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Gut & gigabytes
直感とビッグデータ

感覚と理論を最大活用した意思決定：
2014 年～ 2015 年に企業は何を決め、
リーダーはどんなプロセスで意思決定を
果たすのか。



「Gut & gigabytes　直感とビッグデータ：感覚と理論を最大
活用した意思決定」は、PwC1 の支援により Economist 
Intelligence Unit が作成した。2014 年および 2015 年に企業
がどのような重要な意思決定を行うのか、またリーダーはど
んなプロセスを経てその決定に至るのかを探ることを目的と
している。

本報告書で示す調査結果ならびに所見は「PwCによる序文」
および「PwCの見解」を除き、Economist Intelligence Unit 単
独のものであり、PwCの意見などを反映したものではない。

用語の定義  
本報告書では、用語を次のように定義する。

重要な意思決定：企業の戦略的方向性に関する、重要度が最
高レベルの意思決定（従って日常業務に関する意思決定は含
まない）

ビッグデータ：近年増加を続ける情報源から大量に生み出さ
れる電子的情報の奔流（従って企業や組織が通常の業務の中
で単独に収集する程度のデータを指すものではない）

データ分析：分析的手法を用いて、データから新しい知見を
導き出すこと
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more of its member fi rms, each of which is a separate legal entity. Please see 
www.pwc.com/structure for further details.
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Economist Intelligence 
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1,135 名を対象に調査を
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ある。また、政府および公
共セクターの役職者 50 名
も含まれている。
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データおよびデータ分析は、現代のビジネスに
深く浸透しています。企業の取締役会で決議され
る議案は必ず、策定のいずれかの段階でデータに
基づく検討が行われます。

にもかかわらず、実際のビジネスの現場では、
多くの人がデータの使い方に基本的な疑問を抱き、
本当に事業の促進に役立っているのだろうかと不
安を感じています。その一方で情報量は爆発的に
増え、新しい分析手法が登場し、派生的なビジネ
スモデルも考案されるなど、データ活用の難易度
はますます高まっています。私たちは正しいデー
タを使っているのでしょうか。現状の考え方で、
本当に競争を勝ち抜いていけるのでしょうか。

こうした課題を解決することは、非常に重要で
す。経営者が行う重要な意思決定は、将来の収益
性に大きな影響を与えます。リーダーのほぼ３人
に１人が、意思決定の価値を 10 億米ドル以上だ
と評価しています。ブレイクスルーを起こすのは、
世界に広がるネットワークがもたらす機会を的確
にとらえて行動する人です。運転手がいなくても
自動車自身が緻密な判断を下し、むしろ人間が運
転する以上にスムーズに道路を走行するようにな
るなど、いったい誰が想像したでしょうか。

テクノロジーの恩恵をできるだけ幅広い視野で
とらえること、すなわち、よりよい意思決定のた
めにデータ分析と直感を組み合わせて活用するこ
とが、今後ますます重要性を増すでしょう。両者
の交差点がどこにあるかは、興味深い点でした。
重要な意思決定は単発的なものと見られますが、
実際は頻度が高く、決定後の見直しも頻繁に行わ
れています。変化の激しい市場で戦っていくため
には、意思決定にも全く新しいレベルのスピード
と質の高さが要求されています。

また経営幹部レベルの上級役職者にとって、今
こそ意思決定における感覚と理論の両方をグレー
ドアップすべき時だという点も強く確信しました。
自社をデータ駆動型だと考える企業ほど、意思決
定の改善効果が大きいという結果が出ています。
同時に大半のリーダーが、自社はまだそのレベル
に達していないとも考えています。何が障壁になっ
ているのでしょうか。

調査結果は www.pwc.com/bigdecisions（英語
のみで対応）に詳述しておりますので、ぜひご覧く
ださい。本報告書は、1,100 名を超える役職者の
貴重な知見をもとに作成しました。ご協力に感謝
いたします。実践的なアプローチは、読者が意思
決定に臨む際の能力向上に役立つものと考えます。

Dan DiFilippo
dan.difi lippo@us.pwc.com

Paul Blase
paul.blase@us.pwc.com

感覚と理論を最大活用した
意思決定を実現する

序文



6 Gut & gigabytes　直感とビッグデータ

エグゼクティブサマリー

重要な意思決定は頻繁に行われている
が、計画に従って行われる事例は少な
い。
大半のリーダーが四半期に１度以上
の頻度で重要な意思決定を行っている
が、全社的な戦略に沿ってスケジュー
ルどおりに行うケースはわずかだ。意
思決定を行う具体的なタイミングにつ
いては、半数以上が「機会に応じて行う」
または「遅れている」と答えた。意思
決定のタイミングは、リーダーがコン
トロールできない場合が大半である。

企業は「成長」を最優先課題としている。
ただし北米は例外である。
いかにして事業を成長させるかが、
世界中の企業にとって今後 12 カ月間
の最も重要な意思決定の議題だ。しか
し北米は逆で、リーダーの最大の関心
事は既存事業の縮小である。これは業
界構造の変化に対応した結果であり、
世界的不況に端を発した業界再編はま
だ続いているようだ。

重要な意思決定は変わりつつある。現代のビジネスリーダーの多くは、豊富な情報を手に入れ、それ
を活用して自社の進むべき方向を選択している。本報告書は、今後 12カ月間に企業がどのような意
思決定を行うのか、そしてその決定プロセスの中で、ビッグデータや高度なデータ分析がどんな役割
を果たし、結果を導くことになるのかを検討する。本報告書は、世界の 1,135 名の役職者へのアンケー
トを実施したほか、より深い知見を得るため、25名を超える企業経営者、コンサルタント、学者な
どと面談を行い、それらの結果をもとに作成した。調査結果の概要は以下のとおりである。

競合相手との提携が増加している。
今後 12 カ月間に行う意思決定のう
ち、最も多いのは「競合相手との連携」
である。医薬業界の連携はよく知られ
ているが、それに限らずあらゆる業種
でリーダーは連携の機会を積極的に模
索している。コスト削減や利益率改善
へのプレッシャーが続いていることが
動機となり、経営資源の統合や分担を
目指している。しかし決定が後回しに
される例が多いところを見ると、この
決定は容易ではないようだ。

データやその分析は、直感と経験を裏
付ける。
ビッグデータと分析手法の出現に
よって、大半の企業が意思決定の方法
を変更したか、あるいは変更を計画し
ている。例えば、意思決定の前にデー
タを活用して複数のシナリオを検証す
るという方法は以前よりも一般的に
なった。それでもなお、分析結果を解
釈する際は、経営者の直感と経験が不
可欠だ。経験や直感とデータ分析、そ
の両者の統合が、企業にとっての課題
である。



7 感覚と理論を最大活用した意思決定

データだけではなく、意思決定に関与
する人も増えている。
過去 2年間に、意思決定に関与する
人の数が増えた。それによってバイア
スが排除され、活発な議論が可能にな
る。ただし決定の遅れを最小限にし、
説明責任を果たすため、決定権の所在
を明確にすることが必要だ。同様に、
大量のデータ収集が可能になったため
に、本当に有用なデータを識別するこ
とが難しくなった。人についてもデー
タについても、統制の強化が求められ
る。

データについては、量、正確さ、スピー
ド、全ての面で改善が必要。
意思決定にデータ活用が進まない最
大要因は、立場によって異なる。全体
としては、分析の元になるデータの質、
正確さ、完全性が最大の障壁だ。新興
国では、データの不足が課題になって
いる。また経営幹部レベルのリーダー
は、自らの役割に直接的なメリットが
ないからだと答えている。データの提
供をスピードアップし、彼らが必要な
ときに必ず入手できるようにすれば、
こうした見方は変わるだろう。

次の重要な意思決定に向けた 5ステップ

確保したデータサイエンティストを活
用するために経営幹部レベルのリー
ダーのスキルを向上させるべき。
ビッグデータの分析に必要な専門的
人材が足りないと答えた企業はわずか
だった。自信過剰な企業も含まれてい
るかもしれないが、ともあれ現状必要
なのは、リーダーが分析結果を活用で
きるだけのスキルを身に付けることだ。
経営幹部レベルのリーダーの半数以上
が「理解できないデータ分析を無視し
たことがある」と認め、4人に１人が
データ分析の活用を拡大するための専
門知識が足りないと考えている。

1 2 3 4 5

柔軟に発想する
データ分析の活用
は、反復的な意思決
定に限定されるもの
ではない。M&A（企
業の合併・買収）の
対象決定など、単発
的な意思決定の根拠
としてのデータ活用
も始まっている。

既存の情報を
開放する
有用なのは「ビッ
グな」データだけで
はない。活用されて
いないデータベース
や、特定の部署が抱
え込んでいるデータ
からも、新たな知見
を得ることができる。

内在するバイアスを
理解する
リーダーがデータ
の分析結果を見るま
でに、すでにある種
の「重要な決断」が
終わっている。ダッ
シュボードのデータ
の裏に、何があるか
を理解しておかなけ
ればならない。

人材に投資する
データ分析チーム
の要員として、専門
家を新規採用する前
に、既存の従業員に
研修を行ってデータ
分析の基礎を学ばせ
ることを検討する。

説明責任を負う
決定権の所在を明
確にすると、結果の
向上につながる。決
定事項に対する意見
が表明できるよう、
データや分析結果を
公表する。

重要な意思決定は変わりつつある。
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はじめに



9 感覚と理論を最大活用した意思決定

優れた経営者として知られる GEの元 CEO Jack Welch
氏は、よい決断とは「腹の底からまっすぐに湧き上がっ
てくるものだ」と言った。Welch 氏が 2001 年に引退し
た後、ビッグデータと高度データ分析の時代が始まった。
そして今、企業は膨大なデータの入手が可能になり、そ
のビッグデータを活用して新しい知見を引き出すことが、
ますます盛んになっている。それでもなおリーダーは、
Welch氏の助言に従うべきだろうか。それともビッグデー
タの出現によって、重要な意思決定は科学的プロセスへ
と変容したのだろうか。

Welch 氏の後継者、すなわち世界各国で大企業を率い
るリーダーたちは、今後１年間にいくつもの重大な決断
を下すだろう。ある人は事業の拡大もしくは縮小を決断
するかもしれない。他社との提携は今や日常茶飯事だし、
もちろん資金調達も一般的なテーマである。本報告書は、
今後１年間にさまざまな組織でどのような課題について
意思決定がなされるのかについてまとめ、組織がそうし
た重要性の高い意思決定に至るプロセスの中で、ビッグ
データやデータ分析がどのような役割を果たすのかに注
目する。
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意思決定をいつ行うか
企業のリーダーは、重要な意思決定を
頻繁に行うことを覚悟している

第１部：意思決定を行うべき重要課題

機会を最大限に活用する：
PwC の見解

意思決定は時に、強制されて対症療法的に行ったよ
うに見える場合がある。また、十分な検討をもとに決
定しようと分析的手法を採用した結果、データや分析
テクニック、IT 技術にのめり込んでしまうこともよく
ある。しかし一歩引いて、将来を大局的に見てほしい。
自社の現在の姿を構想するだけでなく、将来のあらゆ
る変化を想定し、自社の位置づけを決定することから
始めるべきだ。

Dan DiFilippo
Global & US Data and Analytics Leader, PwC

大半のリーダーが、3
カ月に１度は重要な意
思決定を行っている。

意思決定の時期を決め
るのは経営計画ではな
く、機会の到来である。
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44%
毎月

1%
今後1年間はない

16%
6カ月に1度

35%
3カ月に1度

5% 
12カ月に1度

4%
義務的
（公的な法令の要件として行う） 30%

機会に応じて
（無視できない機会が
発生したとき）

25%
遅れている
（現在まで棚上げされて
いる）

9%
受動的
（制御できない外部要因
に強制されて実行する）

15%
試行的
（アイデアを本格的
に実施する前に
試験を行って検証
する）

18%
計画的
（全社的戦略に即して行う）

3%
見直さない

31%
半年ごと

30%
毎年

16%
今後3年間は見直さない

20%
四半期ごと

経営者は自らの業務の中で、常に重
大な決断を下している。本報告書作成
のため世界のビジネスリーダーを対象
に実施した調査によると、ほぼ全員が
今後 12 カ月以内に何らかの重要な意
思決定を行うだろうと回答した。最も
多くの人が選んだのは月に１度以上
（44％）という回答であり、次いで四
半期に１度という回答が 35％を占めた
（図１参照）。

その一方、意思決定を行う具体的な
タイミングについては、大半が彼ら自
身のコントロールが及ばないか、少な
くとも計画に従って行われるものでは
ないとしている。意思決定が遅れがち
である、もしくは活用すべき機会が発
生した結果、意思決定を行うとした回
答が、計画的に行うとした回答を上回っ
た。唯一、真に計画的に行うとされた
のは、事業成長に関する選択を決定す
る場合のみだった。

新規市場参入の決定は、機会が発生
した結果行われることが多い。となれ
ば、世界経済の回復とともにリーダー
が避けて通れない決断のチャンスが今
後も発生すると考えられる。しかし、
不景気の影響は今も見られる。株式発
行や債務リファイナンスといった資金
調達に関する意思決定は、市況の影響
が大きいため、遅れがちだとする回答
が最も多かった。

図 1

重要な意思決定の現状

頻度
本年中に、どの程度の頻度で重要な意思決定をする予定ですか。

見直し
意思決定後、見直しをいつ行う予定ですか。

過去 2年間に、重大な意思決定にどんな変化が起きたか
（上位 3項目）

1.  意思決定に関与する人の数
2.  外部のデータを活用する
3.  社内のデータを活用する

タイミング
今年の最も重要な意思決定について、そのタイミングを言い表しているの
はどれですか。

出所：EIU による調査（2014 年 5月）
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DHLの重要な意思決定

業種：物流
企業概要：DHL Express は 1978 年にアフリカに進出し、事業を行っ
ている。アフリカでの取引相手は中小企業が中心であり、しかも首
都圏以外の企業が大半である。
リーダー：Charles Brewer, managing director, sub-Saharan Africa
重要な意思決定の内容：戦略的パートナーシップの締結

アフリカは非常に流動的で動きの激しい市場である。次
の成長分野はどこなのか、予測の根拠となり得る信頼性の
高い情報が少ない中、リーダーはしばしば直感的な判断を
求められる。Brewer 氏は「可能な限りローカルに決断する
ように努めています」と語る。「部下にはまずは試してみる
ことを奨励し、それができるよう支援しています。チャン
スや機会を的確に捉え、頭で考える以上に心で感じ、勘を
働かせて仕事をしてほしいと思います」と語った。

Brewer 氏が managing director に着任した時点で、DHL
は 350 カ所の営業拠点で 9億名のサービス利用者に対応し
ていた。2カ月後、Brewer 氏は交通事情の悪さで有名なケ
ニアの首都ナイロビの中心部を歩き、中小企業の顧客が場
合によっては 3時間もかけてナイロビにあるDHLのターミ
ナルに来ていることを知った。そこで各地の商店主と提携
し、DHL のサービスを再販してもらうことを決断した。こ
の決定によって DHL の窓口は 350 カ所から 2,500 カ所に
増加し、それまで 1桁台前半の伸び率だった中小企業向け
サービスが、2桁台後半へと一気に急成長した。

一般的な情報
開始から実行、評価に至る意思決定
のスケジュールは、全般にそれぞれの
企業文化に左右されるところが大きい。
複数の地域で事業展開している企業の
場合、本部が意思決定を行い、それを
各拠点が現地のニーズに合わせて調整
してから採用する場合もある。

DHL Express sub-Saharan Africa は、
ナイジェリアなど変動の激しい新興市
場で事業を展開している。Charles 
Brewer 氏（managing director）は、自
社の文化は起業家的だと言う（「DHL
の重要な意思決定」を参照）。何事も他
社に先駆けて１番にやることが重要な
ので、意思決定はできる限り現地で行
われており、現地の責任者はリスクを
取ることを奨励される。Brewer氏は「許
可ではなく許容を求めるのが、当社の
社風です」と語る。
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Commonwealth Bank of Australia の
Kelly Bayer Rosmarin 氏は、同行の重
要な意思決定プロセスは分析的であり、
多くの関係者を巻き込んで行うと語っ
た（「Commonwealth Bank of Australia
の重要な意思決定」参照）。「ソクラテ
ス式問答法、対話、議論などさまざま
な方法で話し合います。当行は協力を
非常に重んじる文化があり、多くの関
係者が議論に参加し、多様な視点を提
供してくれます」

銀行業界に身を置く中で Bayer 
Rosmarin 氏は、銀行での意思決定は強
いワンマン色が薄れ、多様な関係者を
参加させる傾向が増していると感じて
いる。付け加えるならば、この傾向は
決して銀行業界特有のものではない。
今回の調査でも公共セクターを含む多
数の業界で、重要な意思決定に関して
過去 2年間に最も大きく変化したのは
この点（関与する人数の増加）である
ことが明らかになっている。

関与する人間の数が増えれば、個人
の意見による偏りを意識的にも無意識
的にも避けられるというメリットがあ
る（31ページ「バイアスと不良データ
に要注意」参照）。その一方、決定に時
間がかかる、説明責任があいまいにな
るというデメリットもある。Gerd 
Gigerenzer 氏（director of the Centre 
for Adaptive Behaviour and Cognition, 
Max Planck Inst itute for Human 
Development、ベルリン）は多くの関
係者がかかわるこのような傾向のこと
を「防衛的意思決定」と呼んでいる。

防衛的意思決定とは、誰もあえて決
断を下そうとしない、過度に慎重な意
思決定のことだが、Gigerenzer 氏の調
査では、こうした方法はビジネス界で
一般的だという結果が出ている（意思
決定全体の３分の１から２分の１を占
める）。経営者が個人的に非難されるの
を防ぐためだ。しかし残念ながらこの
方法は多くの場合、決定を最善策では
なく次善の策へと導いてしまう。リス
ク回避的な組織では誰も「出るくい」
になりたがらないが、リスクを冒さな
ければイノベーションも生まれない。

今回の調査でも多数の業界で、重要な
意思決定に関して過去 2年間に最も大
きく変化したのはこの点（関与する人
数の増加）であることが明らかになっ
ている。

44％のリーダーが、月に１回以上、
大きな意思決定をする予定だと回答した。

JAN FEB 
MAR APR 
MAY JUN 
JUL AUG
SEP OCT
NOV DEC
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意思決定がもたらした成果について、然るべき時点で評価
が行われてこそ、明確な説明責任が意味をなす。

最終責任は、私が取る
意思決定の参加者が多様化する中で

も、リーダーは最終責任を明確に保持し
なければならない。現在Commonwealth 
Bank of Australia が取り組んでいるこ
とが、まさにこの課題である。Bayer 
Rosmarin 氏は「できるだけ幅広い意見
を取り入れることと、決定事項に関す
る説明責任の所在を明確にすること、
この２点の最良のバランスを模索して
いるところだ」と語った。しかしその
意思決定がもたらした成果について、
然るべき時点で評価が行われてこそ、
明確な説明責任が意味をなす。

今回の調査によると、重要な意思決
定を下した後、その見直しが行われる
時期は、決定の性質にもよるが、大半
が半年もしくは１年に１度である。企
業の課題の中で重要性の高い3項目（次
章で詳述する）について見ると、「事業
の成長」に関する意思決定は四半期ご
と、「事業の縮小」については 6カ月
ごと、「競合相手との連携」 
については１年ごととする 
回答がそれぞれ最多だった。
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Commonwealth Bank of Australia の
重要な意思決定

業種：銀行・証券
企業概要：オーストラリア最大の銀行。同行が自ら行った試算によ
ると、国内の全取引の 40％に関与している。
リーダー：Kelly Bayer Rosmarin, chief executive offi  cer Institutional 
Banking and Markets
重要な意思決定の内容：事業の拡大分野と縮小分野の選択

Bayer Rosmarin 氏が Institutional Banking and Marakets
部門のトップに就任したのは 2013 年末のことだ。グロー
バルに事業展開する銀行はどこも同様だが、彼女はまず最
初に、「どの事業に注力し、どの事業を合理化するか」とい
う「厳しい決断」を下すことになった。Bayer Rosmarin氏は、
同行がプロジェクトファイナンスや貿易金融などの分野で
市場リーダーとして強みを持ち、法人顧客に対して他行よ
り優れた知見を提供できることから、これらの分野に注目
した。

グローバルな銀行業界は変動が激しいため、第一ステッ
プとして経営陣が事前に「意思決定のための意思決定」を
行うことになった。その方針に即し、まずデータの収集と
分析を開始し、過去の業績や今後の予測、競合に関する情報、
さらには世界的動向などを調査・分析した。次に「人間的
要素」を加味するため、主要な顧客に話を聞き、さらに他
行との取引を選択した潜在顧客の意見も収集した。こうし
たさまざまな情報を総合的に分析し、経営陣は意思決定が
必要な重要課題を絞り込み、最終的に数項目を決定した。
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どの方向が正しいのか
企業が進む道は、いくつにも
分かれている

データ時代を勝ち抜く：
PwC の見解

CEO が自社の成長や事業の構築、他社と
の連携をどのように実現するかを決定する
とき、CEO がその構想や課題をどのような
枠組みで捉えているかが重要だ。テクノロ
ジーの発展を最大限活用して、できるだけ
幅広い視野で捉えるべきである。

Tom Lewis 
UK Data and Analytics Leader, PwC

世界の目は成長に向い
ているが、事業の「縮小」
を望む勢力の存在感も
大きい。

競合との提携は今や日
常茶飯事だ。
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最近の重要な意思決定の成果を見る
と、おおむね良好な結果が出ている。
過半数を大きく超える経営者が、最新
の決断の結果は期待どおりか、もしく
はそれ以上だったと答えている。直近
の意思決定が成功を収めたため、多く
の経営者が今後の意思決定に前向きだ。
もちろん、どのような意思決定をしよ
うとしているかによって、その姿勢に
は濃淡がある（図 2参照）。

ここでも「事業の成長」は企業にとっ
て最重要課題である。グローバル企業
のリーダーはM&A、新規市場への参入、
新製品の発売、売上と利益率の向上を
優先課題に挙げている。とりわけ IT 企
業は成長を重視する傾向が強い
（「Cloudera の重要な意思決定」を参
照）。先日Facebookが190億米ドル（推
定）で Whatsapp を買収したほか、
Apple が 30 億 米 ド ル で Beats 
Electronics を買収し、Google がホーム
オートメーションの Nest Labs を 30
億米ドルで買収するなど、大型案件の
成立が続いており、各社の積極的な姿
勢が見て取れる。

IT 企業のリーダーのこうした姿勢
は、テクノロジーが生み出す変化から
取り残されたくないという動機が中心
にある。Google による Nest の買収は
まさにそうした流れの中で起きたもの
だ。Google は、ありとあらゆるもの（車
から牛、衣類まで）にセンサーを取り
付けることによって、これまでにない
膨大なデータを作り出し、新しいビジ
ネスモデルを創出する「モノのインター
ネット」と呼ばれる技術に対する初め
ての大規模な投資として、この買収を
行った。

直近の重要な意思決定が成功を収めた
ため、多くのリーダーが今後の意思決
定に前向きだ。

今後 12カ月に予定される意思決定の
うち、重要度が高い上位 5項目
（１が最重要）

重要な意思決定を行う
最大の要因

重要な意思決定を行うための準備のレベル
（十分に準備が整っている場合を 10、全く整っていない場合を 1とし
た 10段階評価）

既存事業の成長 収益性／売上高

競合相手との連携
コスト／
利益率のプレッシャー

既存事業の縮小 業界の構造

新業種への参入
または新事業の開始

業界の構造

資金調達
コスト／
利益率のプレッシャー

2

1

3

4

5

7.4

7.4

7.7

7.7

7.6

出所：EIU による調査（2014 年 5月）

図 2

意思決定が必要な重要課題
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成長の他に、今後 12 カ月の重要な
決定事項として目立っているのは、競
合相手との連携、そして既存事業の縮
小の２項目である。ここから見えてく
るのは、資源を共同で出し合い、コス
トを分担し、資産を売却し、市場から
退出しようとしている企業の姿だ。世
界的不況をきっかけに始まった事業の
再編は、地域差こそ大きいものの、ま
だまだ続いている（20ページ参照）。

Cloudera の重要な意思決定

業種：IT
企業概要：カリフォルニアの企業向けソフトウェア会社。今年初め、
Intel、T. Rowe Price などから、合計 9億米ドルの出資を新たに獲得
した。
リーダー：Tom Reilly, CEO
重要な意思決定の内容：買収対象の企業を決定する

近く新たな資金が得られることが決定したため、Reilly
氏は最も有益な買収の実現に向けたプロセスを開始した。
自社で収集した顧客情報を分析したところ、顧客が
Cloudera のサービスの利用を増やさない理由として、デー
タの安全性とプライバシーに対する懸念が突出しているこ
とが分かった。

この情報をもとに報告書を作成して取締役会に提出した。
データを提出したからといって取締役会での検証が不要に
なるわけではないが、決定すべき事項に関する疑問点の精
度が高まり、的確な質問が出たと Reilly 氏は語った。その
6週間後、増資が実行された翌日、Cloudera は全員の総意
に基づき、データセキュリティを扱う Gazzang の買収を完
了した。買収の発表が顧客に歓迎されたことは、言うまで
もない。
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痛みを分け合い、機会も共有する
３分の１以上（36％）のグローバル
企業が、競合相手との連携を重要課題
に挙げている。特に医薬・ヘルスケア
業界では最重要課題と位置付けられて
いる。かつては秘密主義的だったこの
業界も、コスト削減や製剤ポートフォ
リオの拡充のため、今年はグローバル
規模のM&Aが盛んに行われた一方で、
連携にも積極的になりつつある。
AstraZeneca がぜんそく治療薬の開発
でバイオテクノロジーの Synairgen と
の提携を決めたのもその一例だ2。

製薬業界における連携は、そうした
製薬大手と小規模なバイオ企業との連
携に限られたものではない。2014 年
4月、AstraZeneca、Bayer、Johnson & 
Johnson、Pfi zer、Sanofi  US を含む多
数の大手製薬企業が、プロジェクト・
データ・スフィア（PDS）と呼ばれる
取り組みを実施し、抗がん剤の第 III 相
臨床試験のデータを共有することに合
意した3。

Michael Rosenblatt 氏（executive 
vice-president and chief medical 
offi  cer, Merck）は「ヘルスケアの分野
が直面する課題は複雑で、産・官・学
の各部門がいかに強い力を持っていた
としても、単独で取り組むことはでき
ません。イノベーションというものを、
それぞれの研究所や事業所の垣根を越
えた広大な協力体制網として、新しい
発想でとらえ直す必要があります。ヘ
ルスケア業界の内部はもちろん、他の
業界も視野に入れるべきです」と語っ
た。

実際に、他業種の企業もヘルスケア
の成長機会に魅力を感じている。IT 企
業のMicrosoft は、病院向け情報管理
事業への進出を目指し、ヘルスケアソ
リューションを扱う部門を新設した。
しかし業界の複雑な閉鎖性を過小評価
したため固定化した制度の切り崩しに
苦労し、事業の進捗が遅れ、Microsoft
の経営陣はヘルスケア業界での経験が
豊かな競合他社との連携を考えるよう
になった。その結果、GE Healthcare
との合弁を決め、2012 年に Caradigm
を設立した。

成長の他に、今後 12カ月の重要な決定
事項として目立っているのは、競合相
手との連携、そして事業の縮小の２項
目である。

３分の１以上（36％）のグローバル
企業が、競合相手との連携を重要課
題に挙げている。

2　Andrew Ward (2014), AstraZeneca in $232m asthma drug deal; FT. 
3　Peter Mansell (2014), Project Data Sphere data-sharing platform launched. PharmaTimes.
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18%

第1位

14%

11%

第5位

29%

21%

第1位

9%

21%

第1位

第3位第1位第6位第10位

4%

連携強化の動きはヘルスケア・医薬
業界の壁を越えて大きく進展し、先進
国と新興国を結ぶまでになっている。
2014 年 7 月、英国の Dairy Crest と
ニュージーランドの Fonterra は 5 年間
の戦略的パートナーシップを結んだと
発表した。中国で需要が増大している
外国ブランドの乳児用粉ミルク市場へ
の進出が目的である。

大きいことはいいことだとは限らない
世界の大半の地域で成長が重視され
る中、北米のリーダーは既存事業の縮
小を最も重視している。既存事業の縮
小は、世界全体のデータでも今後 12
カ月間に行う重要な意思決定の第 3位
となっているが、これにはこの項目を
一位に挙げた北米の数値が大きく影響
している（図 3参照）。

北米の経営者のこうした姿勢は、そ
れぞれが属する業界の構造改革、また
事業コストや利益率のプレッシャーか
ら来る。その例が今年 3月に既存事業
の縮小を発表した American Express
だ。同社は、法人旅行部門の 50％を社
外の投資家グループに 9億米ドルの投
資と引き換えに売却することを決めた。

American Express の法人旅行部門
は、1万 4,000 人以上の従業員を擁し、
世界 139 カ国で法人旅行サービスを提
供し、取扱額は 190 億米ドル規模に上
る。しかしデジタル技術の進歩によっ
て顧客企業は各種の予約業務を自ら行
うことができるようになり、旅行代理
店への依存が減った。こうした習慣の
変化により、同部門の収益は圧迫され
ている。新しく設立される合弁事業で
は、従業員数を世界全体で３分の１以
上削減する予定である。

他分野の経営者も同様に、コア事業
への再集中を念頭に置くようになって
いる。GEの金融サービス部門は、一時
は GE グループの全利益の半分近くを
稼ぎ出したこともあったが、金融危機
以降は規模の縮小が進んでいる。工業
品メーカーとしての中核的基盤に立ち
戻った GE は先日、フランスの多国籍
企業Alstomの大規模部門買収をめぐっ
てドイツの Siemens と争奪戦になり、
見事勝利を収めた。

出所：EIU による調査（2014 年 5月）

全体

事業の成長

北米西欧アジア
太平洋

事業の縮小

最も重要な意思決定
回答者の割合（順位）

図 3

米国とその他の国々
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図 4

重要な意思決定が貴社の今後の収益性に及ぼす影響額はどのくらいですか。

収益に与える効果が最も大きいと予測
されているのは事業の縮小である。

全体
（全回答者に占める割合）

出所：EIU による調査（2014 年 5月）

10 億米ドル以上5,000 万～ 
2 億 5,000 
万米ドル

2億5,000万
～ 
10億米ドル

5,000 万米ドル以下分から 
ない

事業の成長
（最も重要な意思決定に「事
業の成長」を選んだ回答者
に占める割合）

事業の縮小
（最も重要な意思決定に「事
業の縮小」を選んだ回答者
に占める割合）

重要な意思決定の影響を測定する

重要な意思決定の中にも、将来の収
益性に非常に大きな影響を及ぼすもの
もあれば、影響が比較的小さいものも
ある。今回の調査で、自社の最重要課
題に関する意思決定が及ぼす影響の大
きさを予測してもらったところ、その
額は 100 万米ドル未満から 100 億米
ドル超まで、大きな幅があった。

収益に与える効果が最も大きいと予
測されているのは「事業の縮小」である。
それに比べて「事業の拡大」を想定し
た場合の影響額は、はるかに小さい（図
4参照）。事業の拡大に関する意思決定
を予定しているリーダーの約 5人に１
人が、利益の増加額は 100 万米ドル以
下と予想している。

この差は、地域的要因によって説明
できる。事業の縮小により 10 億米ド
ルを超える利益の増加が見込めると答
えたリーダーは北米が圧倒的に多く、
65％がそう答えている。それに対して、
アジア太平洋地域と西欧で 10 億米ド
ル超と答えた人はそれぞれ 11％、
17％と少なめだが、両地域では事業の
縮小よりも拡大を考えているリーダー
の方が多い。

30%28%27%5%

13%10%64%9%

67%

10%

6%

4%10%16%2%
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急速な都市化は今後も同様のペースで進む
と見られる。都市化は世界中の企業の意思
決定に非常に大きな影響を与える「メガト
レンド」だ。その影響の大きさは、高齢化
や気候変動を上回る。
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華やかな大都市の取り組み
急速な都市化により、課題は企業から行政へ
産業革命以前、都市人口は世界の全人口の約
2％にすぎなかった。現在、都市に住む人は人
口の 50％近くにまで増えている。こうした急
速な都市化は今後も同様のペースで進むと見ら
れる。都市化は世界中の企業の意思決定に非常
に大きな影響を与える「メガトレンド」だ。そ
の影響の大きさは、高齢化や気候変動を上回る。

Rio Tinto は、英国とオーストラリアの両国で
上場している資源採掘企業で、鉄鉱石や銅など
の原材料を供給している。John McGagh氏（head 
of innovation, Rio Tinto）は「当社は人類の大
規模な都市化の歴史とともに存続しています。
鉱物資源がなければ都市を建設することはでき
ません」と語る。

McGagh 氏によると、産業革命時代の銅の平
均品位（含有量）は約 17％だったが、現在は 1％
程度だ。そのため、200 年前に比べて大量の銅
鉱石を採掘、運搬、加工する必要がある。こう
した要因から、技術の高度化、効率性の改善、
大幅な低コスト構造の構築が求められている。

Rio Tinto は他社との密接な連携によってそれ
を達成することにした。その一例が建設・鉱山
機械を製造する日本の多国籍企業、コマツとの
連携だ。コマツは 1996 年に無人トラックの開
発を開始し、Rio Tinto の鉱山では 60台の無人
トラックが稼働。現在までに 2億トン超の鉄鉱
石を運搬した。

鉄鉱石の採掘からデータマイニングへ
都市化に伴う課題の深刻さは、当然ながら都
市自身も自覚している。ベルリン（ドイツ）の
人口は毎年 5万人ずつ増加しているが、人口の
増加は都市に活力をもたらすと同時に、問題も
生じさせると、ベルリン市長 Klaus Wowereit
氏は語る。「手頃な価格の住宅の建設や、イン
フラの拡充が必要です。同時に社会的均衡の維
持も重要です。物価水準が適正で、誰にでも住
みやすいベルリンであり続けなければなりませ
ん」

企業と同様、自治体でも現状対応の必要性が
動機となり、前例のない協力体制が世界各地の
地方自治体間で整備されつつある。ニューヨー
ク市のMayor’s Offi  ce of Data Analytics（MODA）
は、人口過密、交通死亡事故、公害といった都
市化にともなう課題の克服に向けて、複数の地
方政府機関が連携した取り組みだ。

ニューヨークでは基本的に、各公的機関が内
部使用の目的でデータを収集し、自らが使いや
すい方法で保管している。厳格な縦割り制度に
よって分断されているこれらのデータを統合す
るという素晴らしい取り組みが、MODA だ。
17 の機関から MODA にデータが流れ込む。
Nicholas O’Brien 氏（chief of staff , MODA）に
よると、１日に受け取るデータは、少なくとも
1億件を下らないと推計されている。

こうしてニューヨーク市の膨大なデータが初
めて統合されたわけだが、内部利用だけではこ
のビッグデータの価値を生かしきれない。O’
Brien 氏は「オープンデータの整備を積極的に
進めています。市が所有する多くのデータを一
般市民や企業に公開して活用してもらい、それ
をもとにビジネスを構築してほしいと考えてい
ます」と語った。

必ずしもビッグデータでなくてもよい。既存
のデータをスマートに統合すれば、同様に効果
を上げることができる。ベルリン市では、業者
が道路の掘削を希望する場合、その旨を登録す
ることを義務付けた。これによって工事日程の
調整が容易になり、コストが低下したうえ、近
隣住民への影響も減少した。
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拡張する現実
データ主導型の分析が、経験と直感を
裏付ける

第２部：データ駆動型の意思決定

ブレイクスルーはどこから来るのか：
PwC の見解

データから知見を得て、よりよい意思決定を実現し
ようとするとき、データは必ずしも完璧なまでに正確
でなくてもよい。自社の所有物である必要もない。デー
タの正確性やアルゴリズムの専有にこだわるよりも、
未知のデータや、完全に同じに見えないデータに対応
できるデータモデルを整備することの方が重要だ。

Paul Blase
US Advisory Data and Analytics Leader, PwC

データ駆動型の意思決定
を実践したリーダーは、
意思決定が「大幅
に」改善されたと
述べた。

データやその分析の活
用が進まないのは、質
と量に関して懸念があ
るからだ。
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出所：EIU による調査（2014 年 5月）

データが利用可能となったという話
は、新しいものではない。しかし現在は、
以前に比べてはるかに大量のデータが
得られるようになった。ほぼ全ての業
種で、大半の企業が「モノのインター
ネット」の導入を積極的に目指してい
ることを考えれば、情報量は今後もさ
らに増え続けるだろう。かつては自社
の製品やサービスからデータを得て知
見を導き出すことなど不可能だと考え
ているリーダーも相当数いたが、そう
した見方も徐々に衰えつつある。

データの普及はほぼ全業種に及び、
それを背景に多くの企業（64％）が重
要な意思決定の方法をすでに変更して
いる（図 5参照）。変更が 2年以上前
だとした企業は過半数を占め、最多は
北米である。加えて、全世界の企業の
25％が今後 2年以内に変更する予定だ
と回答した。

意思決定の方法を変更した企業に具
体的な内容を聞いたところ、最も多かっ
たのが、専用の分析ツールや分析手法
の利用を拡大した、戦略決定の根拠に
なる知見を得るためデータ分析の専門
チームを雇用した、高度なデータ分析
技術を採用した、という回答だった。
これら三つの取り組みはいずれも、半
数以上の企業が実施している。

図 5

マインドの変化

ビッグデータによって貴社の意思決定は変わりましたか。
全回答に占める割合（％）

重要な意思決定の変化（上位 3項目）

１．専用の分析ツールや分析手法の利用を拡大した。

２．戦略決定の根拠になる知見を得るためデータ分
析の専門チームを雇用した。

３．高度なデータ分析技術を採用した。

すでに 64％の企業が
重要な意思決定の方法を

変更している。

64%

64%
変わった

25%
変わっていないが、
変える予定がある

11%
変わっていないし、
変える予定もない
（または、分からない）
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「然るべき種類の A/B テストを実施
し、その結果に基づいて商品を変更
した結果、事業の大幅改善が達成さ
れたことが何度かあります」

重要な意思決定の 26％が
ブランドのポジショニングに
関するもの

現状、３分の１近く（32％）のリー
ダーが、自社の意思決定は「非常に」デー
タ駆動型であると答えている。そう答
えたリーダーは、そうではないと答え
たリーダーに比べると、重要な意思決
定をする頻度が高く、また四半期ごと
に決定内容を見直すとする回答数が約
2倍、過去 2年間に行った意思決定の
結果「大きな」改善が見られたとする
回答数が約 3倍と、多かった。

決定前の試行として
ではビッグデータと高度なデータ分
析は、企業がよりよい意思決定をする
うえで、どのように役立つのだろうか。
今回の調査では半数以上の企業が、製
品やサービスの販売チャネルの選択肢、
また製品・サービスの種類や価格といっ
た変数を最適化するために使っている
ことが分かった。

そうした変数の最適化に際して、最
近では A/B テスト（統計学的仮説検定）
と呼ばれる手法を使う方法が人気だ。
重要な意思決定全体のうち 15％が事前
に検証を行う「試行的」なものだと回
答されており、ブランドポジショニン
グに関する意思決定に絞ればその割合
は 26％に上昇する。

「全ての施策に関して、データを活用
します」と語るのは、Jon Oringer 氏
（founder and CEO, Shutterstock） だ。
Shutterstock はオンラインでストック
写真を販売する会社である。「然るべき
種類の A/B テストを実施し、その結果
に基づいて商品を変更した結果、事業
の大幅改善が達成されたことが何度か
あります。テストから想定外の結果が
出ることも多く、絶対に効果があると
思っていた施策を検証してみたら、私
たちが考えていたこととは別の影響を
及ぼすものだと判明したこともありま
す。テストをしないまま進んでいたら、
損失を出すところでした」

金融サービスのWestern Union も、
価格設定に関する意思決定に際して巨
大なデータベースをもとに A/B テスト
を実施し、顧客が最も満足し、かつ株
主の利益も最大になる価格の設定に役
立てている。同社の David Thompson
氏（CIO）は次のように語った。「当社
では手数料と為替レートの組み合わせ
を複数想定し、それらが取引量や顧客
満足度にどう影響を及ぼすかをテスト
します。これまでこうしたテストは膨
大な時間がかかるため実施は困難でし
たが、技術の進化のおかげで、大量の
組み合わせの検証結果を非常に短い時
間で得られるようになりました」
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情報過多
情報資産を意思決定に役立てるにあ
たり、主な阻害要因は何かをたずねた
ところ、全体で最も多かったのが「デー
タの質、正確性、完全性」だった。こ
の傾向は先進国よりも発展途上国で顕
著だった。最も多かったのはアフリカ、
中南米、東欧、中東で、どの地域も
40％超のリーダーがこれを最大の阻害
要因であり、懸念事項だと答えた。

サハラ以南のアフリカで事業を展開
する DHL Express にとっても、データ
の不完全性や、場合によってはデータ
そのものがないことが、大きな課題に
なっている。同社の Brewer 氏は「ド
バイとヨハネスブルグの間に 747 型機
を飛ばすか、あるいはザンビアまで
737 型機を飛ばすか、といった決断を
しようとすれば、数多くの疑問が生じ
ます。その場合に本当に知りたいこと、
例えばそのルートを動いている航空貨
物の量や、市場全体の規模といった情
報が全く手に入らないのです」と嘆く。
過去のデータ蓄積がないのは中国も同
様で、若く、変動の激しい中国の不動
産業界の課題になっている（「Franshion 
Properties の重要な意思決定」を参照）。

データの不完全性の他に大きな阻害
要因として挙げられているのは、有益
な情報を選び出すことの難しさだ。こ
れは西欧とアジア太平洋地域で最多と
なっている。ビッグデータの情報量の
膨大さに困惑する企業も多い。データ
の洪水に押し流されないためには、
Richard  Reeves 氏（direc tor  o f 
corporate strategy, EE）が「ソリュー
ション中心のアプローチ」と呼ぶ方法
を採用すべきだ（28 ページ「EE の重
要な意思決定」参照）。データを掘り起
こして興味深いパターンや相関関係を
見つけ出そうとしているうちに「分析
まひ」に陥り、目的を見失って分析の
ための分析を繰り返してしまう恐れが
ある。従って作業に着手する前に「何
が知りたいのか」をはっきりさせてお
くことが重要だ。

膨大な情報を扱いやすくするために、
新たな方法、もしくは既存の方法で、
情報を一定程度区別することも必要だ。
巨大なビッグデータを保管したところ
で決してコストは高くないが、データ
の有効活用にはつながらない。世界最
大 の 白 物 家 電 メ ー カ ー、Haier の
Honbo Zhou氏（director）は言う。「ビッ
グデータは天然資源のようなもので有
効活用すべきだと考えられています。
しかし誤った使い方をしたり、むやみ
にデータを作成して目的もなく保管し
ているなら、次々に仮想のゴミ捨て場
を作っているようなものです」モノの
インターネットが本格化する今後数年
間、データの有効活用が特に問題にな
るだろうと、Zhou 氏は考えている。

32％のリーダーが、
自社の意思決定は

「非常に」データ駆動型
であると答えている。

32%



28 Gut & gigabytes　直感とビッグデータ

EE の重要な意思決定

業種：電気通信
企業概要：英国の携帯電話会社。フランスの Orange とドイツの Deutsche 
Telekomの合弁事業として、2010 年に設立された。
リーダー：Richard Reeves, director of corporate strategy 
重要な意思決定の内容：どこに設備投資を行うか

EE は自社のネットワークに毎年約 6億ポンド（約 10億米ドル）の
投資を行っている。その際、2,500 万人の顧客から得られるデータを
活用して、投資の内容を決定する。2014 年には、主要な交通路に沿っ
て 4Gネットワークを拡張することを決定した。鉄道や自動車で移動
中に通話が中断する回数を最小限にし、顧客満足度を高めて顧客を維
持することが目的である。

Reeves 氏はビッグデータを活用することの利点は、複数の仮説を迅
速に検証し「進むべき道の選択」が非常にスピーディーにできる点だ
と言う。EEは「意思決定を担う人の数が少ない」が、ビッグデータと
分析手法を活用することによって対抗意見が提示され、健全な意思決
定ができる。「ビッグデータの分析から得た情報や知見があることに
よって、実施しようとしている活動について、経営チームのメンバー
は各自で仮説を立てたり、考えられる課題を想定したりして持ち寄る
ことができるので、広い視野で選択ができる」と言う。
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4% 
その他（コンサルタントなど）

30% 
自らの直感と経験

28% 
社内からのアドバイス、
もしくは社内の他者の経験

9% 
財務指標

29% 
データおよび分析（社内・社外とも）

経験や直感とデータ分析は、実は相反
するものではない。むしろ、その両者
をいかに融合させて、最高の成果を導
き出すかが課題なのだ。

出所：EIU による調査（2014 年 5月）

賢く実践するには
いよいよ決断を下すとなったとき、
最も大きな決定要因となるのは、今も
変わらず経営者の経験と直感だ。しか
しその差はわずかである（図 6参照）。
意思決定は進化しつつあり、データお
よびその分析という新しい要素が利用
可能になり、存在感を増している。デー
タ分析の出現によって「経験や直感」
の信頼性が低下したかという質問に、
全体の約半数（49％）、北米では 66％
のリーダーがイエスと答えている。こ
れに対して「低下しない」と答えたリー
ダーは 21％だった。

しかし、経験や直感とデータ分析は、
実は相反するものではない。むしろ、
その両者をいかに融合させて、最高の
成果を導き出すかが課題なのだ。今で
は「直感的判断」の根拠に使える情報
も巨大化しているし、一方いかに膨大
な量のデータをインプットしたところ
で、人間的要素を加味しないままでは
効果的な意思決定を期待することはで
きない（31ページ「バイアスと不良デー
タに要注意」参照）。

Western Union は、世界 200 カ国で、
120 種類の通貨を扱い、年間 7億件の
取引を処理している。そうした有用な
データは同社の意思決定の結果を左右
する。しかし価格設定に関しては、現
地マネジャーの勘と経験が頼りだ（「街
頭価格」と呼ばれる）。

Thompson 氏は「データやトレンド、
過去の実績も非常に有益な情報ですが、
現場に立ち、市場を深く読むマネジャー
の勘は、データからは得られない情報
を提供してくれます。マネジャーの経
験や市場を見る鋭い目と、データを組
み合わせて活用するべきです。こうし
た方法は、すぐにはなくならないでしょ
う」と語った。

図 6

直近の重要な意思決定において、最も重視した要素は以下のうちどれですか。
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データやその集合体は、
人間が分析を始めるより
前に、すでにバイアスが
かかっている。
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バイアスと不良データに要注意
データの数が多いだけでは、意思決定の
根拠として不十分
企業のリーダーが活用できるデータは
ますます豊富になり、情報源も、ソーシャ
ルメディアから、ユビキタスセンサーま
で、新しいものが増えている。多くの経
営者がノート PCのデスクトップに指標が
一覧化された「ダッシュボード」を表示
している。しかし重要な意思決定に関し
ては、こうした状況をもって客観性や正
確性が保証されていると考えることはで
きない。European School of Management 
and Technology（ベルリン）で情報シス
テムを研究する Joe Peppard 教授によれ
ば、データやその集合体は、人間が分析
を始めるより前に、すでにバイアスがか
かっていると言う。

Peppard 教授は 2012 年 10 月に米国の
東海岸を襲い、680 億米ドルもの被害を
もたらしたハリケーンサンディを例に説
明してくれた。サンディが上陸したとき、
住民はこぞってソーシャルメディアに投
稿し、今自分が体験している状況につい
てリアルタイムで報告した。ハリケーン
に関するツイートは 2,000 万件を超えた
が、こうした膨大なソーシャルメディア
のデータを分析しても、ハリケーンの現
場で起きたことを正確に把握することは
できない。なぜならば、こうした投稿を
行うのは被害がそれほど甚大ではない地
域からが多く、しかも発信したのはスマー
トフォンを持っている人だけだからだ。

そこでビッグデータの合理性を確保す
るために、人間の関与が必要になる。し
かし人間が分析を行う過程でも、数々の
バイアスがかかる。リーダーやマネジャー
が情報（特にビッグデータ）を見るときも、
バイアスの影響を受ける。データ量が十
分に多ければ、ほぼ全ての変数の組み合
わせについて、何らかの相関関係を見い
だすことができる。注意が足りないと、
そこから自分の過去の信念に合致する相
関関係のみを取り出して注目してしまっ
たり（確証バイアス）、最近知った情報や、
頻繁に接する情報に合致する相関関係の
みに注目してしまうことがある（可用性
バイアス）。

見る側のこうしたバイアスがかかる前
であっても、そもそもダッシュボードは
誰かが設計して社内に配布したものであ
り、データの関係性について設計者の判
断に依存したものであることは間違いな
い。それ自体は悪いことではないが、こ
うした既製のデータを使うときは、どう
いう理由で、どのような前提条件を、い
つ適用したかをあらかじめ知っておく必
要がある。

時にはデータを無視することも必要だ。
ベルリンの都市計画担当者は、過去のデー
タから未来を予測することの限界を実際
に体験した。1980 年代半ばに人口動向を
予測した時点では、どの予測も全て人口
減少を示唆していた。しかし実際は、衰
退しかけていたベルリンは 5年の間に見
事な変身を遂げ、600 万の人口を抱える
首都になった。幸いだったのは、都市計
画担当者が人口減少の予測を無視したこ
とである。彼らは直感に従い、人口の増
加を前提とした都市計画を策定したの
だった。

極論すれば、データと言うものは全て
過去から得たものであり、ビッグデータ
と言えども未来を予測する力はない。経
営幹部レベルのリーダーの半数が、デー
タ分析への依存が自社の事業に悪影響を
及ぼした経験があると答えた。広告代理
店 Rosetta の Maria DePanfi lis 氏（head 
of analytics and optimisation）は、重要
な意思決定においては何よりも直感を重
視する。たとえバイアス的要素があった
としてもだ。「確かに、データからは過去
の情報が得られます。過去に何が起きた
かを知ることは非常に有益ですが、しか
しこれから何が起きるかの方が、はるか
に重要です」
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経営幹部レベルの経営者も
つながろう
戦略を決定する人には、データ分析に
よる知見を活用するツールが必要だ

そもそもデータは誰のものか？
PwC の見解

ビッグデータやデータ分析は、専門的業務として、
IT 関連部署などで扱うことが多い。そこでは高度な専
門知識をもとにスキルが蓄積されている。しかしこう
した方法でデータを専門部署に閉じ込めてしまうと、
全社的な動きと足並みがそろわなくなる恐れがある。
望ましいのは、最初から部門横断的なチームを作り、
多様な角度からの検討と、迅速な再利用を可能にして
おくことだ。

Scott Likens 
China Data and Analytics Leader, PwC

有能なデータサイ
エンティストの獲
得競争に成功しつ
つある。

データ活用におい
て、最大の障害は経
営トップかもしれ
ない。
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経営幹部レベル
（CEOなど）

経営幹部レベル
以外
（シニアバイス
プレジデントなど）

自分はビッグデー
タの利用を拡大す
るためのスキルや
専門知識が足りな
い。

理解できないデータを
無視したことがある。

自社のデータ入手の
迅速さは「普通」も
しくは「遅い」。

ビッグデータの利用を 
拡大しない最大の要因は？

自分の役割に直接的な
メリットがない。

元になるデータの質、 
正確さ、完全性が不十分 
である。

出所：EIU による調査（2014 年 5月）

回答者の割合（％）

BP など石油・ガス会社は、海底の地
中にある岩石層の 3D 画像を作成する
ため、海底に関する膨大なデータを収
集している。そのデータ分析をもとに、
経営幹部はアンゴラやメキシコ湾のど
こに数十億米ドル規模の油田を開発す
るかを決定する。こうした方法は 20
年ほど前に始まり、発展してきた。し
かし他の業種では、ビッグデータやそ
の分析は自分には関係ないと考える経
営者もいる。特に経営の最上層部に多
い。経営幹部レベルのリーダーや取締
役クラスのリーダーにとって、意思決
定にビッグデータの活用が進まない最
大の要因は、自分の役割に直接的なメ
リットがないことだった（図 7参照）。

「政府機関でも企業でも、ビッグデー
タを使うという戦略決定はしますが、
ビッグデータを使った戦略決定はして
いないようですね」と Haier の Zhou
氏は見る。Haier などでは冷蔵庫にセ
ンサーを搭載して、製品の品質やプロ
セスを向上しようとしているが、経営
陣が重要な意思決定をするときの方法
を根本的に変える段階には至っていな
いようだ。

図 7

トップの見解

52％の CEOが、
理解できないデータを
無視したことがある。

52%

31%52%25%

15%44%15%
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経営幹部レベルの上級管理職で、自社のデー
タ入手の迅速さが「普通」もしくは「遅い」
と答えた人の割合は、その他のリーダーの
約 2倍だった。

他に、こんな意見もある。European 
S c h o o l  o f  M a n a g eme n t  a n d 
Technology の Joe Peppard 教 授 は、
リーダーを対象にデータに関するワー
クショップを実施した。その結果、経
営幹部レベルの上級管理職では、意思
決定の方法やデータの活用方法に変化
がなかった。なぜ変化がなかったのか、
それにはいくつかの理由がある。一つ
は彼らが行う意思決定の性質だ。上級
管理職が行う意思決定は通常、毎回内
容が異なるうえ、時間も限られている。
システムやプロセスを構築し、そこに
適用する分析手法を開発したりするこ
とは難しい、と言うよりまず不可能だ。
しかも利用できるデータにも限界があ
る。

データ入手のタイミングも大きな課
題と言っていいだろう。今回の調査で
は、経営幹部レベルの上級管理職で、
自社のデータ入手の迅速さが「普通」
もしくは「遅い」と答えた人の割合は、
その他のリーダーの約 2倍だった。両
者の差が最も大きいのは北米で、経営
幹部レベルの上級管理職の半数以上
（54％）が、自社のデータ入手の迅速
さは平均に満たないと評価したのに対
し、その他のリーダーで同じ評価をし
たのは５分の１強（22％）だった。

この結果から、経営幹部レベルの上
級管理職が意思決定をしなければなら
ないときに、データ分析による知見が
彼らの手元にない場合が多いことが分
かる。オランダの電機メーカー Philips
の Blake Cahill 氏（chief digital offi  cer）
は「戦略決定へのデータ活用を最も遅
らせる理由は、収集したデータに見合っ
たレベルの知見を引き出す能力がない
ことかも知れません。すなわち、デー
タを迅速に活用して、リアルタイムな
意思決定に役立てることができないの
です」と語った。

戦いの歴史
その解決策の一つは、データサイエ
ンティストをより多く採用することで
はなさそうだ。一般的な見方に反して、
リーダーの大半（83％）が、データ分
析を行う人材は社内で調達できると考
えている。最も低いのが中東の71％で、
最高は北米の 86％だ。有能なデータ分
析家の獲得競争が取り沙汰されるが、
実際はそれほど切迫していないか、あ
るいはすでに獲得に成功したかのどち
らかだろう。

83％が、データ分析
を行う人材は

社内で調達できると
考えている。

83%



35 感覚と理論を最大活用した意思決定

Andrew Kasarskis 氏（co-director, 
Icahn Institute for Genomics and 
Mult iscale Biology,  Mount Sinai 
Hospital Health System、ニューヨーク）
は、データサイエンティストの採用は
「クリティカルマス」に達したと述べた。
「クリティカルマスを超えれば、その後
の採用は容易です」

BPは社内のデータサイエンティスト
の活用を始めた。地震研究にビッグデー
タを適用してきた経験を生かし、社内
のさまざまな分野の事業について、課
題の解決方法を検証する。

公共部門でも、人材の供給体制が整っ
てきた。ニューヨーク市のMayor’ s 
Offi  ce of Data Analytics には優秀な専
門 家 が 積 極 的 に 参 加 し て く る。
Nicholas O’ Brien 氏（chief of staff ）は、
次のように述べる。「民間企業のような
高い報酬は支払えませんが、市民生活
に直結する課題に取り組んだり、すぐ
に世の中の役に立つ仕事ができる点に
魅力を感じて集まってくれるのです」

一部の業界では、人材の奪い合いに
なっていると指摘する専門家もいるが、
今後の動向については意見が分かれて
いる。Cloudera の Reilly 氏は、データ
サイエンティストの確保には苦労して
いるが、それも間もなく解決するだろ
うと考えている。その理由は、大学で
育成された専門家が卒業して社会に出
てくるからだけではない。Cloudera で
は、これまで Microsoft の Excel など
を使った分析を行ってきた既存のアナ
リストに研修を行い、ビッグデータの
管理方法や新しい知見を抽出する方法
を学ばせ、一部の業務を任せている。

一方 Colin Mahony 氏（vice-president 
and general manager, HP Vertica）は、
人材不足は続くだろうと予測する。企
業がスキル不足に気付いても、なかな
か人がいない。「プロジェクトを開始し
て、そのプロジェクトにはビッグデー
タ分析が役に立ちそうだと分かるまで、
ビッグデータや分析スキルの必要性が
本当には理解されない。それも問題の
一つです」

雲の上の人々
最大のスキル不足が起きているのは、
結局のところ経営トップなのかもしれ
ない。大規模な戦略的買収のような単
発的な意思決定にはデータ分析は使え
ないという意見には、基本的に根拠が
ない（18 ページ「Cloudera の重要な
意思決定」参照）。ただしデータによっ
て解明したい疑問点は何かを明確に理
解すること、そして疑問点を明確にし
なければならないという意識を持つこ
とが必要だ。

調査に参加したリーダーの中で、経
営幹部レベルの経営者は、経営幹部レ
ベル以外のリーダーに比べ、自分には
ビッグデータを意思決定に活用するた
めのスキルや専門知識が足りないと考
えている人が多い（前者が 25％、後者
が 15％）。この割合が最も高い地域は
北米で、３分の１以上（36％）の経営
幹部レベル経営者が自分のスキル不足
を感じている。これは一段下のリーダー
（17％）の約 2倍だ。またそれよりも
多くの経営幹部レベル経営者（43％）
が、自社の上級管理者に十分なスキル
と専門知識がないと考えており、これ
が北米における最大のハードルとなっ
ている。
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経営幹部レベルのリーダーは、それ以外の
リーダーに比べて、理解できないデータを
無視したことがあると認めた人の割合が高
い。

最前線で実践する：
PwC の見解

データサイエンティストを雇って小さなチームを
作っただけでは、データを有効活用した意思決定はで
きない。データ分析で得られた火種を消すことなく、
いかにうまく経営の最前線までつないでいくか、その
方法を見つけた組織が成功している。意思決定の結果
が組織内のさまざまなレベルでどんな影響をもたらす
のか、迅速に予測する方法を開発しなければならない。

John Studley 
Australia Data and Analytics Leader, PwC

「経営幹部レベルのリーダーの年齢を
考えると（最近のスタートアップは別
として）、彼らの子どもの方が、ビッグ
データがどんなテクノロジーに支えら
れているかをよく知っているでしょう」
と、Alan  G i l ch r i s t（lec tu re r  i n 
marketing, Lancaster University）は語
る。「そこが問題なのです。言葉のニュ
アンスが伝わりにくく、組織内で権限
を持つ人たちに、分析の結果を正確に
伝えることが難しい。市場分析から何
が分かったのか、情報は何を示してい
るのか。この問題を何とかしなければ
なりません」

そうした状況は調査でも明らかに
なった経営幹部レベルのリーダーはそ
れ以外のリーダーに比べて、理解でき
ないデータを無視したことがあると認
めた人の割合が高い。にもかかわらず、
リーダー層に対してデータの解釈や
データ分析に関する研修を実施するた
めの投資は、企業課題の最優先事項に
なっていない。重要な意思決定の方法
をすでに変更し、データ分析を取り入
れた企業でも、それは同様だ。

経営者に求められるスキルが、今後
変わっていくだろうということは、少
なくとも認識されている。現在経営幹
部レベルの役職にある人の４分の３近
く（72％）が、上級管理職の必須条件
として、データ駆動型の意思決定に習
熟しなければならないと考えている。
He Cao 氏（chairman, Franshion 
Properties）は次のように語る。「ビッ
グデータ新時代が到来します。収集す
るデータの量を増やすこと、そのビッ
グデータの潜在的価値を掘り起こすこ
と、そして重大な意思決定のための情
報として活用することが必要です」多
くの経営者がデータを活用する時代は、
すぐそこまで来ている。

北米では経営幹部レベルの
リーダーの 36％が、

自分にはビッグデータを
意思決定に活用するための
スキルや専門知識が
足りないと考えて

いる。

36%
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Franshion Properties の重要な意思決定

業種：不動産開発
企業概要：中国の国営企業、Sinochem Group の不動産部門
リーダー：He Cao, chairman
重要な意思決定の内容：事業の多様化

Franshion は、主要な意思決定の「適時性、正確性、科
学的根拠」の最適化を実現するために、正式な意思決定手
順を開発中である。そのためには顧客データを含め、多様
な情報源が必要だ。しかし中国の不動産市場は他の市場に
比べて未成熟であるため、利用できるデータが限定されて
いる。He 氏は「当社の重要な意思決定という目的を充足
するには、データが不足しています。データが入手できな
いこと、入手のタイミングが遅いことが、総じて意思決定
の障害になっています」と語った。

そのため、時には会長であるHe 氏が自らの経験だけを
頼りに決断を下さなければならないことがある。顧客の需
要は変化しており、しかも中国・米国の両政府が低金利政
策の縮小へと動く中、情勢はますます不透明である。そこ
でHe 氏は対策として、事業の多角化を決めた。これまで
は 88階建てのジンマオタワー（上海）など高級物件のみ
に投資してきたが、現在は政府が取得した未開拓の土地の
開発を担っている。こうした土地に水道やガスなどのイン
フラを整備し、従来の不動産開発業者に売却する事業であ
る。

ジンマオタワー（上海）
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結果として、世界的不況をきっかけ
に始まった各業界の再編は今後も続く
と見られる。それによって数多くの機
会が生まれることは確かだが、一方で
リーダーは不透明な中での意思決定を
強いられることになる。すなわち、自
身の力が及ばない外部環境の変化に対
応して、多くの意思決定を行うことに
なる。

過去 2年の間に、意思決定の方法は
変わった。関与する関係者の数が増え、
意思決定のプロセスにデータ分析を取
り入れた企業も半数以上にのぼる。こ
れは全体としては望ましいことだが、
実は落とし穴が隠れている。そこで重
要なのは決定権と説明責任の所在を明
確にすることだ。また収集・分析する
データの種類と量についても同様に統
制して、過重な負担を避けなければな
らない。

リーダーは今後 12カ月の間に数々の重要な意思決定を行う。最重要課題とされているのは事業の成
長だが、最も影響額が大きいのは既存事業の縮小だ。同時に、最大の懸案がコストであることから、
競合他社との連携も大幅に進むだろう。

今後については相当数の企業が、ビッ
グデータの出現によって意思決定方法
の変更を計画している。商品やサービ
スからデータ分析による知見を得るこ
とが困難な業種の企業や、もしくはデー
タを入手しにくい地域の企業にとって、
「モノのインターネット」などのテクノ
ロジーの進歩は、障壁の克服にある程
度役立つだろう。

最も厳しい議論となりそうなのは、
組織のトップレベルのリーダーに、デー
タ分析が自身の役割にとって有益であ
ると納得してもらうことだろう。人材、
ツール、手法への投資を活用する必要
がある。これにより、データサイエン
ティストの人員は十分でないかもしれ
ないが、データの質や適時性を含め、
全てのデータのあり方を一体的に改善
へと導いてくれるであろう。また分析
結果の提示は、リーダーが利用しやす
い方法で行わなければならない。さも
なければ、無視される恐れがある。

リーダーは、自分が何を知りたいか
分かっている。それならば、どうすれ
ばデータから正しい解答を得られるか
を知るべきだ（もしくは、知りたいと
望むべきだ）。方法を知らないならば、
学ぶことを考えよう。学ぶことを拒ん
でいれば、やがてデータに精通した次
世代の管理職（そして未来の経営トッ
プ）が登場してくるにしたがい、徐々
にその座を奪われていくだろう。そう
なる前に、大半のリーダーは戦略の決
定にビッグデータを使っているに違い
ない。ビッグデータを利用しないリー
ダーは存在しないはずだ。

おわりに

リーダーは、自分が何を知りたいか分かっている。
それならば、どうすればデータから正しい解答を得
られるかを知るべきだ（もしくは、知りたいと望む
べきだ）。
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意思決定の感覚は、
理論によって磨かれる

企業は今、新しいデータや新しい分析手法を活用し、意思決定の迅速化や高度化を実現
しようとしています。意思決定を貴社の競争優位に変えるためのアプローチをご紹介しま
す。

お問い合わせ先 : 
プライスウォーターハウスクーパース株式会社
03－3546－8480（代表）

松崎　真樹
パートナー
maki.matsuzaki@jp.pwc.com

森田　次朗
ディレクター
jiro.morita@jp.pwc.com

データ探索に向けて
PwCの双方向的なデータ探索
ツールで、貴社にとって重要
な意味のある調査結果を表示
することができます。
www.pwc.com/bigdecisions
（英語のみで対応）
また双方向的なベンチマーキングツールでは、貴社と
他社の比較が可能です。

1 2 3 4

PwC の視点

意思決定と株主価
値のマッピングを
行う
そのために、事業に最
大の影響をもたらす意
思決定事項を見つけ出
す。データ分析が競争
力強化にどのように役
立つかを理解する。

戦略案の選択肢
と、事業への影響
の関連を知る
そのために、メガトレ
ンド、業界のトレンド、
戦略案が、それぞれ事
業や業務モデルにどの
ような影響を及ぼすか
をシミュレーションす
る。

価値と成果のレン
ズを通して見る
そのために、改善しよ
うとする意思決定に関
連する指標を用いて、
期待される改善事項を
定量化する。

体系的なテストを
行い、アプローチ
を選ぶ
そのために、意思決定
を改善するには、組織、
プロセス、テクノロ
ジー、文化をどのよう
に変えることが必要か
を明確にする。まずテ
ストを行い、迅速に知
見を得て、その後拡大
する。
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