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読者の
皆様へ

デロイトの年 3 回定期刊行物『Inside』を皆様にご紹介できることをうれしく思います。『Inside』は銀
行・資産運用会社・保険会社などの金融機関、公共部門、そしてヘルスケアセクターにおけるオペレ
ーショナル・エクセレンスに関する情報をお届けします。どの号も、ビジネス上の新たな課題にスポッ
トライトを当て、現在様々な業界が直面している問題やマーケットのベストプラクティスを提示しつ
つ、そのトピックに関する内部（Inside）の視点を皆様に提供する所存です。
経済が困難な時期には、規制をより良いものに改革し、コストを削減しようという機運が生まれます
。金融サービス業界は今まさに歴史の転換点に立っており、いまだかつてないほどの業務上／規
制上／経済上の圧力に直面しています。他方で、政府は公的医療の財政に関する構造的問題に
直面しています。このような時期に業界内で競争優位を維持するには、柔軟性や先を見越したアプ
ローチ、高い品質基準、新たな製品・サービスの提供能力が必要です。また、既存顧客を維持しつ
つ、新規顧客──財務安定性と競争優位性を認めた企業のサービスしか求めていない厳しい消費
者層──を引き付けることも必要となってきます。
収益性について見てみましょう。現在の利益率を維持または拡大するには、コスト・ベースラインを
効率的に管理し、製品やサービスの品質を下げることなく、そのベースラインを最適な水準に保つ
必要があります。このことは、企業はそのコスト構造を、「固定費と変動費」、「内製と外部委託」、「カ
スタマイズと標準化」など様々なトレードオフを考慮しつつ選択しなければならないことを意味しま
す。規制環境や技術環境の変化にどれだけ迅速に対応できるかは、企業の重要な評価指標となり
ます。最後に、クライアントの製品・サービスに対する定性的・定量的な要求の変化も考慮しなくて
はなりません。
したがって、企業のコスト構造を、時代のニーズに適合させることにより得られるオペレーショナル・
エクセレンスは、競争優位性を獲得するための基本要素と考えるべきです。業務の柔軟性の向上
や顧客対応の改善、コストの最小化、利益率の安定化は、オペレーショナル・エクセレンスによって
もたらされるものだからです。オペレーショナル・エクセレンスは、組織／プロセス／システムに関す
る最も効率的なビジネス・モデルを設計／実施し、限られたリソースの中でエンドカスタマーに最大
の価値を提供することを目指すものです。
『Inside』は、会社組織の様々なファンクションに関する幅広いトピックを取り上げ、それぞれのトピッ
クについて役立つ情報や専門家の意見を提供します。本誌の目的は、デロイトのグローバルな知見
と定評ある手法を活用し、企業がオペレーショナル・エクセレンスを通じて競争の激しいマーケットで
優位なポジションを獲得することを支援することです。
皆様が『Inside』で取り扱うトピックにご興味を持って下さることを期待するとともに、皆様の関心と支
援に感謝申し上げます。

バジル・ゾンマーフェルト
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
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デロイト

はじめに

銀行、資産運用、保険、欧州機関およびヘルスケア業界におけるエンタープライズ・データ・マネジメン
トに焦点を合わせた『Inside』誌の創刊号をここにお届けします。
現在の市場環境において、エンタープライズ・データ・マネジメントおよび関連するオペレーショナル・エ
クセレンスを目指す上での課題は、二つの要素の影響を受けています。一つは、どの業種の企業も絶
えず増大する規制要件に直面し、さらなる透明性と報告義務を求められていること。二つめは、クライ
アントがより「賢く」なってきており、より速いスピードで新たな要求を提示するようになっているため、企
業としても、より複雑な新製品を扱い、さまざまな厳しい報告要件に取り組みながら、同時にクライアン
トの要求により迅速に対処することが求められています。こういった状況により、企業が扱うデータ量
は急激に増加しています。金融セクターの例を挙げると、金融機関は扱う金融商品の種類が多岐にわ
たればわたるほど、より複雑なデータ環境を管理しなければなりません。データの総量のみならず、デ
ータの種類やユーザも増加しているため、データの整理やガバナンスの面でも新たな問題が発生して
います。適切なガバナンス構造／ルール／役割をどのように定義するかという問題も、現在この分野
で議論される主要トピックのひとつとなっています。
マスターデータおよび参照データ、さらにデータ管理のために設計された全プロセス／システムが、企
業のビジネス活動に影響を与えます。例えば、製品やクライアントの特性に関するデータは、ハイレベ
ルな意思決定と日常業務のどちらでも使用されています。信頼性の低いデータは、不適切な意思決
定、業務ミス、クライアント事故を招き、企業の収益性や風評に有害な影響を与えかねません。基礎と
なるデータの品質は、多数のステークホルダーに影響を与え、重大な結果（ビジネス上、レピュテーシ
ョン上、コンプライアンス上、規制上の結果など）をもたらす可能性があるため、オペレーショナル・エク
セレンスにおいても重要な戦略的価値を有するものとみなすべきです。効率的で正確かつタイムリー
なデータ管理は、企業のリスク低減/コスト削減に資すると同時に、新たな規制への対応を容易にして
くれます。
企業はそれぞれの業界ごとに、エンタープライズ・データ・マネジメントに関する独自の課題に直面し
ています。この『Inside』創刊号は、データ管理全般に関する傾向や問題について検討するとともに、そ
れぞれの業界独自の最新トピックにも目を向けます。さらに、データ管理モデルや現行の市場におけ
るプラクティスに関する知見を提供し、最適なデータ管理のための体制／プロセス／内部統制、およ
び必要となるシステム最適化のためのデロイトのアプローチを提示します。
この『Inside』創刊号をお楽しみいただけることを願っています。また、忌憚のないご意見をお待ちして

連絡先：
Pascal Martino（パスカル・マルティーノ）
ディレクター - アドバイザリー・コンサルティング

おります。
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スポット
ライト

優れたエンタープライズ・データ・
マネジメントは、データのライフサイク
ル全体におけるあらゆる問題への
抜本的な解決策となりうる
データに関連する問題は、CRM からファイナンス、業務運営、マーケティング、リス
クマネジメント、ベンダーとの関係などに至るまで、企業が行うビジネスのあらゆる
側面に影響する可能性があります。豊富なラインナップの製品を複雑な販売経路
で市場へ届けている大企業が、実は最も重要な顧客との取引量がどれだけなのか
を把握していない、ということさえあります。データを適切に活用できないと、意思決
定者は状況を正確に把握できないまま、手探りで業務を遂行することにもなりかね
ません。

デロイトは、データの分析／最適化への取り組み指針として、

本稿では、データそれ自体に着目すると同時に、最近動向

七つの構成要素から成る包括的フレームワークとして、堅固

によってデータがどのような影響を受けてきたかを見てゆき

なエンタープライズ・データ・マネジメントシステムを構築しまし

ます。したがって、データ管理に使用されるシステムの構成

た（次頁参照）。効果的なエンタープライズ・データ・マネジメン

要素については概観するにとどめ、データに直接関係する

トとは、データに関連する根本的な問題に取り組むためのア

構成要素について重点的に検討します。

プローチですが、その効用はそれだけではありません。エンタ
ープライズ・データ・マネジメント（EDM）はまた、そのライフサ
イクル全体にわたってデータを管理するのに役立ちます。包
括的な EDM ソリューションは、データのプロファイリング／クレ
ンジング／モニタリングを通じてデータ品質向上に貢献するも
のです。
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エンタープライズ・データ・マネジメントシステム
課題
報告事項やリスク対策として求められる要件の増加

• 規制当局／現地当局／クライアント／ビジネスパートナ
データの保持
／アーカイブ

メタデータ
管理

マスターデータ／
参照データ
管理

エンタープライズ
データマネジメント

データ
ガバナンス

ーに対する報告事項／求められる要件の増加

• リスク管理上、求められる要件の増加
データ量の増大

• 体系的データの蓄積によるデータ量の急増
• 新製品開発に向けた不断の努力がデータ量増加を大
きく牽引内部統制
内部統制

データ品質
管理

データ
アーキテクチャ
プライバシー
／セキュリティ

• 新たな規制による制限（資本要件など）に起因する内部
統制の複雑化への対処
複雑化

• 特定クライアントをターゲットとする個別製品開発など
により、複雑化／差別化の進む新規開発製品

• 差別化が進むにつれて製品間の差異は小さくなるた
め、製品の識別が困難となる。すなわち、差別化が複
雑性をもたらす主な要因となっている
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マスターデータ／参照データ管理

データガバナンス

そもそも「マスターデータ」と「参照データ」の概念は、

「データガバナンス」とは、組織内でデータを管理

データをその特性に応じて区別する必要性から生ま

するにあたってのルールを定めた一連のポリシー

れたものです。データの管理手法やシステムは、そ

／プロセス／手続を指します。より具体的には、

のデータ特性に適合したものを選択しなければなり

「企業データに関する責任の所在が明確に定義さ

ません。全てのデータは「マスターデータ」と「参照デ

れ、その責任者が業務遂行に必要なデータの一

ータ」に大別されますが、両者の主な違いは、その変

貫性／網羅性に責任を負う」ためのフレームワー

更頻度にあります。マスターデータは頻繁に更新され

クのことです。これは、所定のポリシー／プロセス

るのに対し、参照データは本質的に静的なものであ

／手続に関する説明責任を、具体的な個人へと

り、めったに変更されない属性を記述しています。「マ

割り当ててゆくことを意味します。

スターデータ／参照データ管理」の最大の目的は、
業務遂行にあたって利用されるデータの完全性と一

データ品質管理

貫性を担保することにあります。

意思決定においては、データがクリーンかつ正確
であることが前提条件となります。そのため、デー
タの信頼性を担保する「データ品質管理」フレー
ムワークが確立されていなければなりません。デ
ータ品質管理の責任者は、データ品質に関する

デロイトは、データの分析／最適化への取り組み指
針として、七つの構成要素から成る包括的フレーム
ワークとして、堅固なエンタープライズ・データ・マネ
ジメントシステムを構築しました
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問題を発見／分析／解決する責任を負います。
理想的なデータ品質管理を実現するには、事業
部門と IT 部門の協力が欠かせません。事業部
門、すなわちデータの社内ユーザーは、データ品
質上の問題点を IT 部門に指摘する責任を負って
います。

プライバシー／セキュリティ
これまでに何度も企業の顧客データ・機密データ漏洩問
題が大きく報道され、そのたびに渦中の企業の社会的
イメージは大きなダメージを受けてきました。今後、こう
した漏洩事件を防止すべく、各国当局がさらなる規制強
化を打ち出す可能性は極めて高いと言えるでしょう。し
たがって、企業は情報漏洩を防ぐため、どのシステム上

包括的な EDM ソリューションは、データのプロフ
ァイリング／クレンジング／モニタリングを通じて
データ品質の向上に貢献するものです

にどういった顧客データや機密データが保存されている
のかを記録した台帳を整備した上で、誰がどういったデ
ータへのアクセス権を持つのかを明確にする必要があ
ります。この文脈で言うと、企業は、データの可用性を
高めることによってもたらされる効率性と、アクセス権に
よる制限を通じて実現されるセキュリティとのトレードオ
フを検討しなくてはなりません。いずれにせよ、顧客デ
ータを確実に保護することが企業イメージの失墜を防
ぎ、競合会社との差別化要因ともなりうることを考えれ
ば、あらゆる企業が顧客データ・機密データの保護とい
うコンセプトを IT ポリシーに体系的に組み入れるべきで
しょう。
メタデータ管理
メタデータとは、データの属性情報に関するデータのこ
とです。「メタデータ管理」とは、データ定義やデータ利
用の一貫性を確保することにより、データのライフサイク
ル（すなわちデータの作成から利用まで）を通じた全社
データの標準化を推し進めるものです。
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データマネジメントの動向：
ユーザーの要求はより厳しく、
より複雑に
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企業データの変化を促す二大要因。それは、増大するデータユーザ
の要求と、ますます複雑化するデータの急速な蓄積です。
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データ量の増大と複雑化 - エンタープライズ・データ・マネジメントへの影響
急速に変化する現在の環境下において、あらゆる業種で規制要件の厳格化が進み、よ
り高い透明性が求められています。同時に製品も、差別化やカスタマイズによって複雑
性を増しています。業務プロセスやアプリケーションシステムは、常に最新の規制要件
や複雑化する製品に対応していなければなりません。これにより、社内外のユーザーの
要求に応えるためには、これまでにないほど多くのデータを収集する必要性が生じてい
ます（下図参照）。

エンタープライズ・データ・マネジメントシステム

課題
報告事項やリスク対策として求められる要件の増加

• 規制当局／現地当局／クライアント／ビジネスパートナ
データの保持
／アーカイブ

メタデータ
管理

マスターデータ／
参照データ
管理

エンタープライズ
データマネジメント

データ
ガバナンス

ーに対する報告事項／求められる要件の増加

• リスク管理上、求められる要件の増加
データ量の増大

• 体系的データの蓄積によるデータ量の急増
• 新製品開発に向けた不断の努力がデータ量増加を大
きく牽引
内部統制

• 新たな規制による制限（資本要件など）に起因する内部
データ品質
管理

データ
アーキテクチャ
プライバシー
／セキュリティ

統制の複雑化への対処
複雑化

• 特定クライアントをターゲットとする個別製品開発などに
より、複雑化／差別化の進む新規開発製品

• 差別化が進むにつれて製品間の差異は小さくなるため、
製品の識別が困難となる。すなわち、差別化が複雑性
をもたらす主な要因となっている
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社内外ユーザーの要求の増大
ユーザーも技術の進展を認識しており、これに伴って
期待水準を引き上げています。このため、ビジネス活
動／クライアント／サプライヤーについて、より詳細な
情報を、より容易に利用できるよう準備する必要性が
生じています。ユーザーが自ら利活用するデータに期
待する事項として、以下のものが挙げられます：

•

データ品質と透明性：社内外の高品質データの
取得、データの追跡可能性の確保、データ統合、
データ定義の共有、統制、社内外のコミュニケー
ションをより効率化するための共通基準、現実的
な影響分析など

•

データのカスタマイズと報告：多様なリスク指標、
パフォーマンス指標、パフォーマンス分析、流動
性指標、クライアントやビジネス部門に合わせた
グラフィックス、ダッシュボードなどの提供

•

独立性： IT 部門からの独立性（より柔軟かつ機
動的なカスタマイズや開発を行うため）

•

プロセス自動化による迅速なデータ作成：(1)複数
のデータプロバイダーから取得し、インポートされ
る（インポート時に制御を必要とする性質の）外部
データ、および(2)データの一貫性を担保するアー
キテクチャに基づいて構築された堅固なマスター
データ管理（MDM）が求められる、複数ソースか

データは一層複雑化し、更新頻度もますます上がっていま

ら取得された内部データを元に、ほぼ自動化され

す。さらに、意思決定に役立てるためには、データにエラー

た「データ生成」バリューチェーンの実現。このよ

があってはいけません。こうした事情により、企業の扱うデ

うなデータベースシステムを、ユーザーとのリンク

ータ量はきわめて急速に増大しています。

を集約する「ハブ」にすることができる。また、ハブ
ユーザの重複リンクを回避するサービス指向ア

長い目で見ると、データの複雑化と蓄積量増大が進むこと

ーキテクチャー（SOA）を構築する方法もある。

により、データ管理のシステムやプロセスも複雑化し、また

SOA とは基本的に、「アプリケーション・サービス・

システムやプロセスの維持／制御や、求められる品質を保

レイヤー」によってリンクされたアプリケーション／

つための労力も増えます。こうした圧力により、コストが増大

機能のセットをいう。データ作成の自動化は、正

します。しかしデータの可用性や有用性の向上は、アナリテ

しく設計／実施されれば、オペレーショナルリスク

ィクス活用によって新たなビジネス機会の創出へとつながる

関連エラーの減少、人的コストの削減を実現でき

だけでなく、社内のビジネスプロセス／製品／ステークホル

ると同時に、データの品質／透明性の向上に寄

ダー（クライアントやビジネスパートナーなど）や競争を取り

与する

巻く外部環境について理解を深めることができるようになり
ます。

企業は、絶えず変化し続けるマーケット／クライアント
／規制要件に遅滞なく対応しつつも、できるだけコスト
効率の高い方法で以上のような期待に応えていかな
ければならないのです。
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最近の傾向に見られる潜在的リスク
製品の複雑化やクライアントの要求増大という最近の傾向

• データの証明と追跡可能性の欠如：
- データの追跡可能性が必ずしも自動化されていない

は、次のリスクをはらんでいます。

（自動化はソルベンシーやバーゼルのような規制では
必要不可欠）

• ナレッジやコントロールの欠如：
- データ管理が適正に文書化されない

- 正確性および網羅性の欠如

- 社内外の複数データソースからの複雑なデータフロー

- 分類または基準の欠如

が引き起こす「混乱」や、背景のプロセスフローのモニタ
リング／追跡が困難となること

こうした潜在的な問題は、次のような品質リスク／商業リ

- ライフサイクル全体にわたりデータを追跡し、その変遷

スク／評判リスク／コンプライアンスリスクに発展する可能

をモニタリングする能力の欠如

- データに関する責任の所在のあいまい化（責任者
不在、または複数責任者が存在）

• 全体最適のコンセプトの欠如：
- 不十分なデータ統合、サイロ･アプローチ：個別管理とな
りデータの完全性／整合性／品質を担保する集中的な
データ管理システムの欠如

- 一意のデータ定義の欠如：部門ごとの事情から同一デ

性があります：

• 誤ったデータを報告してしまうというクライアント関連リス
ク

• 誤ったデータを報告してしまうという規制当局関連リスク
• 誤ったデータに基づき意思決定を下してしまうという経
営／統制／リスクマネジメントに関するリスク

• 企業経営層の活動に関するリスク
• 提携先やサービスプロバイダに関するリスク

ータが重複して別々に記録されると、データの整合性が
保てず、また不要なデータ管理／保守コストが発生す
る。企業内部では、データの形式／コード／定義を統一
すべきである。ベストプラクティスの例としては、金融取
引を行う機関を対象として提案されている単一かつ世
界共通の標準的な識別子である取引主体識別子
（Legal Entity Identifier：LEI）1 プログラムや、金融機関の
情報伝達に用いられる SWIFT コードが挙げられる。

- システムや部門の重複：異なる部門の異なるシステム
が異なるパラメータ／必要性に基づき同種データを取り

データは一層複雑化し、更新頻度が上がって
います。さらに、意思決定に役立てるために
は、データにエラーがあってはいけません。

扱うと、ここでもまたデータの重複およびそれに起因す
る不要な管理／保守コストが発生する

1 金融安定理事会
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業界
クローズ
アップ

欧州デジタルアジェンダの中核
をなす「データマネジメント」
欧州機関
チャールズ・デランクレー
（Charles Delancray）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

ラーラ・ロルティワ
（Lara Lorthiois）
マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

2013 年 7 月 1 日、クロアチアが第 28 番目の加盟国として欧州連合（EU）に仲間
入りします。EU の拡大政策を通じて数々の国家や文化がひとつになろうとしてお
り、同時にそれらに付随する大量かつ多様なデータも同じ傘の下に集まりつつあ
ります。
受動的にデータの影響を受けつつ、能動的にデータを活用

エンタープライズ・データ・マネジメントシステム

してゆくという独特のポジションを持っているのが欧州機関
の特徴です。データの集約が進む新時代、我々に新たに
突き付けられる深遠な政策課題に取り組むにあたり、多種
多様なデータを扱う欧州機関以上に態勢の整っている政府
機関は他にないでしょう。欧州には、こうした立ち位置を活

データの保持／
アーカイブ

マスターデータ／
参照データ管理

用し、こうした分野において受身に回るのではなく、先陣を
切って進んでゆくという特別な使命を負っています。EU は、
そのデジタルアジェンダ（欧州連合の今後 10 年間の成長戦

メタデータ
管理

略である「EU2020」の最優先事項の一つ）、フレームワー
ク・プログラムおよび EDM 関連政策等を通じ、効果的なエ
ンタープライズ・データ・マネジメント（EDM）を達成するため
の調整役という重要な役割を担っています。
欧州機関と各国行政府は、データ管理に関する内外「クラ
イアント」の期待（すなわち、データ保護、データの信頼性、
データの透明性、データの利用可能性、報告などに関する
期待）に応え、デジタル時代に適応するため、戦略的意思
決定における三つの重要要素、すなわち、「データガバナン
ス」、「プライバシー／セキュリティ」、「メタデータ管理」にと
りわけ注意を払うべきです。
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エンタープライズ
エンタープライ
データマネジメント
ズ・データ・マ
ネジメント

データ
ガバナンス

データ
品質管理

データ
アーキティチャ
プライバシー／
セキュリティ

データガバナンス
「科学データに関する専門家グループ（High Level Expert

欧州機関にとって、効率的かつ効果的なデータ管理のプ

Group on Scientific Data）」は 2 年前、欧州連合が「欧州諸

ロセス／ガバナンス／体制／統制のためのフレームワ

国における教育現場で普及しつつある IT スキル習得プロ

ーク構築は重要な関心事です。デロイトもこれまでに、欧

グラムの一環として、加盟国に対し、中等学校のカリキュ

州委員会総局がデータ管理に関する施策を導入するに

ラムにデータ管理とデータガバナンスの考察を組み入れる

あたって支援してきました。具体的には、データ品質基

ことを奨励している」2 と報告しました。データガバナンスと

準の定義、品質基準を満たすデータ整備、コード化・認

は、企業データが正確かつ一貫して所管および管理され

証・監査プロセスの標準化、データの一元的調整体制の

るようにすることを指しますが、これは国際社会の場面に

確率、主要関与者（例えば、データの所管者やコード化

おいても、欧州加盟国の信頼性と相互運用性を高める上

担当者）の役割／責任の特定／定義、統制の実施（業

で、重要な展開です。

務ルールやプロセス自動化）などが含まれます。

データガバナンスは技術の実用化を重視しています。欧州
は 現 在 、 「 デ ー タ 共 通 基 盤 （ Collaborative Data
Infrastructure）」の構築に投資していますが、その目的は
各国政府だけでなく、各種企業／機関／大学／個人にい
たるまで、多様なプレーヤーがどのようにシステムと関係
するか、という広い概念的フレームワークを構築すること
にあります。これは、欧州の公共部門にとってのもう一つ
の課題、すなわち「単一国内及び多国間のデータフローを
同時に取り扱い、安全でありながらオープンで、高い柔軟
性と信頼性を両立した、適性コストで高性能の共有データ
用基盤を整備する」というもう一つの課題のソリューション
となるものです。

2 Riding the wave, How Europe can gain from the rising tide of scientific data（波に乗る-欧州はどうしたら科学データの興隆を活用できるか）、2010 年 10 月
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/e-infrastructure/docs/hlg-sdi-report.pdf
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プライバシー／セキュリティ

欧州は、プライバシー／セキュリティの実現に必要な司法上

欧州機関と各国行政府は、透明性の確保とプライバシーの

の枠組みを欧州機関／各国機関／民間組織に提供するこ

尊重という相反するものを期待する大衆の圧力に直面して

とで、こうした価値の保護を後押ししています。EU 議長国ア

います。

イルランドは、データ保護を最優先事項の一つとして掲げ、
議長国の任期終了（2013 年 6 月）までにデータ保護改革に

こうした要求に対応するため、欧州委員会は 2012 年 1 月、

ついての政治的合意を形成しようと努めています 3。

ユーザーによる自身のデータのコントロールを強化し、企業
の管理コストを節減することを目的として、EU の 1995 年の

メタデータ管理

データ保護指令（95/46/EC）の改正を目的としたデータ保護

メタデータ（「データの属性情報に関するデータ」）管理の主

規則の総合的な改革を提案しました。

な目的は、リソース利用率を改善し、行政による統制／セキ
ュリティ、／個人情報、／コンテンツ・レーティング、／権利
の管理や保存などに関わる要求に応えることにあります。メ
タデータ管理は、データを保存するうえでの重要事項である

EU 議長国アイルランドは、データ保護を最優先事項に掲

だけでなく、EU 加盟国間でデータの意味を統一し相互運用

げ、議長国の任期終了（2013 年 6 月）までにデータ保護

欧州機関は 2010 年 1 月 1 日、欧州の行政組織のための相

を実現する上でも必要不可欠なものです。
互運用ソリューションに関する 6 カ年計画（ISA 計画）4 を策

改革についての政治的合意を形成しようと努めています

定しました。この計画の目的は、欧州各国の行政組織間に
おいて、効率的かつ効果的な電子的協働を促進することで

デジタル時代には、個人情報の収集と保存は避けて通れま

した。欧州委員会は ISA 報告書「Towards government open

せんが、技術の進展とグローバル化に伴い、データの収集

metadata（政府のオープン・メタデータに向けて）」 5 におい

／アクセス／利用態様は大きく変化してきました。いまや保

て、メタデータ管理を推奨し、行政組織が行うべき事項に次

険会社や銀行からソーシャルメディア・サイトや検索エンジン

のとおり言及しています。すなわち、行政組織はメタデータ

に至るまで、あらゆる企業がデータを利用しています。今回

を識別および文書化し、再利用できるようにし、不一致や統

の改革の目的は、オンライン・サービスに対する消費者の信

一すべき部分を見つけ出し、人間に可読な形式と機械に可

頼を高めることです。欧州委員会のビビアン・レディング副委

読な形式の両方でメタデータを提供しなければなりない、と

員長兼司法担当委員は次のように述べています。「個人デ

いう言及です。

ータの保護は、欧州の全市民の基本的権利ですが、市民は
必ずしも自分の個人データを完全にコントロールできている

加盟国間でメタデータへのアプローチを統一すること以外

とは感じていません。EU レベルにおける強力、明確かつ統

に、データの品質、相互参照性、整合性、再利用可能性な

一的な法的枠組みの整備は、デジタル単一市場（Digital

どを改善する方法はありません。

Single Market）の潜在力を解き放ち、経済成長やイノベーシ
ョン、雇用創出の促進に役立つでしょう」。このデータ保護指

メタデータ管理の強化は、欧州委員会の最優先政策のひと

令は一般方針を定めたもので、実際の施行は他の法令によ

つとなっています。というのも、メタデータ管理を強化するこ

って補完されています。また、EU 基本権憲章第 8 条およびリ

とは相互運用性を実現するために必要不可欠な要素であ

スボン条約も、EU 法適用範囲内のあらゆる活動に関するデ

り、したがってデジタル経済や、ひいては EU のデジタルアジ

ータ保護規則の根拠を提供することで、個人データ保護に関

ェンダの成功にとっても、核心をなす要素となるからです。

する権利を認めています（リスボン条約第 16 条）。

にもかかわらず、現在進められているメタデータ管理の政策
評価では、要改善事項が指摘されています。欧州機関と各
国行政府は、EU のメタデータ管理原則の適用を成功させる
ため、広く一般に向けた意識向上のためのメッセージ発信
の足並みを揃えつつ、ステークホルダーの関与とプロジェク
ト管理の継続性を確保し、それぞれが独自に行う重複した
労力などのムダを回避するよう、さらに検討すべきです。

3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm
4 http://ec.europa.eu/isa/

5 http://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/towards_open_government_metadata_0.pdf
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提言

課題と次のステップ

公的機関の業務運営を効率化するにあたって効果的なデー

グローバル、多様、有用かつ複雑なデータの急増は、今と

タ管理は必須です。効果的なデータ管理は、公的機関の「ク

いう時代を特徴付ける現象です。欧州における公的機関

ライアント」にとって大きな便益を生み出すことができます。

がこうしたデータを活用するため、堅固な電子データ管理

公的機関は、自らが保有するデータを真に活用することでど

の能力を確立するにあたって、次のような重要課題を克

のような価値を得られるのか、という認識が遅れています。

服する必要があります。

公共部門のデータは、規模やカバーする領域は圧倒的なの
ですが、残念ながら現状ではまだ効果的に活用されていま

第一に、欧州機関は「縦割り（サイロ）」で業務運営を捉え

せん。

る姿勢を改め、マトリックス・モデルに基づく運営を学ぶ必
要があります。技術的ソリューションもこれに合わせて再

欧州連合や各国行政府が電子データ管理のプラクティスを

設計し、組織横断的に持続可能な情報管理体制を確立す

発展させるためには、データ分析のためのソフトウェア／リソ

べきです。この点をクリアすると、次は、データの品質やア

ース／プロセスに投資するべきでしょう。そうすれば、（ウェブ

クセス可能性が重要な課題となってきます。というのも、

から収集できる）自らのデータを共有／加工し、またさまざま

欧州連合または各国の機関の中には、いまだデータのア

な行政組織／ソーシャル・データベース／企業データベース

クセスや操作を容易に行うことができず、しばしばハードコ

の多様なデータの統合ができるようになり、大きなメリットが

ピーでしかデータを入手できなかったり、互換性のないフ

あるはずです。例えば、ソーシャルデータと金融データを組

ォーマットで保存されているところがあるためです。また、

み合わせた分析により、不正を取り締まるなどの形で、サー

情報資産のシームレスな交換が行われていないため、複

ビス効率を向上させることが可能となるでしょう。

数のシステムからのデータ取得が行えないことがよくあり
ます。さらに諸機関は、大量の生データを一般に公開する

また、行政府がソーシャルメディアを活用すれば、公共サー

となると、プライバシーやセキュリティの面で懸念を抱いて

ビスを改善に役立てることも可能です。ソーシャルネットワー

います。最後に、EU の拡大に伴い、ステークホルダーが

クは、世論を読んだり、政策に関するフィードバックを入手し

増え、多様な文化的要素が絡むようになっていることが、

たり、より効率的に緊急情報を発信したりできる場を提供し

メタデータ管理などのベストプラクティスの確立をさらに困

ます。ソーシャルメディアを活用すれば、市民の声に対して

難にしています。

より機動的に対応しやすくなります。ソーシャルネットワーク
は、一般市民がより容易に抗議行動を起こせるようにするの

デロイトは、組織がデータを管理し、また近年現れてきた

に役立ちましたが、このことは政も同様に、同じネットワーク

データに関する課題や情報資産の急拡大などの現象に

を利用し、より積極的に市民とのコミュニケーションを図って

対応することを支援するフレームワークを確立していま

ゆくことが可能であることを実証しています。各国政府はよう

す。デロイトアナリティクスのパブリック・セクター・グルー

やく、フィードバックを受け、情報を共有し、市民とコミュニケ

プは、公共機関に固有の課題に対処するための業界知

ーションを図るためにソーシャルメディアが有用であることを

識とツールを保有しています。データマイニングやデータ

認識し始めています。

分析は、より良い政策策定や意思決定を可能としてくれる
ものです。

欧州機関は、メタデータ、マスターデータ、参照データなどあ
らゆるデータの管理について、統一的な戦略を採用し、文書

データは更新され続ける資源であり、その総量も絶えず増

化することを検討してもいいでしょう。例えば、デロイトはこれ

大し続けています。新たなデータが常に生成～収集～補

まで、マスターデータと参照データの管理をサポートするビジ

充されており、新しいアプリケーションが開発されるにつ

ネスプロセス管理ツールを推進してきました。こうしたツール

れ、既存データはこれまでの想定を超えた形で繰り返し利

をメタデータ管理に適用すれば、データの可視化や報告形

用され続けます。この情報主導の時代にあって、欧州機

式の統一を実現することができます。

関、各国機関、政治家などがデータ管理がもたらしうる機
会を認識する能力があれば、より良い政策を実施し、根拠
に基づいたより効果的な機関運営を行うことで、欧州経済
の活性化を実現するかもしれません。もしこれが実現すれ
ば、欧州は柔軟で信頼性があり、効率的な、各種専門分
野横断的および国境の垣根を越えた、極めて重要な資産
を手にすることができるでしょう。
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金融機関において、ますます
「効率性が求められる戦略的活動」
として捉えられつつあるデータ
マネジメント
金融サービス
パスカル・マルティーノ

ジュリー・シェドロン

イライアス・パンカート

（Pascal Martino）

（Julie Chaidron）

（Elias Pankert）

ディレクター

マネジャー

アナリスト

アドバイザリー・コンサルティング

アドバイザリー・コンサルティング

アドバイザリー・コンサルティング

デロイト

デロイト

デロイト

データ管理システムは、あらゆる銀行や資産運用会社の事業基盤において中核
的要素となります。効果的なマスターデータ／参照データ管理は、企業バリュー
チェーン全体を効率的に運営するにあたって要となります。
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参照データは記述的な性質を持つものですが（例えば、

フロントオフィスのポートフォリオ管理からバックオフィスの

金融商品／製品、クライアント、カウンターパーティ、帳

決済や報告に至るまで、ほぼすべての部門の活動におい

簿、コーポレート・アクション、予定表などの記述）、とは

て、日常業務遂行のための主要な情報源としてデータ管

言え、異なるトレードや取引で共有、再利用されます。参

理システムが使用されています。このことは、CRM（顧客

照データはしばしば「静的データ」と呼ばれますが、ます

管理）やリスクマネジメント、コンプライアンス、投資制限の

ますリアルタイム・データ（例えば、外部価格や市場デー

統制、内部報告や規制当局への報告、営業、投資制限な

タ）を含むようになっています 6。金融セクターでは、市場

ど、他の事業関連活動にも当てはまります。

データこそがデータ管理関連費用の中でもっとも大きな
比重を占めています。これには、外部データプロバイダー
からのデータ購入、対応するデータフローやデータベー
スの管理／制御に必要な人件費などが含まれます。

有価証券参照データの範囲
売買

取引執行

決済

リスクおよび
規制

サービス提供

効果的なデータ管理によるサポート

商品／
金融商品

帳簿

クライアント／
カウンター
パーティ

市場データ

コーポレート・
アクション

取引と
ポジション

6 白書：‘Growth, risk and compliance: the case for a strategic approach to managing reference data（成長、リスクおよびコンプライアンス：参照データ管理に向けた戦略的アプローチの有効性）’
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事業責任者間で共通のビジョンを持てるようにするため、デ

必ずしも参照データや有価証券の市場データのために選

ータ管理は部門レベルではなく全社レベルで取り組むべき

定されるデータベース・モデルと同じとは限りません。クラ

です。それを実行するには、機能横断的な主導体制や明確

イアント・データはローカル保存されることが多いのに対

なガバナンス構造、部門をまたぐ予算策定を含む戦略的ア

し、証券マスターファイルの場合、金融サービス会社は通

プローチを設計することが必要となります。

常、以下の三つのモデルのいずれかに従って構成してい
ます。

金融サービス会社は、下図においてハイライトされた二つ

• 有価証券マスターファイルの集中化。単一のチームが集

の主要要因を用いて戦略的アプローチを設計することによ

約的に証券マスターファイルの管理やモニタリングを担当

り、データ管理に関するクライアントや市場の期待（すなわ

• コンピテンシー・センターを配置した集中化。単一のチー

ち、カスタマイズやデータ報告、データ品質や透明性、独立

ムが大部分の有価証券の作成や統制を担当すると同時

性、自動プロセスを通じた迅速なデータ作成など）に応え、

に、事業チームに近い専門コンピテンシー・センターが、

データ量の増加に対応することが可能になると思われま

特定の専門知識を必要とする有価証券の作成や統制に

す。

責任を負う。この目的は、既存資源を活用して必要な専
門知識を提供し、必要に応じて社内で責任を配分するこ
とにある
データの保持／
アーカイブ

マスターデータ／
参照データ管理

• 完全な分散化。グループレベルで共有される証券マスタ
ーファイルは存在せず、それぞれの個別企業が自身の
証券マスターファイルを保有し、また自身のシステムやプ
ロセスを備えることもある。このモデルは、企業合併や既

メタデータ
管理

エンタープライズ
データマネジメント

データ
ガバナンス

存システムの未統合などといった過去の経緯を原因とし
て存在している。総じて証券マスターファイルの規模は、
取引のある有価証券が 5 万件（グループ・レベルでの連
結ベース）を超えることはない。管理対象となる有価証券
の規模や参照データのフィールド数が増えるのに伴い、

データ
アーキテクチャ

データ
品質管理
プライバシー／
セキュリティ

金融機関は、データ品質やプロセスの効率性を改善し、
経費を削減するため、データ管理モデルやガバナンスの
見直しを検討すべきである
証券マスターファイルの集中化はルクセンブルグの金融市
場において最も代表的なモデルです。このモデルでは、大
量の有価証券と参照データ・フィールド（5 万件から 25 万件

マスターデータ／参照データ管理のモデル

の取引のある有価証券）を効率的な方法で管理でき、グル

データ管理における三つのモデルの共存 － 証券マスター

ープ内の業務の重複（データフィード、データ検索、新規設

ファイルの重視

定、統制など）を回避でき、外部プロバイダーからの市場デ

金融機関は、データの利用可能性／整合性／即時性／正

ータ調達コストを最小限に抑えられます。

確性に応じて、自身の必要性に最も適合するデータ管理モ
デルを選択しています。データの種類によっては、異なるモ
デルを並行して運用することも可能です。クライアントや商
品データのために選定されるデータベース・モデルは、
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しかしながら、証券マスターファイルの集中化は、システムを

一部の金融機関では、特定の有価証券または参照データ・

選定、取得および実装しなければならないため費用がかか

フィールドに対する統制の実施に特化したコンピテンシー・セ

ります。そのため、ビジネスケースを慎重に評価しなければ

ンターを設置し始めています。その設置に伴い、会社は、社

なりません。有価証券管理を集中化することにより、参照デ

内で専門知識を有する部署に統制の責任を割り当てること

ータ管理チームはグループ内の地位と交渉力が共に強まり

によって、参照データの品質の大幅な改善を図れます。長期

ます。一般的に、データ管理の集中化は、外部プロバイダー

的に見ると、次のステップとしては、入力と統制の両方をコン

との間のデータ・ワークフローを含め、基礎的なプロセスの

ピテンシー・センターに担わせることとなるでしょう。一部の責

大部分の自動化を伴います。

任をコンピテンシー・センターに委任することは、品質改善な
ど数多くの利点を伴いますが、参照データの統制やプロセス
を失うなどの短所もあります。

モデル
1. 集中化（ハブ構造）

2. コンピテンシー・センター

説明およびステークホルダー

•
•
•

単一のチームが有価証券ファイルの管理とモニタリングに責任を負う

•

単一システム

•
•

データ購入価格のボリュームディスカウント

•
•
•

新規設定と統制業務の集中化
すべてのグループ企業と情報の共有

スケールメリット
プロセスおよび関連システムの標準化
単一のチームが大部分の有価証券の新規設定と統制に責任を集約的に負う
部門・事業単位での代表者が特定の有価証券の新規設定と統制を担当
－専門知識は事業目的に近いところに所在

3. 完全な分散化

•
•
•
•
•

すべてのグループ内組織にデータを配信
グループレベルにおける活用の効果と相乗効果
各部門のクライアントにとって大きな付加価値
個々の部門が自身の証券マスターファイルと専門チームを備える
相乗効果なし

•
•
•

重複コストの発生

•
•

異なる企業による重複した有価証券の作成

データプロバイダーに対する価格交渉力が弱い
分断され、異なることもあるシステム
異なる部門間で一定の有価証券に関する静的情報や価格が一貫しない可能性
（顧客への影響）

データフローの外部委託
データ・インテグレーター

•
•
•
•

カウンターパーティと間で SLA（サービス水準契約）を締結

•

グループ内全組織にデータを配信

•

柔軟性に欠けるソリューション

データの購入価格の残高逓減
高品質のデータ（外部データプロバイダーによるデータ整備）
受取データの品質の点検に的を絞った内部統制
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データフローの外部委託：プロセスと統制の最適化の機会

データガバナンス

こうした 3 モデルを、データ・インテグレーター（データの統合

データガバナンスはすべての事業活動に影響する極めて

を専門とする会社またはそのサービスを提供する別の金融

重要な機能です。企業は強固なデータガバナンス･ポリシ

機関）に対するデータフローの外部委託と組み合わせること

ーを策定することにより、効率的なデータ品質管理を達成

もできます。金融機関は、データフローの全部または一部を

可能となります。

外部委託することで、データの収集や入力よりもむしろ統制
に集中し、証券マスターファイルの管理に費やす内部資源

データガバナンスでは、個々の事業分野や IT 専門要員に

を抑制することができます。但し、ここでも有価証券に関連

責任意識を持たせるため、参照データの「所管」に基づい

するデータについてはデータフローの外部委託が可能です

た専用システムを設けることが求められます。データガバ

が、クライアントやカウンターパーティのデータについては

ナンスは、参照データのデータソースから報告までのライ

不可能なことがあります。

フサイクル全体をカバーしていなければなりません。

現在ルクセンブルグにおいて、参照データの規模が限定的

参照データ担当チームは、以下の問いに対する答えを把

なプレーヤー（5,000 件から 3 万件の取引のある有価証券）

握していなければなりません：

は、既存プロセスを外部プロバイダーに外部委託することを

•

誰がどのデータを使用しているか

検討しています。信頼できるビジネスケースは別として、デ

•

現在自らが管理している証券マスターファイルに含ま

ータ管理を外部委託するかどうかの意思決定における最重

れるデータは全て、事業部門によって効果的に使用さ

要要素は、データ品質に関する責任の問題です。一般に、
データ管理の一部を第三者プロバイダーに外部委託して

れているか

•

も、その責任はプロバイダーに移転されません。

主要フィールドおよび比較的「高リスク」のフィールド
はどれか

•

事業部門から何らかの新たな要請を受け入れるべき
か、それとも協議したり、代替案を提案したり、要請を
拒否したりすることが可能か

•

自分の有価証券データベースに含まれるデータの品
質をどのように監視すべきか

•

顧客に提供している報告の現状の品質を改善するた
め、自ら積極的に新たなデータやフィールドを事業部
門に提案しても良いか

一部の金融機関では、特定の
有価証券または参照データ・
フィールドに対する統制の実施
に特化したコンピテンシー・
センターを設置し始めています
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データガバナンスは、下図に示されたデータのライフサイクルの主要段階をすべてカバーしていな
ければなりません。

データ整形

データソース

データの収集と統制

• データ範囲の決定
• データの信頼性の確保

• 明確かつ共通のデータ収集
プロセスを確立

• データ導出ルールの決定
• ユーザーのニーズに応じ

• 高リスクのフィールドを識別
• リスク水準に応じてデータの

たデ―タ可用性とユーザ
ビリティの確保

適切性／信頼性／正確性を
検証するために、データ収集
プロセス全体を通じた統制を
確立

• データの追跡可能性の確

報告

• 規制に適合した様式の策定
• （内部および外部の）要件に
応じた報告のカスタマイズ

保

• データを規制要件に適合
さるためのルールの確立

データ品質のモニタリング
データ保管

プロセスの自動化による統制の強化
業界内では、証券データや参照データの規模増大に伴い、手作業による処理を、徐々に自動
化へと移行しています。こうした動きは、増え続ける取引を処理するために必要なデータ品質
向上の面でも重要です。一部のプロセスを自動化することにより、参照データ管理チームも参
照データの検索や収集から解放され、品質に直接影響を与える統制をより重点的に見てゆく
ことができるようになります。
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データ統制に関して言えば、関連する参照データ・フィ

このコストは、以下を実施することにより、大幅に削減するこ

ールドの重要度に応じて統制の優先順位を決めるのが

とが可能となります。

市場のベストプラクティスです。各参照データ・フィールド
の重要度は、エラーがクライアントや値決め、NAV に与

•

参照データ・フィールド数の合理化

えうる影響の度合いを考慮し、決定されます。

•

エンドユーザーのニーズの見直し

•
•

データプロバイダーのワークステーション数の削減

証券マスターファイルに新しい有価証券を設定する際、

•

市場データフローや事業チームの中核的拠点への集中

大半のユーザーが「全面的新規設定方式」を好んで選
択します。この方式だと、新しい有価証券のすべての参

化

照データ・フィールドを一から入力し、入力値が有効であ
ることが検証されるまで、新しい有価証券の設定が完了
しません。「全面的新規設定方式」では一般的に、一つ
の有価証券の記述につき、50 から 150 の参照データ・フ
ィールドを使用します。参照データ・フィールド数が 150
を超える場合には、「部分的新規設定」を使用すること
が可能です。この場合、必須入力となっている参照デー
タ・フィールドだけが必ず入力を求められ、その他のフィ
ールドは必要な場合にのみ値が設定されます。「部分的
新規設定」の場合、必須フィールドはユーザーの特性に
応じて変わります。

データプロバイダーに係る費用の最適化

当初の状況によっては、こうした施策を行うことで、データベ
ースにかかる総費用の 10～20％を削減できる場合がありま
す。
データ管理に特化したシステムを導入することで、より高い柔軟
性と機動性を獲得できる

大量の有価証券（5 万件以上）から成る証券マスターファイ
ルの場合、金融機関がコアとなる銀行業務システム（すなわ
ちポートフォリオ管理システム）から参照データ管理を切り離
し、専用システムを導入する例がみられます。これは、参照
データ管理チームの柔軟性を高めるとともに、成熟した市場
ツールを活用できるようにすることを意図してのことです。ま

データガバナンスでは、個々の事業分野や

た、専用システムによる参照データ管理を行えば、コアとな

IT 専門要員に責任意識を持たせるため、参照

なく、金融機関内外のクライアントからの特別の要求に対応

データの「所管」に基づいた専用システムを
設けることが求められます

る銀行業務システムに付随する特定の制約を考慮すること
することが可能となります。
集中化モデルやコンピテンシーセンターモデルは、すべての
部門が共有する固有の一システムによって支えられていま
す。システムの共有により、金融機関はさらなるオペレーショ

参照データの管理コスト（すなわち、データ取得コスト、

ナル・エクセレンスを実現できます。グループレベルにおける

人的コスト、システム費用）は、グループレベルではかな

コストシェアリング、相乗効果、およびスケールメリットなどの

り大きなものとなります。データの取得コストや人的コス

効果を享受できるのです。また、可視化／交渉力／柔軟性

トは、平均すると有価証券 1 件当たり 80～120 ユーロと

を低下させる恐れのある、他の部門への参照データ管理チ

推定されています。ルクセンブルグ市場では、約 8 万件

ームの統合を避け、専属的に参照データ管理を行う専門チ

の有価証券から成るデータベースの総費用は、平均で

ーム（「中核的拠点」）を設けることもできます。往々にして分

年間 650 万～880 万ユーロと推定されます（市場データ

散モデルは、部門ごとに異なるオペレーティング・システムが

の取得コスト及びその管理に必要な人件費を含む）。

導入されていることに起因して生じたものです。このため、各
部門のシステム開発が同じペースで進展せず、データベー
ス、有価証券およびそれに関連する参照データ・フィールド
の集中化によるコストや便益が共有できなくなります。
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データ管理におけるオペレーショナル・

その 会社のニーズに合わせ、オペレーショナル・エクセレ

エクセレンスに向けたアプローチ

ンスを達成するためのプロジェクトを優先づけたり、選定

先に述べたように、参照データの品質は、オペレーショナ

することができるようになります。

ル・エクセレンスにおける重要な戦略的側面として捉えら
れるべきものです。

オペレーショナル・エクセレンスを目指した効率的なモデ
ルを導入することにより、データのカスタマイズ／報告の

オペレーショナル・エクセレンスを達成するための第一歩
は、データガバナンスの現状／データ管理の現状を診断
することです。これにより、どういった部分に改善の余地
があるのかを把握することができます。また、当然ながら
優先事項やリソース状況は会社によって異なりますが、

カスタマイズ、データ品質と透明性の確保、（より柔軟な
開発を行うための）IT 部門からの独立性、自動プロセスを
通じた迅速なデータ作成など、ステークホルダーの要求
を考慮に入れた上で、彼らに最高の価値を提供すること
ができるようになります。

オペレーショナル・エクセレンスを実現するプロジェクトの事例
データモデルおよびガバナンス

•

グループ戦略に沿ったデータ管理の運用モデルの定義

•

その運用モデルを支えるデータガバナンスとエスカレーション・プロセスの定義

•

専門知識に照らしたデータ所管者の決定、および運用モデルやデータガバナンスに関するデータ

•

運用モデルやデータガバナンスを支えるバリューチェーンおよびプロセスの定義

所管者の責任の決定

データソース

•
•

•

すべてのレベルにおけるデ

プロセス

•

無駄のないレビュー及び以

•

RFP（提案依頼書）プロセスを

ータ定義の共有

下プロセスの自動化水準の

経たプロバイダー選定、および

エンドユーザーやクライアン

改善：

データ管理の柔軟性の向上の

トのニーズ／用途に合わせ

-

データ収集

た参照データ・フィールドの

-

データ入力

合理化

-

データ統制

データの追跡可能性の確保

-

報告

-

データ保存

事業活動やクライアントに対
し、財務上影響しうる度合い

•

システム

•

ための専用システムの開発

データのライフサイクルを

に基づき、参照データ・フィー

通じた統制の監視プロセス

ルドの優先順位を決定

の設計

データ品質の改善に向けた
「最重要」参照データ・フィー
ルドに対する統制強化

•

データの合理化を完了した
後に行うデータプロバイダー
と契約上件の再交渉
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ヘルスケア業界における
アナリティクスのための組織整備
ヘルスケア

マルコ・リヒトファウス
（Marco Lichtfous）
パートナー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

ペトラ・ハーゼンベルク
（Petra Hazenberg）
パートナー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

グンナル・モルティエ
（Gunnar Mortier）
シニア・マネジャー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

ローナン・ファンデル・エルスト
（Ronan Vander Elst）
シニア・マネジャー
アドバイザリー・
コンサルティング
デロイト

情報──信頼できる正確な情報──に対する要求の高まりを受け、ヘルスケア
業界は現在、劇的な変貌を遂げつつあります。政府、業界団体、コスト負担者、
医療従事者、患者などを含む外部から、一層洞察に富んだ情報、説明責任、透
明性を要求する圧力が増しています。また、内部的には、臨床医やリーダーに
対し、サービス品質や患者満足度、臨床成績の改善への要求がますます強まっ
ています

ヘルスケアサービス提供者は、より少ないリソース、より低い

持続可能なエンタープライズ･エクセレンス（組織の卓越

コストで、より良い成果を上げることを要求されています。上

性）を促進するための鍵は、洞察に富んだ情報に基づいた

述の外部要因や内部要因はパフォーマンス・リスクの増大に

意思決定を可能とするため、臨床システムの潜在力を活

つながる可能性があり、これを避けるため、自らの臨床成績

用できる仕組みを組織が整備することにあります。インフォ

や財務成績をより正確に把握しようとしています。「新しい標

メーションマネジメントと分析能力（一般に「アナリティクス」

準（new normal）」の中ではテーブル・ステークス（市場参加の

と呼ばれています）の整備が進んだ組織は、すでにめざま

最低要件）が変化しており、組織が成功を収め、最終的に生

しい成果を上げはじめています。例としては、臨床成績の

き延びるためには、患者集団に関して新たな洞察をもたらし

改善、保険謝絶事案の減少、回避可能な再入院の減少、

得るエンタープライズ・インフォメーション・マネジメントとアナ

および患者のサービス需要増大に対応するための情報リ

リティクス提供能力を手に入れることが必要不可欠となって

ソース活用の拡大などが挙げられます。

います。
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アナリティクスとは何か？

昨今、多くのヘルスケア企業が直面している落とし穴にはど

ビジネスアナリティクスは、典型的には財務パフォーマン

のようなものがあるか

ス、治療費償還、生産性、稼働率の分析などに活用されて

アナリティクスを組織の文化、意思決定プロセス、業務運営

います。クリニカルアナリティクスは、主にヘルスケアサー

に効果的に活用してゆくためには、いくつかの課題をクリア

ビス提供者がより効果的かつ効率的にサービスを提供し

する必要があります。技術的問題、データ上の問題、スキル

（死亡率や罹患率を指標とする）、患者の安全性を高め（兆

に関する諸問題に加え、こうしたプログラムの導入を阻み、

候検知）、集団ケアを改善する（公衆衛生プログラム、予防

スローダウンさせる可能性のある政治上、文化上、組織上の

接種、市場ニーズ）ために役立てられています。ヘルスケア

落とし穴も存在します。経営幹部は、こうした落とし穴の存在

という分野の複雑性ゆえ、ビジネス上／業務運営上の意思

を認識し、これに適切な備えを講じることにより、円滑にプロ

決定と臨床成績の明確な相関関係を導出するような適切

グラム実施への支持を得るとともに、プログラム導入に弾み

な関係性を見いだすのが困難な場合があります。しかしな

をつけることができるでしょう。

がら、効果的なアプローチによって関係性を理解することに
成功した場合、しばしば可能性に満ちた洞察が生まれるこ

組織上の障壁

とがあるのです。このため、アカウンタブルケア（米国にお

アナリティクス部門を組織内のどこに位置づけるかは、経営

ける医療保険支払モデルを指す）、変遷する償還モデル、

幹部の頭を悩ませる問題です。第一の候補部門は IT 部門。

サービスライン戦略などにより、臨床成績／財務指標／満

IT 部門がエンタープライズ・データウェアハウス（EDW）および

足度指標を組み合わせた統一的視点が求められるように

報告の責任を負っている場合が多いため、アナリティクスの

なる中、ビジネスアナリティクス／クリニカルアナリティクス

所管部署は当然に IT 部門だろう、と捉える人が多いためで

に基づくプロセス指標はいっそう重要性を増しています。

す。第二の候補部門は財務部門。財務部門は多くの組織に
おいてアナリティクスの最大ユーザー部門であり、事業の意

どのような名称で呼ばれるにせよ、その目的は明確です。

思決定の裏付けとなる情報を必要としているだけでなく、リス

すなわち、増加の一途をたどるデータを、一貫性・信頼性

クマネジメントやコンプライアンスに関するデータをも必要とし

のある方法で処理し、サービス品質と事業成績の両方の

ているためです。第三の候補部門は臨床部門。今日の市場

改善に役立つ洞察を生み出す、持続可能かつ応用可能な

で競争するため、クリニカルアナリティクスに基づく洞察や能

アナリティクス提供能力の確立と活用です。この目的を達

力を必要としているからです。これらに加え、新たに出現した

成するためにはまず、多くのヘルスケア企業がアナリティク

ゲノミクスなどを扱う研究部門も、研究内容がサービスの提

スという複雑な機会に取り組みながらも、障壁／障害は何

供と密接に関係しており、臨床の飛躍的進歩や新規の収入

なのかを認識することが重要です。これを理解できれば、

源につながる可能性のある複雑なデータセットを扱っていま

効果的にアナリティクスを導入するための道筋がより明確

すので候補となりえます。

となり、これを新たな競争優位の源泉とすることができるで
しょう。

データをめぐる覇権争い
今までに多くのエグゼクティブが、細分化されたデータや非
効率なプロセスから何とか必要な情報を入手し、これを活用

ビジネスアナリティクスは、典型的には財務

して成果を上げることに成功してきました。この結果、データ
の統制や所管が、極めて属人的かつ政治的な論点となって

パフォ ー マ ン ス 、治療費償還、 生産性、
稼働率の分析などに活用されています

いるケースがしばしば見られます。彼らはえてして個人的な
直感や多数意見に従い、自らの担当分野に関する意思決定
を行いますが、それは良好な情報にアクセスできなかった
り、これまで他の組織で機能してきた知識に依存したりする
方が容易であるためです。現状を打破し、全社的なアナリテ
ィクス・プログラムを導入するには、強力なリーダーシップと
組織内の行動変化を引き起こそうとする意思の双方が必要
となります。

.
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不明確な役割と責任
組織は、アナリティクス・プログラムの実施で困難に直面す
るにつれ、優先順位や役割をきちんと定義すべきであるこ
とに気づき始めます。どのプロジェクトを実施するか、提案
される複数のプロジェクトにどのような優先順位をつける
か、有能な人材をどのように確保するか、どういうデータが
必要か、そのデータをどのように維持管理するか、そしてど
のように効果測定をするか？こうした問いへの答えを出そ
うとすると、しばしば複数の部門やデータソース、スタッフ、
相反する優先事項を考慮しなくてはならない状況となりま
す（複数の部門から同時に、高品質のアナリティクスを迅速
かつ低コストで利用したい、という要望が出た場合など）。
正式な意思決定ルールが確立されていないと、往々にして
こういう場面でプロジェクトが行き詰まったり、期待値に届
かない結果しか出なかったり、アナリティクスユーザの不満
を引き起こしたりしかねません。また、全社レベルで一向に
何も進まないことに我慢できなくなった末端部門が、業を煮
やして独自のアナリティクスへの取り組みを始めてしまった
りします。

人材をめぐる競争

経営幹部によるアナリティクス・プログラムの主導

存在するアナリティクス上のビジネスチャンスを全て追求で

模範的なアナリティクス戦略とは、経営幹部の強力なリーダ

きるだけの十分な人員とスキルを有しているヘルスケア企

ーシップを出発点とします。彼らのリーダーシップがあってこ

業はめったにありません。多くのヘルスケアサービス提供者

そ、臨床上の課題やビジネス上の課題に対するアナリティク

は、ヘルスケア分野の専門能力、データマイニングの知識、

ス適用経験がある有能な人材を結集することが可能となる

広範囲に及ぶアナリティクスツール／アナリティクス手法に

のです。リーダーたちは、組織のミッションや戦略を支える、

関する経験、というスキルセットを持つ熟練したマネジャー

最善かつ最も効果的な用途にこそ、アナリティクスの才能を

やアナリストの採用／維持に苦慮しています。こうした人的

配置する責任を負うべきです。言い換えれば、お気に入りの

資源の制約は、事業部門や臨床部門だけでなく、エンドユー

プロジェクトの資源を確保するために画策したり、「影の」ア

ザーと効果的に協働できるデータアーキテクト、プログラマ

ナリティクス・グループを結成したり、特定部門内に強力なア

ー、およびアナリストの確保が重要な IT 部門にも当てはまり

ナリストを囲い込んだりということがあってはなりません。そう

ます。反対に事業部門では、特定のスキルや業界知識を保

ではなく、リーダーたちにはチームとして共同し、改善に取り

有するスタッフが、たいていは既存業務で忙しいという点に

組むことによって組織が最も大きな恩恵を得られるであろう

おいて、似たような困難に直面しています。

分析課題を発見し、こうした課題の優先順位づけを行うこと
が期待されます。

アナリティクスのための理想的な組織整備とは
アナリティクスという手法を前向きに取り入れてゆけるように

経営のリーダーシップが発揮されれば、アナリティクス機能

組織を変革するには、経営幹部、管理者および他のステー

は企業の事業戦略、その背後にあるデータ、およびそれを

クホルダーによる強いコミットメントが必要となります。効果

提供する技術── 一体となって組織のパフォーマンス向上

的なアナリティクス・プログラムを実施できるかどうかは、関

に寄与する各要素── の交点として機能することが可能に

連インフラあるいは技術プラットフォームの規模や複雑性で

なります。全社的にどの領域を最優先とすべきかについて

はなくて、リーダーシップ、組織構造、意思決定権者、行動

合意に達したリーダーシップは、続いてスタッフがアナリティ

様式の変化によってこそ、決定付けられるべきなのです。

クスを活発に推進してゆく当事者となるよう、動機づけてゆく
べきです。こうした推進者には経営者、臨床医、研究要員、
アナリストなどが含まれます。アナリティクスの支持基盤を固
めるためには、各部門が相互に協力してゆくよう、リーダー
たちが部門横断的に働きかけてゆく必要があります。
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アナリティクス資源を全社的優先順位と整合させる

アナリティクスをサイロ型に構造化すると、複数の事業分野が

協働関係を促すには、効果的な構造の確立が重要となりま

絡む幅広い戦略的取り組みや複雑な問題において、アナリス

す。しかし、えてしてアナリストはサービス提供先部門に配置さ

ト同士の連携や協力が限定されてしまう恐れがあります。スタ

れ、全社的なアナリティクス戦略と整合しないサイロ構造に陥り

ッフが従来の組織の壁を越えて協働できるよう組織を整備す

がちです。つまり、財務アナリストが財務上の諸問題に取り組

ることにより、それぞれが孤立していては得られない新たな洞

む一方、臨床アナリストが患者へのケアに関する課題に注力

察を全社レベルで導き出すことが可能になります。これにあ

する、といった状況が生じがちなのです。「 喫緊かつ長期的な

たっての最大の課題は、スタッフたちに「事業部門に寄り添っ

全社的ニーズを支える態勢を整えるには、スタッフをどのように

て」作業し続けてもらうべきニーズを満たしつつ、「個別の事

配置すべきか？」この問いこそ、企業が答えるべき問いなので

業部門の垣根を越え、相互に密接に」協力し合えるようにに

す。この場合の「配置」とは、以下で述べるように、全員を同一

することとのバランス取りです。このバランスを実現することに

グループに配置し、集中的部門を作ればいい、というほど簡単

よって、各部門の知識やスキル、ツール、情報源を組み合わ

な話ではありません。

せて活用することによる相乗効果が得られます。図表 1 は、ア
ナリティクスの機能を組織として整備するにあたり、一般的に
見られる三つのアプローチを示しています。

図表 1 － アナリティクスのデリバリーモデル

財務

アナリティクス・
プロジェクト

臨床

アナリティクス・
プロジェクト

企業
全社的
アナリティクス・
グループ

財務

全社的
アナリティクス・
グループ

アナリティクス・
プロジェクト

特徴*

長所

短所

全社レベルの戦略的必要性に
基づき、個別部門／個別機能の
ためにサービス提供をすること
はあるものの、基本的にすべて
のアナリスト・グループが単一の
部門に所属する。また、特定の
アナリティクス・プロジェクトに対
して、「貸出し」されることもあり
得る

このモデルでは、全社にわたっ
て大局的に現状を把握すること
が可能になる。これにより、アナ
リストをより容易に戦略的プロジ
ェクトに配置でき、混乱を削減
し、各部門の取り組みに基づく資
源の競合を抑制できる

部門のニーズに対する即応性
は低下する。アナリストと業務
部門ユーザとの間に距離が生
まれる可能性（特にアナリスト
が中央拠点にいる場合に顕
著）。固有の事業上の必要性
に対応するため、「影の」アナリ
ティクス・グループが発生する
リスクあり。企業が強力なリー
ダーシップを発揮しないとモデ
ルが行き詰まる可能性あり

部門内におけるアナリティクス
実施のために資源を配置するこ
とが比較的容易。部門固有のニ
ーズに対する即応性が高い

全社的に優先順位づけを行うこ
との困難性。ベストプラクティス
や資源の共有へのインセンティ
ブが限定的。データ間に矛盾が
生じるリスクあり。往々にして孤
立した複数アナリスト・グループ
が生み出され、それにより
コミュニケーション不足、混乱、
データ整合性上の問題、労力な
どのコストの重複、不要な費用
発生につながる

協力や知識の共有を促進する
と同時に部門の柔軟性を維
持。コミュニケーションの増大に
伴いプロジェクトの優先順位や
状況について全社的な視点を
持つことが容易になると同時
に、プロジェクトや資源の重複
のリスクが低下。全社的または
複雑なアナリティクスの問題に
向けて個々の分野の専門家を
結集するのに最適なモデル。

効果を発揮するには強力なガバ
ナンス・モデルが必要。完全な実
施に比較的長い時間を要する可
能性。組織構造の非形式的性格
や重層的な報告ライン関係によ
り、優先順位および資源の競合
の問題が起きる可能性あり

個々のアナリスト・グループは、
それぞれの部門に所属する。ア
ナリスト・グループは他の部門
に限定的な連携を行うことがあ
るものの、主な焦点は個々の事
業単位のニーズにある

企業

臨床

財務

企業

臨床

全社的
アナリティクス・
グループ

アナリティクス・
プロジェクト

全社的
アナリティクス・
グループ

アナリティクス・
プロジェクト

全社的
アナリティクス・
グループ

アナリティクス・
プロジェクト

アナリスト・グループが、医療シ
ステムまたは全社レベルに加え、
特定のニーズに応じてアナリテ
ィクスの能力を利用する部門ま
たは事業単位にも存在する。共
同体の中で協力や知識の共有
を促進するための一定のガバ
ナンスや基準が存在する

*Davenport and Harris（ダベンポートおよびハリス）、2010 年、“Analytics at Work（現場のアナリティクス）”を改変
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ヘルスケアサービス提供、研究活動、地域サービスなど相互に

アナリティクスの意思決定フレームワークを確立する第一

関係し合う機能を持つ複雑な組織においてこのバランスを実現

歩では、意思決定に関与すべきステークホルダーを特定す

するには、組織内部でも部門によってニーズは大きく異なること

ることが鍵となります。通常、CEO（最高経営責任者）と上

を認識しなければなりません。アナリティクスの適用事例の中に

級管理者がこうしたステークホルダーとなります。しかし既

は、集中的な環境を用い、特殊なニーズ（例えば、研究、データ

存の業務運営モデルの長所を生かし、現場リーダーや部

管理）や、あまり頻繁にアナリティクスを使用しないユーザへの

門リーダーをここに加えることもまた重要です。彼らは、意

サービス提供を得意とするものがある一方、一定の戦略的優先

思決定の実行に責任を負うべき関係者だからです。こうし

事項（例えば、サービスラインの卓越性の促進）を達成するた

て「誰」が決まったら、次は「何」を特定する必要がありま

め、組織全体から優れた人材や資源を結集し、より分散的なア

す。そのためには、全社的に重要な意思決定および割り当

プローチを採用した方がメリットが大きい分野もあります。

てるべき資源の整理と合意が必要となります。

こうしたバランスを実現するのに効果的な方法は、集中化したリ

こうした合意形成のためのフレームワーク確立には、一般

ソース（スキル、人材、ツール、情報など）により戦略的ニーズや

に「RACI」マトリックスというツールが使用されています。こ

共通のニーズに対応しつつも、必要に応じてデータに関する専

のツールは、個々の重要なアナリティクス決定に関して、誰

門家と協力しあえる（IT 部門要員以外の）各分野の専門家を結

が実行責任者（Responsible）、説明責任者（Accountable）、

集した擬似的コミュニティを組み合わせることです。また別の事

協議先（Consulted）および報告先（Informed）となるのかを

例としては、これまで分散化されていた組織においては、アナリ

示すものです。図表 2 に示されているのは、重要な意思決

ティクス機能の共通基盤を確立するために一度集中型モデルに

定項目と、包括的な全社的アナリティクスの機能を支え得

移行した後、こうしたリソースを組織の各分野へと再配置すると

る RACI マトリックスの事例です。

いうパターンも考えられます。いずれにせよ、終局的にはその組
織の全社戦略やビジネス・モデルと最も整合するモデルこそが、

通常、データ品質やデータ基準の問題については、引き続

その組織にとっての最適解なのです。

き IT 部門が管理者としての役割を果たします。また、最大
のデータ作成者であり、かつ最大のアナリティクスサービス

明確な役割と責任の確立により実効性を担保する

ユーザである財務部門と臨床部門も、データ品質、ビジネ

実効性のあるアナリティクス・プロジェクトは、データを出発点と

スデリバリー、医療サービスデリバリーに関する諸問題に

してモデルを作成して終わるものであってはなりません。むしろ、

多大な影響を与える立場にあります。加えてマーケティン

戦略を出発点とし、意思決定の改善や良い結果をもたらす洞察

グ、品質、規制、内部監査、コンプライアンスなどの部門が

で終わるべきものです。このパラダイム・シフトは経営者の基本

重要なステークホルダーになることもあります。

姿勢の変革から始まり、効果的な組織モデルの整備によって促
進されます。しかし、真の変革を達成するには、「誰が、いつ、ど
のように」意思決定をするのかを、理解し浸透させることが必要
です。結果を改善するためには、経営トップ層が主導し、望まし
い構造が整備されたら、次の段階として決定権フレームワークを
確立し、新たに確立されたアナリティクス構造を運用できるよう
にすべきです。こうした体制の整備がすべてをつなぐ「接着剤」
の役割を果たします。
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図表 2 － 意思決定権を示す RACI フレームワークの事例
役割
意思決定

リーダー

全社的アナリティ

臨床

財務

技術

クス・グループ
アナリティクスの目標及
び測定基準の設定

A

R

C

C

C

データ標準の設定と維
持管理

I

I

R

R

A/R

測定すべき成績の決定

C

I

A/R

I

C

資源を割り当てるべき
アナリティクス・プロジェ
クトの決定

A

R

R

R

R

アナリティクス資源の

I

A/R

C

C

I

配分
凡例
R(Responsible)= 「決定事項の実施」に責任を負い、意思決定に参加する
A(Accountable)= 実施された決定事項の成果または意思決定の結果、また意思決定が確実になされるかの責任を負う
C(Consulted)= 「責任ある」ステークホルダーからの協議を受けてインプットを提供するが、決定事項の実施や意思決
定それ自体には直接関与しない
I(Informed) = 意思決定がなされてから事後的に情報提供を受けるが、決定事項の実施や意思決定それ自体には
直接関与しない
注意：明確な意思決定フレームワークは、意思決定において各関係者が果たす役割を定義することにより、全社的アナ
リティクスを実施するための基盤を提供するものである。ステークホルダー全員が意思決定プロセスについて共通認識
を持てば、現在進められているプロジェクトが会社の利益に最も適うものであり、かつそれを支えるデータと洞察が正確
なものであるということをより深く確信することができる。上記の事例は、新たなアナリティクス体制の確立にあたり、明確
化すべき数多くの意思決定事項のうち、五つだけを示したものである。
アナリティクスの意思決定フレームワークの確立へ

タリングも行ってゆくのかを決定することになります。いず

の最後段階では、意思決定の「方法」が焦点となりま

れにせよ、アナリティクスに関わる新たな意思決定フレー

す。そこでは、既存の部門横断的なガバナンス委員

ムワークを長期的に円滑に運用できるよう、会議の頻度や

会の評価のほか、アナリティクスの新たなガバナンス

議決権、手順を明確に定めた規約を策定すべきです。

機関を設置すべきか、それとも既存の経営チームが
アナリティクスの意思決定やプロセスの管理やモニ
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アナリティクスの土壌を醸成する
実効性のある全社的アナリティクスファンクションを確立することによっ
て、最終的には、より適切かつスピーディな意思決定を実現するため
の極めて重要なリソースが得られるでしょう。このリソースを活用するこ
とで、組織の効率的かつ円滑な一体的運営が可能となります。しかし、
優れたアナリティクスファンクションを設置するだけでは、組織の変革
には不十分な場合があります。アナリティクスがその真価を十全に発
揮するためには、これに合わせて組織内の風土を変えることも必要で
す。
行動様式の変化を導く戦術として、「マネジメント／コミュニケーション
改革キャンペーン」を策定／実施する、という方法が挙げられます。組
織全体に対し、どういう変化が起きようとしているのか、またこうした変
化によってどういうメリットが得られるのか、理解を深めてもらうための
キャンペーンです。こうしたキャンペーンは、医師などのステークホルダ
ーのニーズを吸い上げてカスタマイズすることにより、彼らのアナリティ
クス･プログラムへの継続的かつ積極的な支持を得やすくなるでしょ
う。また、こうした施策はアナリティクスへの取り組みの「ブランディン
グ」ともなり、成果を上げるためにはどういう新しい行動様式が求めら
れるのかをわかりやすく提示するとともに、アナリティクスの機運を盛り
上げ、アナリティクス・プロジェクトに時間や労力を注ぐ情熱を喚起して
くれます。また、行動様式の変化を導くその他の戦術としては、アナリ
ティクスに関するパイロット・プロジェクトを立ち上げ、組織横断的なリソ
ース投入により有能なチームを結成し、わかりやすい「短期的成果」を
掲げて、こうした成果を組織全体へと敷衍してゆく、という方法も有効
でしょう。
組織横断的に活動するアナリストは、「組織風土の変化」を広める全権
大使となり、アナリティクスの真の効用や可能性について組織内の仲
間たち、ひいてはリーダーたちまでも啓蒙しうる立場にあります。こうし
たアナリストの活動を、各種業界経験や高度な問題解決能力、個別状
況下で論理的思考や直感的思考を結び付けるスキルを持つ他の専門
家たちが補完できれば、なお良いでしょう。

実効性のあるアナリティクス・プロジェクト
は、データを出発点としてモデルを作成
して終わるものであってはなりません
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では、どこから始めるべきか？
まず、組織のミッションや戦略目標に明確かつ直接的に資

活動 3：変革推進者の指名 － プログラムの立ち上げに必要

する、アナリティクス・プログラムと結び付いた指針をリーダ

な決意／経験／熱意を持つ、コアとなる推進者グループを発

ーが全員一致して定める必要があります。経営リーダーシ

掘します。この時点では、アナリティクス・プログラムが立ち

ップが目標と優先事項を明確にしてしまえば、リーディン

上げから組織全体へと活動を広げてゆく過程において、その

グ・プラクティス（導入活動）を活用した構造的アプローチに

実施、維持および精緻化するのに必要なガバナンスや意思

よって、アナリティクス・プログラムの推進を加速することが

決定の手順を速やかに規定することが重要です。

できます。図表 3 は、過去にヘルスケア組織において効果
活動 4：短期的成果で勢いをつける － 経験を蓄積し、勢いを

を発揮してきた重要な手順の実例を示しています。
図表 3 － アナリティクス・プログラムの策定に役立つ手順

つけるためにパイロット・プロジェクトを選定します。過去の成
功体験ほど、未来の成功に貢献するものはありません。短
期的成果の機会を得られるプロジェクトをうまく選べば、将来

t

のアナリティクス・プロジェクトで活用できる経験やツール、メ
ソッドといったナレッジ･ベースの基盤整備を開始できます。さ
らにパイロット･プロジェクトは、経験豊富なコアグループを作
り上げる貴重な機会でもあります。こうしたグループは、のち
にアナリティクスの「最強（タイガー）・チーム」、すなわち、経
験や行動力、想像力に基づいて選抜された技術専門家グル
ープを結成するための「種蒔き」として利用できます。

r

アナリティクスを
有効活用する
ヘルスケア企業

活動 5：全社的アナリティクスを継続する － 得られた教訓や
リーディング・プラクティスを活用し、持続可能なアナリティク
ス戦略を策定します。この戦略は、ビジネス・プランニングや
データガバナンス、臨床成績、財務、IT といった他の専門機
能との統合焦点を置いたものでなければなりません。最後
に、アナリティクス機能は人材採用、プロジェクト管理、コミュ
ニケーション、計画策定などといった構造化されたプロセスを
活動 1：戦略的展望の定義 － 「アナリティクスが組織にとっ

包含していなければなりません。これは、グループとしての

てどう役立つか」という明確な展望を出発点とすることによ

取り組みと、組織全体としての優先事項を整合させ、ひいて

り、組織が一丸となって取り組んでゆこうという空気を生み出

はアナリティクス活動の勢いが衰えないようにするために必

します。推奨されるアプローチとしては、同業他社との交流、

要ことです。

特定分野の専門家を招いたリーダーシップ・リトリート（経営
幹部による自由討論）の実施、効果を発揮した他プログラム

効果的なアナリティクス・プログラムの策定は、新たなプロジ

の検討などがあります。基礎となる認識共有が達成できた

ェクトを進めるたび、そこから新たな教訓が生み出される、サ

ら、リーダーシップが戦略策定ために、目標についての明確

イクルを回すような反復的プロセスでなければならない、とい

なステートメントを行うと良いでしょう。

うことを理解することが大切です。図表 4 のチェックリストは、
このプロセスを促進するにあたり検討を要するいくつかの重

活動 2：スローガンの作成 － 展望が明確になったら、次は
全員を巻き込むため、より詳しい情報のコミュニケーションを
行う必要があります。ステークホルダー、活用事例、必要な
資源（データ、スキル、経験）、期待されるリターンが具体的
に見えるようなアナリティクス戦略を策定します。この過程で
戦略的展望を、スタッフ、スキル、データ、技術およびその他
の要件を盛り込んだ具体的な行動計画へと落とし込むこと
が可能になります。最後に、具体的なマイルストーンやチェッ
クポイントを示した段階的なロードマップを作成すれば、全体
の行程をフェーズに区分するのに役立ちます。
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要な質問を提示しています。

「うまくやる」ことで得られる成果

組織構造

ヘルスケア企業でアナリティクス・プログラムが導入されれ

•

現在の業務運営モデルや組織設計はどのようなものか？
将来構想はどのようなものか？どのようなギャップが存在

ば、状況の分析／モニタリング／対応能力が一段と向上し、

するか？

臨床成績や事業成績に反映されるでしょう。効果的なアナリ
ティクス・プログラムの導入過程においては、データ品質か

•

将来に向けてどのようなアナリティクスの能力が必要か？

ら、情報を組織化して意思決定者に提示する方法に至るま

•

どのような統合モデルが最もチームワークや協働関係に

で、幅広い業務領域の再検討が必要となります。このプロセ

資するか？

スを実施することにより、結果として、質とコスト効率の高い
ヘルスケアサービス提供を通じ、患者の健康状態から地域

決定権

社会全体の保健衛生の向上に寄与する、というミッションの

•

実現に有益な教訓を数多く学ぶことができます。

ルダーが決定権の枠組みに含まれているか？

•
ヘルスケア業界について確実に言えることがあるとすれば、
それは「業界の大幅な変化が間近に迫っている」ということ

個別の重要意思決定について、誰が説明責任を負うかの
明確な合意がなされているか？

•

でしょう。意思決定者やアナリストは、予測モデリングや、シ
ミュレーション、データマイニングなどを駆使してあらゆるシ

医師、病院管理者、技術リーダーなどの主要ステークホ

意思決定者は、最新のデータや情報、分析結果に容易に
アクセスできるか？

•

ナリオを検討し、様々なパターンの将来のシナリオにおいて

協力的な意思決定および総意に基づく意思決定の構成
は適切か？

これから下そうとしている意思決定がどう影響する可能性が
高いか、を理解することが可能になります。ここから得られる
洞察は、臨床／ビジネス／プロセスの管理、規制のコンプラ
イアンス、全般的な競争力を改善、強化してくれるでしょう。
また、いずれ臨床データが財務データと同等の精査や検証
を受けることになった場合にも役立つものと思われます。以

行動変化

•

きたか？

•

に事業運営や現在ヘルスケア産業を取り巻く複雑な環境を

•
•

展望や目的は、組織全体でどの程度共有されているか？
この行程に関与すべき様々なステークホルダーと接触す
るのにどのコミュニケーション・チャネルが最も効果的

乗り切るために必須のものなりつつあります。

か？

•
図表４ - アナリティクス態勢の整備に係るチェックリスト

変化は様々なステークホルダーにどのような影響を与え
るか？

前は統計専門家やアクチュアリーを動員するぜいたくな試
みとみなされていたアナリティクス・プログラムですが、急速

この組織はこれまで大規模な変革にどのように反応して

どのような組織文化が醸成されるのか？現在のこの組織
に、新たな文化を受容する柔軟性はあるか？

リーダーシップ

•

リーダーは、将来のアナリティクス・モデルについての
展望を共有し、一体的運営を促進するための適切なイ
ンセンティブを導入しているか？

•

全社的アナリティクスを効率的に遂行するには、リーダ
ーのどのような役割と能力が必要になるか？

•

現時点でこうした能力が組織内に存在しない場合、内
部で育成するか、それとも外部から獲得するか？

ミッチ・モリス（デロイト・コンサルティング LLP の MD プリンシパル）、ジェニファー・ラディン（デロイト・コンサルティング LLP の
プリンシパル）およびマイケル・ブルックス（デロイト・コンサルティング LLP のスペシャリスト・リーダー）に感謝します。
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保険業界におけるデータ管理：
ソルベンシーII のインパクト
保険
ジャン-ピエール・メサン
（Jean-Pierre Maissin）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

ローナン・ファンデル・エルスト
（Ronan Vander Elst）
ディレクター
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

ル ク セ ン ブル グ の 保 険 業 界 で は 近 年 、 ソ ル ベ ン シ ー II な ど の 規 制 に よ る
圧力がますます強まっています。ソルベンシーII は保険会社のリスクマネ
ジメント手法に影響し、そのインパクトは資本、ガバナンス、プロセス、シス
テムなど保険会社の事業全般に及びます
ソルベンシーII について考えるとき、データは重要かつ幅広

とは言っても、ソルベンシーII は決してデータ管理を推進

く関係してくるトピックとなります。さらに言うと、データそれ自

すべき唯一の動因ではなく、また最も古い動因でもあり

体が直接ソルベンシーII の規制対象となっており、追跡可能

ません。いつの時代も、収入の伸び（収益の創出）は保

性はもちろん、正確、網羅的かつ適切であることが要求され

険会社にとっての関心事項であると同時に課題でもあり

ています。これは間違いなく「言うは易し、行うは難し」です

ました。今日では、保険市場は一見すると成熟段階に達

が、規制当局による厳しいペナルティを伴う可能性が極めて

しており、成長機会が限られているようにも思えますが、

高い規制です。例えば、データ品質が不十分だと、保険会

実際の事例からも保険会社が依然として顧客価値を改

社は、所要自己資本の算定に誤りがあった場合のバッファ

善する大きな潜在力を持っていることが示されています。

として、追加資本を積み増して維持させられます。よって、ソ

こうした潜在力を引き出し、効果的かつ効率的に活用す

ルベンシーII の要件を満たすためには、データガバナンスや

るためには、保険会社に利益をもたらす顧客と損失を与

データ統制を行うことが不可欠となるのです。

える顧客を識別し、またそれぞれの度合いについても明
らかにすることから始めるべきです。それには、「収益性

ほとんどの保険会社が、同じ課題に直面しています。アクチ

／解約率／ロイヤルティといった各属性の高い顧客は誰

ュアリーやリスクマネジャーは、異なる運用システムから出

か」といった重要な顧客情報についての卓越した洞察を

力したファイルや事業部門で管理している多様なエンドユー

持つ必要があります。その次のステップとなるカスタマー

ザー・コンピューティング・ファイルなどが雑多に混在するデ

セグメンテーションは、顧客を類型化し、事業上有意なグ

ータを使用することが多く、このためデータ照合が困難にな

ループに分けるために、定量属性に基づいて実施すべき

ったり、その他様々な問題点が生じています。これに対応す

です。カスタマーセグメンーションを行うための定量属性

るため、手作業によるさまざまな修正が施されるのですが、

としては、契約関係、販売チャネルの選考、社会人口動

こうした修正作業もしばしば末端でばらばらに行われてしま

態的特性、取引データなどが挙げられます。なお、もし必

うため、データの追跡可能性を毀損するという重大な問題を

要であれば、カスタマーバリュー曲線を改善するための

招いています。またデータ品質のチェックがなされた場合で

第三ステップとして、選択的保持（selective retention）、

あっても（なされない場合すらあるのですが）、チェックは

すなわち「価値の高い顧客を維持しつつ、収益性の低い

往々にして非公式に行われ、データは一貫性のあるセットと

顧客を放棄する」という考え方を取り入れるべきです。但

しては保存されないことが多いため、特定データのインプット

し、このプロセスの大きな課題は、顧客関係、業務・財務

セットを再利用することが極めて困難となっています。

データベースなど、異なるデータソースの相互参照が必

これに加え、データのプッシュ／プルのどちらの場合につい

要になる、ということです。

ても、保険会社はいよいよ多岐に渡る社内外のデータを取
り扱わなくてはならなくなっています。
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収入の伸びと並んで、データ管理にとって極めて重要なも
う一つの動因は利益の伸び（経費節減）です。収入を一定
水準とすると、利益の伸びはほとんど事業費の節減によっ
て決まります。そして経験則から、データ管理関連で最大
の運用コストは、抽出データの重複によって生じています。
大多数の企業において、IT 部門は、様々な事業部門から

ソ ル ベ ン シ ー II の 要 件 を 満 た す た め に は 、
データガバナンスやデータ統制を行うことが
不可欠となるのです

頻繁かつ大量のデータ抽出要求に追われています。その
結果、多数の重複が生み出されて会社全体に広がり、そう

こうした中でこそ、ソルベンシーII が実現手段（enabler）としての真価

したデータの所管が不明になってしまう事態を招いていま

を発揮するのです。ソルベンシーII の導入は間違いなく、企業に大き

す。この点について言えば、エラーや修正を削減し、非効

な投資コストを要求するものです。したがってどの企業も、許容され

率的なコスト・センターを見つけ出し、データ・リポジトリとの

る水準のコンプライアンスを最も合理的なコストで達成することを目

インターフェースを合理化するためには、データ管理におけ

標とすべきです。しかし、それで事足りるのではありません。実際、ソ

る自動化を推進してゆくことが極めて重要となります。

ルベンシーII を「企業に制限を課す規制」という観点でのみ捉えてし
まうと、大きな機会を見逃すことになるでしょう。ソルベンシーII は、

最後に、ソルベンシーII の要件を満たすために理想的なデ
ータ管理に関するもう一つのコンセプトが、データの集中化
です。保険会社におけるエンタープライズ・データウェアハ
ウス（EDWH）の構築は、会社が保有する全データを 1 箇所
に集約し、標準化された唯一の形式で唯一の真正データ
（single version of the truth）として保持し、全ての部門がこ
れを利用できるようにするためには、最善の方法です。

以下の 2 段階ロードマップに基づき EDWH を導入し、データガバナン
スを見直すための、極めて強力な足がかりとなりうるのです：

1) ダッシュボード／レポート作成に関するニーズの割り出し
2) こうしたニーズのうち、ソルベンシーII のデータ要件を用いて
短期的成果を上げられそうな機会の特定
この発想は極めて単純なものです。すなわち、ソルベンシーII が多
額の投資義務を求めるものである以上、データ管理の仕組みを導
入し、EDWH を構築するための手段として活用してしまわない手はな
い、ということです。こうした成果は収益の創出と経費節減を実現す
るだけでなく、ビジネスインテリジェンスやビジネスアナリティクスとい
った最新のデータ分析手法の導入／活用をも推進し、事業の成長
に大きく貢献できるでしょう。
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DLP してますか？
データ漏洩防止（DLP）ソリューション
による価値を最大化するには
データセキュリティ
ローランド・バスティン
（Roland Bastin）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト
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フランソワ・バレー
（Francois Barret）
シニア・マネジャー
アドバイザリー・コンサルティング
デロイト

データは資産であると同時に、負債ともなりえます。組織が成長するにつれ、事業を支え
るために必要なデータは量・複雑性ともに増大します。どのような組織も機密データを保
管しており、これを盗難／紛失／乱用から保護することを、顧客／ビジネスパートナー／
株主／取締役会に期待されています
データの本源的価値(intrinsic value)、文脈的価値

図表 1 － 企業データのライフサイクル

（contextual value）、そして付随する所有リスクは、データ
のライフサイクルを通じて変化します。情報資産のビジネ
スバリュー、すなわちプロセスや機能のパフォーマンスの
伸び、収益や利益率への寄与は、以下の諸要素によって
決まります。

•
•
•
•
•

保存

取得

本源的価値 (intrinsic value)
文脈的価値 (contextual value)
企業のデータ使用状況

アーカイブ

付随するリスク

利用

所有コスト

データは、他のどのような企業資産とも同様に、価値、リ
スク、所有コストを考慮した末の、正味ビジネスバリュー
の計算を行って管理できるものです。
廃棄

共有

図表 2 － データ資産の分析
正味
ネット・ビジネス・バ
ビジネスバリュー
リュー
• データ管理の
投資利益率

＝

データ価値
本源的価値
+ 文脈的価値
データ価値

- デ データリスク

-

総保有コスト

• 送信中データ
• 保存中データ
• データ保持とそれ

• ライフサイクルを通

により負担しうる賠

ラを支えるための

償責任リスクとの

管理費用

比較衡量

- 施設
- 設備
- 人件費

• データ漏洩

じたデータ管理

• データを扱うインフ
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管理するデータ／情報の正味ビジネスバリューがマイナスと

複数の要因により、データ漏洩防止へのニーズは高まって

なる場合、企業には以下をはじめとするいくつかの選択肢が

います。すなわち、グローバル化、規制の多様化、顧客の

あります：

期待の多様化、プライバシー問題に対する顧客の関心の

•
•
•

価値の増大を図る

高まり、ブランドリスク、技術進歩、モバイル機器の普及、標

リスクを削減する

的型攻撃（APT）、拡張企業、外部サービスプロバイダーの

データを廃棄する

リスク、規制とコンプライアンス（マネーロンダリング防止、

データ管理がなされているにもかかわらず、個人データや企

違反通知、PCI-DSS（カード業界セキュリティ基準）、GLBA

業データに関する社会的にも注目される重大なセキュリティ

（グラハムーリーチーブライリー法）など）、およびデータ量

事故が後を絶ちません。

増大・データ範囲拡大などの要因です。

データ漏洩とは何か

データの爆発的増加

データ漏洩とは、「組織にとってリスクとなる、または悪影響

データ量は近年、爆発的に増加しています。作成／複製さ

を及ぼす可能性のある、意図された状態から意図されない

れたデータ量は、2005 年には 1 億 3,000 万ギガバイト、2009

／不適切な／無権限の状態への情報資産の移動」として定

年には 1 兆ギガバイト強だったのに対し、2012 年にはほぼ 3

義できます。

兆ギガバイトに達しました。こうしたデータの増加や、それに
起因する問題を生み出している要因として、以下のものが

データは以下の基準で分類できます：

挙げられます：

1. 形式：
• 構造化（階層型、リレーショナル、ネットワーク型）：

•

国市場によってもたらされ、中国とインドがその成長の

XML ファイル、リレーショナル情報（データベース）、詳
細な属性を持つファイル、取引情報

• 非構造化（自由形式。潜在的に利用可能なビジネス情

40％を占めるだろう」7

•

番号、氏名／住所、信用情報、病歴、生年月日

• 企業：戦略、法務、知的財産、インテリジェンス情報、
財務情報、売上情報、マーケティング情報

3. 想定しうる脅威の種類：
• 内部の脅威：不満を抱く従業員、出世のために何でも
利用しようとする者、ID 窃盗者、請負業者、外部委託
先、ビジネスパートナーやベンダー、詐欺犯

組織化：「世界で作成される年間データ量は 40％の伸

びが予想されるのに対して、世界の IT 支出の伸びは

報の 80％）：e メール、見取り図、音声、ビデオ、画像

2. 種類：
• 個人：クレジットカード番号、社会保障番号、社会保険

グローバル化：「今後 10 年間の経済成長の 70％は新興

5％に留まるものと見込まれている」8

•

コンシューマライゼーション（企業情報システムにおける
消費者向け IT 機器の使用）：

- 「全体として、企業の 56％がコンシューマライゼーシ
ョンを肯定的に捉えており、従業員が個人所有デバ
イスの業務関連使用を認めている」9
- 「企業ネットワークに接続するモバイル機器の 31％
は従業員の個人所有デバイスである。このうち 66％
がノートパソコン、25％がスマートフォン、9％がタブ
レット端末である」10

• 外部の脅威：産業スパイ、ギャング、政治活動家、サイ
バーテロ犯、詐欺犯（例えば、フィッシング詐欺を行う

データ量の増加に伴い、組織はデータをよりうまくコア事業

人物）、ソーシャルエンジニアリング、スクリプト・キディ

プロセスに統合し、活用してゆくために、情報管理体制を再
評価し、見直す必要性に迫られています。

データ漏洩の態様や、危険にさらされる個人情報／企業情
報の種類は多岐にわたります。また、データは内部からも外

個人情報、財務情報、知的財産などの機密データは、垂直

部からも狙われているのです。

的業務プロセスも含め、組織横断的に移動しています。組
織はえてして自らが保有するデータの移動、増加、変化を
十分に理解しておらず、このため、データ漏洩のリスクにさ

世界経済見通しデータベース、国際通貨基金、国連世界観光機
関（UNWTO）
8 マッキンゼー・グローバル・インスティチュート － ビッグ・データ：イノ
ベーション、競争および生産性のための次なるフロンティア
9 トレンド・マイクロ、コンシューマライゼーション報告書 2011 年
10 トレンド・マイクロ、コンシューマライゼーション報告書 2011 年
7

らされているのです。
さらに、企業がバーチャル指向を強めるにつれて組織の境
界が変わりつつあり、組織の内部と外部の区別が曖昧にな
ってきています。境界セキュリティに偏重すると、往々にして
ビジネスの拡大を妨げるだけでなく、データが保護されてい
るという過信を招くことがあります。
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図表 3 － ますます曖昧になってきている組織の境界
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組織でデータ漏洩がどのように発生するか
機密データは、意図するせざるに関わらず、従業員、一般ユー

• 保存中データ（機密データはどこにあるのか）：
-

ビジネス・ユーザーが、悪意なく、IT 部門によるアクセ

ザー、ハッカーなど善意や悪意の「危険分子」の行動により、あ

ス管理がなされていない、安全でない保存場所に個

らゆる場面で漏洩や紛失の危険にさらされています。一般によ

人情報を格納

く見られるデータ漏洩シナリオをいくつか見てみましょう：

• 作業中データ（危険分子はそのデータをどう取り扱っている
のか）：
-

-

データベース管理者が、機密データの暗号化されて
いないバックアップコピーを承認されていない場所に
保存

不満を抱く従業員が、個人情報や機密情報を含むファ
イルを小型デバイス（USB メモリなど）にコピー

-

ユーザーが、不特定多数の人物がアクセス可能な共
通エリアで機密データを印刷

•

伝送中データ（データはどこへ移動しているのか）：
-

ユーザーが、自宅で作業をするため私的なウェブメ
ールアカウントに機密データを送信

-

正当なビジネス目的での第三者との個人情報／機
密情報の共有にあたり、安全でない転送プロトコルを
使用

-

データの本源的価値、文脈的価値、そし
て付随する所有リスクは、データのライフ
サイクルを通じて変化します

悪意ある内部者が、個人情報／機密情報を組織ネッ
トワークから外部に送信
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データ漏洩の蔓延
データ量の幾何級数的な増加に伴い、データ漏洩のイン
シデント件数も急増しています。
昨年だけで 1,600 件以上のデータ漏洩インシデントが発
生しました 11（図表 4 参照）。
中でも最も多いのは、デジタルメディアやハッキングが絡
むインシデントです 12（図表 5 参照）。
データ漏洩は業界を問わず発生し、打撃を受けている企
業の組織規模や、その保有する情報資産の種類は多岐
にわたります 13（図表 6 参照）。
データ漏洩インシデントのコスト算定にあたり、考慮に入
れるべき変数としては以下のものが挙げられます：

•

ブランドイメージの悪化

-

マスコミによる詮索
顧客の喪失
事業上必要不可欠な知的資産の喪失に起因す
る取引上の損失

•

-

データ漏洩の態様や、危険にさらされる
個人情報／企業情報の種類は多岐にわ

規制上の影響

•

•

規制上の罰金

財務上の影響

-

たります

独立監査人の報酬

通知
取引機会の喪失
対応コスト
競争力の毀損

業務運営上の影響

-

戦略業務への投入を予定していた人的リソース
の対応業務への転用

-

包括的（追加的）セキュリティ対策を実施する必
要性

11, 12, 13 http://www.datalossdb.org/statistics

42

図表 4 － データ漏洩インシデント件数の推移
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図表 5 － データ漏洩インシデントの種類
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その他
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上の危険
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27%
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図表 6 －漏洩データの種類
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米ポネモン・インスティテュート社の最近の調査結
果も

14

、データ漏洩のコストが着実に増加している

「データ保護」という一般的な用語には、以下のように数多く
の概念が含まれています：

ことを示しています

•

味をなさず、解読不能となるようにデータを変換する手法

図表 7－ 漏洩データ 1 件当たりの費目別平均コスト
$180,0

のことです。同時に、データの暗号化は合理的な程度に

$135,0
$139,0
$134,0

$120,0
$60,0

安全でなければなりません。すなわち、適切なキーなしで

2008 年平均
2009 年平均
2010 年平均

$46,0
$51,0
$39,0

は容易に復号化できないものでなければなりません。

•
$15,0
$15,0
$15,0

事後対応

化ではありません（単純な置換の暗号を用いたデータの

告知

難読化は、暗号化とはみなされません）。

検知 ／ 報告

- 置換。カラム（列）の特定の値を偽データで置換する。

図表 8 － 漏洩データ 1 件当たりの直接費および間接費

$152,0

$144,0

$100,0

$60,0

$50,0

$214,0

$204,0

$202,0

$200,0

$50,0

- ランダム化。値をランダムデータで置き換える。
- シャッフリング。列の値を相互に入れ替える。

$250,0

$150,0

データの難読化 － これは、何らかの手段によってデータ
を使用不能にするものですが、信頼できる形式での暗号

$8,0
$8,0
$13,0

$,0
逸失利益

データの暗号化 － これは、暗号化を施した状態では意

- NULL 置換。列の値を NULL 値で置き換える。

$141,0
$73,0

- スキューイング。数値データをランダム変数を用いて変
直接
間接
合計

$0

更する。

- 可逆スクランブルを用いた暗号化／復号化。
•

データ・マスキング － 表示データから明瞭なテキストを

組織にとっては、インシデント対応ライフサイクル

復元できないような方法で機密データを隠すものです。こ

の各段階、すなわち発見、通知、事後対応の段

の手法は、データの一部だけを表示する必要がある状況

階でそれぞれコストが生じており終局的には機

で役に立ちます。

会損失としての逸失利益が生み出されます。

•

データ生成 － データ全体を表示するにあたり、一定のパ
ターンに従って元のデータセットを完全に置き換えるため、

逸失利益は過去 4 年間、あまり変化なく推移して

偽データを作り出す方法です。

おり、現時点において被害データ 1 件当たり平均
135 米ドルで、データ侵害コストの 63％を占めて

•

データ改変 － 文書中の構造化されてないデータを見つ
け出し、OCR を用いてインデックス化した上で、適切なマ

います。

スキングまたは難読化処理を施す方法です。
データ漏洩は組織の事業コストに大きなインパク

•

データ漏洩防止 －最近のガートナーの調査結果による

トを与えかねません。であるからこそ、データ漏

と、データ漏洩防止はセキュリティ技術を導入しようとして

洩の防止に向けてデータ保護対策に取り組む組

いる組織にとっての最優先事項となっています。

織がますます増加しているのです。

14
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http://www.symantec.com/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=ponemon

図表 9 － DLP の実施に関する動向
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DLP とは何か？

•

伝送中データ：

-

データ漏洩防止（DLP）は、包括的な情報リスク管理および

ネットワークのトラフィックを分析し、e メール、IM（インス
タント・メッセージ）、HTTP または FTP 経由で伝送される

データ保護／プライバシー戦略の一環として行われるべき

機密データを識別して、ポリシーを適用する。

です。自身がどのような資産を有しているかを理解するこ

-

とが DLP の出発点となります。すべてのデータを同等に保

しばしばメール転送エージェント／ネットワークコンポー
ネント／その他インフラとの統合を必要とする。

護できるとは限りません。このため、まずは最も保護すべ

-

きデータはどれなのかを理解しなければなりません。

一般的な統制として、許可、監査、検疫（Quarantine）、
ブロック、暗号化、通知などが挙げられる。

DLP では、電子データの外部から内部へ、内部から外部
へ、そして内部間での移動を監視／識別／保護するツー
ルを使用します。通常、データは作業中／伝送中／保存

•

保存中データ：

-

タを識別して、適切なポリシーを適用する。

中のいずれかの状態にあるものとして捉えられます。

•

作業中データ：

-

企業データのリポジトリをスキャン／検査し、機密デー
一般的な統制として、暗号化、難読化、検疫、削除およ
び通知などが挙げられる。

ユーザーによるデータの取り扱いを監視し、たと
えば機密データを USB ドライブに転送する試みな
どを検知して、ポリシーを適用する。

-

一般的な統制として、コピー、印刷、スクリーンシ
ョット、開く、貼付、保存、名前を付けて保存の無
効化や通知などが挙げられる。
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DLP ツールは通常、以下の構成要素から成ります。

•

ポリシー管理／強制サーバ：組織横断的な DLP ポリシーを定義／整備／実施する
中核的プラットフォームを構築。また、インシデント対応のワークフロー管理や報告
に管理サーバを使用する。

•

エンドポイント・エージェント：デスクトップ PC やノート PC などのエンドユーザーのデ
バイスに配備。これらのエージェントは、デバイスで実行中の作業中データのアク
ティビティを発見／監視するとともに、デバイスに DLP ポリシーを強制適用し、ポリ
シー管理／強制サーバに報告を行う。

•

ネットワーク・コンポーネント：ネットワークの通信を監視し、必要に応じて伝送中デ
ータのフローを制限することができる。ネットワーク・コンポーネントは、ポリシー違
反をリアルタイムでモニタリングし、検知したポリシー違反をポリシー管理／強制サ
ーバに報告する。

•

ディスカバリ・コンポーネント：エンドポイント・エージェントと共に、保存中データに
対してディスカバリを行う。データのディスカバリは、ポリシー管理／強制サーバで
定義されたポリシーに基づく。

図表 10 － DLP ソリューションの概念モデル
集中管理、ポリシー管理
およびワークフロー

DLP 管理者

ビジネス・データの所有者

エンドポイ
ントのモニ
タリング

作業中データ
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ポリシー管理
ネットワークの
モニタリング

伝送中データ

コンテンツ
のディスカ
バリ
活動のモニ
タリング

保存中データ

昨年だけで 1,600 件以上のデータ
漏洩インシデントが発生しました

DLP ツールはその能力が極めて多様で、互いに異なる長
所と短所を持っています。しかしながら、以下にまとめた
ように、一般に大部分の DLP ツールに当てはまる主要な
能力とコンセプトがあります。

図表 11 － DLP の主要機能とコンセプト







ファイルの共有
Db2
Sql
Sharepoint
Eschange

分析手法







共通
リポジトリ







重大性
相関関係
通知
属性検索
必要な対応

共通の
プロトコル

ポリシー
コンセプト
共通の
使用事例







正規表現
フィンガープリント法
ファイルの完全一致照合
ファイルの部分一致照合
統計分析










HTTP/HTTPS
FTP
IM
SMTP
TELNET
POP3
IMAP
CITRIX

印刷
USB ドライブへの伝送
ブルートゥースによる伝送
CD/DVD への書き込み
コピー／貼付／スクリーンショット
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DLP 整備に関する一般的課題とその根本原因
DLP ソリューションはしばしば、ビジネス逸失やデータ漏洩のリスクを十分には抑制しきれていません。DLP ソリューションが
十分には機能しない理由は、広く一般的に見られる、けれど実は予防可能な要因が多いのです。こうした、DLP ソリューショ
ン整備の阻害要因として、以下の例が挙げられます：
課題
ソリューションが機能するように
なるまでにかかる時間に対する
事業部門や IT 部門などのスポン
サーの不満

根本原因

• DLP 戦略が欠けているため、ソリューションの見通しや方向性が不明確
• 要件が明確に定義されていないため、重複作業とこれに付随するコストが発生
• 「ビッグバン（大規模改革）」アプローチにするのか、コンセプト証明からパイロット
導入を経ての段階的アプローチにするのか

• DLP ベンダーが宣伝する効果が現れない
ソリューションが提供する価値を
理解できないという、経営幹部層
ステークホルダーの不満

• DLP の測定基準およびその効果測定基準が明確に定義されていない、または欠

コミュニケーションや透明性の欠
如による事業部門の抵抗

• 研修、認識、メッセージの伝え方に関する計画が明確に定義されていない、または

DLP と、他セキュリティ関連イン
シデント／リスクとを関係づけて
報告する能力の欠如

• DLP／セキュリティ情報／イベント管理（SIEM）が統合されていない

削除／禁止／暗号化／難読化
などの応用機能がほとんど導入
されていない

• 使用事例分析プロセスや承認プロセスの欠如

けている

• 測定基準に関するデータを収集し、報告することができていない
欠けている

• DLP とガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）ソリューションが統合されていな
い

• 文脈や背景を考慮せず、コンテンツに基づいて定義されたポリシー
• ブロック／検疫済み情報の効率的な復元を可能にするプロセスの欠如
• 暗号化メッセージ／伝送プロセス／ファイルを管理するためのプロセスの欠如

作業中データに関する統制がほ
とんど導入されていない

• 何千ものエージェントを配備／管理するプロセスの欠如

インシデントへの対応が適時に
行われない、または全くなされて
いない。または、すべてのインシ
デントが「同等」に扱われている

•

インシデントの重大性および対応のワークフロー／手続が明確でない、または全く
定義されていない

•

役割および責任が明確に定義されていない

•

インシデント対応チームの教育や人員体制が不十分

•

「曖昧に」定義されたポリシーに起因する誤判定

大量の誤判定発生がサポート・
チームの不満を招いている、ま
たは正常なビジネスプロセスを
阻害してしまっている
個人情報／機密情報が繰り返し
予想外の／望ましくない場所で
発見され、また組織ネットワーク
外への流出が検知される

• エンドポイント技術上の制約や、ベンダーソリューションとの非互換性

• 使用事例分析プロセスや承認プロセスの欠如
• 文脈や背景を考慮せず、コンテンツに基づいて定義されたポリシー
• 全面的導入に先立つ、入念なテストとポリシー微調整の欠如
• データ分類ポリシーの定義が曖昧または欠如している
• 最小限のデータ要素／ファイルのモニタリング／検索に向けたポリシー定義
しかなされていない

• ネットワークの出口ポイント／保存リポジトリ／エンドポイントを網羅した目録
を備えていない

• 事業プロセスの見直しが行われていない
• 事業部門ユーザーとの間で、セキュリティに関する期待および彼らの責任に
関するコミュニケーションが不足している

• 違反に対する処分内容やその適用ルールが不明確または欠如している
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デロイトのアプローチ
デロイトのこれまでの経験上、DLP のソリューション／プログラムを成功させるためには包括的なアプローチを採用し、技術
のみに焦点を当てるのではなく、システムを支え、実際に使用するために必要な要員やプロセスについても考慮しなければ
なりません。デロイトでは以下のアプローチを提案しています：

ガバナンス
•
•
•
•
•
•

DLP 戦略
DLP 要件

プロセス
• ビジネスプロセス分析
• インシデント対応のワ

組織構造
ポリシーと手続き
教育と認知度向上
測定基準／モニタリング
／報告

ークフロー

•
•
•
•
•

セキュリティ統合
• 全社的セキュリテ
ィソリューションと
の統合

インシデント対応計画
調整／最適化
ポリシー変更の管理

システムの実装







ハードウェア／ソフトウェア
出口ポイント
保存リポジトリ
エンドポイント
ポリシー構成
アクセス設定

ヘルプデスクの手続き
ビジネスプロセスの再
設計

このアプローチは要員／プロセス
／技術を統合し、DLP ソリューシ
ョンをビジネスの戦略や価値と整
合させることを可能とします
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成功をもたらすアプローチのための重要な検討事項
DLP ツールを正しく選定し、導入を成功させるためには、まず以下の事項を検討する必要があります：
ドメイン

主な検討事項

全般

保存中データ

伝送中データ

作業中データ

•

最もリスクの高い情報やデータ要素は何か？

•

最もリスクの高い場所や事業部門はどこか？

•

どのような統制によってリスクを抑制することができるか？

•

目標を達成し、リスクを抑制するために、ガバナンス構造やインシデント対応ワ
ークフローはどの程度頑強でなければならないか？

•

ツールの使用及びこれによって対応を求められるインシデントを管理するため
には、どういった資源が必要か？

•

ソリューションはどういう種類のデータ・リポジトリをスキャンできなければならな
いか？

•

データが発見された場合、それをどのように処理する予定か？

•

データの外部への伝送のみに着目するのか、それとも外部から内部への伝送
や内部間のデータ移動をも対象とするのか？

•

モニタリングや保護のためにどのようなプロトコルが必要か？

•

トラフィックのブロックうあ暗号化は必要か？

•

ソリューションはどのようなプラットフォームに対応している必要があるか？

•

ユーザーがネットワーク上にいないとき、ツールにはどのような処理を行わせる
のか？

結論
DLP を技術的な「プラグ・アンド・プレイ」タイプのソリュー

 法律／規制／コンプライアンス／ブランドイメー

ションとして扱うのではなく、より包括的なアプローチを採

ジに関する重大問題の防止にも役立つ高度な

用し、組織の変革を促し、事業リスクを最小限に抑制する

システム機能が利用可能となる

ことにより、ビジネスバリューを十分に実現するためのプ
ログラムとして扱うことにより、以下の大きなメリットが得ら
れます：

シデント発生時のより効率的／効果的な対応を
可能とする



DLP プログラムの展望と戦略を明確に示せる



スコープと要件を明確に定義することにより、重複作

慮した、高度な検索／モニタリングポリシーの定

業コストの発生を回避できる

義により、事業の中断を回避するのに役立つ

 コンテンツだけでなく文脈（コンテキスト）をも考



「短期的成果」を通じてビジネスバリューを実証する



明確な測定基準や評価基準により、ステークホルダ

ス／リスク／コンプライアンスに関する高度なイ

ーの支持を得られる

ンシデント相関分析や報告を容易にする



入念に設計／計画／実施された教育やメッセージ発
信を通じて、事業部門およびエンドユーザーの抵抗
を回避できる
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 インシデント対応能力が向上し、データ漏洩イン

 他のセキュリティ技術との統合により、ガバナン
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