
データの新時代へようこそ

貸借対照表を現在に持ち込む 

学習曲線を確認する

最高財務責任者 (CFO) は、何が収益を上げているか
を把握し、貸借対照表上で追跡する責任があります。
在庫、物理的な設備、不動産、さらにはのれんの数も
ありますが、データをどのように評価しますか? 帳簿
を '97 スプレッドシートに保存しなくなったのに、貸
借対照表に 1997 年のアプローチを使用している理由
は何ですか。

今日のリーダーは、データの実際の価値と潜在的な価値、
およびその分析用途を理解できる CFO に注目していま
す。IT と運用分野の同僚は、テクノロジーを機能させる方
法を理解することができますが、それが実行する価値があ
るかどうかを判断するのはあなた次第です。

では、データを使用して新しいビジネスラインを作成する
よう支援するには、どうすればよいですか?  財務データ
のみを管理することから権限を拡大して、顧客、市場、運
用、およびその他のデータ (リレーショナルや非リレーシ
ョナル、構造化や非構造化) が含まれるようにするにはど
うすればよいでしょうか。 そして、エーテルに重ね合わせ
た電子として保存された 1 と 0 の束をどのように評価し
ますか? 

データの普及により、組織がデータを使用してお金を
稼ぐ方法に革命をもたらしています。すべてのオンラ
インアクティビティとデバイスに添付されたデータの
証跡のおかげで、データはトランザクション、情報、
および分析を目的として使用できます。

Accenture とアマゾン ウェブ サービス (AWS) は、デー
タを使用して価値を創造し、ビジネスと貸借対照表を最新
化する際に役に立ちます。当社の専門家がチームと協力し
て、デジタル資産を最適化するソリューションを計画、テ
スト、および構築します。また、投資の継続的な価値を監
視および保護するために使用できるフレームワークとシス
テムの確立を支援します。

このホワイトペーパーでは、ビジネスの限界を押し上げる 
4 つのデータ資産モデルについて説明します。技術を使用
して、従来の資産原則をデータに適用する方法について話
し合い、始めるにあたり役に立ついくつかの戦術的な提案
を提供します。

1997 のソフトが立ち上がったからです。彼らは貸借対照表を
取り戻したいと思っています。

データが生み出す 3 種類の価値  

•  トランザクションの価値 – ビジネストランザクショ
ンを理解して実施する

•  情報価値 – 過去のパフォーマンスについて説明し、
結論を推測する

•  分析価値 – 活動を自動化し、意思決定を導いて、結
果を予測する

データの資産化と収益化に関する 
CFO のガイド



実績のあるデータ資産モデルを使用して、ビジネスの価値を創造する

余剰能力の収益化

速度の収益化 

深い知識の収益化 

内部効率を上げる 

「顧客体験を変えるために、どのようなつ
ながりを作ることができますか」?

「摩擦を減らすことで、顧客の購入や製品の
使用体験をどのように促進できますか」?

「あなたのサービスや製品について、顧客
が評価する可能性のある情報はあります
か? または入手できますか」?

「どのようなプロセスや活動が、付加価値
に集中するためのチームの能力に悪影響を
及ぼしますか」?

ビジネスがすでにクラウドベースであるか、データセンターにまだ収容されているかにかかわらず、データと分析に基づいた
デジタル資産を作成できます。重要なステップは、データを使用して回答する際の基本的な質問を理解することです。

現在のマーケットリーダー、業界の混乱者、および有望な新規スタートアップ企業は、効果的なデータの使用を通じて前向き
な財務結果を推進する 4 つのデータ資産モデルを証明しています。

商品、サービス、または製品に対する顧客体験を向上させる

より速めることで、顧客にとって大きな利点を実現する

サービスや製品についてもっと知りたいことを顧客に伝える

プロセスのボトルネックとお金の落とし穴を特定する

ホテルや物件を管理せずに旅行者のた
めの空き家を探す

AdTech クライアントがより早く入札できるよう
にし、広告へのアクセスを改善する

マーケティングとターゲティングの機能、信頼でき
るレビューと顧客からのフィードバックを改善する

機器のメンテナンスを予測し、ダウンタイムを回
避することにより、運転資本を最適化する

車両や作業員を管理せずに、空の車を近く
のライダーとマッチングさせる

ユーザーが他のアクティビティを実施している
間、仮想の場所を一列に維持できるようにする

作物の収穫量、リスク、保険に対して個別
の見積もりを提供する

運用効率を改善して経費を削減する



従来の資産原則をデータに適用する

出所 データの出所

データの利用

データキュレーション

使用状況

キュレーション

多くの CFO とそのチームは、来歴、キュレーション、利用における原則を適用して、データをデジタル作業資産に変換
するよう支援しています。このプロセスは、生鮮食品の出所や製品メーカーの場所の追跡など、有形資産の管理に使用す
る方法と同様の方法に従います。

データを使用してビジネス上の意思決定を行うには、デ
ータを完全に信頼する必要があります。データの出所
は、CFO がデータを元の場所から正しく管理し、コンテ
キストから外れないようにするための最初の重要なステッ
プです。財務結果の監査証跡を追跡するために使用するも
のと同じロジックを、データの出所に適用できます。

Accenture では、クライアントの AWS アカウント全
体で、ビジネスアクションに関連するすべてのデータア
クティビティを使用、記録、監視、および保持していま
す。Accenture は、ガバナンス、コンプライアンス、
運用およびリスク監査をサポートするためにアクセス
されたすべてのデータの詳細なイベント履歴を提供し
ます。Accenture では、クライアントの AWS アカウ
ント全体のビジネスアクションに関連するすべてのデー
タアクティビティを使用、記録、監視、および保持しま
す。Accenture は、ガバナンス、コンプライアンス、運
用およびリスク監査をサポートするためにアクセスされ
たすべてのデータの詳細なイベント履歴を提供します。

Accenture は、データセットのサイズや各データセッ
トに対して行われたリクエストの数など、保存された
データに関する関連指標を追跡することにより、CFO 
にデータの使用におけるリアルタイムの詳細な理解を
提供します。

Accenture は、データの構造、スキーマ、または変
換に関係なく、企業があらゆる規模でデータを取り込
み、処理し、ラベル付けするよう支援します。スキャ
ンしたデータを厳選されたデータカタログに分類し、
セキュリティプロトコルを適用するプロセスを自動化
することで、CFO は、記述的分析および予測的分析の
ために全社のユーザーがカタログを利用できるように
することができます。

経営陣の同僚は、さまざまな資産をどれほど効果的に利
用しているか、どの資産が最も収益を上げているかを説
明するための明確な数値が提供されることを期待してい
ます。彼らはこれらの数値を使用して、リソースの割り
当て方法を決定し、将来の投資に優先順位を付けます。
効果的なデータ利用慣行を確立することにより、データ
セットを簡単に評価して、組織にとって最も有用なもの
を確認し、それらの収益性を判断することができます。

適切なデータソースを適切な方法で使用すると、モデル
の生産性と価値が変わる可能性があります。データのキ
ュレーションと、すべてのユーザーがデータを利用可能
にしてアクセスできるようにする業務を担当するデータ
運用チームは、データの使用率と結果における最適化を
大幅に改善します。同様に、キュレーションプロトコル
を確立すると、個人情報の保護などのデータコンプライ
アンス基準を確実に満たすことができます。



デジタル資産のベストプラ
クティスを実装する

ビジネスチームと
提携する

文化の中でデータ主導の考え方を育む LOB チームに対して、データがビジネス
を後追いするのではなく、リードすること

を証明する必要があります。

以下を通じて強力な同盟を構築します。

デジタル資産を作るためのプロセスを確立する

デジタル資産の開発と追跡の方法を標準化する

データ資産モデルを特定し、資産の原則をデータに適用するこ
とに加えて、組織内の人々の間でデジタル資産がどのように生
成され、評価されるかを考慮に入れてください。以下は、あな
たとあなたの IT チームが組織全体をより良く調整するために
使用できる文化、プロセス、および公的基準に関するいくつか
のベストプラクティスです。

これまで、データチームと事業部門 (LOB) 
チームの間の接触が途絶えていたため、互
いに並行して作業していましたが、段階的
ではありませんでした。これらの部門のサ
イロを解消し、組織全体で提携を結ぶ時が
来ました。

LOB マネージャーが戦略的パートナーと
して受け入れられるためには、データがク
リーンで信頼性が高く、信頼できること、
およびチームが機敏で応答性が高いことを
証明する必要があります。 そのために、
データチームが信頼と LOB との明確な通
信回線を構築する必要があります。また、
リソースを追跡および監視する方法を含
め、アイデアをすばやくテストするための
システムを実装する必要があります。そし
て、誰もがデジタル資産の増分価値を理解
するために使用できる継続的なフィードバ
ックループを確立する必要があります。

• 信頼とコミュニケーション

• アイデアをテストするためのシステム

• 連続的なフィードバックループ

 √  データが提供できるオポチュニティの種類についてチームを教育
し、デジタル資産を使用して価値を生み出す方法を示します

 √  データプロデューサーとデータユーザーを導いて、彼らの努力を
調和させるよう支援する

 √  データを使用して業績に関する深い洞察を得る方法を検討するよ
うに全員を奨励する

 √  人事部に、キャリア開発のガイドラインおよび推奨事項に、デー
タサイエンスコースと認定資格を含めるよう依頼する

 √ 迅速な勝利をもたらすことができる使用例から始める 

 √ 使用例がない場合は、データレイクを作成する

 √ 2 つのスプリントを通じて使用例の価値を証明する

 √ すべての利害関係者にプロセスの可視性を提供する

 √ 関係者に厳選されたデータへのアクセスを許可する

 √ プロセスに対する利害関係者間の信頼を構築する

 √  データレイクの出所とキュレーションを管理するデータ運用チー
ムを作る

 √  機械学習と深層学習のための卓越したセンターを確立する

 √ アイデアの評価に役立つベンチマークを設定する

 √  新しいデジタル資産を作って収益化するために、別の事業部門、
子会社、または合弁事業を進めることを検討する



費用対効果の高い機能のため
にクラウドを利用する

著者について

Accenture と AWS の力を
借りて未来のために構築する

信頼性を構築し、データの価値を LOB に証明する
には、ビジネスでテクノロジーが果たす役割を、管
理サポートツールから戦略的なビジネスドライバー
に変更する必要があります。

そのため、GRAPH、時系列、キーバリュー、ブロッ
クチェーンデータベースなどの関連ソースで機械学
習と AI を有効にする必要があります。

David Axson 氏は Accenture ストラテジーのマ
ネージングディレクターであり、同社のグローバル 
CFO ストラテジー実践を率いています。彼は、戦
略、財務、テクノロジーを専門とし、40 か国以上の
クライアントと 30 年以上の経験を積んでいます。

Carlos Escapa は、アマゾン ウェブ サービスのビ
ジネス開発におけるシニアプリンシパルであり、機械
学習とデータサイエンスのグローバルコンサルティン
グパートナーのネットワークを率いています。彼は、
ソフトウェアおよびクラウド企業向けのグローバルオ
ペレーションの構築を専門としています。

デジタル資産を作成する上で最大の障害の 1 つは、
投資するオポチュニティとそれらに優先順位を付け
る方法を知ることでした。Accenture は、データ投
資に優先順位を付ける方法について情報に基づいて
勧め、データを価値創出の中核に置くためのロード
マップを作成できる、業界、運用、および機能分野
の専門家を抱えています。

もう 1 つ、デジタル投資が実行可能かどうかを知る
のに十分な結果を観察する前に、インフラストラク
チャとテクノロジーを確立するために必要な高額の
初期費用と長いリードタイム (通常 18〜24 か月) 
といった一般的な課題があります。AWS クラウド
サービスは、リソースをスピンアップして、数か月
もかかっていたアイデアのテストを数時間でこなせ
る、使いやすく費用対効果の高いツールへの即時ア
クセスを提供します。

クラウドにより、これらの機能がこれまで
にない方法で実現可能になり、費用対効果

が高くなります。

Accenture AWS ビジネスグル
ープの詳細
aws.amazon.com/accentureaws

https://aws.amazon.com/accentureaws/

