データリテラシーによる
人への影響

データの民主化、
生産性の向上、
および労働力の
強化を図るためのリーダー向けガイド
レポート 2020

はじめに

データは、
インテリジェントな企業の成長を支援する金鉱です。
しかし、
企業がデータの収集、
保存、
分析を続けているにもかか
わらず、
データの真の可能性はほとんど未開拓のままです。
実
際、
Forrester の調査によると、
企業データの 60～73パーセントは
1
まったく分析されていない手つかずのままです。

もちろん、多くの企業が最先端のソリューションに対して多大な投資を行い、
データから新たなチャンスを発見し
て活用しようとしている事実を無視すべきではありません。
地域の警察から世界最大の銀行まで、不正行為の防
止、
カスタマーエクスペリエンスの向上、
さらに人命救助にもデータが利用されています。
しかし、
データが持つ豊
かな可能性から見れば、活用されているのはごく一部に過ぎません。

企業の間では、少人数のデータスペシャリストのチームだけがデータ分析を担うのではなく、従業員全体の能力
を強化する方が、
ビジネスにデータを活用するチャンスが大幅に拡大するという認識が広がっています。
トレーニングとソリューションへの投資が、主にデータの専門知識を持つ少人数の従業員に集中し
ている一方で、
すべてのビジネス部門の従業員が自主的にデータを処理し、
データ主導型の意
思決定を行うことが求められるようになっています。

しかし、
テクノロジーの進化の速度があまりにも速く、
そのインサイトを活用する一般的な従
業員の能力がそれに追い付かないため、一部の従業員は、
このような業務手順の変化を負
担に感じており、結果として業務のパフォーマンスに悪影響が生じていると回答しています。

この問題をさらに深く掘り下げるため、Qlik と Accenture社はデータリテラシープロジェク
トの依頼に基づいてグローバル調査を実施しました。
この調査では、北米、
ヨーロッパ、
アジ
ア太平洋の 9か国で、経営幹部から新入社員まで、
さまざまな業界や職種の 9,000人の従業
員を対象にアンケート調査が行われました。

調査の結果、
データ主導型への移行の転換点にある企業では、個人や組織のパフォーマンス強化
を促進するために、
データ対応スキルに多大な投資を行っていることが明らかになりました。

『データリテラシーの人的影響』
レポートでは、組織内のあらゆる役割のリーダーを対象に、

データ主導型文化構築の重要性について理解を深めるため、
トレーニングとスキルアップへの投資が不可欠であ
り、全体的な生産性を大幅に改善できることを中心に説明していきます。
企業のリーダーが明日の利益を得るために、今すぐ実行できる実践的なアドバイスをご覧ください。

1.データの価値のギャップを埋める: 新しいデータ主導型組織に移行する方法 (Accenture社、2019年)
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データの民主化: 企業にもた
らされるチャンス
セクション 1

あらゆる業界で、企業が保有する最も強力な資産に入れ替わりが生じています。
現在、
データは、物理的資産とデ
ジタルビジネスのチャンスを発掘するための基盤として、正確性を向上させ、効率性を改善し、従業員の能力を強
化して、
より大きな価値を実現しています。

データを使ってリードする企業は、
データの利点を享受しています。
Qlik の
『データリテラシー指標』
では、
データ
主導型の組織では、
そのメリットとして企業業績が向上した結果、総企業価値が 3～5パーセント上昇しているこ
2
とが明らかになっています。
この数字を、同調査の対象組織に適用すると、5億ドルに相当します。

データ主導型ビジネスのメリットはかなり前から広く言われてきましたが、多くの企業にとって、
データをビジネス
の長期的な成功に活用できるようになるまでの道のりは長く、多くのハードルがあります。
Accenture社による
『デ
ータの価値のギャップを埋める』のレポートによると、大多数の企業では自社のデータが持つ潜在能力がまだ十
3
分に理解されていません。

調査対象となった企業幹部のうち、
データから目に見える価値を創出できると
答えた回答者は 32パーセントにとどまり、
データおよびアナリティクスプロジ
ェクトから実用的なインサイトが得られると答えたのはわずか 27パーセント
でした。

Accenture社のデータ主導型指標では、対象企業のうち
「成熟」
と評価された企業がわずか 6パーセントに過ぎな
かったことと並んで、
このことは企業が抱える大きな課題を浮き彫りにしています。

インサイト主導型の企業は、事業的成功の代名詞として認識されつつあります。
このレポートでは、組織がこのよ
うなチャンスの実現を阻害する課題を特定し、
さらに重要な点として、
それらの課題を克服する方法を明らかにす
る上で役立つ情報を提供します。

データの民主化の実現

ウォートンビジネススクールの教授で、Qlik の
『データリテラシー指標』の著者である Lorin Witt氏によると、
デー
タがもたらすビジネスチャンスは、
データアクセスの改善、
データスキルの強化、
データ主導型の意思決定を奨励
する組織全体の文化、
という 3つの重要な要素が基盤となっています。

支配的な企業データアプローチでは、
データの管理とその分析が少数の専門家の手に委ねられており、
データの
民主化アプローチはこれとは相容れません。
この専門家のグループは、通常、少数のデータサイエンティストで構
成され、伝統的にビジネスプロセスとデータに関する深い理解と豊かな経験を備えています。
これらの人々は、既
存のビジネスモデルを改善し、新しいビジネスモデルを開発することで、
より大きなビジネス価値を提供すること
が求められています。

2.『データリテラシー指標』(2018年 10月発行) は、
ウォートンスクールの Lorin Witt教授と HIS Markit が、Qlik のために実施した調査です
3.『データの価値のギャップを埋める』(2019年 8月発行) は、Accenture社が実施した調査です
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多くの企業が、
人材という宝の山を活用できずにいます。
企業は、
適切なレ
ベル、
適切な領域、
適切なツールに投資して、
データの真の価値を実現で
きるチームを育成する必要があります。
それにより、
従業員の可能性を最大
限に活用して、
データ主導型の意思決定を目新しい試みとしてではなく、
現
実的な作業として行えるようになります。
Kevin Hanegan、
Qlik、
最高ラーニング責任者

本調査によると、
データの民主化がもたらすチャンスにリーダー
が気付くにつれ、
このアプローチが急速に変化しています。
現在
では、ほぼすべての従業員が、職務のデータを利用することを求
められています。

従業員によるデータの使用方法

調査対象の大多数の従業員は、職務の一環としてデータを読み
取って解釈し、社内外のデータを分析して、少なくとも週に 1回は
データ主導型の意思決定を行うと回答しています。

企業は、
より多くの従業員が業務でデータを活用できるように、
デ
ータアナリティクスやビジネスインテリジェンスソフトウェアなど
のツールへの投資を増やして、従業員が組織のデータから具体
的な価値を発見できるように支援しています。
世界中の従業員の
67パーセントがビジネスインテリジェンスツールを利用でき、75
パーセントがデータアナリティクスソフトウェアを利用できます。

しかし、
データ使用に対する従来型のアプローチは多くの組織に
残っており、少人数の専門家グループが、
データツールとトレーニ
ングへの投資の大部分を独占し、
どこからでもデータにアクセスできる特権を享受しています。

その結果、従業員の多くが、自信を持って快適にデータを扱えるだけのスキルを身に付けていません。
実際、世界
中の従業員のうち、自分のデータリテラシースキル (データを読み取り、理解し、質問して、操作する能力) に十分
な自信があるのはわずか 21パーセントにとどまっています。
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セルフサービスよりも自主性を優先: 教育から仕事の世界へ

組織は、
データの利用が爆発的に増加している一方で、従業員のデータ利用スキルと自信が追い付いていない現
状を認識する必要があります。
従業員のうち、現在の職務に就いたときに、
データを効果的に使用する準備が十分
にできていたと感じている回答者はわずか 25% でした。

自主性のないセルフサービスは、
釣りに行って魚が湖から飛び出すの
を期待するようなものです。
自主的に魚を捕まえるには、
釣り竿やエ
サ、
網などが必要です。
データを読み取って理解する場合、
そのための
ツールは雇用者が従業員に提供する必要があります。
Jordan Morrow、
Qlik、
データリテラシー部門グローバル統括責任者
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世界のデータリテラシーの現状

A: データリテラシーの高い従業員の地域別比較

英国: 17%
フランス: 19%

スウェーデン: 17%
ドイツ: 17%

インド: 46%

米国: 28%

日本: 9%

シンガポール: 16%
オーストラリア: 20%

B: 標準的な教育機関で、
職場におけるデータ利用について、
相当な時間の教育を受けたと答えた
従業員の割合

英国: 10%
フランス: 14%
米国: 17%

スウェーデン: 17%
ドイツ: 16%

インド: 52%

日本: 19%

シンガポール: 14%
オーストラリア: 12%
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Q: 以下の形のデータ/ツールを利用できるのは誰ですか。
また使いこなしているのは誰ですか。
A: 1| 全従業員が、
各自の職務に特化したデータツール (アナリティクスダッシュボードなど) を利用できる

2| 全従業員が、
各自のスキルレベルに適したデータツール (アナリティクスダッシュボードなど) を利用できる
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データ主導型企業への完全な移
行を阻害する要因
セクション 2

あらゆる企業において、
データがもたらすチャンスは膨大です。
データは企業業績の向上を支援する
だけではありません。
調査によると、従業員に必要なトレーニングと適切なツールを提供して強化し
た場合、従業員はデータを使用してより適切な情報に基づく意思決定を行い、管理職としてより適切
に行動し、幹部社員から信頼を得られるようになると認識されています。

しかし、多くのデータ戦略では、従業員が自信を持ってデータを扱えるようになるには、企業による支
援が重要な役割を果たすという認識が欠けています。
多くの組織が、
データを単純に従業員の手に渡
すだけで、従業員がそこから成功を導き出すことを期待しています。
そのため、従業員によっては、
デー
タが自分の業務に役立つ可能性を十分に理解しておらず、
またデータを快適に使用できないために、
データを使用したいという欲求が損なわれる可能性があります。

1| データの価値は認識されていても、
従業員のデータ利用につながっていない

ほぼすべての従業員が職場のデータを資産として認識していいます。
しかし、意思決定の根拠として
データを利用している従業員はほとんどいません。
データに基づいて意思決定を行えば信頼性が上
がると考える従業員はわずか 37パーセントです。
またほぼ半数 (48パーセント) が、
たいていの場合、
データ主導型のインサイトよりも直感を優先して意思決定を行っています。

この傾向はあらゆるキャリアレベルの人々に当てはまりますが、
シニアレベルの従業員でより顕著で
す。
例えば、最高責任者レベル、
シニアマネージャー、重役では、
データ主導型のインサイトよりも直感
を優先する回答者が全体の約 3分の2 を占めるのに対し、ジュニアマネージャーや下位レベルの管理
職ではわずか 41パーセントでした。
ビジネスにおいて経験と直感を信頼することは重要ですが、
この
調査結果は、一部の企業でインサイトに基づく行動に対する経営陣の信頼度が、
データを使ってリー
ドする能力を阻害していることを示しています。

2| データスキルの欠如が職場の生産性を制限している

利用可能なデータが増加すると、
それに伴って課題が生じることは避けられません。
驚くべきことに、
従業員の 4分の3 (74パーセント) が、
データを扱うときに負担や不満を感じると回答しています。

このことは、従業員の業務効率に悪影響を及ぼします。
世界中でデータ利用を負担に感じる従業員の
3分の1 以上 (36パーセント) が、
データ関連の作業を少なくとも週に 1時間以上先延ばししています。
このような感情が原因で、
データを避ける従業員もいます。
同じく 36パーセントがデータを使用せず
に作業を完了する別の方法を探すと答え、14パーセントが作業自体を回避すると答えています。
これ
は、
データ主導型文化を構築を目指す企業にとって、重大な障壁となります。
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このような感情が原因で、
データを避ける従業員もいます。

3分の1 以上がデータを使用せずに作業を
完了する別の方法を探すと答え、
14パーセ
ントが作業自体を回避すると答えています。

これは、
データ主導型文化を構築を目指す
企業にとって、
重大な障壁となります。

データとアナリティクスの担当者にとって、
データを統合して単純化できること
は重要です。
これにより、
従業員が迅速かつ容易にデータを利用できるようにな
るからです。
Mark Singleton氏、
Warrington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust、
IM&T部門アソシエイトディレクター

3| 技術的作業の変化によって、
今日の職場におけるプレッシャーが増大している

従業員が新しいテクノロジーをスムーズに受け入れるには、
それに必要な能力開
発を雇用者がサポートする必要があります。
しかし、
その方法を理解していない雇
用者が多く、
今日の職場におけるストレスの一因となっています。
しかし、
データの
転換点にある当社は、
データが民主化された環境で従業員を強化する方法を理
解しており、
ビジネスリーダーはそれを自らの組織で実現する必要があります。
David Miller博士、
Accenture社、
シニアマネージャー・臨床心理学博士
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企業におけるテクノロジーの役割が拡大するにつれ、
コミュニケーションの方法、顧客関係の構築方法、成功の測
定方法、意思決定方法など、多くの業務手順が完全に様変わりしました。

しかし、
このように職場環境が急速に変化し、新しい仕事の仕方を短期間で習得しなければならないことは、変
化に
「対応できない」
ように感じる一部の従業員にとって負担となっている場合があります。
実際、世界の従業員の
大多数が燃え尽き症候群の症状 (自分が非生産的に思える、
いら立ち、
ストレスなどの感情) を経験しており、
この
ような症状は、顧客関係管理 (CRM) システム (59パーセント)、
リソースプランニングツール (54パーセント)、
コミ
ュニケーションツール (63パーセント) を使用するときに発生します。
データ利用の要求が増大していることも、従業員の負担になっています。
従業員の 14% が、毎日 1回以上のデー
タ処理を負担に感じ、半数近くの従業員が週に 1回のデータ処理を負担に感じると答えています。

企業におけるデータ利用の民主化が、
従業員の福利と対立するとは考えられて
いない点は重要です。
これは、
データ利用と従業員の支援が、
共進化する必要が
あることを示しています。
好奇心旺盛で、
自信を持ってデータインサイトを扱える
従業員は、
企業に大きな価値をもたらすだけでなく、根拠に基づく自らの意思決
定に自信があるため、
マネージャーからも信頼されやすくなります。
このような建
設的なデータ文化は、適切な人的投資によって実現することができ、
すべての企
業がそれを目指す必要があります。
Chantilly Jaggernauth氏、
Millennials and Data (#MAD) 社、
創業者兼 CEO
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ビジネスに与える具体的影響
データ主導型の従業員が生産性の高い労働力を支える

デジタル時代の企業が抱える最大の課題の 1つは、
データの入手ではなく、
データから実用的なインサイトを抽出
して、従業員が適切な情報に基づく意思決定、生産性の改善、競争優位性の向上を実現できるように支援するこ
とです。
データ革命を成功させるために、
ビジネスリーダーは、従業員がより自信を持って、
より快適にデータインサイトを
使用して意思決定を行えるように支援する必要があります。
これにより、
データ主導型企業へ移行して、企業価値
を最大 5パーセント拡大させる可能性が生まれるとともに、組織内でデータリテラシーの欠如に起因する生産性
4
コストを削減できます。

これに対して、新しい業務手順の受け入れについて企業が従業員を積極的に支援しない場合、従業員が感じる
職場の快適性や生産性が低下し、ひいては職業満足度に悪影響が及ぶ可能性があります。
実際、回答者の 10人
に 6人 (61パーセント) が、
データを負担に思う感情が職場のストレスの一因だと答えています。

本調査によると、
データ作業の先延ばしや、
情報、
データ、
テクノロジーの問題
に起因するストレスによる病気休暇を考慮に入れると、
従業員 1人あたり平均
で年間 5営業日以上 (43時間) の損失が企業に生じています5。

この生産性コストは、決して些細なものではありません。
実際、米国経済が負担するコストは、毎年年間 1,000億
6
米ドルを超えています 。

データの過負荷による生産性コスト

英国: 100億ポンド

米国: 1,094億ドル

フランス: 98億ユーロ

スウェーデン: 305億スウェーデンクローネ (SEK)
ドイツ: 214億ユーロ

インド: 3,321億ルピー

日本: 1兆 6000億円

シンガポール: 51億ドル
オーストラリア: 138億ドル

4.企業業績の各評価と相関させると、
データリテラシー指標の上位 3位にランクされている会社の企業価値は、他を 3～5% 上回っています『データリテラシー指標』
(
)
5.データ作業の先送りと病気休暇による組織の年間平均損失時間の計算は、先送りによって無駄になる週当たりの平均時間 (各国の平均労働週数を 44.84週として計算) とデータ関連の病気休暇による各年
の平均損失日数を合計して算出しました。
従業員 1人当たりの損失時間は、週の労働時間を 43.07時間として計算しました。
6.Gross Domestic Product by State, Fourth Quarter and Annual 2018, Bureau of Economic Analysis, May 1, 2019 https://www.bea.gov/system/files/2019-04/qgdpstate0519_4.pdf
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今後の展望: データ主導型従業員の育成
セクション 3

データがもたらすチャンスを実現する鍵は、組織内の人々の潜在能力を活用することにあります。

この調査では、組織がデータリテラシー戦略を計画する際に考慮すべき 5つの重要なステップを特定しました。

1| データに関する期待事項を設定する

貴社ではデータをどのように処理しようと考えていますか。
それによって、組織はどのような具体的価値を得ます
か。
目標の概略をこのような明確かつ特定可能な形で示すことにより、
リーダーは、
まず組織全体のさまざまな職務
の人々が、
その職務遂行にあたってデータをどのように使用する必要があるかを定義できます。

各グループは、
それぞれ異なる方法でデータを使用して、価値を創出する責任を果たします。
組織内のほとんどの
従業員はビジネスユーザーであり、関連データを確認して迅速に行動する必要があります。
看護師による病院の
ベッドの管理や、
サプライチェーンマネージャーによる潜在的な問題の特定と管理など7、
インサイトに基づいて行
動することで、
パフォーマンスが向上し、組織の効率と生産性が改善されます。

実際、
一般的なビジネスユーザーの多くが必要としているのは、
非常にシン
プルな情報であり、
それを簡単に利用できる方法で提示することで、
より適
切な意思決定が可能になります。
接客を行う最前線の従業員が、
情報の分
析に多くの時間を費やす必要がある、
または費やしたいと考えているとい
う考えは、
従業員の仕事のやり方に直接貢献しない限り、
現実的ではあり
ません。
Lee Raybould氏、
Nationwide社、
CDO

この対極にいるデータサイエンティストは、既存のモデルを改良し、新しいモデルを開発することで価値を提供し
ます。
中間に位置するアナリストユーザーは、
「なぜ」に焦点を当てて、
ビジネスユーザーに深いインサイトを提供
します。
ディスカバリーユーザーは、高度なデータスキルを展開することで、新しいユースケースの価値を調査して
証明し、最終的に新しいアイデアの産業化に取り組みます。
これらの各ユーザーは、
データを使用して組織の目標
を達成する上で重要な役割を果たします。

7.データリテラシープロジェクトストーリー
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期待事項を明確に設定することで、製品開発、
マーケティング、
ビジネスインテリジェンスなどの従事する職務に
関係なく、全員が自分は何が期待され、何が期待されていないかを把握できます。
この段階では、
データを使用す
るプロセスだけでなく、従業員にデータを使用したコラボレーションとコミュニケーションを奨励するとともに、既
存のインサイトの見直しも促す必要があります。

従業員がデータを扱う作業を受け入れやすくするため、
リーダーはまず従業員がデータを扱う方法を理解し、次
に、
データが組織の全体的な目標にどのように役立つかについて、従業員の理解を図る必要があります。
そうする
ことで、従業員はデータ関連の作業を実現可能なものとして認識し、
それを通じて自らがビジネスに対してどのよ
うに価値を創出しているのかを正しく把握できます。

これにより、
すべての組織におけるデータ推進者の役割がますます重要になります。
データ推進者は、
ビジネスの
シニアステークホルダー、
データの専門家、
チームリーダーと協力して、目標がデータの絶対的な可能性を引き出
し、
しかもユーザーにとって達成可能であることを確認します。

従業員は、
各自の職務でデータをどのように扱う必要があるかという視点から、
ビジネス上の期待事項を理解する必要があります。
このトップダウンアプローチ
を採用することで、
ビジネスリーダーは、
あらゆるレベルでデータを最大限に活
用でき、
すべての従業員はデータと健全で前向きかつ建設的な関係を築くことが
できます。
Sanjeev Vohra氏、Accenture Technology社、
グループテクノロジー責任者兼データビジネスグループ、
グローバルリード

2| データに関する目標を達成するためのロードマップを作成する

ビジネスリーダーは、組織内のデータの状態を理解し、従業員がビジネス目標の達成に貢献できるために必要な
投資を判断する必要があります。

本調査では、
一部のビジネスリーダーが従業員の能力やデータ処理能力を過
大評価している様子が明らかになっています。
最高責任者レベルの回答者の
4分の3 (75パーセント) は、
全従業員またはほとんどの従業員がデータを使
いこなす能力を持っていると考えており、
それを上回る回答者 (79パーセント)
が、
従業員は生産性の向上に必要なツールにアクセスできると考えています。
しかし、
中間管理職以下はそれほど楽観的ではなく、
全従業員または大部分
の従業員が適切な能力を持っていると感じている割合は全体の半数となり、
従業員が生産性の向上に必要なツールにアクセスできると考える回答者の割
合は 50パーセントとなります。
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誰もが最初は「私はデータリテラシーがあり、
データを理解している」
と思ってい
ますが、
実際に試してみると、
そうでないことがわかります。
したがって、
個人の自
信に対する裏付けを提供するとともに、
皆にデータを恐れる必要がないこと、
そ
して必ず理解できることを示し、
ビジネス上の質問に自信を持って答えるための
ツールを提供する必要があります。
Emma Alexander氏、
Samsung Electronics社、
商業投資およびアナリティクス統括責任者

データ主導型へと移行するための企業のロードマップは、
次の 3つの主要分野に重点を置く必要があります。
1| 個人のデータリテラシーレベルを評価する。

2|	各タイプのユーザーをサポートするためのテクノロジーとツールを現在利用できるかどうかと、必要な導入作
業について理解する。
3| 生産性向上のためにユーザーがアクセスする必要があるデータを定義し、ガバナンスを管理する。

3| 従業員がデータ主導型業務を行うための環境を整える

従業員が必要に応じてデータを利用し、
ビジネス目標を達成するためのツール、
プロセス、方法論を、組織が提供
する必要があります。
より専門性の高いユーザーに対しては、
データクレンジングを軽減し、分析、収益化、製品化
の準備ができているデータを迅速に提供するソリューションに投資する必要があります。

ビジネスユーザーの場合は、
次の点に重点を置く必要があります。

1|	適切なインサイトを提供するソリューションを提供します。
これにより、従業員は生産性を高め、
ビジネス価値
を提供するための行動を取ることができます。
2|	ユーザの既存の業務手順の中で簡単に利用できるインサイトを提供します。
例えば、
ダッシュボードを Slack
などのコミュニケーションツールや CRMシステムに組み込むことができます。

3|	データ収集と分析からインサイトと価値の創出に至るまで、従業員がデータプロセスの主導権を握ることがで
きるフレームワークと方法論を提供します。

従業員が適切なデータを使って作業できるようになれば、
データの価値を実現する能力が向上するだけでなく、
インサイトに基づいて自信をもって行動できるようになります。
これにより、
データが負担ではなくメリットとして認
識されるようになります。
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顧客事例: NEMOURS CHILDREN'S HEALTH SYSTEM (ヌムール小
児医療システム)

米国を拠点とする非営利の小児医療システムである Nemours は、
人生を変える
医療の専門知識と研究の提供に取り組んでいます。
米国全土の電子カルテから
得た膨大な量のデータを保有しているこの組織は、
この情報へのアクセスと分
析を改善できれば、
患者の転帰を改善できる可能性があることに気付きました。

データスワッガーセッション

「私たちの多くは、
どのようなデータが利用できるのか知りませんでした。
まし
てデータの読み取り、分析、
さらに解釈の方法については言うまでもありませ
ん。
そこで作成したのが、
データスワッガーセッションという教育シリーズです」
と、Nemours のエンタープライズインテリジェンス部門のマネージャーである
Rishi Muchhala氏は言います。
「この小さなサイズのチュートリアルは、
あらゆる
人を触発することを目的としていました。
これらのチュートリアルにより、
データ
からどのようにすれば実用的なインサイトを得て、意思決定に役立てられるの
かを学ぶことができました。
参加者は、既存のアプリケーションとデータセットに
ついて学習できるだけでなく、
テクノロジーを使用して、意思決定時に実用的で
タイムリーなインサイトを得る方法についても学ぶことができました。
」
「また、
データ照会について、
シチズンデベロッパーやシチズンアナリストにいつ
でも問い合わせることができるため、従業員は 1人で困難なインサイトに立ち向
かう必要がありません」
と Muchhala氏は付け加えています。

より良いケアを処方

医療従事者や、
社内のあらゆるビジネスインテリジェンスチーム、
運用チームに
データを提供することで、
組織に多大な影響がもたらされました。
データリテラシ
ーのトレーニングは、
この取り組みの成功に不可欠です。
充実したトレーニングが
あればこそ、
スタッフは負担を感じるのではなく、
仕事がしやすくなったと感じるこ
とができたのです。

「当社の医師と看護師は、毎日まず、患者最優先の指標をまとめたスナップショッ
トビューを確認してから業務を開始します。
予約、患者の流れ、収益サイクル管理
に関する標準的な指標を表示することで、事前の計画が可能になります。
これに
より、総体的なペイシェントエクスペリエンスを改善し、最高レベルのケアを提供
することができるのです」
と Muchhala氏は述べています。
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取締役会から病棟に至るまで、
組織のどこからでも PC、
タッチスクリーン
TV、
モバイルデバイスを介してアクセスできる視覚的なアプリケーションを
作成することで、
利用しやすいインサイトをスタッフに提供し、
スタッフが患
者に最良のケアを提供できるようにサポートしています。
Mark Singleton氏、
Warrington, Wigan and Leigh NHS Foundation Trust、
IM&T部門アソシエイトディレクター

4| データリテラシーのスキル不足を解消する

自主的にデータを処理することは、セルフサービスのデータとアナリティクス機能を持つことと同じではありませ
ん。
データがいかに使用可能でも、従業員が好奇心を持ち、提供されたインサイトに基づいて理解して質問し、適
切に行動できる必要があります。
これにより、
データ使用の経験と信頼性が向上します。
データリテラシーの能力
が高い従業員は、自分には適切な意思決定のための支援環境があり、自分の意思決定が他から信頼されている
と答える割合が、
データ初心者を 50パーセント以上も上回りました。

データリテラシートレーニングによって、
従業員は、
自分が適切な質問を行
い、
提示されたインサイトを的確に評価することへの自信を高めることが
できました。
これにより、
トレンドを把握するだけでなく、
その背後にある理
論的根拠を深く理解できるようになり、
それまで以上に自信をもって判断を
下し、
他の同僚と有意義な議論を行えるようになりました。
Shahid Younis氏、
Data Whizz Academy、
CEO

世界中の従業員のうち、
データリテラシーのスキルに自信があると回答したのはわずか 5分の1 でした。
ビジ
ネスリーダーは、
データのスキルアップが従業員のデータ利用の向上にどのように役立つかを考慮する必要があ
ります。
このようなトレーニングは、
データプロセスに必要なハード面の技術的スキルだけを重点的に扱うのでは
なく、
コラボレーション、好奇心、批判的思考、
ストーリーテリングなどのソフトスキルも対象に含めて、
データの総
合的な価値の理解を促す必要があります。

データリテラシーのトレーニングには、
さまざまな形式があります。
既存のスキルアップの取り組みに組み込む企
業もあれば、単体の eラーニングコースを提供する企業や、教室形式の特別トレーニングを提供する企業もありま
す。
また、
データリテラシープロジェクトの一環として、無料の eラーニングコースやリソースも提供されており、
ユ
ーザーが現在のデータリテラシーレベルを確認するのに役立つ初期アセスメントも含まれています。
全従業員の 3分の1 以上 (37パーセント) が、
データリテラシーのトレーニングは生産性を向上させると確信し、22
パーセントがストレスを軽減すると考えていることから、従業員の間にデータスキルセット強化への強い欲求があ
ることは明らかです。
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データリテラシーの高い世界と、
将来性に富んだ組織を実現する上で、
データ
リテラシーが重要な役割を果たすことを考えれば、
このスキルアップへの渇望
は、
ビジネスリーダーにとって素晴らしいチャンスです。
5| 共進化の文化を構築する

自動化や機械学習のような新しいデータ技術が企業全体に広がったように、
データの世界はいまだ最終段階に
は到達しておらず、
これからも到達することはないでしょう。

企業は、
データの使用方法が今後も変化を続け、
それに伴って、
このような新
しいチャンスを最大限に活用するための従業員の能力も変化することを理解
する必要があります。

したがって、
すべての役割のデータツールを定期的に再評価し、
ユーザーの要件に絶えず対応していることを確認
する必要があります。
データリテラシーのトレーニングは、形だけのトレーニングとしてアプローチすべきではなく、組織全体のトレーニ
ングプログラムに組み込む必要があります。
また、
トレーニングを導入したプログラムは、企業におけるデータの
使用状況の変化を反映させるために常に最新の状態に保つ必要があります。
データリテラシーは、
すべての従業
員の学習・能力開発プログラムの必須部分であり、組織のデータを最大限に活用し続けられることを、
レビューで
評価する必要があります。

企業がデータから価値を生み出す上で、
最も強力な資産は従業員です。
教育と
強化は、
データリテラシーの高い世界における真の決定的な成功要因です。

データリテラシーの人的影響

18

参考文献

データ主導型ビジネスへの移行に向けて従業員を支援する方法の詳細については、次の資料が役に立ちます。
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Qlik Continuous Classroom: データリテラシーに関する無料および有料の学習リソースをご利用いただけます

	データの価値のギャップを埋める | 新しいデータ主導型組織に移行する方法: データ主導型ビジネスに移行に
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域で幅広いサービスとソリューションを提供するプロフェッショナルサービスの大手グローバル企業です。
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著者
は、
かかる情報の正確性、関連性、適時性または完全性を統制または保証しません。
本見解は、発行日現在の見解であり、変更されることがあります。
著者は、
この見解に基づいて、
いかなる種類の行為または
不作為も保証または推奨しません。
本見解は Accenture社と Qlik の財産です。
Accenture社と Qlik は、本見解に関する著作権または知的財産の共同所有者です。
本見解のいかなる部分も、Accenture社およ
び Qlik の書面による許可なしに、
いかなる方法によっても複製することはできません。
本レポートに記載されている意見は、予告なく変更される場合があります。
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