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GLOBAL X ETFs リサーチ 
 

デジタル世界におけるデータの価値 

 

インターネット革命以前には、企業価値の評価は多くの場合その有形資産に基づいて行われていました。エネルギ

ー会社であれば石油・ガスの備蓄量、製造会社であれば所有している機械の価値に基づき評価が行われます。な

ぜならば、こうした物理的資産は価値創出のカギとなるからです。例えば、エネルギー会社は石油を地中から掘り

出して備蓄し、そのコストを上回る価格で売ることにより利益を得ています。 

 
しかし、インターネット接続の拡大に伴い、デジタル世界が出現し、世界の大手企業の多くが仮想資産、すなわ

ち「データ」から価値を得るようになりました。ソーシャルメディア、検索エンジン、Eコマース、人口知能（AI）、ク

ラウドコンピューティングなどを取り扱うハイテク企業は、各々の専有データを活用したハイパーターゲティング

広告、新しいヒットソングやテレビ番組の推奨、家庭用品を買いだめするタイミングの予測などを行ってビジネス

の利益を得ています。 

 
データは有形資産と異なり、ほぼ恒久的かつ非線形に成長する資産です。現在、全世界でデータが生成される量は

一日当たり2.5クィンティリオンバイトと言われていますが、インターネットにアクセスする人とデバイスの数が増えれ

ば、この数字は加速的に増えるでしょう。1 膨大なデータ収集量を引き続き確保し、データから利益を得る新たな技

術が出現すれば、きわめて価値の高い資産となり得ます。従って、企業の本質的な価値および成長可能性を適切

に把握するためには、企業が所有するデータをこれまで以上に適切に評価する分析フレームワークを考慮する必

要があります。 

 
データを資産と見なすべき理由 

 
インフォノミクス（情報の経済化）またはデータノミクス（データのビジネス化）の概念では、デジタル情報を合法的

な経済資産とみなしています。資産とは所有者に将来的な利益をもたらす可能性のある経済価値を有するものと

定義されています。例えば、ソーシャルメディア企業はユーザーデータ（年齢、性別、所在地など）を収集し、顧客

となりそうな消費者に焦点をあてた広告を提供し、その分高い広告料を請求することができます。もちろん、多く

のテクノロジー企業は遥かに大量かつ総合的なユーザーデータを収集しており、こうした情報から経済価値を引

き出すという実質的に無限大の可能性を創出しています。 

 
データを資産として取り扱う論拠の一つとして、企業がデータの収集、ストレージ、利用に莫大な投資を行っているこ

とが挙げられます。ビッグデータとアナリティクスに関する支出総額は2022年までに2,740億ドルに達することが予

想されています。2 それにもかかわらず、会計規則ではデータを資産とみなしていません。そのため、データのストレ

ージ・維持に関するコストは資本投資ではなく費用として取り扱われ、結果として収益が過小評価されることになり、

株価収益率（PER）などの収益関連の指標値を引き下げてしまいます。 

 
もし会計規則上データが資産として取り扱われるならば、一部の評価額は調整が必要となるでしょう。例えば、ハイ

テク企業は株価純資産倍率（PBR）などの資産ベースの指標に基づき、高いマルチプル（企業価値）で取引される

傾向があります。しかし、全ての企業が平等にそのバランスシート上でデータを資産として計上できるようになれば

資産の帳簿価額が増え、多くのハイテク企業がPBRベースの高いマルチプルを受けるようなことはなくなるでしょう。

さらに投資家にとっては、データが正確に計上されるようになれば、その企業の利益創出力を判断する重要な要因

として明確に把握することができるようになります。 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
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https://www.globalxetfs.com/privacy/
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データの価値を判断する方法 

 
S&P500種指数の上位5銘柄であるアップル、アルファベット、マイクロソフト、アマゾン、フェイスブックは全てデー

タリッチなテクノロジー企業であり、これら銘柄の合計が全体に占める割合は約26％となっています。こうしたこと

からもデータには極めて高い価値があることが伺われます。3 また、これらの企業は、テクノロジー業界で独占する

分野はそれぞれ異なるものの、世界有数のデータ収集者かつ利用者であるという共通点を持ち、収集したデータ

を様々な方法で活用して直接ユーザーから利益を得るか、あるいは商品力を強化することにより間接的に利益を

得ています。しかし、これら企業の保有するデータを具体的に評価することは困難な作業です。財務諸表に資産と

して計上されていないこともありますが、データの内容や利用方法が厳重に保護されていることも理由の一つです。

また、全てのデータが同じ価値を持つとは限りません。顧客情報、製品ステータス、売上高、ソーシャルメディアの

エンゲージメント率など、データの内容によって価値は異なります。また、データの質、正確性、適時性、規模によ

っても評価が変わってきます。 

 
一般的なデータ収益化戦略 

 
データリッチ企業にとって最も重要なことは、可能な限り多くのデータを収集し、これを最大限に活用して収益

化を図ることです。以下に挙げるのは、一般的なデータ収益化の戦略と、各戦略を効率的に実行している企

業の例です。 

戦略 目的 例 

 
 
 
 

 
商品力を強化する 

 
 
 
 

消費者の行動、需要、ニーズを把握するこ

とにより、現在提供している商品やサービ

スを向上させ、より消費者の役に立ちま

す。 

ネットフリックスとアマゾンはデータを収集して

消費者の行動と購買パターンを分析するデー

タ分析を実施し、その結果に基づいて商品の

推奨を行っています。ネットフリックスはビッグ

データを活用して視聴者の嗜好に合わせた番

組を推奨することにより、顧客維持費を年間約

10億ドルも節約しています。4 

データリッチ企業はPBRに基づきプレミアムで取引される 
出所：Global X ETFs データソース：Bloomberg 

データリッチ企業のPBR中央値 産業セクター企業のPBR中央値 

注：2020年11月13日現在のデータリッチ企業に関するIndxx AI＆ビッグデータ・インデックスおよび産業セクター企業に関する資本財セレク

ト・セクター指数の中央値に基づく。 

（倍） 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
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マーケットベースアプローチ 

 
コストベースアプローチ 

 

キャッシュフローベース

アプローチ 

 

 

 

 

 

効率的にターゲットを絞る 

 

 

 

ユーザーを詳しく理解することにより、適

切なメッセージを効果的に発信します。 

フェイスブックとグーグルは収集したユーザー

データに基づき関連性のある広告やコンテンツ

を表示しています。フェイスブックはターゲット

を絞った広告により過去12ヵ月間で780億ドル

の収益を計上しました。5 

 

 

 

 

新商品／サービスを創出する 

 

 

 

未開発の機会をとらえて新たなビジネス

分野を開拓します。 

ショッピファイ（Shopify）は、信用履歴を参照す

る従来の方法ではなく、売上高や在庫などの

商業情報を活用することにより、200～

1,000,000ドルのローンをパートナーに提供し

ています。6 

 

 

 

 

データのライセンスを供与する 

 

 

特有のデータを収集・編纂し、第三者機関

が独自の分析・利用を行えるようにライセン

ス供与します。 

ツイッター（Twitter）はデータマイニングを行う

企業（データマイナー）に収集したデータ（数億

件のツイートおよびユーザー行動）を販売して

います。データマイナーは購入したデータから

価値を引き出します。ツイッターのデータから

株価に影響を及ぼす世論を把握しようとするヘ

ッジファンドがその例です。ツイッターはデータ

のライセンス供与により過去12ヵ月間で約5億

ドルの収益を計上しています。7 

 

データ評価のための3つのアプローチ 

 
データの評価は、企業の資産を評価する場合と同様に、特に難解な理論を必要とするものではなく、その価値を
見出す方法も一つとは限りません。以下では、一般的なデータ評価の手法、すなわち、マーケットベース、コストベ
ース、キャッシュフローベースの3つのアプローチを説明します。これらは普通の資産を評価する場合にも用いら
れているものです。 

 

   
 

マーケットベースアプローチ 

 
既に述べたように、データは企業のバランスシートに計上されません。また、無形資産として認識されることもあり
ません。しかしながら、企業の合併、買収、破産申請、データ売却など過去の取引から、その企業のデータの価値
を推定することは可能です。例えば、買収された企業が所有するデータは最終的に買収した企業の営業権の一部
となります。 

 
具体的な例としては、2016年にマイクロソフトがリンクドイン（LinkedIn）を262億ドルで買収したことが挙げられます。
これはマイクロソフトにとって過去最大の買収案件でした。当時、リンクドインが保有していたユーザー数は4.33億
人で、そのうち1.06億人が月間アクティブユーザー（MAU）でした。8 これに基づき算出されるマイクロソフトの１ユー
ザーあたりの買収額は61ドル（あるいは１MAUあたり247ドル）となっています。現在、リンクドインのユーザー基盤
は7.06億人と、グローバルに拡大しており、他の条件が全て同じであると考えた場合、その企業価値は約430億ド
ルと見積もられます。9 

特定のデータ利用によって創出され

るキャッシュフローに基づきデータの

価値を評価 

データの収集、ストレージ、分析のコ

ストに基づきデータの価値を評価 

企業の合併・買収などの市場取

引に基づきデータの価値を評価 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
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ほかにソーシャルメディア分野における同様の取引例としては、2012年にフェイスブックがインスタグラム

（Instagram）を１MAUあたり20ドルで買収したことが挙げられます。10 また、ティックトック（TikTok）の米国事業は

米国で1億人のMAUを有しており、最近では一人あたり600ドルとして算定し、600億ドルの価値が見積もられてい

ます。11 

 
このアプローチでは、アクティブなソーシャルメディアユーザー（MAU）をデータとみなして価値を算定しています。ユ

ーザーは個人情報を提供し、デジタルコンテンツを生成・共有し、広告を閲覧します。多くのソーシャルメディア・プラ

ットフォームにとって、ユーザーはデータを生成する商品であり、同時に（広告の対象となることで）そのデータを価

値あるものにする消費者でもあります。従って、ソーシャルメディア・プラットフォームに関しては、ユーザーをデータ

と同等に取り扱うことは適切なアプローチと言えます。 

 
しかし、ソーシャルメディアユーザーの価値は時が経過するにつれて変動します。例えば、フェイスブックの時価総

額に基づく企業価値を取り上げてみると、１ユーザーあたりの市場での価値は上場以来150～420ドルの間で推移

しています。フェイスブックが2012年に新規株式公開を行った時点で１MAUあたり265ドルでしたが、2020年第3

四半期の評価では１MAUあたり272ドルと同水準に戻っています。こうした変動はあるものの、フェイスブックでは1

ユーザーあたりの収益性は堅調に向上しています。例えば、2012年第2四半期の1ユーザーあたり四半期収益の

平均は1.30ドルでしたが、2020年第3四半期では7.89ドルとなっています。１ユーザーあたりの収益性が向上すれ

ば、１ユーザーあたりのデータの価値も引き上げられます。ただし、企業価値の算定においては成長性も重要な要

因となります。フェイスブックは過去8年間でユーザーの収益性を向上させましたが、ユーザー数の増加は鈍化し

ているため、１MAUあたりの価値はほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 
コストベースアプローチ 

 
別のアプローチとして、データの収集、ストレージ、分析のコストを考慮して、最低限の価値を把握する方法が挙げ

られます。理論上、所有データの価値がコスト総額を下回る場合には、蓄積されているデータは存在していないこと

になります。収集コストを考慮に入れない場合、クラウドに蓄積されているデータのコストはおおよそ1ギガバイトあ

たり毎月0.02ドルあるいは50ギガバイトあたり1ドルと算定されます。12 

 
例えば、ネットフリックスの場合、ユーザーデータの価値を区分することができます。ネットフリックスは数百万のユー

ザーから閲覧データを収集して彼らの消費者行動や嗜好を把握し、これに基づいて制作する映画やテレビ番組の

種類を決定することで競争性を高めています。従って、ネットフリックスのユーザーデータの価値をコストベースで評

価する場合、収集する閲覧データの量およびデータのストレージ・分析コストを考慮し、純現在価値の算定を行いま

す。 

フェイスブックの１ユーザーあたり収益性が向上する一方で1ユーザーあたり時

価総額は横ばいで推移 
出所：Global X ETFs データソース：Bloomberg 

フェイスブックの1ユーザーあたりの平均収益（LHS）と時価総額（RHS）（期間：2012年第2四半期～2020年第3四半期） 

グローバルARPU 1ユーザーあたりの時価総額 （右軸） （左軸） 

https://www.globalxetfs.com/
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入力データ： 

 
 クラウドにデータを蓄積するコスト＝1ヵ月あたり0.02ドル/GBまたは1年あたり0.24ドル/GB13 

 ネットフリックスを閲覧する平均時間（分）＝7.4分/日14 

 閲覧1分あたりの平均データ生成量＝102MB/分15 

 
結果： 

 
 生成されたデータ：7.4分/日×102MB/分×365日/年＝275.5GB/ユーザー/年 

 275.5GB×0.24ドル/GB＝１ユーザーあたりの年間データストレージコスト合計66ドル 

 
この結果と今後3年間のネットフリックスの推定ユーザー数に基づき、コストベースのアプローチによる同社のユー

ザーデータの純現在価値は124億ドルと推定しました。16 すなわち、コストベースのアプローチによるネットフリック

スのユーザーデータの価値は同社の時価総額の6％に相当します。17 

 

 

 
コストベースアプローチにはいくつかの短所があります。まず、データストレージコストの算定額はデータストレージ

プロバイダーとの交渉次第で大きく異なる可能性があるほか、企業自身がデータセンターを建設する場合もありま

す。さらに、生成データが最終的に蓄積される量や期間を見積もることも困難です。また、コストベースのアプローチ

では、最低限のデータ価値を設定するのみで、データの将来の利益創出力については評価しません。ネットフリック

スの場合、ユーザーデータ収集の歴史が長いことは、新規参入の同業者に対する優位な競争力を意味するため、

コストベースアプローチが示唆する数値よりも高い価値を有する可能性があります。また、ストレージコストはデータ

の収益性を効果的に確保する要因の一つにすぎません。例えば、データ収集・分析コストがストレージコストを上回

るケースも多いのです。従って、全ての要因を考慮せずに評価を行うことは、企業のデータの本質的な価値を過小

評価してしまうリスクも伴います。 

 
キャッシュフローベースアプローチ 

 
企業がデータを直接フリーキャッシュフローに転換させる場合もデータの本質的価値を推定することができます。例

えば、消費者信用調査会社のエキファックス（Equifax）は、信用履歴、現在の信用状態、支払歴、住所など、個人

消費者や企業に関する情報を販売しています。同社は1億500万件のアクティブな記録を格納するデータベースに

ネットフリックスの推定ストレージコストによってデータ価値を見積もる 
出所：Global X ETFs データソース：Bloomberg 

ネットフリックスの加入者（単位：100万人- LHS）と推定生成データ（単位：10億GB- RHS） 

ネットフリックス加入者（単位：100万人） 推定生成データ（単位：GB） 

加
入
者
単
位
：1

0
0
万
人

 

デ
ー
タ
単
位
：
1
0
億

G
B

 

* 推定 
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よって年間収益39億ドル、年間EBITDA13億ドルを計上しています。18, 19 これらの数値に基づき１記録あたりの年

間収益を算定すると37ドルとなります。 

 
ツイッターのケースも、直接データをライセンス供与する例です。ツイッターは1日あたり5億以上のツイートを蓄積し

ており、企業はこうした過去データおよびリアルタイムデータにアクセスするために料金を支払い、使用許可された

データから新製品開発のアイデアを得たり、消費者トレンドを把握したりするほか、投資の判断材料として利用する

こともあります。ツイッターのデータライセンス収益は、2015年第3四半期の5,600万ドルから2020年第3四半期の1

億2,800万ドルと、過去5年間で大きく伸びています。20 また、同事業の将来キャッシュフローの現在価値が今後5年

間で上昇することを考慮すると、ツイッターのデータの価値は28億ドル、あるいは同社の時価総額の約8％と推定さ

れます。21 

 

 

 
キャッシュフローベースの分析が用いられる場合、アナリストは現存データから得られるキャッシュを算定し、成長性

を予測し、これらの価値を現在価値から割り引きます。ここで考慮すべき重要な要因は、データの収益が規模に比

例して増加するという点です。言い換えれば、ある企業が所有するデータ量が倍増した場合、そのデータの価値は3

倍になる可能性があるということです。その例として、中国の大手フードデリバリー会社「美団点評（Meituan 

Dianping）」が有する強力なネットワーク効果が挙げられます。美団点評のプラットフォームを利用して買い物をする

客が増えれば増えるほど、このアプリを利用して商品を売ろうとする販売店が増え、買い物客と販売店との間でデ

ータの収集、利用、および価値創出という好循環が生み出されます。同じ原則が多くのデータリッチ企業にも当ては

まります。収集するデータが多ければ多いほど、商品の質が向上し、結果として顧客となるユーザーも増えます。そ

して、ユーザーから収集するデータがさらに増えていく、という仕組みが出来上がります。こうした特性が、ソーシャ

ルメディア、検索エンジン、Eコマースの分野において独占企業や集中産業が出現する主な理由となっているのです。

従って、キャッシュフローベースの分析を採用する場合、データの現在価値だけを考慮するのではなく、プラットフォ

ームで収集される補完的な情報が増えるにつれデータの価値がどのように高められていくのかについても考える必

要があります。 

 
データリッチ企業：好機をとらえる 

 
ここではデータ評価の手法をいくつかご紹介しましたが、企業が保有しているデータの内容や収益化する方法につ

いては多くの場合極秘扱いとなっています。しかし私たちは、世界が加速的な勢いでデータを創出していること、そ

してデータの価値もまた急速に上昇していくであろうことを知っています。現段階で既にデータの収集・管理に熟練し

ている企業は、今後もさらなるデータ収集に有利な立場を維持し、データ資産の効果的な収益化を達成することが

できるでしょう。現在の急速にデジタル化していく世界において、企業はデータへの投資を急速に増やしており、今

後はAI開発、AIaaS（サービスとしてのAI）、AIハードウェアなど、非構造化データを構造化データに転換する企業を

含むデータサービス企業やハードウェア企業、および量子コンピューティング企業がデータ重視の戦略によって恩

恵を受ける公算が大きいでしょう。 

データの関連性が高まるにつれ、ツイッターのデータライセンス収益も増加 
出所：Global X ETFs データソース：Bloomberg 

ツイッターのデータライセンス収益（単位：100万ドル） 

https://www.globalxetfs.com/
https://www.globalxetfs.com/research/
https://www.globalxetfs.com/about/
https://www.globalxetfs.com/contact/
https://www.globalxetfs.com/news/
https://www.globalxetfs.com/privacy/
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1. TechJury、「2020年にデータが毎日生成される量は？」、2020年9月10日。 

2. IDC、「IDCの予測では、今年度におけるビッグデータおよびビジネスアナリティクスソリューションの収

益は1,891億ドル、2022年までには2桁の年間成長が予想される」、2019年4月4日。 

3. 注：データソース：FactSet、2020年11月13日。 

4. Medium、「ネットフリックスがデータサイエンスを利用して1,000億ドル規模の企業に成長した方法」、2020

年8月7日。 

5. 注：フェイスブックの広告部門による過去4四半期の収益合計。データソース：Bloomberg、2020

年10月30日。 

6. ショッピファイ、「2020年にShopify Reuniteで配信する内容」、2020年5月20日。 

7. 注：ツイッターのデータライセンス部門による過去4四半期の収益合計。データソース：

Bloomberg、2020年10月30日。 

8. フォーブス誌、「マイクロソフトがリンクドインを買収した真の理由」、2016年6月14日。 

9. リンクドイン、「当社について」、2020年10月7日に閲覧。 

10. 注：インスタグラムが月間約5,000万人のMAUを所有していた時点での10億ドルの取引。 

11. BusinessOfApps、「TikTokの収益・使用統計（2020年度）」、2020年10月1日。 

12. Google Cloud、「クラウドストレージの価格設定」、2020年10月8日に閲覧。 

13. 同上。 

14. Vox、「次に見るものを選ぶまでに費やす時間は？」、2019年11月20日。 

15. TechJury、(n1) 

16. 注：NPVの算定には、ディスカウントレート3％および今後13四半期における四半期ユーザー数伸び率

5.41％（過去13四半期の平均値）を使用している。 

17. 注：2020年11月13日現在のネットフリックスの時価総額。 

18. エキファックス、「バークレイズ信用情報機関デー」、2020年9月9日。 

19. 注：エキファックスの過去12ヵ月間の収益（2020年9月30日現在）。 

20. 注：データソース：Bloomberg 

21. 注：NPVの算定には、ディスカウントレート3％および今後5年間における収益成長率10％（直近の年

間成長率）を使用している。2020年11月13日現在のツイッターの時価総額。 

 

投資には元本が毀損する可能性などのリスクが伴います。国際投資には通貨価値の不利な変動、一般に公正妥当と認められる会計原則の相違

または他国の社会的、経済的もしくは政治的不安定性を原因とする元本毀損リスクが伴う場合があります。新興国市場については上記と同一の要

因ならびに高い変動性および低い流動性に関係する他市場より高いリスクが伴います。 

IT企業は製品の急速な陳腐化および業界における激しい競争の影響を受ける可能性があります。ソーシャルメディア企業への投資に関連するリスク

には、ハードウェアまたはソフトウェア障害を原因とするサービスの中断、第三者が提供するサービスの中断または遅延、ソーシャルメディアに関する

企業が管理および送信する特定のプライバシー情報、機微および占有されている情報、および秘密情報に関するセキュリティ違反、プライバシーに関

する懸念および法律、進化し続けるインターネット規制ならびに企業の事業活動に制限その他の影響を及ぼす可能性のあるその他の国内外における

規制等が含まれます。 
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