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COVID-19が引き起こした”急性ディスラプション（急激な破壊的変化）”によって、これまでの世界が一変した・し
つつあるということについては、もはや異論はあまりないであろうが、デジタルトランスフォーメーションという文脈におい
ても、その影響は計り知れないものがある。言葉だけが先行し、なかなか前に進まない、または成果が上がりきらな
かった日本企業にとっても大きな転換点となる可能性がある。

本レポートは、原文タイトルが「A case of acute disruption ～Digital transformation through the lens of 
COVID-19～」となっているように、COVID-19によって、デジタルトランスフォーメーションの取り組みがどのように加速し
たか、または加速せざるをえなかったか、今後は対処療法的な取り組みの先にある原因療法的な取り組みとして
何が求められていくのか、について考察している。今回のCOVID-19危機の結果の一つとして、企業におけるデジタ
ル技術の導入が急激に進んだことにより、リスクのある対面コミュニケーションの機会は減少し、顧客と従業員の健
康・ウェルビーイングを守ることにつながったのは大きな成果であったといえる。その一方で、今回の危機をwith/after 
COVID-19の世界に向けた企業革新の機会として認識し、前向きに更なる取り組みを進めていこうとしているかどう
かについては、グローバルのみならず日本企業も対応が分かれ始めているように感じる。デジタルトランスフォーメー
ションを進めるにあたっての原因療法的な取り組みは、before COVID-19の世界で提言されている内容と大きくは
変わらない。縦割りと硬直性を打破する組織横断型チーム＋アジリティ、急激に変化する世の中への対応力を高
める継続的学習の仕組み・風土醸成、多様性の維持と求心力を高めるための企業としてのビジョン・価値の訴
求の３つの取り組みは、COVID-19により大きな変化が生じた世界においても、デジタルトランスフォーメーションの推
進を図るうえで、むしろ以前にも増してより重要となるであろう。

残念ながら、これまで日本企業のデジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みは、海外企業と比較して相対
的に遅れている印象があった。その大きな要因としては、デジタル化に対する全社的な危機感の欠如、もしくは危
機感の共有が不十分である点があげられる。今回のCOVID-19による大きな環境変化は、日本企業のマネジメン
ト層に危機感を醸成し、企業内でのデジタルトランスフォーメーションの必要性の喚起や、具体的なアクションへと
繋げていけるチャンスになるのではないかと考えている。読者の皆様には、本レポートも参考にしながら、今回の危
機を機会と捉えて、スピード感をもって企業革新：デジタルトランスフォーメーションを進めていただきたい。
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019年秋の時点では、次の7カ月の間で失
業率が記録的なレベルとなり、何百万もの
企業が倒産し、高校バスケットボールからボ

ストンマラソンおよび東京オリンピックに至るスポーツイベ
ントも中止・延期となり、米国だけで200万人の感染
者と11万5000人の死者が出るとは誰しも予想してい
なかったでしょう1。 しかし、世界的な新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）流行が現実に起こったいま、私
たちはパンデミックの影響を理解する必要があります。

企業においてはCOVID-19危機の結果の一つとしてデジ
タル技術の導入が急激に進んだことにより、対面コミュ
ニケーションは減少し、顧客と従業員の健康・ウェルビー
イングが守られました。これらのデジタル技術には、食料
や雑貨などの配達や出前といった消費者向けアプリ
ケーション、また、 BtoB のEコマースやビデオ会議といった
法人向けアプリケーションが含まれ、消費者、企業そし
て非営利の世界にまで浸透しています。

「非接触」などのワード検索数は11月から
4月下旬までの間に7倍も増加した2一方で、
新たな健康・安全面での懸念に対応した、
テクノロジー関連企業の株価は飛躍的に上
昇しました3。

COVID-19により、特定のデジタル技術の採
用が加速化しましたが、現在のデジタル・
トランスフォーメーションの波は以前（いわゆ
るBefore COVID-19）の波とどう違うのでしょうか。

シニアエグゼクティブとCOVID-19パンデミックについて議
論する際、繰り返し話題に挙がるのが、パンデミックが
いかに急速かつ深刻に組織に影響を及ぼし、驚異的

なスピードと労力を要する対応を迫られたか、ということ
です。パンデミックのダイナミクスを考慮すれば、「スピード
は遅いが着実」では意味がありません。対照的に、以
前のデジタル・トランスフォーメーションの波の場合は、拡
張可能ではあるものの、慎重に計画されたパイロット実
験の方が目立ちました。

ある意味、現在のデジタル・トランスフォーメーションの波
は、医療に例えるならば、患者を安定させ、目の前の
重症度を軽減するために行う素早く劇的な治療、つま
り、急性疾患への対処方法に似ています。この治療は、
時には長期的に継続するのは適切でなくとも、患者の
症状を落ち着かせ、より長期的な治療へと移行するた
めには不可欠です。例えば、急性細菌感染の症状に
対処するためには、アジスロマイシンの大量投与を5日
間続ける必要があります。（期待通りの効果を得るに
は服薬の用法欄にある指示に完全に従うことになりま
す。）

急性疾患は、再発したり治療の長引く慢性的な状態
に変化したりすることもあるものの、一時的なものだと思
われがちです。
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慢性疾患の場合は、患者が長期間耐えられる持続
的な治療が必要となります。慢性疾患患者は完全に
治らないことも多くありますが、適切な療養と処置に
よって快適に生活することができます。

COVID-19は急性ディスラプションを象徴している一方で、
長期的には再発したり、より慢性的なディスラプション
に変わったりする可能性をはらんでいます。これにより、
複雑なデジタル・トランスフォーメーションを推進し組織を
リードするエグゼクティブが、アジスロマイシン集中投与
（急性疾患への対処）に相当するデジタル施策が何
であるか、そして長期ディスラプションに対処するのに必
要な要素（例：オンプレミスコンピューティングからクラウ
ドコンピューティングへの移行）は何なのかということを
特定することが重要になります。

1年少し前、私たちはThe Technology Fallacyという書
籍を発行しました（日本語版は「DX(デジタルトランス
フォーメーション)経営戦略」との題で2020年10月に出
版されている）。この本は、デジタル技術を巧みに応用
すること、そして何より組織改革を行うことによって、自
身と自身の所属する業界の革新に成功した企業の特
徴を調査したものです。

私たちは、新しいデジタル技術がもたらしたデジタルディ
スラプションは、物事が「ノーマル」に戻る前の一時的な
問題なのではなく、私たちを「ニューノーマル」へ導く、根
本的な変化であったと考察しました。

COVID-19によって引き起こされた現在の急性ディスラプ
ションの期間中には、多くの企業がデジタル・トランス
フォーメーションの取り組みを加速させています。私たち
が慢性ディスラプションを背景として出した処方箋の多
くは、多くの企業がCOVID-19で直面している困難に適
用できるものであったばかりか、ともすれば先見的でさえ
ありました。しかし私たちは、COVID-19危機はデジタル・
トランスフォーメーションへの投資に対するストレステストと
なり、特定分野（例：健康や安全の懸念に取り組む
技術）の重要性を増加させているということも発見しま
した。あるインタビュー回答者の「波が去れば、誰が裸で
泳いでいたかがわかるでしょう」との回答通り、デジタル・
トランスフォーメーションについて大きなことを言いながら、
意味のあることをしていなかった企業が、現在の状況下
で露見されつつあります。
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性ディスラプションへの対処法として策定さ
れたデジタル・トランスフォーメーションの理念
とアプローチは、急性ディスラプションのケース

においても応用可能なのでしょうか。私たちは可能であ
る（むしろ、有効性はより大きくなる）と考えます。

機能横断型チーム編成とアジリティ：The Technology 
Fallacyにおいて私たちは、企業の編成方法と慢性的デ
ジタルディスラプションへの対応能力には強い関連性が
あるという指摘をしました。
特に、デジタル成熟度の高い企業の方が、組織を「機
能横断型チームを中心に編成している」と回答する傾
向があり、これらの企業では「経営のプロセス・構造がデ
ジタル化の推進やデジタル関連業務を妨げている」と
回答する傾向が低くなっています。また、デジタル成熟
度が高い企業ほど意思決定権限をチームに与える傾
向があり、それがスピードとアジリティの向上につながって
いるということが明らかになりました。

このような機能横断型チーム編成とデジタル成熟度の
関連性についてインタビュー対象者に説明を依頼したと
ころ、さまざまな回答がありました。連邦住宅抵当貸付
公社（Freddie Mac）のストラテジック・トランスフォー
メーション部長であるChristine Halberstadt氏は、「組
織編成を変えることで企業の考え方が変わる」と述べ
ています。Harley Davidson社北米販売部長のDave 
Cotteleer氏は、「デジタルは組織全体にまたがる課題
であり、それに合わせた組織編成が必要である」と述べ
ています。CarMax社上席副社長兼情報技術チーフオ
フィサーのShamim Mohammad氏は、「機能横断型
チーム編成では、異なる実験を適切なチームで実施でき
るため、より有用な実験が可能になる」とコメントしまし
た4。

企業がどのようにしてCOVID-19に対処しているのかにつ
いて以前行った調査結果からは、企業が共通の脅威
に対応するために組織的なサイロを打ち壊したことから、
機能横断型のチーム編成は欠かせないものになってい
ることがわかりました。企業は、組織全体で統一された
対応を迅速に行うために、機能横断型チームの編成を
強いられており、これらのチームは、必要に迫られる形で
一層大きな権限が与えられています。下位従業員も、
以前なら消極的であった担当以外の領域でも、自ら
進んで責任を負うようになっています。これらすべての事
を通して、組織はよりアジャイルになりつつあります。

継続的な学習：多くの企業がウェビナーやその他の従
業員教育の手段を強化させています。従業員は
Skillsoft等のプラットフォームを駆使してこの新しい仮想
環境を乗り切る手段として、データサイエンスやコーディ
ングなどの新しいスキルを磨いています。パンデミック発
生以降、Skillsoftの製品購入は3倍に増加しました5。
さらに、従業員は新たな課題と状況に身を置いたこと
で、仕事を通して学習しています。また、組織も事業の
一部再編を余儀なくされていることから、実験を通して
学び、新たな知識を蓄えています。

スタンフォード大心理学者のCarol Dweck氏は、固定
思考（Fixed mindset）と成長思考（Growth 
mindset）の違いについて研究しています6。固定思考
を持った人や組織は、自身の成功や失敗は生まれな
がらの才能や能力によるもので、生まれながらの能力が
いかにうまく外的環境に適応したかという結果だと考え
ます。一方、成長思考を持った人や組織は、成功や
失敗は自分自身の努力の結果であり、外的環境によ
る不慮の事態にも適応できると考えます。
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私たちが行ったデジタルディスラプションの調査結果も
Dweck氏の研究と一致しており、今後10年で自社の
立場が有利になると考える企業は成長思考を持ち、
自社組織が弱い立場になると考える企業は固定思考
を持つことがわかりました7。

私たちがシニアエグゼクティブを対象に行った最近のイン
タビューでも同様で、COVID-19によって主にマイナスの影
響を受ける企業は、単に「嵐を乗り切って」古い既存の
ビジネスモデルに戻る努力をしている企業であることが
示されています。反対に、この危機を乗り越えて、より
強くなる兆しをみせている企業や個人は、成長に必要
となるデジタルケイパビリティの開発を図っています。
SkillsoftチーフコンテンツオフィサーであるMark Onisk氏は、
従業員がリモートで勤務する中、企業学習の取り組み
が企業の社会的要素の一部となってきているケースもあ
ると述べています8。

使命、ビジョンおよび価値：急性ディスラプションと慢
性ディスラプションへの対応方法における3番目の共通
点は、企業の戦略的ビジョンを明確に伝えるリーダーの
能力です。私たちは組織におけるリーダーシップとデジタ

ル成熟度との間に強い関連性を発見しました。事実、
デジタルリーダーシップにおいて最も重要な3つの側面は、
改革的なビジョンを持つこと、前向きな姿勢でいること、
そして挑戦的であることだと私たちは特定しました。最
近発行したテクノロジーリーダーシップについてのレポート
The kinetic leader: Boldly reinventing the enterpriseに
よると、69％の人が将来のテクノロジー・リーダーに必要
なのは、挑戦的な姿勢、ビジョンを持つこと、また、ア
ジャイルかつ革新的であることだと回答しています9。

急性ディスラプションと慢性ディスラプション両方の最中
にあって、企業が確固とした戦略的ビジョンを持ち、そし
て明確に伝えることで、デジタルディスラプションによる環
境変化への対処法を従業員に知らせることができます。
古いルールがもはや当てはまらない場合、その原因が
COVID-19によってルールが一時的に停止しているからで
あっても、もしくは技術が規制をしのぐスピードで展開し
ているからであっても、どのような包括的原則が業務の
指針となっているのかを従業員が知ることが重要なので
す。

強い目的意識もまた、ディスラプションの中で従業員の
モチベーションを高める助けとなり得ます。デジタルレスト
ランプラットフォームOloの創立者兼CEOであるNoah 
Glass氏は、危機を乗り切る際の使命感の重要性につ
いて次のように言及しています。「私たちの使命は、飲
食店がオンデマンド顧客のニーズをさらに満たす助けとな
るということです。COVID-19危機により、好むと好まざる
とに関わらず、今では飲食店の顧客一人ひとりがオンデ
マンド顧客になりました。このことにより、私たちは業界に
おける主要なプレイヤーとなり、飲食店にとって極めて重
要な分野で支援を提供することになりました。エッセン
シャル・サービスと言われているこの飲食業界は、過去に
例を見ない問題に直面していたのですが、私たちにはこ
の業界にとってのデジタルバックボーンとなり、それを支え
るチームとしての強い使命感がありました。この使命は、
私たちのチームが問題に直面した時（リモート勤務が強
いられた時）のチームのスローガンとなりました。」10
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頁にみるように、急性ディスラプションと慢性
ディスラプションへの企業の対応方法には強
い類似性がある一方で、重要な違いもまた

存在しています。その違いの多くはデジタル成熟度の障
害という形で表れ、COVID-19への対応の中では表出し
ません。実際、現在の危機に「明るい兆し」があるとした
ら、それはこのパンデミックによって多くの企業が長年先
延ばしにしていたデジタル変革への道が開かれていると
いうことです。

知識と実行のギャップ（The Knowing-Doing Gap）：
私たちがThe Technology Fallacyで明らかにした最大の
成熟度の障害は、「知識と実行のギャップ」です。これ
は、Jeffrey Pfeffer、Robert Sutton両氏による20年以
上も前の造語です。ほぼ全員（サーベイ回答者の
87％）が自身の業界がデジタル技術によって穏やかに
または大いにディスラプションに直面することを「知ってい
る」と答えましたが、自身の企業がこのディスラプションに
十分に対処していると思うと回答したのは少数（わず
か44％）でした11。

「知識と実行のギャップ」は慢性的な状態における課
題の一つでもあり、特に有事に直面しなければ、そのま
ま無視して通常通り事業を続け、最も困難でディスラ
プティブな問題を将来に先送りすることもあるでしょう。

しかし、急性ディスラプションに対しては、対応の必要性
を無視をすることはできません。各国政府が外出禁止
令を発令する中、企業はリモート勤務のやり方を考え
出す必要がありました。共同スペースでの勤務とバーチャ
ルワークを既に組み合わせて働いていた人の多くは、共
同スペースに二度と行く必要がないことを確信しました
12。

私たちが話を聞いたあるチーフデジタルオフィサーによると、
企業はコロナ危機が始まってから数カ月の間に数年分
ものデジタル・トランスフォーメーションを経験し、3年分の
計画を遂行したということです。その他の回答者も同じ
ように、デジタル計画のタイムラインが加速化していると
述べています。あるヘルスケア企業のCIOと話したところ、
彼女は、中国でコロナ危機が広がり始め、同社の緊急
治療室スタッフへの影響を懸念し始めた2020年2月に、
丸1年分のテクノロジー投資を行ったと述べました。フォー
チュン誌とデロイトが行った最近のCEO調査によると、
77％のCEOがCOVID-19危機が自社のデジタル・トラン
スフォーメーション計画を速めたと報告しました13。
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サーベイ回答者の87％が自身の業界がデジタル技術に
よって穏やかにまたは大いにディスラプションに直面するこ
とを「知っている」と答えましたが、自身の企業がこのディ
スラプションに十分に対処していると思うと回答したのは
わずか44％でした。

急性ディスラプションでは
何が異なっているのか

前

急性ディスラプションの正体



実験：慢性的なデジタルディスラプションに関して私た
ちが特定したもう一つの主要な障害は、リスクをとり試
行錯誤する意欲でした。事実、実験をする意欲の欠
如は、慢性的なデジタルディスラプションにおいて企業
が報告する最大の障害となっています。

しかしながら、COVID-19によってもたらされた急性ディス
ラプションは、リスクを取り実験することへの抵抗感を大
幅に低減させたようです。ピープルアナリティクス企業
Humanyzeの社長兼共同創立者であるBen Waber氏
は、COVID-19感染拡大期間には経営陣が必ずしも結
果に確信を持たないまま新しいことに挑戦しようとする
意欲を強く持ったことに驚かされたと述べています。組
織の健康指標としての順応性は、特に急激な変化に
おいては、職場環境の成功に必要です14。

また、急性ディスラプションは、企業内のイノベーターに、
より大きな行動の自由をもたらしました。ある大手医療
機器企業のデジタルイノベーションチームは、イノベーショ
ンを妨害する官僚的組織の障壁が、在宅勤務の結果
として正式に取り除かれた（またはオフィスにいないこと
で簡単に対処することができた）ため、COVID-19感染
拡大期間におけるデジタルイノベーション実現の可能性
が高くなると述べました。
現に、米国政府でさえもデータ規則を緩和しており、ヘ
ルスケア企業が新しい危機に革新的に対処できるよう
一層の裁量の余地を与えています15。

不確実性におけるリード：デジタルディスラプションに関
しては、私たちは長期的な戦略計画策定の必要性を
提唱し、未来において起こりうる複数のシナリオを前提
に遂行可能な計画を立案することを提案しました。私
たちが話したことがあるCIOは、シナリオ策定は、急速に
変化する不確実な環境への適応に非常に役立つと述
べました。この企業は、今回と全く同じ世界的パンデ
ミックのシナリオを計画したことはなかったものの、想定し
ていた対処法は、新しい問題にも容易に適応させるこ
とができました。このように、既存の計画を別の状況に
対応させるほうが新しい計画をゼロから作成するよりも
簡単である場合が多くあります。

現在のような危機の最中でもまだそのような長期的な
戦略計画を提唱するかというと、答えは「ノー」です。
理由としては、おそらく今後12～18ヵ月の間に、私たち
は10年分の不確実性を経験する可能性が高く、現状
においては長期的計画を立てることは無意味だからで
す。その代わり、COVID-19が沈静化するまでに発生す
る急性ディスラプションを織り込んだ短期のプランニング
は重要です。マネージャーは、今後12～18ヶ月の間に
起こりうるシナリオを想定した複数の計画を作成する必
要があり、状況に応じて最も有用な計画を選んでいく
必要があります。
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業がCOVID-19に適応していく中、次なるス
テップとはどのようなものでしょうか。

この状況が生み出している特有の機会を理解するには、
過去の急性ディスラプションのエピソードである2011年ア
イスランド噴火（ヨーロッパの航空機移動が一週間停
止する原因となりました）と、それに対する企業の対応
に目を向けることが有用です。
インシデント発生時、KLM航空は、業務量増加によっ
てコールセンターが対処できなくなったため、顧客との連
絡にTwitterの使用を開始しました。危機が去ったあと、
同社はそのプラットフォームを放棄し、通常の業務体制
に戻しました16。その6ヵ月後、CEOは、危機の中で価値
を提供する運用方法を学習したのにも関わらず、なぜ
それを手放してしまったのかという疑問を持ちました。
KLM社は、自社の重要なカスタマーサービスインフラの一
つとして、 Twitterへの投資を始めました。これによって、
Twitterを恒常的に活用するにあたり、同社が解決すべ
き多くの新しい課題が浮き彫りになりました（例えば、
多言語対応が可能なスタッフの24時間勤務体制の必
要性等）。しかしKLM社は同時に、本プラットフォーム
をバーチャル遺失物取扱所として利用し、機内の忘れ
物を乗客がセキュリティを通過した後に返却するという、
Twitterには期待していなかった新しい価値も発見した
のです17。

現在の急性ディスラプションに適応する企業には、大き
く異なる二つの姿勢が見られます。一つには今という時
を「ネクストノーマル」における自社の立ち位置を計画す
るために活用しようという姿勢で、もう一つは世界が元
の姿に戻るのを耐えながら待とうという姿勢です。私た
ちの予想では、現在の危機を自社におけるデジタル・ト
ランスフォーメーションの機会として活かし、危機を通して
革新する企業が、この危機を乗り越えてさらに成長する
のです。

幸いなことに、後者よりも前者のような姿勢をもったリー
ダーの方が多いように見受けられます。CEOのおよそ
75％が、今回の危機が自社企業にとって大きな機会
を生み出したと述べています18。その過程において、企
業は労働環境にとって何がより良いか・悪いかを批判
的に思案し、状況が収まった時には前者を残し、後者
を捨てることが重要です。

在宅勤務への急速な移行は良い例だと言えます。多く
の企業では、COVID-19の結果として個人の短期パ
フォーマンスがそれほど低下したわけでもなく、企業に
よっては従業員がオフィスに戻る必要はないと宣言して
いるところもあります。しかしBen Waber氏は、短期的
なパフォーマンスデータのみに依存することには慎重です。
Humanyzeのデータでは個人の短期パフォーマンスは低
下していませんが、従業員が一日を通して持つ、新しい
またはカジュアルな交流の数は急激な落ち込みを見せ
ました。

このようなカジュアルなつながりは、イノベーションや価値
ある知識フローの源であることが多いため、従業員の長
期的パフォーマンスや企業の革新性に対する在宅勤務
の潜在的な影響が予兆として現れているのかもしれま
せん。
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次なるステップ
ディスラプションを通じたイノベーション

企

CEOのおよそ75％が今回の
危機が自社企業にとって
大きな機会を生み出したと
述べています。
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カジュアルな、思いがけないつながりをよみがえらせる方
法を模索することは、直接対面する業務を通してであ
れ、オンラインのクリエイティブな介入を通してであれ、企
業の健全性を評価するための不可欠な要素と言える
かもしれません。そしてそれは、コロナ危機で得た利点
（リモートワーク）を延長するのか、それとも、意図しな
い結末を回避するために打ち切るのかを決定する上で
用いるべき指標となるかもしれません。

慢性疾患を抱える人たちにとって心臓発作が生活習
慣を変えるための警鐘やきっかけの役割を果たすのと同
じように、COVID-19危機とその他の急性ディスラプショ
ンは、組織が根本的な方向転換をして、成功に導くた
めの構造を導入し、実践を行う機会としての役割を果
たす可能性があります。
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現在の危機を自社におけるデジタル・トランスフォーメー
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が、この危機を乗り越えてさらに成長するのです。
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