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3. 成長段階（Thrive）
ネクストノーマルに向けた準備を行う（成長段階に関するインサイトは準備中）。

原　　著：「COVID-19 Shaping the Future Through Digital Business」
注意事項：本書はDeloitte Touche Tohmatsu Limitedが2020年5月に発表した内容をもとに、デロイト トーマツ コンサルティング
合同会社が翻訳したものです。和訳版と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文を優先します。

デロイトでは以下の優先領域において回復段階の
リーダーをサポートするインサイトを提供している。

信頼の確保
コマンドセンター
戦略
ワークフォース
事業継続性と財務
サプライチェーン
カスタマー

テクノロジー&デジタル
サイバー
M&A
環境・社会・ガバナンス（ESG）

2. 回復段階（Recover）
 
レジリエントなリーダーは回復段階を組織、チームとス
テークホルダーにとってのジャーニーとして定義する。
成長段階に向けては5つの行動が求められる。

1. 必要なマインドセットのシフトを理解する
2. 不確実な要素とその影響を理解し、道筋を示す
3. 回復のカタリストとして信頼を確立する
4. 目的地を定め、回復の手引書を策定する
5. 他のリーダーの成功から学ぶ

回復段階の詳細については、以下の記事も参照する。
The Essence of Resilient Leadership: Business 
Recovery from COVID-19

1. 対応段階（Respond）
危機の中で組織をうまく導くレジリエントな（危機対応力が高い）リーダーは、思いやりを持って論理的に計画する、ミッショ
ンを最優先する、といった5つの基本的要素を持つ。また、レジリエントなリーダーはプラン、ヒト、オペレーションの3つの
次元にわたって具体的な行動をとり、ロケーションやセクターの文脈でそれらを評価する。最後に、同じ危機的状況に対応し
ているリーダーからの学びを取り入れる。
対応段階の詳細については、以下の記事も参照する。
ビジネスリーダーに求められる危機対応力（レジリエンス）とは

COVID-19への対応状況は地域、セクターによりさまざまでは
あるが、典型的な危機は、企業が喫緊の課題に対処し事業活
動の継続性を確保する対応段階、企業が危機から学び経営基
盤を強化する回復段階、危機後の「ネクストノーマル」（新たな
ビジネス環境）への準備を行い戦略を策定する成長段階の3つ
の時間枠で展開すると考える。

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/economy/covid-19/guide-to-organizational-recovery-for-senior-executives-heart-of-resilient-leadership.html
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/risk/articles/srr/heart-of-resilient-leadership-responding-to-covid-19.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/the-heart-of-resilient-leadership.html?icid=nav2_the-heart-of-resilient-leadership
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/the-heart-of-resilient-leadership.html?icid=nav2_the-heart-of-resilient-leadership
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テクノロジーを活用して
回復をサポートし、永続的な
変化を創り出す 

対応段階に関するテクノロジーリー
ダーへのインサイトは以下の記事を
参照する：
COVID-19：People, technology, 
and the path to organizational 
resilience

COVID-19の影響は世界中に瞬時に拡がり、地理、社会、経済の面で、
同時に広く及んだ。組織やそのリーダーは前例のない脅威に直面し、難
しい状況の中での意思決定を迫られている。

テクノロジーリーダーも例外ではなく、むしろ組織のもっとも多面的な
課題に直面している。顧客のデジタルチャネルへのシフト、サプライ
チェーンの再構成、従業員のコラボレーションに必要なキャパシティや
帯域幅、リモートワークのサポートに必要なライセンスや機器など、迅
速な拡張と強化を必要とする数多くの問題が一晩で積み上がった。

テクノロジーリーダーは組織の未来を形作る上でかつてないほど重要
な役割を負っている。危機により会社、学校、競技場、店舗、エンターテ
イメント施設などの物理世界がシャットダウンする中で、デジタル世界が
隙間を埋めると誰もが考えている。しかし、それは現実的なのだろうか。
レジリエントなリーダーは、これが回復を支援するだけではなく、テクノ
ロジーによって組織の成長と繁栄を支える機会となることを理解し、挑
戦しなければならない。

COVID-19ほどの世界的な危機に対処するための実証済みのロー
ドマップは存在しないが、すべてのレベルのリーダーは対応、回復、
成長の3段階を通じて行動する必要があると考える。
世界中のテクノロジーリーダーがCOVID-19に相対し、従業員の安全
とビジネスの継続性を確保するための重要な意思決定を迅速に行った i。
今後はパンデミックの進行に合わせ、回復と成長という次のステージに
段階的に移行する必要がある。

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/people--technology--and-the-path-to-organizational-resilience.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/people--technology--and-the-path-to-organizational-resilience.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/people--technology--and-the-path-to-organizational-resilience.html


1. 回復へのジャンプ
スタートとスケーラ
ビリティの確保
パンデミックの複雑性を考えると、回復段階においてはこ
れまでにないレベルのオーケストレーション、コミュニケー
ションやアーキテクチャの変更が必要になると想定される。
このステージでの最初のステップは、危機の展開に合わせ
て発生した事象に対する暫定対応の調整をすること、ある
いは誤った対処を認識し、継続的な改善活動にコミットす
ることとなる。
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1. 回復へのジャンプスタートとスケーラビリティの確保

従業員のエクスペリエン
スを支援・向上し、コラ
ボレーションと協創を促
進する。
従業員を関与させ、必要な機能を提供し、サポートすることは難しいタ
スクであり、特にリモートワークに不慣れな場合は難易度が高まる。一
方で、デジタル化を加速する大きな機会にもなる。未来の仕事・働き方
への流れは、準備の有無に関わらずすでに始まっている。テクノロジー
リーダーにとっては、従業員が新しい仮想環境での業務に必要なツール
やスキルを持っていること、コラボレーションツールが効果的であること、
物理的なワークスペースがなくても社内で仮想的な連携が取れているこ
とが新たな喫緊の課題となる。加えて、物理的・社会的コミュニケーショ
ンが取れない状況におけるスタッフのストレス・メンタルヘルス管理の
ための新しいツールやリソースの配置も重要なタスクとなる。

新しい業務環境をサポー
トするテクノロジーを確
保する。
さまざまなリモートロケーションから大規模に接続する状況は、セキュ
リティや可用性の面でシステムに大きな負荷をかけている。リモートか
らのアクセスの急増により多くのVPNやアクセス制御に問題が生じた。
パッチ未適用のシステムの特権アクセスが、ファイヤウォールに保護さ
れない状態で晒されるケースもあった。数週間という短期間にフィッシ
ングメールは667%に増加した ii。コラボレーションアプリがハッキング
され、攻撃的な言葉や不適切なコンテンツが差し込まれるといった問題
も発生し、一部の組織ではこういったバーチャルツールの利用が禁止さ
れた。テクノロジーリーダーは、現在利用中あるいは提案されているソ
リューションの安定性やセキュリティを多様なオペレーティング環境でテ
ストし、信頼性とスケーラビリティが高く、安定したサービスレベルで利
用できることを確認する必要がある。そのためにはベンダーの切り替え、
新たなソリューションの選定や、リモートワークに適したポリシーの策定
なども必要となる可能性がある。最終的には、リスク管理とレジリエン
スの確保が重要なポイントとなる。
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1. 回復へのジャンプスタートとスケーラビリティの確保

戦略的対応に必要なモニ
タリングの「コマンドセン
ター」を構築する。
緊急対応から、慎重に回復のステージに移行するため、テクノロジー
リーダーは対応策の効果をモニタリングし、将来のニーズを予測する必
要がある。端的にいうと、経営陣の関心事は回復の準備時期にある。
標準回答は存在しないが、複数のシグナルや条件を組み合わせ一定程
度の裏付けとすることで、十分に計算されたリスクを取りながらビジネ
スを前進させることが必要だと考える。そのための取り組みの1つとし
て、リアルタイムの状況把握、能動的なアラート、診断的な洞察と自律
的な実行を可能とする「コマンドセンター」を、主要なビジネス領域と
共同で構築することを推奨する。コマンドセンターはテクノロジー機能
のメンバーとビジネスからのメンバーで構成され、自動化、人工知能、
機械学習や高度なアナリティクスを使い、社内のCRMやERPシステム
からデータを収集し、消費者需要に関連する市場シグナルを理解するた
めエコシステムパートナーとも協業する。カスタマーサービスコマンドセ
ンターからは受注処理、商品の入手可能性と配送スケジュールをリアル
タイムで収集する。オペレーションコマンドセンターからは在庫レベル、
物流のバックログやその他のキャパシティ制約に関するデータを収集す
る。ビジネスリーダーは、これらのコマンドセンターが提供するインサイ
トに基づいて将来の組織戦略や計画を策定しながら、顧客のニーズを
満たし再び市場で戦うための短期的な意思決定も行う。

未来の危機に備えるため
の手引書を作成する。
これは世界が直面した最初の危機ではなく、最後でもない。短期的に
はCOVID-19の第2波、第3波に備える必要がある。テクノロジー組
織は危機の対応段階においてリスク評価を行い、リスク軽減計画とアク
ションを策定する中で、効果的な取り組みや教訓を多く得られたはずだ。
回復段階では成果と改善が必要な事項の文書化を行い、計画の観点か
らは今後の落とし穴を回避するための修正措置を講ずることが重要と
なる。そのプロセスの一部として、まだ考慮していない潜在的リスクと、
ビジネスの運営が変わった場合のテクノロジーへの影響について、継続
的なシナリオプランニングが必要となる。計画変更の必要性を示唆する
アラートが発生した際には、代替シナリオの比較・分析に基づき、最適
なアクションを特定のステークホルダーに提案するプロセスも必要だろ
う。これにより、事業継続性計画の強化と重要な依存関係の特定が可
能となる。



2. 将来への備えと
レジリエンスのため
のビジネスオペレー
ション安定化
世界のビジネスはいずれ再開する。その際には、対応段階
で適用した応急処置やパッチワークのようなソリューション
では厳重なテストに耐えられない可能性がある。緊急時は
スピードが優先されたが、回復段階では長期的なレジリエ
ンスが優先される。回復モードにある多くのテクノロジー
リーダーにとっては、緊急的に導入したソリューションやプ
ロセスの安定化と強化を図るため、デプロイ戦略の見直し、
関連インフラの構築と、組織やパートナーネットワーク全体
に及ぼす影響の十分な理解が必要となる。
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2. 将来への備えとレジリエンスのためのビジネスオペレーション安定化

デジタルイノベーションと
デジタルプレゼンスを強化
する。
ロックダウンや外出規制により、多くの企業は顧客の購入パターンの急
激な変化に直面した。機敏な企業は既存の顧客ベースとのエンゲージ
メントを維持するため、デジタルチャネルの革新や拡大で対応した。こ
れにはカスタマージャーニーや顧客ニーズの深い理解が必要であり、特
にCOVID-19においてはその変化の仕方に関する理解が求められた。
これらの企業は、顧客理解とデジタル的なビジネスの柔軟性を組み合
わせ、顧客にとって「意義ある時間」を作り出すことができた。遠隔医
療はその一例であり、遠隔診療プラットフォーム、遠隔患者向けに再構
成されたチャットボット、患者、家族や医師を繋ぐコラボレーションツー
ルの利用により、多くの国・地域で急速に主流化しつつある。プロフェッ
ショナルサービス、教育やスポーツ業界でさえも、新たなデジタルエン
ゲージメントにより再定義されている。テクノロジーリーダーにとっての
課題は、危機対応の中で付加あるいは強化した機能のうち、何を恒久
化すべきかという点にある。さらに、将来の顧客ニーズを慎重に予測し、
関連するテクノロジーケイパビリティの準備や組織全体の連携によりそ
れをサポートする必要がある。COVID-19後の世界では、以前とは異
なるバリューチェーン、マーケット、顧客嗜好や競合に相対する可能性
が高い。

カスタマーサポート業務
を先進化する。
コールセンターへの問い合わせ件数増加により、待ち時間が一時10時
間を超えるケースも見られた。こういったボトルネックの中にはデジタル
ソリューションで解消できるものもある。電話やメールといった従来の
チャネルがパンクする中、企業はイノベーティブなアプローチでカスタ
マーサポートを見直し、AIボットの導入やオンラインチャネルのAI機能
付加、コールセンタースタッフがリモートワークをするためのツール構
築などに取り組んだ。ライブチャットやWhatsApp、SMSといった非公
式なチャネルを活用した場合は、カスタマーサポート担当者が各チャネ
ルに共通して最高の顧客体験を提供できるよう、全体と整合させ、統合
する必要がある。テクノロジープラットフォームプロバイダも新機能を開
発し、顧客やマーケットプレイスへのサービスやツールの無償提供を行っ
ている。たとえばAmazon Web Services（AWS）は、リモートワーク、
オンライン学習や教育をサポートするためにツールの種類、テクニカル
サポート、販促クレジットを充実させた。ServiceNowは、COVID-19
の感染拡大と戦う政府機関などの顧客のために、緊急対応アプリを4
種類ローンチした。テクノロジーリーダーは顧客の対応と回復を支援・
促進するために取り得る追加策について適切に評価する必要がある。
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2. 将来への備えとレジリエンスのためのビジネスオペレーション安定化

信頼できるテクノロジー
エコシステムを形成する。
回復を進めるにあたり、エコシステムパートナーにも自社と同等の慎重
さを求める。企業のエコシステムは多くの場合、幅広く複雑である。そ
の中には危機に直面し、サービスの調整やイノベーティブなソリューショ
ン提供、長期的関係構築への投資を推進してくれたパートナーもあれ
ば、対応が遅く、状況の深刻さに拍車をかけたパートナーもあっただろ
う。状況が落ち着いた頃にエコシステムの総合的な成績表を作成し、信
頼できるパートナーの特定と、リレーションシップ深耕のための投資を
行うことを勧める。それらのパートナーは回復期の次の数ヶ月において
重要な役割を果たす可能性が高く、成長段階の計画策定において連携
することも有効となる。逆に、危機的状況を不当に利用しようとしたパー
トナーがいた場合は、切り替えを検討すべきである。最後に、安定性を
優先し内部化すべき役割や機能がないかも検討すべきである。人材、テ
クノロジーの両面において固定・変動のバランスを取ることが、不確実
な時期の機敏性維持につながる。

自動化パイロットプログ
ラムを拡大する。
自動化やロボティクスは人から職を奪うと言われることも多いが、
COVID-19による危機と戦うにあたっては救世主となっている。人によ
る業務が欠勤やリモートワークで制約を受ける中、人工知能やロボティ
クス、自動化によるイノベーションが継続性を支えた。置き換えが進ん
だ業務の中には、今後、人の高付加価値業務へのシフトにつながるも
のもあるだろう。業務のデジタル化、多角化が進み、データドリブンにな
ると、自動化により人が本来持つ創造性や感情知能を発揮する余裕が
生まれる。このトランジションによって作られる「スーパージョブ」は、生
産性と効率性を大幅に向上させる可能性がある。まずは緊急対応で導
入したイノベーションや、以前に実施していた自動化パイロットを拡大
し、機械によるオーグメンテーション（テクノロジーにより人間の能力を
拡張すること）を利用した安定性の高い働き方に移行する。マニュアル
で面倒なビジネスプロセスや、特に複雑な計算を要するプロセスなど、
自動化の機会を積極的に探すことが重要なステップとなる。
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2. 将来への備えとレジリエンスのためのビジネスオペレーション安定化

レジリエントなテクノロ
ジーアーキテクチャを構
築する。
先行する組織は、危機の間にテクノロジーアーキテクチャを機敏かつ柔
軟なアプローチに進化させ、よりイノベーティブな企業との競争にも耐
えられる状態を作った。レガシーシステムや技術的負債を持たないデジ
タルビジネスは調達やオペレーションのパターンを迅速に調整したが、
一部の大企業も同様の俊敏性を見せた。投資済みのテクノロジーをさ
らに活用することが重要なポイントであり、特にクラウドベースサービス
のスケーラビリティとスピードの確保は当然取り組むべき領域の1つで
ある。その観点で教訓を1つ挙げるとすれば、クラウドベースのプラット
フォームアプローチやそれをサポートするモダンアーキテクチャ（マイク
ロサービス、API戦略、ローコードアプローチなど）に投資していた企業、
特にグローバル展開している企業は、アプリケーションのスケーラビリ
ティに関する問題には比較的容易に対応できたということだろう。この
危機により、テクノロジーとビジネスプロセスのオーナーシップが複雑
に連携した、プロダクトベースによるエンドツーエンドのテクノロジーデ
リバリーモデルへの移行が多くの企業にとって必然となった。今後のテ
クノロジーアーキテクチャは、セキュリティと信頼性を保ちつつ、ビジネ
スイノベーションと変革の障壁とならないよう、柔軟性を確保しなけれ
ばならない。そのためにはアーキテクチャチームを成長貢献機能として
再定義することが必要となるが、54%の企業がアーキテクチャのスキル
と要員数にギャップを感じていることを踏まえると、それは困難なタスク
となるだろうiii。

センシング機能を 
設立する。
企業のアジリティには事象の予測と迅速な対応の両方が必要となる。た
とえば、自然災害、政情不安や健康被害によるサプライチェーンへの影
響を判断するためのジオリスクモデリングがあると、ビジネスリーダー
は人的リソースや財務上の予測についてより適切な意思決定が可能と
なる。コマンドセンターは主要な資材フローの最適化、高リスク発注の
特定、供給ラインの見直しや、動的な価格調整も可能となる。センシン
グと、AIを応用した予測モデリングにより、テクノロジーがビジネスにも
たらす価値が増大し、リアルタイム性が高まる。
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2. 将来への備えとレジリエンスのためのビジネスオペレーション安定化

アジリティ確保のために
テクノロジー投資の配分
を見直す。
危機により多くの企業でテクノロジー投資が大きく調整された。より広
範なコスト削減の一環で停止されたプロジェクトや、計画の見直し、縮
小がされたものもある。逆に、CEOやCFOの即断により新しく開始さ
れたイニシアティブもある。長期的には、速いスピードでイノベーション
やオペレーションを行うための柔軟なアプローチが必要であり、そのた
めには予算化や執行においてテクノロジーと財務の機能がより緊密に
連携することが求められる。イノベーションへの投資不足は、その中の
討議事項として最重要項目となるだろう。テクノロジーリーダーがイノ
ベーションに配分する予算は全体の20%弱に止まる iv。回復段階にお
いて企業が新しい働き方を模索する中では、この配分を拡大する必要
があるだろう。イノベーションとビジネスアジリティをサポートする、より
アジャイルな財務、計画策定と予算プロセスへの移行は迅速に行う必
要がある。

資産の状況を把握する。
資産のデジタル化が進むことでセキュリティの境界線が急速にシフトし、
脅威が拡大している。アグレッシブなサイバー攻撃の被害に合わないよ
う、組織全体における継続的なサイバー監視が必要不可欠となる。もっ
とも防御性が高い状態を作るためには2つのタスクを優先的に実行す
る必要がある。1つめは最新の脅威インテリジェンスを継続的に収集す
ることで、2つめは人工知能や機械学習といった新しいテクノロジーを
活用して、脅威パターンと必要な防御措置を特定することである。

組織のメンバーを深く理解
する。
デジタル化された業務環境とデジタルチャネルへの顧客のシフトにより、
従業員、顧客やその他の企業関係者が「自分が何者であるかを証明す
る」ことが今まで以上に重要となる。盗難、詐欺やデータ侵害といった
簡単なソーシャルエンジニアリングにより、企業のレピュテーションは傷
つき、顧客の信頼は損なわれる。組織全体において、安全なトランザク
ションと優れたユーザーエクスペリエンスの間の適切なバランスを見極
める必要がある。難題ではあるがその成果は大きく、最適なバランスの
特定により、オンラインサービスの全社展開や対象ユーザー（顧客）の
拡大に際しての自信につながるだろう。

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/global-cio-survey-2018/IT-operating-models.html


3. 「ネクストノーマ
ル」の定義づけと長
期的成長に向けた
準備
回復に向かう中で、危機によってもたらされた変化から「ネ
クストノーマル」（新たなビジネス環境）を形成するものを予
測し、将来の競争環境を見据えることが重要となる。パンデ
ミックとその余波への対応にはさまざまな紆余曲折が予想
されるが、消費者や社会の行動にはすでに大きなシフトが見
られる。こういったシフトを先取りできるテクノロジーリー
ダーは、組織の今後の成長を支えることができるだろう。
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3. 「ネクストノーマル」の定義づけと長期的成長に向けた準備

人間中心デザインに
フォーカスしカスタマーエ
クスペリエンスを再定義
する。
「アフェクティブコンピューティング」または「感情AI」と呼ばれる、AIを
利用したソリューションがテクノロジーによるエクスペリエンスを再定義
している。人間の行動を直感的に把握し、適切に反応するテクノロジー
に対する需要は拡大しており、対応を強化する企業が今後増えるだろう。
コンピュータが事象と人間の感情や感情的要因を関連付けることはこ
れまでできなかったが、テクノロジーの IQに感情指数（EQ）が付加さ
れたことで、状況は大きく変わろうとしている。AI、人間中心デザイン技
術と神経学的研究に活用されているテクノロジーを組み合わせることで、
ヒューマンエクスペリエンスプラットフォームは人間の感情の状態とその
背景にある文脈を理解し、適切に反応できるようになってきた。感情的
にインテリジェントなプラットフォームを使って感情のデータを理解、活
用する能力は、これからの企業にとって最大かつ最重要な機会の1つと
なるv。

物理世界とデジタル世界
をつなぎ、新しい価値を
提供する。
急速に進化するシミュレーションやモデリング機能、相互運用性や IoT
センサーの改善、ツールやコンピューティングインフラストラクチャの種
類の拡大により、物理世界とデジタル世界の隔たりが縮小している。「デ
ジタルツイン」はすでに、現実世界のシミュレーションを効果的に実現
できている。製造バリューチェーン全体の最適化、掘削生産性向上のた
めの石油掘削データの収集と分析、さらには臨床診断精度向上のため
の心臓のデジタルコピー作製にまで使われている。2019年に38億米
ドルだったデジタルツインの市場は、2025年までに358億米ドルまで
拡大すると予測されているvi。テクノロジーリーダーは、高度なシミュ
レーション、新たなデータソース、相互運用性、可視化、計装や新たな
プラットフォームといった関連要素をどう取り込み、新サービスを設計し、
既存マーケットでの成長や競争優位につなげられるかを検討する必要
がある。

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/executive-summary.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/digital-twin-applications-bridging-the-physical-and-digital.html


/    14COVID-19: デジタルビジネスで未来を拓く

RESPOND > RECOVER > THRIVE    /    TECHNOLOGY & DIGITAL

3. 「ネクストノーマル」の定義づけと長期的成長に向けた準備

重要なビジネスバリュー
として信頼を確立する。
信頼は貴重な資産であり、もっとも重要な場面において簡単に損なわ
れることや、不足することがある。先行する企業は、テクノロジーによる
組織の変革が信頼の獲得にも喪失にもつながり得ることを理解してい
る。デロイトの調査では、成長率の高い企業は低い企業と比較して、テ
クノロジー活用における倫理的課題を考慮する可能性が2倍高いvii。こ
れらの企業は、信頼をプライバシー、コンプライアンスや広報上の問題
ではなく、追求すべきビジネス上の重要な目標として捉えている。ステー
クホルダーとの信頼確立をコアビジネスバリューや差別化要因とするこ
とで、競合他社に対する優位性確保を図っている。ビジネスリーダーは、
商品やサービスだけではなく、データ管理、パートナーエコシステムの
形成や従業員教育などに関する意思決定が、信頼確立にどうつながる
かを再評価している。組織全体に価値観やテクノロジー倫理を浸透でき
るリーダーは、「善行」へのコミットメントを示し、すべてのステークホル
ダーとの長期的な信頼の基盤構築につなげている。危機の間に獲得ま
たは喪失した信頼を振り返り、カスタマーエクスペリエンス、透明性や
データの利用と保持などへのアプローチを調整することが推奨される。

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/ethical-technology-and-brand-trust.html


COVID-19：リーダーシップを発揮すべきとき

COVID-19は多くの点で、企業の危機に対する準備態勢の脆さと、影響の軽
減に役立ったであろうテクノロジー活用の不十分さを晒した。ビデオ会議やリ
モート監視技術は10年以上前から存在するが、いまだに多くの企業が導入
に奔走している。リモートワークやオンライン学習ツールにおいても同様の消
極性が示されている。

緊急性がないと採用に至らない、というのは人類の歴史を通じて見られる傾
向だが、今はその必要性が認識され、我々の行動、リスク認識や基本的な働
き方を変えるための強い動機付けとなっている。COVID-19は前例のない学
習機会となっているが、ブームとしてすぐに過ぎ去る可能性もある。テクノロ
ジーリーダーはビジネスからの要望を待つのではなく、この急速に変化する
状況を先取りし、次の危機に向けて必要な態勢の準備をリードすることが重
要である。

結論



/    16COVID-19: デジタルビジネスで未来を拓く

RESPOND > RECOVER > THRIVE    /    TECHNOLOGY & DIGITAL

Authors

日本国内お問い合わせ先

Co-authors:
Mark Lillie
Partner, Deloitte Global Technology  
Strategy & Transformation Leader
mlillie@deloitte.co.uk

Emily Mossburg
Partner, Deloitte Global Cyber Risk Leader
emossburg@deloitte.com

Khalid Kark
Research Director, Deloitte CIO Program
kkark@deloitte.com

John Tweardy
Partner, Deloitte US Tech Strategy & Business 
Transformation Leader
jtweardy@deloitte.com

山本 有志 / Yushi Yamamoto
Partner
Japan Leader, Tech Strategy and Transformation
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
yusyamamoto@tohmatsu.co.jp

Contributors:

Anh Phillips
Research Lead, Deloitte CIO Program
anhphillips@deloitte.com

Williams Briggs
Partner, Deloitte Global Chief Technology Officer
wbriggs@deloitte.com

Amir Belkhelladi
Partner, Deloitte Canada Cyber Risk Leader
abelkhelladi@deloitte.ca

Leo Barbaro
Deloitte CIO Program
lbarbaro@deloitte.co.uk

Kevin Russo
Partner, Deloitte Australia Technology  
Strategy & Transformation Leader
krusso@deloitte.com.au

川嶋 三香子 / Mikako Kawashima
Senior Manager, Tech Strategy and 
Transformation
デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
mikawashima@tohmatsu.co.jp

mailto:mlillie%40deloitte.co.uk?subject=
mailto:emossburg%40deloitte.com?subject=
mailto:kkark%40deloitte.com?subject=
mailto:jtweardy%40deloitte.com?subject=
mailto:yusyamamoto%40tohmatsu.co.jp?subject=
mailto:anhphillips%40deloitte.com?subject=
mailto:wbriggs%40deloitte.com?subject=
mailto:abelkhelladi%40deloitte.ca?subject=
mailto:lbarbaro%40deloitte.co.uk?subject=
mailto:krusso%40deloitte.com.au?subject=
mailto:mikawashima%40tohmatsu.co.jp?subject=


/    17COVID-19: デジタルビジネスで未来を拓く

RESPOND > RECOVER > THRIVE    /    TECHNOLOGY & DIGITAL

Supporting Materials
i  https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/people--technology--and-the-path 
-to-organizational-resilience.html

ii  https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-drive-phishing-emails-667/

iii https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/systems-architecture 
-design-awakens.html

iv  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/global-cio-survey-2018/IT-operating 
-models.html

v  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/executive-summary.html

vi  https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/digital-twin-applications-bridging 
-the-physical-and-digital.html

vii https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/ethical-technology-and-brand 
-trust.html

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/people--technology--and-the-path-to-organizational-resilience.html
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/people--technology--and-the-path-to-organizational-resilience.html
https://www.infosecurity-magazine.com/news/covid19-drive-phishing-emails-667/
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/systems-architecture-design-awakens.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/systems-architecture-design-awakens.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/global-cio-survey-2018/IT-operating-models.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/leadership/global-cio-survey-2018/IT-operating-models.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/executive-summary.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/digital-twin-applications-bridging-the-physical-and-digital.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/digital-twin-applications-bridging-the-physical-and-digital.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/ethical-technology-and-brand-trust.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/tech-trends/2020/ethical-technology-and-brand-trust.html


デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワーク
のメンバーであるデロイト トーマツ合同会社ならびにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト 
トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト トー
マツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称で
す。デロイト トーマツ グループは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人が
それぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャルアドバ
イザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約30都市以上に1万名を超える専門家を擁し、多国籍企
業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（www.
deloitte.com/jp）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織を
構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して �デロイトネットワーク�）のひとつまたは複数を指
します。DTTL（または �Deloitte Global�）ならびに各メンバーファームおよび関係法人はそれぞれ法的に独立
した別個の組織体であり、第三者に関して相互に義務を課しまたは拘束させることはありません。DTTLおよび
DTTLの各メンバーファームならびに関係法人は、自らの作為および不作為についてのみ責任を負い、互いに他
のファームまたは関係法人の作為および不作為について責任を負うものではありません。DTTLはクライアントへ
のサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト ア
ジア パシフィック リミテッドのメンバーおよびそれらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、
アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香港、ジャカルタ、クアラ
ルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、ソウル、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービス
を提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、
税務およびこれらに関連するプロフェッショナルサービスの分野で世界最大級の規模を有し、150を超える国・地域
にわたるメンバーファームや関係法人のグローバルネットワーク（総称して�デロイトネットワーク�）を通じFortune 
Global 500®の8割の企業に対してサービスを提供しています。�Making an impact that matters� を自らの
使命とするデロイトの約312,000名の専門家については、（www.deloitte.com）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
（�DTTL�）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法人（総称して�デ
ロイト・ネットワーク�）が本資料をもって専門的な助言やサービスを提供するものではありません。皆様の財務
または事業に影響を与えるような意思決定または行動をされる前に、適切な専門家にご相談ください。本資料に
おける情報の正確性や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするもの
ではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に
依拠した人に関係して直接また間接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLなら
びに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

© 2020. For information, contact Deloitte Touche Tohmatsu Limited.
© 2020. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

http://www.deloitte.com/jp
http://www.deloitte.com/jp
http://www.deloitte.com/jp/about
http://www.deloitte.com



