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序文
デジタル世界のリーダーが現れ
るのは、組織全体でアナリティ
クスが採用され、利用が拡大し
ている企業です。 しかし、デー
タリテラシー不足によって成長
が妨げられ、デジタル変革の構
想が進んでいないチームは少な
くありません。
MIT の定義によると、データリテラシーとは、データ
を読み、使い、分析し、データに基づいて議論する

能力を意味します。 これは 1 つのスキルです。 この
スキルを身に付けることによって、あらゆる階層の

従業員が、データやコンピューターに関する適切な

質問を行い、知識を蓄積し、意思決定を下して、そ

Jordan Morrow

Qlik データリテラ
シー部門責任者

の意味を他の従業員に伝えることができます。

また、新しい調査によって、ビジネスリーダー自身が、データリテラシーの習得に苦心していることが
明らかになっています。 そして、これは全体的なデータの信頼性欠如につながっています。

データリテラシーなしには、今のアナリティクスエコノミーで成功することも、データを使ってリード
するという文化に組織全体を変えていくことも不可能です。
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主な知見
企業全体のデータリテラシーが低い :

24% 調査対象となったビジネス意思決定者のうち、データを読み、使い、分析し、そのデー

タを使って議論する自分の能力に十分な自信を持っていたのは 24% にすぎません。
上級経営陣から自信が感じられない :

32% の経営幹部がデータリテラシーを備えているのに、従業員にデータを有効に利用するよ

う促すことができていない可能性があります。

将来の従業員のデータ主導型労働環境に対する備えが十分ではない :

21% 16 ～ 24 歳の回答者のうちデータリテラシーを備えているのは 21% です。このことから、

学生が実社会で働くために必要なスキルを、学校や大学が育成できていないことがうかがえます。
データリテラシーに優れた企業の業績が向上し、そうでない企業が競争力を失いつつある :

85% データリテラシーを備えている回答者のうち 85% が非常に高い業績を挙げていると答え

ていますが、回答者全体に対象を広げると、この割合は 54% になります。
データはプロフェッショナルとしての信頼を得るための鍵となる :

94% 現在の職務でデータを使用している回答者の 94% が、データは業績向上に役に立つと答

えています。また、82% が、データリテラシーを向上させれば、職場での信頼性も高まると考え
ています。
学習意欲がある :

78% のビジネス意思決定者が、データ関連のスキルセット向上のためにさらに多くの時間
と労力を費やしたいと答えています。

調査手法

この調査は、Censuswide 社が Qlik の依頼を受けて実施しました。 調査は、7,377 人のビジネス意思決

定者 ( 下位管理職以上の管理職 ) が対象。 ヨーロッパ、アジア、米国で、2017 年 8 月から 2018 年 2 月に
わたって実施されました。Censuswide 社は、ESOMAR の方針に基づく Market Research Society に従うと
ともに、同協会の会員を雇用しています。
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データリテラシー :
企業のあらゆる場所
でインサイトを獲得
Gartner 社は、データと情報をビジネスの第 2 言語
として推進しています。 しかし、Qlik の最近の調
査では、7,300 名を超えるビジネス意思決定者の
うち、自分がデータリテラシーを備えていると答
えたのはわずか 4 分の 1 弱 (24%) でした。 これは、
データを読み、使い、分析し、データに基づいて
議論する能力に十分な自信を持つ人の割合です。
データリテラシーのスキルを持たない従業員は、デー

タに精通した同僚に匹敵する業績を挙げるのに苦労
しています。 毎日大量の情報が発生していることを

考えれば、これは当然のことです。 そして、この状

92%

況はすぐには改善されそうにありません。 事実、IDC

78%

100%

75%

32%

34%

11%

9%

25%

に増加すると予測しています。データ主導型組織への

45%

50%

64%

は、2025 年までに世界のデータは現在に比べて 10 倍

24%

31%

50%

に基づいて議論する能力のある従業員は、自らの職務
と組織に対していっそう貢献できるようになります。
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移行が進むと、データを読み、使い、分析し、データ

解約
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データリテラシー :
企業のあらゆる場所
でインサイトを獲得
データリテラシーを活用してキャリアアップ

データリテラシーを備えた回答者の大半 (85%) が非常に高い業績を挙げていると答えていますが、回
答者全体に対象を広げると、この割合は半分強 (54%) になります。 また、現在の職務でデータを使用

している回答者のほとんど (94%) が、データは業績向上に役に立つと答えており、82% が、データリ

テラシーを向上させれば、職場での信頼性も高まると考えています。 業績を向上させたいということ

は、ほとんどの従業員が、データをもっと深く分析したい、と思っていることなのです。 そのため、
4 分の 3 以上 (78%) の回答者は、機会があれば、データ関連のスキルセット向上のためにさらに多く
の時間と労力を費やしたいと回答しています。 企業にとっては、既存の文化を大きな抵抗を受けずに
変革し、データを使ってリードする大きなチャンスです。

従業員はデータスキルの向上に時間と労力を費やす意欲がある
英国

スウェー
デン

78%

65%
中国
93%

フランス
米国

63%

82%
スペイン

インド
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データへのアクセス
これまでは、どの企業でも、データに幅広くアクセスできる経営幹部はごく少数でした。 しかし、こ
のモデルは急速に進化しています。 競争優位性を維持するには、多くの従業員が会社全体のデータに
幅広くアクセスできるように、データの民主化が必要です。

成功事例も存在しますが、調査結果では、かなりのデータ格差も明らかになっています。 たとえば、

できる限り高い水準で職務を遂行するのに必要なデータセットすべてにアクセスできる、ということ

に対して、経営幹部は同意する傾向が強くなっていますが (80%)、下位管理職や中間管理職では、その

比率は低くなっています (67%)。 社内の全員がデータを使用する権限を持ち、データを利用する十分

な能力を備えていると答えた回答者は、わずか 4 分の 1 (26%) です。

データ使用に関する企業文化

ほとんどの部門がデータを使用する権限を持ち、従業

員の大半がデータを読み、使い、分析し、データに基
づいて議論する十分な能力を備えている : 28.5%

全員がデータを使用する権限を持ち、データを読み、
使い、分析し、データに基づいて議論する十分な能力
を備えている : 26.1%

.1%
18.3%

従業員の大半が、自身が必要とするデータにアクセス
できる : 22.8%

少数の従業員のみがデータを使用する権限を持ち、従

業員の大半はデータを読み、使い、分析し、データに
基づいて議論する十分な能力を備えていない : 18.3%

1.4%
28.5%

22.8%
26.1%

誰もデータを使用する権限を持たず、従業員の大半が、
データを読み、使い、分析し、データに基づいて議論
する能力を備えていない : 1.4%
その他 : 0.1%
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Quooker 社

データの使用権限を委譲し成長を促進

Quooker 社は、給湯栓を発明した企業です。 オランダの同族会社である同社は急成長を遂げ、欧州の数

十万世帯に製品を提供しています。 その規模は 3 年ごとに 2 倍に拡大していますが、このビジネスの成功
に伴い、新たな課題が生まれたのです。 たとえば、経営陣が個別の意思決定をすべて把握することはもは

や不可能です。 Quooker 社の最高執行責任者である Geertjan Woltjes 氏によると、従業員にデータの使用権

限を委譲することで、従業員が自らの職務をより的確に実施できるようになり、それが組織の拡大につな
がっています。

同氏は次のように述べています。「これまでと同様の俊敏性や成長を維持したいと考えるなら従業員を信
頼して、意思決定を任せる必要があります。 スタッフがダッシュボードや各種ツールにアクセスできる環

境を整えることで、日程を変更したり、サプライヤーに電話で問い合わせたりするときに、事前に上司に
相談する必要がなくなります。権限の範囲で物事を決定し、進めることができるのです。 当社では、デー
タリテラシーの高い従業員が自主的に仕事を進め、会社の成長を牽引し、自らのキャリア形成を促進して

いる状況が実際に見られます。 専門の教育プログラムが用意されているため、従業員の能力レベルにバラ
ツキがあっても、すべての従業員が徐々に自信を深めていくことができます。 従業員全員が正確なインサ
イトに基づいて重要な意思決定を行い、それぞれの職務で業績を伸ばすチャンスを与えられるべきだと当
社は信じています。」

スペイン

シンガポール

インド

米国

フランス

ドイツ

中国

英国

日本

13%

オーストラリア

20%

23% 23% 24%

30% 30%
28% 29% 29%

33%

スウェーデン

従業員にデータ使用権限が委譲され、従業
員が十分にスキルを備えている国別の割合

データ格差
企業でのデータ使用権限の委譲状況は、国や地域によって異なります。 データ使用に関する権限が全
員に付与されている割合はスウェーデンが最高 (33%) です。一方、最下位の日本は 13% にとどまって
います。
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データリテラシー :
企業リーダーにとっての課題
データが組織全体に行き渡らない要因は数多くあります。 このため、デー
タ主導の文化を構築する際には、次の点を考慮することが重要です。
1.

従業員からの抵抗に対処する

組織と文化は伝統の上に築かれています。 何年もの伝統があるのです。 変化には抵抗がつきもの

ですが、それは単に自分のやり方に固執している人がいるからです。 このような人たちは、これ

までと同じように働き、自分の勘に従って意思決定を下したいと考えています。実際、調査回答
者の 45% が頻繁にそうしていると認めています。 この層に対して、ビジネスがデータ主導の文化
に移行しつつあるという認識を高めることは、成功を収めるうえで不可欠です。

2.

データ主導の推進者を見つける

上層部から抵抗を受けることもあります。 データ主導の推進者が、経営幹部側の意思決定の場に

参加する必要があるのはこのためです。 データ主導の推進者は、経営幹部にデータの重要性に対
する認識を促し、助言します。経営幹部がデータリテラシーを備えていると感じている従業員が

32% に過ぎないことを考えれば、この役割は重要です。 最高データ責任者 (CDO) や最高アナリティ
クス責任者 (CAO) の役割は影響力が大きく、組織全体がデータリテラシーを備えるうえで不可欠

な要素になりつつあります。

3.

新しいデータセットとガバナンスの役割を開く

企業は今、かつてないレベルでデータを生成し、かつ消費しています。 従業員は新しいデータセッ
トを使って、より的確な意思決定を推進するうえで役立つ新しいアイデアと新しいインサイトを

発見しています。このような時代に、ガバナンスが必要なのでしょうか。もちろん必要です。デー
タの民主化とセルフサービス分析を推進している組織では、リーダーがガバナンスに責任を持

ち、回答とインサイトが十分に精査され、正確であることを保証する必要があります。 Nemours’s

Children’s Healthcare System では、IT 部門以外のあらゆる部門の従業員が、新しいアナリティクス
アプリケーションとダッシュボードを導入できるようになり、導入した従業員全員が、データへ
のアクセスしやすさを支持しています。 そして、Qlik® を使ってこれを実践しています。

企業内でデータリテラシーを推進する方法
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データストラテジスト兼ベストセラー作家、
Bernard Marr 氏 :

「データはさまざまな能力の源泉であり、人工知能、自動化、高度な予測的アナリティ
クスを通じた大変革の土台でもあります。 また、業務の効率化や顧客体験の向上に

つながるインサイトを明らかにするプロセスは大きく進歩していますが、データの信

頼性が確保されていない場合が多く、さらなる成長の妨げになっています。

大規模な組織では特に、活用されていないインサイトや、生産性向上につながる小さなヒントが多数存在

している可能性が高いと考えられます。ただし、こうしたインサイトやヒントは、適切な人材が適切な質

問を行った場合にしか得られません。 データを読み、書き、分析し、データに基づいて議論する権限を従
業員に多く委譲するほど、従業員が自らの役割や組織の将来に貢献できる可能性が高くなります。」

4.

不安を克服する

16 ～ 24 歳の調査対象者のうち 4 分の 1 近く (21%) が、データリテラシーに関する自信については、

自分が平均以下であると考えています。 このことから、学生が実社会で働くために必要なスキルを、

学校や大学が育成できていないことがうかがえます。 今日の学生はデジタル世界で育っていますが、
画面を使い慣れているからといって、データ探索を簡単に行えるわけではなさそうです。

新卒の学生を採用すれば、自信を持ってデジタルを使用するスキルとデータリテラ
シーの両方を手に入れられる可能性が、非常に高くなります。 最も重要なのは、
学生がすでにデータの扱いに自信があり、その能力を備えていることを想定
するべきではない、ということです。

5.

組織のサイロ化を解消する

企業は、高いデータリテラシーを備えた有能な従業員を多数

雇用しています。 そのような従業員は従来、IT 部門やビジネ
スインテリジェンスチームに配属され、上層部のビジネス意
思決定者との交流はあまりありません。 フォーラムなど交流

の手段を確立し、これらの部門やその他データを扱う部門の
リーダーが他の従業員からの質問に答え、自分の知識を公開

することは、あらゆるレベルの従業員のスキルを強化するう
えで不可欠です。
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データ主導型文化にひらめきをもたらすデー
タ推進者
氏
David Tan

United Overseas Bank Limited (UOB) はアジアの大手銀行として アジア太平洋、欧
州、北米で合計 19 の国と地域に 500 以上の支店や事務所を置くグローバルなネッ

トワークを展開しています。 その行員数は 25,000 人を超えます。 UOB は最高の

顧客体験を提供することを重視し、データサイエンティストとアナリティクス分
野の有力なエキスパートで形成されたチームを構築して、共同で革新を実現する
と同時に、組織に貢献する戦略的なプロジェクトを複数推進しています。

UOB では、社内研修に加え、2 週間に 1 回、従業員に人気の高いオープンラーニングセッションを開催し

ています。 このセッションでは、参加者がさまざまな疑問を UOB のデータアナリティクスのエキスパー
トに質問することができます。 部門間で知識を発展させながら、従業員が自分の業務にデータアナリティ

クスを応用する方法を学んでいくのです。 同時に、UOB では、大規模な組織がスキル開発をさらに進める
ことにより、どの領域でメリットを得られるかを特定することができます。

UOB のビッグデータアナリティクスセンターの責任者である David Tan 氏は次のように説明しています。

「当行の優秀なアナリティクススタッフは、従業員全体のデータリテラシーを向上させるうえで重要な役

割を果たしています。 私たちは AI や機械学習のようなテクノロジーを採用して、顧客にサービスを提供す
る手法を強化する過程で、行内コミュニケーションをより開かれたものにしたいと考えています。その結
果、データ主導型の可能性を行員全員が理解できるようになります。」

データリテラシーを
推進するための計画
データリテラシーの取り組みを始めるときは、途方もない仕事のように感じるかもしれません。 結局の
ところ、誰もがデータを活用して成功できるよう尽力し、組織文化の変革に取り組んでいくことになるの

です。 多くの従業員や部門が相手です。 しかし、悲観する必要はありません。 何事もまずは行動してみ

ることが大切です。

Gartner 社の最近の予測では、2020 年までに 80% の企業が能力開発を開始する予定です。今、変革を開始
するうえで役立つのが、適切なメッセージとフレームワークです。 新たなインサイトと新たな能力を導

入するには、まず、次の 4 つのステップで構成されたプロセスを実施します。 コミュニケーション > 評価
> トレーニング > 繰り返し このプロセスは、組織全体、または小規模なチームのどちらにも使用できます。
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コ ミ ュ ニ
ケーション

評価

トレーニング

繰り返し

データのパワーを伝える

データのパワーを伝えましょう。 データリテラシーに関するメッセージを、組織の上層部が常に発信す

るようにしてください。 たとえば、顧客独自のインサイトが、どのように新しいビジネスチャンスにつ

ながったかを示してください。 または、確固たる事実と統計を示すことで、それぞれがどのように新し

いアイデアに対する障害を克服し、周囲の賛同を得て、承認に至ったかを紹介することもできます。 実
例を挙げて、データがどのように役立つかを従業員に示しましょう。 これは、データ主導の文化に対

する抵抗を抑えるうえでも役立ちます。 たとえば、Qlik の英国のお客様である Wrightington, Wigan and
Leigh NHS Foundation Trust の CEO は、毎週月曜日、同組織内に送信する電子メールの中で、データサー
ビスによって品質や効率がどのように改善されたかを示す統計データをよく掲載しています。
進捗を評価する

全従業員の現在のスキルレベルとスキルセットを理解することは、企業が 4 段階のプロセスを円滑に進
め、最終目標である データリテラシーの文化を達成するために不可欠です。 分析プロセスでは、評価と

調査が役立ちます。 評価が完了したら、組織の従業員それぞれの能力を高めるために、リーダーがトレー
ニングプログラムをカスタマイズできます。

個人差のあるデータスキルに対応するためのトレーニングプログラムを確立する

Qlik が実施した調査によると、適切なデータトレーニングを受けたと感じた回答者は全体の 66% にと
どまりました。データリテラシーに関するトレーニングとして " 万能 " のアプローチは存在しません。

このレポートの最後では、個人によってさまざまなスキルレベルを等しくサポートする方法を紹介し
ます。

繰り返す ….

医療から製造、小売、教育に至るまで、組織にはデータがあふれています。 人類は、文明の黎明期から

2003 年までに生成したのと同じ量の情報を、現在、わずか 2 日間で生成しています。増え続けるデータセッ
トを管理するために必要なスキルは進化し続けていますが、組織全体でデータリテラシースキルを向上
させるための取り組みを今すぐ開始し、長期にわたって継続する必要があります。
企業内でデータリテラシーを推進する方法
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すべてのスタッフのために " サービスとしてのインサ
イト " を役立てる
ロンドンのロイズ社は、200 以上の国と地域でサービスを提供する世界最大の保険会社で、新し
い " データセンターオブエクセレンス " への投資を進めてきました。 これは 1 つには、あらゆる

部門の従業員が、その能力に関係なく、データを活用してより多くの成果を達成する機会を確
実に得られるようにするためです。 オンライントレーニングコースに加えて、My Data と呼ば

れる会社の Web サイトを新しく開設し、データソース、データの使用法など、あらゆるビジネス

データの概要を公開しています。 また、ロイズ社は、データの透明性を重視しているため、組
織全体に存在するさまざまなアプリとダッシュボードにも簡単にアクセスできます。

ロイズ社は、従業員のデータリテラシー向上を支援するだけでなく、データリテラシーを備え

た従業員が、データから価値を引き出す方法を確実に伝えられるようにしています。 教育とデー
タの価値の伝達はいずれも、変化に対応する企業文化を推進するうえでは不可欠です。

Nick Blewden 氏

ビジネスインテリジェンスとデータ製品の責任者

「現在のデジタル経済では、ロイズのスタッフ全員がデータのユーザーであり、私たちは幅広い

データリテラシー能力を使って業務に対応しています。 スキルを向上させる必要がある、とい

う事実は恥じることでも恐れることでもありません。 ただし、この事実に真剣に対処する必要

があります。特に、私たちのような保険や金融の業界では、競争圧力が厳しく、できるだけ効率
よく運営する必要に迫られています。

最終的に、ロイズ全体で見られるデータに関するすべてのパーソナリティーに関して、共通する

1 つの事実があります。皆がデータから引き出せる価値を理解したい、と思っていることです。

実際の業務で直接的な利点が生じることを体験し、キャリアにも好影響が生じるであろうと理解
した時点で、スタッフはロイズのこの取り組みに継続的に関与し、自主的にデータにアクセスし
たいと思います。 文化の変革を推進するために、ロイズでは継続的に "Yes" と答えるチームを形

成してきました。実際の日常的な問題を解決するインサイトを提供できるようになった時点で、
データは急速に、業務に深く浸透するでしょう。」

企業内でデータリテラシーを推進する方法
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企業全体で管理する
データに関する個人差
組織はそれぞれ異なります。組織を構成する人間が異なるからです。 しかし、企業がデータリテラシーを

備えるには、全員の協力が必要です。全員がデータとその価値を理解する必要があるのです。 誰もが新

しい文化の構築に参加する必要があります。 データリテラシーのスキルは、企業の成功につながります。
この取り組みは、学習、メンタリング、およびスチュワードシップで構成されます。

あらゆる組織に、データに関するさまざまな個人差が存在します。 新しい文化への対応については、それ
ぞれがトレーニングを受ける必要があるため、ここでは、データリテラシーを高める方法をいくつかご紹
介します。

データ貴族 : データ貴族がいれば、すべてのデータが徹底的に確認されます。

その高い理解力は将来のチャンスにつながります。 データ貴族には、メンタリング、コミュニケーション、
トレーニングによる他のユーザーのスキル向上や底上げの支援を依頼します。

アプローチ :
• リーダーやメンターとしてのストーリーテリングスキルを強化す
ることで能力を開発します

• ト レーニングには、リーダーシップやメンタリングのほか、アルゴリ
ズムや、最新のデータおよびアナリティクス手法に関する継続的な学習
を含めます

データ騎士 : データ騎士は、増え続けるデータストアを重荷に感じ、時折、圧倒されることがあります。デー
タと戦うことには長けていますが、その装備はあらゆる状況に耐えるほど堅固ではありません。 データ騎

士のスキルをうまく活用し、そのスマートデータディスカバリーの知識とシャープな分析を組み合わせて、
組織のメリットを実現します。

アプローチ :
• デ ータサイエンス、アルゴリズム、および統計分析に
関するスキルを開発します

• 経営陣や部門リーダーと頻繁にやり取りしながら、ストーリーテリン
グスキルを強化し、データリテラシーのメッセージを広めます

企業内でデータリテラシーを推進する方法
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データドリーマー : データドリーマーは、データ使用の重要性と、組織内の自分の役割に対するそのメリッ

トを認識している、学習意欲の高い従業員です。 欠点は、データに対して適切に質問する方法を知らない
ため、データを額面通りに受け取る場合があることです。 データスキルを向上させる必要があります。

アプローチ :
• データドリーマーについては、一から始めてください。批判的思考や
アナリティクス思考などを扱う、データおよび分析に関する基礎コー
スに参加してもらいます
• より高度なアナリティクス概念によって知識を広げます

• より高度なアナリティクス概念によって知識を広げます
データ懐疑主義者 : 直観は決して嘘をつかないというのが、データ懐疑主義者の基本的主張です。 このよ
うなユーザーは、自動化プロセスやデータ主導型の意思決定よりも、自分の勘の方が頼りになると考えて

います。 毎日飛び込んでくる大量の情報にうんざりしており、その情報も多くは無視しています。職場で
データを使うはずがありません。 分析はデータエキスパートに任せたいと考えています。

アプローチ :
• データ懐疑主義者には、まず考え方の幅を広げるための意識
向上トレーニングに参加してもらいます

• 入門のトレーニングによって、データやアナリティクスを業務に
組み込む方法についての基本的な考え方を構築します
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従業員の強化と関与

WWL NHS Trust – この医療機関には 5,000 人近い従業員がいます。現場のスタッフ
と連携してデータ主導型アプリケーションを開発したことで、従業員によるデー

タリテラシーに対する抵抗を最小限に抑えることができました。 これにより早期
導入が実現し、新たに導入されたテクノロジーが、従業員の適切な質問に確実に
回答できるようになりました。 さらに、WWL NHS Trust は " 品質の推進者 " と呼

ばれる自発的なプログラムを策定しました。このプログラムでは、従業員が、情
報を活用して品質を向上させる機会を特定する方法を学習できます。 同組織で
IM&T 担当取締役代理兼ビジネスインテリジェンス責任者を務める Mark Singleton
氏によると、成功の鍵は、従業員がデータを利用して質問に答えられるようにし
て、本当の変化を起こせるようにしたことです。

同氏は次のように説明しています。「私たちのアプローチは、トレーニングとツールを従業員に提供し、
従業員がデータを表示するとともに、以前は回答できなかった、または尋ねられなかった質問に回答でき
るようにすることでした。 インサイトを行動に移し、良い結果を得られると、従業員は情報を取得して新

しい働き方を実施するために、引き続きデータを活用するようになります。 私たちは、院内の清掃スタッ
フから、看護師やアナリストまで、組織全体でスキルと能力の育成を進めてい
ます。その結果、BI チームに依存しなくても必要な回答を得られるようになり、
BI チームがボトルネックではなくなりました。」

詳細 : データリ
テラシーを習得
組織がデジタルビジネスで成功を収めるにはどうすればよいでしょうか。 答えは簡単です。 あらゆるレ

ベルのすべての従業員がデータリテラシーを備えることです。 すべての従業員が、データを調査し、発見

し、インサイトを共有し、組織を変革します。 今こそ、経営幹部、従業員、教育担当者を集めて、データ

主導型の変革の文化を推進するときです。 Qlik は、エコシステムと産業を対象とした新しいプログラムに

よって、誰もが自信を持ってデータを理解、分析、使用する能力を取得できるようにして、データリテラシー
の進展をリードしています。 Qlik のプログラムの内容は、どの製品にも適用でき、状況や BI ツールを問わ

ず利用できるデータ戦略、アナリティクス、統計的概念に重点を置いています。それが組織内のデータリ
テラシーの文化を醸成しているのです。

今すぐ始めましょう。 qlik.com/getdataliterate
企業内でデータリテラシーを推進する方法
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Qlik について

Qlik の使命は、すべての人がデータを使用して非常に困難な課題を解決できる、データリテラシーに富んだ世界を
構築することです。 組織のデータをあらゆるソースから取得して統合し、ユーザーがスキルレベルに関係なく探
求心に従って新しいインサイトを明らかにできるのは、Qlik のエンドツーエンドのデータ管理とアナリティクスプ
ラットフォームだけです。 Qlik を使用すると、顧客の行動に関する理解を深め、ビジネスプロセスを刷新すると
ともに、新しい収益源を発見し、リスクとメリットのバランスを維持することができます。 Qlik は米国ペンシルバ
ニア州キング オブ プルシアに本社があり、全世界の 100 か国以上で、48,000 社以上のお客様に提供しています。
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