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データで優位に立つ 

 

 

カラリー・クローズ、木村 亮示、ロマン・ド・ロービエ、 
ルーカス・クアルタ、タウシーフ・チャランヤ、フィリップ・エヴァンス 

 

強力なアルゴリズムは最低限必要なものとなっており、もはやそれだけではかつてのように競争優

位性を生み出すことはできない。今日、重要なのは、アナリティクスエンジンが処理するための最良

のデータを持つことだ。しかし、多くの企業はまだ自社に持続可能な競争優位性をもたらすデータ

を特定できておらず、データ成熟度が不十分であることが、データ戦略やビジネス成果の実現の妨

げとなっている。 
 
企業が特定のビジネス成果を達成するために既存のデータをより有効に活用しようとする場合でも、

新事業を創造するために新しいデータを収集しようとする場合でも、データ成熟度向上に対するさ

まざまな障壁を理解し、対処していかなければならない。その上で、自社が優位性をもてるデータを

特定し、競争優位性の新たな源泉を開拓するためのデータ戦略を策定する必要がある。それには、

自社が優位性をもてるデータ、データ収集戦略、データ収益化戦略、オペレーティング・モデルに

関するいくつかの重要な問いについて熟考する必要がある。 
 

データ成熟度向上に対する障壁 

 
私たちの調査から、さまざまな業界・地域の企業がデータ成熟度向上に苦闘している状況が浮き

彫りになった。BCG は 2016 年以降、企業のデジタルトランスフォーメーションに関する調査を実施

し、企業のデータ活用能力を評価してきた。ビジョン、ユースケース、アナリティクス、データ・ガバナ

ンス、データ・インフラストラクチャ、データ・エコシステム、チェンジマネジメントの 7 つの要素に基づ

いてデータ成熟度を算出しており、2019 年の調査では、「高水準」に到達している企業はわずか

27%であることがわかった(図表 1)。 
 
また、多くの企業がデータに関する高い目標を持っている一方で、その目標を達成している企業

は少ないこともわかった。2019 年には、2016 年に設定したデータ目標を達成したと回答した企業は

約 10％にとどまった。さらに、ほとんどの企業が 2018 年に設定した 2021 年の目標を達成するには

ほど遠い状況にあった。 
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企業はデータに対する目標を実現するために、データ成熟度向上を加速する必要がある。しかし、

それはたやすいことではない。先進企業へのインタビューから、企業がデータ成熟度を向上させよう

とする際に陥りやすい 5 つの落とし穴が明らかになった。 
 

• データに対する説得力あるビジョンや価値提案がない。あるいは、データ活用についての考え

方が漸進的すぎる。 
 

• 新しいビジネスモデルやパートナーシップに関する創造力が不十分で、自社が優位性をもてる

データセットを特定し収益化することができない。 
 

• モジュール式で相互運用可能なアーキテクチャがないため、データが組織のサイロ内のみにと

どまっている。 
 

• データのユースケースを始動させ、拡大展開する能力が不十分。 
 

• データを軸とした意思決定に向けた企業カルチャー変革が実現できていない。 
 

一方、こうした落とし穴を回避し、自社が優位性をもてるデータセットを特定することでデータ成熟

度向上に成功している企業もある。ジョン・ディアは稼働中の大量の同社製農業機械にセンサーを

搭載して、機械の性能を向上させるとともに、農家に高度な意思決定支援を提供するためにデータ

取得を開始した。 
 
また、ある大手石油会社は BCG と協働して掘削オペレーション、機器、地質学的特性に関する

データを収集した。このデータを利用して、機械学習アルゴリズムに学習させるとともに、従業員が

行っている業務プロセスをエンドツーエンドで可視化できるツールを開発した。これにより、リグ（掘

削装置）での迅速な意思決定が可能になり、たとえば、岩石を破砕する際に使用する流体の循環と

圧力をうまく管理したり、機械が動かなくなるのを防ぐためにドリルビットの回転速度を適切に維持し

たりできるようになった。 
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プロフェッショナル・サービス

全体

テクノロジー、メディア、通信
運輸、物流

金融機関
産業財

小売、一般消費財
ヘルスケア
エネルギー

パブリック・セクター

未成熟 発展途上 高水準

未成熟 発展途上 高水準

+29%

+12%

2021年の成熟度指標の目標 (2018年設定)

2019年の成熟度指標

成熟度セグメント別の目標と現状のギャップ

図表1 データ成熟度が「高水準」に到達している企業は約1/4。
ほとんどの企業はデータ成熟度向上を加速する必要がある

注: 成熟度スコアは、7つの要素 (ビジョン、ユースケース、アナリティクス、データ・ガバナンス、データ・インフラストラクチャ、データ・エコシステム、チェンジマネジメント) の下の
19項目により算出。端数処理のため合計が100%にならない場合もある。
未成熟: 成熟度指標が250未満; 発展途上: 成熟度指標が250超350未満; 高水準: 成熟度指標が350超

出所: BCG Data Capability Maturity (DACAMA) 調査 2019年、 n=582; ボストン コンサルティング グループ分析

調査時点のデータ成熟度 (%)

+57%
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データ戦略を実行に移す 

 
自社が優位性をもてるデータセット（達成しようと計画しているビジネス成果と密接にリンクしたもの）

を特定できれば、データ戦略の他の部分のマネジメントははるかに容易になる。データ戦略の他の

部分には、ビジネス成果の定義、必要なアナリティクスの特定、データの統合、データを取得するた

めの適切なインフラストラクチャの確立、データを適切に活用できるよう企業カルチャーを適応させ

ることなどがある(図表 2)。 
 

 
 
優位性をもてるデータセットの特定には、必ずしも新しいデータの収集や新事業構築といった特

別な取り組みが必要になるわけではない。戦略によりデータ要件が定義される場合もあれば、デー

タにより戦略が定義される場合もある。しかし、リーダーは常にこの 2 つを並行して考えるべきである。

ビジネス成果を再考することで、既存のデータを優位性が高いデータセットに変えられる場合もある。 
 
優位性をもてるデータを定義し、活用するために、経営幹部は以下の 4 つの問いについて熟考す

る必要がある。 
 
自社が優位性をもてるデータは何か。 ビジネスのビジョンが明確化されているとして、どのような

データセットがあれば、そのビジョンを実現し、独自の競争優位性を生み出すことができるだろうか。

たとえば、自社は何によって競合企業との差別化を図りたいのか――優れた顧客体験の提供か、

オペレーションの効率性の最大化か、あるいは迅速なイノベーションか。方向性についてすべての

ステークホルダーが一致したら、リーダーは、目標とするビジネス成果を達成するために必要なデー

タを特定する作業にとりかかれる。 
 
前述のジョン・ディアの場合、全体的な戦略は、従来型の製造業を農業サービスという収益性の高

い領域へと拡張することだ。そのため、優位性をもてるデータは、顧客が自社の農業機械をどのよう

に使用するか、また、その農業機械は異なる状況下でどう機能するか、に関するものだった。 
 
石油会社の事例では優位性をもてるデータセットには、今は使われていない古い油井のデータ

ベース（オペレーションに関する詳細データ、詳細な地質学的特性など）と、稼働中の油井から先進

図表2 成功するデータ戦略では Why、What、Howが明確

出所:  ボストン コンサルティング グループ分析

Why HowWhat

カルチャー
データ&デジタル・スキルと、データを
高速、俊敏に意思決定に活用する
カルチャー

データの統合
データの集約・統合を可能にする
データ・ガバナンスと理解

ビジネス成果
果敢なビジョンに結びついたビジネス成果、
価値レバーを定義し、持続的な競争優位性
を構築

優位性をもてるデータセット
優位性をもてるデータの確立に向けた
明確な道筋、創造的な収益化戦略

アナリティクス
安全で将来も有効に使い続けられるよう設計
されたデータ&デジタル・プラットフォーム上に
先進的なアナリティクス組織能力を適用
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的センサーが取得した情報（オペレーション・パラメータ、油井の数キロの深さの掘削パラメータ、地

層の特徴等）が含まれていた。これらのデータは、同社の採掘オペレーションの最適化に役立った。 
 
どのようなデータ収集戦略をとるのか。 必要なデータを特定した後、データを収集または獲得す

るにはいくつかの方法がある。社内のデータを活用する場合もあれば、以下のような様々な方法で

外部のデータを獲得する場合もある。 
 

• 既存顧客からデータを収集する。 この種のデータを収集することで、企業はマーケティング、

在庫、店舗の場所などに関してデータに基づく意思決定を行うことができ、それによりきわめて

パーソナライズされた顧客体験を生み出せる。 
 

• エコシステムに参加してデータを購入する/パートナーシップを結ぶ。 企業がビジョンを実現し、

競争優位性を構築するために必要なデータが社内に存在しない場合は、データ・エコシステム

に参加してデータを購入するか、データにアクセスするためのパートナーシップを締結する必

要があるかもしれない。たとえば、ウーバーの乗客とドライバーをマッチングさせるリアルタイム・

アルゴリズムは、交通・道路状況のデータをグーグルマップに依存している。しかし、個人を特

定できる情報を含む場合、特に情報が元々発生した文脈の外で利用される場合には、企業は

情報の利用のしかたに対する消費者の意向を尊重するために最善を尽くさなければならない。 
 

• 企業を買収する。 エコシステムを通じたデータの購入や、データにアクセスするためのパート

ナーシップの締結が難しい場合は、取得したいデータを持つ企業の買収が必要になるかもしれ

ない。近年、このような事情により多くの企業買収が行われている。たとえばロシュは、がん関連

のデータを活用したパーソナライズド・ヘルスケアを開発するために、独自のデータセットを持

つフラットアイアン・ヘルスを買収した。また、ロンドン証券取引所は金融データとアナリティクス

を提供する企業、リフィニティブを買収した。 
 

• エコシステムを編成する。 かなりの量の独自データを保有し、追加データを購入したりパート

ナーから取得したりできる企業は、他の企業も参加するエコシステムを編成できる可能性があ

る。たとえば、ジョン・ディアはデータ戦略を活用して、農業機械メーカーからデータ活用型テク

ノロジー企業へと変貌を遂げた。同社は、精密農業エコシステムの中核のポジションを占めてい

る。 
 

どのような戦略でデータを収益化するのか。 データを活用した新たな収益源をどのように創り出

すのか。社内での収益化には、企業がすでに取得しているデータを新しい方法で（おそらく公開

データと組み合わせて）利用し、そのデータを複数のビジネスユニットにわたって活用し、現在の商

品・サービスを改善したり、新しい商品・サービスを開発したりする戦略が含まれる。外部で収益化

する戦略には、自社固有のデータや公開データに加えてパートナーシップやエコシステムから得ら

れるデータも活用した、サービスとしてのデータプラットフォーム(「データプラットフォーム・アズ・ア・

サービス」)の構築などがある。 
 
理想的なのは、収益化戦略を順序立てて進めていくことで、早い段階で獲得できた収益を活用し

て、リターンを生み出すまで時間がかかる大胆なトランスフォーメーションの資金を賄えるようにする

ことだ。しかし、よく練られたデータ戦略が長期的な投資を必要とする場合でも、その革新的かつ戦
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略的な効果は、一時的な現金流出をはるかに上回るものとなるだろう。ともかく、社内で収益化する

戦略であれ外部で収益化する戦略であれ、誰がデータを活用するのか、データはどこから来るのか、

価値提案はどのようなものかを理解する必要がある(図表 3)。 
 

 
 
ジョン・ディアは、自社独自のデータと農業機械、農家、外部パートナーから収集したデータを組

み合わせたオープン・プラットフォームを構築することで、投資を収益化した。農家はこのプラット

フォーム上のソフトウェアツールを使用して、保有機器を管理し、燃料費を節約し、機器の故障など

による停止時間を減らすことができる。 
 
また、前述の石油会社は非生産時間を 4％削減し、掘削を高速化（掘削時間を 6％短縮）し、掘削

の安全性を高めることで、新しい掘削技術から得られるデータを収益化している。 
 
どのようなオペレーション・モデルが必要か。 データ中心の企業と企業カルチャーに変わらない

限り、優位性をもてるデータの効果的な活用は実現しないだろう。この根本的な変革に向け組織の

準備を整えるために、以下の 5 つの領域に取り組む必要がある。 
 

• 新しい役割とガバナンス・ルールを定義する。 新しいモデルやシステムの構築と運用、特定の

タイプのデータの維持管理を誰が担当するのか、また、そうしたメンバーをどのようにマネジメン

トするのかを明確にする必要がある。変革は経営トップから始めなければならない。経営幹部は、

データ志向の目標を設定し、明確な優先順位付けと適切な資金配分を行い、組織全体にそれ

らの目標を浸透させていかなければならない。経営トップは、データ活用の取り組みを組織の

すべての部門に拡大し、より効果的に実行するためにデータ審議会を設置してもよい。データ

中心の考え方や仕事のしかたを普及させる「データ・チャンピオン」を置くことで、データへの意

識を高めるべきである。 
 

• データ第一のカルチャーを醸成する。 企業が迅速に動き、データの新しい活用法を継続的に

発見していくためには、ソフトウェア開発組織のように、実験を奨励し、失敗を許容し（時には賞

賛し）、常に学習する「テスト・アンド・ラーニング」のカルチャーを取り入れる必要がある。従業員

図表3 データの取得源とデータバリューチェーンにおけるポジションがデータの収益化のカギ

出所:  ボストン コンサルティング グループ分析

低

高

価
値

データ・エコシステム・オーケストレーター (編成者)

誰がデータを
活用するのか?

社内 (オペレーションや商品・
サービスの改善)

外部

社内 (新商品・サービス、
新事業の開発)

価値提案は
どのようなものか?

データ・アズ・ア・サービス

プラットフォーム・アズ・ア・
サービス

インサイト・アズ・ア・サービス

データはどこから
来るのか?

自社固有データ

自社固有データ + パートナー +
エコシステム + 公開データ

自社固有データ +
公開データ
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が実験に集中できる社内スタートアップ・ユニットをつくる、データ・ラボを事業部門内に設置す

るといった組織面の施策を通じて、望ましいカルチャーの変化を促すことができる。新しいカル

チャーを促進するもう一つの方法は、組織のサイロを越えてデータを共有する機能横断チーム

をつくることで、組織全体にオープンな姿勢と協働が浸透するよう仕向けることだ。 
 

• テクノロジーに対する新しいアプローチを取り入れる。 リーダーは、デジタル・ビジネス・トラン

スフォーメーションをコア IT システムのトランスフォーメーションから切り離すことを検討すべきで

ある。私たちはこのようなアプローチをデータ&デジタル・プラットフォーム（DDP）と呼んでいる。

DDP では、企業全体に散在しているコア・システムからデータを解放するためのデータ・レイ

ヤーをつくる。DDP アプローチにより、テクノロジー・スタックはシンプルなインターフェイスを持

ち、データの移動が速くなり、データが競争優位性の新たな源泉となる。そして、アジャイルな

チームが緊密に協働する新しい働き方で動けるようになる。 
 

• アジャイルな働き方を活用する。 組織全体がアジャイル手法のエキスパートになる必要はない

が、アジャイルの多くの要素を取り入れ日常業務に活用することで、組織の対応力と適応力を

高められる。特定の問題に取り組むためにスクラムチームを設置し、業務のペースを数ヶ月間と

いう単位ではなく週次のスプリントで加速させることができる 1。チームやグループが、朝のスタン

ドアップ・ミーティングや週次レビューをガバナンスの一環として導入することもできる。全般的に、

新しい働き方では自律性を重視し、組織階層を減らすべきである。 
 

• 必要な人材とスキルを育成する。 データをフル活用するためのトランスフォーメーションを実現

するためには、データを軸とした戦略実行とオペレーション・マネジメントに適したスキルを持つ

人材を確保する必要がある。企業は、自社が必要とする人材とスキルのリストを作成し、現在の

従業員とのギャップを特定する必要がある。現在の従業員を再教育するか、新しい人材を採用

するか、あるいは適切な組織能力を得るためにパートナーシップを活用することが必要になる。

デジタルスキルを持った人材を採用するためには、仕事、機会、報酬、キャリアパスなどの従業

員への価値提案を、テクノロジー企業の価値提案と比較して再考する必要があるかもしれな

い。 
 

- - - - - - - - - - - 

 
アルゴリズムやアナリティクスに関連した組織能力はすぐに最低限必要なものとなり、それだけで

競争優位性を生み出すことはできなくなるため、企業は持続的な競争力の源泉となる独自のデータ

セットに目を向けなければならない。ジョン・ディアは、市場リーダーのポジションに満足していると、

機敏な小規模プレイヤーに市場を破壊する機会を与えてしまうことに気付いた。そこで同社は積極

的に、自社が優位性をもてるデータセットの定義と新しいデータ戦略の策定に踏み出した。一方、

石油会社では、経営陣による「最も革新的かつ効率的かつ安全な石油採掘企業の 1 つになる」とい

うビジョンの策定にともない、優位性をもてるデータセットと新しいデータ戦略が具体化された。 
 
幸いなことに、多くの場合、このようなデータは社内にすでに存在しており、そうしたデータを収集、

分析、統合し、日々のビジネスでの意思決定に利用するための適切なデータ戦略を策定・実行しさ

えすれば、すぐに利用できる。データを購入したり、データにアクセスするためにパートナーシップを

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2020/how-to-successfully-accelerate-digital-transformation
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結んだりしなければならない場合でも、外部の情報と自社固有データを組み合わせる能力は、長期

にわたる競争優位性の強力な源泉となりうる。 
 
 

1. 代表的なアジャイル型組織については BCG論考「アジャイル変革を成功させる 5つのカギ」をご参照ください。 
 
 

原題： Data Dominates 
 
 
カラリー・クローズ 
ボストン コンサルティング グループ（BCG） ロンドン・オフィス マネージング・ディレクター&シニア・パートナー、 
テクノロジー・アドバテッジ・プラクティスのグローバル・リーダー 
 
木村 亮示 
BCG 東京オフィス マネージング・ディレクター&シニア・パートナー、コーポレート・ファイナンス&ストラテジー・ 
プラクティスのグローバル・リーダー 
 
ロマン・ド・ロービエ 
BCG 東京オフィス マネージング・ディレクター&パートナー、BCG のデジタルアナリティクス組織"GAMMA"の 
北東アジア地区リーダー 
 
ルーカス・クアルタ 
BCG パリ・オフィス パートナー&アソシエイト・ディレクター 
 
タウシーフ・チャランヤ 
BCG ニュージャージー・オフィス プロジェクト・リーダー 
 
フィリップ・エヴァンス 
BCG ボストン・オフィス シニア・アドバイザー 
 
 
2021 年 1 月発行 
 
 
ボストン コンサルティング グループ（BCG） 
 
BCG は、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCG は

1963 年に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されました。今日、BCG の支援領域は、変革の推進、組

織力の向上、競争優位性構築、収益改善をはじめとしてクライアントのトランスフォーメーション全般に広がってい

ます。 
BCG のグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営トピックに関する深い専門知識と企業変革を促進する

洞察を有します。これらに加え、テクノロジー、デジタルベンチャー、パーパスなどの各領域の専門組織も活用し、

クライアントの経営課題に対しソリューションを提供します。経営トップから現場に至るまで、BCG ならではの協働を

通じてクライアント組織に大きなインパクトを生み出しています。 
日本では、1966 年に世界第 2 の拠点として東京に、2003 年に名古屋、2020 年には大阪、京都にオフィスを設立

しました。 
https://www.bcg.com/ja-jp/default.aspx 
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