
“データを制す者がビジネスを制す”
今こそデータガバナンス/マネジメントの拡充を
かつて”システムの付録”だったデータが今はデジタル変革の主役に。

データドリブン経営に向けたバランスのよいガバナンス・スタイルが求められています

なぜいま「データマネジメント」なのか

元々データマネジメントは一部の有識者からは重要と考えられていました。しかしながら、以前は業務プロセスや情報システムを「主」として、

データは「従」とする考え方が大勢を占めており、かつてのデータは業務の中で自然発生的に生まれ、システムが処理をするための付属物、す

なわち”システムの付録”にすぎませんでした。

状況が一変したのは、 ”BigData”の有用性に着目されるようになってからです。かつて企業独自のオンプレミス環境で構築されたメインフレー

ムの閉じた世界に小さく収まっていたデータが、業務で利活用する目的から、データレイクやデータウェアハウス、データマートなど、クラウドのよう

な開かれた場に飛び出すようになり、ビジネス領域におけるデータの位置づけは大きく様変わりしました。業務におけるデータの容量を示す単

位も「キロ」「メガ」「ギガ」から「テラ」「ペタ」「エクサ」など千倍単位で増えていき、今やデータはデジタル変革時代の主役としてあらゆるビジネ

ス領域を席巻しています。また、データの重要性が増しただけでなく、データ自体の構造も複雑化・多様化し、データに基づく意思決定も以

前より格段に緻密化・高速化を求められるなど、データの特性も大きく変化しています。

そのような大きな変化にともなってデータを管理・統制する難度も増大し、近年データマネジメントの重要性が改めて注目されている状況で

す。
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データの特性とデータ環境の変化



データ利活用を推進する企業におけるデータ活用基盤の状態と課題

現在、多くの企業でデータドリブン経営を目指した基盤整備を推進されていますが、データ利活用で成果を得るためには様々な局面で課

題が散在しているように見受けられます。
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各社における典型的なデータ活用基盤の状態

【ソースデータ】

一般に、ソースデータは企業における業務活動の中で発生・入力されており、基本的にソースシステムが吐き出したままの状態で蓄積されま

す。もともと利活用に必要なデータ形式や粒度で整備されているわけではないため、ソースシステムに蓄積されたままの形だと継続的にデータ

利活用をするには限界があります。

【データ集約】

デジタル変革を積極的に推進している企業は、データ利活用に向けた戦略の策定やビジネスケース構想の検討を進めています。その一方で、

ユーザが利活用したいデータを利活用できる形で準備することを情報システム部門に依頼すると、その準備に例えば1ヶ月を要するといった

ケースが各社で見られます。情報システム部門のリソースがひっ迫している企業では、長い待ち行列が発生して、ひどい場合は依頼に対応で

きるのが半年～1年先、といった例もあり、いざデータ利活用をしようと思い立っても作業に入るまでに多大な時間を費やしてしまうと、完全に

ビジネスチャンスを逸してしまい、もはやデータ利活用の目的さえ失われてしまいます。

【データ集約・精製・蓄積】

現在多くの企業では、 Data Lake, Data Warehouse（DWH）, Data Martなど、データ利活用に向けたデータ蓄積の仕組みを構築しつつあ

ります。しかし、Data Lakeに蓄積されたデータについて、ユーザが意味・属性や来歴（ソースシステムの識別やデータの経路など）、粒度、更

新頻度などをメタデータとして容易に把握することができないため、結果として利活用を見送らざるを得ないケースが多数見受けられます。

また、ソースシステムの違いによって、データの形式や粒度が合わず、業務部門からデータ利活用の要求がある都度情報システム部門がバッ

チで変換処理を施すことによって複数のデータソースを統合しているような企業は変換プログラムの開発に工数・時間・コストを要しており、他

の作業にリソースが割けないといった問題も発生しています。

【データ組織】

通常、データ利活用の対象データは多様なデータソースから成り立ち、データを中心とした様々なステークホルダー（データ利用者、データ提供

者、データ管理者など）の利害関係があります。従って、データマネジメントのルールもすべてのステークホルダーに向けて、利害調整を踏まえ

た上で整備する必要があります。関係者間で調整を行わないままルールを策定すると、運用段階でコンフリクト（争い・衝突）が発生する

ため、ルールとして無意味なものとなってしまいます。

また、ルールには各種の基準・標準も含まれます。特にデータ品質に関する基準が明確でないと、データ品質を維持・向上させるための目標

が立てられません。

【データユーザ】

利活用したいデータには、個人情報などの機微情報や企業の機密情報などが含まれることがあります。そのような企業にとって重要な情報

については、例えば匿名加工といった変換処理の実施、あるいはデータに対する適正なアクセス制御を行う必要がありますが、「誰が・どん

なデータに・どこで・いつ・どのような方法で」アクセスすることを許可するかについて、厳格な管理を行っていない場合、許可されていないユーザ

が不用意に本来秘匿されるべきデータを参照できてしまうといったリスク、または不正アクセスによる情報漏えいなどのセキュリティ・インシデン

トにつながってしまうリスクがあります。

また、近年各社はデータ分析に関する能力開発やデータサイエンティストの採用に関しては積極的な投資を行っていますが、分析されるデー

タの品質維持・管理の活動については組織上の職制が整っていないため、データ品質向上の取組みが一過性の改善活動に留まっている

ケースが多数見受けられます。



フレームワークによるバランスのとれたデータガバナンス

一過性ではなく、データ利活用を継続的に促進させるためには、何よりデータの品質が信頼に足るものでなければなりません。データマネジメ

ントの教科書的なテキストであるDMBOK(*)にも「データマネジメント機能のすべてがデータ品質に貢献する」と述べられています。データ品質を

維持・向上させ、目標となる基準達成に向けた包括的チェックを行うために、デロイト トーマツグループでは独自のデータガバナンス フレーム

ワークを整備し、活用しています

当該フレームワークはデータガバナンスの変革ポイントとして6つのカテゴリ、29のサブカテゴリから構成されています。各項目は、組織がデジタル

変革やデータ利活用を推進するに当たり、実現すべき重要な取り組みであり、変革達成の進捗度を示すチェックポイントです。

（*）DMBOK：『データマネジメント知識体系ガイド（第2版）』、2018、DAMA発行
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デロイト トーマツ グループのデータガバナンス・フレームワーク（Ver. 1.0）

【戦略】: データ利活用を推進するための全社戦略。事業戦略およびデジタル戦略・IT戦略と同期し、他の要素をけん
引する。

【統制】: 戦略実行および法令遵守や企業倫理を担保するルールや仕組み。情報資産であるデータの経営陣による監
督機能も含む。

【組織・人材】:データ利活用戦略を実現し、かつ全社統制に従ったデータマネジメント機能を全うするための組織態勢や人事
制度。理解と技量ある人材の適正な配置や管理者の関与を可能とする。

【プロセス】: 正確性や完全性などデータ品質の維持・管理・向上のために推進される活動のすべて。ビジネスエコシステム
全体の場合、データに関係する外部委託先の管理も含む。

【技術】: データ利活用のための最新技術の導入や、データ利活用に関わるリスク削減、データマネジメントの省力化など
を目的とするテクノロジーやアーキテクチャの選定、構築、強化。

【品質】: AIによるデータ活用も含む品質基準の設定やデータマネジメントレベルの評価。全社で維持・向上させるための
仕組みの構築。

フレームワークのコンポーネント間の関係

デロイト トーマツ グループのデータガバナンス・フレームワークは上位にある「戦略」と「統制」を”データガバナンス領域”（広義のデータガバナン

ス）、下位にある「組織・人材」「プロセス」「技術」「品質」を”データマネジメント領域”（広義のデータマネジメント）として分けています。デー

タガバナンスとデータマネジメントの違いは次頁の通りです。
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領域 目的 主体

データガバナンス

データマネジメントが組織において適切に機能するよ

うに、職務権限を通して計画し、実行を監視し、徹

底させる

経営層：監督側

データマネジメント

データ利活用推進等の目標を実現するために、デー

タの仕様を決め、入出力や蓄積・保管などの方法

を設計・実装し、データ品質を管理する

現場：ビジネス部門、IT部

門等の実行側

データガバナンス領域におけるコンポーネント「統制」は、”狭義のデータガバナンス”を指します。統制にはデータ利活用戦略を踏まえてデータ品

質の維持・向上を目的とした企業統制の各種取り組みが含まれます。具体的には、データ管理に関するルール整備（方針の策定、規程

類の制定等）やデータの標準化、メタデータの整備等です。この統制活動を疎かにすると、後にデータ利活用において様々な問題が発生し、

ユーザの中でデータ利活用の機運が低下するリスクがあるため、これらはデータガバナンス/マネジメントの「要」となる重要な取り組みとなりま
す。

フレームワークに基づくデータガバナンス成熟度（達成度）

デロイト トーマツ グループのデータガバナンス・フレームワークは29個の変革ポイントごとに成熟度定義を行っています。成熟度定義を参照しな
がら企業のデータガバナンス成熟度（達成度）を比較評価することによって、各社が取り組んでいるデータガバナンス/データマネジメントの達
成状況、強み・弱みなどが効率的に把握できます。

データガバナンスが期待される効果を発揮するには6つの変革コンポーネントがバランスよく整備されることが肝要です。一部の対応が疎かに
なると全体のバランスが崩れてしまい、当初想定した効果創出が実現できない懸念が生じます。例えば、データ利活用推進を目的としてい

たはずが、いつのまにかデータ活用基盤を構築すること自体が目的となってしまうようなケースです。データ利活用に向けた戦略の策定や体制

/ルールの整備が劣後してしまうと、”なぜ”ガバナンスが必要なのか、”誰が””いつ””何に対して”ガバナンスをきかせるのか、といったことが曖昧
なまま運用が開始されることになります。その結果、現場で混乱が生じ、データ利活用が停滞するリスクがあります。データガバナンスとして

トップダウンで推進する内容とデータマネジメントとして現場で対応する内容について、変革の取り組み全体でバランスよく、一連の対応を行

うことが求められます。

フレームワークによるバランスのとれたデータガバナンス
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データガバナンス課題の根本原因と解決に向けた打ち手

各社におけるデータ活用基盤の状態からわかるように、現在企業におけるデータガバナンス/マネジメントには多数の課題が山積していますが、

大抵の企業はどの課題から着手すべきか、それすら決めかねている状況です。

デロイト トーマツ グループではデータに関する典型的な課題について、ゼロからではなく、データガバナンス・フレームワークを用いることでの根本

原因の特定をより効率的に実施します。その上で、将来派生する問題を想定して、効果的な打ち手（クライアント側の対応アプローチ）を

検討するという体系的な方法論により課題解決を行います。

ここでは、デロイト トーマツグループが提供可能な、打ち手を実行するための具体的なサービスメニューをいくつかご紹介します。

データガバナンスの
課題と根本原因

打ち手
（クライアント側の対応アプローチ）

サービスメニュー
（デロイトトーマツの提供サービス）

• データ利活用を推進したいが、各所に問題
があり、進められない

• データに関連した課題が発生する根本原因
が把握できていない

• 「戦略」「統制」「プロセス」「組織・人材」
「品質」「技術」という領域別に、現在の組
織におけるデータガバナンス/マネジメントの
成熟度を評価

• データガバナンス/マネジメントに関する強み
と弱みを把握し、強化策・補強策を検討

• データガバナンス組織成熟度評価：

➢ フレームワークによる成熟度調査
➢ データガバナンス/マネジメント課題の識

別と根本原因の特定
➢ NEXT ACTIONの指針提示

• データを整備・管理するための体制がない

• データ整備に対するビジネス上の動機付け
が共有されていない

• データ利活用戦略KPIが定義・モニタリング
されておらず、改善活動が出来ていない

• 経営戦略や事業戦略に資するデータ利活
用、並びにデータ管理のあり方を再検討

• 組織全体をデータドリブン型の経営・業務
遂行スタイルに変革するためのシナリオを策
定

• 変革シナリオに即して変革の実現に必要と
なる具体的な施策を網羅的に導出

• 変革KPI・施策KPIの定義を行い、継続的
にモニタリング/測定して、評価・検証のサイ
クルを回し、改善に向けた施策を実施

• データドリブン組織変革ビジョン・構想策定
支援：

➢ 変革ビジョン策定支援
➢ 変革シナリオ策定支援
➢ 変革実行体制確立支援
➢ 変革KPI・施策KPIの定義支援
➢ 改善施策の検討・実行支援
➢ モニタリングプロセス確立支援

• ビジネスのトレンドを把握・予測するための
仕組みがない

• ETL等データ処理の仕組みが整備されてい
ないため、BIツールで鮮度の高いデータを分
析できない

• テキストや画像など非構造化データを取り
扱えるアーキテクチャが検討されていない

• データ利活用の促進に向けて、多様な構
造・形態をもつソースデータを集約

• データをカタログ化して容易に検索・抽出で
きるようなデータ管理基盤を整備

• リアルタイム・データによるBIレポートや、ユー
ザ自らが試行錯誤してデータ利活用の効果
を検証するサンドボックスなどによりさらなる
ビジネス貢献を企図

• 次世代アークテクチャ構築：

➢ ソースデータ識別・一覧化
➢ メタデータ整備
➢ データカタログ登録
➢ データ活用・管理基盤設計・構築
➢ データ利活用ツールの選定・導入
➢ サンドボックスの構築

• データ品質が低い、または品質が不揃いで
ある

• 既存の体制ではデータ品質の維持・向上を
担う責任者が明確でない

• データ品質管理をIT部門のみに委任し、業
務側の職制定義がないため、日々の改善
活動が出来ていない

• データオーナーやデータスチュワードなど、データ
マネジメントに関連する役割と責任について
定義

• データマネジメントを運用するための実務プ
ロセスを可視化

• データマネジメント態勢構築：

➢ データ資産の特定・識別
➢ 組織階層モデルに基づくデータ管理体

制・役割定義支援
➢ データマネジメント・プロセス定義支援

• データガバナンスの方針・指針・ルールを規
程として、組織の既存の体系に合せて文書
化・可視化

• データ利活用・データマネジメントに関連する
関係者すべてに遵守事項を通達し、管理・
統制を徹底

• データマネジメント規程整備：

➢ データマネジメント・ルール策定支援
➢ データマネジメント・プロセス定義支援
➢ データマネジメント規程作成支援

デロイト トーマツは、“データを制す者がビジネスを制す”デジタル変革時代に適応する、全体のバランスがとれたデータガバナンス/マネジメント

態勢の構築と定着化をご支援します。

データガバナンスの課題を解決するための打ち手とサービスメニュー例
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して“デロイトネットワーク”）のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立した

別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよびDTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為

および不作為についてのみ責任を負い、互いに他のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへのサー

ビス提供を行いません。詳細はwww.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

デロイト アジアパシフィックリミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイトアジアパシフィックリミテッドのメンバーおよびそれらの関係法

人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジアパシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラル

ンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務、法務などに関連する最先端のサービスを、
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め、クライアントの変革と繁栄を促し、より豊かな経済、公正な社会、持続可能な世界の実現に向けて自ら率先して取り組むことを通じて、計測可能で継続性のあ
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※貴社及び貴社の関係会社とデロイトトーマツグループの関係において監査人としての独立性が要求される
場合、本サービスの全部又は一部がご提供できない可能性があります。詳細はお問い合わせください。

mailto:ra_info@tohmatsu.co.jp
http://www.deloitte.com/jp/dtra
http://www.deloitte.com/jp
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html
http://www.deloitte.com/

