AI Digital Analytics Service

ABeam Advanced Intelligence
デジタルアナリティクスサービス
複雑かつ大量のデータから科学的ルールを抽出し、ビジネス命題の解決へ

アビームコンサルティングは、最新のデジタル技術を駆使し、
ビッグデータ・機械学習・ディープラーニング時代の先進的
なデジタルアナリティクスサービスを提供します。
これにより、
「企業のイノベーションの創出と変革」
へ、真のデジタルトラ
ンスフォーメーションの実現に貢献します。
不確実性の時代における経営のあり方

デジタルトランスフォーメーション経営の推進

経営環境の変化が予測不可能な厳しさを持つ中、過去の経験・実績に基

アビームコンサルティングは、統計解析やデータマイニングなどの豊富な経

づいた意思決定は確実性の根拠を失いつつあります。成長し続ける強い

験と知見に加え、最新のデータ分析技術を駆使し、
ビッグデータ・AI・Deep

経営の実践には、企業内外から発せられるさまざまなシグナルや兆候を的

Learning時代の先進的なデジタルアナリティクスサービスを提供します。

確に読み取り、迅速な戦略および施策の立案と行動へ反映する
「デジタル

これにより、
デジタルトランスフォーメーション経営の強力な参謀役として、

トランスフォーメーション経営」
をより一層推進していくことが必要です。

企業の収益性の維持・拡大と永続的な成長の実現に貢献します。
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ABeam AIデジタルフレームワーク
弊社AIセクター
（Advanced Intelligence Sector）
は、ABeamデジタルフレームワークによりデータ分析(アナリティクス)、戦略・施策立案(ストラテ
ジー)、AIプラットフォームの構築・導入(インプリメンテーション)、
の3分野からのアプローチにより、
クライアント企業の経営改革・業務改革を支援致
します。

Digital Analytics

「データサイエンティスト」

データの収集と分析・解析を実施し、
機械学習・人工知能技術を使って
モデルを構築、業務課題解決に貢献

モデル構築
・管理
データ分析
・解析

データ収集

ABeam
AIデジタル
フレームワーク

デジタル基盤構築・運用

デジタル
戦略策定

Digital Strategy

「デジタルストラテジスト」

データサイエンティストのアウトプット
を解釈し、デジタル戦略築定と
デジタル改革を実行

Digital Implementation

「デジタルアーキテクト」

デジタル改革実現のため、機械学習・
人工知能基盤、データ分析基盤を
構築、AIプラットフォームの導入・
運用・保守を行う
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サービスのアプローチ
ABeam AIのアナリティクスサービスは、ビジネスコンサルティングとアナリティクスコンサルティングを融合させ、データ分析・解析結果に基づき戦略
立案から課題解決までを支援します。最新のデータ分析・解析技術を活用することで、ビジネス課題の解決に向けた施策の導出期間を短縮化し、施
策効果の向上を図ります。

ビジネス領域
マーケティング / 流通

サプライチェーン / 生産管理

• 顧客価値の創出
(ロイヤリティ / アップセル )
• マーケティングキャンペーンの
効果向上
• 店舗開発 / 営業力強化
• デジタル・エクスペリエンスの向上
• 商品カテゴリ / パッケージング
管理の適正化

官公庁

• 生産工程の最適化
• 歩留まりの向上
・設備稼働率の向上
・在庫の最適化

金融

• 行動プロファイリング
• 脆弱性の発見

ライフサイエンス

• 資産管理の高度化
• ポートフォリオのパフォーマンス向上
• クレーム管理の最適化
• クレジットリスク感知の精緻化
• 不正行為発見の高度化

人材開発

• 臨床試験結果の高度化
• 市場アクセス戦略開発
• 基礎研究の早期化

• 社員の能力レベル維持
• 勤怠管理の高度化
• 事故発生の最小化

アプローチ（例）
フェーズ
ビジネス
コンサルティング
アナリティクス
コンサルティング

Ⅰ. 構想策定 /仮説設定

ビジネス命題
の設定

分析環境調査

Ⅱ. 仮説検証 /ビジネスルール特定

因子の洗い出し /
仮説の設定
分析・解析方法の検討

（業務・システム・データ） 分析・解析データ

取得可能性の検討

Ⅲ. 施策実行計画

Ⅳ.施策実行

仮説の検証

解析
環境構築

データ
分析・解析

ビジネス
ルールの特定

戦略活用

施策の策定・
優先順位
付け

施策実行計画策定

施策実行

HyperCube

見えない関係性・法則の発見
（予測・マイニング）

HyperCube®、SAP®、Predictive Analytics®、SAS

現状の見える化
（レポート /OLAP/ダッシュボード）

Amazon、Microsoft

SAS、Oracle、Microsoft

データ収集 /統合
（ＤＷＨ/ＥＴＬ）

オンプレミス型

クラウド型

データ分析・解析テクノロジー／ソリューション

HyperCube®

従来の統計解析とは異なる手法により、
ビジネス課題に
直結する知見をモレなく効率的に発見することが可能
多様なデータ項目を一括で多次元分析することで、複雑
な事象をシンプルに素早く解明

SAP®
Predictive
Analytics®

アライアンスパートナーであるベリングポイント社と、
アジア初の HyperCube ライセンス使用契約を締結

< 特徴 >

統計解析やデータマイニングなどの高度な分析手法が簡単
な操作で利用可能
過去実績／履歴データから、将来の傾向や見えないパターン
を高精度・高速に算出
SAP HANA との連携により、
より高度な分析と大量データ
のリアルタイム処理を実現（その他 SAP 製品とのシームレス
な連携が可能）

< 特徴 >

● 短期間で大量の変数を一度に分析し、戦略提言・施策立案・効果検証
までを一貫して提供
ライセンス購入不要で分析のビジ
● データ分析を初めて行う場合でも、
ネス貢献を短期間に検証
● 統計的手法の限界を超える、新たな分析アプローチ（n-dimension
model）の提言

● 統計の知識が不要
● 洗練されたインターフェースとレポート機能を具備
● SAP 他製品との連携で導入コストを削減
モデル構築およびモデル展開を自動化し、
● ODBC からのデータ作成、
効率的な予測分析を実現
※記載されている会社名および製品名は各社の商号、商標または登録商標です。

支援実績

例

分析結果から構築した戦略をビジネスへ活用し、実際の業務運用に定着させていくことで、企業のBusiness Intelligence 力を高めていきます。

プロダクトポートフォリオ
の改善

キャンペーン効果
の最大化

顧客育成戦略
の策定

商 材ごとの 顧 客 分 析 により
商品ライフサイクルを定量化

企業の成長フェーズに合わせ
た訴求タイミングの最適化に
よりキャンペーン効果を最大化

パレート分析、RFM 分析など
のさまざまな手法を用いて顧
客資産を棚卸しし、顧客ポート
フォリオを作成

業績管理指標
の改善

PL/BS データとオープンデータ
を融合し、重要指標となる要因
（ルール）
を抽出し、新たな主要
業務指標を作成

生産工程における
予測分析

目に見えない生産ラインの不
具合や、製品の破損の要因（ル
ール）を抽出し、予防保全など
に適用
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