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データは重要である……しかしそれだけで十分なのか？

「組織にビッグデータ戦略は 
必要ありません。必要なのは 
ビッグデータに基づいた 
ビジネス戦略です」  
 
Bill Schmarzo （ビル シュマルゾ）、  
Chief Innovation Officer、  
Hitachi Vantara

「やがてすべての企業がビッグ 
データを備え、最終的にはデータ
をビジネスの柱とするでしょう」 
 
Thomas H. Davenport  
（トム H ダベンポート）、バブソン大学教授 
（情報技術・経営学）、ソートリーダー、作家

「目標は、データを情報
に、情報をインサイトに 
変換することです」  
 
Carly Fiorina  
（カーリー フィオリーナ）、 
CEO、Hewlett-Packard

「アナリティクスに必要な 
人材の確保。これはビッグ 
データ推進にとって最大の 
課題です」  
 
Paul Gibbons（ポール ギブソン）、
経営コンサルタント、作家

「ビッグデータアナリティクスを活用しな
い場合、企業は判断力を失い、車が高速
で行きかうフリーウェイに迷い込んだ鹿の 
ようにWeb上をさまようことになります」 
 
Geoffrey Moore（ジェフリー ムーア）、 
経営コンサルタント、作家
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Source: IDC Global DataSphere

いかに大量のデータであろうと、保有するだけでは成功を保証しな
い。データは資産にはなり得るが、より多くのデータを所有してい
る、適切なテクノロジーが備わっている、アナリストが優秀である、 
というだけでは十分でない。

データを情報、知識、インサイト（知見）に変換するには、データカ
ルチャーが不可欠である。この事実を理解する企業は増えている。

データカルチャーは、必要なデータを意思決定の推進力として最大
限に活用できるように、経営層と従業員の価値、行動、態度を望ま 
しい方向に醸成する。

企業は、データ戦略の先を見据え、データカルチャーを 
検討しなければならない

「企業文化は戦略に勝る」  
Peter Drucker（ピーター ドラッカー）、 
経営コンサルタント、作家、ビジネスビジョナリー

発生データの合計

すべてのデータ

有益なデータ

タグ付けデータ

分析済みデータ

33 ZB

1950 2019 2029 ...

103 ZB
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IDCが提言するデータカルチャーの検討と理解

アプローチ
•   企業内でデータを使用する1,100人に対しオンライン調査を

行った。

•   調査回答者は、大企業（従業員500人以上）に所属して 
いる。

•   回答者は、幅広い業種のさまざまな役職や管理職、技術職、 
非技術職に従事している。

•   回答者の在住国は、ブラジル、カナダ、中国、フランス、 
ドイツ、インド、日本、メキシコ、英国、米国など全世界に 
渡っている。

目的
•   データカルチャーに影響を与える重要な要素を、可視化可能な 

ものとそれ以外に分けて設定する。

•   これらの要素に対し、姿勢に関わるデータと行動に関わるデータ
を収集する。

•   重要な促進要因の存在と深さ、データカルチャーの全体的データ
を定量化するスケールを構築する。

•   データカルチャーを採用した企業では、ビジネスの成果にどの 
程度の差が見られたかについて検証する。

•   企業で強力なデータカルチャーを実現するためのベストプラク 
ティスを特定する。

http://www.idc.com
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IDCは、調査回答者に対し、データカルチャーに影響を与える姿勢的要素と行動的要素について質問し、
ビジネスパフォーマンス指標に対するこれらの要素の影響を検証した。

データカルチャーの特性 ビジネス指標

強力なデータカルチャーはビジネスパフォーマンス
に影響を与えるのか？

コンピテンシー

共有

雇用

期待

スキル

トレーニング

プロセス

経営層のサポート

ツール

アクセス リーダーシップ

支援／連携

社内コミュニティ

可視性

アイデンティティ

説明責任

売上

利益

弾力性

生産性

イノベーション

市場投入時間

競争優位性

顧客満足

従業員離職率

運用コスト

資本調達コスト コンプライアンス

信頼
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調査回答者とその所属組織を、4分位（quartile）に分け、
それぞれの特徴を評価した

データカルチャースコア：低い

データカルチャーのスケール

データカルチャースコア：高い

データ認識型 
（Data-aware）

データカルチャージャーニー 
の非常に早期の段階

データ成熟型 
（Data-mature）

大半の部門でのツール採用、 
トレーニング、データ活用

データ採用型 
（Data-adopting）

若干のデータカルチャーの 
取り組み：組織内の一部 

での採用

データ主導型 
（Data-leading）

企業全体で強力なデータ 
カルチャーを実現した、 

最先端の組織

http://www.idc.com
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スキル／コンピテンシー：データ主導型組織に
は、最適なデータ使用方法を把握した従業員
が存在する

データ主導型組織における人材とは：

»   データ認識型組織の人材に比べ、データの 
発見や連携において3倍優れている。

»   データ認識型組織の人材に比べ、データ分析
で54％、分析の精度と結果の解釈において
50％優れている。

雇用：データ主導型組織は、高度なデータスキルを有する人材を 
雇用する

Q: 新規雇用したナレッジワーカーが以下の各分野で身に付けていなければならないデータ 
スキルや分析スキルの最低水準を教えてください（％：高度なスキル）。

データに精通した従業員はデータカルチャーの強力
な推進力である

n  データ発見 n  データ分析 n  データ解釈
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70%

60%
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40%
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データ認識型 データ採用型 データ成熟型 データ主導型
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強力なデータカルチャーでは、相互に支援しながら 
データ関連の業務活動が行われる

支援：データ主導型組織の従業員は、データやアナリティクス
の支援を得られると確信している

共有：データ主導型組織は、データやインサイトを 
オープンに共有している

ツール／活動：データ主導型組織は、データや 
アナリティクスで従業員エンゲージメントを 
実現している

Q: 組織内で、あるメンバーがデータやアナリティクスに関する質問を行った時、 
他の同僚から支援を得られると思いますか？

データやアナリティクスに関する質問を職場で行った場合、支援が得られることを「非常に／かなり確信する」とした回答者の割合は、
データ認識型組織に比べてデータ主導型組織では81％以上高かった。

かなり／非常に自発的にデータを共有している回答者の割合は、
データ認識型組織に比べてデータ主導型組織で79％以上 
高かった。

データコミュニティやアナリティクスコミュニティの育成活動で
かなり／非常に成功していると回答した回答者の割合は、 
データ認識型組織に比べてデータ主導型組織で71％ 
高かった。

n  非常にそう思う

n  かなりそう思う

n  おおむねそう思う

n  ある程度はそう思う

n  まったく思わない
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データで信頼を得た場合、従業員は説明責任をより強く感じ、
より優れた結果を出す

Q: アクセスするデータに対し、個人的にどの程度説明責任を感じますか？ Q: 必要なデータにどの程度簡単にアクセスできるか、評価してください。

説明責任：データ主導型組織は、データによって 
従業員を信頼し、その結果従業員は説明責任を 
より強く感じる

アクセス：データ主導型組織は、従業員に対する
職務関連データへの安全なアクセス提供でも、 
優れている

n  非常に説明責任を感じる

n  かなり説明責任を感じる

n  説明責任を感じる

n  ある程度は説明責任を感じる

n  まったく説明責任を感じない

アクセスするデータに対する説明責任
を非常に／かなり感じる回答者の 
割合は、データ認識型組織に比べて 
データ主導型組織で70％以上 
高かった。

n  かなり簡単である

n  ある程度は簡単である

n  どちらでもない

n  ある程度は難しい

n  かなり難しい

従業員に対してほぼ全社／全社レベルの
データに対するアクセスを認めていると
回答した調査回答者の割合は、 
データ認識型組織に比べてデータ 
主導型組織で53％以上高かった。
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データが組織や従業員のアイデンティティにとって
重要である場合、意思決定はデータ主導型になる

アイデンティティ：優れたデータカルチャーを確立した組織では、データ主導型
であることは、従業員の職業アイデンティティの中核的部分である

自身が非常にデータ主導であると感じている回答者の割合は、データ認識型組織に比べて 
データ主導型組織で73％以上高かった。

期待：データカルチャーで先行する
組織は、いかなる意思決定において
もデータを求める

データ主導型組織は、データ認識型組織に
比べ、以下の特徴を持っている。

ミーティングで常にデータを使用しなけれ
ばならないと回答した回答者の割合は、
データ主導型組織では60％以上 
高かった。

提言／決定の裏付けとして常にデータを使
用しなければならないとした回答者の 
割合は、データ主導型組織で67％ 
高かった。

80％以上のミーティングはデータ主導で 
あるとした回答者の割合は、データ 
主導型組織で55％高かった。

n  自身の職業アイデンティティの中核的部分である

n  非常にデータ主導である

n  どちらかと言えばデータ主導である

n  ある程度はデータ主導であるが、 

       自分の主な強みではない

n  まったくデータ主導ではない
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Q: 自分自身はどの程度データ主導な人材であると考えていますか？

データ認識型組織 データ採用型組織 データ成熟型組織 データ主導型組織
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強力な内部データカルチャーを確立した組織には、 
データやアナリティクスを積極活用する経営幹部が 
存在する
リーダーシップ：データ主導型組織では、経営層がデータ使用
やアナリティクス使用の方向性を定めている

投資：テクノロジー偏重の投資を行っている
わけではない。データ主導型組織は、人材や
カルチャーにも投資している

経営層は率先してデータに取り組んでいると回答した 
回答者の割合は、データ認識型組織に比べて 
データ主導型組織で59％高かった。

所属組織はデータを資産と見なし、データの価値を 
認識しているとした回答者の割合は、データ認識型
組織に比べてデータ主導型組織で48％高かった。

データケイパビリティへの投資にかなり／非常に満足
している回答者の割合は、データ認識型組織に 
比べてデータ主導型組織で89％高かった。

Q: 経営幹部は、データ自体にどの程度積極的に取り組んでいますか？

n  常に積極的である

n  多くの場合積極的である

n  時々積極的である

n   それほど積極的ではない

n  まったく積極的ではない
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データカルチャーに投資した結果、さまざまなビジネス指標
が改善されている

データ認識型組織 データ採用型組織 データ成熟型組織

ビ
ジ

ネ
ス

指
標

が
改

善
し

た
組

織
の

割
合（

％
）

データ主導型組織
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n  製品／サービス指標（市場投入時間）
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財務指標   
4 売上   4 収益性  4 資本調達コスト

組織のデータカルチャージャーニーの進展に伴い、 
ビジネス指標は改善する

顧客指標 
4 顧客満足   4 顧客定着率

従業員指標   
4 従業員生産性   4 従業員定着率

製品／サービス指標   
4 イノベーション   4 市場投入時間

データによって競争優位性が確保されていると回答した割合は、 
データ認識型組織に比べてデータ主導型組織で50％高かった。

データ採用型組織とデータ認識型
組織の比較：

収益が増加した組織は 
18%多い
利益が増加した組織は 
20％多い

データ成熟型組織とデータ認識型
組織の比較：

顧客満足度／ロイヤルティが
向上した組織は19%多い
顧客定着率が向上した組織は
20％多い

データ成熟型組織とデータ認識型
組織の比較：

従業員定着率が向上した組織
は29%多い
従業員生産性が向上した組織
は24％多い

データ成熟型組織とデータ認識型 
組織の比較：

製品／サービス数が増加した
組織は24%多い
市場投入時間が短縮した 
組織は31％多い

CAPEXの削減を実現している組織の割合は、 
データ認識型組織と比較してデータ主導型 
組織では41％高かった。

新規顧客獲得が37％向上（データ主導型組 
織とデータ認識型組織を比較した場合）

従業員定着率が向上した組織は45％多い 
（データ主導型組織とデータ認識型組織を
比較した場合）

市場投入時間が短縮化した組織は41％多い
（データ主導型組織とデータ認識型組織を
比較した場合）
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89%
82%
71%
51%

84%
68%
56%
39%

85%
76%
63%
45%
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+41%
CAPEX 
要件の 

改善

+37%
より多くの 

顧客の 
獲得

+37%
従業員 

定着率の 
向上

+40%
市場 

投入時間 
の改善

CAPEXが削減された組織の割合（％）

顧客獲得が改善された組織の割合（％）

従業員定着率が改善された組織の割合（％）

市場投入時間が短縮化された組織の割合（％）
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»   強力なデータカルチャーと人材は、デジタル経済で成功するために不可欠な構成要素である。真にデータ主導型 
組織を実現するには、データ戦略とテクノロジーだけでは不十分である。

»   データカルチャーは、段階的に強化できる。組織のコミットメント強化に伴い、ベネフィットは指数関数的に 
増大していく。

»   マインドセットの変化は、即時に改善をもたらす。これらの要素の多くは、多額の費用をかけずに非常に簡単に 
開始できる。

»   経営層のロールモデリングとサポートがあると、データカルチャーの成熟は大幅に加速する。

»   データカルチャー改善効果を測定する際は、財務指標を超えて幅広く検討する。

IDCの提言
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データ主導型経営を真に実現するためには、データを組織のアイデンティティに定着させる要素であるマインド
セット、姿勢、習慣の変化が欠かせません。真の目標は、組織のすべての人がデータの価値を知ること、データを
使用して質問に回答する際の自信を醸成すること、他の人々も同様に行動するようインスパイアすることです。 
タブローソフトウェアでは、組織が信頼、マインドセット、共有、コミュニティ、人材という5つの重要な要素を 
重視したデータカルチャーを構築すると、より活力のある成功組織の実現につながると考えています。
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詳細は、以下をご覧ください。 
https://www.tableau.com/data-culture
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