行うため
にはビジネス知識が必要であり，データを扱う情報シス
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テム部門のメンバーだけでなく，ユーザーの力が必要と
なる。その意味で，市民データアナリスト自身が Auto-
ML を Self-ML ツールとして利用できることは理に適っ
ている。

さらに，Auto-ML の予測結果は BI ツールと連携され，
ダッシュボードでビジュアル化できるようにした。BI
ツールを使いなれたユーザーには，より良いユーザビリ
ティが提供される。

データドリブン（データに基づく意思決定）の質を向
上させる手段として，今後この Auto-ML ツールを活用し
ていく。その際に，これまで確立してきた，VDA を浸透
させてきたスキームを活用し，市民 AI エンジニアの数を
増加させたいと考えている。「Small Start & Quick Win」
を合言葉に，小さくてもすぐに成果を感じられる成功体
験を紹介し，ユーザー自身にも体感してもらいながら，
その数を増やしていけると考えている。まずは，VDA 活
動のメンバー（市民データアナリスト）の中から，デー
タ分析の知識・スキルレベルが高く予測データ分析に興
味があるメンバーを，市民 AI エンジニアとすべく活動を
進めていく。

4. VDA 活動のこれまでの成果

Self-BI のユーザー数の目標は，１年目（FY19）：2,500
名，２年目（FY20）：3,500 名，３年目（FY21）：4,000
名である。この目標に対して，Self-BI の実ユーザー数は
順調に推移しており，２年目である現在は，実績として
3,500 名を超えた。また，図 3 に示したデータ活用サイ
クルの KPI である 50 個も達成できる見込みである。

最初に取り組んだ Excel による数字の集計やレポート
作成の廃止については，Tableau のダッシュボードに置

き換わり自動化が進んだことにより，コスト削減効果は
年間 1.6 億円となった。

また，データレイクのテーブル数は約 1,000 個，容量
は６ TB 強で，現在もビジネス側からの要望に応じて順次
拡張しており，国内外の横河電機グループにおいて共通
のデータとしてレポートやデータ分析に利用されている。

5. おわりに

本稿では，横河電機における Self-BI および Self-ML
ツールを活用した市民アナリストの育成という，データ
ドリブンカルチャーの醸成に向けたアプローチを紹介し
た。情報システム部門が主幹となって推進するプロジェ
クトであるが，ツールの導入だけで終わるプロジェクト
ではなく，ビジネス部門と協働して企業文化の変化を目
指す全社的な活動である。本稿での情報が，DX の取り組
みの一例として，共感できる部分，参考になる部分があ
れば幸甚である。

最後に External DX への展望として，Internal DX の活
動である VDA 推進活動をショールームアプローチとし
て，横河電機のユーザーへも１つのプラクティスとして
紹介していきたいと考えている。
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