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データ：最重要資産にできるか？ 
現代の企業や組織にとって、 
データ資産は価値や成長の全ての原動力になるエンジンのような存在です。 
データの潜在価値を発見、認識するためのフレームワークは、 
株主に提供する価値を高め、企業の将来的成功を促進するためには不可欠です。

それにも関わらず、多くの企業が既存のデー
タ資産の価値や、データの価値を高めること
ができる潜在的要因を理解していません。こ
れは言い換えれば、データ資産の持つ競争力
と価値を十分活用できていないことを意味し
ます。

⾧期的にデータの価値を取り込み、活用する
ために、企業はまず資産としてのデータの価
値を測る方法を明確にし、総合的なデータ戦
略に従って価値を高める必要があります。

データ評価用のフレームワークを開発し始め
たばかりの場合でも、プロセスの途中でガイ
ダンスが必要な場合でも、経験豊富なデロイ
トの Data Valuation（データ評価）プラクティ
スによって顧客がこれまで活用できていな
かったデータ資産の価値を実現することが可
能です。

デロイトの画期的な ValueD は、社内外のデ
ータを融合し、資産価値のグローバルなベン
チマーキングを可能にします。あらゆる業界
や資産タイプで世界中の数千のトランザク
ションデータを収集、匿名化し、サードパー
ティのデータと組み合わせて、クライアント
が全く新たな価値や詳細なインサイトを得ら
れる手助けをします。そしてデロイトの Data 
Valuation プラクティスは、広範で詳細なデ
ータセットに基づき簡潔で視覚的なレポート
をクライアントに提示することで、特定の財
務マトリックスを明確化します。

デロイトの Value Discovery Lab による Data 
Valuation プラクティスを活用することで、
大きな価値を生んでいる企業が成功させてい
る、主に 3 つの手法により価値向上の機会を
得ることが可能です。

◦�価値のアーキテクチャ、すなわち価値ドラ
イバー（推進要因）と戦略的目標、ビジネ
ス上のメリットを結び付ける基本的な設計
図を定めて、戦略的目標に価値の観点を適
用する。

◦�資本に関する意思決定フレームワークを作
成し、投資を最大限有効に活用する。

◦�効果的、効率的なコミュニケーションに
よって価値を高める方法を理解する。
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データの価値を評価： 
総合的なフレームワークの構築
他の資産価値の評価と同様に、 
データの評価は下図のような段階を経て行われます。 

既存のデータ資産を特定したら、
次に現在の活用事例を明らかにして
ビジネスの成長と育成を促進できる別の活用事例を
検討しましょう。 

以下の質問に答えることで、プロセスをスム
ーズに進行することができます。

・ �現在所有しているデータ資産の種類は ? そ
の使用方法は？

・ �データ資産によって別の方法でビジネスを
拡大できるか？

・ �データ資産で収益率を高めるにはどうすれ
ばよいか？

・ �データ資産によって現在および将来のリス
クをどのように回避できるか？

	価値の観点で活用事例を評価	

データの価値を 
現在の活用事例で評価

ステップ 1： 
現在のデータ資産を 

特定／リスト作成

ステップ 2： 
データ属性の特定

ステップ 3： 
現在の活用事例を 

特定

ステップ 4： 
代替／将来のデータ・ 

活用事例を探索
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価値の観点で活用事例を評価： 
成長、リターン、リスク
ビジネスにおける他の資産と同様、企業はデータが及ぼす企業の成長、リターン、 
リスクの影響を理解する必要があります。 
大きな成長を遂げている企業の、データを含めた資産評価において 
豊富な経験があるデロイトの Data Valuation プラクティスは、 
以下の 3 つの主要ポイントに沿って評価を行います。 
その際、長年実績のあるモデルを使って主要な価値ドライバーを中心に評価します。

デロイトのData	Valuationプラクティス担当者は顧客企業の経営者と連携し、	
データ資産が企業の現在および将来の成⾧、リターン、リスクに及ぼす影響を明らかにします。	

成⾧

・ �現在の企業成長ストーリーは？

・ �収益創出のためにデータを活用できている
か？

・ �そのデータで考えられる他の活用事例と
は？

・ �社内の他の資産との相乗効果はあるか？

リターン

・ �データの保管／保守のコストは？

・ �データに伴う組織・システムのコストは？

・ �データから得られる可能性がある利益は？

・ �データに伴うサードパーティの商業的収益
はあるのか？

・ �データの社内利用によって投資のリターン
は得られるのか？

リスク

・ �企業にとってどのようなプライバシーおよ
びデータ・セキュリティ上の影響があるの
か（データ作成、保存、アクセス、配布な
ど）？

・ �特定の種類のデータについては、リターン
よりもリスクのほうが大きいのか？

・ �データを使用してプロアクティブにインサ
イトを提供して企業リスクを低減するか、
あるいは「防衛的価値」を創出するか？

・ �保存、保持しているデータを含め、市場で
の企業の評価を特定できる
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ステップ1・2：

現在のデータ資産と 
その属性の特定
どんなプロセスでも、まずはスタート地点を把握することから始まります。 
データの評価をするために、現在のデータ資産の明細表を完成させる必要があります。 
また、現在企業がどのようにデータを活用しているのか、 
あるいは全く活用できていないのかを確認することも重要です。

多くの場合、企業は全てのデータの所在を把
握していないため、データの効果的なマネタ
イゼーション（収益化）ができていません。全
てのデータを把握するには、企業のあらゆる
データ明細表を更新し、レジストリの保守を
行う必要があります。

データ特定後、マネジメントが主な属性を検
討、分類する必要があります。主な属性を理
解することで、企業の成長、リターン、リス
クに対するデータの効果を最大化することが
可能になるのです。

データの状態は？

データ分析に用いられる属性には以下の
ようなものがある。

・ �データ品質 
関連性、新鮮度、精度、種類

・ �絞り込みやすさ／深度／選択可能性 
特定のデータセグメントの場合

・ �ソース 
ガバナンス、収集方法、プライバシー

・ �普遍性／広範さ 
オーディエンス範囲、データのカスタ
マイズ

・ �活用事例／ROI（Return on 
Investment） 
実証済みの活用事例

・ �市場での需要 
市場と購入意欲

・ �独自性と特別性 
類似データの有無

データと他の資産の違い、それがデータ評価
にとってなぜ重要なのか

・ �価値を損なわずにデータを共有できる

・ �データの価値は用途や具体性によって変化
する

・ �データの鮮度が落ちることはあっても、使
い果たしてしまうことはない

・ �他のデータと組み合わせることでデータの
シナジーは生まれるが、単にデータが増え
ればいいわけではない

・ �データには特有のセキュリティ上の課題を
伴う
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評価方法
データも他の無形資産と同様です。データセットの中の個々の属性は異なりますが、 
従来からある成長、リターン、リスクといった要因から成るアプローチを使い、 
データ属性をしっかりと理解することでデータを評価することが可能です。 
以下はその例です。

マーケット・アプローチ
現在、企業は自社のデータを徹底的に把握し、
サードパーティにライセンス許諾する方法を
見極めるために、高度なアナリティクスを使
用しています。さらに、各種のエコシステム
内でデータのやり取りが進み、市場参加者は
データ資産の収集や取引が行えるようになっ
ています。企業はデータ取引によって、さら
に価値の高いデータを作成することもできま
す。企業が引き続きデータマイニングを行い、
こうした資産分野での取引モデルを開拓する
ことで、取引は市場での価値指標を生むよう
になります。他の資産と同様、資産の比較可
能性に関する課題はありますが、市場の成熟
と企業による新たな取引方法の開拓により、
データ取引によってデータ資産に価値を与え
ることが一般的に行われるようになるとデロ
イトでは考えています。

多期間超過収益法（MPEEM）
収益からのアプローチで経済的メリットを測
定するには、貢献資産チャージ（CAC）を差
し引いたのちに資産に起因するキャッシュ・
フロー属性を計算します。CAC はその際にデ
ータ資産の収益や利益創出のために使用した
貢献資産の適切なリターンです。

ウィズ・アンド・ウィズアウト法
データ資産を入れ替える必要があった場合の
キャッシュ・フローへの影響を数値化して、
データ資産の価値を見積もる方法（企業経営
のために必要なその他すべての資産があり、
同じ生産能力だと仮定）。収益、運用コスト、
キャッシュ・フローの予測をデータ「あり」
と「なし」のシナリオで計算し、 2 つのシナリ
オにおけるキャッシュ・フローの差からデー
タの価値を見積もります。

ロイヤルティ免除法
企業がデータ資産を所有していない場合、所
有者であるサードパーティからデータのライ
センス許諾を受けると仮定する方法。この方
法では、企業はサードパーティからデータの
ライセンス許諾を受けることで、ある一定期
間一定の収益を放棄する必要があります。

コスト・アプローチ
製造コストを価値指標として使用する方法。
投資家がその資産のユーティリティを取得す
るのにかかる金額と、取得のために必要な収
益／リターンの合計以上は負担しないことが
前提になります。
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ステップ3・4：

現在および代替／ 
将来的な活用事例の特定
データを評価するプロセスによって、新たなビジネスへの適用から 
データの代替・防衛目的での使用まで、新たな活用事例が明らかになります。 
各ケースでの評価アプローチは、データの現在の使用状況、潜在的な用途によって決定します。

活用事例1：社内
データを効果的に使用することで企業は他社との差別化を図り、 
各種エコシステムにおける先駆者としての強みを得て、 
リーダーやディスラプターとなることができます。

例:	
ある生命保険会社は、毎週自社独自で死亡保
険請求データを分析し、資産管理を行ってい
る関連企業の社内利用をパッケージ化します。
これにより営業リードや価格設定アルゴリズ
ムでデータを使用して収益性を大幅に高める
ことができます。

評価方法：	
企業が自社のデータを使用して市場に破壊的

（ディスラプティブな）変革をもたらし、早期
導入のメリットを得る場合、ウィズ・アンド・
ウィズアウト法によって、データがビジネス
価値に及ぼす影響を理解することができます。
この方法にはかなりの慎重さが必要になりま
すが、データ資産の潜在的価値の範囲を把握
するためには適しています。多くのデータ評
価方法と同様に、予測の前提や評価のための
インプットを準備するプロセスで経営者は非
常に有益なインサイトを得ることがあります。
このアプローチを使用して、マネジメントは
既存のビジネス・モデルから「あり」のシナ
リオ、つまり市場のディスラプターとしての
予測に基づく、データ資産がある場合のビジ
ネスバリューを生み出すことができます。

次に作成する「なし」のシナリオは、競合他
社が市場で追い付くためにはどうするべきか
を予測する 2 つ目の仮想シナリオです。この
予測ではデータ資産を除く企業その他の競合
者の全資産が存在していると仮定します。ま
た、必要な資本支出や運用コストの想定も行
います。

最後に、「なし」モデルから仮想の「あり」モ
デルの価値を差し引くことで、データ資産の
理論的な価値が導き出されます。
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この活用事例では、主要な予測や評価インプットを柔軟に変更することで、 
企業は価値について以下のような結論とパターンを特定できる可能性があります。

割引率＝10%	

活用事例2：既存データの商業的利用
多くの商業的活用事例では、 
企業は収集したデータに関連する企業間取引から価値を創出します。

例：
小売業者が独自の顧客購買データを分析して
パッケージ化し、月額のサブスクリプション
でサードパーティに提供します。つまり、そ
の会社にはすでに定まった活用事例があり、
個別に特定された収益・利益の源が外部に存
在します。

評価方法：
このアプローチでの一般的な評価方法には、
ロイヤルティ免除法とウィズ・アンド・ウィ
ズアウト法があります。このような将来を見
据えた評価技法を使用することで、成長、収
益性、リスクに関連するインプットに個別に
着目し、各種のビジネス予測や評価インプッ
トを中心に感度分析を組み立てることができ
ます。たとえばロイヤルティ免除法のモデル
では、企業は自社になく仮想的なサードパー
ティが所有しているデータの使用に対して、
支払うべき仮想のロイヤルティを特定できま
す。

この分析には、企業が感度分析に用いてデー
タ価値のインサイトを生む、以下のような主
要なインプットがあります。

・ �データセットの想定寿命（各属性を詳細に
把握することで知ることができる）

・ �ロイヤルティ率に割り当てられた収益増加
率（属性分析を含む）

・ �データを主に使用した場合のビジネス・モ
デルの収益性

・ �ビジネス・モデルの将来的なリスクを測定
する割引率

寿命
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この仮想的なデータセットが示すように、この活用事例では資産の想定寿命のパラメータと想定ロイヤルティの選択は、リスク／割引率の選択
よりも最終的な価値にとって重要だということがわかる。これにより、ロイヤルティ料の選択基準となる収益性に着目すると同時に、データの
残存使用期間を理解することができる。データ属性を再確認することで、こうしたインプットの精度をはっきりさせることができる。 

割引率＝12%

活用事例3：代替／外部
特定の用途で収集したデータでも、 
他のビジネスにも活用できることに気が付く場合もあります。 
パラレル・ビジネス・モデルによってデータセットを社外に販売できる 
ビジネスチャンスが生まれるのです。

例：
農家から農産物の収穫量のデータを収集・管
理し、それを農家へ提供している企業が、あ
る農機具メーカーと出資者が収穫量のデータ
に関心を示していることを発見。これは他の
地域での機器のニーズや、機器購入のために
借入をする農家への貸付リスクを理解するの
に利用できます。

評価方法：
企業は分析に新たな収益源を追加することで、
ロイヤルティ免除法を展開します。それによ
り経営者は新たな収益源をアプローチに追加
し（下図参照）、これに同じ減衰率、ロイヤ
ルティ料、割引率を使用できます。あるいは、
耐用年数、ロイヤルティ料、割引率のパラメ
ータを変更して、新しい収益源に対してロイ
ヤルティ免除法によるまったく異なるモデリ
ング予測を行うこともできます。

3年寿命 4年 5年 6年 7年
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活用事例4：防衛
大量のデータを収集し、競合他社より先に新しい市場に参入したり、 
既存の市場で優れた製品やサービスを提供して、 
競合他社よりも迅速に事業を拡大している企業があります。 

例：
企業が現在事業を展開していないある地域に
関する長期的なデータを含む独自のデータベ
ースを保有しています。業界アナリストはそ
の地域への参入は業界にとって戦略的に価値
があると分析しています。

評価方法：
防衛的な価値分析では、企業が新しい市場へ
の参入を検討しなかった場合、コスト・アプ
ローチによってデータが評価されます。この
分析方法では、企業は社内データを使用して
データ資産を評価できます。このアプローチ
は現在の価格でデータを再び作り直すための
コストを割り出すことが目的で、以下のよう
な要素が使われます。

・ �データや、データを保管・ホスティングす
るために必要なシステムの収集と保守を行
う人材の給与データ

・ �IT システム・コスト

・ �規制コスト
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データ価値の創出プロセスを推進  
データの理解と評価は株主価値の向上プロセスを定義するうえで重要なことで、 
評価プロセスは価値 創出のためのアプローチ作りに役立ちます。

データ評価プロセスを推進するために、 
こうした段階的なアプロー チによって次のステップを特定することができます。

デロイトの Data Valuation プラクティスは、 
データ価値創出のあらゆる段階でクライアントをサポートします。 
クライアントが自社データの現在の価値、データ価値を高める属性、 
データによって株主価値を向上させる方法を 
理解できるよう支援します。 
企業価値向上のためデータ・インタラクションを 
よりよく把握するプロセスを構築し、 
最終的に企業としての価値につなげます。 

データ評価プロセスのどこにいるのか？

・ �現在のデータ・インベントリの状況は？

・ �現在のデータ価値の予測は？

・ �企業にとっての価値を創出するために、現
在データをどのように活用しているのか？

目指している将来とは？

・ �企業にとっての価値を高めることができる
要因とは？

・ �データの潜在能力を活用するために最も重
要なデータ属性は？

・ �他の活用事例によってデータの価値や株主
価値が最大化できるか？

・ �データの価値やROI（Return on Investment）
はどのように測定するのか？

どうやって目標を達成するのか？

・ �企業が重視し、測定する必要がある活用事
例とデータ属性は？

・ �価値創出を監督するために用意しておく必
要があるリソース、ツール、モデルは？
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