
エクゼクティブサマリー 
世界7つの先進経済圏および業界で 
1,350人のビジネス/IT意思決定者を対象に調査を実施

Enterprise Strategy Groupによる調査

データの本当の 
価値を探る
成熟したデータ戦略がビジネス成果を 
飛躍的に向上させる
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今やビジネスにはデータが欠かせません。データはカスタマーエンゲージメント
を向上させ、老舗企業を最先端デジタル企業に変貌させることもあります。しかし、
データの本当の価値を定量化できずにいる企業は少なくありません。

データの本当の価値を明らかにするため、SplunkはESG社と共同で、世界の
1,350人のIT/ビジネス意思決定者を対象に調査を行いました。本調査の結果
レポートでは、データの活用度を高めることの大きなメリットを、グローバルな
視点と主要業界別の視点で解説しています。

このエクゼクティブサマリーでは、グローバルな視点での結果をご紹介します。

データの本当の価値を探る

https://www.splunk.com/data-value-report-jp
https://www.splunk.com/data-value-report-jp
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データの本当の価値を探る

12.5%

成熟した企業
データ活用による年間の 
売上総利益の伸び率

データデリバレイターと 
比較して新製品/サービスからの
収益が全体の20%以上を占める 
企業の割合

約10倍
データイノベーター 

データデリバレイターと 
比較して顧客維持率の 
目標を上回っている 
企業の割合

2.1倍
データイノベーター

データデリバレイター データイノベーター データデリバレイター データイノベーター
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データに戦略的重点を置き、あらゆるデータを活用することを優先課題
とする企業は、大きなビジネス成果と経済的利益を実現しています。

•  データを活用することで、年間収益を平均5.32%向上させると同時に、年間運用
コストを4.85%削減

•  97%の企業が顧客維持率の目標を少なくとも達成し、過半数(60%)が目標を上回る

•  93%の企業が競合他社よりも的確で迅速な意思決定がほぼ常にできていると実感

•  データを有効活用することで、計3,820万ドル(総売上高の約12.5%)の経済的価値
を創出

データイノベーターの 
条件を満たす企業は、 
データの活用方法を 
見直した結果、 
過去12カ月間で売上が

5.32%

増加

データの価値を高めるには： 
主な調査結果
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調査方法：広範囲かつ詳細に
このレポートは、さまざまな地域と業界で、社内データの収集、管理、活用方法の決定に携わる1,350人のIT/ビジネス意思決定者
に行ったグローバル調査の結果をまとめたものです。北米、西ヨーロッパ、アジアに拠点を置く、従業員500人以上の企業を対象
とし、2019年の7月から8月にかけて調査データを収集しています。このレポートでは、端数処理の関係で、調査結果の割合の
合計が100%にならない場合があります。
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テクノロジー

製造・資源

通信・メディア

ヘルスケア・
ライフサイエンス

小売

公共機関

大学・研究機関
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フランス

中国

日本
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20%
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20%

5%4%

従業員数
500～999人

1,000～2,499人

2,500～4,999人

5,000～9,999人

10,000～19,999人

20,000人以上

24%

30%
20%

10%

9%
7%

収益
1億ドル未満

1億～4億9,999万ドル

5億～9億9,999万ドル

10億～49億ドル

50億～99億ドル

100億ドル以上

34%

21%

24%

21%

役職
経営幹部

SVP/VP

シニアディレクター/
ディレクター

シニアマネージャー

75%

20%

5% 5%

職務
IT

事業部門

データサイエンス

サイバーセキュリティ
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「データ活用の成熟度」は、企業がどれだけ洗練された方法で社内の全データを把
握し、活用できているかを示します。その評価基準は3つあります。

1.  ダークデータ(把握も定量化もされていない未活用データ)の調査と活用に対する
関係者の意欲

2. データ調査のために最適化された最新のツールやスキルセットの普及度 

3. 組織全体でのデータ運用の有効性

調査では、これらの基準に基づいて、各企業を 
データデリバレイター (慎重、活用を検討中)、 
データアダプター (活用している、取り組んでいる)、 
データイノベーター (先駆的に活用している) 
の3つの成熟度レベルに分類しました。

11%

40%

49%

データイノベーターの 
条件を満たす企業は 
世界全体でわずか11%

データデリバレイター

データアダプター

データイノベーター

回答企業のデータ成熟度別の割合 
(N=1,350)

意欲、支援、有効性： 
データ活用の成熟度の定義
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成熟曲線： 
デリバレイターからイノベーターへ

データ 
デリバレイター 

(49%)
社内データをまだ 

フル活用できておらず、 
運用して価値を引き出せ 
ているデータの割合は 
わずか32%にとどまる

データ 
アダプター 

(40%)
データ戦略に重点を 
置き始めたグループ。 

ただし、まだ発展途上で、 
社内データの使用率は 
平均41%にとどまる 

データ 
イノベーター 

(11%)
データ活用を通じて 
収益面とビジネス面で 
成果をあげている 

最も成熟したグループ。 
社内データの48%を 
業務でリアルタイムに 

使用可能



|   8

データデリバレイター
データイノベーター

好調な業績をあげるデータイノベーター
競争環境は、顧客の期待の変化と同じように目まぐるしく変化します。こうした変化
にすばやく適応することが不可欠であり、データを最も活用している企業は、イノベー
ション、顧客満足度、意思決定のいずれにおいても大きな成功を収めています。

製品やサービスの開発と市場投入において、競合他社よりもほぼ常に先んじている
と回答したデータイノベーターの割合は、2.6倍にのぼりました。

また、顧客維持率の目標を達成できていない企業の割合は、活用度が最も低いデー
タデリバレイターが13%であるのに対して、データイノベーターはわずか3%です。

さらに、競合他社よりも的確で迅速な意思決定が常にできていると考えるデータイノ
ベーターの割合は、データデリバレイターの3倍以上に達します。

データイノベーターの5社
に1社が、過去24カ月間に
開発した製品やサービス

から、年間収益の20%以上を得ている(データ
デリバレイターではわずか2%)

各国でデータイノベーターの条件を
満たす企業の半数が、競合他社や同
業者よりも的確で迅速な意思決定が
ほぼ常にできていると考えている

19% 

顧客維持率の目標を
上回っているデータイ
ノベーターの割合は、
データデリバレイター
の2倍以上にのぼる

2.1倍

データの有効活用が 
より大きな成果を生む

50%
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3.97%

5.32%

2.84%

データデリバレイター
(慎重、活用を検討中)

データアダプター
(活用している、取り組んでいる)

データイノベーター
(先駆的に活用している)

「未活用、ダークデータの削減効果として、 
過去12カ月間で収益が何%くらい 
増加したと思いますか？」 
(中央値)

データイノベーターになることの 
経済的価値
前述のとおり、データイノベーターは、データを有効活
用することによって、過去12カ月間で収益が平均5.32%
増加しています。これは、データアダプターとデータデリ
バレイターのいずれと比較してもかなり高い伸び率です。

回答企業の収益の中央値を考慮し、想定される平均利
益率を適用すると、データの有効活用によって純収益が
平均1,540万ドル増加している計算になります。

回答企業の推定に基づく 
純収益の平均増加額(ドル)：

データの有効活用が収益を増加させる

840万ドル
データデリバレイター

1,170万ドル
データアダプター

1,540万ドル
データイノベーター
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データデリバレイター
(慎重、活用を検討中)

データアダプター
(活用している、取り組んでいる)

データイノベーター
(先駆的に活用している)

3.94%

4.85%

3.03%

「未活用、ダークデータの削減効果として、 
過去12カ月間でコストが何%くらい 
削減されましたか？」
(中央値)

調査では、データを有効活用することで運用コストが削減
されたか否かと、その削減率についても尋ねました。全
体で、コストが削減されたと回答した企業は59%、平均
削減率は3.59%でした。

この質問でも、データイノベーターのコスト平均削減率は
4.85%となり、アダプターとデリバレイターを上回る結果
でした。

これは、データを有効活用することで年間2,280万ドルの
節約につながったことになります。

回答企業の推定に基づく 
コストの平均削減額(ドル)：

データの有効活用がコスト削減につながる

1,460万ドル
データデリバレイター

1,880万ドル
データアダプター

2,280万ドル
データイノベーター
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データ有効活用の総合的な価値

2,230万ドル
中小企業の 

データイノベーター
(従業員500～ 999人)

4,280万ドル
中規模企業の 

データイノベーター
(従業員1,000～ 4,999人)

2億770万ドル
大企業の 

データイノベーター
(従業員15,000人以上)

データデリバレイター
(慎重、活用を検討中)

データアダプター
(活用している、取り組んでいる)

データイノベーター
(先駆的に活用している)

3.94%

4.85%

3.03%

データの有効活用によって過去12カ月間に 
創出された経済的な総合価値
(中央値)

調査で明らかになった収益の伸び率とコストの削減率を
集約して、データの活用度が高いグループが生み出した
経済的な総合価値を計算しました。その結果、データイ
ノベーターは、ダークデータを活用することで、過去1年
間で平均3,820万ドルの価値を創出していることがわかり
ました。つまり、年間の総売上高の約12.5%がデータ活
用によってもたらされていることになります。

データの活用度を最大限に高めることによって
もたらされる経済的機会は、企業規模に比例 
(過去12カ月間に創出された経済的な 
総合価値の平均)：
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米国

ドイツ

フランス

英国

中国

オーストラリア

日本 74% 26%

54% 38% 7%

52% 41% 7%

47% 46% 7%

47% 45% 8%

46% 38% 16%

44% 40% 16%

国別のデータ成熟度の比較
出典：Enterprise Strategy Group

平均 
= 11%

ほとんどの企業がデータの 
活用度を高めることで 
多くのビジネスチャンスを 
獲得できます。
データイノベーターの条件を満たし
た企業の割合が世界平均(11%)を
上回った国は米国とドイツ(どちらも
16%)だけでした。

いずれにしても、世界中のほぼすべ
ての企業が大量のデータを放置し
て、大きな価値を実現し損ねている
と言えます。

データデリバレイター データアダプター データイノベーター

成熟度：国別比較
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業界別に見る 
データの活用度：
データイノベーターの条件を満たし
た企業の割合が平均を上回った業
界は、テクノロジーと金融サービス
だけでした。しかし、データ活用が
最も進んでいるこれらの業界でも、
5社に約4社が、データから価値を
引き出す方法を改善する余地が大
いにあります。

データデリバレイター データアダプター データイノベーター

テクノロジー

金融

通信・メディア

製造・資源

小売

ヘルスケア・ライフサイエンス

公共機関

大学・研究機関

60% 37% 3%

64% 35% 1%

63% 30% 6%

52% 42% 6%

64% 28% 8%

50% 42% 9%

37% 48% 15%

34% 45% 21%

データ活用：業界イノベーターの特定

業界別のデータ成熟度の比較
出典：Enterprise Strategy Group

平均 
= 11%
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企業のデータ成熟度は、企業の収益力に直結します。

データイノベーターの 

約4分の3が、ダークデータを 

活用することで 

収益が増加したことを 

実感しています。過去12カ月間の
収益の平均伸び率は 

5.32%にのぼります。

データイノベーターの 

約3分の2が、ダークデータを 

活用することでコスト削減を 

実現しています。過去12カ月間の
コストの平均削減率は 

4.85%にのぼります。

新しい製品やサービスからの 
収益が全体の20%を超える 
データイノベーターの割合は、 
データデリバレイターの 

約10倍にのぼります。

市場で競争優位に立つことが 

多いデータイノベーターの割合は、
データデリバレイターの 

2.6倍にのぼります。

まとめ： 
データイノベーターは高い成果を実現
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一般的に、企業のデータ活用度が高まるにつれて、以下のようにパフォーマンスを 
大きく向上させることができます。

データイノベーターの半数が、 
競合他社よりも高い 

顧客満足度を達成し、 
データデリバレイターで 

同様の成功を収めた企業よりも
72%多い結果になりました。

過去12カ月間で 

顧客維持率の目標を上回った 
データイノベーターの割合は、 
データデリバレイターの 

2.1倍にのぼります。

競合他社よりも的確で 
迅速な意思決定が 

ほぼ常にできていると考える 

データイノベーターの割合は、 
データデリバレイターの 

3.1倍にのぼります。

今後数年間で同業他社の 
業績を上回ると考える 

データイノベーターの割合は、 
データデリバレイターの 

4.4倍にのぼります。

まとめ： 
データイノベーターは競争優位を勝ち取れる
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データイノベーターは、データを活用することでより優れたビジネス成果を達成し、
より大きな経済的利益を得ています。データイノベーターと、データ成熟度の低い
同業他社との差を生む共通の習慣や傾向がいくつかあります。

1. データイノベーターは適切な文化を築いている
多くのデータイノベーターが、「データ重視」の文化を築いています。データに対する情熱が深く
根付き、そのことが、組織全体でデータ資産の経済的価値を引き出す能力に直結しています。

2. データイノベーターはあらゆることにデータを活用する
データイノベーターは、IT運用からセキュリティ分析、営業、マーケティング、財務まで、幅広い
部門のあらゆる業務やプロセスを支援するためにデータを活用し、分析しています。

3. データイノベーターはAIも広く活用している
データイノベーターは、データアダプターやデータデリバレイターと比べて、AI(人工知能)テクノロ
ジーをより幅広く取り入れ、より多くのデータ資産を使って、データを分析しています。

「データ重視」の 
文化が自社にあると考える 
データイノベーターの割合

データイノベーターが優れている理由

69%
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1. 成功に向けて投資する
競合他社に後れを取らないために十分な対策ができていますか。データ
の経済的価値を最大限に引き出すには、分析力の強化に積極的に取り組
む必要があります。たとえば、データ分析によって重要なビジネス課題に
対応できる優れたツールを導入したり、そのためのスキルを持つ人材を
採用したり、従業員を教育したりする方法があります。

2. リーダーシップを確立および支援する
経営幹部が率先してデータ重視の文化を育もうとしていますか。データ活
用の効果を引き出すには、CDO(最高データ責任者)または同等のリーダー
が明確なデータ戦略を打ち立て、社内イニシアチブを推進し、予算を確
保して、データを重視するように企業文化を変えていく必要があります。

3. 分析ツールを「民主化」する
データを活用するための適切なツールを従業員に提供していますか。的
確な意思決定を行うには、包括的で正確なデータと適切な分析ツールが
不可欠であり、こうしたツールを従業員に幅広く提供することが重要です。

4. あらゆることを自動化する
アナリストが手作業による監視タスクに時間を取られることなく、データ
を探索して隠れたインサイトを見つけ出せる体制が整っていますか。AIに
よる自動化の対象を拡大することにより、データ活用による価値実現が大
きく前進します。分析を自動化すれば、人的ミスが減り、従業員はより付
加価値の高い業務に集中できます。

5. 価値と機会を計測する
データ成熟度を追跡し、データ資産の価値を定量化できていますか。計
測できないものは管理できません。データ活用の成熟曲線の中で自社が
現在どの位置にいるかを把握した上で、データ活用の取り組みを活性化
させ、優れた分析ツールと適切なスキルを取り入れ、最終的にビジネス
価値創出のためのデータ活用の効果を高めることで、どれだけのメリット
が得られるかを知っておくことが大切です。

推奨される取り組み： 
成功のための進化
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自社のデータの価値が 
どのくらいかご存じですか？
Splunkの「評価ツール」を使って、 
社内データの総合的価値を見積もることができます。 
splunk.com/data-value-tool-jp

レポート全文は 
こちら
splunk.com/data-value-report-jp
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