
データマネタイゼーションとは

PwCコンサルティング合同会社のデータマネタイゼーション支援ソリューションでは、企業に
おけるデータ利活用の推進と、事業活動への付加価値創出の実現を目的として、自社の保
有データから考えられるマネタイズのポテンシャル評価、実行計画の策定、マネタイズ実現
に向けたプロジェクト等の支援を行います。

データマネタイゼーションの市場動向

2026年までに全世界で74.7億ドルに到達する見込み*1。既に業界を問わず、自社データの活用・外部への販売・分析、利活
用強化のための協業体制構築など、さまざまなアプローチでデータマネタイゼーションの取り組みが行われています。

データマネタイゼーション実現に向けたアプローチ

マネタイズポテンシャルのアセスメント、実行計画の策定、ならびにプロジェクト実行の3ステップを通じて、データマネタイゼー
ションの実現を支援します。
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自社サービス利用顧客の通信実績をもとに、
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私たちの考えるデータマネタイゼーション

企業が目指すべきゴールと優先すべき観点に従い、私たちはデータマネタイゼーション実現に向けた4つの方向性を定義して
います。
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現在保有する（または将来的に保有
し得る）データを棚卸しし、マネタイズ
のポテンシャルを評価

目指すゴールやデータ利活用のトレ
ンドを踏まえ、実行計画を策定

計画に基づき、マネタイズ実現に向
けて必要な支援を実施
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• 外部提供リスク具体化
• 販売先／協業検討

• ユースケース具体化
• 分析PoC

• アイディエーション
• フィジビリティ検証

0. データ利活用リスク

1. 見える化・現状把握

2. データ外部提供

3. 分析・インサイト発見

4. 新規ビジネス開発
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マネタイズ実行計画

市場トレンドマネタイズゴール

データ利活用案件の洗い出し～優先順位付け、アナリ
ティクスPoCを推進

■関連チーム：データアナリティクスチーム

3. データの高度分析によるインサイト発見

新規事業立案に向け、構想具体化～サービス開発までの
一連の取り組みを支援

■関連チーム：戦略系チーム、事業創造支援チーム

4. データ利活用による新規ビジネスの開発

モックアップを用いた効率的な業務要件・ニーズ整理によ
り、早期立ち上げを支援

■関連チーム：システム基盤チーム

1. データの見える化による現状の把握

データ外販のリスク評価、外販先の検討、他社との協業ス
キーム検討などを実施

■関連チーム：セキュリティ専門チーム、アライアンス検討
支援チーム

2. データの外部提供（単体・組み合わせ）
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市場規模 企業におけるデータマネタイゼーションの取り組み（例）

*1 Mordor Intelligence, GLOBAL DATA
MONETIZATION MARKET, January 2021.

「STEP3. 実行推進」においては、社内の専門チームとも連携し、効率的なプロジェクト実行推進を支援します。
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PwCコンサルティング合同会社のご紹介

PwCコンサルティング合同会社は、経営戦略の策定から実行まで総
合的なコンサルティングサービスを提供しています。PwCグローバル
ネットワークと連携しながら、クライアントが直面する複雑で困難な経
営課題の解決に取り組み、グローバル市場で競争力を高めることを支
援します。

PwC Japanグループ

PwC Japanグループは、日本におけるPwCグローバルネットワーク
のメンバーファームおよびそれらの関連会社（PwCコンサルティング
合同会社を含む）の総称です。各法人は独立して事業を行い、相互
に連携をとりながら、監査およびアシュアランス、コンサルティング、
ディールアドバイザリー、税務、法務のサービスをクライアントに提供
しています。
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