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エグゼクティブサマリー：米国企業は今なお、マーケティング、メディア、コマースの各分野でデータを積極的に
活用しているものの、真の「データセントリック」な組織の実現を阻む障壁に直面している
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データセントリックな組織の実現を阻む最大の障壁は業界全体の人材不足であり、特にデータモデ
リング、セグメンテーション、アトリビューション分析のアナリティクススキルを備えた人材が不足してい
ると考えられます。実際、「データの価値の抽出に必要とされる専門知識、スキル、経験を持つ人材が
社内にいるか」という質問に対し、「十分にいる」と回答したパネリストの割合はわずか1.3%にすぎず
（2016年の5.2％から減少） 、一方で回答者の87％以上が、データを有効活用する上で最も必
要なコンピテンシーとしてデータアナリティクスを挙げています。

マーケターやパブリッシャーの多くが、全社規模で「データセントリック」な組織の実現に向けて積極的
に取り組んでおり、調査回答者の90.1%がオーディエンスデータの活用を支援する企業戦略をすでに
策定済み、または計画中であると回答しています。

こうした楽観的な見方がある中で、広告やマーケティングの分野では、データの活用がかつてないほど
複雑化しているため、従来の方法では成果を確信できないと感じているユーザーもいることがわかり
ました。データセントリックな組織への移行が「ある程度まで進んでいる」と回答した割合が、2016
年には54.3%だったのに対して、2017年は40.3%にまで低下しています。

Winterberry Groupが、DMAおよ
びIABのData Center of 
Excellenceと共同で作成し、2017
年12月に発行した調査レポート「デー
タをとりまく現状 2017」では、米国を
拠点とするマーケター、パブリッシャー、
その他のデータユーザーによるサード
パーティのオーディエンスデータおよび
その関連サービスへの2017年の投
資額は、201億9,000万ドルに上る
ことが明らかになりました。

本調査では、これらの組織が広告や
マーケティングの各分野における意思
決定、メッセージング、および卓越し
た顧客体験を提供するための価値を
データから引き出すために、どのような
投資を行っているかについて明らかに
しています。調査結果の一部を右に
示します。

別の質問で上記の回答者は、もしもオーディエンスデータの活用を支援する戦略が軌道にのれば、広
告やマーケティングへのデータ活用は、短期間で大きく前進するだろうと回答しています。また、「自社を
データドリブンな組織だと思うか」という質問に対して、「非常にそう思う」と答えた回答者は9.8％にとどまる
一方で、2019年までにそのレベルにまで到達する見込みであるという回答は、44％を超えました。

http://www.winterberrygroup.com/our-insights/state-data-2017


データセントリックな組織：
米国企業における広告、マーケティング、オーディエンスとのエンゲージメント構築に向けた
オーディエンスデータ活用の進化



背景：進化するデータセントリックな組織
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2016年にWinterberry Groupが、DMAおよびIABのData Center of 
Excellenceと共同で発表した「データセントリックな組織」に関する第1回目の調査
レポートのテーマは、米国の企業が広告、マーケティング、あるいはオーディエンスと
のエンゲージメント構築のために、データ活用を推進するにあたって、ビジネスプロセ
スや組織構造をどのように進化させているのかについて探ることでした。

前回の調査を踏まえ、本レポートは次の3点を目的にまとめられました。

▪ データ（およびデータドリブンな）ソリューションが、いかに広告やマーケティング
に変革をもたらすのかについての理解

▪ 「データセントリック」なビジネスへの変革支援にあたって、人、テクノロジープラット
フォーム、サプライチェーンパートナー、組織のプロセスが果たす役割についての
見直し

▪ マーケティング、広告、メディア販売の取り組みをサポートするオーディエンスデータ
資産の活用を目的とした、ビジネスリーダーによるフレームワークの構築／強化
をサポートするインテリジェンスの提供

昨年のホワイ
トペーパーの

写真



▪ 本レポートの情報は、その多くが北米を拠点とする113の広
告主、マーケター、パブリッシャー、テクノロジー開発者、
マーケティングサービスプロバイダーを対象に実施したオンラ
イン調査結果に基づくものです。

▪ 調査は2017年9～11月に実施され、調査対象者は
DMAおよびIABのメンバーで構成される、特定の関心を
共有するパネリストたちです。

パネリストが所属する企業の業種
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49.1%50.9%

1.8% 1.8%

17.0%

37.5%
42.0%

1 

全く知識がない
2 3

少し精通している
4 5

非常に精通している

パネリストのマーケティング、広告、
またはメディアでの職務経験

データ／データ関連アプリケーション
（マーケティング、広告、メディアのアプリケーション）の利用経験

調査手法：経験豊富なマーケター、パブリッシャー、サービスプロバイダーがパネリストとして参加

テクノロジー開発者、
またはサービスプロバイダー
（ソリューションプロバイダー

を含む）

マーケター、広告
主、またはメディア
プロバイダー／
パブリッシャー

経験年数 パネリストの割合

1年未満 5.4%

1～5年 11.6%

6～10年 17.0%

11～15年 19.8%

16～25年 22.3%

25年以上 21.4%



「データセントリック」とは何か？どのように評価するのか？

本レポートにおける「データセント
リック」とは、オーディエンスデータ
を、広告、マーケティング、オー
ディエンスのエンゲージメントをは
じめ、企業全体のさまざまな目
的の実現をサポートする実用的
なインサイトの情報源として活
用するにあたって、組織の文化
や運営方法がどの程度進んで
いるのかを示す表現です。

今回の調査では、回答者の企
業のデータ、および関連リソース
の管理レベルにフォーカスし、右
に挙げる4つの柱を基準に評価
を行いました。
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• 人材、トレーニング、報酬計画、チームの任期が、組織におけるデータ
の活用や価値の抽出にどのように影響するか？人

• データの編集、管理、共有、ガバナンスのための効率的な組織構造が
確立されているか？プロセス

• オーディエンスビルディング、インサイトの獲得・開発、アナリティクス、
測定に役立つ適切なツールを活用しているか？

• システム間で正しく連携しているか？他の組織的なプロセスについてはど
うか？

プラット
フォーム

• ソリューションプロバイダー、データサプライヤー、その他のサービスプ
ロバイダーが、組織のサプライチェーンに密接に統合されているか？

• これらのパートナー間の協働を推進する仕組みが組織内で整備され
ているか？

パートナー



広告やマーケティングにオーディエンスデータを活用する戦略は、どの程度進んでいるか？
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データドリブンの変革が多くの組織で共通の優先課題となる中、多くのプラクティショナーは具体的
な成果の獲得に苦戦している

0.0%
4.3%

17.1%

38.6%

11.4%

28.6%

4.9% 4.9%

17.3%

49.4%

11.1% 12.3%

わからない 戦略や計画を
全く立てていない

戦略はないが、
今後策定する予定

戦略を策定中で、
まだ展開していない

戦略を策定し展開中だが、
まだ成果が出ていない

戦略を策定・展開し、
すでに成果を上げている

2016

2017

マーケターの大半がデータセントリックの実現に向けた戦略
を進めているものの… …実際に成果が上

がっているという回答
は比較的少ない



0.0%

20.0%

25.7%

30.0%

24.3%

1.2%

17.1%

41.5%

30.5%

9.8%

全く達成していない あまり達成していない やや達成している かなり達成している 完全に達成している

2016 2017
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データ量が加速度的に増大し、取り組みも複雑化する中、データユーザーは「データセントリック」の
達成に自信を失いつつある

現在の「データセントリック」の達成度は？



0.0% 0.0%

21.0%

34.6%

44.4%

全く達成していない あまり達成していない やや達成している かなり達成している 完全に達成している

2019までに
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…しかし、ほとんどの回答者が今後数ヶ月の間に達成度は大きく前進すると考えている

自社の「データセントリック」の達成度は、 2年後にどれ位になると予想されるか？



解説：調査結果が示す現状

➢ 理想的な成果を生み出すデータ戦略
がすでに策定され、実施されていると
回答した割合が、 2016年には
28.6％であったのに対し、2017年で
は12.3％ にまで減少。

➢ さらに「データセントリック」を「かなり達
成している」と回答した割合も、2016

年の54.3%から2017年は40.3%

に減少。

• 経験 = 認識：プラクティショナーは、成功や試行錯誤を経験
するにつれ、クロスチャネルのデータ統合、管理、アクティベーショ
ンに伴うさまざまな課題を認識するようになります。特に、組織
構造が複雑で、イノベーションの速度が遅い企業の場合は、そ
の傾向が顕著に表れます。急速な進展が明らかではない限り、
確実に進行していることを示す成功例を社内に見出すのは難
しいのかも知れません。

• 法規制による脅威の拡大：EU一般データ保護規則
（GDPR：General Data Protection Regulation）を
始めとする新しい法規制の施行が迫る中で、多くの組織にとっ
て消費者への対応や彼らとの繋がりをオンライン上で維持するこ
とが急務となっています。そのため、データセントリックな組織を目
指す変革のために確保していたリソースを、この分野に振り分け
る動きも一部で見られます（さらに、取り組むべき課題における
データ関連の項目の優先度が、短期的とはいえ低下していま
す）。

これらの結果は、多くの組織がデータや関連するア
クティベーションソリューションに多額の投資を行って
いるという事実に逆行しているようにも見えます。
しかし、ソートリーダーの見解を聞くと、この結果
にも納得することができます。
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人
人材、トレーニング、報酬計画、チームの任期が、組織におけるデータの活用や価値の抽出にど
のように影響するか？

• 前回のベンチマーク調査で、適切な人材や専門知識を確保することの難しさが浮き彫りとなってから、すで
に1年が経過しましたが、データセントリックの推進に必要なリソースの確保についての問題は、依然とし
て大幅な改善が見られないようです。

• 2016年のレポートでも報告したとおり、多くのプラクティショナーが「データアナリティクスこそ、今後のデータド
リブンなマーケティング活動で最も重視されるスキルだ」と考えています。しかし、データ管理やその処理に
重点が置かれる一方で、テクノロジー／ITの優先度は低下傾向にあります。

• また、データユーザーはこの1年間、データガバナンス分野のトレーニングに大きく注目しています。これは
GDPRなどの法規制への対応と考えられます。



確かな専門知識、スキル、経験を持ち、データ活用から価値を引き出せる人材が
社内にいると確信しているか？
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5.2%

21.3%

39.4%

27.7%

5.2%6.4%

25.6%

38.5%

28.2%

1.3%

1

全くそう思わない
2 3

少し確信がある
4 5

強く確信している

2016 2017

データセントリックを目指す組織にとって、引き続き「人材不足」が大きな課題となっている

平均：

2016年：3.07

2017年：2.92



87.3%

81.0%

34.2%

31.6%

19.0%

19.0%

8.9%

8.9%

7.6%

88.4%

69.0%

38.7%

45.2%

17.4%

21.9%

9.0%

4.5%

0.0%

データアナリティクス

データ管理・処理

マーケティング／管理

テクノロジー／IT

プロセスエンジニアリング

法務／データガバナンス

財務／予算管理

サプライヤー管理

その他

2017

2016

今後のデータドリブンのマーケティング、
広告、メディアの活動の支援において、
最も重要になると予想される特定のス
キルセット、または機能別のコンピテン
シーは何か？
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アナリティクスは最も必要とされるスキルセットではあるが、データ管理の効率化の必要性も
高まっているとプラクティショナーは考えている
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大規模なデータ漏洩が次々と発生していること、さらにGDPRを始めとする法規制の整備が進
んでいることを背景に、データガバナンスの重要性が改めて注目されている

62.8%

59.0%

46.2%

38.5%

33.3%

24.4%

23.1%

20.5%

9.0%

63.9%

60.6%

49.7%

39.4%

20.0%

25.8%

23.2%

14.8%

13.5%

データドリブンな組織文化の醸成

データアナリティクス／モデリングのトレーニング

組織横断でデータドリブンのマーケティング／メディア
アプリケーションのトレーニング実施

マーケティングサービスおよびテクノロジー
プロバイダーとの緊密なコラボレーション

データガバナンスのベストプラクティスに関するトレーニング

関連のテクノロジーの利用／管理のためのトレーニング

データの利用と管理にフォーカスしたキャリアパスの開発

内部システム、部門、リソースに関するトレーニング

データの利用と管理により密接に関連した報酬モデルへの見直し

2017

2016

必要とされるスキルセット／機能別のコン
ピテンシーの育成に最も役立つと思われ
るトレーニングや人材育成のイニシアチブ
は何か？



プラットフォーム
オーディエンスビルディング、インサイトの獲得・開発、アナリティクス、測定に役立つ適切なツール
を活用しているか？正しく連携しているか？他の組織的なプロセスについてはどうか？

• 全体的に見ると、プラクティショナーは既存のマーケティングテクノロジーをある程度信頼しており、既存
のテクノロジーでオーディエンスデータを有効活用できると考えています。つまり、2016年から状況は大きく
変化していません。

• 機能については、データユーザーはマーケティングデータの測定やアトリビューション分析、ならびにデータ
の処理やセキュリティのためのツールを利用したいと考える割合が増えています。

• マーケターやパブリッシャーは、サードパーティのソリューションプロバイダーやコンサルティング会社などの
利用を計画して、データテクノロジーの有効利用を推進しています。



現在使用しているマーケティングテクノロジーは、オーディエンスデータを有効活用する上で、どの程度信頼できるか？
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8.3%

21.7%

26.7%

31.7%

10.0%

4.2%

25.4%

46.5%

21.1%

2.8%

1

全く信頼できない
2 3

やや信頼できる
4 5

非常に信頼できる

2016 2017

全体的として、マーケティングテクノロジーに対する信頼度に大きな変化はない。
ただし、データツールセットに見出す価値についてはユーザーによって意見が異なる

平均：

2016年：2.93

2017年：2.93



49.3%

49.3%

35.2%

35.2%

33.8%

33.8%

31.0%

23.9%

22.5%

49.3%

40.6%

34.8%

32.6%

30.4%

19.6%

29.7%

26.8%

34.1%

予測アナリティクスとモデリング

クロスチャネルの測定とアトリビューション分析

キャンペーン管理
（セグメンテーションとオーディエンスの選定）

CRM／潜在顧客データベースの管理

データ管理プラットフォーム（DMP）

データの処理とセキュリティ

キャンペーンのレポーティングと測定

データの可視化

マーケティングオートメーション（MA）／
ルール主導の意思決定およびメッセージング

2017

2016

部門の活動支援において、最も重
要であり、データ活用を通じて大き
な価値を引き出すことが期待でき
るのは、具体的にどのようなテクノ
ロジーの機能か？

18

ユーザーがデータアクティベーション・ツールに求める最も重要な機能は、クロスチャネルの測定／
アトリビューション分析、データの処理／セキュリティである



56.5%

55.1%

50.7%

39.1%

31.9%

60.0%

60.0%

45.0%

38.3%

31.7%

現在のテクノロジー資産の機能を形式化して、組織のニーズ／
潜在的な解決策の特定および優先順位付けに利用する

より明確な投資機会を見出し、マーケティング
テクノロジーの選定／利用に役立てる

マーケティングテクノロジーの有効活用に向けて、サードパーティ
（コンサルティング会社、代理店など）のサポートを利用する

マーケティング部門や業務部門など、
IT部門以外でテクノロジーを一元管理

さまざまなテクノロジープロバイダーから提供される
各種テクノロジースタックのカスタム構築

2017

2016

マーケティングテクノロジーをどのよ
うに活用すれば、オーディエンス
データから生み出される価値を最
大化できると思うか？

19

サードパーティのパートナーを通じて、データテクノロジーの管理の効率化を目指すユーザーが
増えている



パートナー
ソリューションプロバイダー、データサプライヤー、その他のサービスプロバイダーが、組織のサプライ
チェーンと密接に統合されているか？これらのパートナー間の協働を推進する仕組みが組織内で整
備されているか？

• 昨年に比べると、データから価値を引き出す手段として、「サプライチェーンパートナーの活用」を挙げるデー
タユーザー増えています。また、マーケターやパブリッシャーも、マーケティングテクノロジーの利用を最適化すると
いう点では、パートナーの活用が有効な手段になると回答しています。

• プラクティショナーは引き続き、マーケティングサービスプロバイダーに期待する最も重要なニーズとして、「アナリ
ティクスのサポートとデータドリブンのインサイトの提供」を挙げています。

• 外部のメディア代理店への依存度が若干低下した一方、マーケターやパブリッシャーのアナリティクスコンサル
タントへの依存度は、他のパートナーへと比べて、依然、最も高くなっています



0.0%
3.4%

10.3%

39.7%

31.0%

5.2%

14.3%

0.0%

14.3%

21.4%

46.4%

3.4%

わからない 1

全く役立っていない
2 3

ある程度役立っている
4 5 

大いに役立っている

2016 2017

現在のサプライチェーンパートナーは、データからの価値
抽出の取り組みにどの程度役立っているか？

21

サプライチェーンパートナーにはさまざまなチャネル、業種、機能面での経験が期待されており、
オーディエンスデータのアクティベーションでその重要性が高まっている

平均：

2016年：3.27

2017年：3.46



52.4%

36.5%

36.5%

33.3%

31.7%

30.2%

27.0%

22.2%

19.0%

14.3%

56.0%

44.8%

39.2%

25.6%

28.0%

28.8%

20.0%

28.0%

14.4%

10.4%

アナリティクスを活用して、よりデータドリブンな
インサイトを獲得できるようにする取り組みをサポート

戦略アドバイザリーサービスの強化

データに対する投資の影響の測定／帰属を目的とする取り組みの支援

社内の部門マネージャーへのトレーニングの実施

組織／プロセス変更の支援

自社の業界の事例／ベストプラクティスをより多く提供

他のサプライチェーンパートナーとの連携の強化

サードパーティからより多くの（または高品質な）データを調達／集約

他の業界のリーダーからの事例／ベストプラクティスをより多く提供

柔軟性の向上を目的とした価格設定／サービスモデルの改定

2017

2016

パートナーがクライアントの組織の
取り組みを支援し、データ活用を通
じた価値の抽出を実現するために
は、どのような方法が最も効果的と
思うか？

22

データユーザーは、自社の組織にとって最も重要なサプライチェーンのニーズは、アナリティクスの
人材不足に関連していると回答



23

データアクティベーションの支援では、引き続きアナリティクスコンサルタントが最も重要な役割を
果たすと期待されている

2.07

1.93
2.00 2.04

2.16

2.36

2.182.13

1.80

2.02 2.02

2.31 2.34
2.22

1.0

2.0

3.0

ブランド／クリエイティブ
制作会社

メディア代理店 マーケティング戦略
コンサルタント

プロセスおよび
統合管理コンサルタント

データベース
管理者

アナリティクス
コンサルタント

サードパーティの
データ管理者

2016 2017

自社や自社のクライアントに関して、以下のサプライチェーンパートナーへの依存度は、
今後2年間でどのように変化すると予想されるか？

低くなる

変わらない

高くなる



プロセス
データの編集、管理、共有、ガバナンスのための、効率的な組織構造が確立されているか？

• データから価値を引き出すための必須条件として、データやデータインフラの所有権の一元管理がますま
す重要視されるようになっています。業務や部門部署（およびデータ資産）においても、サイロ化された
組織構造の解消、およびデータリソースの一元管理に同等の価値を見出しています。

• オーディエンスデータを利用するための既存のプロセスおよび組織構造について、マーケターの自信の度
合いは、昨年からほとんど変化していません。「現状のシステムが最適なデータ利用を考慮して設計されて
いるか？」という質問に対して、大部分が「やや自信がある」または「かなり自信がある」と回答しています。



プラクティショナーは、「データの所有権の一元管理がダウンストリームの価値を引き出すため
の鍵であり、その必要性が高まっている」と回答

25

21.5%

24.6%

26.2%

23.1%

18.5%

46.2%

43.1%

30.8%

58.5%

15.6%

24.7%

32.5%

32.5%

33.8%

33.8%

42.9%

48.1%

48.1%

関連テクノロジーの所有権の一元管理

全データ資産の一元保管

データの調達・利用を監視する「最高データ責任者（CDO）」の任命

データの整理を統制するための明確なガイドラインの策定

パートナーとのデータ共有に向けた手順／取り決めの標準化

KPIなどの指標の標準化

社内でのデータ共有に向けた手順／取り決めの標準化

データとデータインフラの所有権の一元管理

社内の部門部署間のサイロの解消

2017

2016

データ活用を通じた価値の
抽出を支援するために、自社
にとって最も重要と思われる
変化は何か？



オーディエンスデータの利用を推進するプロセスの構築は十分に進んでおらず、
現在の取り組みに「非常に自信がある」と回答した組織はごく少数にとどまる

現在の自社のビジネスプロセスと組織構造について、
オーディエンスデータを有効活用する上でどの程度の自信があるか？

26

5.4%

28.4%

45.9%

15.5%

2.7%

7.8%

27.3%

48.1%

14.3%

2.6%

1

全く自信がない
2 3

やや自信がある
4 5

非常に自信がある

2016 2017

平均：

2016年：2.81

2017年：2.77



まとめ



結論と課題

28

✓ 米国のマーケター、パブリッシャー、およびその他のデータ
ユーザーにとって、「データセントリックな組織」の実現に向
けた取り組みは、引き続き喫緊の課題となっています。

▪ オーディエンスデータやその有効利用を可能にする高度なツールは
数多く存在するものの、データから最大限の価値を引き出す過程で
は、今なお多くの組織がさまざまな障害に直面しています。

✓ データセントリックな組織の構築に向けた変革のプロセス
やタスクは複雑で、多くの組織がテクノロジーの導入、プロ
セスの管理、ビジネスケースの検証およびデータアクティベー
ションのサポートを、さまざまなサードパーティのパートナーに
頼らざるを得ない状況です。

▪ しかも、新規・既存の両チャネルのデータが増大するという問題が加
わり、さらにベストプラクティスのベンチマークや目標とするユースケース
も増加・複雑化し続けているため、タスクの実現はますます困難なっ
ています。当然、プラクティショナーは「データセントリック」の理想像を
認識し始めてはいるものの、目標とするレベルへの到達もまた、一層
困難になりつつあります。

✓ 成熟度が比較的高い米国市場において、データユーザー
が直面するであろう最大の課題は、マーケティングやメ
ディアに関する基本的なデータスキルセット、すなわち、
予測アナリティクス、セグメンテーション、モデリングのスキル
を持つプロフェッショナルをいかに育成するかということです。

▪ 予測アナリティクスやアトリビューション分析が果たす役割が、それに
対する予算配分（データ／データアクティベーションのための全予算
の8%弱）¹と比べてはるかに大きいこと、また、「人材育成」が課題
として最初に指摘されてから数年が経過していることから判断すると、
多くの組織にとって、適切なスキルセットを持つ人材の雇用、トレー
ニング、報酬計画の策定が今後も継続課題になると予想されます。

¹DMA/IAB/Winterberry Group、『データをとりまく現状 2017』、2017年12月



本レポートの作成者について
パートナーおよびスポンサー



Data & Marketing Associationについて

1917年の創立以来、データ&マーケティング協会（Data & Marketing 
Association、DMA) は1世紀にわたり、革新的かつ責任あるデータドリブンなマーケ
ティングを通じた消費者とのエンゲージメントおよびビジネス価値の創造を支援／主導しな
がら、データやマーケティング関連の課題解決に取り組み続けています。

当協会は、1,400を超える先進的なテクノロジー／データ企業、マーケター、エージェン
シー、サービスプロバイダー、メディア企業が加盟し、年間10万人以上の業界のプロフェッ
ショナルが参加するマーケティングエコシステム全体（需要側と供給側の両方）を代表し
ており、その独自の立場を活かして双方に利益をもたらすソリューションの開発を業界に促
し、マーケティング関連の革新的かつ破壊的なテクノロジーや手法によるROIの早期実現
に貢献しています。

DMAはデータドリブンなマーケティング業界への移行を推進しており、当協会のメンバーに
は次の4つの大きな柱を通じて支援を提供しています。（1）詳細なデータを、責任ある
方法で収集・整備することによって、顧客のニーズと興味を特定し、満足度の向上を支援
する、（2）データおよびマーケティングエコシステムの難題解決に向けたソリューションを前
進させ、変革を支援する、（3）データおよびマーケティングエコシステムの参加メンバーが、
オムニチャネルの世界でマーケティング組織の発展を主導できるようにするための教育を提
供する、（4）データドリブンなマーケティングをテーマとする世界最大のイベント
「&THEN」や、各種ライブイベントを通じて、最新情報、ベストプラクティス、新たなソリュー
ションを紹介する。

詳しくは、theDMA.orgをご覧ください。
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http://www.thedma.org/


インタラクティブ・アドバタイジング・ビューロー（Interactive Advertising Bureau、IAB）の
Data Center of Excellenceは、IABに所属する独立した運営組織です。IABの既存のリソー
スの強化と、デジタルメディア、マーケティング、および広告業界の「デジタルアジェンダ」の推進を目
的に設立されたData Center of Excellenceは、消費者、マーケター、およびそれらをサ
ポートするエコシステムの境界の定義をはじめ、摩擦の減少やデータチェーンに沿った価値の向
上に貢献することをミッションに掲げています。

IABのData Center of Excellenceの取り組みは、以下をフォーカスしています。
• 「データアジェンダ」の策定と推進を目的とした業界のソートリーダーの収集
• ベンチマークや実用的なインサイトの提供を目的とし、モバイル、プログラマティック、IoTをはじめ

とするプラットフォームでのデータ管理に関する市場調査への出資
• プライバシー、データセキュリティ、および消費者データ保護に関する業界のベストプラクティス、

ガイドライン、標準規格の開発
• マーケターや広告主向けに、データに関する知識を深めるための検定、インフォグラフィック、ビデ

オ、ウェビナー、セミナーなどの教材の作成
• 業界の著名人を招き、データ関連のトピックを議論するイベントの主催

詳しくは、iab.comをご覧ください。

IAB Data Center of Excellence

理事会員企業

31

IABのData Center of Excellenceについて

https://www.iab.com/topics/iab-data-center-of-excellence/


Winterberry Groupについて

Winterberry Groupは、広告、マーケティング、メディア、情報、およびテクノロジー分野の企業のビジネス拡大を支援する経営コンサルティング企業です。カスタム戦略の
策定や、機会の開拓、価値の向上を支援しています。提供するサービスは、以下のようなものがあります。

32

• ビジネスアセスメント
• 戦略的開発
• M&A相手企業の特定および判断

• 市場動向調査
• 相手企業の評価／顧客

デューディリジェンス
• 戦略的ロードマップの作成

• データアクティベーション戦略
• マーケティング関連のプロセス／プラットフォーム

アーキテクチャ、設計、およびRFP管理
• マーケティング部門のプロセスエンジニアリング

• カスタムリサーチ
• ソートリーダーシップ

企業戦略

M&A
トランザクション支援

データドリブンな
マーケティング変革

マーケット
インテリジェンス

さらにWinterberry Groupは、テクノロジー、メディア、マーケティング、Eコマース、およびヘルスケア関連のサービスを提供する大手投資銀行であるPetsky Prunier LLCと
提携することで、各分野の経験豊富な多数のコンサルタントが共同で戦略／トランザクションサービスを提供しています。

詳しくは、www.winterberrygroup.comをご覧ください。

http://www.winterberrygroup.com/


Criteoについて Deluxeについて

Criteo（NASDAQ:CRTO）はコマースマーケティングのリーダーとして、卓越
したパフォーマンスを発揮するオープンなコマースマーケティングエコシステムを構
築することにより、小売業者とブランドの利益および売上の拡大をサポートして
います。

世界各国の1万7,000を超える広告主およびパブリッシャーと、2,700名以上
からなるCriteoチームのパートナーシップを通じて、買物客が今まさに必要とし
ている、あるいはすぐに欲しいと考えている商品を即座に買物客と結び付けるこ
とによって、パフォーマンスの最大化を実現しています。

コマースに特化して設計されたCriteoのコマースマーケティングエコシステムは、
年間5,500億ドル相当の売上データを活用しています。

詳しくは、www.criteo.com/jpをご覧ください。

Deluxe Financial Servicesは、信頼のパートナーとして北米の5,600以上
の金融機関にサービスを提供しています。

競争力を高めるクラス最高の金融テクノロジーソリューションポートフォリオを通じて、
クライアント企業による顧客のターゲティング、獲得、リテンションを支援するとともに、
カスタマーエクスペリエンスの向上、作業の効率化のほか、商取引や財務運用の最
適化を推進しています。

詳しくは、www.deluxe.comをご覧ください。
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http://www.criteo.com/jp
http://www.deluxe.com/


Epsilonについて Equifaxについて

Epsilonは、革新的なサービスを包括的に提供するグローバルマーケティング企
業です。卓越したデータインテリジェンスやカスタマーインサイトをはじめ、ロイヤルティ、
電子メール、CRMのプラットフォームをはじめとした世界水準のテクノロジーの提供、
またデータドリブンのクリエイティブ、アクティベーション、実行を支援しています。
Epsilonのデジタルメディア部門であるConversantは、独自のテクノロジーと圧倒
的な規模、精度、リーチを誇る貴重な消費者マーケティングデータを駆使して、
パーソナライズされたデジタル広告およびインサイトを提供するリーダーであり、パー
ソナライズされたメディアプログラムと、Conversantが運営する世界最大規模のア
フィリエイトマーケティングネットワークであるCJ Affiliateを通じて提供されます。
これらすべてを総合して、パーソナライズされた消費者向けマーケティングサービスを、
オフラインおよびオンラインのチャネルにわたって適切なタイミングで展開することによ
り、クライアントのビジネス拡大を支援しています。
Epsilonは、Ad Age誌により世界第1位のCRM／ダイレクトマーケティングエー
ジェンシーネットワーク、米国第1位のエージェンシー（全分野）、米国第1位の
CRM／ダイレクトマーケティングエージェンシーネットワーク、米国第1位のモバイル
マーケティングエージェンシーとして認定されており、世界70ヶ所の拠点に8,000人
を超える従業員がいます。
EpsilonはAlliance Data®（アライアンス・データ）グループの1企業です。
詳しくは、www.epsilon.comをご覧ください。

Equifaxは、信頼性に優れた独自のデータ、革新的アナリティクス、テクノロ
ジー、業界知識を活用して、世界中の法人や個人のお客様を支援する情報
ソリューション企業です。Equifaxのソリューションによってナレッジをインサイトへと
変換することにより、お客様は確かな情報に基づき意思決定を行えるようにな
ります。

ジョージア州アトランタに本社を構え、事業拠点や投資先は北米、中南米、
ヨーロッパ、およびアジア太平洋地域の24ヶ国にまで拡大しています。スタン
ダード＆プアーズ（S&P）500®の1銘柄として選ばれており、ニューヨーク証
券取引所（NYSE）に普通株式が上場されています。（ティッカーシンボルは
EFX）

全世界に約1万人の従業員を擁しています。

詳しくは、www.equifax.comをご覧ください。
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LinkedInについて

2003年の設立以来、LinkedInは生産性の向上とビジネスの成功に向け、
世界中のプロフェッショナルをつなぐサービスを展開しています。

Fortune 500企業のエグゼクティブをはじめとする全世界の5億3,000万人が
参加する、世界最大のプロフェッショナル向けインターネットネットワークです。

LinkedInは、人材採用ソリューション、マーケティングソリューション、およびプレミ
アム契約を収入源とするさまざまなビジネスモデルを採用しています。

シリコンバレーに本社を置き、世界中に事業拠点を構えています。

詳しくは、www.linkedin.comをご覧ください。
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