
触媒としての CFO

データ駆動型組織



CFO は、データを収益化し、クラウド、AI、分析によって
高度なイノベーションとビジネスの俊敏性をサポートする
上で重要な役割を果たします。
組織がイノベーション、競争、収益性の向上
のためにデータの使用を増やすにつれて、業
界全体で、豊富かつ正確でタイムリーなデー
タに対する需要が劇的に高まっています。最
近の Accenture の調査では、高性能と、いわ
ゆる「データ駆動型企業」との直接的な相関
関係が見つかりました。これは、データの価
値を最大化し、その完全性、系統、品質によ
って差別化された資産として扱うことができ
るクラウド対応企業です。1

このような企業は、人工知能や分析などの高
度なテクノロジーを通じて、ビジネスの俊敏
性と重要なビジネス上の意思決定を行う基盤
としてデータを使用します。最新論文 
「データ駆動型企業の力」で書いたように、
データ駆動型企業は、

クラウドテクノロジー、データ最適化、予測、
継続的な学習、洞察主導型の文化を通じて成長
とイノベーションを追求する企業です。データ
主導型の企業は、クラウド対応のデータと予測
分析をコア2 に組み込んでいます。

ところで、クラウドベースのデータ
駆動型アジェンダを管理する必要が
あるのは誰でしょうか? 
Accenture の調査3 によれば、最高財務責任者 
(CFO) は、組織をクラウドに移行し、AI、分
析、自動化のような高度なテクノロジーを実
装する際に IT 機能と連携して、データ主導の
指示を支援するよう求められることが
増えています。

CFO は、データ主導型の意思決定に及ぶ財務
的影響を測定し、データで本当に収益化され
た価値について、株主に報告する場合に適し
ています。CFO はまた、ビジネスにおける収
益化可能な収入源を特定して検証し、それら
のプロセスにデータ駆動型の手法を適用する
立場にあります。財務担当役員には、データ
主導型のアジェンダをより広く採用させると
いった可能性と使命があります。Accenture 
の調査によれば、クライアントの大部分
は、CFO がデータの管理者としての立場にあ
ると考えており、CFO が主導権を握っている
場合は、データ主導のアジェンダがより広く
採用されています。4
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https://www.accenture.com/us-en/insights/cloud/aws-data-driven-enterprise
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今日の CFO
デジタル情報におけるビジネス価値の向上

財務担当役員は、データに経済的価値を割り
当てるという規律を理解しています。デジタ
ルとクラウドの出現により、データは新しい
ビジネス価値において最も重要なソースの 1 
つになりました。クラウド対応のデータに
は、情報を実際の資産として管理、測定、収
益化するための新しい基本的なフレームワー
クが必要です。適切な IT システムをセット
アップして、価値 (現金または取引用) を引
き出せるようにすることは、第一段階に過ぎ
ず、CFO は さまざまな商業モデルの評価、
財務リスクの検討、作り出した新しい価値の
認識を広めて説明を行う方法、必要な管理と
ガバナンスを適用するなどの役割をこなして
います。

したがって、Accenture の調査が示している
ように、ビジネスがデータから収益化可能な
洞察を引き出すことにますます依存するよう
になるにつれて、現在の CFO がデジタル情報
の管理者の役割を果たすことが重要になりま
す (図 1 を参照)。5

市場データ
(料金および取引関連データ)

ソーシャルメディアのデータ 
(感情分析)

マーケティング (ウェブトラフィック
を含む) および CRM データ

金融データ

リスクとコンプライアンスのデータ

運用データ

マクロ経済データ

高成長企業 残りのサンプル

74%

74%

74%

72%

72%

69%

66%

52%

51%

47%

54%

49%

45%

42%

図 1．
重要な分野で洞察と分析に対する要求が高まっている財務部門の割合。
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財務のデジタル化とデー 
タの力の活用
CFO は、日常的な会計、制御、およびコ
ンプライアンスのタスクを自動化し続け
ます。クラウドベースのデジタルテクノ
ロジーにより、データを通じて戦略を形
成できるようになるため、彼らは価値創
造への注目を高めています。CFO の調査
によれば、予測分析 (レポートで調査し
た結果の 74%) から人工知能 (61%) ま
で、基本データをより正しく解釈するた
めに、多くの財務部門がすでにさまざま
な新しいツールを使用しています。6 これ
らの開発のおかげもあり、CFO はますま
す高レベルの思考を提案し、新しい方法
を使って新たな質問に答え、データ分析
から収集した洞察に基づいて経営幹部を
まとめることができます。

主要なデジタル化への取り組み
CFO は企業のデジタル化において重要な役
割を果たしており、そのほとんどは自社の
部門から始まります。好循環の中で、CFO 
が開発するデータ機能は、経済的価値に基
づいた企業全体のクラウドおよびデジタル
テクノロジーへの投資について決定を下す
際に役に立ち、さらに有用なデータを生成
して組み合わせることができます。

豊富で複雑なデータセットを統合し、リスク
を管理しながら潜在的な投資における厳密な
分析を開発する CFO の能力により、CFO は
計画と戦略をより客観的に評価できます。こ
れらの機能により、CFO は、データと洞察
の適切なマネージャーおよびコーディネータ
ーとしてさらに人気が高まっています。これ
らは、戦略的意思決定を推進する収益化可能
な資産としてデータを促進する場合に有用で
す。価値の創造、収益性、株主の価値に対し
て経済的影響を及ぼす可能性を測定できる資
産です。

データ主導型のデジタルイノベーションに対する CFO の重要性が高まっていることを
理解するためのその他の要因には、次のものがあります。
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直接収益化
これは、デジタルイノベーションを収益化し、新しい収益源を推進するための CFO の重要性に
関する例です。主要な国際空港グループは Accenture と協力して、商業収益における成長を促
進し、顧客体験を向上させてきました。この取り組みの一環として、グループは AWS クラウド
テクノロジーと WiFi 使用ログおよびビーコンデータを活用して、空港内のユーザーの動きを追
跡し、リアルタイムのマーケティングをトリガーしています。これは空港グループの手助けとな
りました。

パーソナライズされたキ
ャンペーンから得る収
益を増やします。 これ
は、高度な分析と機械
学習によって実現され
ます。

外部ウェブサイトからの
ブラウジング動作を監視
し、マイクロセグメント
を作成してパーソナライ
ズドを向上させます。

 
特定の顧客セグメントで
の分析ベースの洞察を使
用して、マーケティング
費用をより有効に活用し
ます。

財務担当役員は、組織がデジタル時代
に利益を生み出す主要な方法としてク
ラウド対応データを使用する手段を促
進するために最適な立場にあります。
これらの方法は、データを直接収益化
する方法 (データを販売して新しい収益
源を促進するオポチュニティなど) か
ら、データの経済的価値を間接的に収
益化する方法に至るまで多岐にわたり
ます。

データの収益化

01
02

03
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CFO は、グループにおけるテナントとの B2B 販売チャネルからデータ
を収益化するよう支援し、会社の商業的価値を高める面で中心的な役
割を果たしてきました。

あるいは、5,000 万人以上の加入者を抱える日本最大の携帯電話会社
の 1 つである KDDI の直接収益化方法に関して、別の例を考えてみま
しょう。KDDI は、より優れた顧客体験を提供し、収益の成長を促進す
るために、Accenture と協力して、ビッグデータを分析して有意味な顧
客活動に関する情報を探す ARISE Analytics 7 を形成しました。最初に
成功を収めて以来、ベンチャーは KDDI を超えて拡大しました。例は 
JapanTaxi です。東京の一般的な交通渋滞により、需要が高い地域でタ
クシーを利用できなくなることがよくあります。JapanTaxi は、トヨタ
と ARISE とともに、タクシーの需要を予測するためのタクシー派遣サ
ポートシステムを試験的に導入しました。

ARISE は、クラウドプラットフォーム上で KDDI スマートフォンの
位置ベースのデータとその他のサードパーティーによるデータセット
を使用して、位置に基づくタクシーの需要、占有しているタクシーの
台数と場所、および潜在的な乗客の位置を予測できる人工知能の推論
を構築することができました。パイロット中にタクシー配車サポート
システムを使用した運転者の場合、配車の精度が最大 94%、売上が 
20% 増加しました。これは、CFO が効果的に評価できる KDDI および 
ARISE Analytics において新しい収益データ主導のソースです。

AWS は、この種のデータ分析を可能にする重要な要素です。AWS を
使用すると、顧客は異種のデータセット (内部と外部の両方) をアップ
ロードして全体的な分析 (内部データ、市場データ、気象データなど) 
を実行し、因果関係を判断して収益性を向上させることができます。
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間接的な収益化
直接的な収益化に加えて、データを間接的に収益化することで、組織
に大きな経済的価値を生み出すこともできます。間接的な収益化方法
には、データを使用して生産性と運用効率を改善したり、リスクを軽
減して新しい製品や市場を開発したりすることが含まれます。組織は
より多くのデータ主導型への変革を推進するために CFO のサポート
に頼ろうとしているため、組織のデータを間接的に収益化することに
よる経済的価値を推進する上での財務責任者の重要性を軽視してはい
けません。

次の例では、財務部門の役員がデータを間接的に収益化してデジタル
トランスフォーメーションを実施することで運用効率を高めることに
加え、IT やビジネス部門と協力して、データとデジタルチャネルを通
じて新しい市場に向けたクラウドベースのサービスを進化させた方法
を示しています。

船舶のエンジンとパワータービンを製造する産業会社は、効率を上げる
方法を探し求めていました。組織は Accenture と協力して、製造した
船舶用エンジンの修理が必要になる時期を高い精度で予測できるように
しました。機械学習モデルを使用してサービススケジュールを正確に予
測することは、会社のサービスと部品の収益において重要な部分を占し
ています。納期が遅れると、顧客は別の部品メーカーやサービス会社に
切り替える可能性があるため、タイミングが重要でした。

AWS クラウドプラットフォームでサポートされているこのソリューシ
ョンでは、船舶のエンジンとエンジンルームから取得したセンサーベー
スの情報を使用して、船が世界中の海を航行する際の GPS データと関
連付けました。このデータにより、Accenture と AWS は、会社がエン
ジン障害に対する予測を改善するよう支援することができ、最終的には
会社の部品とサービスの売上が大幅に増加しました。

企業はそこで留まりませんでした。データインサイトを得て売上を増加
させた成功経験は、同じ技術とデータを使用して新しい収益源と市場を
特定する新しい方法を作るうえで
ビジネスおよび財務部門の幹部によるイニシアチブにつながりました。
現在、同社は、エンジンルームの安全性と効率に関する洞察、船舶のナ
ビゲーションとルート計画、および同様のクラウドベースのデータ駆動
型サービスをグローバルな海運会社に提供しています。同社の目標は、
スマートな船舶や港にサービスを提供するためのデジタルデータ駆動型
インサイトにおいて最も有名なプロバイダーになることです。
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データを間接的に収益化します。 財務チームは、既存の収益源から単純な運用プロセ
スを特定することを検討する必要があります。クラウド環境でデータを操作してこれ
らの収益ストリームへの洞察を促進することにより、テクノロジーと財務分野の組織
は協力して既存の運用効率を向上させることができます。

データを戦略的資産として有効活用します。 財務部門の役員がデータを活用して効率
を高める方法が決まったら、組織のデータを収益化するための重要なステップは、デ
ータを戦略的資産として適切に処理できるように、企業にとってのデータの本当の価
値をモデル化することです。このステップでは、クラウドとデータ主導の洞察を迅速
に採用するための会計慣行と原則を定義します。

データを間接的に収益化するという概念を拡張します。 正しい会計原則が導入される
と、財務担当役員はビジネスにおけるデータオポチュニティのバックログに優先順位
を付けることができます。クラウドベースの予測分析は、未開拓の収益と新しいビジ
ネスオポチュニティを明らかにすることができますが、それは、財務プロセスが確立
され、企業が戦略的資産としてのデータの価値を明確に理解している場合に限られま
す。

データを直接収益化するオポチュニティを探します。 財務チームがクラウドテクノロ
ジーでに精通し、会社のデータの経済的価値について定量的に理解するにつれて、間
接的なデータ収益化を超えて拡大することを検討する必要があります。調査するオプ
ションのいくつかには、直接販売チャネルの優先順位付け、およびデータを使用して
他の組織に新しい直接収益ストリームとしてサービスを提供するための最善の方法を
決めることが含まれます。

01CFO は、より迅速かつより効
果的にデータ駆動型の組織に
なるために、今何ができるで
しょうか? 覚えておくべきこ
とがいくつかあります。 02

03

04

CFO がデータ主導型アジェンダの形成にどのように役立つか
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クラウド、AI、分析を使用してデータとデータインサイトの使用をキャプ
チャ、構造化、改善して収益性を高める能力は、CFO のイノベーションと
ビジネス価値の重要な源となります。多くの組織がより優れたクラウドベー
スのデータ洞察を明らかにするにつれて、競争上の優位性を向上させ、成長
を促進するために、データ主導型企業であることの重要性はますます高まる
でしょう。成功を収めるために、CEO と取締役会は、組織のデータアジェ
ンダを推進するために CFO にますます頼るようになります。
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