
AI駆動型の
営業マネジメント

現場を効率化するデータ管理

製薬業界での販売手法
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データサイエンスの進歩は飛躍的で、消費財メーカー

は、すでにデータからさまざまなインサイトを獲得し、 

それに基づくプロモーションを実施している。一方、 

医薬品の販売データは、個人情報保護に関する規則や

多段階に及ぶ流通チャネルの関係から、多くは高度に

匿名化されている。しかし、そのデータは消費財メーカー

のデータのように、現場の効率やプロモーションの成功

を導くインサイトを得るために役立つ貴重なデータが 

膨大に含まれている。特に、製薬会社の営業・マーケ 

ティング活動が医師の処方行動に及ぼす効果を直接 

可視化できない中では、データサイエンスがゲーム 

チェンジャーの役割を果たすことになることだろう。

製薬業界にとって必要なデータとデータツールは、 

すぐ手に届くところにある。AIベースの予測分析の技術

が伴うことで、それらのデータからインサイトを得て、 

行動を起こす準備が整うのである。 

概要
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マーケティング活動を 
製品販売に繋ぐ

AIを活用した医薬品販売の

可能性の開拓
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製薬会社では、同等の効果を持つデータサイエンス・ツー

ルの導入が遅れている。ヘルスケア市場の特殊性として、

詳細な現場データの入手が困難であることが挙げられる。

革新的な製薬会社であれば、薬代を支払う保険会社の

職員や薬を服用する患者ではなく、医薬品を処方する

医師やその他の医療専門家とやり取りをしているが、製

薬会社が処方に関する詳細な情報を入手することは、多

くの国で禁止されている。

消費財メーカーであれば、消費者の行動を簡単に追

跡し、自社の営業活動やマーケティング活動に結びつ

けることができるが、製薬会社の場合、商業的な原因と

効果を同じように明確に特定することはできない。むしろ、

医師との対話チャネルがより多様化しているため、この問

題は近年さらに深刻になっている。医師が新製品に出

会ってから最終的に処方されるまで、今日の「顧客」であ

る医療従事者が経験するカスタマージャーニーには、デ

ジタル・アナログ・対面等といった様々な場での活動が

含まれているのだ。 そして、製薬会社では、異なるチャ

ネルの管理を別々のチームに任せていることも多い。

これらの現状は、多くの製薬会社のビジネスのインプット

とアウトプットの関係性、つまりマーケティング活動や営業

努力とその先に至る製品の売上との関連性を包括的かつ

確信を持って分析できる状況にないことを示唆している。

多くの製薬会社では、利用可能なデータを活用するので

はなく、ベンチマークされた仮説、専門家の経験、社内の

一般的な製薬会社においては、進歩するデータサイエ

ンスを十分に活かすことのできない伝統的な営業やマー

ケティング手法が依然として行われている。 これは、この

分野の法的規制や、販売チャネルと流通チャネルの分

離により、消費者データが高度に匿名化されているため

である。その結果、製薬会社は営業活動の計画・モニタ

リングのために、顧客行動に関する実証的なデータでは

なく、電話応答率やターゲットとなる医師のカバー率等と

いった間接的なデータを使っている。これらの間接的デー

タは、高度に集計された段階で、かつある時点について

収集されるものであり、消費者の行動一つ一つを継続的

に記録したものではない。営業やマーケティングの担当

者が「ネクスト・ベスト・アクション」を判断するための支

援を行うツールはあるが、彼らの提案は通常、実際の顧

客の反応ではなく、営業チャネルの組み合わせや、電

話応答率等の確立されたパターンに基づいている。また、

現在の顧客反応を調べる方法も、現場担当者から通話

の品質に関するフィードバックに基づいて集計されること

が多く、このアプローチでは、実際の処方行動の変化と

結びつけることはできない。

だからこそ、AI駆動型の営業マネジメントやマルチチャ

ネルマーケティングが、製薬会社にとって営業活動の効

果を最適化する大きなチャンスとなるのだ。

すでに他業界では、営業活動やマーケティング活動の

情報を AIに学習させ、大きな成功を収めている。 一方、
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Source: SimCog, Roland Berger

慣例に基づいて営業マネジメントが続けられている。

しかし、そのやり方はもう必要ない。すべてのデータ保

護規制を守りながら、情報のギャップを埋め、パターンを

特定することは、ビッグデータ解析の中核となる強みであ

り、アルゴリズムにより、インプット（マーケティング活動）と

アウトプット （販売結果）の間に連続的な繋がりを確立す

ることができる。 これらのツールを正しく適用することで、

製薬会社は、マーケティング活動と製品販売との間の実

証的な関連性を、これまでにない透明性でデータに基づ

いた確認ができる。そうすると、個々の医師の嗜好から一

般的な市場動向まで、売上を大きく伸ばす要因を特定す

ることができるようになる。最終的に、AI駆動型の営業マ

ネジメントにより、企業は圧倒的なレベルで詳細なインサ

イトを獲得し、顧客ごとに最も効果的なマーケティング活

動を選択できるようになるのだ。

マルチチャネル・カスタマージャーニー

認知 情報収集 購入検討 購入 継続的接触

PR

デジタル オフライン 対面

メール 
マーケティング

サードパーティーの
Webサイト フォローアップ

セルフリサーチ 電子出版物

Webサイト ポッド 
キャスト

ミーティング 

ミーティング アドバイザリー
ボード

ソーシャル
メディア

ホワイト
ペーパー

出版物 ウェブ 
キャスト

出版物 ウェビナー

トレーニング

製薬会社におけるコミュニケーション形式は、ますます複雑になってきている。 
実際にどの要素がどのような影響をもたらすのかを知るためには、より深い分析が必要である。 
それでいて、最適なアプローチだけでなく、個人に合わせたアプローチまで判断することも重要である。

重要なことは、製薬会社は 
すでにAI分析に必要なデータの 

ほとんどを保有している 
ということである。

企業としての意志があれば、 
新しいインサイトを生み出す 

ことができるのだ。
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1

AI駆動型の営業マネジメントにより、 
これまでにないインサイトを得ることができ、
より効率的、効果的なマーケティングと 
営業を進めることができる。

ターゲットとする医師へのアプローチは、 
実際、どのくらい効果があるのか？

すなわち、使われている営業チャネルはどのくらい 
効率的なのか？

2
ターゲットとする医師は、デジタル ・ アナログ等の
各形式に対し、どのくらい受容性があるか？

すなわち、企業はどのようにターゲットの医師を 
分類できるか？

3
個々の医師にとって最適な営業チャネルや 
アプローチ頻度の組み合わせは何か？

すなわち、個別のやり取りにおいて 
最適なパターンは何か？

4
個々の医師に対する 
「ネクスト ・ ベスト ・ アクション」 とは何か？

どうすれば、定型的なパターンを用いる 
のではなく、個人の真のニーズに 
応えることができるのか？
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確に特定するために使うべきである。

製薬会社が入手できる外部データには、特定の製品

やその類似品の販売履歴や処方履歴、あるいは医療

従事者の処方可能性やその業務に関する情報等があり、

各国の規則に従って、セグメント別等で情報が提供され

ている。処方行動に関するデータは、市場によって大きく

患者と医師との繊細な関係から、製薬会社は、他の業

界の企業と比べて、深く詳細な市場データへのアクセス

が制限されている。また、製薬会社がデータ分析ツール

を構築する場合、プライバシーやコンプライアンスに配慮

する必要もある。しかし、このような制限があるからと言って、

膨大なデータの宝庫を製薬会社の中に眠らせたままに

せず、マーケティング活動のパターンと販売結果をより正

企業に眠る
データの宝庫の活性化

私たちのアプローチ
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イベント・学会からのHCP（医療従事者） 
参加データ

医師のウェブページからの 
ログインデータ

無料でアクセス可能な社会人口統計データ 
（保険加入状況等）

SimCog社のベンチマーク

直近の処方箋データ 
（例：医局レベル）

直近の日次／月次売上データ 
（例：直営店レベル）

主要な競合製品の処方箋／ 
売上データ

CRMにおける営業活動データ

その他のCRMデータ（顧客マスターデータ等）

マルチチャネル・ツールのキャンペーン・データ

売上・処方箋

注力している製品 
またはアナログ製剤のデータ履歴

既に購入済みのHCP（医療従事者）の 
ポテンシャルとセグメンテーションデータ

データの 
統合と 

継続的な更新

BIG

DATA

これまで別々であった 
既存のデータソース

Source: Roland Berger

製薬会社は、様々なやり取りや詳細な販売データ等、

粒度の細かいデータを多数保有している。

それらのデータを統合することで　

　　　　　　　隠された情報を導き出すことができる。 
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1
2

34
従来の表計算ソフトによる情報処理の限界を超えるほど

のビッグデータを生み出している。企業が保有する情報

から建設的な情報を正確に抽出するためには、AIやデー

タマイニングツールに頼らざるを得ない。

しかし通常、データだけでは経営課題を解決すること

はできない。 これまでの私たちの経験から、データを保

有し、十分な処理能力を持つだけでは十分ではないこと

が分かっている。

建設的なデータ分析を行う鍵は、企業の戦略に照らし

合わせて正しい問をすることから始めることである。  例え

ばデータを使ってインサイトを導き出すと、現在の大ヒット

異なる。例えば、米国では個々の医師の処方データまで

詳細に調べることができるが、ドイツではデータの細分化

は一定の医師集団までのみ可能である。 また、スイスで

は通常、データを全く細分化することができない。つまり、

課題は国によって大きく異なっている。 しかしながら、適

切なデータ分析ツールを用いれば、それらの課題すべて

に対処可能である。

　製薬会社が日常的に利用できるデータは、様々な種

類（variety）と量（volume）があり、その正確さ（veracity）
や処理速度（velocity）、価値（value）も様々である。この「5
つの V」の組み合わせは非常に多くのパターンが存在し、

Data  
accuracy
導入している 
CRMの質により変動 

Velocity
•  日次の活動 
    データ

•  月次や 
   週次での 
   売上データ 等

Volume
手作業で処理するには 
複雑で膨大すぎる 
データセットが存在

Value
活動の真価を 
適切に評価できる 
販売データ

5
Variety
•  訪問
•  電話
•  マルチチャネル　 
   等

高

低
リアル
タイム

多

一括

MB

GB

TB

PB

少

$

$$

$$$

製薬会社における
データの複雑性

Source: Roland Berger

製薬会社の営業部門は、 
十分なデータセットを保有するが、 
非常に膨大で複雑な状態にある。

販促に有効な全てのインサイトを 
手作業で導き出すことは難しい。
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ルの初期段階における徹底的なレビューが不可欠である。

そうすることで分析結果が本当にビジネスの成功に繋がる

かを確認し、必要に応じてパラメータの調整を行うのだ。

この方法は、変動の激しい現代も有効であることがす

でに証明されている。 COVID-19 のパンデミックの際、あ

る製薬会社は販売分析に AIを活用し、競合他社をリー

ドした。様々なロックダウンシナリオにて影響をモデル化

し、売上への影響、売上への打撃を補うための最適なマー

ケティングチャネルの他、販売チャネルや、その他のプロ

モーション手段に対する最適な投資量等を正確に把握

することができたのだ。

商品に資源を投入するのが最も効率的な営業マネジメン

ト方法であることが容易に分かる。短期的に見れば、これ

は営業活動にとって理にかなっているかもしれない。しか

し、まだ収益性の低い発売されたばかりの自社製品を軽

視することは、長期的な営業の成功を不確定なものにす

る危険性もある。データツールを応用する前に、このよう

な戦略的なトピックをまず定義する必要があるのだ。デー

タサイエンスの効果を発揮させるためには、企業戦略とそ

の活用を密接に連携させる必要があり、適切なパラメータ

を設定することによってのみ、アナリティクスは有用な結果

を出し、ユーザーの実際の行動に繋がるインサイトを導き

出すことが可能になる。特にそのためにはデータ解析ツー
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Source: SimCog, Roland Berger

例えば、ビジネスインパクトを測る場合、企業はAIを活用した 
アプローチにより、営業マネジメントを最適化することができる。 

これは不安定な時代にも対応可能で、「どのCOVID-19シナリオで 
どれだけの売上を失うか？」、「どの代替チャネルを推進すべきか？」、 

「どの取り組みを通じて、どれだけの売上を補えるか？」 
等といった問に答えを導き出すことができる。
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AI駆動型の営業マネジメントは、思い込みや直感、仮

説を、データにより検証されたインサイトに変えることがで

きる。そうすることで営業やマーケティング等の活動を飛

躍的に向上させ、時間をかけて更なる最適化を進められ

るのだ。アルゴリズムは、インプットとアウトプットの間の繋

がり、マーケティングと販売結果の間の繋がりを明確に確

立し、営業の成功を測定するための要因を特定する。増

え続けるデータベースと学習アルゴリズムにより、予定さ

れた営業活動の影響を正確に予測し、ビジネスの方向

性の検討や業績予測を支援することが可能だ。

製薬会社はすでに必要なデータを手にしており、あと

はそれを活性化させるための意志を確かに持って、実行

するだけだ。ローランド・ベルガーと SimCog社は、4 つ

のステップで、データをインサイトに、直感を実証された

エビデンスに変えることができる。

インプットとアウトプットを
結びつけるAIの活用

私たちのソリューション

プロセス概要
AI駆動型の営業マネジメントを行うことで、 
数々の仮説から検証されたインサイトを導き出し、 
機械的な相関関係だけでなく、仮説主導で 
真の売上アップにつなげることができる

既存のデータを使って継続的な学習と検証を行うため、

製薬会社は AIを活用した営業マネジメントをすぐにでも

導入することが可能だ。データの不整合や記録の不備に

も容易に対応でき、成果の妥当性を確保することができる。

ローランド・ベルガーは、データ・ドリブン・インサイト

により日々のビジネスに真の付加価値をもたらすため、戦

略的思考とデータサイエンス能力の融合で知られる

SimCogと提携している。

また、ローランド・ベルガーは、製薬業界に対する深い

理解とデジタル化に関する先進的な知見に基づき、AI
を活用した次世代の営業マネジメントの定義と実行支援

を行っている。 製薬業界における営業効率と戦略的意

思決定への深い理解により、当社の戦略アドバイザーは、

戦略構想だけでなく商業的な成功においても優れた実

績と数十年の経験を有している。

戦略の再構築・ 
データベース構築

I
II

III

IV

データ解析

販
促

手
段

の
見

直し

デ
ー

タ
管

理
(統

合

・更
新)

継続的な 
学習と検証
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ローランド・ベルガーのエキスパートは、これまで 
ヘルスケア分野の営業チームとパートナーシップを組んだ経験
があり、現場で成功するために必要なことを熟知している。 
ローランド・ベルガーの強みは、過去のマーケティング活動や 
計画されたマーケティング活動からインサイトを導き出すこと。 
売上予測のモデリングに成功した実績を持つ 
SimCog社の強みと相通じるものがある。

Step III

Step I

Step IV

Step II

ポートフォリオ・業績・営業体制の見直しや 
競合他社や市場環境の分析、売上予測・目標の立案

商流のインプット・アウトプットに関する仮説の策定、 
データベース設計の実施

得られたデータと 
AIを用いたパターンの抽出や 

変数間での相関の抽出

AIにより得られた結果の妥当性の 
検証とデータからの示唆の抽出

最適なデータパラメータの特定

他リソースからのデータの 
見直し・統合

必要に応じたデータソースの 
範囲拡大、データベースの更新

得られた示唆に基づいた、 
各販促チャネルの組み合わせ等の 

シミュレーションによる販促効果のモデル化

予測精度向上のための、 
継続的なアルゴリズムの改善

Source: Roland Berger
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利用可能な（過去の）データから

の学習

 > 利用可能なデータの統合と結合

 > パターン認識のためのアルゴ 
リズムの実行

過去データの解析・検証

 > データベースの充実

 > （新データ、将来予測データ、 
追加データ等の収集）

 > フェーズ 1 における過去の予測 ・
説明データの検証

 > 営業計画会議への予測の組み
込み

 > 予測精度の向上

 > 最適な販促シナリオのシミュレー
ションや評価粒度の向上等

 > モデルへの信頼の構築

 > 過去の事例を鑑みた活動の 
定量的な評価

 > より精度の高い HCP 
（医療従事者） のセグメンテー 
ションとターゲティングのための
基盤構築

Phase 1

A
ct

iv
iti

es
Re

su
lts

Phase 2 Phase 3

営業部隊の舵取りに関する 
リアルタイムでの支援

 > プロジェクトのような支援体制か
ら、統合された継続的な体制へ
の移行

 > 営業計画策定やインセンティブへ
の AI予測の組み込み

 > リアルタイムでの継続的な 
影響測定

 > 意識の変化 ： 活動ベースから 
アルゴリズムに基づく営業計画へ
の移行

 > より確実な営業計画

 > 公正でモチベーションを高める 
営業人員への報酬

AI駆動型の営業 
マネジメント実現に向けた 
3段階のアプローチ

プロジェクト開始からの時間の経過・データの親和性

営
業

力
／

マ
ル

チ
チ

ャ
ネ

ル
の

生
産

性

AI駆動型の営業マネジメントの構築は、 
過去のデータセットを使うことで 

すぐに始められる。

この手法をうまく活用することで、 
顧客に合わせたセールスミックスや、 

本当の意味での「ネクスト・ベスト・アクション」を

見出すことができる

Source: Roland Berger

ローランド・ベルガーと SimCog社は、企業が保有す

るデータの未知なる可能性を引き出す概念的な基盤と

実践的なツールを提供しています。私たちは、理論だけ

でなく、具体的な成果をクライアント企業に届けています。

私たちは、ビッグデータとAIを活用し、企業のマーケティ

ングや販売体制を最適化し、効率的に収益を上げること

を支援しています。変動の激しい時代において、数々の

危機がビジネスに与える影響をより正確に予測すること

ができるよう、各チャネルへの影響に関するインサイトを

提供しています。そして、クライアント企業は、最も影響

の大きなチャネルを確実に選択することで高い効率で活

動を推進することが可能です。

私たちのエキスパートは、クライアント企業の課題とそれ

に対するソリューションについて、いつでもご相談に応じ

ます。 AI駆動型の営業マネジメントに向けた変革をご希

望される場合は、ぜひお問い合わせください。
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