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データカルチャーがもたらす
ビジネスインパクトの測定 

データはもはや単に競争力ではなく、組織の健全
性、そして多くの場合、存続に不可欠です。このプレ
イブックは、組織のデータの価値を完全に引き出し
たいと望む経営幹部やデータリーダーの方々のた
めに作成されました。そのために構築するデータ
カルチャーでは、各個人が分析によるインサイトを
使って、極めて複雑なビジネス上の課題にも取り組
めるようになります。 

想定外の危機から生じる課題に直面すると、アジャイルで戦略的なデータの使用が、市場の変化に
対応する組織の能力に大きな影響を与えるということがわかります。しかし、データを最大限に活用
するには、テクノロジーだけでは十分ではありません。技術の導入をビジネス目標やビジネスプロ
セス、そして人と結びつけるための規定済みの分析戦略に基づいて、組織のあらゆるレベルでデー
タドリブンな意思決定を促す取り組みも必要です。

近年、データと分析に数兆ドルが投資されているにもかかわらず、組織のリーダーは依然として
データドリブンな組織文化を作り出し、投資を生かすことができていません。 
 

Fortune 1000 企業 85 社を対象に行われた、NewVantage Partners 社による 2021 年ビッグ
データと AI に関するエグゼクティブ調査では、以下の結果が得られました。

は最高データ/分析責任者がデータの 
責務を主に担っているとし、 

しかし、今なお25% は 単一の 

責任者がいないと回答

はビジネス資産としてデータを管理  
(以前の 50% から下落)

はうまく統合されたデータ戦略が会
社にあると回答

はじめに:

データカルチャープレイブック
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49% 39% 30%
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データカルチャープレイブック

現在も続く世界的な危機と景気の低迷によって、データの価値実現のこうした
失敗が悪化し、すべての意思決定をデータ中心に行うという共通の目標を掲
げたデータカルチャーを支えるための、行動やマインドセットを企業が育成す
る必要性が再認識されています。企業は分析の重要性を感じ、インサイトを至
急引き出せるようになってデータドリブンになろうとしています。

パンデミック以前も、データドリブンな企業は高業績というメリットを享受していました。先ごろ、Tableau はマーケットインテリジェンス 

会社の IDC に委託して、データカルチャーがビジネス成果にもたらすインパクトを評価する調査*を実施しました。金融サービスや医療、 

行政機関など、世界のさまざまな業界のビジネスリーダーを対象にしたこの調査で、IDC 社は確固としたデータカルチャーを持つデータ

主導型企業の成功に対して企業文化がどう貢献しているかを調べ、他と一線を画す要素となっているトレンドを見出しました。

意思決定を常にデータドリブンで行っていると答えたのは、データカルチャーの成熟度が最も低いデータ認識型企業の回答者のうち

わずか 5.7% だったのに対し、データ主導型企業の回答者では平均で 73.5% に上りました。またデータ主導型企業の経営幹部は、

データ認識型企業のリーダーと比べ、自ら積極的にデータを利用している可能性が 8 倍高くなっています。

データ主導型企業の経営幹部はデータの力を活用、理解しており、 
行動とマインドセットを共有しています

• スタッフはデータを解釈する方法を知っていますか?

• スタッフは分析やデータ関連の質問に対して、同僚から 

支援を受けることができますか?

• スタッフに必要なデータへのアクセスを提供していますか?

• スタッフは、アクセスまたは作成するデータに責任を持って

いますか?

• 意思決定の裏付けとしてデータが必要ですか?

データカルチャーの構築は、最も良い環境下でも、面
倒な作業だと思われがちです。これには、組織のあら
ゆるレベルから、データインサイトに対する考え方や
行動を変えていくというコミットメントが必要です。し
かし実際は、行動することが大きなインパクトをもた
らすと認識しながら、すぐにでもその能力を段階的に
育成できます。分析とビジネスの戦略を遂行、拡大し、
短期的にも長期的にもデータの価値を引き出せるよ
うになるのです。

データを活用してビジネスを 
リードしていますか?
チームのメンバーに 以下の質問を尋ねてみましょう。

  n=1,100、出典: IDC、2021

の CEO がデータドリブンな組織を希望 の CxO がインテリジェントな企業
であることは最優先事項だと回答

のリーダーが意思決定にデータは
必要だと回答

4

データ認識型

データカルチャーはビジネスの成果に貢献

データ成熟型 データ主導型データ導入型

改
善
が
見
ら
れ
た
組
織
の
割
合

 (
%

)

組織で Tableau は利用されていますか? ご利用でしたら、データカルチャーの取り組みを支援する Tableau Blueprint のリソースを 
お役立てください。Blueprint は、データドリブンな組織になるための総合的な手法です。 詳しく読む

83% 87% 74%

https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/idc-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/whitepapers/idc-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/learn/blueprint
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各分野について、その実現方法、つまり、これらの機能を構築、実行する方法、および準備が整った時に、これらの機能を拡張し、成熟させ

る方法について説明します。

このプレイブックは、データカルチャーを構築するためのシンプルで効果的なロードマップを示して
います。特定の重点分野をそれぞれ含む4つの章で構成されています。

データカルチャーは線形ではなく、進化し続ける生き物のようなものであることを念頭に置いてください。組織の目標とニーズに合った段階
的なアプローチを取ることを強くお勧めします。このプレイブックの各ステップは、データカルチャーが生み出される時と、その確立後の両場
面で、実行し、繰り返すことができます。

プレイブックの利用方法

データから価値を引き出すための基本的

なステップ。

構築
組織全体で測定可能な価値を生み出す 

プログラムや活動。 

実行
この先長年を見据えて、データへの取り組み

を最適化し、将来に備えたものにするための

アクション。 

拡張

データカルチャープレイブック
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社内全体に Tableau を規模拡大する場合は、Tableau Blueprint で説明されている、実証済みの繰り返し可能なプロセスをご覧
ください。ガバナンスやアジリティ、スキル、コミュニティについて、具体的な計画、アドバイス、指針を段階的に取り入れることが
できます。 詳しく読む

構築 実行 拡張

https://help.tableau.com/current/blueprint/ja-jp/bp_stages.htm
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リーダーシップのメトリクス (指標)  
をビジネスの優先事項を基に決定する

第 1 章:

組織全体の各リーダーが、ビジネス目標と戦略目標に
ついて足並みを揃え、組織がデータ関連リソースを傾
注すべき分野を決定する。

リーダーのレベルで戦略が決定され賛同が得られると、個々のリーダー全員が確

実に同じ目標へ向かって取り組み、最も大きな影響を与える分野にデータリソー

スを割り当てられるようになります。アジャイルな組織は状況が変化し経験から

学ぶなかで、長期的な目標を視野に入れながら重要な優先事項を判断、再評価

します。 

最初に行うのは、戦略的な取り組み、望まれる成果、優先事項に対して現状を吟

味しながら、組織全体のデータ利用を評価することです。ビジネスが優先事項に

対してどのように実行されているかを理解するために、データリーダーシップ委

員会は、主要なメトリクスのセットを作成し、適切な担当者 (通常はアナリストチー

ム) と連携して、これらのメトリクスをサポートするデータソースを検索、作成、 

および調整します。この段階では、データソースは、リーダーシップレベルで概要

を提供するのに役立ちます。理想を言えばデータソースは定期的に更新される

ものであるため、リーダーは各メトリクスに期待するパフォーマンスを設定でき

ます。これは、後の分析のためにより詳細なデータソースを優先する方法に影響

します。

データリーダーシップ委員会を組織し、

戦略の遂行とデータによる価値向上に

責任を持たせる。この委員会には、ビジ

ネス機能と分析機能のステークホル

ダーが含まれます。

分析利用の現状を評価し、ビジネス上の
最重要問題を優先する。この問題は、

データドリブンな変革で焦点となるべき

ものです。

指針となる主要メトリクスを定義し、 

最大 10 種の主要業績評価指標 (KPI)  

を使ってビジネスの健全性を把握する。

リーダーシップレベルでメトリクスをサ
ポートするデータを引き出す。このデー

タは、数種の高レベルのデータソースと

ビジュアライゼーションで構成され、共

有できる情報源となります。

過去のパフォーマンスと照らし合わせて
メトリクスを分析して、過去の経営状況

および将来の予測と比較したビジネス

の現状を理解する。

予想されるパフォーマンスに対して定期
的にメトリクスを追跡し、予想外のトレン

ドを迅速に特定し、ビジネス上の課題に

積極的に対処する。

最も緊急かつ高い可能性を持つプロ
ジェクトにデータリソースを再展開し、 
焦点を当てる。長年の取り組みが差し

迫ったニーズを持ち合わせていない 

場合、その取り組みを中止することをた

めらう必要はありません。

組織の幹部レベルでメトリクスを監視す
るエグゼクティブスポンサーを割り当て、

成功と失敗を早期に警告し、継続的に

改善を図る。

組織全体で定期的にコミュニケーション
を取ることでメトリクスの可視性を拡 

大し、経営幹部が定期的にデータの戦

略的利用を促すようにする。 

目標: 実現に向けて:

リアルタイムのデータに
基づいたビジネス運営を
実現する Abercrombie 
& Fitch 社

構築 実行 拡張

説明: Abercrombie & Fitch 社は、ほぼリアルタ
イムのデータを利用して、四半期ごとに経
営幹部、ビジネスグループリーダー、およ
び製品チーム間で会議を行っています。 
迅速にインサイトが得られることは、リー
ダーが目標を策定し、問題意識を共有し、
どこに重点を置いて取り組むべきかを判
断するのに役立ちます。

詳しく読む

データカルチャープレイブック
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データドリブンな企業を構築するには、組織全体にデータを組み込んで、あらゆる種類の意思決定でデータを利用する必要があります。データリーダーシップコラボレーティブは、
志を同じくするリーダーたちが交流して、データカルチャーの取り組みで成功を収めるために学び助け合う場です。 詳しく読む (英語)

https://www.dataleadershipcollaborative.com/
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/abercrombie-and-fitch-forecasts-regional-product-inventory
https://www.dataleadershipcollaborative.com
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重要な意思決定ポイントに対処 
するためのデータソースの構築

第 2 章:

データカルチャープレイブック
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ビジネスのメトリクスがデータの取り組みの優先順位
付けの指針となり、ビジネス上の最も重要な質問に取
り組むために必要なデータソースを構築する。 

データオーナーとビジネスオーナーは、特定の問題への取り組みに力を注ぐ、 

部門の枠を超えたエキスパートチームを組織します。このチームは協力して、 

組織全体のメトリクスに直接影響を与える重要なデータソースを見極め、あるい

は作成します。これらのデータソースがビジネスプロセスの 1 つまたは複数の部

分に合致していることを確認してください。たとえば、顧客数の増加が 1 つの優

先事項であるとします。その場合データソースには、エンゲージメントやカスタ

マージャーニーに関する情報などが含まれているでしょう。 

次に、重要な意思決定ポイント (アプローチの開始、停止、継続、または変更を選

択するポイント) を特定します。データソースをこれらのポイントの情報源として

使用し、見込まれる結果を調査およびモデリングし、影響を測定します。たとえば、

カスタマージャーニー最適化の取り組みは、ウェブサイトのエンゲージメントと製

品トライアル版の利用を高める結果をもたらしたか確認してみます。次のビジネ

スプロセスに進む前に、1 つのデータソースで多くの意思決定ポイントを最適化

できます。この作業を行うことで、組織全体で使用されるデータ資産を構築する 

前に、成功を確かなものにします。 

戦略的メトリクスに影響を与える主要な
ビジネスプロセスを特定して、新たに適

用されたデータソースの注目すべき分

野を特定する。

緊急対策チームを編成し、データ所有

者、ビジネス関係者、プロセスエキス

パートから成るこのチームが、最重要と

されたビジネス上の問題ごとに試験的

意思決定ポイントを実施する。

プロジェクトレベルでのデータ使用を緊
急対策チームの指導下で監査し、既存

のデータソースを特定し、関連性を判 

断し、知識のギャップを明らかにする。 

主要なデータソースを少数特定または
構築する。これらのデータソースは重要

な意思決定ポイントに密接に対応する

ものです。分析を深めるにつれて、詳細

レベルを広げてもよいでしょう。 

試みを優先順位付けして実行し、ある  

1 つの要因を調整してその影響を評価

することを繰り返すことにより、段階的

な改善を達成する。 

パフォーマンス向上の要因を特定する。
これは、要因の変化とそのビジネス成果

への影響から判断します。改善の主要な

指標は、アップストリームで探すことを

忘れないでください。 

ビジネス改善の ROI 測定を、戦略的メト

リクスへの影響を分析することにより実

行する。

あなたの成功と学んだことを共有する。
これは、会議、1 対 1 のコミュニケー 

ション、パフォーマンスレビューなど 

で行い、貢献者の努力が報われ、認めら

れるようにします。

プロセスの変更に伴う新しいデータに関
して学んだことや利用の可能性について
文書化し、同じデータが役に立ち、適用

できる他のチームと共有する。 

目標: 実現に向けて:

世界で最も忙しい空港 
での市場回復の監視

構築 実行 拡張

説明:

ドバイ空港では、チェックイン待ち時間か
らフライトの発着まで、主要な顧客体験お
よびシステムに関する意思決定を推進す
るためにデータを利用しています。この戦
略的アプローチにより、市場の回復、施設
の再開、COVID-19 に関連する乗客の信頼
を監視することができました。

詳しく読む

戦略的な成果を引き出すために Tableau を利用している経営幹部の方は、Tableau のガバナンスのプロセスやポリシーなどを確立して分析環境導入の計画と管理に力を注ぐ、
部門の枠を超えたプロジェクトチーム (エキスパートチーム) の役割と責任を把握しておきましょう。 詳しく読む

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/Dubai-Airports-uses-Tableau-to-identify-new-revenue-streams
https://help.tableau.com/current/blueprint/ja-jp/bp_project_team_roles_responsibilities.htm
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ターゲットを絞った使用事例を 
通じて価値を高める
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優先的な使用事例に対する価値とエンゲージメントを
すぐに創出し、ダッシュボードとデータビジュアライゼー
ションを通じて重要なデータインサイトを共有する。

優先分野に合わせた使用事例を作成して、データの利用を促します。これらの使

用事例は、データ資産 (ビジュアライゼーション、レポート、ダッシュボード、ワーク

ブックなど) の形式をとり、急を要するビジネスニーズに対応するのに役立つ有

用性、魅力的な情報、およびインサイトを提供します。組織全体のチームは、これ

らの資産をそれぞれのチームのニーズに合わせて進化させ、追加のデータ資産

やデータソースからメリットを得られそうな他の分野を特定できます。これらの

資産が進化するにつれて、各チームがリーダーシップのメトリクスで概説されて

いる定義を参照し直し、全員が同じ用語を使うようにします。勝利と成功のパター

ンを共有して、組織全体のエンゲージメントを拡大し、深める好循環を作り出せ

るようにしましょう。

各部門で専門分野のエキスパートを特
定する。そうすることで、迅速なフィード

バックを提供でき、データチームや分析

チームがデータ資産を開発するために

必要なビジネスコンテキストを確保す

ることができます。

各チームが主要なデータソースへのアク
セスによりメリットを得られる使用事例
を特定し、緊急対策チームが特定の

ニーズに対処できるようにする。 

データ資産の要件を概説し、他のユー

ザーに関連付けるための補足データが

必要かどうかを判断する。カスタマイズ

されたメトリクスとディメンションが、標

準化された定義に分類し直せることを

確認します。 

インタラクティブなビジュアライゼーショ
ンのような専用のデータ資産を作成し、

主要なビジネスプロセスと意思決定ポ

イントに対応する。特定の対象ユーザー

に対してアセットを調整し、親しみやす

さに焦点を当てます。 

重要な会議にデータ資産を取り込むこ

とで、出席する利害関係者、エグゼクテ 

ィブ、および役員に対し、浸透している見

解に対してデータベースのアプローチ

を奨励し、エグゼクティブスポンサーを

紹介する。 

プログラムによる取り組みを開始し、チャ
ンピオンを指名する。正式な会議または

チャットグループや会社のポータルのよ

うな非公式なコミュニケーションを通じ

てサポートとコーチングを提供します。 

従業員の既存のワークフローやアプリ
ケーションにデータ資産を組み込む。
メールサブスクリプション、チャットア

ラートを設定する、または、CRM などの

ワークフローアプリケーションに埋め込

むなどの方法があります。

新しいデータを検索して、より高度な使
用事例向けの予測分析と処方的分析を
サポートするデータソースとダッシュボー
ドに組み込む。 

データ知識の開発をサポートする。 
これは、定義、説明、メモ、メタデータを

データ資産に追加し、その作業途中で

ユーザーからのフィードバックを収集し

て行います。 

目標: 実現に向けて:

自然な興味と信頼を 
生み出す Red Hat 社

構築 実行 拡張

説明:

Red Hat 社のエンタープライズデータおよび
分析チームは、主要なパフォーマンスダッ
シュボードを開発し、すべての分野や部門の
ビジネスリーダーと緊密に連携しています。
これにより、相乗効果と信頼関係が生み出 
され、データコミュニティが成長し、 
Tableau ユーザー数が 3 倍に増加し 
ました。

詳しく読む

https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
https://www.tableau.com/ja-jp/solutions/customer/red-hat-embraces-tableau-blueprint-and-tableau-online-deepens-data-culture
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広範にわたる 
データディスカバリの促進
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あらゆるレベルの人々が、できる限り自分自身でデー
タディスカバリサイクルを続ける自信と知識を持ち、
データインサイトを利用してビジネス上の意思決定を
推進する。 

データに自信を持ったユーザーは、より複雑な疑問を持ち、新しいデータ資産を

自分で作成したいと考えるようになります。つまりこのことは、データが明確に記

述され、適切に管理され、アクセス可能でなければならないことを意味します。 

また、広範なデータリテラシー (データの探索、理解、および通信の能力) も必要

となります。この段階では、基本的なデータスキルが学べるデータリテラシート

レーニングプログラムが有効です。コミュニティプログラムを促進することで、 

質問をしたり、ベストプラクティスを共有したり、エンゲージメントを促進したりす

るための専用スペースが提供されます。これらのプログラムは、最初から大規模

な取り組みである必要はありません。会話が既に行われている場所で行うことが

でき、エンゲージメントの高まりに合わせて専任のオーナー、リーダー、プロセス

を割り当て、取り組みを正式化していくことができます。 

部門レベルの目標やイニシアティブでコ
ラボレーションを重視する。組織のあら

ゆるレベルで、各個人が権限内の意思

決定に責任を持ち、データに基づいた

行動を起こすことができるようにします。 

データ探索を拡大する。これは、権限の

付与と制御のバランスを取るガバナン

スを備える共通の BI プラットフォームを

通じて、データセットと資産を利用でき

るようにすることで実現することができ

ます。自然言語ツールやビジュアル分析

ツールにアクセスすることで、アドホック

分析を可能にします。

イノベーションとデータコンペティション
のような問題解決のイニシアチブを開始
し、ビジネスの仕組みに関する既存の概

念を覆す新たな仮説を提案する。 

コンテンツを作成するのではなく、有効
にすることに重点を置くために、トレーニ

ング計画を拡大する。すべてのスキルレ

ベルに、自信を育てデータリテラシーを

構築する機会をもたらします。人々がい

ち早く適切にこなせるようになるため

に、関連する例を提供しましょう。

コミュニティ構築プログラムを実施する。
これには、ランチミーティング、ユーザー

グループ、またはより大きなプログラム

への出場を目指すコンペティションなど

があります。これらの機会に、質問したり、

ヘルプを求めたり、データスキルを強化

したりできます。 

堅牢なデータリネージに投資する。 
これは、データの共有と信頼の構築の鍵

となります。BI プラットフォームを使用し

て、使用率が最も高いソース内のデータ

品質問題を特定し、対処します。

学んだ内容をキャプチャするメソッドとリ
ポジトリを作成する。これには、内部ポー

タルや Wiki などが含まれ、従業員がこ

の作業ができるように時間を割り当て

ます。

データディスカバリの優れた方法を文書
化し、成功した方法を把握して他のユー

ザーにインスピレーションを与える。こ

れらの慣行を積極的に維持し、データカ

ルチャーの発展に合わせて調整してい

きます。

データチャンピオンを発表し、祝い、プロ

モーションサイクル、キャリアアップ、

リーダーシップの機会を通じて報酬を

与える。データカルチャーの発展に伴

い、正式なデータリーダーの役割を検討

してください。

目標: 実現に向けて:

コミュニティとデータリ
テラシーを重視する 
JPMorgan Chase 社

構築 実行 拡張

説明:
30,000 人のコミュニティ全体でエンゲージメ
ントを深めるために、JPMorgan Chase 社は、
スキルベルトを用いるゲーミフィケーション構
造を使用しました。このシステムでは、経験に
応じて異なるレベルのデータトレーニングを
受講できます。

ビデオを見る

https://help.tableau.com/current/blueprint/ja-jp/bp_educational_content_curation.htm
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program
https://tc19.tableau.com/learn/sessions/jpmorgan-chase-implementing-our-tableau-blueprint-skill-belt-program


The Data Culture Playbook

10

データカルチャープレイブック

あらゆる状況に対応する
将来性を確保した組織に

まとめ

現在も続く課題や景気の低迷により、リーダーとラガード (後れをとっている組織) 
の差は広がりつつあります。リーダーは企業文化の骨組みにデータと分析を積極
的に組み込んでいる一方で、ラガードはその実行を支えるプログラムやテクノロ
ジーへの投資をためらっています。データ主導型組織は必要に応じて方向転換し、
絶えず革新に取り組み、継続的に改善を図ることで、安定の時期でも変化の時期
でも明確な競争力を得られます。

データカルチャーの構築は、一瞬で実現できることではありません。今こそ、従業員から始めて、段階的に変更を加え

る時です。個人やチームがデータの利用を拡大するための基盤となる重点分野を構築しましょう。これらのステップ

を実行すれば、正しい方向に進み、あらゆる可能性に備えたデータカルチャーを確実に実現できます。 

Tableau プラットフォーム: スケーラブルなデータカルチャーをサポートする柔軟性の高いテクノロジー
Tableau は世界をリードする分析プラットフォームです。強力でセキュアかつ柔軟な Tableau プラットフォームは、 

個人向けにデザインされていると同時に、エンタープライズの規模に対応できます。Honeywell 社、Charles Schwab 社、

Verizon 社、日産自動車株式会社、Lufthansa 社など、世界でも最大規模の数多くの組織に信頼されるアドバイザーと

して、Tableau はお客様が信頼の上に構築されたデータカルチャーおよびデータへの戦略的取り組みをスムーズに

確立できるよう支援します。

データカルチャーを促進したいとお考えですか? 
Blueprint を用意しました。
Tableau Blueprintは、数千のお客様のノウハウに基づ

いた Tableau のベストプラクティスを概説し、繰り返し可

能なプロセスをコア能力に変えるのに役立ちます。全体

像を見て分析戦略を確認したり、特定の分野に注目して

微調整や改善を図ったりすることかできます。

データリーダーのための 
その他のリソース

データカルチャーの 5 つのトレンド
業績トップの企業とその他の企業を
分けるトレンドを詳しくご覧ください。

詳しく読む

データリーダーシップ 
コラボレーティブ
データドリブンな組織の構築に向け
て助け合う、志を同じくするリーダー
たちと交流しましょう。

詳しく読む

経営幹部向け Tableau
経営陣が Tableau を利用してデータ
カルチャーを構築する方法について
ご覧ください。

詳しく読む

10
出典: Tableau の後援による IDC ホワイトペーパー『データカルチャーはいかにしてデータドリブンな組織のビジネス価値を高めるか』、文書番号#US47605621、2021 年 5 月。
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