
エンタープライズデータの	
あるべき統治とは
データを愛するならば、自由にさせよう

我々は、新たなデジタル文明の時代に突入し
た。今までにない膨大なボリュームのデータ
と、それに含まれる顧客や戦略、オペレーシ

ョンに関する貴重な洞察によって突き動かされる時代
である。この新しい時代においては、今までに比べデータ
量がただ多いというだけでなく、データがあらゆるソース
から生み出されており、情報がより多くの意味を提供す
るものになっている。「Tech Trends 2017」で明らかと
なった通り、トランザクションシステムや産業機械、ソーシ
ャルメディア、IoTセンサーに加え、画像や音声、動画、
深層Webなどの新たなソースから得られた洞察に富
んだデータは、ますます意思決定の在り方を左右し、
未来への新たな道を描く一助となっている1。

すでにデジタル文明への道を歩み始めているので

あれば、データが持つ潜在性を100％引き出すため
に、データを「フリー」にする必要がある、ということは
明らかであろう。「フリー」とは「無料」という意味では
なく、アクセシビリティ（アクセスしやすいこと）と偏在
性（あらゆるところから取得できること）である。昔から
組織を分け隔てていたハードルが下がると、価値を生
み出す分析を行うために、データをより広く利活用する
ことが今までより重要になる。データが「フリー」であっ
ても、我々はさらにそれを理解し意味づけしなければ
ならない。

従来は「データを理解する」というと、トップダウンで
アクセス制御のために厳格な定義や階層を定め、何重
にもガバナンスを敷くことを意味した。このデューイ十
進分類法のようなアプローチは、一言でいえば、カオ

　あらゆる組織がデータを重要な資産であると認識する中で、データを「フリー」にし
たいという需要が高まっている。つまり、情報をアクセスしやすく、理解しやすく、各事業
部や部署、国をまたいですぐに利用できる状態にすることである。これを実現するため
には、機械学習や自然言語処理、データ間の関係の理解や、ストレージおよび権限の
管理を大幅に自動化するという現代的なアプローチを、データ構造およびデータガバ
ナンスの仕組みに取り入れる必要がある。このケイパビリティは、変わりゆくプライバ
シーやデータ保護に関するグローバル規模の規制や法的な要求に対応するためにも
必要となる。
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スを力づくでコントロールする際に説明責任を果たす
べく形作られた方法であった。

我々は、この1年半～2年の間に、より多くの企業
がデータマネジメントへのアプローチを近代化し始め、
コントロールとアクセシビリティのバランスを取ること
に努めると予測している。本編では、昨今増えているこ
のような潮流を「エンタープライズデータの統治（Sov-
ereignty）」と名付け、今後ますます重要視される企業
資源の価値を管理し、マネタイズし、そして最大化する
ための企業の取組みを紹介する。

これらの企業は大まかに三つの課題にフォーカスし、
解決に努めることになる。その三つとは、マネジメント
とアーキテクチャ、グローバルでの規制に対するコンプ
ライアンス、データの所有・責任である。

各分野において多くの企業が直面するこれらの課
題はさまざまであり、根強く存在し続ける。例えば、以

下のような課題が挙げられる。
• どのようにすれば、データを慎重かつ効果的にマ

ネジメントしつつ、組織的・機能的な境界を越えて
データを開示することができるか。

• どのようにすれば、面倒で頻繁に発生するデータ
分類やクレンジング作業を自動化できるか。

• どのようにすれば、グローバル企業として、国ごと
に大きく異なる規制やプライバシー要件を遵守す
ることができるか。

• 企業の中で、最終的には誰がこれらのデータに責
任を負っているのか。CIOか、COOか、誰でもないの
か。

エンタープライズデータの統治とは、企業がインサ
イトドリブンな組織へと発展するためのロードマップを
示すものである。この変革には、データのインテグレーシ

ョン、カタログ化、セキュリティ、トレーサビリティ、スチ
ュワードシップ、その他分野への長期的な投資が必要
であることに疑う余地はない。しかし企業は、それらの
投資を通じて、継続的に進化し、学び、成長するダイナ
ミックなデータマネジメントの仕組みを作り上げるこ
とができる。

データの今と昔
データ量が比較的少なかった時代は、IT部門で昔

ながらのデータマネジメントのテクニックを採用して

いた。このシンプルな時代には、構造化されたビジネス
データがテーブルや基幹システムに存在するのみであ
る。その時でさえ、戦略家やCIO、その他意思決定者は、
データを抱えきれず、また理解しきれずにいた。多くの
企業は、データを取扱うにあたり、次の二つの基礎的
なアプローチのうち、どちらかを採用していた。
•	 自由放任アプローチ：意思決定者たちは、データ

マネジメントは面倒かつ困難なものだということ
を受け入れ、各々の課題に真面目に取り組むこと
よりは、特定の要件に対応するために個別のシス
テムを構築した。データウエアハウスやデータスト
ア、レポート、アドホックでのデータ可視化の仕組み
が構築された裏には、マスタデータを合理化したり、
汚れたデータをクレンジングしたり、差分を照合す
る影の活躍者が必要とされていた。
•	 力づくのアプローチ：データのもつ大きなポテンシ

ャルに気づいたいくつかの企業は、データを聖書の
ように厳格に取扱う要塞を築き、データを抱え込も
うとした。このアプローチではすべてのプロセスが
厳格に管理されたが、すべてのデータが構造化さ
れ一貫している場合のみに機能するため、異なる
タイプのデータがシステムに投入された際には維
持が難しかった。データの整合性と品質を維持す

るために、企業は細やかな指示だしと、複雑なテク
ノロジーやマニュアル作業に大きく頼っていた。

20年経った現在、ビッグデータ、リアルタイムレポーテ
ィング、オートメーションの時代、特にデータボリューム
およびデータの戦略的な重要度がともに継続的に増
す時代においては、これらのアプローチはともに不十
分であることが明らかになっている。これは、すべての
業界で、また国を問わず起こっている現象だ。

例えば今日の自動車は、機械というよりむしろ、セ
ンサーからデータを大量に生み出す、タイヤに搭載さ
れたコンピュータという位置づけになっている。最近、

トヨタ社、エリクソン社、その他の企業が合同で、自動
車から生み出される大量データを管理するための新し
いデータマネジメントの仕組みを開発すると発表した。
「2025年頃には、車とクラウド間のデータ量は、ひと
月あたり10エクサバイトに達すると予測される。これ
は、現在のボリュームの約1万倍だ。」と、あるコンソーシ
アムは発表している2。10エクサバイトとは100億ギガ
バイトにあたる。それが毎月車から生み出されるの
だ。
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IDC社は、2025年までに全世界で毎年163ゼタバイ
トのデータが作成/複製されると予測している（1ゼタ
バイト＝1兆ギガバイト）。これは9年前の2009年のデータ
量に比較すると、10倍のデータ量に相当する3。

先進企業は、これから到来する（人によってはすで
に到来しているという意見もあるかもしれないが）津
波のようなデータの中で、以下のような根本的な問い
に答えながら、エンタープライズデータのあるべき統

治を模索し始めるだろう。先進的なデータのマネジメ
ントとアーキテクチャとはどんな姿か。グローバル規
制をいかに遵守するか。データの所有/責任は誰が担

うのか。

先進的なデータマネジメントとアーキテクチャとは。
エンタープライズデータの統治においてデータマネ

ジメントを語る際には、単なるデータの保存場所/保存

コグニティブデータスチュワード

Deloitte Insights | Deloitte.com/insightsSource: Deloitte analysis.

伝統的 先進的

図1. 新しいデータマネジメントアーキテクチャ
伝統的なデータマネジメントは、マニュアル作業や厳格に管理
されたストレージ・処理によって基礎的な情報を提供してきた。
先進的なデータマネジメントアーキテクチャにおいては、コグニ
ティブデータスチュワードとダイナミックなデータファブリックが、
より深いレベルの洞察を生み出し、企業が意思決定の在り方を
変革させることを手助けする。

データソース データ取得 ダイナミック
データファブリック

セマンティック
レイヤ
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インテリジェンス
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エンティティレゾリューション
（データの解明）プロセス等に
おいて、アルゴリズムはデータ
を閾値ごとのクラスタにまとめる

人によるデータスチュワードで
クラスタをレビューし、マニュ
アルで承認・却下することで
アルゴリズムが改善される

アルゴリズムは自分自身で改善
するようになり、同じプロセス
で管理や監視といった追加タスク
が自動化される

ダイナミックなデータファブ
リックはメタデータを含む
データ辞書を作成する

マッチングアルゴリズムを使用
して、データ辞書はデータの
つながりを認識するようになる

データマネジメントアーキテク
チャのソリューションはデータ
間の多元的な関係を明らかにし
可視化する
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方法の検討だけでは不十分であり、次のポイントの考
慮が必要だ。
• 信頼できるデータの調達と提供（例：バッチ処理、

リアルタイム連携、構造化データ、非構造化データ、 
IoT連携）および各種データソースとの同期 

• メタデータマネジメントとデータトレーサビリティ
• マスタデータマネジメントとユニークID
• 情報へのアクセスとデリバリ（例：上流/下流）
• セキュリティ、プライバシーそして暗号化
• データアーカイブとデータ保持

従来のデータマネジメント技術では、このような複
雑な作業の実施にはマニュアル作業による補正が必
要であった。クラウドへの移行や、システム間連携の実
装により、検討事項はさらに複雑化することがある。

しかし、先進的なツールの採用や、データマネジメ
ントアーキテクチャの再構築によって、企業はデータの
加工について頭を悩ます必要性が少なくなっていくだ
ろう。新しいアーキテクチャのツールによって、データの
調達・登録・管理について、意思決定の自動化を実現

することが可能となる。アーキテクチャは企業のニーズ
とケイパビリティによってさまざまなものがあるが、先
進的なデータマネジメントアーキテクチャには以下の
要素が含まれる。
• データ取込みと信号処理ハブ：構造化/非構造化

データ（パブリックデータ、ソーシャルデータ、プライ
ベートデータおよびデバイスデータ）の取得/取込
みのためのソリューション。ここには自然言語処理
とテキスト分析が含まれる。

• データの一貫性とコンプライアンスエンジン：データ
品質と一貫性を向上させるため、データの不整合
を解消するケイパビリティ。各種規制へのコンプラ
イアンスも満たすことが期待される。

• ダイナミックなデータファブリック：メタデータや
データリンクを保持したダイナミックなデータディ
クショナリを、企業横断的に構築するソリューショ
ン。データディスカバリツール、オントロジー技術や
ビジュアリゼーションツールを駆使して、データディ
クショナリ内の多元的なつながりを、明らかにする
ことができる。こうしたつながりはまた、インタラク
ティブテクノロジーや、空間的・時間的ネットワーク
あるいはソーシャルネットワークの形で表示するこ
とも可能である。

• コグニティブデータスチュワード：コグニティブテ
クノロジーはユーザが新しいコンプライアンス要件
を理解するのを助け、データとコンプライアンス
ルールを明確にすることで、ヒトのデータスチュワー
ドを支援する。コグニティブデータスチュワードは、
機械知能、ボット、その他のテクノロジーと組合わ
せて、伝統的にマニュアル作業に頼っていたデータ
マネジメント上のガバナンス・監督業務・アカウンタ
ビリティに関わるタスクを自動化することができる。

• エンタープライズインテリジェンス：機械学習と先
進的なアナリティクスソリューションは、より示唆に
富んだ洞察に光を当て、より確実な意思決定やリ
アルタイムなアクションを可能にする。エンタープラ
イズインテリジェンスはとりわけ、ダイナミックにマ
スタデータ、カタログ、データトレーサビリティ、セキ
ュリティプロファイルを構築し、データへのアクセス
や活用、コンプライアンスにおける変化へ適切に対
処できることであろう。

誰が組織のデータに「責任を持つ」べきなのか。
現在、多くの組織はデータスチュワードを雇用し、主

にデータ品質と一貫性に重点を置き、データ品質の維
持のための作業にあたっている。データスチュワード
自身は企業においてデータの所有者ではないかもし
れないが、企業においてデータ権限を持つべき人に最
も近い存在である。データがますます重要なビジネス
資産となっていく中、一部の組織では単純なデータ
管理作業だけを行うのではなく、チーフデータオフィ
サー（CDO）を雇用し、データから洞察を導き出すこと
に注力している。CDOは、グローバル規模でのデータ
収集と集計を最適化するためのゲームプランの策定
を次第に進めている。ここには、外部ソースからの構造
化データと非構造化データの両方を活用することが
含まれる。さらに、CDOはゲームプランを策定すること
により、ストレージに関する地理的および法的な検討
事項に対処している。

グローバル企業は、国によって大きく異なる規制要件
をどのように満たしているのだろうか。

クラウドサービスや他のインターネット上のプラット
フォームでホストされるデータは、そのデータが保管さ
れる国の管轄下にある。この事実だけをとらえると簡
単なことだと思われるかもしれないが、ビジネスにお
いて世界的なデータ保護規制はどこまでも厄介な問
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題だ。次のようないくつかの重要な問いに対処しなけ
ればならないからである。誰がデータを所有する権利
を持つのか。誰が他国に保管されたデータにアクセス
できる権利を持つのか。クラウドサービスを提供する会
社が所在する国から、異なる大陸にあるかもしれない
第三国のデータセンタのデータにアクセスすることは
問題ないのか。これらの問いに対して答えを用意する

ことは、簡単ではない。
2018年5月25日、欧州連合（EU）は、一般データ保

護規則（the General Data Protection Regulation: 
GDPR）として知られるデータプライバシーと使用に関

する法律を施行した4。この法律は、ある立場の人にと
っては歓迎すべきことに、これまでの問題と解決策を
明確にし、他の立場の人にとっては、グローバルレベル

でのデータ管理体制に対しさらなる複雑性をもたらし
た。GDPRは、個人からの同意を得ることなく、企業が
消費者のデータを収集、処理、または使用することを
防止することを目的としている。そして、これはデータ
を格納するサーバがEUの中にあるか外にあるかに関
係なく、もしデータがEU市民に属するものであれ
ば、GDPRの適用対象となるのである。GDPRを遵守し
ない場合、巨額の罰金が科せられる可能性があり、最
高で2,200万ドルまたは前年度の総売上の4％のいず
れか高い方が制裁金として科せられる可能性がある5。

一方、オーストラリア、中国をはじめとする多くの国
でも、それぞれデータ保護規制法令が施行され、当該

法令を遵守しない組織に対する追及を積極的に行っ
ている。ロンドンの独立系調査機関であり、コンサルテ
ィング会社でもあるOvum社の最新レポートによると、
法令遵守のコストはかなりの額かもしれないが、法令
違反に伴うコストはそれ以上に高額なものとなる可
能性があるとのことだ6。

現在、グローバル企業には管轄国の法令要件を満
たすのに役立ついくつかのテクノロジーベースの選択
肢がある。例えば、クラウドサーバに直接配備された、
洗練されたルールエンジンは、無数のルールをデータ
に対して動的に適用し、特定の管轄区域のどのステーク
ホルダーがどのデータにアクセスできるかを判断でき
る。または、企業は法的管轄区域によってクラウドイン
スタンスを分割してデータを論理的に分離し、各ユーザ
からデータストアへのクラウドアクセスについて、分割
したそれぞれのロケール内に制限することができる。

最後に、CDOは皆理解していることではあるが、特
定の国や地域の極めて厳格な規制では、データが凍
結される可能性がある。運が良い場合、それは一時的
なものであるが。しかし、これらのデータ資産から集め
られた洞察は管轄規制の対象ではなく、グローバル組
織で自由に移転することができる。このことを念頭に
置くと、グローバル組織にとって、ローカル法令を遵守

しつつデータを会社全体の資本として組み入れるため
には、焦点を、データそのものから洞察へと移していく
ことが助けとなるであろう。
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よくある誤解と真実
今やデータマネジメントはテーマとして新しいものではなく、「再発明」されたという表現も中途半端だ。データ
マネジメントに関係する最新動向を懐疑的に思う読者の方がいることも理解しているので、ここでは疑問点の
解消やよくある誤解の訂正を通して、エンタープライズデータの統治とその可能性について明確にしていきた
い。

誤解：我々はマスタデータ管理ソリューションを使って鉛のような価値しかないデータを、金に変えようとした
が、うまくいかなかった。この章で説明されてきたことを実行したところでまた無駄足になるのではないのか。

真実：今回は今までと状況が異なる。理由は次の通りである。過去20年間で利用可能だった多くのマスタデータ
管理ソリューションは、顧客データ、製品データ、経理データといったさまざまなデータを保存している個別シ
ステムのマスタデータを、一つの共通のマスタデータを中心に構成しなおすフェデレーション技術だった。マス
タと個別システムとを整合させていくプロセスは手作業であり終わることのない作業だった。さらには、データ
マネジメントにおけるすべてのルールを運用前に定義しなくてはならず、システム全体を運用初日から雁字搦
めに規定するものだった。しかし、エンタープライズデータの統治の取組みは異なるものである。フェデレーシ

ョン技術と手作業の工程は、自動化技術や最新のデータマネジメントの技術に取って代わられる。それは、自
然言語処理、ダイナミックなデータディスカバリ、オントロジー、高度な機械学習、コグニティブといった技術だ。
この新しいシステムでは、以 前 ほど事 前のルール定 義の必 要 は なく、システムがひとりでに複 雑 な 
データのデータマネジメント方法を学び、ビジネスエコシステムの内外において一貫してコンプライアンスを
保つことができる。

誤解：自動化されたとしても煩雑なデータを現場で入力する人はなくならない。

真実：確かに入力作業やシステムデータを扱っている人たちは、システムが想定していたものよりも、ずっ
と複雑で煩雑なデータを年々打ち込むようになってきている。さらに言えば、これらの人たちを飴と鞭で
コントロールしても、ほとんど問題に対処できなかった。最先端のデータマネジメントシステム、自動化
技術、機械学習、リレーショナル技術では、データを均一化・整合化し、データにコンテキストを与え解
釈を容易にし、特定のデータセットを必要な人に限って利用可能にすることで、データの質を向上させる

ことができる。それに加え、データアーキテクチャを設計する際には、データ品質、メタデータ管理、データ
連結に関わる機能をシステム群の中心ではなく、よりデータソースに近い時点で行うことを検討する 
べきだ。それによって人為的なミスを企業内データフローに入る手前で修正することができるだろう。 

誤解：データへのアクセスを「フリーにする」ことは問題を引き起こすだけだ。

真実：データが自由にアクセスできるようになるということは、いつ何時もすべてのデータが会社の全社員か
らアクセス可能であるということを意味しない。そうしてしまうと、ほとんどの人は混乱するだろう。さらに悪い
ことには、R&Dやその他の取り扱いに注意を要するデータを広く共有することは、不正を引き起こすことにつ
ながりかねない。しかし、メタデータ、動的オントロジー技術、動的分類、その他のリレーショナル技術を使うこ
とで、システムは会社の各部門やプロセスへのデータマッピングに十分な情報を得ることができるだろう。この
マップを使うことで、誰がどのような時にどのデータセットにアクセス可能か、ユーザに代わりシステムが規定
するようになる。
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データがもたらしたアジア市場で
の競争優位性

競争が過熱するアジア市場を見据えて、2012年、あ
るグローバルメーカーが自社のビジネスモデルとオペ
レーションを拡充させる方法を模索し始めた。どう
すれば売上を増やし、コストを削減して、収益を劇的
に改善する新しいビジネスモデルを構築できるのか。
リーダーたちは、かつてないほど増加したデータとそこ
に内包される顧客、戦略、業務への有意義な洞察の中
にその答えを見出した。データを管理し利活用するア
プローチを確立することで、企業は戦略と実行におけ
るゴールを達成するために必要な術を見つけだすこと
ができるかもしれない。

最初のステップは、信頼できるデータの収集と活用
がデータ規制に準拠して何度でも行える新しいデジタ
ル基盤をグローバルで構築することだった。しかしそ
れだけではなく、新しいデータソースの統合、全グループ
共通の強固な顧客マスタを構築すること、ストレージ
のデータやヨーロッパ、アジア中で転送されるデータ
の両方の保護を強化することも目的としている。この
大規模な機能に加えて、プロジェクト計画は、社内に
存在した「私のデータ」とでも言うべき意識を変革し、
データは組織横断で活用されるべきものとする意識
を植え付けた。

プロジェクト完了以降、そのデジタル基盤は地域や
部門を越えてビジネスの情勢を目覚ましく可視化した。
それにより、各組織の内外で改善されている領域が簡

単に特定できるようになった。例えば2016年には、カ
スタマサービスの向上と業務効率化のための最初の
実験が開始された。最初に注力したのはデータを集
約することだ。社内で行われているあらゆる地域のさ
まざまな業務や取引、例えばコールセンタ、カスタマサ
ポート部門、代理店訪問などのデータを集約すること
で、潜在的な品質問題を早期に警告する指標を特定し
たのだ。

ほどなくして実施された二つ目の施策は、数百もの
センサーを職場に設置し、業務のリアルタイムパフォーマ
ンス取得に利用した。そうすることで、業務の効率化、
品質問題の顧客への早期警告、顧客と対面する営業
へのより深い製品知識の提供、サプライチェーンにお
ける非効率の特定ができるようになった。

リーダーたちがより良いデータ活用のアプローチや
戦術を探求する歩みを止めることはない。

なぜなら彼らの究極のゴールは常に一貫している
のだから。それはデータという武器を持ち、戦場で優
位に立つことだ。目の前の相手はもちろん、例えこの
先どのような強敵が現れたとしても。

利益と洞察を生み出すデータ

デジタルエコノミーにおいて、データは急速に、交
換可能な通貨へと変質しつつある。この通貨をより効
果的に扱い、また価値ある洞察を求めてより広くデータ
を採掘するため、先進的な金融機関ではデータアーキ
テクチャとデータガバナンスに対するアプローチを現

エンタープライズデータのあるべき統治とは
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代化させている。
今日では、多くの金融機関が、長年蓄積された潜在

的価値のあるデータの膨大なストレージを、老朽化し
た多くのレガシーシステムに保有している。それらデータ
の多くは、企業のさまざまな組織によって縦割り管理
されている。例えば、販売部門は自分たちのカスタマ
データを保有しているかもしれないし、財務は自分た
ちの取引データを保有しているかもしれないなどだ。
企業グループ内のデータをより利用可能にするため
に、企業は伝統的な情報の縦割りをまさに今解体して
いるところだ。ある決済サービス会社では、巨大なデータ
プラットフォームを構築した。そのプラットフォームは、
コグニティブコンピューティングと機械学習によって
データの探索とリアルタイムリサーチが可能となって
いる。同様に、あるグローバル保険会社では、全業務
部門のカスタマデータをつなげて業務改善のための
予測モデルを配置することによって、顧客の「360度ビ
ュー」を実現した。このアプローチは、マーケティング、
販売、リスク管理、不正検知、保険責務、保険請求、そ
の他の業務オペレーションで新しいケイパビリティの
創出に貢献した。

一方で、金融サービス企業はメタデータ管理リポジ
トリ、クリティカルなデータのトレーサビリティ、全社データ
の追跡システムを構築し、また従来の手法に頼るだけ

でなくコグニティブ技術を活用することにより、グローバ
ル規模でデータの特定と追跡を可能にした。データが
あるシステムから別のシステムに移動する時は、データ
開示義務もデータ使用者の元に移動し、開示先も自
動で適切に変更されるのだ。

いくつかの企業では、データガバナンスをさらに前
進させている。年々厳しくなるデータの監督と取り締
まりが、データ品質管理において経営会議の優先議題
となっていた。金融サービス企業は、規定された開示
義務を滞りなく行うために、完全に正確な粒度のデータ
をタイムリーに開示できることを、今までになく求めて
いる。この目的のため、企業は従来の手作業によるガ
バナンス、取り締まり、開示義務タスクを自動化しよう
と邁進している。例えば、ある投資管理会社ではガバナ
ンスシステムを構築し、そのシステムではグローバル全
社に対する責任を、定義された規約および手順を遵守
するデータスチュワードのコミュニティが負っている。

データスチュワードたちはデータ管理やガバナンス
の諸問題に日々対応している。並行して、その企業で
はガバナンスワークフローを全システムで一元的に利
用可能にする追跡システムを開発しており、データスチ

ュワードたちが各地域のデータプライバシー保護やセ
キュリティ規則に則って、コンプライアンス業務に従事
し貢献している。

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise
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Enterprise data sovereignty

Bill Ruh, chief digital officer of GE and CEO of GE Digital
GENERAL ELECTRIC

 　GE社のデジタル領域に対する取組みは、データを効率的に活用するという試みを発端としている。我々はものを
ただ売るだけではなく、顧客のビジネス効率化を支援する存在を目指している。我々が機器のパフォーマンスを測定
するために機器にセンサーを取り付け分析するという試みを開始したのは10年ほど前に遡るが、その中で顧客も同
様に新旧さまざまな方法でデータの分析に取り組んでいることを知った。その点、我々は機器の内側も外側も理解し

ている。そこで、我々はこれまでの知見を活かし、顧客が効率的にデータを活用し、さらには機器そのものを効率よく
運用することを支援するサービスに取組み始めたのだ。
　新たにビジネスを立ち上げるにあたり、差別化された方法をとるために我々はGEデジタル社を立ち上げた。GEデ
ジタル社のゴールは、我々の機器、ソフトウエア、IT、セキュリティ、フルフィルメント、そしてプロダクトマネジメントのケ
イパビリティを用いることで新たなデジタルインダストリーを切り開き、顧客に価値を提供することだ。

　我々はビジネスにおけるデータ活用の注目度の上昇をテクノロジーではなくビジネスの視点からとらえ、データの
活用によって顧客の生産性向上、収益性向上、新たな機会創出の支援をサービスとして提供することを始めた。この
試みには前例がなく追随すべきロードマップはなかったが、この結果からは、埋もれたデータを解析し活用するため
には機器に対する深い専門知識が重要であることを認識した。そして、この知識を活用するには新たなケイパビリティ

（クラウド、モバイル、そしてデータサイエンスなど）を取り込むためのインフラ整備も必要となった。

　我々のような大企業の多くは規模がある一方でビジネス展開やデジタル化などの組織変更に対してスピードが不
足していることが多い。新たな試みをするには既存の資産にレバレッジをかけることが重要であり、そうすることで迅
速なビジネスの展開が可能となる。大企業は、各々のビジネスユニットを半ば独立させた形で垂直統合させ効率性
を上げているが、一方でデジタルの価値とは組織をまたいでデータを統合し活用する水平的な動きである。企業にと
ってデジタルトランスフォーメーションは避けることのできない道であり、その実現には組織のトップがドライブしてい
くことが必要だ。我々はまず、社内における垂直統合、水平統合といった考えから離れ、デジタル化を推し進めるため
にユニット横断で検討を行った。検討の際には摩擦も生まれたが、最終的にはデータを利活用し、より一層のコラボ
レーションを行うために既存資産を最適化するという考えを組織全体で共有することに成功した。

　我々はGE社のサービスに新たなケイパビリティをもたらすことに注力した結果、データを集め、知見を広め、どのよ
うなタレント、スキルセットが我々自身に必要であるかを把握することができた。その後、2011年から2年間集中的に
組織編制とインフラ整備を進めた結果、2013年には顧客に対するサービス提供ができるまでになった。GEデジタル
社は、データ、アナリティクス、そしてGE社の深い専門知識の統合により、単に顧客のコスト情報を引き出すだけでは
なく顧客の事業に対して便益をもたらすまでの事業となったのだ。

　例を挙げると、GE社のITグループはPredixプラットフォームの上でFieldVisionというサービスを作り上げた。当初
は発電事業をターゲットとして開発していたが、FieldVisionは今やあらゆるサービスにおけるオートメーションの青
写真となった。今では発電事業向けには停電を自動化するサービスを提供しており、年間で2億ドルのコスト削減を
達成している。ほとんどの組織がスプレッドシートや紙ベースでオペレーションに注力する中、FieldVisionはデータを
用いることで便益をもたらすことに注力したソリューションだ。これにより、組織はより一層効率化をもたらすデータ
を提供することが可能となる。

　データとは、生まれながらに価値を持っているものではない。データが語りかける洞察とそれがもたらし得るイン
パクトが、組織の中に信念として根付いた時、データに価値が生まれるのだ。誰もがデータの重要性を数十年に亘り
議論しているが、その複雑さとコストによりデータ活用の取組みに対しては懐疑的となっている。企業はビジネスに
価値をもたらさない取組みに3年以上もの時間は費やせないため、データの活用によりどのような変化を起こし、ど
のような価値をもたらそうとするのか、自身で信念を持つことが重要だ。データは誰にでも利用できるものではある
が、最大限の価値を引き出すためには、組織が意思を持って業務や人々の働き方を変えていくことも必要となるので
ある。
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「データ」という企業において最も価値のある資産
は、不適切な方法で使用、処理、保管されるリスクが
高まってきている。これは、近年における通信の帯域幅、
機器の計算能力の飛躍的な向上、および莫大な量の
データ利用が可能となったことに伴い、高度なデータ
マイニング、データストレージ、クラウド、IoT、コグニティ
ブなどの各技術の発展や利用が急速に進んだことが
主な理由である。上述の技術的発展は、自社による
データアクセスだけでなく、売買されるデータを含め、
業務やその手順を直接管轄することができない第三
者によるアクセスや利用をも可能とした。このような
状況下においては、データのセキュリティやガバナンス
を考える際、新たなアプローチを取り入れる必要があ
ろう。

まず、前提として、データガバナンスとは、情報の利
用を制限することを目的とするものではなく、データ
の生成・利用というライフサイクルを通した品質担保
のプロセスである。事実、より堅牢なリスク戦略を策定
する上でデータは重要な役割を果たす。例えば、通常
とは異なるデータソースを用いて分析を行うことによ
り、潜在的な脅威を場所別、人口別、時期別などといっ
たより細かな粒度へと絞り込んだ上で、予測リスクモ
デルを構築することが可能となる。また、同様のデータ
は、ネットワークを共有することとなる新たなベンダや
パートナーとのセキュリティ規約の評価にも役立つも
のである。

データ量が膨大になるにつれ、企業はデータの生
成・利用というライフサイクルに亘る記録や管理が難し

くなってくる。データの利活用がビジネスにもたらした
価値は、そのデータに利用価値が認められれば、その
母数は多ければ多いほど良いといった思想をもたらし
た。但し、急速なデータの蓄積は、多くのサイバーリス
クを招く可能性があり、その回避に向けて企業はデータ
の生成・収集・保管・使用・共有・破棄に関する最適な
手順を選択し、定着させる必要がある。また、サイバーリ
スクの危険性は、EUのGDPRや中国サイバーセキュリ
ティ法など、消費者保護を主目的とした規制の台頭を
促し、多国籍企業ではデータマネジメントの在り方の
見直しが迫られている。このような状況から、企業で
は、時間をかけて収集したデータは場合によっては資
産というよりも負債と考えられるといった見方がされ
始めている。

この数十年、多くの企業ではサイバー攻撃回避のた
め、ネットワーク、アプリケーション、インフラにおける

セキュリティ強化といった防御策の実行に、人と時間と
リソースを充ててきた。しかし、いかなる企業もサイ
バー攻撃のリスクから断絶されることがないのが現実
であり、リスク回避の観点では、データそのものに着目
することでより効果的な施策を得られる場合がある。
企業では、これまでのセキュリティ強化策の継続実行
に加え、サイバー攻撃による被害抑止に向け、以下三
つの観点を考慮すべきだ。

• 機密情報資産の棚卸・分類・維持：データを護るた
めの最初のステップは、何がどこにあるのかを知る
ことである。保持しているデータの一覧を管理・維
持することで、データ保護を体系的に実施すること
が可能となる。また、流出などが起きた場合に企
業を危機的状況に陥らせ得る情報を特定すること

で、その情報を集中的に保護するような施策を講じ
ることもできる。加えて、正 確 なデータの 一 覧
は、GDPRに規定されるデータポータビリティや個
人の「忘れられる権利」などの規制要件への適合
促進や企業における急速なデータ増加時における
即座の管理・転送・削除の一助となる。企業は自ら
が保持するデータを正確に認識し、護るため、第三
者とのデータの行き来に対する監視を含めた厳格
なガバナンスプロセスを構築し、実行することが重
要となる。

• 予防・検知機能をもつデータ層の導入：データ区分、
データ欠落防止、権限管理、暗号化、トークン化、
データベース活動監視、アクセス管理の各機能の
導入は重要な検討事項となる。これらの機能は、
データ層における予防と検知を行い、防御の観点
では最後の砦となる。

• 機密情報の価値低減：機密情報の価値を低減する
方法の一つとして、データを暗号化、トークン化、難
読化し、流出した際の第三者における利用を困難
にする方法がある。また、別の方法として、データの
必要性がなくなった時点でそのデータを破棄する
といった方法もある。これらは、長期間保有してい
るデータが流出した場合に伴う犠牲の大きさに対
し、もたらされる利益はほとんど無いことから、有
効な手段だとされている。

データ層そのものを主軸にリスク戦略を構築するこ
とは、継続的に増加するデータを保護し、企業におけ
る価値を守るにあたり、最も効果的な施策の一つなの
である。
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データのプライバシー、所在、使用に関する規制が
グローバルにおいて多様で、初期段階にあり、動的な
性質を持つため、エンタープライズデータ統治に関す
るテーマはますますトレンドとなっている。投資は既存
または迫りくる政府政策への戦術的対応に集中する
傾向があるものの、データ保護規制とエンタープライ
ズデータ統治に関するテーマは、地域を超えてその深
刻な影響が認識されている。2018年に施行の迫った
GDPR から、最近のオーストラリアのプライバシー法ま

で、各国固有で求められる対応は、テクノロジーの進
歩に遅れがちな業界規制によって作り出された法の
未整備領域に対処するために必要であると考える人
もいる。しかし、これらの複雑な法律に照らして、多くの
組織では、企業内にどのようなデータがどこに保管さ
れ、ビジネスユニットや地域、または第三者からどのよ

うに使用されているかを把握できていないということ
を認識しつつある。

データ保護規制への取組みに関して適用タイムラ

インに開きが生じているのは、技術スキルや特定の国
と業界における参考事例が世界的に不足していること
を反映しているかもしれない。また、タイムラインが地
域や国ごとに多様である背景には、地域や国に固有に
存在する課題がある。例えば、北ヨーロッパでは、市民
の自由、プライバシー、国家データ収集に関連して歴
史的背景があり、データ統治の話題は特に敏感で政
治的となる可能性がある。アメリカ、ヨーロッパ、アジ
ア太平洋地域では、規制を制定するために政府と民
間部門の間で活発な議論が進行中である。南アフリカ、
イタリア、ブラジル、中国を含む世界中のあらゆる地域
では、公的なプロバイダがプライバシー法の発展に先
駆けて「国家」主導のクラウドを作り上げようとしてい

る。地域固有のタイムフレームと障壁は、これらの事項
を反映しており、投資の可能性や政策の成熟に対して
期待を持てる地域であるか、あるいは状況が複雑であ

り慎重にバッファを設ける必要があるか、ということを
表している。

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights

図 2. グローバルインパクト
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始め方

データマネジメント力をつけようとしている企業が
目指しているのは、膨大な量のデータを扱う効果的か
つアジャイルな仕組みや方法の確立である。しかし、実
際は多くの企業はまだそれを目指すだけのケイパビリ
ティを備えておらず、その道のりは険しい。そこで、以下
に基礎を築くためのステップを示す。
• データ負債を返済する。世界中のCIOがレガシーシ

ステムのバグ対応や、バージョンアップグレードの
遅延のような技術的負債に大いに悩まされている。
そして多くの企業にとってデータ負債も大きな悩み
の種の一つだ。これは、あまり使われないデータリ
ポジトリの構築に多くの費用を割きながら、必要な
レポートは手間暇かけてアナログ式で作成しなく
てはいけない現状からも窺える。

データマネジメントの仕組みを変えるための
第一歩は、まず、有象無象に散らばっているデータ
を定量的に把握することである。例えば、各リポジ

トリやシステムは、いくつのインターフェースやフ
ィードとつながっているのか。また、それらのデータ
群を常に「活用できる状態」にするためには日次、
月次そして年次でどれくらい人の手を介在させな
ければいけないのか算出することもできるかもし
れない。いずれにせよ、まずはこれらの情報を把握
することで、現状のデータ容量、処理能力（あるい
はその欠如）、コストを明らかにすることができ、そ
の後の分析基盤を固めることができる。 

• 上流から変える。ここではデータサイエンティスト
たちが予測モデルや機械学習を使ってアナリティク
スを行う場面を考えてみたい。そのデータは主に
構造化されていないデータであろう。多くの場合こ
こで使われるのは、情報サプライチェーンの末端か
ら取得されたデータつまり、ユーザに提供されるい
わば下流のデータである。しかし、実は各企業が先
にこれらの技術や他のテクノロジーツールを情報
サプライチェーンの始点、つまり、ローデータを収
集する上流で活用することで、データサイエンティ
ストやユーザは、すでにクレンジングされ、体系化
された状態のデータを受け取ることができるよう
になる。また、企業としてもサプライチェーンの早い
段階からローデータ同士を紐づけて構造化するこ

とによって、より多くの良質なデータを格納すること
ができ、その管理も容易になるのだ。

加えて、データを吸い上げる段階で整理・体系化
し、各データの意味づけを行うことでその質を向上
させることができれば、データサイエンティストに
はデータクレンジングのような作業ではなく、より
高度な分析に専念してもらうことができるようにな
る。

• メタデータを最大限活用する。ローデータを取り
込むときにメタデータを付随させることで、ドキュ
メント類、ニュースフィード、ソーシャルメディアな
どの非構造化データの意味づけを促すことができ
る。また、データの意味づけを進めることで今度は
テーマごとの整理・体系化を効率的に行えるように
なり、そのプロセスの自動化も検討することができ
るようになる。

• コグニティブデータスチュワードを構築する。通
常、ローデータは誤表記や重複レコード、そして表
記揺れにあふれており、とてもそのままの状態で
は活用できない。それゆえ多くの場合データスチュ
ワードが自らデータに目を通し、分析の弊害となり
そうな要因を取り除くクレンジング作業を行い、分
析中に課題が生じる度にその対処に追われていた。
ただ、あまりにも膨大なデータ量を人力で処理す
るには限界があり、近年では徐々にコグニティブコ
ンピューティング技術の活用が目立ち始めている。
このプロセスを自動化し、人間が行っていた作業を
徐々にシステムへシフトさせることによって、データ
スチュワードたちをより付加価値の高い業務に専
念させることができるようになる。

• ユーザの効果的なデータ活用を促す。慣れている
ユーザでさえ、数あるデータの中から必要な情報
を探し、見つけ出すのを困難と感じることがあるの
に、ましてやデータになじみのない人にとってはよ
り一層難しいだろう。しかし企業側が自然言語処
理システムやコグニティブコンピューティングツール
を導入し、データ活用の道しるべを用意すること
で、誰でも専門家同様に高度検索や予測モデリン
グを駆使できるようになるだろう。それによって企
業はデータマネジメントにおけるROIを向上してい
けるだろう。
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要点
　データが指数関数的に増加するとともに戦略的な意味を増している今日、「エンタープライズデータの統
治」の概念は、データドリブンな組織へと進化したい企業に対し、変革の青写真を提供する。このゴールを達
成するには、データのインテグレーション、カタログ化、セキュリティ、トレーサビリティなどの対応へ長期的な
投資が必要になるかもしれない。しかしこうした取組みは、慎重に計画することで進化し続けるダイナミック
なデータマネジメントの仕組みの構築を可能とし、データから継続的なROIを得るための投資となることであ
ろう。
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転換期を迎えたビッグデータ

　我が国において「ビッグデータ」が、ようやく長い取組
みを経て効果を刈り取っていくべきものと位置づけられ
てきたようだ。ガートナージャパン社は、新たなテクノロ
ジーが過度にもてはやされ、熱狂が冷めて期待が下が

った後、再び市場における存在を確立して期待を上げて
いく典型的な経過を「ハイプ・サイクル」として定義してい
る。同社の「日本におけるテクノロジーのハイプ・サイク
ル：2017年」では、ついにビッグデータが期待度の下落し
きった谷底に位置付けられた1。それでも依然として、AIや
アナリティクスは日本でもトップの投資領域の一つであ
り、AIを検討したい、IoTをやりたい、といった声をクライア
ントから聞くことは多い。これからは発揮されるべき価値
とそれに向けた必要な取組みが着実に啓蒙され、日本
企業に広がっていくことを期待したい。

本編では、「エンタープライズデータの統治（Enter-
prise Data Sovereignty）」として、旧来のデータガバナ

ンスに対する新たなアプローチを、システムのアーキテク
チャ、組織体制、規制対応の各面から論じてきた。データ
に対する取組みは往々にして長く地道なものである。
データと向き合う中で、本当にここまで細かくやらなけ
ればならないのか、なぜこのような現状になっているの
か、悩みを持つ方も多いことと思うが、本編を読むと日
本企業独特の課題ではないことに気づかれるであろう。
むしろ欧米企業の方が、コグニティブなど先進技術を活
用し、データという資源から利益を獲得するため、現在こ

うした課題へ真剣に立ち向かっている。今、日本国内で
戦う限りにおいては現状のままで問題なくとも、アメリカ
や中国などとグローバル規模で競っていくためには、意
識的にキャッチアップしなければならない。そして、最新
のテクノロジーは往々にして欧米から2～3年遅れて日
本で普及することが常であるが、あと3年経てば日本で
もデータ課題の解決が待ったなしとなるだろう。

変革の推進主体にまつわる困難

　最近の国内調査結果によると、ビッグデータ活用に
おける課題として多くの企業が挙げていたのは、データ
分析・活用のための体制組織の整備であった。変革に

組織の壁を越えての取組みが必要となるからであろう。
昨今、デジタル化に向けて、その取組み主体はビジネス

でもITでもなく、ハイブリッドとする企業が増えてきた2。

　しかし今なお、人材の問題が困難なまま横たわってい
る。個別領域のスペシャリストを発掘できても、デジタル
を用いて価値を生み出すために、要件への落とし込み
を行い、データを理解し、複合的なプロジェクトを推進す
るといったことに対応できる人材は引っ張りだこだから
だ。デロイトアナリティクスでシニアアドバイザーを務め
るThomas Davenportは、今後のコグニティブ技術の
活用において「Purple people」というハイブリッド人材
の重要性を説いている3。ビジネスとテクノロジー両面の
スキルを併せ持つ人材のことだ。しかし、こうした人材の
確保を満足に行えている例はそう多くない。育てる、外
部協力会社から招き入れる、あるいは社内で広くバーチ
ャルチームを組んで凌がざるを得ないこともあるだろう。
人を育てつなぎ留める、あるいは組織の壁を越えてコラ
ボレーションを続ける人が輩出され続けていく、こうし
た姿は、一朝一夕には成し得ない、経営体力の問われる
テーマであろう。本編でも触れられたチーフデータオフィ
サーという職責は、そうした全社的取組みを継続させる
ためのスポンサーとして存在するのだとしたら、決して
大袈裟なコンセプトではない。

　日本においてチーフデータオフィサーが設置された
企業はまだわずかだ。背景として、チーフデータオフィ
サーが例えばデータクレンジングを所掌する職責である
ことは理解されつつも、それが経営へどのような価値を
もたらすのか、まだ具体的に語られていないことが要因
だと考えられる。また、アナリティクスを実施する人材や
組織は各部門に分散していることが多く、ITと橋渡しし
ながらバリューチェーンを見渡し、どこにその機能を置く
のが適切かといった議論も必要であろう。当面は、アナリ
ティクスから収益拡大やリスク低減といったメリットを享
受するビジネスのリーダーがこうした取組みを支援する
ことが必要だ。アナリティクスに関与する側も、このよう
なビジネス側のキーパーソンを巻き込み続けられるよう
に、自らのミッション、追求すべきバリュー、そして成果の
測定方法を定義し、継続的かつ積極的なコミュニケーシ

ョンを働きかけることが求められる。そもそも物事が組
織や職責ありきで進むことはまれであり、こうした成功
例を地道に積み重ねていく忍耐力を鍛えていかなければ
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ならない。その意味で、アナリティクスチームのリーダーお
よびメンバには、コミュニケーションなどソフトスキルを
鍛えておくことが欠かせない。マネジメントの方も、現場
からのコミュニケーションを待つのではなく、プロアクテ
ィブにアナリティクスによる価値創造の機会を語り合う
姿勢が必要である。

　プロジェクトや変革の進め方もドラスティックに変え
る必要がある。データ対応も含めるとアナリティクスへ
の投資というものは一般的に大きく、その反面で巨額
を費やして構築したシステムがあっという間に使われな
くなり失望を買うことも珍しくない。小規模な取組みで
ROIを検証しながら本格展開し、またツールやプロセス
の整備を順次行うアプローチが増えている。このような
アプローチでは、RFP通りに構築するようITベンダに任
せきりにするのでは不十分で、ビジネスサイドから十分
な関与を確保し、機敏に意思決定を行って課題に対処し
ていくことが必要だ。日本におけるシステム構築は、請
負契約をベースとした慣行で、変更時にベンダに負担を
求める傾向も見受けられる。もし失敗や説明責任を恐
れるあまり要件を膨れ上がらせる組織風土や構造的問
題があるならば、この機に改革すべきではないだろうか。

具体的な「問い」無くしては 
始まらない
　デロイト トーマツ コンサルティングは、日本で「Tech 
Trends」を発行するようになってから毎年、IoTであれAI
であれ、新たなテクノロジーへの期待とは何なのかとい

う問いを具体化すること、そして「small start, quick 
win」から取組みを重ねることが王道であることを、繰

り返し発信してきた。テクノロジーの力だけでビジネス
課題を解決できることはない。また、どんなに品質を向
上し洗練させられたとしても、100％正しいデータという
ものは存在しない。検証すべき仮説、解消すべき課題を
タイムリーにとらえ、機敏に対応することが避けられな
いのだ。

　読者の皆様においては、これまでの1年ないし3年間
で、テクノロジーで解決したいこと、実現したいアジェン
ダが十分に具体化されてきたであろうか。本レポートが、
よい振り返りの機会となるならば幸いである。
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