
1

※本資料は、第8回 コネクティッド・カーEXPOでの
弊社講演抜粋資料です。

コネクテッドデータをどう活用

しますか？

～世界の最新事例に学ぶ～

日本テラデータ株式会社

2020年1月16日
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講演者紹介

日本テラデータ株式会社

コーポレート・エバンジェリスト／エグゼクティブ・コンサルタント

金井 啓一

自動車会社を始めとした製造業、通信業、金融業などのビジネス部門やIT部門に対し
て、いかにデータエコノミー時代の競争を勝ち抜くか、データ経営の戦略実現、業務
課題の解決、エンタープライズDWHの構想策定、データ統合、アナリティクスの実行、
データ活用組織(BICC)・データマネジメント組織(DMO)の立上げなど、コンサルティ
ングとデータ活用実践のリーダーとして、日本の各企業の競争力強化に貢献している。

©2020 Teradata
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Agenda

✓Teradata のご紹介と特徴

✓コネクテッドデータ活用の課題とゴール、
および他社ベンチマーク

✓自動車会社におけるデータ活用/分析のテー
マ

✓世界のデータ活用/分析事例

✓データマネジメントの重要性

✓コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata
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様々な業種でのデータ分析およびそのためのデータ基
盤の導入実績は業界トップクラス
・製造業：トップ20の内 12社 ・旅客&運輸業：トップ20の内 16社など

Teradataのご紹介と特徴

アメリカ、ヨーロッパ、アジアパシフィック、日本な
ど、すべてサポート可能

クラウドでも自社運用でも、車両データ(CANデータ、
部品データ)、画像/映像データを含むあらゆるデータ
を関連して分析する基盤を提供可能

ビッグデータ分析で40年にわたる豊富な実績

グローバル体制でサポートが可能

ビッグデータ基盤を実現するTeradata

Teradataのご紹介

人・
スキル

【強力な支援体制】
国内外でデータ活用戦略策定、データマネジメント推
進、組織化支援、基盤構築の豊富な経験を持つコン
サルタント、データサイエンティストなどが“四位一体”の
チームで支援 (下図)

高度・
豊富な
ノウハ
ウ

【方法論】
データ分析とデータマネジメントの実績ある方法論と豊
富なユースケース

【知的財産】
自動車会社のビジネスナレッジと論理データモデル
(データベース設計図)などのノウハウ

Teradataを支える人・スキルとノウハウ

貴社のアドバイザー
“四位一体”チーム

自動車業界に精通
したコンサルタント

IoT・AIなどのデータ
サイエンティスト

データ処理や基盤
構築のエンジニア

貴社向け基盤設計
ができるアーキテクト
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Agenda

✓ Teradata のご紹介と特徴

✓ コネクテッドデータ活用の課題とゴール

✓ 自動車会社におけるデータ活用/分析のテー
マ

✓ 世界のデータ活用/分析事例

✓ データマネジメントの重要性

✓ コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata
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コネクテッドデータ活用の課題とゴール

©2020 Teradata

コネクテッドの課題

モビリティ
サービスの

企画

設計/開発/生産
の効率化

CANデータ
による

品質の向上

コネクテッドデータ
と社内/社外データの
活用/分析による

課題解決・施策実現・
業務の効率化/高度化

課題解決のためには

ビジネスモデル変革
～デジタルトランスフォーメーション～

｢製造業｣から｢製造サービス業｣へ

↓
“Product as a Service”

ビジネス価値の創造

⚫ 自動車業界共通の戦略であるコネクテッドビジネス推進に向け、サービス開発だけでなく、CANデータ
を活用した故障予測や品質向上に向けた取組みなど、様々な分野で取組みが盛んですが、コネクテッド
により発生するデータをいかに活用するかが今後の経営戦略実現のキーです。

コネクテッド
の発展

クルマの
IT化

ITの進化
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Agenda

✓Teradata のご紹介と特徴

✓コネクテッドデータ活用の課題とゴール

✓自動車会社におけるデータ活用/分析のテー
マ

✓世界のデータ活用/分析事例

✓データマネジメントの重要性

✓コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata
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自動車会社におけるデータ活用/分析のテーマ

Web/メルマガ企画・運営

アフターフォロー
サービス

【企業活動】

【一般消費者の行動】 使用中
感想

➢会員情報
➢会員向けHP内行動

➢コメント
・入庫時/点検時
・SNS/HP意見

➢チラシ閲覧
➢価格情報
➢来店・試乗

広告・宣伝
マーケティング

販売・物流生産設計・開発商品企画

➢故障・整備・点検
➢VOC(店舗・コールセンター)
➢自社HPへのコメント
➢SNSデータ

クルマ購入クルマ検討
クルマの
認知・反応

➢Web閲覧
➢SNS書込み

コンテンツ
閲覧

会員登録

➢購入/販売実績

➢生産実績
➢トラブル実績
➢変化点・変更点
➢設備保全

➢Web閲覧
➢メルマガ閲覧

【テーマ⑨】
会員セグメンテーション
とコンテンツ最適化分析

➢Webログ
➢キャンペーン
➢メルマガ送信

【テーマ⑧】
クレームの

見える化・分析

➢テレマデータ
(乗用車/商用車)

【テーマ⑦】
安全・エコ
運転分析

【テーマ④】
需要予測精度向上・
在庫適正化の分析

【テーマ③】
生産不具合・

生産設備の故障予兆

【テーマ⑤】
広告・宣伝効果分析

【テーマ⑥】
販促効果分析

【探索研究】

【テーマ①】
受容ターゲット

変化分析
/消費者嗜好分析

➢生産・販売情報
➢販促実績(店舗)

➢TVCM実績
➢広告（新聞、雑誌）実績
➢販促実績（消費者）

【テーマ②】
新車設計・開発
に関する分析

バリューチェーンすべてにおいて
データ統合･データ活用/分析は必要とされている！

➢企画情報
➢市場情報

➢設計情報
➢実験情報
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Agenda

✓Teradata のご紹介と特徴

✓コネクテッドデータ活用の課題とゴール

✓自動車会社におけるデータ活用/分析のテー
マ

✓世界のデータ活用/分析事例

✓データマネジメントの重要性

✓コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata
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General Motors

コネクテッドカーのデータが
General Motorsのミッションで
あるゼロ事故、ゼロ排気ガス、ゼ

ロ渋滞をサポート

詳細を見る

Siemens

プレディクティブ・メンテナンス（予
知保全）を実現

詳細を見る

BMW Group

データを使用して、自動車メー
カーのサプライチェーン経由で毎
日300万個を超える部品を移

動

詳細を見る

Volvo Cars

技術を結集して、ドライバーにとっ
てより良い体験を日々創出

詳細を見る

Norfolk Southern

顧客の鉄道車両需要に対する
可視性を6時間から10日

(3,900％) に改善

詳細を見る

Air France-KLM 
Group

スムーズに接続された
年間1億人の乗客

詳細を見る

世界のデータ活用/分析事例

https://www.teradata.jp/Resources/Customer-Videos/Connected-Vehicle-Data-Supports-General-Motors-Mission-Zero-Crashes
https://www.teradata.jp/Resources/Customer-Videos/Siemens-Capitalizing-on-Digitization-the-Internet-of-Things-Automation-and-Cloud
https://www.teradata.jp/Customers/BMW-Group
https://www.teradata.jp/Resources/Customer-Videos/Teradata-powers-connected-technology-for-Volvo-Cars
https://www.teradata.jp/Customers/Norfolk-Southern-Corporation
https://www.teradata.jp/Customers/Air-France-KLM
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SIEMENS: 
プレディクティブ・メンテナンス（予知保全）を実現

事例ビデオ（英語）：

https://www.teradata.jp/Resources/Customer-Videos/Siemens-Speeding-Down-the-Path-of-a-Successful-

Future

⚫ ドイツの重電メーカーシーメンスは、IoTデータを活用
した故障の予兆検知による「プレディクティブ・メンテ
ナンス（予知保全）」を実現しています。稼働率を保証
するサービスを商品として提供する新たなビジネスモデ
ルも開発しました。さらに、安全に大量のデータを収集、
分析するためにクラウド環境にシステムを移行しました。
(事例ビデオ：英語）

https://www.teradata.jp/Resources/Customer-Videos/Siemens-Speeding-Down-the-Path-of-a-Successful-Future
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修理部品の関連性分析
Teradata Aster* アフィニティ関数の利用

• 各ノードは修理コードに対応している。

• ノード間のラインは、2つの修理が同一の機関車でされたことを示す。（太ければ太いほど回数

が多い）

• 組み合わせでおきる故障部位の識別にこの分析が使われ、目的変数の予知に活用される。

All engine problems Relevant = 2 Relevant = 1

⚫ 修理部品の関連性分析の事例です。同時に発生する故障部品の特定などにより、品質向上や故障予知
に活用しています。Teradata Aster*により、SQLベースでインタラクテイブ、かつビジュアルに結果
を得られています。

*現在、Teradata Aster の機能はTeradata Vantageに統合されています。
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エンジン故障に到るまでのイベントやステータスのパターン分析
Teradata Aster nPath関数*の利用

• 予知のための説明変数の順序付けにより、さらに深い分析が可能となる。

• 例：エンジンの故障の３日前に、エンジン温度の１日の変化パターンが、中-低-中となることが多い。

⚫ パスパターン分析の事例です。エンジン故障に到るまでのイベントやステータスをパターン分析して、
故障予知や未然防止に役立てています。これもインタラクティブに、ビジュアルに表現されます。

*現在、Teradata Aster の機能はTeradata Vantageに統合されています。
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Agenda

✓Teradata の特徴とご紹介

✓コネクテッドデータ活用の課題とゴール、
および他社ベンチマーク

✓自動車会社におけるデータ活用/分析のテー
マ

✓世界のデータ活用/分析事例

✓データマネジメントの重要性

✓コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata
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クルマ新時代に対応するには、データマネジメントが必須！

基幹業務

IoT・コネクテッド 統合DB

発生 蓄積 統合 活用 破棄

可視化

分析・解析

自動化・自律化

データマネジメント・プロセス

IoT

• クルマや人から発生するデータ、お
よび業務データを処理･分析

• 整合性の取れたデータが前提

• デバイス、エッジ、統合DBは、場

所も処理も異なるので、対応し

たDMが必要

• 膨大なデータの種類･量を考慮

したDMが必要

• データレイクも統合DBと同じよう

に、DMを適用

AI

• 発生したデータをマネジ
メントし、業務プロセス
に組み込むことが必要

⚫ データを有効に活用するには、データマネジメントは必要不可欠です。

【出典】 JDMC IoT･AI研究会 作成資料に加筆

エッジ クラウド

整合性を
持ってデー
タを統合

©2020 Teradata Note; DM：Data Management
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⚫ 通常IT部門は「データをどのように提供するか」＝「データの供給管理」をメインに行いますが、「データをどのよ

うに活用するか」＝「データの需要管理」についてはビジネス部門が主導でおこなう必要があります。全社データマ

ネジメントにはIT部門とビジネス部門のコラボレーションが必須です。

全社データマネジメント

ガバナンス

ライフ
サイクル

セキュリティ

品質メタデータ

マスタデータ

分析

DMO*主導
・戦略/目的
・ルール/ポリシー定義
・ガバナンス

IT部門主導
・設計/モデリング
・環境構築
・データ収集/蓄積/統合
・品質監視
・システム運用/保守

デ
ー
タ
の
供
給
管
理

ITとビジネスのコラボレーション

ビジネス部門主導
・ルール/ポリシー実行
・データ入力
・データ分析と意思決定
・業務プロセス実行

デ
ー
タ
の
需
要
管
理

データマネジメントのデータ需要/供給管理

©2020 Teradata

Note; *DMO：Data Management Office / DMOの説明については割愛
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Agenda

✓Teradata のご紹介と特徴

✓コネクテッドデータ活用の課題とゴール、
および他社ベンチマーク

✓自動車会社におけるデータ活用/分析のテー
マ

✓世界のデータ活用/分析最新事例

✓データマネジメントの重要性

✓コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata



18

コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata

1 コネクテッドは経営課題と認識し、ゴールを設定

2 解決したい課題を定義し、取り組む

3 データ分析はアジャイル方式で実施

4 適切なデータ分析基盤を構築

5 トップのリーダーシップにより、全組織で取り組む
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コネクテッドデータ活用の5つのKSF

©2020 Teradata

1 コネクテッドは経営課題と認識し、ゴールを設定

2 解決したい課題を定義し、取り組む

3 データ分析はアジャイル方式で実施

4 適切なデータ分析基盤を構築

5 トップのリーダーシップにより、全組織で取り組む

最も重要なこと：経営者の理解と意思決定！
“データ”は第4の経営資源であり、“データ活用・分析”は経営戦略の範疇である。
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Teradataがご提供するサービス
～エンド・ツー・エンドのコンサルティングから実装まで～

ビジネス･コンサルティング

Teradataのベストプラクティスを活
用し、お客様のビジネス課題の解決

をサポート

データサイエンス

大量のデータからビジネス化を検証
する、アジャイルなアナリティクス

を提供

ソリューション実装

分析を業務プロセスに取り込み、ア
ナリティクス・エコシステムとして

“Teradata Vantage”で実装

©2020 Teradata
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⚫ 業務に活かすデータ活用を実施していくためには、業務の中でデータマネジメントを行うことが必須です。その成

熟度を診断し、現状の成熟度レベルと目指すべき目標の成熟度レベルを各ビジネス部門ごとに明らかにし、ギャッ

プ分析・原因分析を行うことによって、今後向かうべき方向性とあるべき姿、および施策を明らかにします。

ToBe

AsIs
ギャップ/原因分析

提言策定

診断

CanBe

©2020 Teradata

レベル4
レベル3

レベル2

レベル1

データマネジメント成熟度診断のご紹介
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＜診断の実施＞
・各部門のレベル診断

ステップ2 ステップ3 ステップ4ステップ1

診断シートによる
各部門の診断

ギャップ/原因分析の結
果のまとめ

データマネジメント
推進の提言

DMの論点と
診断の方針決定

＜ToBeと施策提言＞
・診断結果とべストプラクティ
スから当企業におけるデー
タマネジメントのあるべき姿
(ToBe)を描く
・その実現に向けた施策を策
定
・ロードマップを策定

(例)
－DMOの立ち上げ
－業務プロセスへのDM組み込み
－DMリテラシー向上のための教育
－DM推進スケジュール

＜診断の計画策定＞
・論点の整理
・ヒアリングの方向性の確定
・方針決定
・ヒアリングシート、質問事項
の準備

＜ギャップ/原因分析＞
・目標と現状のギャップ分析
によるギャップ把握
・原因分析による原因の特
定
・各部門の主要課題・要望、
ギャップと原因の整理

目的 業務の中でデータマネジメントがどう行われているか診断を行い、課題や要望を洗い出し、今後の業
務プロセスの中でいかにデータマネジメントを遂行していくか提言をまとめること

データマネジメント成熟度診断のご紹介

©2020 Teradata
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⚫ データマネジメントの中心になる基本機能を記します。この他に、データアーキテクチャ、データウェアハウジング、
データモデルなど、IT的な機能があります。

DM共通カテゴリ # テーマ

ガバナンス 1 データガバナンス

セキュリティポリシー 2 セキュリティポリシー

マスタ管理の高度化

3 登録・変更・履歴管理

4 廃棄などの終了管理

5 外部データ活用

データ品質管理 6
データ品質管理とツール
の活用

マスタデータ統合管理 7
マスターデータ統合管理
（MDM）とツールの活用

メタデータ管理

8 メタデータ管理環境

9 メタデータ管理制度

インフラ整備 10 データ分析環境

データ分析 11 データ分析の目的

【参考】下図は各テーマごとに成熟度診断を行った結果のサンプルで、
これに基づき機能強化すべき部分を把握しDMを実行していきます。

©2020 Teradata

データマネジメント成熟度診断のご紹介
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以下のURLにアクセスいただき、お問い合わせください。

URL: https://www.teradata.jp/About-Us/Contact

お問い合わせ

https://www.teradata.jp/About-Us/Contact
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Thank you.Thank you.

©2020 Teradata


