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はじめに

営業部長

 「佐藤君、何でこの程度の契約を取ってこれないんだ！ 私

のやり方でお客様に提案してきなさいと言っただろう。あ

のお客様は絶対にA商品が必要なんだ！ しっかり提案し

てきなさい。それとも私が間違ってるって言うのか?」

佐藤君

 （そんなこと言っても、あのお客様には必要ないと思うん

だよなあ。いつまでも昔の勘に頼ってもらっても、今は時

代が違うのに……）

また、他の場面では、

田中君

 「部長、先月は力及ばずすみませんでした。今月はもっと一

生懸命に頑張ります！ 絶対に売ってきます。売れるまで

帰りません！ 見ていてください!!」

営業部長

 （根性があるのはいいんだけど、ちゃんとお客様のことを

考えて提案しているのかなあ……）

昔の勘にばかり頼る上司、熱意だけは立派な部下、みなさん

のまわりにもいるのではないでしょうか？

戦後から高度経済成長期にかけての「モノが足りない時代」
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であれば、勘や熱意だけでもモノは売れたかもしれません。

しかし、現在のようにモノが溢
あふ

れ、国内市場の成長率が鈍化

し、また経済環境が目まぐるしく変化する中では、勘や熱意だ

けではどうにもなりません。

勘に頼らない“商売のセンス”を持つ上司であれば、あなたに

数値的な根拠を求めてくるでしょう。

熱意だけでない“商売のセンス”を持っている部下であれば、

おそらく数値的な根拠に基づいた提案をしてくるでしょう。

そう、今日の“商売のセンス”は、勘でも熱意でもなく、根拠

となる「数値データ」にその源泉があるのです。

「モノを売る」ということ以外にも、企業の中ではさまざまな

取り組みがなされています。それらはすべて、次のような何か

しらの「問題」を解決することを目的にしています。

◉いかにして売上を上げるのか
◉どうやってコスト削減をするのか
◉効率よく業務を進めていくためにはどうすればよいか
◉�組織のコミュニケーションをより円滑にする方法はない

のか
 ……等々

「仕事とは問題解決である」と定義できるほど、本書をお読み

のみなさんも、何らかの問題に囲まれているかと思います。

本書でいう「問題」とは、いわゆる「困っている状態」のこと

を言いますが、それら数ある問題を解決するために、「データ分

析」ほど威力を発揮するものはありません。

また何年も前から、ビッグデータやデータマイニングといっ

た言葉が流行ってきたように、いかにデータを有効活用してい

くかに、多くの企業が取り組むようになっています。しかし、

その一方で「データ分析が何でそんなにも必要なのか？」「具体

的にどう活用すればいいんだろう？」と疑問に思っている人も

まだまだ多いはずです。

本書を手にしていただいたみなさんは、何となく「データ分

析は重要なんだろう」とお気づきかと思いますが、なぜ重要な

のか、問題解決にどのように役立つのか、という点については、

深くご理解いただいている方は少ないかもしれません。

この本では、「問題解決の糸口を掴む考え方や方法」を、私が

コンサルティング現場で実践しているフレームワークを用いな

がらお話しします。また、問題解決とは切っても切り離せない

データ分析について、さまざまな事例を具体的に交えながら解

きほぐしていきます。あわせて、データ分析に必須のエクセル

（Excel）の操作方法についてもご説明します。

本書が想定している読者は、データ分析にはじめて取り組む

方、またはあらためて基礎から学びたいという方です。

今までデータ分析について特に意識していなかった方、必要

ないと思っている方にもぜひ読んでいただきたいと思っていま

す。きっとデータ分析についての認識が変わるはずです。

もちろん、データ分析をよくご存じの方にも満足していただ

けるような、ほぼ実例に近いケースも多く収録しています。

はじめに
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本書のベースは、2013年9月に『問題解決のためのデータ分

析』として出版され、好評をいただいた書籍ですが、刊行から約

5年半が経った今、事例等を大幅に入れ替え、全面的に加筆・再

編集した「新装版」として再び世の中に送り出すことになりま

した。

その間、何社ものコンサルティングを行ってきましたが、企

業の持つデータ分析スキルが向上してきたかというと、残念な

がらそのように感じることはほとんどありません。

「業務における数値の見える化」を売り文句にした「BIツール」

と呼ばれる情報ツールや、AI（人工知能）など、「データ分析」を

うたっているツールやシステムの技術は確かに向上していま

す。しかし、それらを扱うのは“人”です。その“人”がデータ分

析の考え方や扱い方を正しく理解することが重要なのです。

時代の変化に伴って、分析するもととなる数値が多種多様に

なってきていますが、データ分析の考え方や進め方は変わりま

せん。だからこそ、あらためて強くデータ分析の重要性をお伝

えしたいと思い、「新装版」として本書を出すことにしたのです。

そして、この本がビジネスパーソンや企業の問題解決につな

がり、結果として日本の社会・経済を元気にするために役立つ

のであれば、これほど嬉しいことはありません。

 はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 003

Chapter 0

 今、求められている
 データ分析
   今どきのビジネスパーソンは
   数字で語れてなんぼ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 012

Chapter 1

 データ分析は
 「課題の見極め」が9割
   1 ビジネスパーソンに求められる
   問題解決力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 022

  2 データ分析のアプローチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 030

新装版 問題解決のためのデータ分析　目次
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