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｜顧客中心型に変革するDXソリューションとNTTデータの活用力｜02

DXの現場から

ニューノーマルで求められる
「最高の顧客体験」の
再設計
激変するビジネス環境において企業は、すべてを顧客中心型に変革する真の
DX（デジタルトランスフォーメーション）を迫られています。
DXの現場から見えてきた課題と解決策、また好事例も紹介するとともに、
進化を続けるSalesforceの今を追います。

これまで企業は商品・サービスの価格や質で競争をしてき

「これまで多くの日本企業は、
部門間で連携のない部門独自

ましたが、
それだけでは差別化が難しくなり、
顧客提供価値を

のプラットフォームを導入する傾向があり、
テクノロジーが複

いかに高めるかが、
優勝劣敗を決する時代を迎えていました。

雑化しがちでした。
それでは結果的にデータが分断・サイロ化

そして、
COVID-19によってその流れは一気に加速しました。

し、
顧客理解が一部のみにとどまってしまいます。
顧客を中心

人々は新しい生活様式やワークスタイルを取り入れ、
行動に

に据えたアーキテクチャは、
部分最適に陥ることなく、
全体

も価値観にも明らかに変化が見られるようになりました。
オン

最適を目指さなければならないのです」
（セールスフォース・

ライン購入など顧客接点が急速にデジタルシフトする中で、
企

ドットコム 大岡 剛）

業は“デジタルカスタマー”に対して
「最高の顧客体験」
を提供
することが求められているのです。
顧客体験を起点にDXを実現するためには、
「顧客を正しく
理解する」
ことが重要です。
あらゆる顧客接点の記録をつな

企業規模が大きくなればなるほどこの傾向が強いとい
いますが、テクノロジーの壁を破るには何が必要なので
しょうか。
「トップの強い意志です。
テクノロジーの壁もそうですが、

げ、
一元的に顧客像を把握することが必要で、
それにはテクノ

組織間の壁も打ち破るには強力なリーダーシップが必要で

ロジーの力が不可欠です。
しかし、
テクノロジーが複雑化して

す。
ボトムアップでは実現は難しいでしょう。
トップダウンで全社

しまうと、
それが足枷となって顧客中心型のDXを妨げてしま

一丸となって取り組むべきです」
（セールスフォース・ドットコム

うことが少なくありません。

内藤博文）
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生き残りの鍵は
「最高の顧客体験の提供」

デジタルな働き方の
サポート

デジタル
チャネルへの移行

DXの現場から

addidas

デジタル
コミュニティの拡大
Starbucks

デジタルアプリの
重要性

デジタル
カスタマー
デジタルな
意思決定

デジタル
コミュニケーションの普及

システムの完全刷新で顧客中心主義を実現！ 大手小売企業の場合
一つ、大手小売企業が取り組む顧客中心型DXの事例を

フォース・ドットコムが提供するSalesforce Service Cloud、

ない内製化が必要だとの考えがありました。
Salesforceなら

紹介しましょう。
同社は、
中期経営計画でデジタル戦略を一

Experience Cloud、
Platform、
Heroku、
Tableau。
さらにAPIを

自社内のエンジニアがすべきコーディングは少なくて済みま

つの柱に据え、顧客体験の向上を実現する取り組みを進め

使った接続方法で、
既存基幹システムとクラウドをリアルタイム

すので、
習得しやすい面があります。
実際、
“スピード”と“開発の

ています。たとえば、実店舗の強みとテクノロジーを掛け合

に連携させています。
顧客接点の変革を目的にシステムを刷新

容易さ”において評価の声を多くいただいています」
（セールス

わせることによって、買い物の煩わしさの解消につなげた

するにあたって、
なぜSalesforceが採用されたのでしょうか。

フォース・ドットコム 内藤博文）

り、
単にモノを買うだけにとどまらないエモーショナルな体
験を提供するなどの施策を行っています。
これらの取り組みで新たに採用したテクノロジーは、
セールス

「まず、
ローコード開発なので比較的開発がしやすく、
シス

同社のDX推進部門は総勢約130名。
“内製化”をキーワー

テムの統合がしやすい」ということです。また、顧客本位に

ドに、業務部門とシステム部門の融合をさらに深化させ、顧

立って、
現場の声をいち早く形にするには、
ベンダーに依存し

客中心主義を実現しています。
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DXの現場から

Salesforceの
進化

基幹領域
との連携

顧客・従業員接点領域に関わる
ポートフォリオの拡大

CX (*1)

データドリブン
経営

Tableau

Sales
Cloud

営業支援
1999年

Service
Cloud

Marketing
Cloud

カスタマー
サポート

マーケティング
オートメーション

2009年

2010年

Salesforce
IoT

IOT連携

Financial
Services
Cloud

Commerce
Commerce
Cloud
Cloud

金融機関向け B2C/B2B
向けEC
ソリューション

B2B向けEC

NEW

MuleSoft
NEW

BI
データ連携
API管理

2018年

Now

PaaS - Platform (旧Force.com)

プラットフォーム

社内SNS - Chatter
UX向上 - Lightning Experience (LEX)
*1 Customer Experience

より顧客志向へ進化する「Customer 360」の現在地
1999年、営業支援システムのSales Cloudを皮切りに、

続けにファミリーに加えました。
どんな意味があったのでしょうか。

セールスフォース・ドットコムはService Cloud、
Marketing

「接続性に特徴を持つMuleSoftによって、
レガシーシステムと

Cloudほか多くの製品を世に送り出し、
顧客・従業員接点領域

の連携が可能になり、
統合クラウド環境を整備することができま

に関わるポートフォリオを拡大してきました。
そして、
マーケ

す。
レガシーシステムにロックインされていたデータも浮き彫りにな

ティング、
セールス、
コマース、
サービス、
ITの各部門を連携させ

るのです。
Tableauはあらゆるシステムから収集したデータを視

て顧客像を一元的に捉える
「Customer 360」
というテクノロ

覚的に分析することが可能で、
お客様のデータドリブン経営に貢

ジーコンセプトを掲げ、
今では統合型CRMプラットフォームに

献できると考えています」
（セールスフォース・ドットコム 大岡 剛）

おいて、
グローバルリーダーの地歩を固める※に至っています。

トナーと協業し、
Salesforceだけではカバーし切れない市

であるAppExchangeでは、
Salesforce の機能を拡張するア

場の開拓を行っています。中でもクラウド・システムインテ

プリケーション数が世界全体で4,000を超え、
総インストール

グレーションで高い評価を得ている業界最大手NTTデー

数は800万回を数え、
巨大なエコシステムが築かれています。

タとの協業は、日本企業のDXを強力に推進するものです。

MuleSoft、
2019年にビジュアルデータ分析のTableauを立て

大岡剛（おおおか・つよし）

セールスフォース・ドットコムは、
さまざまなビジネスパー

また、
世界最高水準のビジネスアプリのマーケットプレイス

Salesforceは、
2018年にAPI 主導でシステムを連携する

株式会社セールスフォース・ドットコム
執行役員
アライアンス事業
エンタープライズアライアンス &
パートナーエコシステム本部 本部長

両社の開発力と技術力を活かしたクロスクラウドソリュー

株式会社セールスフォース・ドットコム
アライアンス事業
エンタープライズ＆
インダストリーアライアンス営業部
パートナーアカウントマネージャー

内藤博文（ないとう・ひろふみ）

ションに今、
注目が集まっています。

※出典：IDC社、
『Worldwide Semiannual Software Tracker』
（2020年4月）
。
CRM市場には、
IDC社が定義する、
営業チームの生産性と管理、
マーケティングキャンペーン管理、
カスタマー
サービス、
コンタクトセンター、
広告、
デジタルコマースアプリケーションの各機能別市場が含まれる。
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最高の顧客体験を実現する
NTTデータの先進的テクノロジー活用力
最高の顧客体験を実現するためにはCustomer360をコンセプトにしたSalesforceは有力なテクノロジーですが、
それ以外にも有力なテクノロジーは存在します。
テクノロジーが日進月歩で進化し成長するとともに、顧客の行動が目まぐるしく変化していく今の時代、
先進的テクノロジーの組み合わせと活用力で新しい顧客体験を実現するNTTデータの取り組みを紹介します。

｜最高の顧客体験を実現するNTTデータの先端的テクノロジー活用力 1｜06

NTTデータ活用力

従来型マーケティング手法の限界
広告業界などで昔から用いられてきたマーケティング手

制約を解き放つ4つのソリューション
先に挙げた4つの課題に対して、
セールスフォース・ドット

法では、
F1層、
F2層など年代でセグメンテーションしていま

コムが提 供する製品群では、Salesforce、Tableau、

した。F1層とは、20〜34歳の女性を指し、
「この層はトレン

MuleSoftがあります。それぞれが、非常に強力なソリュー

ドに敏感で購買意欲が旺盛」といった仮説を立てて、それ

ションを提供しますが、これらを組み合わせることによって

に合わせたテレビCMやドラマなどの企画が考えられたの

データの収集、
蓄積、
活用のサイクルがよりスムーズに回るこ

です。

とが期待できます。

こうした顧客属性によるセグメンテーション手法は、
企画

たとえば、ECサイトでの購買履歴、
メールマガジンの開封

を考える側も、
データ分析する側も、
非常にわかりやすいで

状況やクリック状況、
店舗接客で得た家族構成やライフスタ

すが、一方で、人々の価値観やライフスタイルが多様化して

イル情報などは、
通常はそれぞれ別のシステムで管理されて

いる今、年代で一律的に顧客像を捉えることが効果的なの

いますが、
MuleSoftによりシステム間をシームレスに連携す

ありとあらゆるメディア、
ネットワーク、
コミュニティを通じ

かについては、疑問が残ります。前述の優秀なコンシェル

ることが可能です。
その蓄積場所となるのが、
Snowﬂakeで、

て簡単に情報が得られる今の時代、企業にはどのような顧

ジュや販売員をイメージすると、問題点に気づきやすいの

極めて大量になるデータを拡張性を保持したまま蓄積できま

客体験が求められているのでしょうか。

ではないでしょうか。

す。
また、
その多量かつ多属性のデータは、
もはや人の目では

心地よさが肝

このような従来型のマーケティング手法は、
テクノロジー

扱いきれませんが、
TableauやAIソリューションを用いること

ンシェルジュ、あるいは販売員だといえるかもしれません。

の制約がもたらしたものといえるかもしれません。たとえ

で、
従来の顧客基本属性だけでは浮き彫りにできなかった行

物腰柔らかな言葉遣いと立ち居振る舞い、
顧客の趣味嗜好

ば、
次のような制約がかつてありました。

動様式をベースにした顧客像に迫ることが可能になります。

そのヒントとなるのは、
リアルな世界で活躍する優秀なコ

を理解し最新トレンドをも加味した適切な提案など、
顧客が
心地いいと感じる接客に優れています。
顧客が必要としているのは、
決して“情報の量”ではありま
せん。その顧客に合った“情報の質とタイミング”が、心地よ
さを生み出す重要なポイントになっていると考えられます。
特にタイミングが肝となります。
わずかなタイミングの差で、
心地よさは生まれず、
顧客は離れていってしまうかもしれま
せん。

1）接客履歴の共有が不十分で知見が生かし切れなかった
（データ蓄積の問題)
2）データ分析の専門家でない人が、
顧客属性以外で試行
錯誤するのが困難だった
（可視化の問題）
3）顧客を取り巻くさまざまなログを一箇所に集約する
ことが困難だった
（データ統合の問題）
4）大量のログを格納して分析するのが困難だった
（マシン
パワーの問題)

一つ例を挙げてみましょう。
「オーダーカーテンを購入され
たお客様」
は、
お伝えした仕上がり日かその数日後には受け
取りに来ていただけると想定できます。
そこで、
仕上がり日の
少し前に、
お客様の興味を喚起できそうな
『未購入で併売傾
向の強い商品』
のクーポンをメール。
当日の店舗接客では、
ク
リック状況に合わせた商品のご案内(クロスセル)を行う、
と
いったことも可能となります。
重要なのは、
前述の通り、
どのタイミングで何を伝えるか

現在、
さまざまな企業、
ブランドがデジタルマーケティング

近年、
ITの発展は目覚ましく、
こうした状況は大きく変わって

です。
少しでも機を逸すると、
価値のない情報になってしまい

に力を注いでいます。
顧客に選ばれ続けるには、
情報の質と

います。
テクノロジーを上手く活用すれば、
制約から解放され

ます。4つのソリューションを「組み合わせる」ことで、このよ

グッドタイミングが生み出す“心地よさ”、
つまり顧客提供価

ることは可能なのです。

うな一気通貫のサービスが可能になり、
顧客提供価値の向

値に注目していく必要があるのです。

上につながるのです。
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4つのソリューションを組み合わせたデータドリブンマーケティング
パーソナライズされたコンテンツとタイミング
Salesforce SalesCloud/ServiceCloud/MarketingCloud 等

店舗/
営業スタッフ

Customer
360

コンタクト
センタ
オウンド
メディア

（自社Web）

リアルタイム連携基盤

ECサイト

（顧客エンゲージメント）

顧客プロファイリング／
顧客360ダッシュボード

マーケティングダッシュボード
BIにより顧客の動向を分析し
各種指標を可視化

ペイド
メディア

AIにより一人ひとりの個客の属性や嗜好を
可視化・予測

CDP

（顧客データ統合）

（SNS等）

高速PDCAにより心地よさを追求

“新しいマーケティング”で顧客提供価値を向上
COVID-19による顧客行動の大幅かつ迅速な変容や、

トのもと組織横断で検討するチームを立ち上げ、
顧客提供

SNSによる"バズる"現象などで、
マーケティングが難しい時

価値の向上を加速させています。
方式面では、
4ソリューショ

代になっています。
去年や先月のデータ分析の結果は、
相対

ンのベストミックスとなるデザインパターンを検討し、
業務面

的に価値を失っています。
もし、
カリスマ店員なら、
このよう

では、
想定ユースケースの洗い出しを行い、
汎用性の高いテン

な変化も敏感に察知して、
トークや手法を柔軟に変えている

プレート作りを進めています。

でしょう。
しかし、
皆が皆カリスマ店員ではありません。
テクノ

一方で、
いざこれらのテクノロジーを導入する際には、
既存

ロジーを駆使して、
顧客のあらゆるデータを集約し、
高速に

のシステムを含めたさまざまなインテグレーションが必要と

PDCAサイクルを回すことで、
常に軌道修正し続けることが

なりますが、
その難易度は変わらず難しいものがあります。

重要です。

また、
お客様企業ごとに成熟度は異なるため、
ITだけでなく

NTTデータでは、
このようなデータドリブンマーケティン
グを実現する先進的な4つのソリューションに対して、
以前か
ら専門組織を有していましたが、
Customer 360のコンセプ

組織や人財も含めた総合的な視点をもって成功に導けるか
がカギとなります。
NTTデータは、
これまで培ったシステムインテグレーション

の力に加え、
P17で紹介するデジタルサクセス™を始めとした
支援メニューも提供しており、
お客様の顧客提供価値追求を
強力に支援していきます。
株式会社NT Tデータ
ビジネスソリューション事業本部
デジタルビジネスソリューション事業部
Salesforce担当

白井隼人（しらい・はやと）
これまで S a l e s f o r c e をはじめとした多くの
CRM領域のプロジェクトに参画し、システム構
想 策 定から開 発・運 用まで、プロジェクトリー

ダーとして推進した経験をもつ。現在はデジタル
マーケティング領域のテクニカル・リプリゼンタ
ティブとして主にお客様企業のデジタルマーケ
ティングを支援するプロジェクトを担当。
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乱立するアプリケーションを最適化。
成功の鍵は「クロスクラウド」
DX（デジタルトランスフォーメーション）の第1ステップとして、業務プロセスやデータをクラウドに移行する
企業が増えている一方、既存IT資産との関係でさまざまな課題が指摘されているのも事実です。
ここでは、古いシステムを最適化する手法として有効な「クロスクラウド」は
どのように実践するべきか、NTTデータの取り組みを紹介します。

なぜいま、クロスクラウドなのか
DXという大きな潮流に乗る企業はいま、
その足枷となるレガ
シーシステムからの脱却を図っています。
これまで日本企業の
多くが、
独自の細微に至る"こだわり"を最大限再現できるスク
ラッチでシステムを作り上げてきました。
しかし、
この古いシステ
ムでは、
激変するビジネス環境に対応できなくなってきています。
たとえば、
消費者サービスの場合、
ID/PW認証で会員サイト
にログイン、
空メールを送ってメルマガ登録、
問い合わせはコー
ルセンターに電話するシーンがイメージしやすいでしょう。
この
ような業務は、
最近では、
ログインの点では、
LINE、
Yahoo、
Facebookなどを使ったソーシャル認証は当たり前となって

ています。
消費者側からのアプローチにおいても、
電話受付

デジタルマーケティングのMarketing CloudなどのSaaS

のみかつ、
情報連携がされていないと、
満足度が下がること

群や、
PaaSとしてHerokuなど、
多領域に渡るサービスの集

は容易に想像できるでしょう。

合体になっています。
Salesforceの製品群は、買い切りの

これらを実現するには、
システム全体の構成を最適化する
必要があります。
激変するビジネス環境の中、
こだわりが詰
まった個別アプリケーションを変化に合わせて開発し続け、

されているのが特徴です。
また、エコシステムも充実しており、日本特有の帳票や

かつそれぞれを連携させるのは極めて難しく、
優れた機能性

FAXのようなソリューションもSalesforceファミリーの隙

をもつテクノロジーをバランスよく組み合わせて構成するこ

間を補うべく、
各社がサービス開発を行っています。

とが重要です。1つのアプリケーションでできることは限界
を迎えているのです。

Salesforceは、
ワンプラットフォームにできること、
専門
機能をサービスとして追加でき、それらが成長していくこ
と、
エコシステムから足りないものを調達できること、
この3

います。
企業側からのアプローチでは、
購買や閲覧などの行

クロスクラウドの実行に有効なSalesforce

動情報から、
お客様に合ったコンテンツを、
お客様にあった

か つては S F A（ 営 業 支 援 システム ）か ら 始 まった

手段
（LINEやアプリPush）
でお届けするのが主流になってき

製品ではなく、年3回のバージョンアップで、常に機能拡張

Salesforceですが、
いまではBIのTableau、
AIのEinstein、

つのメリットからクロスクラウドを実行する有効なソリュー
ションの1つです。Salesforceでプラットフォームを統一し
ておけば、各サービス間の認証やデータ連携処理などに悩
むことなく、
1つのシステムとして構成可能になります。
｜乱立するアプリケーションを最適化する成功の鍵は「クロスクラウド」 1｜09

NTTデータ活用力

クロスクラウドで求められる
重要なスキル
開発力と成長性に目を見張るもの
があるSalesforceですが、
一方でそのファミリーとエコシス
テムはかなり裾野が広がっており、
全体を把握することは難
しくなってきています。
同じ要件に対して、
ソリューションおよ

①

As-Is

追加開発
業務AP

③

②

コール
センタ

To-Be

EC

デジマ

新業務

び、
それらが持つ機能の組み合わせは無数にあり、
その中か
ら最適な組み合わせを見極めるにはプロの“眼”が必要となり

また、
グランドデザインを描くスキルも大切です。
たとえば、

As-Isの問題点

①システムがサイロ化されていると顧客体験もバラバラに。

員などに対し、
部門横断で優良顧客化に向けて育てていくか

（個別ログイン、何度もユーザ情報入力、関心の低いメルマガが届くなど）

新しい業務の立ち上げが容易である必要もあります。NTT
データではグランドデザインを加味して、
最適な構成をよく検

（高コスト）
②各システムごとの独自追加開発が難しい。
（長期間、高コスト）
③新業務の立ち上げが難しい。

④連携を個別に開発する必要がある。

作り込むと影響への懸念から追加開発の足かせになる。

討します。
そこで重要となるのは、
個々の機能性のFit & Gap

NTTデータへのDXの引き合いはさまざまありますが、
自由
な発想のもとにDXを検討できることは、
まずありません。
そこ

新業務
Sales
Cloud

②

③

①

To-Beのメリット

①ワンプラットフォームにすることで顧客情報の共通利用が可能になる。

また、3rdPartyデータと併せた新たな情報値創出にも繋げられる。

（短期間、低コスト）
②新しい業務の立ち上げが比較的容易。

③優れた機能性のサービスが揃っており、

それらを選択してカスタマイズしていける。

年3回のバージョンアップで機能性が拡充されていく。

④足りないものはエコシステムから調達可能。

ムをSalesforceのワンプラットフォームに移行するコンセプト

すべてをSalesforceに統合することが、
主要な成功の手

で開始しましたが、
検討の結果、
既存のECサイトはそのまま活

段であることは間違いありませんが、
それが実現できない場

かし、
そことの情報連携(会員情報やカート落ち情報など)をし

合もあります。
お客様の実情に即したアプローチで共に検討

やすいようなシステム構成を採用。
全体のコンセプトは維持し

し、
どんな困難に遭っても総合力で粘り強く完遂するのが、

つつ、
コストも重視し、
連携部分の作り込みを行いました。

NTTデータのクロスクラウドプロジェクトです。

には、
コストや納期といった制約があり、
多くのシステムが関

また、
別の事例では、
多くの個別システムが乱立している状況

連していくと
「組織の壁」
に当たることも多いです。
また、
クラ

で、
現状打破に向けたコスト面や所轄部署との調整、
社内オーサ

ウドならではの仕様上の制約で、
旧システムのこだわり機能を

ライズなどが難しい状況にありました。
そこで、
NTTデータは、
お

実現できないこともあります。
つまり、
美しいコンセプトを作

客様企業の推進事務局の一員として立ち上げから一緒に検討し

ることとそれを形にすることの間には、
大きな隔たりがあり、

ました。
現場ヒヤリングと経年的なログ分析、
第三者レポートを

それこそがクロスクラウドの難しさだと言えます。

通して、
現状やトレンドを論理的に明らかにし、
開発を行う優先

あるメーカーのお客様の例を紹介しましょう。
多数のシステ

デジマ
Marketing
Cloud

（短期間、低コスト、高品質）
ユーザ数や利用量など必要な分だけ課金。

で優劣を決めてはいけないということです。

困難を伴うクロスクラウドプロジェクトを
完遂する

EC
Commerce
Cloud

④

会員管理であれば、
キャンペーン応募者、
メルマガ会員、
EC会
が重要だと考えます。
さらには、
激変するビジネス環境の中、

コールセンタ
Service
Cloud

顧客情報

ます。
NTTデータでは、
お客様の状況とニーズに合った構成
に仕立てることを
「目利き」
として重要視しています。

④

順位付けや、
DX推進のための合意形成の支援を行ったのです。

株式会社NT Tデータ
ビジネスソリューション事業本部
デジタルビジネスソリューション事業部
Salesforce担当

渡辺豊士郎（わたなべ・としろう）
入社以来、
CRM／データ活用領域を担当し、
さまざま
なソリューションでの開発やPoCを経験。現在は
Salesforceオファリング部隊で、
主にITディレクターと
して活動している。
デジタルマーケティング領域、
インテ
グレーション領域のテクニカル・リプリゼンタティブ。

｜乱立するアプリケーションを最適化する成功の鍵は「クロスクラウド」 2｜10

NTTデータ活用力

視覚化された分析データを起点に
顧客接点を高度化
Salesforce製品群に仲間入りを果たした分析プラットフォーム「Tableau」。
顧客体験を高めることが企業の必須課題となっている中で、CRMプラットフォーム
「Salesforce」に
Tableauを掛け合わせるとどんな価値を提供することができるのか、NTTデータの取り組みを紹介します。

Salesforceと
Tableauが生み出す価値
2019年6月、
セールスフォース・ドットコムがTableauを買
収したことにより、世界をリードする CRM ソリューション
「Salesforce」と分析プラットフォームの「Tableau」は一
つになりました。
セールスフォース・ドットコムは 、
「Sales Cloud」
「Service Cloud」
「 Commerce Cloud」
「 Marketing
Cloud」
など、
顧客接点を全方位に持つ製品をカバーしてい

ます。
一つのプラットフォームで、
顧客像を一元的に把握し、

サイトを得るビジュアルデータ活用のサイクルを促進し、

顧客体験の向上につなげ、
お客様に選ばれ続ける企業へと

個人や組織レベルでの実務・意思決定においてデータ活用

成長すること、これこそが企業の競争環境において不可欠

の度合を飛躍的に高めます。Salesforceのデータは、複数

であると提唱しています。

のシステムからデータを収集し、
企業のデータ活用による業

Salesforceは顧客接点の進化に優れているだけでなく、

務改革を強力に推進します。

ERPなど他のシステムとの連携も容易なため、
さまざまなシ

この2つの製品が一つになったことは、データサイエン

ステムで住み分けてデータを保持し、顧客との関係を醸成

ティストのようなエキスパートではなくビジネスユーザーが

する使い方をしているケースもよくあります。

データを見て、顧客を深く理解し、適切にアクションするこ

一方、Tableauはデータ分析のリーディングプラット
フォームです。
データを柔軟に視覚化しながら分析し、
イン

とが可能になったことを意味します。この点で、両製品の連
携がいかにパワフルであるかは言うまでもありません。
｜視覚化された分析データを起点に顧客接点を高度化 1｜11

NTTデータ活用力

【NTTデータのコンサルティングケイパビリティ】
データ活用成熟度アセスメント・
データ活用構想策定支援

ビジネス上の
仮説・課題
情報共有・
事務適用

【NTTデータのカスタマーサクセスケイパビリティ】
導入・組織展開・ユーザー教育・定着化・
社内コミュニティ運営・データ文化醸成

データの
取得

【NTTデータのインテグレーションケイパビリティ】

ビジネスユーザーを起点とした
ビジュアルデータ活用の
サイクル
新たな

CRM/BI/DWH/ETLシステムおよび
データマネジメントのための仕組み構築支援

データ構造
の把握

気づき・洞察

データの
分析・視覚化
主にSalesforce利用で

【NTTデータのビジュアライズケイパビリティ】

両製品のトップパートナー、NTTデータが
提供するワンストップサービス

データビジュアライゼーション方法論・
ダッシュボードデザインガイド

カバーするビジネスプロセス
主にTableau利用で

カバーするビジネスプロセス

NTTデータは、Salesforceのプラチナコンサルティン
グパートナーです。
顧客接点の変革に取り組むSalesforce

Tableau、それぞれ単体のサービスだけでは、複雑化す

ことが企業戦略の要となります。活きたデータを参照した

の導入企業に対して、プロフェッショナルサポートといった

る顧客接点を包囲し、顧客体験を向上させるには課題が

上で、戦略策定から実行までのPDCAを高速に回すデー

付加サービスも提供し、導入コンサルティングから定着化

ありました。

タドリブンの必要性は、今後ますます高まるでしょう。

まで支援しています。

そこで、個々に適したアプローチを実行するために、

また、Tableauにおいても日本で3社のみのゴールド

あらゆる顧客接点から得られるデータをSalesforceに

パートナーとしての地位を維持してします。Tableau 導

集 約・統合し、A I・CRM・BI/DW H/E T Lツールを用い

入企業に対しては、NTTデータTableauコンピテンシー

て 、複 雑 なデータ分 析 から得るイン サイトをもとに 、

センターといった付加サービスを提供し、直観でわかるビ

Salesforceから適切な顧客アプローチを実現するワンス

ジュアルデータをもとに、意思決定・アクションの企画・考

トップサービスを開始しました。これによって、両製品の強

案などをサポートしています。

みを活かし、確実なデータをもとにしたビジネス計画の策

一方で、顧客データを収集し、顧客とのつながりを深化
させるS a l e s fo rc e 、データを視 覚化し分析を深める

定と、確実な顧客へのアクションが可能となりました。
デジタル時代においては、顧客提供価値を向上させる

株式会社NT Tデータ
ビジネスソリューション事業本部
AI&IoT 事業部
コンサルティング統括部 営業担当

渡部良一（わたべ・りょういち）
10年以上にわたり一貫して企業におけるデータ
活用の取組を支援。現在は日本におけるTableau
の第一人者として、グローバル企業のBI/DWHシ
ステム及びデータ活用コンサルティングに従事。
著書に
『データビジュアライゼーションの教科書』
。

｜視覚化された分析データを起点に顧客接点を高度化 2｜12

NTTデータ活用力

API連携の実践的アプローチで
眠ったレガシー資産を再生
オンプレミスやクラウドなど異なった環境下にある複数のシステムをAPI連携する
クラウドベースの統合プラットフォーム「MuleSoft」。
Salesforceのファミリーで、DX推進の鍵となる製品の１つとして、いま注目を集めています。
ここでは、このMuleSoftによるAPI連携の実践的アプローチを紹介します。

レガシー資産の活用を支えるAPI連携
NTTデータでは、DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）におけるアプリケーションのモダナイズ手法を「9R（ナ

携によってレガシー資産になるべく変更を加えずにデジタル

が注目されています。
iPaaSはデータ連携を行うアプリケー

領域と融合し、
データ活用やチャネル強化を図る手法です。

ションの開発から運用までに必要となる機能をクラウドサー

そして、
このAPI連携を実現するのが
「iPaaS」
と称されるソ

ビスとしてワンストップで提供しており、
さまざまなメリットを

リューションです。

持っています。
このiPaaSにはいくつか主要な製品がありますが、現時

インアール）
」
として体系化しています。
9RはあくまでTo-Be像を目指すための手段であるため、

点でデファクトスタンダードは存在しないため、ニーズに

お客様の置かれている状況やビジネスニーズ・課題の優先

NTTデータがMuleSoftに注目する理由

度を踏まえて、
「どのシステムに」
「どの”R”を組み合わせ」
「ど

近年、
DXの一つの手段として、
SaaSやトレンド技術を用い

では、複数の製品をフラットに評価し、適材適所での導入

ういう順序で適用していくか」をロードマップとして描くこ

て構築したデジタルシステムと、
オンプレミス環境に見られ

を基本としていますが、MuleSoftはお客様からの要望が

とが重要になります。

るようなレガシ―システムとを連携させることでデータ活用

多いことや、
Salesforceとの親和性が高いことからも注目し

を推進できるiPaaS
（integration Platform-as-a-Service）

て取り組んでいます。

9Rの1つである「リテイン／リインタフェース」は、API連

合った製品の選定と目利きが重要になります。NTTデータ

｜API連携の実践的アプローチで眠ったレガシー資産を再生 1｜13

NTTデータ活用力

既存IT資産には極力変更を加えずに、API連携によりデジタル融合を実現

上手く活用
できていない
DWH

SaaS

REST API
オンプレ環境上のオープン系システム

既存IT資産

Salesforce製品のエコシステムで最適化されること。2つ
目は、API部品の共有・再利用を促進するアーキテクチャ
によって開発コストが削減されること。
3つ目は、クラウド、
オンプレミス、ハイブリッド問わず、稼働環境の柔軟な選
択が可能であること。4つ目が、グローバル企業における
標準化を支える豊富な実績があることです。
また、社内システムのインテグレーションを成功に導く
だけでなく、
既存のデータ資産を新たなビジネス・プロジェク
トにつなげられることも、MuleSoftの強みとして改めて
付け加えておく必要があるでしょう。

マイクロサービス

クラウドシステム

ファイル
出力

簡単にM u l e S o f t の 特 徴を4つ 挙 げます。一つは、

SNS

servicenow

メインフレーム

新しいビジネス価値を創出するための
MuleSoft

AWS
GCP

Azure

デジタル

レガシー資産とのAPI連携のハブとしてMuleSoftを活用し、
基幹業務のデジタル化を推進しています。
MuleSoftは有力なAPI連携製品であり、お客様のDXを

NTTデータグループでは、グローバルで多数の実績とデ

支える技術として活用が期待されています。NTTデータで

リバリー体制を有しています。
日本においては、
2020年3月

は、
今後もMuleSoftのコネクティビティ
（接続性）
を最大限

に認定パートナーの仲間入りを果たし、
MuleSoft社と協業

に活かしながらAPI連携を実現し、
新しいビジネス価値を創

してお客様への提案や技術者の育成を推進しています。

出することでお客様のDX推進に貢献していきます。

日本国内の金融業のお客様で、現在開発中のMuleSoft
を活用した事例を一つ紹介しましょう。
お客様の課題は、
顧
客管理や契約管理業務において、オペレーターの人的な操
作が介在する非効率な業務フローが残っていることでした。
その課題解決のために、新たにSalesforceのCRM基盤と
Tableauによるデータ活用基盤などを統合し、
オンラインリ
アルタイムでの処理連携を促進することで、
業務フローのさ
らなる自動化を進めています。
CRM基盤、
データ活用基盤、

株式会社NT Tデータ
技術革新統括本部
システム技術本部
デジタル技術部
インテグレーション技術担当

瀬下真吾（せしも・しんご）
N T Tデータの 全社 技 術 部 門に10 年以 上在 籍
し、システム開発の生 産技術に関するソリュー
ション整備に従事。現在は既存IT資産を有効活
用するDXアプローチとして、iPaaSによるAPI
連携に関するソリューションを推進している。

｜API連携の実践的アプローチで眠ったレガシー資産を再生 2｜14

NTTデータ活用力

「AI・データの民主化」を実現し、
あらゆる組織のデータドリブン化を加速
クラウド・データプラットフォームの Snowﬂake とソリューションパートナー契約を締結したNTTデータ。
NTTグループが有するAI・データ活用領域を中心とするサービス・ソリューションと、
世界で3,400社超の導入実績を誇るSnowﬂakeの連携によって、どんな価値がもたらされるのか、
その取り組みを紹介します。

「AI・データの民主化」の課題を
解決するSnowﬂake

大するデータのマネジメント、データガバナンスの負荷、高

Cloud」
のコンセプトのもと、従来のアーキテクチャーを抜

速度で膨大化するデータを分析する人財不足、といった多

本的に見直し、つくりあげたソリューションです。以下、

くの課題も山積しています。

Snowﬂakeのおもな特徴を６つ挙げてみます。

DX（デジタルトランスフォーメーション）によるビジネス

Snowﬂakeは、こうしたさまざまな課題を解決に導き、

まず1つ目は、
無限のスケーラビリティです。
パブリックク

変革に対する期待の高まりとともに、企業は飛躍的なス

「AI・データの民主化」を実現するデータウェアハウス、

ラウド
（AWS/ Azure/GCP）
の特性を最大限に活用し、
スト

ピードであらゆる情報をビジネスに適用し、効果を見いだ

データシェアリングソリューションです。

すことが求められています。
ところが実際には、個々のビジネスユーザーの要件に合
わせたデータマートの追加構築や、多様なユーザーニーズ
を充足する複雑なキャパシテイプランニングが必要です。
また、散在するデータやインターフェースの集約に伴い増

レージ容量無制限・オートスケールを実現します。
また、
ソー
スからターゲットへのデータフローを可能な限り簡素化し

従来のアーキテクチャーと乖離した
新クラウド時代のマルチクラスタ・共有データ

ます。

Snowﬂakeは「The Data Warehouse Built for the

スが可能です。
また、
共通ストレージにデータを格納した瞬間

2つ目は、完全なデータ一元管理。ワークロードが動作す
る処理において、
共有ストレージ上の同一データへのアクセ

｜「AI・データの民主化」を実現し、あらゆる組織のデータドリブン化を加速 1｜15

NTTデータ活用力

従来型アーキテクチャとの比較
従来のアーキテクチャ

共有ディスク

にさまざまなワークロードからのアクセスを可能とすること

共有ストレージ
シングルクラスタ

で、
データ鮮度を最大化します。
３つ目は、サービス提供。データベースの最適化、バック

マルチクラスタ、共有データ

アップ、
アップグレード、
障害発生時の代替サーバへの引継

集中化されたスケールアウト可能なストレージ
複数の独立したコンピュートクラスター

ぎなど、
運用・保守に必要なものをサービスとして提供して
います。
これによって、
従来の物理マシン構築および定常的

共有なし

な運用・保守作業から解放され、大量データの効率的な維

（Shared Nothing）

分散型のローカル
ストレージシングルクラスタ

持・促進が可能になります。
４つ目は、
パートナーエコシステム。
ETL、
BI、
MDM、
デー

AWS/Azure/GCP
上に構築された
サービス型DWH

インデックス
パーティショニングの
メンテナンスが不要

ストレージと
コンピューティング
の分離

タカタログなどの主要かつさまざまなツールとの連携が可
能です。巨大かつ強力パートナーエコシステムを形成し、シ
ナジー価値を創出します。
５つ目は、完全従量課金。コンピューティングスペックに
完全比例したパフォーマンスと、
秒単位の課金により、
高い
費用対効果とスモールスタートを実現します。
最後６つ目は、データの共有・連携です。原本データのコ
ピー・転送が不要で、
ほかのアカウントへのデータ共有が可
能です。
将来的に企業内外を問わず、
シームレスなデータ共
有ができる世界を実現します。

組織のデータドリブン化を加速させる
協業を推進
NTTデータとSnowﬂakeは、資本業務提携を踏まえて、
3つの取り組みを推進することで、
日本およびグローバルで
のパートナーシップを強化しています。

1つ目の取り組みは、
NTTデータが提供するデータ活用プ

ションと、SnowﬂakeにSalesforceおよび他のクラウド

ラットフォームの強化です。Snowﬂakeをデータ活用領域

サービスや基幹系のデータを蓄積し、分析し、新しい顧客

の中核テクノロジーと位置付け、その先進的かつ大規模な

との体験を作り上げることで更なるSalesfoceのデータ

構築ノウハウを活用して、プラットフォームの強化を図って

の 価 値をさらに高め 、お 客 様 のDXを推 進 する支 援を

います。また、Snow ﬂakeと複 数のテクノロジーパート

Snowﬂakeは致します。

ナーと連携し、複数のシステム、SaaSなどに分散するデー
タを一元的に集約・統合することで、スピーディーなデー
タ活用を可能にしています。2つ目は、NTTデータのAI・ク
ラウド基盤技術者と、Snowﬂakeのスペシャリストを集結
させた専門体制の設置、3つ目がSnowﬂake技術者育成
への継続的投資です。
人財育成と体制強化を図りながら、NTTグループが有
するAI・データ活用領域を中心とするサービス・ソリュー

株式会社NT Tデータ
ビジネスソリューション事業本部
AI&IoT 事業部

村山弘城（むらやま・ひろき）
ソフトウェアアーキテクトとして、
データ連携関連
の製品調査・技術調査に従事した後、金融・ユー
ティリティ・製造業などのビッグデータ基盤のアー
キテクトとしてプロジェクトに従事。
昨今は全社規
模のクラウドサービス型データ分析基盤のPMに
携わる傍ら、
Snowﬂakeのパートナーシップ・社内
外への普及展開・導入支援を実施中。

｜「AI・データの民主化」を実現し、あらゆる組織のデータドリブン化を加速 2｜16

DXを成功に導く
「デジタルサクセス ™ 」
DXの高まり、加えてwithコロナ／afterコロナ時代の
行動様式変化を受け、企業の成果創出には
新たなアプローチが必要となっています。
どのようなアプローチが最適か、また成果創出を目指し
実現する「デジタルサクセス™」について紹介します。

NT Tデータが目指すデジタルサクセス™
昨今「X-Tech」という言葉が浸透しており、デジタル技
術がさまざまな業界で活用され、多様なサービスが生まれ

ていく必要があります。withコロナ／afterコロナにおいて
は、各企業で、従前から取り組んでいた顧客接点のデジタ
ルシフトや社内の業務プロセス高度化などの取り組みが
加速し始めています。

ています。この流れは、自社の新たな事業創造のチャンス

市場変化や競争激化へ対応し、企業が競争力を高めて

になる一方で、他業界から自市場を侵食される危機にもな

常に成果を創出していくためには、お客様への価値提供を

り得ます。

見据えながら、連動した形で以下3つのイノベーションを

このような事業環境においては、顧客に対する提供価値
やその価値の届け方
（提供プロセス）
を、
状況に応じて変え

継続的に創出していくことが重要となります。

1.CXイノベーション：お客様視点で提供価値とその提供
プロセスを高度化させる
2.バリューチェーン・イノベーション：自社のバリュー
チェーンや業務プロセスを高度化・効率化させる
3.ビジネスモデル・イノベーション：新たな価値を提供す
るための事業やサービスをつくる
NTTデータは、上記の考え方を取り込んだDXの取り組
みを「デジタルサクセス™」と名付けて展開しています。
｜DXを成功に導く「デジタルサクセス™」 1｜17

DXの実現に向けた課題
多くの企業がDXの必要性を感じている一方で、実際に

テクノロジードリブンのノウハウを詰め込んだ
「デジタルサクセス™」

成果創出に至っていると実感を持つ企業はごくわずかで
す。完璧な構想・計画を求めるがあまり、検討に1年以上も
費やした結果、事業環境や社内の状況が変わってしまい、
計画がとん挫してしまうことがあります。
また、
AIや特定技術を用いることが目的になってしまい、
どのように業務を変革していくか検討できていないため
に、
PoC止まりで成果創出につながらないことも、
まだまだ

デジタル技術の活用を前提とした
戦略・ビジネスモデル・業務

ビジネス上

デジタル変革を推進する
人財・組織
データを適切に活用し、
変革を推進していくための
人財・組織

あります。

人財・組織

たとえば、新規顧客獲得に向けたターゲティングにおい

デジタル
サクセス™

IT・Tech

てAIを活用しようとした際に、
「いつ・どのタイミングで、誰

データ活用を支える
システム・ツールの整備

に、どのような粒度・内容の情報を渡すべきか」を事前に検
討せずに、分析モデルの精度だけを追い求めてしまうよう
なケースです。結果として、でき上がったモデルやターゲッ
トリストが現場の業務サイクルやスピードに合わない、
利用
者がその情報だけでは業務を行えないなどの問題が後で
発覚し、
根本からのやり直しを招いてしまいます。

デジタル時代の
戦略・事業・業務

データ整備と可視化・分析

データを活用するためのシステム基盤、
ツールなど

データ・
アナリティクス

社内外データを活用できるように整備し、
可視化・分析・精度向上活動

このような落とし穴に陥らないためには、従来の重厚長
大なウォーターフォール型でも、
上辺だけのアジャイル型で
もない、
デジタル時代の新たなアプローチが必要です。

NTTデータが提供するデジタルサクセス™支援

通じて具体化し、早々に着手し、活動を通じてビジョンや

フェッショナル人財が活用して、お客様のDXを支援し成

各種計画などをブラッシュアップしていきます。

果創出を実現しています。

また、データドリブンでDXを進めるためには、
「 ビジネ
ス」、
「IT・Tech」、
「データ＆アナリティクス」、
「人財・組織」

NTTデータでは、1）DX実現に向け大きくラフな構想を

の4要素を、バランスよく成熟させていくことが重要です。

描き、2）そこから出てくるスジのよいテーマを小さく試行

NT Tデータでは、過去数十年に渡りテクノロジードリブ

し、3）効果が見込まれたテーマ業務の中で習慣化・拡大さ

ンによるDXを支援してきたノウハウを、
「 デジタルサクセ

せる、というアプローチを推奨しています。重要なのは、構

ス™プログラム」として整備しています。プログラムは、

想をつくり上げるのは時には数週間、長くても3カ月程度と

DXに向けた推進アプローチや実行プロセス、各種検討

し、100％の完成度を追い求めないことです。目指すビ

に向けたテンプレートやリファレンス、ユースケース、成熟

ジョンをラフに描き、変革テーマを決め、業務設計などを

度診断ツールなどで構成され、これらを経験豊富なプロ

株式会社NT Tデータ
ビジネスソリューション事業本部
AI&IoT 事業部
デジタルサクセス担当

小林大介（こばやし・だいすけ）
入社後、システム開 発・運 用を経 験し、その 後
N T Tデータ経営研究 所にて、情報 活用・CRM
など を中 心 に 従 事 する 。業 界 横 断 的 に 、業 務
／分 析／ I T／人 財・組 織 まで 含めたデジタル
変 革 を1 5 年 以 上 に 渡 り 実 施 。現 在 は N T T
データ版CSM「デジタルサクセス™」を推 進。

｜DXを成功に導く「デジタルサクセス™」 2｜18
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