データは何をもたらすのか？
～データイノベーションが実現する世界～

エグゼクティブサマリー
ソフトウェアの革新は前例のない進歩を続け、私たち
を取り巻く世界を変え、人々に活力を与え、
そして、経
済を成長させています。
しかし、
このデジタル化による可能性をどれだけ引き
出せるかは、技術革新により解き放たれるデータが
持つ力をいかに活用することができるかにかかって
います。私たちは、
まさにデータイノベーションの中
を生きているのです。
この動きは、
データ量の増加だ
けではなく、
これまでの情報収集、蓄積、分析、変換の
方法を変えていく基盤技術の進化により引き起こさ
れています。
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今日、9 割のビジネスリーダーが、データは、キーとなる経営資源の一つであり、
土地、労働力、資金と並ぶ事業差別化の基礎的要因であると捉えています。

例えば、つい最近までは、降雨パターンの識別に必要なデータ
収集は、数百年に渡る天候パターンの観察を要していました。
また、交通網計画には道路脇に座り、走行速度を記録すること
が求められていました。同様に、病気の原因と治療法を研究す
るためには途方もない数の手書きノートが必要でした。

データイノベーションは、
これまでに例を見ない機会を世界に
もたらします。革新的なソフトウェアツールが、大量に増加し続
けるデータ資源に隠された問題の答えを見つけ出す助けとな
っています。
これらの斬新なツールが、データから、私たちの生
活を変える新しい製品、
ソリューションそしてイノベーションを
創り出しています。経済的には、
データをより上手に活用するこ
とで、
この先 4 年間だけで 1.6 兆ドルに上るデータ配当を導き
出すことができます。経済学者達は、データにより効率性が向
上することで得られた利益が、2030 年までに世界 GDP にお
よそ 15 兆ドルも追加貢献すると予測しています。

今、何百万もの機器、機械、車両、そして街灯に取り付けられた
センサーがあらゆる時に、あらゆる場所でデータを収集してい
ます。かつては莫大な費用がかかるため保持が難しかった大
量なデータも、
ストレージ容量の増大とコストの大幅な低下に
より、蓄積されたデータは再生可能資源へと変貌しました。デ
ータが多様な目的のために再利用される能力を得たことで、 今日、私たちが賢明な選択をすることで、来たる「データ集中
私たちは繰り返し新しい方法でデータを分析、変換することが 型」経済が、新しい雇用、産業、打開策、治療法等の強力な発生
できるようになり、時間、費用の節約だけでなく、生命までも救 装置として、今後数十年の経済成長を促すことになるでしょう。
う貴重な知見を得ることが可能となりました。
収集されたデータには、個人情報が含まれることもあり、最先
端のセキュリティと責任ある管理モデルにより、
これらに対する
安全かつ公正な使用方法が確保されなければなりません。
しか
し、
データの大多数は、機器同士のやりとりの記録、
または機器
や機械の実行に要されるものです。製造工場の組立ラインから
飛行中のジェット旅客機に渡る多くのモノにより、何百万バイト
ものデータが生成、分析されています。
これにより、かつては想
像もできなかった手法により生産性を向上させることが可能に
なりました。
データがあらゆる場所でユビキタスに存在し、使用され、私た
ちの生活を改善する一方で、多くの人はデータが何か、
どこから
来て、
どの様に使用され、そしてデータが本質的に持つ大きな
可能性について理解していません。
本調査報告書は、世界中の非常に困難な問題解決の現場にお
いて、データイノベーションがもたらす革新的な進歩につき、
いくつかの具体的事例とともに解説します。また、データの収
集、分析、変換方法における抜本的な変化により、 21世紀そし
てその先のデジタル経済において可能となる多くのことが始ま
りつつあることを示します。そして、データイノベーションを起
こす産業が拡大するにつれ広まった誤解について説明し、真
実をお伝えします。最後に、本報告書は、データ経済を初めて
理解しようとする方々向けに、データイノベーションで使われ
る用語を定義する用語集を掲載しています。

『データイノベーション』の定義
データイノベーションの真髄は、
「四つのV」にあります。四
つのVとは、データの量（Volume）」、データが生成される
速度（Velocity）」、データの種類（Variety）」、そしてデー
タの正確性）
（Veracity」
です。
しかし、生データそのもので
は価値がほとんどないこと、
そこから真の価値を引き出し、
最大化するための大変革を起こすような機会が何である
かについては余り議論がされてきませんでした。
本調査結果で明らかになったのは、
日常的なことから生命
に関わることまで様々な利益をもたらすために、データは
収集、蓄積、分析そして変換されなければならないというこ
とです。
これらの処理が、データイノベーション、すなわち、
膨大な非生産的情報から非常に有益なデータを引き出す
ことの中枢部分です。
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15 世紀

21 世紀
1850 年代

データマイルストーン

紀元前 6000 年

はじめに
人類史を通して、文明発展の歴史は、私たちの情報を観察、収
集する能力の進歩と密接に関連していると言えます。私たちの
祖先は、距離、重さ、量、温度、時間や場所などを測るツールを
開発しました。時を経てこれらの技術が改善され、
また私たち
が狩猟生活から農耕生活、そして都市住民へと変遷する過程
で非常に重要な意味を持ちました。

バイトに上る多大な遺伝情報を分析し、新しい治療や、さらに
効率的で一人一人にあった療法の開発を行っています。

データの力

 ルセロナは、
データを活用したスマートシティを構築してい
紀元前 6,000 年頃、人類はすでに、農作物の収穫量を増やし、 + バ
ます。観光客の往来パターンを調査することで、公共駐輪場
より多くの人に食料を供給するために、収穫量や農作の休閑
の増設場所を検討したり、街のどこに ATM を設置すべきかを
に関する情報を用いていました。15 世紀には、空からのデータ
特定するのに活用しています。
を活用して世界を航行し、公海を開き世界貿易の場を広げまし
た。1850 年代には、データを用いてコレラ蔓延の理由を悪質
な水に関連づけて人々の生命を救いました。

+ア
 ラブ首長国連邦では、最新のデータツールを使用して、
世界初のポジティブエネルギービルディングを設計中です。
消費するより多くのエネルギーを生産する建物です。
近代に入ると、
まだ量が限られていたにも関わらず、
データは、
人類が直面した困難な問題に対し、思いもしない解決へと導く + ケ
 ニヤでは、
モバイルデータを使用することでマラリアの感染
ヒントを私たちに与えてくれました。石碑やパピルス、絵巻、印
パターンを解析し、政府による撲滅活動を最適化するための
刷物等、何に記録が残されていたかに関わらず、時を経て、広く
場所特定に役立っています。
普及し、注目を増してきたデータは、経済そして人類の進化を
+ア
 イオワ州からインド に至るまでの農家は、種苗、人工衛星、
支える推進力の一つとしての役割を担い続けています。
センサーやトラクターの情報を活用し、作物の種類、植え付け
21世紀の今日、この一連の変化が急速に加速しています。デー
時期、農場から消費者に届くまでの鮮度の追跡方法、そして
タ量が増加し、データストレージ費用が低廉化する中、最新鋭
気候変化への対応について、
より効果的な意思決定を行って
のツールを活用したデータサイエンティストが膨大な量のデ
います。
ータから役立つ知見を明らかにする時代となりました。データ
処理技術が更に進歩することで、彼らのもたらす影響はより大
きくなり、機会が拡大しています。
私たちは今、境界無き情報と無限の可能性に溢れる世界に向
かっています。私たちの生活向上に関わる予測をするためにデ
ータはどのように使われているでしょうか。予測データは、職場
への通勤に傘の携帯が必要か、バスに乗る必要があるかなど
を事前に知らせてくれます。交通量データは信号機と連動し、
電車の到着時間を予想し、例えば子どもの行事に間に合う最
短ルートを提示する目的で使用されています。
ウェアラブル・デ
バイスと称される身に付けて使う機器は、私たち個人のフィッ
トネス関連の情報を追跡し、長生きに繋がるより賢明な選択を
したり、健康的な生活を促してくれます。そして、科学者はテラ
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データライフサイクル

収集

蓄積

自動車を購入する際には、その販売価格を見るだけでなく、デ
ータにより、車の燃費、メンテナンス、保険、安全履歴といった
有用な情報が得られ、その情報に基づいた判断が可能になり
ます。
また、今日の自動車はスーパーコンピューターに車輪を
付けたようなものであると言えます。搭載されたプロセッサー
はパフォーマンスを分析するセンサーと交信することで、オイ
ル交換時期をドライバーに知らせ、電気モーターへの切り替え
タイミングを判断し、
またバックする際に子供が後ろにいない
かどうか知らせてくれたりします。
既に、増加し続ける膨大なデータは、私たちに指先の操作だ
けで得られる大きな力を与えてくれています。
しかし、そもそも
「データ」
とは何なのでしょうか。誰が、そして
何が作り出しているのでしょうか。私たちの生活を改善する可
能性とは、一体何のことを指しているのでしょうか。最大限の
利益を得るためには、
どのように使用される必要があるのでし
ょうか。そして、
どうしたら、私たちの価値観や憂慮を反映した
方法で使用されていると確認できるのでしょうか。
かつては少量であったデータが、膨大で有益な再生可能資源
へと変遷し、今や経済、社会的利益の主要資源となった今、
こ
れらは重要な質問であるといえます。歴史的にみて、土地や労
働力、資金などの資源へのアクセスが成功者と失敗者を隔て
る経営差別化要素でした。今日、９割のビジネスリーダーが、
データはキーとなる経営資源の一つであり、土地や労働力、資
金と並ぶ事業差別化の基礎的要因であると捉えています。1
一つの例は、効率的なデータ活用が産業における効率性を1%
でも改善することに成功すれば、2030  年までに全世界の GDP
に少なくとも約15兆ドルもの経済効果をもたらすことができる
と経済学者が見積もっていることです。2「次の大きな出来事」
は、
インターネットと接続された、私たちを取り巻く世界に関す
るより正確なデータを生成する何10億もの小さなモノが、
より
強力なデータ駆動型ソリューションにより実現するかもしれま
せん。  3 私たちは既に、抱いていたことすら知らなかった疑問へ
の答えを見つけ出しているのです。
この大きな変化は、既に進行中です。人々のあらゆる活動がデ
ータを生成し、
そして全く新しいデータの流れが毎日創りだされ
ています。世界に存在するデータの 90% 以上は過去2年以内に
作成されたもので、
データの生成速度は二年毎に倍増していま
す。生成されるデータのほとんどは、個人情報に該当しません。
この点を理解することは重要です。
プライバシーを保護するこ
とが不可欠である一方で、生活改善に役立つデータの多くは機
械に取り付けられたセンサーが生成しているのです。
BSA.ORG
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分析

変換及び転換

私たちの課題は、データに秘められた貴重な知識を理解する
ための創意工夫をして、データを活用することです。それは、デ
ータを処理し、観察されることを知識に変換し、知識を解決策
に変換し、今日の重要な課題に対する有益なソリューションを
生み出す能力を指しています。

企業と政府が一丸となり
イノベーションの原動力を
駆動させる必要があります。

エクサバイト
1,000,000,000,000,000,000 バイト
これまでに会話された単語数
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テラバイト
1,000,000,000,000 バイト

ギガバイト
1,000,000,000 バイト
本棚の本、10メートル分

米国議会図書館

スケール比較

データを解決策に

変換する四つの
ステップ
今日のデータ革命を煽っているのは、
これまでのデータ収集・
蓄積・分析・変換の方法を変えていく基盤技術です。
これらの技
術が互いに相まって、
データの奥深くから有益な知見を探しだ
し、新たな知識を解き放ち、新たな関係性を見出し、新たな予
測を実現します。

今日の世界におけるデータ増加量
世界におけるデータの 90% が最近 2 年以内に生成されたものです。

2014-2015

90%

1

データの収集

10%
2014 年以前

有史以来、私たちは常にデータを収集し、社会の発展に役立
ててきました。
しかし、
これまではデータ量が非常に限定的で
した。今日、私たちは、身の回りから、
より有益で意味あるデー
タを使いやすい形式で収集し、意図した結果をもたらす重要
なデータを活用できるようになりました。データは、かつての
限定的な資源から、非常に豊富で、重要かつ再生可能な資源
へと変化を遂げたのです。
これは、個人情報を関連付け、抽出することによって可能にな
ったのではなく、様々な機器、センサーがインターネットに接
続され、それが指数関数的な勢いで成長する新しいデータを
大量生成することで実現しているのです。その結果、交通量測
定用の路側センサーや、デジタル音楽、映画、地球を周回する
人工衛星、工場や金融市場を制御するセンサーやシステム、
次世代の新しいモノをデジタルな手法で創り出すツールな
ど、様々な方法によりデータはあらゆるところで生成されるよ
うになりました。情報は、
より速く成長し、遠くに広がり、そして
重要性を増しています。

生成データ
情報元：
IBM http://www.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-data.html

毎日、250 京バイトに上るデータが生成されていると推定
されます。 4 アナログ時代の感覚では、このデータの莫大
さは想像することすらできません。分かりやすい例えを使
うと、昨年一年間だけで世界全体が生成したデジタルデー
タを記録した DVD を重ねると地球から月を往復してしま
います。 5 データ生成の速度はさらに加速しています。世
界中の企業が扱うビジネスデータ量は、 1.2 年毎に二倍に
膨れ上がっています。 6 これらのデータはいったいどこか
ら発生しているのでしょうか。以下は、数多くあるソース
の例の一部です。
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データの多くは、個人を特定できるものではありません。近い将来、地球
全土に接続されたデバイスが私たち自身を取り巻く世界をさらに深く
理解し、改善する助けとなってくれるでしょう。

+ 診 断画像など、病院におけるデジタル情報の増加量は + 単
 一の DNA ゲノムの配列決定だけでも、200 ギガバイト
2015 年までに毎日 665 テラバイトに達すると見込まれ、
のデータを生成します。DNA 配列のコストが下がること
これらは治癒方法の発見や救命に役だっています。7
で、科学者は、医療におけるブレイクスルーにつながる相違
点、類似点を見つけて、生命を救うために何十万もの配列
+大
 陸間を飛行する今日の旅客機は、エンジンやフラッ
が格納された莫大なデータベースを構築しています。15
プ、着陸装置といった部分に接続されたセンサーであふ
れており、これらは毎フライト 1/2 テラバイトものデー
タを生成し、フライト性能を改善し、8 乱気流を避け、安
全性を向上し、そして従来より 2,000 倍以上速くエンジ
ン不良可能性を特定することを可能としています。9  毎
日のフライト数が 25,000 便以上あることを踏まえる
と、旅客機だけでも非常に有用なデータが多く生成され
ているということがわかります。
  

+気
 象衛星、天文気象台、レーダーその他のセンサーが
22.5 億を超える気象データポイントを毎時 15 回、つま
り毎日 20 テラバイトものデータを収集し、世界中の正
確な気象予測を可能にしています。10
+金
 融取引所は毎日4-5テラバイトに上るデータを生成し、
リアルタイム分析、取引活動の監視、ビジネス成長、
そして豊かな経済成長を助けています。11
+何
 万もの配送車両に搭載されたテレマティックセンサー
は、エンジン性能、ルート改善、問題の事前予測を行っ
ています。マッピングデータ分析と組み合わせた車両セ
ンサーデータにより、企業は何百万ガロンの燃料を削減
し、年間何千台もの車両の路上排出量に相当する排気ガ
スを削減することに成功しました。12
++
 欧州原子核研究機構 （CERN ）の大型ハドロン衝突型
加速器は、宇宙がどのように動いているのか、その大い
なる秘密に迫る新しい見識を見出すため、実験ごとに毎
秒 40 テラバイトものデータを生成しています。 13 同様
に、チリの大型シノプティック・サーベイ望遠鏡は毎晩
の観測で、宇宙に関する 30 テラバイトものデータを生
成します。14
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指数関数的に増加しているデータ量だけでなく、それを生成
する方法も同様に増えています。私たちの周りの環境とインタ
ーネットを接続する機器の数が増え、
「モノのインターネット」
を作り出すことで、数多くのセンサーが毎日、全く新しい形のデ
ータを創りだしています。非常に強力なセンサーを備えた推定
500 億ものデバイスが 2020 年までにインターネットに接続さ
れることが計画されており、
「次の大きな出来事」は非常に小さ
な物事に基づく発見となるかもしれません。16
これらのデバイスは、土壌水分、
エンジン性能、
エネルギーシ
ステムの効率性、および喘息発作の場所などの測定を通じて
データを作成します。人間である私たちは、五感を使用して自
身を取り巻く世界を理解します。近い将来、地球全土に接続さ
れたデバイスが、物理的世界における特徴すべてを理解し、私
たち自身を取り巻く世界をさらに深く理解し、改善する助けと
なってくれるでしょう。
そして、私たちはさらに新しく有益で膨大
なデータを生成するのです。

データストレージのコストが下がり続け、データ量が成長し続けて
いるため、データの用途は拡大し続けています。
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データの蓄積
ストレージのコスト下落が、データ駆動型イノベーション
を実現しています。1980 年には、ギガバイト相当のデータ
ストレージでさえ入手困難とされ、何百何千ドルという費
用がかかり、管理するためにフルタイムで働く人材を必要
としました。17 今日、ギガバイトのストレージは、たった
数百円のコストで手に入る上、管理は簡単、そして、いつ
でもどこでもアクセスできるようになりました。18  1980 年
代以降、ストレージの価格は千万倍も下落しました。 19  
分かりやすい例えで説明すると、ガソリン価格が同じ額だ
け下落したとすると、1980 年に支払ったガソリンの量で世
界を一万回も走りまわることができるのです。20

クラウド技術により、ユーザーは品質、信頼性、柔軟性の
高いデータを手頃な価格で利用することが可能になり、膨
大な量のデータを社内ITインフラストラクチャに保管する
面倒から解放されました。データストレージの売買、配送
方法が根本的に変わったことで、またいつでもどこからで
も仮想的にデータが利用可能となったことで、ここ10年内
で最も変革を促す技術の一つとして、またデータ駆動型ソ
リューションを実現する素晴らしい技術の一つとしてクラ
ウド技術が発展しているのです。

ストレージのコストは下がり続けているので、さらに多
くのデータ量を蓄積することができます。1994 年には、世
界のデータのわずか 3 ％ のみデジタル形式で蓄積可能でし
た。21  しかし、2007 年までには 94％ ものデータがデジタル形
式で蓄積されました。22

つまり、そのほかのリソースと異なり、データは一度使わ
れたら終わりの使い切りではないのです。データは、他の
データセットと結合できる再生可能資源で、データが最初
に作成されたときに予期せぬ疑問が発生しても解決策を導
き出すために何度も使用することができます。例えば、気
象データは、私たちが傘を持つ必要があるかどうかを予測
するためにのみ使用されるのではなく、作物の収穫量予測
にも活用されています。

ストレージコストは年間
38%下落しています
$569

$/ギガバイト (GB)

データストレージのコストが下がり続けデータ量が成長し
続けているため、データの用途は拡大し続けています。
データを遠隔に蓄積し、様々なデバイスからアクセスでき
るクラウド技術が、データストレージの価格を劇的に下
げ、それにより新規データは一度蓄積されると削除される
ことがなくなりました。23

$600

$100

$0.01

$0.03
1992

1997

2002

2007

2012

情報元：Hagel III, John et al. From Exponential Technologies to Exponential Innovation.
Deloitte University Press, 2013. 印刷物：2013 Shift Index Series.
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リアルタイムデータ：交通量の減少

3

データの分析
データは、理解されてこそ価値があり、そうでなければ観
測データの単なる寄せ集めです。データに含まれる知識を
理解することは、人類の創意工夫と革新的ソフトウェアを
組み合わせることによりのみ実現可能です。
あらゆることがますます自律式になる世の中にもかかわら
ず、データに潜む解決策を解き放つために要されるのは個
人の興味や、人間のスキル、集中的な作業です。
生データを活用するには、先ず整理する必要があります。
一説では、データサイエンティストはたった少しの有益な
データのために混沌とした状態のデジタルデータに 50%
から 80% ほどの時間を割いていると言われています。24
そして、適切な疑問を投げかけ、不良データを分類、認識
し意味のある方法で結果を解釈することで解決策を導きだ
せるかは、人の創造性によります。データサイエンティス
トの役割は、アナリストであり、アーティストであり、
そしてストーリーテラーでもあると描写されています。25
個々のデータ一片は、画面上のピクセルのようなもので
す。単独では、本当にわずかな情報しか得られません。
しかし、正しく並べられた大きなピクセルデータと組み合
わせた時には、データサイエンティストは千の言葉程意味
のある絵を描き、新しくかつ予想外の意義をデータから導
き出すことが可能です。
データをふるいにかけることで、分析ツールは、データの山
を切り開き、ユーザーに新しいパターンや傾向を発見する手
助けをするばかりか、見かけには関連の無さそうなデータか
ら予想外の見識を発見したり、統計的に興味深い関連性を自
動的に発見するのに役立ちます。ますます豊富になるデータ
ベースと絶えず進歩する統計的アルゴリズムを使用するソフ
トウェア分析ツールにより、私たちは山の様なデータを取捨
選択し貴重な情報の宝を見つけることができるのです。
幸いなことに、創意あふれるソフトウェアと組み合わせる
ことで今日のコンピューターはより強力な処理能力を実現
しており、最新鋭のツールを備えたデータサイエンティス
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トは膨大な量のデータを理解し、その中に潜む貴重な見識
を発見することができるようになりました。
今日のネットワークは目を見張るものがありますが、一方
で、一括ですべての処理を行うためにネットワーク全体の
膨大な量のデータを一ヶ所に移すことは、しばしば、経済
的に追いつかないことに加え、ロジスティック的側面から
も不可能であると言えます。しかし、今日利用可能なより
強力な分析エンジンのいくつかは、大規模な並列型分散ク
ラウド・コンピューティング・プラットフォームによって
手頃な価格で実現可能になってきています。これらのプラ
ットフォームにより、ユーザーは複数の場所に蓄積されて
いるデータ全体に対し一度に世界的規模のデータ分析ツー
ルを実行することができます。
このデータ分析によって私たちには何が可能になるのでし
ょうか。かつては信じ難かった未来予測が、今や必然に思
えます。今日、最新のデータ分析技術の恩恵により、いつ
でも信頼性の高い予測を立てることが可能になりました。
天気予報も、 10 日先程度の予測であれば、信頼性が大き
く向上しています。車両管理者は、車が故障する前に、
どのエンジンが修理を必要としているか予測することがで
きます。現在と過去のデータを比較できれば、多くの場
合、未来予測に使用できます。
経済学者は、市場や雇用、インフレをより精度高く予測
する方法を探しています。長い間、政府発行の経済統計
データが、意思決定者に過去ばかりを見させてきまし
た。 GDP 成長率といった政府の経済統計は、数か月前の
情報を提供しており、大幅に遅れて入手可能となる経済の
過去の動きを、将来を予見する最良のベンチマークである
として伝えているだけです。今、経済学者は、新しい求人
情報や業界の受注状況といった様々なリアルタイムデータ
を組み合わせ、過去のデータと比較し、日々の動態が理解
できるより正確なイメージを描き、そして健全な経済を実
現するためのより良い政策を策定しています。

排気ガスの
減少量：

IBM とストックホルム市が提携し、1600 個の GPS をタクシーに取り付
けました。GPS 機器からのデータは IBM ストリーミングソフトウェアを
使用して高速処理され、交通量や移動時間、最適な交通ルートの算出に
利用されています。

都市の交通量減少度：

10% 20%

平均移動所要
時間の減少度：

非課税の地球
に優しい車両の
割合の増加：

50%

9%

情報元：Bertolucci, Jeff.‘Dublin Points Big Data Tech At Traffic Jams’.InformationWeek 2013. ウェブサイト.
Nusca, Andrew.‘Stockholm Uses Real-Time GPS Data To Manage Traffic Congestion ZDNet, 2010. ウェブサイト.

リアルタイムデータ分析の向上は自律的な意思決定を実現
し、私たちそして私たちが動かす機械による、以前より迅
速かつ緻密な意思決定を可能としています。すでに、アメ
リカの大手自動車会社は、数百のセンサー、テレマティク
ス、リアルタイム接続機能を備えた新しい車を設計してお
り、自律駐車などの進歩を実現しています。自動車メーカ
ーはまた、自律式衝突回避や自動運転を実現するリアルタ
イム分析ツールを推進しています。これらの進歩は、いつ
か、人間より速く、より確実に状況対応をすることで生命
を救うかもしれません。

より強力な処理能力を備える今
日のコンピューターを革新的な
ソフトウェアと組み合わせるこ
とで、最先端ツールを使用する
データサイエンティストは膨大
な量のデータを理解し、その中
に潜む貴重な見識を発見するこ
とができるようになりました。

指数関数的に成長する、身の周りの環境を扱うリアルタイ
ムデータにより、学習とほぼ同時にその内容を理解できれ
ば、データ分析ツールの効果を最大限に引き出すことがで
きます。今日、最高のツールは、データの奥深くに潜む新
しい相関性を作り、人が正しい尋ね方に気づかなくても予
想外の解決策を見つける能力にあります。世界中で、分析
ツールは、影響力のある相関関係を見つけ出し、予想外の
結果をもたらしています。例：
+カ
 ナダ人研究者は、毎秒1,000 以上のデータポイントを
追跡し、関連づけることで、異常に安定した生命徴候を
示す未熟児は、その翌日に深刻な発熱を発することを示
し、医師たちに衝撃を与えました。これにより、医師が
予防処置を取ることができました。26
+過
 去の二十年に渡り蓄えられた新聞の情報が、アンゴラ
等の地域で、いつどこでコレラが流行するかを予測する
ために使用されています。27
+警
 察当局は当初地震を予測するために設計されたアルゴ
リズムを改変し、今では犯罪が起こりそうなエリアを半
径 150m の精度で予測するために活用しています。この
ソフトウェアが使用されている地域では、強盗が 33 %
減少し、暴力犯罪は 21% も減少しています。28
+ データアナリティクスおよび波、潮流、その他のデータ
をモニタする海洋センサーの活用により、研究者はデー
タ分析を使用して、津波やそのほかの自然災害、そして
その影響に関する妥当な予測をしています。29
+医
 師による訪問回診と処方箋情報から得たデータによ
り、自己免疫疾患を患う患者がてんかん発症の高いリス
クにさらされていることが明らかになりました。30
+ク
 レジットスコアデータは、どの患者が処方された薬を
摂取するために「親切な」リマインダーを必要としてい
るかを予測するために使用されています。31
+気
 象パターンと相関付けられた十年間分のフライト履歴
データを活用して、航空旅客者はどの便が時間通りに到
着するか予測することができます。32
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データが私たちを取り巻いているということは、同様に
イノベーションの機会も私たちの周りを取り巻いていると言えます。
イノベーションが独創的かつ責任ある行動をとることで、
データイノベーションが日常の問題から世界が窮する大きな課題まで
様々な問題の解決策を与えます。

4

データの変換と転換
強力な最新ソフトウェアツールを使用して、私たちは、
データを活用し、感覚や直感ではなく事実に基づいたより
良い意思決定をする能力を得ることができます。
具体的には、新しいツールセットは、データを推定、集中、
視覚化、反映、洗練、モデル化、予測のために変換し、活用
目的に合わせて加工します。こうしたツールには、データを
理解する機械学習技術、シナリオをテストしデータを現実世
界のソリューションに適用させるモデリング・シミュレーシ
ョン技術、そして音、画像、映像を認識し、より意味のある
形式に変換するツール等が含まれます。
このようにデータを変換することは、計画策定、設計、
意思決定プロセスの改善につながります。例えば、今日、
医師は大量な最新の研究成果に圧倒されており、リアルタ
イムで患者のデータを捕捉することも合わせ、処理しきれ
ない状態に置かれています。33 そこで、病院は、臨床意思
決定支援システムに目を向けています。複雑なデータ環境
において、より迅速に信頼性のある診断を下すため、様々
なソースから得られるデータを分析するソフトウェアシス
テムを使用することで、70% 以上の事例で有益であること
が証明されています。34
他にもソフトウェアツールが、データを転換し、より意味
のある形にする事例があります。音声、画像、映像データ
のリアルタイム処理は、人々の生活を大きく変えていま
す。例えば、人の会話に関するデータがより多く収集され
たことで、音声認識技術が継続的に改善されてきました。
これにより、外国との音声会話のリアルタイム翻訳は飛躍
的進歩を遂げ、今後、グローバルな商取引、貿易の機会を
広げる可能性があります。同様に、難聴患者が約 3.6 億人い
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る中で、中国の研究者は、パターン認知と 3D Kinect センサ
ーから得られるデータのリアルタイム処理を活用し、手話
と話し言葉、書き言葉の間を双方向にリアルタイム通訳す
るシステムを開発しています。35
画像処理の高速化は、癌の検出、認知コンピューティング、
神経生物学、ロボット工学などの分野で大きな影響を与え
ています。例えば、予測不可能な外観や形状が特徴の脳腫
瘍を、医療現場の画像診断で特定するのは特に難しいと言わ
れています。クラウド・コンピューティングおよび高度な画
像解析アルゴリズムの力を借りて、科学者のチームは競っ
て、より正確かつ迅速に脳腫瘍を識別するための最良のソフ
トウェアアルゴリズムの発見に取り組んでいます。36
マンモグラフィ用画像が 二次元から三次元に移行すること
で、乳癌の検出率が向上しています。三次元的マンモグラ
フィーは、ソフトウェアを活用して異なる角度のX線画像を
組み合わせることで三次元画像を生成し、乳癌の検出率を
向上させ、誤診を低減します。37
視覚化とシミュレーションを活用することにより、データ
の理解と使用が容易になります。複雑なシステムをモデル
化してシミュレーションをすることで、実際に構築するこ
となく、高い精度と速度を備えたテスト設計が可能になり
ました。例えば、1980 年代に、ボーイング社ではボーイン
グ 767の開発において、77 機ものプロトタイプを物理的な
風洞を使用してテストする必要がありました。2005 年まで
に、同社は時間、エネルギー、費用削減及び安全性向上の
ために仮想風洞とスーパーコンピューティングを活用した
ことで、ボーイング 787 の開発においては、わずか 11 回の
物理テストしか要しませんでした。 38

仮想風洞は、流体力学における 3D 計算を簡単かつ迅速に使
用するために用いられる大量データ高速処理ツールの一例に
過ぎません。これらのツールは、熱流量、流体の流れ、空気
の流れ、プロセスフローについて優れたモデル化を提供する
ことでパフォーマンス向上に活用されています。モデル化さ
れたデータは、汚染物質が地下水を通じて拡散状況の把握、

風力タービンの性能向上、自然災害に耐える建築物の設計な
どに使用されます。
要するに、これらのツールは、データをソリューションに
変換するのです。

データを収集、蓄積、分析、変換する機能が組み
合わさることで、さらに素晴らしいソリューショ
ンを生み出す新しい機会が見えてきます。
しかし実際には、これら四つの機能は多くの場合、別々の
人により実行され、多様なデータセットに対して処理さ
れ、分散した場所に蓄積されています。これはデータ革命
が持つ力の一部に過ぎません。関連性を有しなかった別々
のデータが、異なる場所に蓄積されていても統合、分析す
ることができ、データが構造化されていなくても解釈さ
れ、データ作成者が知る由もなかった疑問に対する抜本的
な解決策を明らかにするために活用されるのです。データ
セットに含まれるデータが作成された時には、そこから抽
出できる情報にどんな力が秘められているか思いもよらな
いことがよくあります。見かけは全く関係なさそうなデー
タの組み合わせが、後になって価値を見出したり、知り得
た知識を活用するためのアルゴリズムが未だ発明されてい
なかったりするからです。

データが私たちを取り巻いているということは、同様にイ
ノベーションの機会も私たちの周りを取り巻いていると言
えます。イノベーターが独創的かつ責任ある行動を取るこ
とで、データイノベーションが日常の問題から世界が窮す
る大きな課題まで様々な問題の解決策を与えます。生産
性、経済成長そして個人の利益の新たな波を加速させ、
データが実現する可能性を最大限にするために、私たちは
再びイノベーションエンジンを駆動させ、最先端のソリュ
ーションとそれがもたらす成果を受け入れる準備をする必
要があります。

13

データを最大限活用する製造会社の、
4 年間に渡る

コスト削減額
は 3710 億ドル
ビジネスデータ：コスト削減

データ駆動型経済
データは現在、経済的利益をもたらす最も強力な要素とし
て浮上しています。データが収益にもたらす影響は、ハイ
テク及びローテク業種双方のあらゆる分野を通じて波紋を
広げています。今後 4 年間で、データを効果的に活用する
ことにより 1.6 兆ドルに上る「データ配当」が得られると
見積もられています。39
データイノベーションは生産性を向上する能力を実証して
きました。データ指向型の意思決定を既に活用している企
業は、生産性が 5 ％から 6 ％向上したことを報告していま
す。40 データを効果的に活用することで、産業全体の効率
性が 1%でも改善すれば、2030 年までに全世界の GDP に
約 15 兆ドルもの経済効果をもたらすと経済学者は予測し
ています。これは、今のアメリカ経済と同規模の経済が追
加されることを意味します。1 % の生産性の向上は小さい
ように見えますが、ゼネラル・エレクトリック社 CEO ジ
ェフ・イメルトは、「石油を扱う人にソフトウェアで何か
を 1 %節約してあげようと伝えたら、彼は一生涯の友にな
ることでしょう」と表現しています。41

データイノベーションは雇用を創出する
データイノベーションは経済成長を後押しするだけにとど
まりません。新しい雇用機会を創出する強力な原動力とな
り、雇用を倍増させる有力な要素となります。データイノ
ベーションは、データアナリスト、ソフトウェア開発者か
ら、データイノベーションを実現する巨大なデータウェア
ハウスを運営する者まで、既に何千もの高賃金の雇用を
創出しています。大手IT調査企業ガートナーの調べによる
と、今後4年間に 440 万の雇用がデータイノベーションを
支えるために創出されると見込んでいます。またデータ関
連のIT 系雇用 1 人あたり、IT 外雇用 3 人が創出され、経済
全体で数百万人以上の新たな雇用が生まれると考えられて
います。42 さらに、米国で 61%、欧州で 58% の上級役員
がデータアナリティクスが自社の雇用計画にとって重要で
あり、新たに採用を行うと言っています。43
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米国では

データ関連
の雇用創出 1 件あたり新たな

間接雇用3件
を生み出します。

61%
の米国の上級役員が、

データアナリティクス
が自社の

雇用計画にとって
重要であると述べ
ています。

スマートビルディングは単独で

年間250
億ドル
エネルギーコストを
削減します。

データは、ビジネスの機動性、応答性、競争力をさらに高
めます。
かつては大規模な IT 駆動型の生産性向上により経済を成長
させ、日常生活の水準を引き上げたのは、テクノロジー業
界など少数の業界に限られていました。しかし、多くの業界
が多彩な形式のデータを生成するにつれ、これまで遅れて
いると言われていた農業からヘルスケア、運輸から教育、
エネルギーから金融まで全ての業界がデータによる利益を
享受しています。実際、最近の調査によると米国の 79%、
欧州の 80% の上級役員が、データ分析は、顧客のニーズに
よりマッチしたサービスを提供するための自社計画に重要
であると回答しています。44 また、米国では 70%、欧州で
は 72% がデータ分析は、新製品やサービス開発に係る自社
計画にとって重要であると回答しています。45

ヘルスケア

データイノベーションは、人々がより長く健康な生
活をするための知見をもたらします。
ヘルスケア業界は、病院毎に一日当たり数百テラバイトも
のデータが生成されているなど、潤沢にデータが存在する
業界の一つです。46 このデータが最大限に活用されれば、
より良い治療、処置の処方が可能になるでしょう。今日、
データは、医師に、患者の健康状態に関し、これまで以
上の知見を与え、より良い意思決定を可能にしています。
ソフトウェアによる分析の力を借りることで、医師は、過
去の患者全てについて情報を活用して、将来の患者全てに
対する治療の選択肢を提示することができます。しかし、
現状ではヘルスケアに関するデータは十分に活用されてい
るとは言えません。ヘルスケア業界が効率性と品質向上を
目的にデータ活用を行えば、費用削減効果は年間 3000 億
ドルに上ると言われ、これは支出全体の 8% にあたりま
す。47 しかし、最大の効果は、費用削減額ではなく、救わ
れた生命の数で測られるべきでしょう。一例として、研究
者は、患者の病歴とのリアルタイムデータを分析すること
で、66% の精度で心停止を発生の 4 時間前に予測すること
が可能な機械学習アルゴリズムを開発しました。48

今後 15 年間の世界における
1% のデータ駆動型の生産性
向上が航空業界で

300

億ドル
の燃料費用削減を
実現します。

交通

データイノベーションは、時間、費用、燃料を節約する他、
死亡事故減少に貢献しています。
データにより、未来のスマートな交通の到来が近づいて
います。航空、鉄道、道路交通を通じ、リアルタイムデ
ータ分析により、物資と人の移動に関する安全性と効率
性を向上させるスマート交通システムが実現します。今
日の新しい車は、最大毎時 25 ギガバイトのデータを生成
し、データを処理するために 1000 万行ものソフトウェア
コードを含んでいます。49 データは、シートベルトに匹敵
する安全性を有する衝突回避システムや新しい安全装置の
駆動に使用されています。50 これにより、怪我と死亡を50％
減らすことができたのです。路上の車両数は増加しつづけて
いますが、データを革新的な方法で使用することにより、
路上の渋滞を減らし、あるいは渋滞を回避する経路提示に
よって、無駄な時間を何百時間も節約し、何千ガロンもの
排気ガス、温室効果に繋がる何トンもの排出物の削減に繋
がります。
航空データも増え続けています。最新の旅客機に取り付けら
れたセンサーからはフライト毎に最大0.5テラバイトのデー
タが生成されます。このデータを使用して飛行性能を向上さ
せ、乱気流の回避および安全性の改善を行い、また従来よ
り 2000 倍の速さでエンジンの欠陥を認識できます。51 航空
データは、飛行経路計画を改善し、部品交換の必要性を故障
前に知ることができます。これらの利益は、積み重ねられ、
航空業界全体でデータ駆動型の生産性が1% 向上するだけ
で、300 億ドルの燃料費用削減が可能です。

エネルギー/環境

データイノベーションは、エネルギー消費を減少し、
私たちの環境を改善します。
また、多くの業界における、環境改善と、何億ドルものエ
ネルギー節約に貢献します。データから得られる知見が、
電力会社、建物、家庭、工場や農場における賢明なエネル
ギー使用を実現するのです。例えば、データ設計ツールを
使用して、インテリジェントシステムと大量のセンサーデ
ータ、分析力、アクチュエータを組み合わせ、効率的な管
理を可能にし、エネルギー消費を削減させる建物を設計す
ることが可能です。これらを合わせると、スマートビルデ
ィングでは建物だけでエネルギー費用を年間 250 億円も節
約できると言われています。52
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ヘルスケア業界が効率性と品質向上を目的にデータ活用を行えば、費用
削減効果は年間

3000 億ドル に上ると言われ、これは支出全体の

8%にあたります。

製造業

データイノベーションは限られた資源を活用し、高品質
な食料をより多く生産することを可能にします。

製造業は、他のどの業界よりも多くのデータを蓄積しま
す。53 そのため、製造メーカーはデータを活用することに
より、製品設計、生産、流通の各過程において、生産性、
品質を改善する余地が多くあります。一説では、製造業
においてデータを効果的に活用することで、製品開発時
間と組立コストを 50% 減少できると言われています。 54
また、IDC（インターナショナル・データ・コーポレーシ
ョン）は、データを最大限に活用する製造メーカーは、
データから 4 年間で総額 3710 億ドルの「配当」を得られ
ると推定しています。55 リアルタイムデータを用いること
で、企業はグローバルサプライチェーンの追跡、管理を改
善し、製品の欠陥を減少させることが可能になります。

データは世界中の農場において、増加する人口に対応す
る、美味しく栄養価の高い食料を供給するのに役立ってい
ます。精密農法という概念に基づき、世界中の農家が、
歩留まりを向上させ、コストを削減し、より多くの人々に
供給するための優れた意思決定を行うため、種苗、人工衛
星、センサー、トラクターから入手したデータを活用して
います。世界の人口の 4 分の 1 を占める人々が農業と食糧
生産に関わっており、データを上手く活用すれば、大きな
利益が得られます。例えば、データ分析ツールを活用する
ことにより、農家は種苗にかかる費用や、農薬、化学物
質の使用量を削減することができ、1 エーカーあたり最大
5-10 ブッシェルも収穫を増やすことができます。59 酪農
家については、クロアチアのスタートアップ企業がクラウ
ドベースの分析プラットフォームソフトウェアを開発し、
飼料品質と生産量の相関関係や受胎率などのリアルタイム
データ活用を可能にすることで、農家の生産性と効率性
を 50% も向上させました。60

データは設計改善も支援します。データ駆動型のデジタル
設計は、数え切れないほど多数のアイデアをテストし、最
終的に、最適な製品デザインに到達するまで、仮想環境で
微調整を繰り返すといった設計方法を用いる反復設計プロ
セスを強化します。トヨタ、フィアット、日産は、このデ
ータとモデリング技術の協働環境を採用し、新モデル開発
時間を 30% から 50% ほど短縮しています。56

金融

データイノベーションは、効率性を向上し、
コンプライア
ンスを強化し、不正行為を防止します。  
金融サービス部門では、増大する豊富なデータに着目し、
業務効率改善、コンプライアンス強化、不正行為特定に
活用しています。ある調査では、銀行や金融市場の企業
の 71% が、情報と分析の使用が、自社の競争優位性を作り
だしていると報告されています。57 データへの投資からは、
莫大な「配当」が得られます。あるクレジットカード会社で
は、年間 20 億ドル相当のクレジットカード詐欺特定にデー
タ分析が活用されました。58
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農業

データイノベーションは、製品の設計、構築、分散方法を
改善します。  

カナダ人研究者は、

毎秒

1,000 以上のデータ

カナダ

ポイント

を追跡し、関連づけることで、異常に安定した生命徴候を示す未熟児
は、その翌日に深刻な発熱を発することを発見し、
これにより医師が予
防処置を取ることができ、救命に繋がりました。

データにまつわる誤解と真実を
切り離す
近年のデータイノベーションとデータ経済に関して、しば
しば誤解が生じることがあります。これらには下記のよう
な誤解が含まれます。

個人情報とデータ保護

+個
 人情報とデータ保護
+デ
 ータ経済がもたらすインパクト
+デ
 ータの信頼性
+2
 1 世紀のデータイノベーション
+デ
 ータイノベーションが世界にもたらす恩恵
+デ
 ータの規制における政府の役割

データイノベーションの恩恵を受けるのはIT企業の
みであり、個人ではない。

誤解

真実

データイノベーションにより、消費者は賢明な選択が可能に
なり、販売者は顧客に対してより良い商品をより良い形で提
供できるよう商品やサービスを工夫できるようになりまし
た。パーソナライズされた教育、パーソナライズされた医
療、そしてパーソナライズされたエンターテインメントを可
能にする大きな発展をもたらしたのです。また、大量生産
型の経済から、マスカスタマイゼーション型の経済への転換
が促進されます。確かに、データイノベーションを可能にす
る革新的な新技術の開発、提供の中心にはいくつかの企業が
存在しています。 しかし、私たちが賢明な選択をすること
により、データ中心経済が新たな雇用機会や産業を創出し、
世界がより消費者側の手で動かせるようになるのです。

誤解

データの全てが個人情報である。

真実

データには、個人情報が含まれる可能性があります（例：
モバイル機器の使用により生成されるデータ、ソーシャル
ネットワークの使用により生成されるデータ等）。しか
し、データの多くは個人情報に該当しません。
日々生成される膨大な量のデータには、人工衛星による気
象観測情報やジェットエンジンの動作、コンピューターが
生成する株式市場取引情報、個人に関係ないセンサー等が
生成する情報が含まれます。個人に関係するデータの場合
でも、多くの場合は他人によりアクセスされることがな
く、あるいは匿名化され、個人の特定につながる個人情報
を含まない形で蓄積され、使用されています。
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インドでは、
インターネット、
キオスクが

4 百万以上の農民

インド

に作物の価格、天候、
そして
その他の情報を

現地語で提供しています。

誤解

企業は個人情報保護について関心がない。

真実

生成された個人データは適切に保護される必要がありま
す。データ活用機会を増やすためには、人々からのデータ
に対する信頼性と信用度を高く維持する必要があります。
データを利用する企業や組織は、データ管理に最善を尽く
してその責任を履行しなければなりません。その実践には
業界主導による標準化や、責任あるデータ利用のための自
主的ガイドラインの策定が進められています。この分野に
おける多くのリーダーが、既に消費者に関するデータの収
集方法と共有方法について自主的に開示しています。また
多くの企業が、個人情報匿名化についてのベストプラクテ
ィスに倣い、できる限り実践しています。

誤解

データイノベーションにより、プライバシーが
全て失なわれる。

真実

データ経済が成功するか否かは、消費者から得られる信用
にかかっています。個々が自分の個人情報が安全であると
感じられることが大切です。先駆的なソフトウェア開発者
は、開発当初からプライバシー保護をシステムに組み込む
「プライバシーバイデザイン」を採用してシステム構築を
しています。開発者は、さらに、匿名化、非識別化、暗号
化ツール等を活用して、データ漏洩による影響を最小限に
抑えるよう努めています。データは、集約されることによ
り、個人ユーザーを特定できなくても、行動パターン解析
が可能であり、ユーザーからの信頼やプライバシーを侵す
ことなく、有益に活用できます。また、データ漏洩や誤用
に対する相対的リスクが高い機微情報（金融やヘルスケア
データ等）に対しては、最高レベルのプライバシー保護を
課すよう強制力あるプライバシーポリシーを適用させるこ
とができます。これはつまり、気象データやビジネス分析
といった個人情報とは関係のないデータは、患者を特定で
きるヘルスケアデータに課すのと同様の保護レベルを要し
ないことを意味します。

BSA.ORG
18

誤解

データを完全に非識別化することは不可能で
ある。データの非識別化は効果がない。

真実

データの非識別化は、情報が特的の個人と紐づけられるこ
とを防ぐために使用されるプロセスです。データが一度非
識別化されれば、個人を特定されることなく分析が可能と
なります。専門家は、データがプライバシーとデータ品質
の両方を最大限活かせる方法で非識別化する技術を開発し
ました。61 専門家によると、非識別化が適切にされると、
匿名化されたデータから個人が特定されるリスクは、多く
の場合、1% 未満であると言われています。62

誤解

データを使用する企業は、信頼できない。

真実

産業界はプライバシーの問題を気にかけ、耳を傾けていま
す。今では、より良いプライバシー保護を実現するため
に、大手企業間で白熱の競争が繰り広げられる兆しがある
ほどです。例えば、世界のスマートフォンの 96.4% のオ
ペレーティング・システムを動かす大手企業2社は最近、
プライバシー設定の強化を発表しました。ユーザー側のコ
ントロールを追加し、個人のプライバシーを保護するため
にデータを暗号化する方向に向かっているのです。63 世界
の最大手ソフトウェア企業はプライバシー保護へのコミッ
トメントを宣伝することで消費者に直接アピールしていま
す。64 顧客の通信内容を解析しないでターゲット広告を実
施するなど、企業はプライバシー保護をより強化したサー
ビスやポリシーに変えているほどです。65

誤解

自分自身のデータについてのコントロールを
失った。

真実

時として、自分のデータについてのコントロールを失って
しまったと見えることがありますが、一方で、それは知ら

米国では、大手自動車メーカーが、
自律駐車や衝突回避な
どの先進機能を実現する、

米国

何百もの

センサーと分析機能を備えた新車の設計を行っています。

ないだけであって、実際には、消費者自身が自己のデータ
を管理するための様々な有効なツールがあります。例え
ば、大手ソフトウェア企業の中には、自社が提供するWeb
ブラウザにおいて、訪問するウェブサイトやサードパーテ
ィー広告会社が自動的に「Do Not Track (追跡拒否)」要求
を受けるよう、デフォルトで「Do Not Track (追跡拒否)」
機能を設定しています。これにより、追跡されたくない旨
をウェブサイトに伝え、Web上で追跡されることからユー
ザーが保護されます。また、一部のデータブローカーは、
ウェブページを設けて、消費者が収集された個人情報を確
認し、さらなるデータ収集からオプトアウトしたり、情報
の訂正を可能にしています。66 これらのツールにより、消
費者は自身の情報の収集、使用について好みに応じて制御
することができ、特定のマーケティング目的についてのデ
ータ使用をオプトアウトすることが可能です。

データ経済がもたらすイン
パクト
誤解

データイノベーションは、新規雇用を創出しない
ばかりか、仕事を奪う可能性がある。

真実

データイノベーションは経済成長を促す強力な原動力に
なり得ます。実際、米国の 61%、欧州で 58% の上級役員
が、自社の採用計画の中で、データ分析職が重要であると
言っています。 67しかしデータイノベーションはIT業界に
のみ雇用を創出するのではありません。 1 人のデータ関連
の雇用が創出されるごとに、 3 人のIT以外の雇用が創出さ
れると見積もられており、経済全体ではさらに多くの雇用
が創出されます。
データイノベーションは、従来のやり方を新しい方法で置
き換えるため、職務替えも発生することになりますが、こ
の変化は、インターネット普及の際に、変更されたり廃
止された職1件に対し約 2.6 件の雇用が創出された減少と
似ています。68 大きく雇用が伸びると見込まれる領域の一
つがデータアナリティクスです。データから得られる知見
を理解することは、しばしば人間の創意工夫によってのみ
可能です。今日、データに意味づけをすることができる熟
練のアナリストやデータ管理者は世界的に不足していま
す。McKinsey (マッキンゼー)によれば、米国単独でも、デ
ータが秘める可能性を引き出すために必要な、深い洞察力
を有する人材が 140,000 人から 190,000 人も不足してお
り、データ分析の内容を理解し、それに基づき意思決定す
る能力を有するマネージャーやアナリストについては 150
万人不足していると言われています。69
データサイエンティストの 2014 年の平均基本
給は 120,000 ドル、マネージャーは 160,000 ドルです。70
データ駆動型革命がもたらす可能性を存分に引き出すため
に、世界の企業や政策立案者は迫りくる人材不足解消のた
めに適切な措置を取る必要があると多くの人が示唆してい
ます。
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ブラジルにおける、

大手大豆生産企業

ブラジル

の一社はソフトウェアとデータアナリティクスに投資することで
ダメージコントロール技術の効率性向上、
コスト削減、耕作技
術の増強を図っています。

誤解

誤解

真実

真実

データ分析の目的は、人間による判断を取り除
くことである。  
データにより答えを導き出せるもの（例： 町の人口が増え
ているのか、減っているのか？）があるものの、多くの場
合、真相をとらえる答えの多くはそれほど明白ではなりま
せん。人は、多様な要素群の関連性に初めから気づいてい
るとは限りません。尋ねるべき問題がはっきりと事前にわ
かっているとも限らないため、データ分析は質問を繰り返
した上で答えにたどり着くという反復プロセスをとること
があります。これらの理由から、相違点の見極めや潜在的
に矛盾する点を整理するうえで人間による判断や入力を不
要とすることはできません。
データ単体では決して万能ではなく、そして奇跡を起こす
ことはできないのです。実際、データ自体は、多くの場合
が小さな値でしかありません。しばしば乱雑な状態で、元
々は別に整理されておらず、また、きちんと構造化されて
いるわけではありません。そのデータを理解し、そして内
の関連性を見出すことが難解な作業と言えます。データが
問題点の解決に貢献できるかどうかは、より速く素晴らし
いソリューションに導くスマートデータストラテジーを使
いこなせるかにかかっています。そして、問題点に対する
適格な質問を正確に尋ねているかにも因ります。私たちが
正しい方法でデータを活用していれば、社会の近々に差し
迫った課題のいくつかに対する解決策を明らかにし、革新
を焚きつけ、そして IT によって駆動する仕事や経済成長を
また新たに大きく促進することが可能です。

BSA.ORG
20

データイノベーションは大企業のためであり、
中小企業には関係がない。
データがさらにユビキタスに広がり、ストレージ費用が下
がり、そして強力になったアナリティクスツールが手頃な
値段で手に入るようになったことで、中小企業も、かつて
大企業のみ利用可能だった高度なデータアナリティクスを
存分に活用できるようになりました。たとえば、Intuit 社
の QuickBooks Online で利用可能な「Trends (トレンド)」
機能からは、中小企業も同社のユーザーから得られる集合
知の恩恵を受け、自社の歳入・支出を他社と比較すること
で、事業機会を捉えることが可能です。また、経営につい
てより賢明な意思決定をすることが可能になります。ビジ
ネスインテリジェンスとアナリティクスソリューション
の活用は、まだ中小企業の間でそれほど普及していません
が、導入は急速に増えると考えられます。71 最近の調査で
は、中小企業の 60% がデータアナリティクスは重要であ
ると考えており、 72 これは、従業員 50 名以下の米国企業
の 57% と、同規模の欧州企業の 62% の上級意思決定者に
よる回答です。中堅企業 (従業員 51 名から 500  名) では、
米国の 87%、欧州の 79% のエグゼクティブがデータアナ
リティクスは重要であると考えています。

マラリアの

感染パターン

ケニア

を研究する科学者は、
ケニヤの携帯電話データを活用
して感染発生のホットスポットを特定し、政府に対して

病気根絶の対策
を促すことができました。

誤解

誤解

真実

真実

データは IT セクターにのみ利益をもたらし、
その他の経済セクターに恩恵がない。
データは今や技術転換の根幹に位置付けられており、産業界
のあらゆる業界において変化と改善をもたらしています。
実際、多くの人がデータイノベーションは産業界全体の生
産性を向上させると考えています。データ指向の意思決定
を行う企業は生産性が 5-6% 向上したと報告していますが、
たとえ、データイノベーションが効率性をわずか 1% しか
向上させなかったとしても、エネルギーの創出、燃料の節
約、低コストでの健康回帰、そして資産の性能、寿命向上
といった面で経済セクター全体に波及する影響度は相当の
ものになります。73 民間航空産業を例に挙げると、リアル
タイムデータを取得することでエンジン効率を向上させ、
旅客機の航路を効果的に選択できるようになったことによ
る、燃料費わずか 1% の改善が 15 年に渡り 300 億ドルの節
約につながると GE は見積もっています。74

データイノベーションには莫大な予算が必要
である。
データ活用には必ずしも莫大な予算を必要としません。
多くの場合、少額投資で済み、それでも十分な利益が得ら
れます。例えば、データに対してより包括的なアプローチ
を採用する企業は、より大きな利益を得ることが可能－こ
の先わずか 4 年間で、売上増、費用削減、生産性向上から
1.6 兆ドルに上る「データ配当」を得られます。 76 実際、
ほとんどのケースでは、小さなデータセット、または既
に手元にあるデータを活用することが有効な出発点となり
得ます。一週間分の金融取引データについて不正調査をす
る方が、過去五年間の履歴データを調査するよりはるかに
容易に不正行為の傾向を明らかにできます。ある分析によ
ると、データ経済アナリティクスを効果的に活用した企業
は、同じ業界の競合他社と比較して 26% 多くの利益を上
げ、社員と有形資産の運用を通じて得た売上は 9% 多く、
市場評価額も 12% 高いという結果が出ています。77

誤解

相関性は常に因果関係により導き出される。

真実

「unknown unknowns (未知の未知)」の探索は、データか
ら得られる重要な知見の一つです。しかし相関性に全く意
味を見出せないこともあり、相関性が常に因果関係を示す
とは限りません。例えば、アイスクリームの売上が急激に
上がった時に暴力犯罪や殺人の発生率が急増していたこと
があるとしても、アイスクリームを買うという行為が人を
殺人犯に仕立てるというのはあり得ない話です。75 それで
も、データに因果関係を見つけられるということは、デー
タから見出すことができる貴重な知見の一つであると言え
ます。そして、興味深い相関関係と因果関係の多くが、日
々増加する速さで発見され重要度を増しています。偶然の
相関関係と因果関係を見分ける能力は、因果関係と偶然の
相関関係を仕分け、信頼度の足らない結果を除去する方法
を知る有能なデータサイエンティストがデータ活用に必要
とされる理由の一つです。
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アラブ首長国連邦では、最新のデータツールを使用して、
世界初の

ポジティブエネルギー
ビルディング

アラブ首長国連邦

を設計中です。
消費するより多くのエネルギーを生産する建物です。

データの信頼性
誤解

る膨大な量のデータを収集する新しい車両センサーにリア
ルタイム分析と自動意思決定（完全自律式ではなく）を組
み合わせることにより自動車関連の死傷者は 50% ほど減
少したという事例があります。80

真実

誤解

データから得た知見はそのままで常に正確である。
データから得られる知見というのは、基礎となるデータが
正確なだけでなく、使用されるツールが賢く、そして有能
なデータサイエンティストによる偏った結果の算出を避け
るモデルの開発があって初めて、正しいと言えます。例え
ば、ボストンで開発された革新的なアプリ「Street Bump」
は、加速度計と GPS 機能を導入しているスマートフォンを
活用して、路上でユーザーがデコボコに乗り上げる度にデ
ータを収集し道に凹凸のある場所を調査、特定します。し
かし、もしスマートフォンユーザーに若い世代が多いと、
アプリからのデータは町の全人口層から凹凸データを正確
に取得しているとは言えず、町の凹凸への対処は偏ったも
のになる危険性があります。だからこそ、統計学的関連性
を確実に発見しデータの結果に偏りが生まれないように、
データサイエンティストが関わる必要があるのです。

誤解

自身の直観による決定の方が、正しい決定であ
ることが多い。

真実

人は、生まれてからというもの、意思決定に自身の直感を信
ずることが身についています。実際、世界の経営者のうち
約 19% が自身が本能と勘にほぼ全面的に依存する「直感
的意思決定者」であると評しています。78 しかし今日、デ
ータがより高い精度と高速処理能力、そして大きな影響力
を備えるようになり、情報に基づく意思決定を支援できる
ようになりました。業界全体のIT意思決定者を対象とした
調査によると、内 59% が、データ技術に投資を促進する
第一の目標は意思決定における質の向上であると回答し
ています。79 これがあてはまるのは職場だけではありませ
ん。私たちは日々の生活の中でも直感的な意思決定をして
いるからです。いくつかの例によると、私たちはより速く
正しい選択を可能にするツールから多大な恩恵を受けるこ
とができます。例えば、ヒューマンエラーは自動車衝突事
故のおよそ 93% を占める犯人ですが、周囲の状況に関す
BSA.ORG
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データが大きければ大きいほど、優れたデータ
である。

真実

優 れ たデータセットは、必 ずしも大きいとは 限りません。
実際、大きさは最も重要度が低い要素の一つかもしれませ
ん。適切なツールを用いて分析すれば、たとえわずかな量
のデータでも、多くの問題、疑問に対する鋭い知見が導き
出され得ます。これらの知見が得られるかどうかは、基礎
となるデータの質と、使用するツールの質に大きく依存
します。データが多ければ多いほど、より多くの真実が得
られ、客観性が高まると考えられる場合もあります。しか
し、例えば、地元の店の閉店時間、オイルを最後に交換し
てからの走行距離、今月の電話料金などの様に、簡単なデ
ータで即座に問題が解決する場合もあります。問題によっ
ては、ウェブページや、Excel スプレッドシート、CRM デ
ータベース内に含まれるデータ量が小さくても、ビッグデ
ータと同様に問題解決に大きく貢献できる場合もあるとい
うことです。最も重要なのは、問題解決が必要な時に、
場面を問わず活用できるよう、サイズに関係なく安定した
データが生成され、安全に蓄積されており、アクセス、
処理が可能になっていることです。

気象データ

モロッコ

は単に傘の携帯が必要か予測するのに使われるだけで
はなく、作物の産出量やインフルエンザの流行の予測に
活用されたり、
モロッコにおいて必要な脱塩能力を見積
もるために役立てられています。

誤解

構造化されていないデータに利用価値はない。

真実

構造化されていないデータも役立つ場合があります。
実際、非常に有益なデータの中には、列と行の形に整然と
収まったものとは限りません。テキスト文書やX線画像のよ
うに非構造化である場合もあります。重要なことは、デー
タを必要とされる最も便利な形式にデータを変換すること
です。フォーチュン 1,000 企業は、自社の有するデータの
有用性をわずか 10% 高めるだけで、20 億ドル以上の増益を
見込める可能性があります。81

誤解

データは収集された本来の目的のためにのみ使
用される。

真実

クラウド技術が、データストレージの価格を劇的に低下さ
せたことにより、一度保存したデータをストレージ容量確
保のために削除するということは必要なくなりました。
つまり、他の資源と異なり、データは一度使ったら終わり
の使い切り資源ではないのです。データは、しばしば、他
のデータセットと結合できる再生可能資源となり、最初に
データを作成した時には予期されなかった問題に対して解
決策を導き出すために何回も使用されることがあります。
例えば、気象データは単に傘が必要かどうか判断するのに
使われるだけではなく、作物の収穫量やインフルエンザの
流行予測に活用されたり、モロッコにおいて必要な脱塩能
力を見積もるために活用されたりします。

21 世紀のデータ革新
誤解

データから莫大な利益が得られるのは、
まだはるか
先の未来である。

真実

データイノベーションが数十年先の将来に渡り利益を生み
出し続けるとみられる一方、身の回りの至る所で、既に大
きな利益がもたらされています。毎日テラバイト単位のデ
ータが既に活用されており、正確な天気予報がなされてい
ることはもちろん、何百万もの GPS 信号から入手したデ
ータが目的地への移動時間を予想し、ナビゲートしてくれ
ます。また、何百万もの診断データを活用することで病気
の原因を特定したり、テラバイト単位の金融報を活用して
クレジットカード詐欺を未然に防止することもできます。
実際、エコノミストの調査部が、調査回答者に過去五年
間で組織に影響を与えたデータについて尋ねたところ、
約10% がビジネスの仕方が根本的に変わったと回答
し、 82  回答者の 46% が、ビジネス上の意思決定を促す重
要な要因となったと述べています。新しい調査によると、
今後 4 年間だけで、データが新しい機会とソリューション
をもたらし、データを最適に活用することで、1.6 兆ドル
に上る「 データ配当」が得られると見積もっています。83
また、本年度行われた別の調査では、米国の 33% 、欧州
の 24% の上級役員が、自社の成長の 10% 以上がデータア
ナリティクスに関係していると考えています。84 今後五年
先の見通しについては、米国の 58%、欧州の 43% の上級
役員が同様の予測をしています。
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2004 年の南アジア大津波が発生した後、
インドネシアの猟師
たちに携帯電話が与えられました。
これにより彼らの収入は

30%

インドネシア

上昇しました。
魚の実市場価格に関するデータ

を初めて手に入れることができるようになったからです。

誤解

データはただの幻想に過ぎない。

真実

データを活用して人が問題を解決するということは、決し
て新しいことではありません。私たちは、近代文明以来、
食糧を供給する農業技術、世界貿易を推進する航行技術、
コレラによる何百万人という死者を出さないための健康に
関する知識を得るためなど、多くの優れた意思決定のため
にデータを活用してきました。しかし、これまで、データ
は保管に費用がかかり、利用が難しい、限定的な資源に過
ぎませんでした。今日、データは豊富に得られ、ストレー
ジコストは低下し、強力なツールにより効果的な利用が可
能になりました。その結果、一連の新たな課題に直面して
も、強力で新しいデータアナリティクス技術のおかげで、
増え続ける膨大な量のデータを上手く分類し、非常に難解
な課題に対しても、効果的な知見を発見し、思いもかけな
いソリューションを得ることができるのです。

BSA.ORG
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誤解
IT 駆動型経済成長の時代は終わり、データイノベ

ーションが生産性を高めることはない。

真実

ITによるイノベーションは、主にそれがもたらす生産性を
向上させる力により、経済を成長させ、雇用を創出し、世
界中で生活水準を高めました。例えば、 1990 年代を通し
て 1-2% ほど生産性が向上しました。85 ノースウェスタン
大学の著名な経済学者は、ITによるイノベーションから多
くの利益が得られた時代は既に過ぎ去ったと主張していま
す。86 しかし、「生産性の時代」は未だ健在です。実際、
データ指向型の意思決定を行う企業は生産性が5-6%向上
したと報告しています。87 未だ展開途上のデータ活用機会
が米国における生産性を仮に 20 年間で年率1.5%向上させ
るだけでも、平均国民所得を 30% 引き上げるに十分足る
費用効果を得ることができます。88 効果的にデータを活用
することで、産業界全体の効率性をわずか 1% でも高める
ことに成功すれば、2030 年までに全世界の GDP に対し約
15 兆ドルもの経済効果をもたらすと経済学者は予測してい
ます。それは、今のアメリカの経済規模と同等の経済規模
が追加されることを意味しています。89

バルセロナではデータを活用して

スマート・シティ

スペイン

の構築、行政サービスの向上、
そして

持続可能な交通
ソリューションの提供を行っています。

世界にもたらされるデータイ
ノベーションの恩恵
誤解

今日、データから恩恵を受けているのは米国だ
けである。

真実

世界中で、データは重要な課題解決に既に利用されてい
ます。例：
+研
 究者は、毎秒 1,000 以上のデータポイントを追跡し、
関連づけることで、異常に安定した生命徴候を示す未熟
児は、その翌日に深刻な発熱を発することを示し、医師
たちに衝撃を与えました。これにより、医師が予防処置
を取ることができ、救命に繋がりました。
+ブ
 ラジルにおける、大手大豆生産企業の一社はソフトウ
ェアとデータアナリティクスに投資することでダメージ
コントロール技術の効率性向上、コスト削減、耕作技術
の増強を図っています。
+バ
 ルセロナではデータを活用して スマート・シティの構
築、行政サービスの向上、そして持続可能な交通ソリュ
ーションの提供を行っています。90
+ア
 ラブ首長国連邦では、最新のデータツールを使用し
て、世界初のポジティブエネルギービルディングを設
計中です。消費するより多くのエネルギーを生産する建
物です。91
+イ
 ンドの農家は、種苗や人工衛星、センサーやトラクタ
ーの情報を活用し、作物の種類や植え付け方法、農場か
ら地元民に届くまでの鮮度の追跡方法、そして気候変化
への適応方法について、より効果的な意思決定を行って
います。92

誤解

新興国はデータ分析を優位に活用する環境 が整

っていない。
真実

データ革命とそれがもたらす恩恵は世界的な現象です。
データによる最も重要な恩恵と機会は、技術がしばしば遅
れがちな新興国にもたらされます。IDC は、デジタル分野
において新興国の成長率は、 2012 年から 2020 年の間で
36% から 62% に急成長を遂げており、2017 年までに成熟
国を凌ぐと予測しています。93  同様に、新興国の NGO を
対象に行われた調査では、90% がデータアナリティクスが
最も重要なツールとして、現地の人々の支援に繋がる優れ
た知見をもたらすだろうと回答していました。94
以下は、新興国で挙げられるデータイノベーションの
事例です。
+ケ
 ニヤでは、モバイルデータを使用することでマラリア
の感染パターンを解析し、政府による撲滅活動を最適化
するための場所特定に役立っています。95
+2
 004 年に南アジア大津波が発生した後、インドネシア
の猟師たちに携帯電話が与えられました。これにより彼
らの収入は 30% 上昇しました。魚の実市場価格に関する
データを初めて手に入れることができるようになったか
らです。96
+ペ
 ルーでは、遺跡が開発による脅威にさらされていま
す。政府は、航空技術と、イメージを結び付ける強力な
ソフトウェアを駆使し、3 次元データポイントクラウド
を完成させました。これを活用し、危機に瀕している自
国の貴重な宝をマッピング、監視、保護しています。97
+文
 化的遺産を保護するために、ベトナム政府は 3D スキ
ャナーを使用して 40,000 件の歴史資産を今後5年に渡っ
てデジタル化します。98
+イ
 ンドでは、インターネット、キオスクが4百万以上の
農民に、作物の価格、天候、その他の情報を現地語で提
供しています。高度なアナリティクスやモバイル技術を
駆使して、個人農家から得られるデータを追跡、分析す
ることで、肥料や種苗などの必要なものを農民に供給す
ることができるのです。99
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文化的遺産を保護するために、ベトナム政
府は 3D スキャナーを使用して

40,000 件の

ベトナム

歴史資産

を今後 5 年に渡ってデジタル化します。

データの規制における政府の
役割

誤解

誤解

遠隔で実行できるコンピューティング能力、ストレージ、
アナリティクス、ソフトウエアサービスの急成長により、
様々な新しい政策課題が浮上しています。多くの条約、法
律、規制は、策定時点では、これらの可能性を予見してい
ませんでした。この状況は、政府そしてデータ経済の成長
にとって問題です。プライバシーとセキュリティのバラン
ス、自由貿易、基礎研究、そして労働力確保といった長期
的政策課題について、これらの技術が爆発的に成長してい
ることを受けて、改めて検討する必要があります。

データは、低所得者や恵まれない地域が直面
している不利益をさらに強めるツールとして使
われる。

真実

一部の人や特定の層に不公平な方法でデータが使用されて
いるという懸念を解消することは、業界や政府が最優先で
対応すべき課題です。同時に、不当な差別と戦い、人々に
力を与えるためにデータを活用する機会を見逃してはなり
ません。責任ある使い方をすることにより、データは強力
な新しいツールとして、職、資産、教育などへのアクセス
の機会を阻む差別を解消する力となり得ます。100
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政府には果たすべき役割がない。

真実

政策立案者が、データ革命の可能性を最大限引き出し、
すぐそこまで来ている生産性や経済の成長、消費者の利益
の新たな波を加速させるためにとれる具体的なステップが
あります。教育、食糧生産、生活の確保、エネルギー節
約、交通、経済成長といった社会が抱える最大の課題の解
決に向けてデータソリューションの進化に向けて投資する
ことができます。国際的な法順守に関する連携において、
明確なルールを確立することができます。テクノロジー業
界における、投資、イノベーション、取引、成長する能力
に影響がある市場の自由度を促進することができます。物
理的境界が妨げられないデータの自由流通を確保すること
ができます。有能な人材を確保して、近々に起こり得るデ
ータサイエンティスト不足の課題を解決することができま
す。そして、イノベーションを活性化し、データから得ら
れる恩恵が企業と消費者両方にもたらされるよう促すこと
ができます。政策立案者は、人の才能と努力を活用するた
めに有効な政策をもって、イノベーションと投資を解き放
ち、量的及び質的に能力を拡大し、データ中心型経済がも
たらす恩恵を最大限に引き出すことができます。

ペルーでは、遺跡が開発による脅威にさらされています。政府は、
航空技術と、イメージを結び付ける強力なソフトウェアを駆使し、

3 次元

ペルー

データポイントクラウド

を完成させました。
これを活用し、
危機に瀕している自国の貴重な宝をマ
ッピング、
監視、
保護しています。

誤解

誤解

真実

真実

データ・ローカライゼーションが、
プライバシー保
護とセキュリティ向上に有効である。
データ・ローカライゼーションは、データを自国の国境内
に蓄積させるため、プライバシーとセキュリティを向上さ
せると信じている人がいます。しかし、今日の技術の恩恵
は、インターネットという世界的な力によってもたらさ
れ、その促進は異なるデータセンター間を自由に流通する
データによって実現するものです。国境を越えて流通する
インターネットデータ量は、2005 年から 50% 以上増加し
ています。101 国境を越えて自由にデータが往来できるよう
になったため、中小企業や起業家は、世界中に店舗を構え
ることができ、国をまたいで商品、サービスやアイデアを
即時に手に入れ、販売を開始することができるようになっ
たのです。しかし、どこの国の政府も、しばしば、データ
の自由な流通を制限したり、市場参入の条件として自国内
にデータサーバーを設置するよう要求する政策を検討する
ことあります。102 こうした制限は、データイノベーション
から得られる非常に大きなスケールメリット、経済的な利
益、そして、異なる場所に存在する様々なデータセットを
組み合わせたデータから有益な知見を得る能力を弱体化さ
せます。また、自然災害や技術的障害が発生した時に対処
するために、貴重なデータを他の地域においてバックアッ
プしておく行為を妨げ、セキュリティまでが弱体化してし
まいます。データがもたらす利益を手に入れるためには、
すべての国の法律を同一にする必要はなく、その互換性が
求められています。国境を越えてデータが自由に往来でき
るようにすることは、データ駆動型の恩恵を実現するため
の基本原則の一つです。

データが保護され得る唯一の方法は、政府が
介入し、データの保護を要求することである。
政府が施行する現行のプライバシー規則と、厳格かつ革
新的なプライバシー先進技術およびデータを安全に管理
し個人情報を保護するための業界の自主規制とを組み合
わせることは可能です。これと反対に、自国内にデータ
を蓄積するよう要求するといった方法で、個人のプライ
バシーやセキュリティの問題に対処しようする政府の命
令は、革新を阻害し、データイノベーションが社会にも
たらす利益を限定してしまう可能性があります。
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デジタル用語集

データの用語を理解する
豊富なデータ

全く新しい方法で有効な形式のデジタルデータを収集する
ことが可能になったこと、データの保管コストが下落した
こと、データから価値を見出す新しい方法が得られたこと
で、かつて少なかったデータが、今日では豊富に利用可能
となりました。

アダプティブ・インテリジェンス

アダプティブ・インテリジェンスとは、単純にデータ統計
処理を行うのではなく、それを特定領域における専門知識
を含むデータと組み合わせて得られるコンピューター・イ
ンテリジェンスを指します。専門知識と行動モデルに関す
るインテリジェンスを組み合わせることにより、システム
は事象からさらに多くを学び、多種な状況に適応できるよ
うになります。

アルゴリズム

アルゴリズムとは、数学的手法を用いてデータを分析し、
問題を解決する手順、または一連のコンピュータ命令を指
します。アルゴリズムは、ほとんど全てのソフトウェア・
プログラムで使用されています。

アンビエント・インテリジェンス

アンビエント・インテリジェンスとは、環境知能のことを
言い、コンピューティングがますます低コストでユビキタ
スになりテクノロジーが環境に溶け込むことで見えなくな
り、ほぼすべてのものが知的になり、事象に反応し、つな
がっていることで必要な時にいつでも利用できるという将
来ビジョンを指しています。

アナリティクス

アナリティクスは、データの中から重要な知見、パター
ン、関連性を見つけることを目的に、統計手法とソフトウェア
のアルゴリズムを同時に適用することを言います。

異常検出

異常検出とは、予想されるパターンと一致しないデータ
セット内のデータ項目を特定することを言います。異常
は、データ内の外れ値、例外、または混入物とも呼ばれ、
しばしば、重要かつ有益な情報を提供することがあります。

匿名化

データの匿名化とは、個人の身元特定につながる可能性のあ
るあらゆる個人情報の除去する処理を言います。

不良データ

不良データは、欠落のある、または不正確なデータを指し
ます。住所の間違いなど単純なことも該当しますが、不良
データはフォーチュン 1,000 に名を連ねる企業に、 毎年数
十億ドルもの損害を与えています。

ビッグデータ

ビッグデータは、膨大な量のデータに対してコンピュータ
ーによる分析を適用するプロセスを指す包括的な用語で、
新しい知見の発見や意思決定向上のために使用されます。
多くの場合、データ量が非常に大きく、種類が多様で、
動きが速いため、従来のデータ処理ツールを使用して処理
することが難しいデータセットのことを指します。

ブロントバイト

ブロントバイトは、非常に膨大な量のデータを指す単位で
す。1 ブロントバイトは、一般的に、 1 ,000 ヨタバイトに
相当し、1の後にゼロが 27 桁続く数字です。
BSA.ORG
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ビジネスインテリジェンス (BI)

ビジネスインテリジェンス  (BI)  とは、生データを、ビジネ
ス・パフォーマンスや意思決定向上につなげる経営知識に
変換させる技術やアプリケーションのセットを指します。

クラスタ分析

クラスタ分析は、互いに類似しているデータオブジェクト
を特定し、それらを集合化する処理で、データ間の相違・
類似性を深く理解するために使用されます。

クラウド

クラウドは、リモートでホストされているあらゆるアプリケ
ーション、サービス、データを参照する広義の用語です。一
般的には、ネットワークアクセスを通じてコンピューティン
グ又はストレージリソースに対するユビキタスかつオンデマ
ンドなアクセスを可能にする相互にネットワーク接続された
大規模なリモートサーバ群のことを指します。

コグニティブコンピューティング

コグニティブコンピューティングは、膨大な量の情報と、
機械学習技術、パターン認識技術、そして時には人間の脳
が機能する方法を模倣する自然言語処理とを組み合わせる
処理を指します。これらのシステムは、情報源に対して文
脈と知見を組み合わせることによって、学習し、そして人
間と対話することが可能です。

コンピューター生成データ

コンピューター生成データとは、人の介入なしにコンピュ
ーターによって自動生成されるデータを指し、例えば産業
機械から入手するコンピューターログファイルや人工衛星
の位置データ、センサーデータなどを言います。

ダークデータ

ダークデータとは、保存されているが、分析処理されてい
ない、非構造型の未活用データで構成され、放置されてい
ると考えられるデータを指します。

データ

データとは、条件、物品、またはアイデアを表現するため
にデジタル形式で操作処理が可能な加工前の整理されてい
ない形式の情報を言います。データの一般的なタイプは、
売上高、市場調査結果、気象センサーの計測値や、都市、
人口のリストなどがあります。私たちは今日、約 25 京バイ
ト／日を生成しています。

データ集約

データ集約とは、より高度な分析を行う目的で複数のソー
スからデータを収集する行為を言います。

データ集約ツール

データ集約ツールとは、複数のソースから入手した散在す
るデータを単一の新しいデータセットに変換する目的で使
用するツールを指します。

データアナリティクス

データアナリティクとスは、データを変換、モデル化す
ることにより有益な情報、知識、有意性を派生させること
を目的として使用するソフトウェアアプリケーションのこ
とを言います。データに秘められたパターンや未知の相関
性を明らかにして、意思決定を支援するためによく使用さ
れます。

データアナリスト

データアナリストとは、データ準備、整理、処理の責任者
のことを指します。

データ・アーキテクチャおよび設計

データ・アーキテクチャの作成は、一般に、データが処
理、蓄積、使用、アクセスされる方法を設計、構造化する
ために、新システムの検討段階で行われます。システム内
においてデータを適切に保護する為に、特定のデータがど
のように相互に関連し、処理されるかを定義することで、
データの往来の管理方法を設計することを指します。

データベース

データベースとは、大規模な構造化されたデジタルデータ
のセットを指し、格納されたデータを迅速に検索、アクセ
ス、更新することができるように設計されたものです。
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データセンター

データセンターとは、ネットワーク上のサーバーとデータ
ストレージリポジトリを収容する物理的な施設で、一般的
にリモートアクセスが可能な莫大な量のデータを遠隔で蓄
積、処理する際に使用されます。推定 50 万のデータセン
ターが、世界中に設置され、その多くがクラウドを構成し
ています。

データクレンジング/クリーニング

データクレンジングとは、生データを検証し、是正する処理
のことを指し、重複の検出・削除、エラーの訂正、欠落データの
追加、破損データの除去、等を通して、一貫性を向上させます。

データ指向型の意思決定

データ指向型の意思決定を使用する企業は、データを収
集、処理、分析し、重要な意思決定の補助に活用します。
マサチューセッツ工科大学・スローン経営大学院のエコノ
ミストである エリック・ブリニョルフソン氏による研究に
よると、データ指向型の意思決定を使用する企業は、生産
性が 5～6% 高まることがわかっています。

データマイニング

データマイニングは、強力なコンピュータ・アルゴリズム
を使用し、大規模なデータセットの中からパターンや知識
を見い出します。

データ品質

データ品質とは、ユーザーにデータの価値を測るために使用
される指標のことです。意思決定、計画、または経営に必要
なデータの信頼性、効率性、および有用性と関連します。

データ科学

データ科学とは、複雑な問題を解決することができる重要
な知見を抽出することを目的とした、統計データの可視
化、コンピュータプログラミング、データマイニング、機
械学習、及びデータベース技術を組み込んだ領域のことを
言います。
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データサイエンティスト

データサイエンティストとは、コンピュータアルゴリズム
を開発、活用することで、例えば、人間の知識、数学的な
ノウハウ、技術ツールを組み合わせデータを理解する能力
を有する者を指します。

データセキュリティ

データセキュリティとはデータを破壊、誤用、不正アクセ
スから保護する方法です。適切なデータセキュリティ対策
をすることにより、データの漏洩を防止し、データの整合
性を確保し、プライバシーを保護することができます。
多くの場合、人、
プロセス、技術を集中的に組み合わせるこ
とが必要です。

データセット

データセットとは、関連する一連の情報の集合を指し、
典型的には一つのユニットとして操作することができる表
形式を構成する要素群を指します

データソース

データソースとは、主となるデータの発生源を指し、例え
ば、データベース、スプレッドシート、またはデータスト
リームなどがあります。

データの可視化

データの可視化とは、より効率的にデータの意味を抽出し
たり、情報を伝達するためにデータを視覚化することを指
します。

データの仮想化

データの仮想化とは、データがどこに存在し、またはどの
ように構成されているかなど、技術的な詳細情報を知る必
要なしに、様々なデータソースを取得し、操作するための
プロセスを指します。

非識別化

データの非識別化とは、個人と特定の情報を関連付ける情
報を除去するための処理を言います。

破壊的変革

破壊的変革とは、社会、ビジネスにおける大きく抜根的な
変化を指し、働き方、日常生活、遊び、価値の創造につい
て全く新しいコンテキストをもたらす本質的に新しい技術
により実現されます。データイノベーションは、しばし
ば、破壊的変革を起こす技術として扱われます。

エグザバイト

エグザバイトとは、 1 のあとにゼロが 18 個続く数字で、
莫大な量のデータストレージの容量を表す単位として使用
されます。分かりやすく説明すると、今日、私たちは毎
日 1 エクサバイトの新しい情報を生成しています。

Hadoop
Hadoopとは、分散ファイルシステム間でやりとり
される膨大な量のデータを処理、蓄積するために
構築されたオープンソースのソフトウェアフレームワー
クです。

モノのインターネット (IoT)

モノのインターネットとは、身の回りの機器が賢くなり、
インターネットとつながり、私たちの指先から、取り巻く
環境全体まで、スマート革命が広がる世界を表します。
接続可能なあらゆるものが接続されるため、より適切に
Internet of Everythingとも表現されます。一説では、イン
ターネットに接続が可能な世界中のもののうち、わずか
1%しか接続できていないと言われています。2020 年まで
に、およそ 500 億の機器がインターネットに接続される
と予測されています。

レガシーシステム

レガシーシステムとは、旧式で廃れたコンピューター、ア
プリケーション、技術でありながら、一方で必要な機能を
実行しているために使用され続けているものを指します。

機械学習

機械学習とは、特定のパターンや事象が発生した時に、と
るべき行動について、経験から「学ぶ」ことを目的に、コ
ンピューターにデータを分析させるアルゴリズムの使用法
を指します。

メタデータ

メタデータは、データに関するデータです。これには、デ
ータ作成者、作成日時、ファイルサイズ、最終更新日など
データに関する基本的な概要情報が含まれます。

異常値検出

異常値とは、大きなデータセット内の通常平均から大きく
逸脱したデータのことを指します。他のデータからは数値
的に大きく離れているため、異常値の存在は、何かが起こ
っていることを示しており、したがって、更なる分析が必
要であると言えます。（「異常検出」を参照。）

パターン認識

パターン認識とは、データ内のパターンを検索、識別する
プロセスです。DNA配列内の配列セットの繰り返しを識別
するといった単純なパターン認識もあれば、 2 つのデータ
セットが互いに連関するパターンを見つけることにより、
一つの出来事が他の出来事と関連性を有するか検証する場
合もあり、他にも、機械学習によって画像内に含まれる数
字を探すような複雑なパターンを探すことを指す場合もあ
ります。

ペタバイト

ペタバイトとは1のあとにゼロが15個続く数字で、ストレ
ージの容量を表わす単位として使用されます。 1 ペタバイ
トは100ギガバイトに相当し、米国議会図書館に所蔵され
るデータの約4倍の量にあたります。

予測分析

予測分析とは、1 つ以上のデータセットにソフトウェアアル
ゴリズムを使用することで将来の出来事や傾向を予測する
ことを指します。現在のデータが過去と比較できるのであ
れば、しばしば、将来の予測に使用することができます。

予測モデリング

予測モデリングとは、傾向や将来の行動、結果の予測に使
用されるモデルを開発するためのプロセスを言い、多くの
場合、現在と過去の事象を比較することで行います。
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リアルタイムデータ

リアルタイムデータとは、作成されたと同時に使用されるデ
ータを指します。多くの場合、作成、加工、蓄積、分析まで
がミリ秒以内で実行されます。リアルタイムデータは、株式
市場の価格から、自動車のアンチロックブレーキシステムで
使用される車輪速度まであらゆるデータを含みます。

リコメンデーションエンジン

リコメンデーションエンジンとは、機械学習技術を介して
導出された様々なデータパターンに基づいて、ユーザーに
対して、推薦、提案その他パーソナライズされた何かを提
供するためのコンピュータアルゴリズムを指します。

回帰分析

回帰分析とは、二つ以上の変数の間の関係を推定するため
にデータを使用するための統計的処理手法の一つです。

リスク分析

リスク分析とは、ソフトウェア、データ分析ツールを使用
して、プロジェクト、アクション、または意思決定につい
てあり得るリスクを識別することです。最新のデータツー
ルは、そのようなリスクを特定し、組織が直面するリスク
軽減につながる一連のシナリオのモデル化を図り、システ
ムを監視することで、実行と計画が乖離し始めた場合に問
題特定を助けます。

根本原因分析
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スモールデータとは、顧客調査に含まれているような、少量の
データであっても、結果を生み出す行動につなげるために活
用することを言います。一般に、人間が理解し分析することが
できる程の小さなサイズのデータを指します。

構造化データ

構造化データとは高度に整理され、多くの場合、行と列で構成
された検索や操作が容易なデータを指します。

テラバイト

テラバイトとは、12桁以上のデータ量を表す単位として使
用さます。 1 テラバイトのハードドライブは、家庭や職場
のコンピューターのストレージ容量としてよく見られるよ
うになり、クラウドを介してアクセスすることもできるよ
うになりました。分かりやすく表現すると、 1 テラバイト
は、HDビデオ約 300 時間分のデータ量に相当します。

テキスト分析

テキスト分析はデータから有意性の導出や概念の抽出、
物事の実態を見抜くため、テキストベースのデータに統計
的・言語的、および機械学習技術を使用することを言い
ます。テキスト分析は、一般書、転写物、ウェブ投稿、解
説、またはフォームに含まれるような自然言語テキストで
実行されます。これはコンテンツの要約、発見、または分
類に役立ちます。

根本原因分析とは、障害や問題の根本原因を特定するため
に原因と結果の関係性に焦点を当てて調査し問題解決を図
る手法を指します。その原因が取り除かれることにより、
望ましくないできごと反復発生が防止されるのであれば、
それが根本的な原因であったといえます。

取引データ

半構造化データ

非構造化データ

半構造化データとは、データベースで使用されるほどの正式
なデータモデルを用いて構成はされていないが、データと階
層を記述する何らかの方法を提供するものを言います。半構
造化データは、
しばしば、タグや他のデータマーカーを使用
し、
自己記述型といわれる構造を有します。

BSA.ORG

スモールデータ

商品購入、請求、支払い、および出荷などの取引行為に関
するデータから導出されたデータです。これらは通常、時
刻が紐づいており、組織における日常の業務をサポートし
ます。

非構造化データとは事前に定義された構造を持たず、例え
ば、会議の議事録のようなデータを指します。ある推計に
よると、組織内のデータ全体の 70% から 80% 以上を非構
造化データが占めていると言われています。

Variety（種類)

データイノベーションを定義する四つのVの一つである
「variety（種類)」とは、合成・分析して知見を得るために
様々なソースから入手する多様な種類のデータのことを指
します。今日、アプリケーションで処理されている様々な
データには文字のデータベース、取引データ、ストリーミ
ングデータ、画像、音声、動画が含まれます。

Velocity（速度)

データイノベーションを定義する四つのVの一つである
「velocity （速度)」とは、データが作成、蓄積、分析、可
視化される速度のことを指します。例えば、大規模なデー
タウェアハウスは、毎日数十億行に上る新しい情報を受け
取ります。即時性を要求されるデータについて、その価値
を最大化するためには、情報が流れ込むと同時並行的に使
用されなければなりません。

Veracity（正確性)

データイノベーションを定義する四つのVの一つである
「veracity （正確性)」とは、データの正確性、確実性、精
度を示すために使用されます。

Volume（量)

データイノベーションを定義する四つのVの一つである
「volume（量)」とは、メガバイトからブロントバイトに
渡るまで処理されるデータの量を表わします。

ヨタバイト

ヨタバイトとは1のあとにゼロが24個続く数字で、非常に
大きなデータストレージの容量を表す単位として使用され
ます。分かりやすく説明すると、1ヨタバイトは2500兆枚
のDVDに保存されたデータ量を表します。

ゼタバイト

ゼタバイトとは1のあとにゼロが21個続く数字で、ストレ
ージの容量を表わす単位として使用されます。2013 年の
時点で、世界のウェブ( WWW )上のデータ規模は、約4ゼ
タバイトに達したと言われています。2016 年までに、毎
日 1ゼタバイト以上のデータが世界中のネットワークを流
通するすると予測されています。
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