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しました。しかし、これらの組織の多くは、デジタル・ケイパビリ
ティを活用してレジリエンス（困難に遭遇しても速やかに回復
する力）を高め、事態に立ち向かいました。実店舗が休業ま
たは閉店し、買い物客がオンラインに殺到する中、Etsy社
（アメリカ／電子商品取引サービス）はクラウドコンピューティ
ングの力を借りて高まる需要に対処し、取引量を倍増させま
した1。また、コールセンターが圧倒的な対応件数を抱える中、
Bank of America（アメリカ／銀行）やComcast社（アメリ
カ／通信）といった組織は、AIを搭載したチャットボットの助
けを借りて顧客の質問に対応しました2。

新型コロナウイルス感染症により、社会全体、リーダー、組織
は不確実性に対処していく必要性に気付きました。リーダーた
ちは外部の影響や環境変化のスピードをコントロールすること
はできませんが、一方で効果的に組織の舵取りを行い、脅
威から身を守り、新たな機会の活用に向けたキャパシティを
開発することは可能です。

このような混乱の中で成功していくためには、デジタル化が進
んでいる企業は、そうでない企業よりも有利です。
デロイトのデジタルトランスフォーメーション エグゼ
クティブサーベイ2021（2021 Deloitte Digital 
Transformation Executive Survey）の最新の
結果によると、デジタルマチュリティが高い企業
のレジリエンスはより高く、急速な変化の中で
上手く舵取りを行い、結果的に財務面でも
遥かに大きな成功を収めていることがわかりました3。本年度
の調査では、マチュリティが高い企業はマチュリティが低い企
業と比較して、「自社の純利益率と年間収益成長率が業
界平均を大きく上回った」との回答が2倍多い結果となりまし
た。

また、デジタルマチュリティが高い組織は、デジタルトランス
フォーメーションに対して戦略的に取り組む傾向が遥かに高く、
デジタルトランスフォーメーションを自組織の戦略のコアとしてい
ます。実際のところ、本調査に参加したデジタルマチュリティが
高い企業は、マチュリティが低い企業と比較して、「デジタルト
ランスフォーメーションは自社の戦略のコアだ」と回答する傾向
が2倍程度高いことが分かりました（図1）。

デジタルを戦略のコアに据える
デジタルが競争戦略のコアとなる

デジタルをコアとした戦略を構築し、
その戦略に基づいて優先順位を
決める必要があります。

型コロナウイルス感染症によるパンデミックがもたら
した衝撃と混乱は、多くの組織のリーダーたちがこ
れまで気が付いていなかった脆弱性を浮き彫りに新
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つまり、すべての組織にとって、デジタルトランスフォーメーション
に対して戦略的なアプローチを取ることは極めて重要です。そ
のため、デジタルをコアとした戦略を構築し、その戦略に基づ
いて優先順位を決める必要があるのです。

「戦略の成功要因の一つとしてのデジタル」から、「競争戦略
のコアとしてのデジタル」への移行は、高度なデジタルテクノロ
ジーの所有が広く普及し、競争優位を保つための前提条件
となった時に起こるでしょう。間もなく、多くの組織が豊富なデ
ジタル・ケイパビリティを手に入れていくと考えられます。

我々の調査に参加した3分の2近くの民間企業の回答者は、
今後5年間でデジタル化していない組織は「絶望的な状況」
に陥るだろうと回答しました。企業が存続していくためにはデ
ジタルが必要であり、さらに勝利するためには正しく活用する
ための戦略が求められるのです。

商用インターネットが誕生して間もなかった時代のことを考え
てみてください。1990年代後半、企業はオンライン上で存在
感を示すことで差別化ができると考えました。そのため、先行
優位性の獲得を目指し、ウェブサイトを慌てて立ち上げました。
しかし、しばらくすると、すべての企業がウェブサイトを所有する
ようになり、ウェブサイトを保有すること自体は優位性を失い
ました。そして企業は、より広範な戦略上の強みで競い合う
ようになりました。このように、デジタルを支えるデジタルピボット
（軸）の活用が広まるにつれ、同じような状況を目の当たり
にすることとなるでしょう４。つまり、クラウドコンピューティング、
自動化、人工知能など、それらの技術自体では、意味のあ
る差別化はできなくなるのです。代わりに、これらの技術は企
業が戦うための新しいプラットフォームとなるでしょう。

デジタルに軸足を置いた戦略は、2つの点で長期的な成功を
導きます。一つには、レジリエンスの実現です。つまり、不確
実性や変化が生じる中で成功を収めるための能力です。二
つには、差別化の促進です。これは、他社では見つけられな
いような価値を提供する能力です。これらの能力の特徴を次
頁以降で掘り下げていきます。

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ
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図1

デジタルマチュリティが高い企業は
デジタルトランスフォーメーションと戦略を
より密接に結びつけている
デジタルトランスフォーメーションを自社のビジネス戦略のコアに
していると答えた回答者のパーセンテージ

企業が存続していくためには
デジタルが必要であり、成功
するためには、正しく活用する
戦略が求められます。
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エンスを更に高めていく必要があります。

以下（図2）では、特に民間部門において、リーダーたちがデ
ジタルトランスフォーメーションに投資する主な理由を紹介して
います。

デジタルは不確実性や変化の中での
組織の成功を支える

デジタルが競争戦略のコアとなる

デジタルトランスフォーメーションに投資する理由の上位 民間 政府

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

注記：回答者がデジタルトランスフォーメーションに投資する主な理由として挙げた割合を基にした順位を示す

図2

イノベーション、変化への対応、レジリエンスが、組織がデジタルトランスフォーメーションに投資
する理由の上位として挙げられている

織が不確実で急速に変化する世界で生き残り、
成功を収めるためには、迅速にイノベーションを進
め、テクノロジーや業界の変化に対応し、レジリ組
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より迅速にイノベーションを実現するため 1位 2位

モダナイズ／最新技術に対応するため 1位2位

業界の変化に対応するうえで必要となるため 3位 該当なし

レジリエンスを高めるため 4位 5位

競合の動きに対抗するうえで必要となるため 5位 該当なし

各種規制に準拠するため 4位6位

政府機関の使命を果たすため 6位該当なし

市民の需要・期待に応えるため 該当なし 3位



イノベーション：多くの場合、デジタルマチュリティが高い組織
はマチュリティが低い組織と比較して、イノベーションのキャパシ
ティが大きい傾向にあります。2019年のデロイトの調査による
と、マチュリティが高い企業の81％が、「イノベーションが自社
の強みである」と言及したのに対し、同じように答えたマチュリ
ティが低い企業はわずが10％でした5。デジタルとイノベーショ
ンの繋がりについて、某大手消費財企業のCIO（チーフイン
フォメーションオフィサー）は、開発プロジェクトを評価するため
にデータに基づいたアプローチを採用したことで、製品化に要す
る時間を平均で15％～20％削減したと述べました。同社は
分析を通して最も有望なプロジェクトを特定し、リソースを素
早く重点領域にシフトすることが出来たのです。

イノベーションのキャパシティが高まる一つの要因として、デジタ
ルに適応した働き方が、実験やラピッドイテレーション（一連
の工程を高速で繰り返す開発手法）をしやすくすることが考
えられます。マチュリティが高い組織は「デジタルなマインドセッ
ト」を示す傾向があるからです。これは、古くからある問題を新
たな視点で捉え、製品やプロセスを改革するために、「どのよ
うなデータやテクノロジーを適用できるか」を問い続ける傾向で
す6。そして、そのような企業はイノベーションをより一層重視す
る傾向があるため、マチュリティが低い企業と比較して、自社
のデジタル投資を、製品開発、R&D、イノベーションに集中さ
せる傾向が非常に高くなっているのです。

我々の調査において、パンデミックに直面するデジタルマチュリ
ティが高い組織にとって、迅速にイノベーションを行うことは、
極めて重要であったことが示されています（図3）。マチュリ
ティが高い組織はそうでない組織と比較して、「パンデミック中
に着手した新しいデジタルの取り組みが、調査実施前までに
は既にポジティブな影響をもたらしている」との回答が3倍以
上多かったことが分かりました（2020年11月米国の回答者、
2021年2月グローバルでの回答者）。例えば、ニュージャージー
州を拠点とするコミュニティバンクであるCross River Bankは、
パンデミックの初期の段階で、米国内の大手銀行よりも多く
の給与保護プログラムへの融資を行いました。なぜなら、
Cross River Bankは融資プロセスを自動化させたプラットフォー
ムをわずが10日間で構築したからです。その後、銀行のエコシ
ステム内のフィンテックパートナーたちが、融資を必要とする中
小企業の顧客をこのプラットフォームに集めました7。

モダナイゼーション：既存のシステムをモダナイズし、最新技術
を取り入れる意欲は、デジタルトランスフォーメーションへの投資
に向けて、一つの重要なモチベーションとなります。

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ
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出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

図3

デジタルマチュリティが高い企業の回答者は、
パンデミック中に着手した新しいデジタル施策
の効果を実感している
「新型コロナウイルス感染症のパンデミックの初期段階から着
手したデジタルトランスフォーメーションへの取り組みが自組織
のビジネスにとってポジティブな効果をもたらしている」との項目
に強く同意した回答者のパーセンテージ
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モダナイゼーションによって、企業はより効果的かつ効率的に
他社と競い合うことができることから、根本的な戦略的課題
となります。従来型（レガシー）のITシステムは柔軟性が低く、
維持コストが多くかかり、イノベーションを遅らせる傾向があり
ます。一方、最新システムの運用コストは低いため、浮いたリ
ソースを革新的なプロジェクトに割り当てることができるように
なります。例えば、化学薬品製造業者のAlbemarle社（ア
メリカ）は、自社のERPを最新化し、技術的負債を削減して
浮かせたコストをフロントおよびバックオフィス業務の自動化の
ために投資しました8。また、最新のクラウドベースのインフラ、
DevOpsのような最新の手法やエコシステムの活用により、ア
ジリティが向上し、製品化までの所要時間も短縮することが
可能になります9。これは、今後ほぼすべての重要なイノベー
ションがクラウドで生まれるようになると我々が考える所以理
由の一つです。



業界の競争ダイナミクス：デジタルテクノロジーにより、業界
横断で様々な変化がもたらされ、多くの組織がデジタル化を
進めざるを得ないと認識しています。例えば、エネルギー、資
源、工業業界では、脱炭素化への移行を大きく前進させる
うえで、デジタルテクノロジーが役立っています。石油、ガス、
工業製品および建設業のエグゼクティブたちは、化石燃料削
減の目標を達成するうえで、デジタルテクノロジーは最優先事
項であると評価しました10。消費財の業界では、企業が消費
者直接取引（DtoC）の新たな機会から利益を享受するた
めにデジタルトランスフォーメーションが役立っており、新しい成
長機会の獲得や顧客との関係構築を実現しています。例え
ば、AB InBev社（ベルギー／酒類メーカー）では、中国、ブラ
ジル、メキシコ、その他の市場でのオンラインデリバリーサイトと
アプリのネットワークを拡大させた結果、自社のDtoC事業の
収益を年間10億米ドル以上に増加させました11。このような
取り組みにより、組織が市場ダイナミクス（需要と供給の構
造）と顧客行動の変化から現金価値を創出するためにデジ
タルを活用することができます。

レジリエンス：デジタルトランスフォーメーションは、組織が予
想外の衝撃から素早く回復する能力、すなわちレジリエンス
の根幹となる能力を高めるうえで役立ちます。調査対象の4
分の3以上のリーダーたちが、「自組織のデジタル・ケイパビリ
ティが、パンデミックによってもたらされた課題に対処するうえで
非常に役立った」と述べました。更に、マチュリティが高い回答
者は、マチュリティが低い回答者と比較して、上記の考えに
同意する傾向がかなり高いことが分かりました（図4）。

デジタル・ケイパビリティは、以下のような組織特性を改善す
ることによって、レジリエンスを高めることができます12。

• 敏捷性（Nimbleness）：新たな脅威や機会に対応す
るために素早く方向転換する能力（例えば、機械学習
を使用して顧客行動の変化を特定するなど）

• 拡張性（Scalability）：混乱の中で、突然の需要の増
加や減少に対応する能力（例えば、オンデマンド型のク
ラウドコンピューティングなど）

• 安定性（Stability）：方向転換や拡大を高速で進め
る中でも、オペレーショナルエクセレンスを維持する能力
（例えば、サイバー能力を用いて新しく立ち上げたアプリ
ケーションを保護するなど）

• 選択可能性（Optionality）：（敏捷性、拡張性、安
定性を向上させるためにデジタルテクノロジーを用いてエコ
システムに参加し）他組織の強みを活用する能力

新型コロナウイルス感染症によって、これらの組織特性の必
要性が表面化しました。多くの企業は新型コロナウイルス感
染症による混乱に対処するためにデジタルトランスフォーメー
ションを加速させ、わずか数か月で数年分の前進を見せた企
業もありました。例えばMayo Clinic（アメリカ／総合病院）
のデジタルトランスフォーメーションの取り組みを率いるJohn 
Halamka氏（医学博士）によると、Mayo Clinicのデジタルト
ランスフォーメーションはこの間で10年分早められました。同氏
は「新型コロナウイルス感染症によってテクノロジーの活用を取
り巻く風土や方針が見直されたため、2030年までに行われる
はずだった取り組みが2021年に行われる状況を目の当たりに
しています」と述べました13。

デジタルが競争戦略のコアとなる
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出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

図4

デジタルマチュリティが高い組織は
新型コロナウイルス感染症に対処するうえで
デジタル能力が役立ったと回答する傾向が
かなり高かった
「自組織のデジタル能力が新型コロナウイルス感染症のパンデ
ミックの課題に対処するうえで非常に役立った」という点に強く
同意した回答者のパーセンテージ
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パンデミック下にも関わらず、デジタル投資は増加し続けている
パンデミック下におけるデジタル・ケイパビリティの重要性を踏まえると、複数の調査レポートが「企業のデジタルトランスフォーメー
ションへの投資の急増」を予測していることは不思議なことではありません。Gartner社の2020年CEOサーベイによると、80％以
上の組織が、（他のどの領域よりも）デジタルトランスフォーメーションへの投資を増やす計画をしていたことが明らかになりまし
た。また、2020年から2023年にかけて、企業のデジタルトランスフォーメーションへの投資は年平均成長率（CAGR）15.5％で
増加し、その期間での総投資額は6兆8000億米ドルに達すると予測されています14。

我々の調査もこの予測を指示する結果となっています。調査対象のリーダーの69％が、パンデミックへの対応として、デジタルト
ランスフォーメーションへの財務面でのコミットメントを全世界レベルで高める計画をしていました（図5）。回答者によると、今後
12か月間において、平均して1260万米ドル（年間収益の0.57％）をデジタルトランスフォーメーションに投資していくと計画して
おり、過去12か月間の投資額である1090万米ドルから15％の増加がみられます。また、米国の回答者は、昨年の回答者と
比較して、過去12か月間（年間収益の0.66％）と今後12か月間（同0.76％）で、収益に対するデジタルトランスフォーメー
ションに費やす投資額の比率が増加すると報告しました（昨年の回答ではそれぞれ、0.58％と0.66％）。

このように企業がデジタル投資を精力的に増やす中では、デジタルトランスフォーメーションを自社の戦略の基礎とする重要性が
ますます高まります。各企業は、ライバル企業も自社と同等にデジタル・ケイパビリティの開発に力を入れていると想定するべき
でしょう。勝者となるのは、デジタルと戦略の融合に成功し、インパクトを最大化できる企業です。

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ

投資総額は前年比で15％増加
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出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

注記：政府からの回答は本分析結果から除外されています。

デジタル投資の総額 収益に対するデジタル投資額の比率

図5

デジタルトランスフォーメーションの予算は着実に増加し続けている
回答者の企業によるデジタルトランスフォーメーションへの投資額
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世界情勢がより不安定になるにつれて、組織が変化と不確
実性に対応するためには、デジタル・ケイパビリティがより一層
重要なものになってくるでしょう。下記は一例です。
• データ活用の習熟、アナリティクス、AIは異常を察知したり、

機会を特定するために役立ちます
• クラウド型のプラットフォームやクラウドネイティブな開発手

法、また、ローコード・ノーコードのアプリケーションプラット
フォームの活用は、従来型の開発手法よりも迅速なソフ
トウェアソリューション開発を可能とします

• プロセスマイニングやロボットによる業務自動化は、急増
する取引量に対応するためのプロセスの把握と自動化を
加速します

• チャットボットを活用することで、急増する顧客からの問い
合わせに対応できるようになります

• 脅威の検出・対応の自動化によって強化されたサイバー
セキュリティ体制は、組織が絶え間なく進化する脅威から
身を守る助けになります

気候変動のような環境危機、英国のEU離脱を始めとする
政治的な出来事、拡大するサイバー攻撃の脅威といったテク
ノロジー面での変化、2008年の住宅バブル崩壊のような市場
での衝撃は、人々が生活し、働く世界の中で起こっています。
このような大きな出来事は、発生頻度が増えているだけでは
なく、予測がより困難になっています。国際通貨基金とスタン
フォード大学が実施した調査によると、過去30年以上にわた
り、特に直近の10年間において、不確実性は増加し続けて
います15。

多くのリーダーたちはこの先も不確実性が減少するとは考えて
いません。CEOたちとの対話を通して、「ポストパンデミックの世
界では、これまでにないような速い変化が起こるだろう」との意
見が幅広く見られました16。本調査の回答者の4分の3以上
が、自組織のビジネスは過去5年間よりも、今後5年間で更
に大きく変化すると予測しました（図6）。

デジタルが競争戦略のコアとなる

76%

24%

同意する、または強く同意する
どちらとも言えない、または同意しない

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

注記：「どちらとも言えない、または同意しない」には、「まったく同意しな
い」という回答も含まれており、合計で24％となっています。

図6

回答者は自組織のビジネスは過去5年間
よりも、今後5年間で更に大きく変化すると
予測している
「自組織のビジネスは、パンデミック前の5年間よりも、今後5
年間で更に大きく変化していくようになるだろう」というステート
メントに同意しますか？
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急速な変化は、テクノロジーの進歩という観点を考慮したとし
ても、必ずしも肯定的に捉えられている訳ではありません。実
際のところ、回答者の半数以上がテクノロジーの急速な変化
は、自組織やその顧客にとって「良くないもの」と考えていまし
た（図7）。政府部門の回答者は、民間部門の回答者よ
りもこの意見に同意する傾向が遥かに高いことが分かりました
（63％対51％）。これは納得のいく結果です。
変化は困難ともなり、新しいテクノロジーは、役職者にも混乱
をもたらす可能性があります。回答者の4分の3が、自組織の
デジタルトランスフォーメーションによって、過去2年間で、最高
幹部のチームや取締役会に大きな変化がもたらされたと回答
しました。

しかし、エグゼクティブたちは、変化は困難だけでなく機会も
生み出すことを認識しています。デロイトとFortune社による最
近の調査に回答したCEOの4分の3が、パンデミックによって重
要かつ新しい機会が自社にもたらされたと言及しました17。高
度なデジタル化を進める企業は、こういった機会を獲得するう
えで優位な立場にいることを証明しました。例えば、デジタル
ネイティブのタクシー配車サービスを提供する企業は、事業の
中核である送迎サービスの需要が急激に落ち込む中、オンラ
インでのデリバリーサービスに素早く切り替えました。
Lyft社（アメリカ／配車サービス）は、オンデマンド型のデリバ
リー事業に初めて進出し、政府を始め、非営利団体、その他
の組織のために食事や必需品を配布しています18。

中国を拠点とするDidi Chuxing社（配車サービス）は、21の
都市において食料品のデリバリーサービスを開始しました19。そ
の間Uber社は、既存のデリバリーサービスの収益がタクシー配
車事業を上回ったことを受け、酒類のデリバリープラットフォー
ムであるDrizly社を11億米ドルで買収し、自社のデリバリー
サービスの強化を進めました20。これらの例は、変化に対処す
る上で、価値を単に守るだけでなく、生み出す方法を編み出
すために、デジタルがいかに重要かを示しています。

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ

52%

48%

同意する、または強く同意する
どちらとも言えない、または同意しない

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

注記：「どちらとも言えない、または同意しない」には、「まったく同意しな
い」という回答も含まれており、合計で48％となっています。

回答者の半数以上が
テクノロジーの急速な変化は、
自組織やその顧客にとって
「良くないもの」と考えていま
した。

図7

リーダーたちはテクノロジーの急速な変化は
悪影響を及ぼすと感じている
「テクノロジーの急速な変化は、自組織やその顧客にとって
『良くないもの』と考えている」というステートメントに同意しま
すか？
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デジタルは今日の業界において重要な差別化要因であると
回答しました。フィットネス企業であるPeloton社（アメリカ）
の台頭が一例となっています。同社はデジタルストリーミングを
活用することで、実店舗型のジムやスタジオよりも利便性が
高く、低コストな自宅エクササイズプログラムを提供していま
す21。しかし1990年代のウェブサイトのように、デジタル単体で
は差別化を実現できません。デジタルそのものが差別化要因
なのではなく、デジタルは戦略の新しい選択肢として、差別
化の新しい方法を実現させるものなのです。

差別化を追求するうえでデジタルテクノロジーの重要性を更に
高める要因は、デジタル化自体が競争環境を変えてしまって
いるため、デジタルネイティブ企業が優位に立っている点です。
民間企業の回答者の多くは、今後5年間での主な競合相
手は、新興のスタートアップ企業や既存のデジタルネイティブ
企業となり、現在のライバル企業と対立していくだろうと考え
ていた回答者は3分の1以下となりました（図8）。

デジタルネイティブのライバル企業の多くは小規模ですが、持
ち前の機敏性や拡張性を生かして新しい市場に参入し、ア
ジリティの低い既存企業から機会を奪取することは可能で
しょう。しかし、既存企業も負けじとデジタルを活用して戦おう
としています。例えば、複数の金融サービス大手は、デジタル
ネイティブかつ新興のフィンテック企業に対抗するために、デジ
タル専用のバンキングサービスを立ち上げました22。

デジタルで新たな差別化の方向性を
実現する

デジタルが競争戦略のコアとなる

新興のスタートアップ企業または既存の「デジタルネイティブ」企業
現在のライバル企業

52%

29%

19%

既存のノンデジタル企業

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

民間部門の回答者の
4分の3以上が、デジタルは
今日の業界における重要な
差別化要因であると
言及しました。

図8

企業はデジタルマチュリティの高い新興企業
が競合相手になると予測している（民間部
門の回答者）
今後5年間において、自社にとっての主な競合相手は誰にな
ると予測しますか？

ジタルトランスフォーメーションは、差別化の新たな
機会を創出し、組織間の競争の在り方を変化さ
せます。民間企業の回答者の4分の3以上が、デ
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デジタル・ケイパビリティによって差別化を実現する方法はいく
つかあります。具体的には、より良い顧客体験の提供、新製
品やサービスの開発、ビジネスモデルの適応といった点で組織
を支援することが挙げられます。これらの戦略を推進して成功
を収めた組織は数多く存在し、以下が例として挙げられます。

顧客体験：Capital One社（アメリカ／金融）は、顧客へ
のサービスやエンゲージメントを向上させるデジタルチャネルへの
投資を増加させるため、この数年間で自社の支店ネットワー
クの縮小を着実に進めました23。また、クラウドや機械学習に
も投資し、データに基いたインサイトやアラートを活用して顧客
体験を向上させています24。例えば、同社のバーチャルアシス
タントであるEnoは、リアルタイムでの詐欺通知や、安全にオ
ンラインで精算するためのトークン化を実装しています。また、
同社は電子商取引の体験を向上させるためにもデジタルを
活用しています。一例として、ブラウザーの拡張機能である
Capital One Shoppingは、顧客がオンラインで買い物をしてい
る間に自動的に価格を比較し、利用可能なクーポンを探しま
す25。このようなデジタルサービスの強みが一部寄与し、
Capital One社はJ. D. Power社の2020年大手小売銀行の
顧客満足度ランキングでトップとなりました26。

製品とサービス：John Deere社（アメリカ）は、農業用車
両業界で早期からデジタルに取り組んでいた企業であり、精
密農業に対応する新しいサービスを提供するために、AIやコン
ピュータービジョンを自社の製品に組み入れました。同社のシ
ステムであるCombine Advisorは収穫機のカメラやセンサーを
活用し、リアルタイムで作業の監視や機械の調整を行います。

このシステムを活用することで、収穫時に損傷し失われる穀
物や、葉や茎といった残りくずと共に誤って排出される穀物の
量を削減することができ、収穫量を向上させることが可能と
なります27。企業のエグゼクティブたちは同社のデジタル戦略
が、2021年度第1四半期の純収入19％の増加（前年
比）に寄与したと評価しました28。しかし、同社も競争優位
を維持するためには、革新を続けていく必要があります。なぜ
なら、その他の大手農業機器プロバイダーも同社の後に続き、
精密農業サービスを創出するためにセンサーやAIを活用してき
ているためです29。

ビジネスモデル：中国を拠点とする保険大手のPingAn社は、
従来型の保険プロバイダーから、約5億人以上のユーザーを金
融、ヘルスケア、不動産、自動車等のサービスにつなぐプラッ
トフォームプロバイダーへと転換しました。同社のビジネスには
フィンテックのSaaSであるOne Connect社のサービスが含まれて
おり、デジタルローン、中小企業への融資、銀行間での取引
ソリューションを450以上の金融機関に提供しています。また、
ヘルスケア関連会社であるGood Doctor社（オンライン上で
患者への相談サービスと薬のデリバリーを行う）と、中国最大
の自動車販売プラットフォームであるAutohome社も含まれて
います。このような周辺サービスは、PingAn社の中核である金
融サービスへの送客を可能とします。例えば、ユーザーが
Autohome上で車を検索し、比較する際に、同社はローンや
保険の見積もりを提供します30。このプラットフォームを活用し
た戦略が実を結び、PingAn社は現在、時価総額で世界第2
位の保険企業となっています31。

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ
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デジタル戦略は新たな選択肢を提示します。デジタルに精通
した戦略は、 「どこで戦うのか」「どうすれば勝てるのか」という
点について、「デジタルを活用して何ができるか？」という選択
肢を踏まえています。デジタルが可能にするさまざまな可能性
を評価し損ねているリーダーたちは、これらの選択肢を見落と
しているかもしれません。

Cargill社（アメリカ）は、従来型の農業企業でありながら、
クラウド上で用いる新たなデータ分析プロダクトやサービスを開
発しています。同社の取り組みは、デジタル化の活用がどのよ
うに企業がビジネスチャンスの発見に寄与するかを示してます。
例えば、同社のiQuaticサービスは、エビの養殖業者からセン
サーデータを収集し、クラウドや機械学習を活用して、養殖業
者が効率性と収穫性を向上できるように手助けするアラート
やリコメンデーションを生成しています。その中で、同社はこの
サービスを通して顧客ニーズを把握し、見込みのある新製品
や「どこで戦うのか」の機会についての情報を得ています。

テクノロジーリーダーたちは、変革の主導者となり、計画過程
で創造性をもたらし、「どこで戦うのか」「どうすれば勝てるの
か」といった新しくかつ実現可能な発想を促すべきです32。競
合戦略とデジタル戦略を統合し、一つのまとまった企業戦略
を形成することは企業全体の課題です。つまり、企業戦略は、
C-suiteのビジネスリーダーとテクノロジーリーダー間でよく理解さ
れ、明確でかつ整合性があり、相互に強化し合う選択肢で
構成されるべきです。

戦略はテクノロジーへの投資を主導します。戦うために必要と
される各種ケイパビリティや管理システムは、戦略的な意図と
して、組織のテクロノジー面での選択や、アーキテクチャー、そし
て支出に反映される必要があります。多くの場合バックオフィ
スから始まるテクノロジー関連の取り組みは、組織のデジタル
マチュリティが高まるにつれ、製品やサービスのイノベーションや、
顧客関係の構築といった、戦略的な取り組みの中心的要
素となっていきます。このような理由から、デジタルマチュリティ
が高い組織は、ITと製品開発を密接に連携させているのです。
例えば、Capital One社は、アジャイルな手法やデザイン思考
プロセスを用いて迅速に新製品のイノベーションを実現するた
め、製品開発者、IT専門家、デザイン専門家から成る機能
横断型のチームを結成しました33。

更に、デジタルマチュリティが高い組織はテクノロジー関連の予
算編成と計画を戦略的計画と組み合わせ、高頻度でビジネ
ス部門を巻き込むプロセスを設定しています。これによって、ア
ジリティと拡張性が向上すると同時に、ビジネスとテクノロジー
の間で成果に対する責任を共有するようになります。例えば、
某医療保険プロバイダーのCIOは、自社の顧客体験を向上さ
せるためのアジリティを強化するうえで、デジタル関連の予算を
6か月先を見通して計画し、四半期ごとに、レビュー、修正して
いると述べました。

すべての戦略は
デジタル戦略でなければならない

デジタルが競争戦略のコアとなる

「どこで戦うのか」「どうすれば
勝てるのか」という点について
従来型の選択肢のみを検討
しているリーダーたちは、重大
な脅威や機会を見落としてし
まう可能性があります。

べての組織でデジタル化が進むと、すべての戦略
もデジタル戦略となる必要性が出てきます。これ
は、リーダーたちにとって、3つの意味があります。す

13



このプロセスにおいてデジタル投資の成果を評価することは非
常に重要です。結果が良いものであった場合、このような評
価を行うことで、テクロノジーによって望ましい成果や投資利
益率得られるという自信を組織内で高めることができるから
です。

デジタルテクノロジーは、戦略プロセスそのものを改善すること
ができます。デジタルを活用することで、戦略構築プロセスだ
けでなく、戦略構築の成果も改善することが可能になります。
不確実な環境では、常に機能し続ける戦略的思考が必要
とされるため、デジタル・ケイパビリティを戦略の策定、検証、
効果検証に活用することは、大きな利益につながります。
例えば、デジタルプラットフォームとAIは、C-suiteが将来の可
能性についてより広い視野と確信を持って検討するうえで役
立ちます。また、データや分析に関するテクロノジーにより、社
内外でのパフォーマンスを継続的に追跡することが可能となり、
リーダーたちが戦略的な選択を行う際、また、継続的に議論
や意思決定を行う際に役立ちます。加えて、トレンドのモニタ
リングを行うテクロノジーの導入によって、外部環境を継続的
に評価し、戦略仮説を検証する主要指標を収集・分析し、
集約することができます。例えば、アメリカ合衆国国土安全
保障省は自動化されたツールを用いて、ニュース記事や特許
申請などを精査し、米国の安全を保障するためのプロセスに
混乱をきたす／改善する可能性のある新興テクロノジーを特
定しています34。

加えて、ダイナミックなシナリオツールやシミュレーターにより、リー
ダーたちは迅速に脅威や機会を特定した上で、戦略的選択
の結果を検証し、対応事項の優先順位を設定することがで
きます。例えば、Airservices Australiaは、航空交通ネット
ワークのデジタルツインモデルを開発し、フライトや航空交通の
管理者の業務量をリアルタイムで最適化することで安全性の
向上や時間通りの到着を実現する取り組みを行っています。
また、このテクノロジーは、同組織がドローン等の新興テクノロ
ジーが航空交通に与える影響を検証するうえで役に立ってい
ます35。

上記のすべてにおいて、リーダーたちが覚えておかなければいけ
ないことは、戦略は実行なしでは意味がないというこです。組
織は戦略実行の基礎づくりとして、エグゼクティブレベルの変
革の要となる「ナーブセンター」というデジタル機能を確立する
と共に、デジタル機能（デジタル施策を実行するための、資
金調達、計画、アサイン、実行を推進する機能）を整える
必要があります36。また、戦略を適切に実行するために、必
要なケイパビリティを備えた運用モデルを設計し、導入してい
く必要もあるでしょう37。

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ
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ト／ゼネラルマネージャーおよびプラットフォームのヘッドである
Amit Zavery氏は、次のように述べています。「組織はデジタル
トランスフォーメーションを『完成させるべきテクノロジーのプロ
ジェクト』として考えるのではなく、『終わりのないアジリティ』と
して捉える必要があり、顧客ニーズの変化に対応するために
常に進化する必要があるのです38」未来での勝者は、デジタ

ルトランスフォーメーションを終わりのない旅路と捉えて取り組
むことで、成長や収益性を追求する方法を継続的に発展さ
せていくでしょう。しかし、デジタルトランスフォーメーションの真
の価値は、継続的なデジタル・ケイパビリティの獲得のみでは
ありません。組織は、デジタルをコアに据える戦略（つまり、デ
ジタルで実現できる可能性を深く理解し、デジタルの優先度
と戦略目標が一致する戦略）に熱心に取り組むことで、不
確実な世界で未来を切り開いていくことができるでしょう。

デジタルトランスフォーメーションは
終わることのない旅路である

デジタルが競争戦略のコアとなる

確実性と変化は回避できませんが、ライバル企業
との差別化も避けることができない課題です。この
ような状況下で、Google Cloudのバイスプレジデン不
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集された後、アジア太平洋と欧州の国々（中国、インド、日
本、フランス、スペイン、英国）のエグゼクティブからの回答が
2021年1月～2月にかけて収集されました（図11は回答者
の地域別の内訳です。）

調査対象となったのは、年間収益が1億米ドル以上で、全
世界で従業員500人以上を抱える組織に所属する人々で
す（図9）。
また、対象者条件としては、自組織のデジタルトランスフォー
メーションについて、「多くの」または「高い」知見がある者としま
した（図10は、回答者の役職別の内訳です）。

我々は、本調査から、回答者の組織のデジタルマチュリティを
把握するための分析を行いました。回答者には、7つのデジタ
ルピボットから自組織のビジネスがどの程度ポジティブな影響
を受けたかを評価してもらいました39。各ピボットに対する回答
は、総合的な影響を評価するためにすべて集約し、スコアが
高いほど、マチュリティが高いことを示しています。
その後、正規分布に基づいて、組織はマチュリティ「高」、
「中」、「低」に分類されました。
また、世界全体の経済状況を適切に調査に反映させるため
に、各国GDPの相対的規模に応じてデータのウェイト調整を
行いました。更に、民間部門に対し、政府部門の回答数が

相対的に多くなりすぎたため、政府部門の回答の重みが他
の業界と同等になるように調整しました。

Appendix A：調査方法
デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ

2億5000万～5億ドル未満
5億～10億ドル未満
10億～50億ドル未満

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

注記：上記の金額はすべて米ドルです。

50億ドル以上
1億～2億5000万ドル未満

26%

40%

23%

2%

9%

図9

対象組織の年間収益の割合

レポートは、エグゼクティブ2860人を対象とした業
界横断のグローバルサーベイに基づいています。米
国のエグゼクティブからの回答が2020年11月に収本
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デジタルが競争戦略のコアとなる

C-suite
バイスプレジデントレベル
ディレクターレベル

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

シニアマネージャーレベル

52%

20%

27%

1%

米国
欧州、中東、アフリカ

56%

25%

19%

アジア太平洋

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey 2021.

図11

回答者の地域別内訳
回答者のパーセンテージ

図10

回答者の役職別内訳

17



1. Angus Loten, “Pandemic has online sellers leaning on cloud,” Deloitte CIO Journal on the Wall Street Journal, August 
24, 2020.

2. Gregory Magana, “Bank of America’s Erica usage is spiking during the coronavirus lockdown,” Business Insider, June 
30, 2020; Mike Robuck, “How Comcast changed the customer care landscape with its digital tools during Covid-19,” 
Fierce Telecom, August 20, 2020.

3. Our survey of digital executives has found a correlation between digital maturity and financial performance since 
its inception three years ago.

4. Ragu Gurumurthy and David Schatsky, Pivoting to digital maturity: Seven capabilities central to digital 
transformation, Deloitte Insights, accessed March 13, 2019.

5. Gerald C. Kane et al., Accelerating digital innovation inside and out: Agile teams, ecosystems, and ethics, MIT Sloan 
Management Review and Deloitte Insights, 2019.

6. We discussed the relationship between digital maturity and a digital mindset in: Gurumurthy and Schatsky,
Pivoting to digital maturity.

7. Jen Wieczner and David Z. Morris, “Meet the one-branch bank that did more PPP lending than Citi,” Fortune, July 15, 
2020.

8. Deloitte Insights, Tech Trends 2021, 2021.

9. Ragu Gurumurthy, David Schatsky, and Jonathan Camhi, Uncovering the connection between digital maturity and 
financial performance: How digital transformation can lead to sustainable high performance,
Deloitte Insights, May 26, 2020.

10. Deloitte, “Deloitte study: Navigating the energy transition from disruption to growth,” press release, May 27, 2020.

11. Seb Joseph, “Inside Anheuser-Busch InBev’s $1b a year DTC business,” Digiday, March 2, 2020.

12. Rich Nanda and Anh Phillips, The Transformation Myth, Deloitte, 2021.

13. Laura Dyrda, “Pandemic sped up Mayo’s digital transformation by 10 years, Dr. John Halamka says,” Becker’s 
Hospital IT, July 6, 2020.

14. International Data Corporation, “IDC reveals 2021 Worldwide Digital Transformation Predictions; 65% of global 
GDP digitalized by 2022, driving over $6.8 trillion of direct DX investments from 2020 to 2023,” press release, 
October 29, 2020.

15. World Uncertainty Index, accessed March 26, 2021.

16. Punit Renjen, The journey of resilient leadership: Building organizational resilience, Deloitte Insights, 
December 2, 2020.

17. Deloitte, “Fortune/Deloitte CEO Survey: October 2020 Highlights,” October 2020.

18. Tina Bellon, “Lyft launches meal, grocery delivery service in several U.S. cities,” Reuters, April 15, 2020.

19. Reuters, “China’s Didi launches delivery service after coronavirus hammers ride-hailing demand,” March 16, 2020.

20. Jessica Bursztynsky, “Uber agrees to buy alcohol delivery service Drizly for $1.1 billion,” CNBC, February 2, 2021.

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ

注釈

18



21. Tom Huddleston Jr., “How Peloton exercise bikes became a $4 billion fitness start-up with a cult following,” CNBC, 
February 12, 2019.

22. Examples include: Tearsheet, “Case study: HSBC’S transformation as a bank for small business,”
November 13, 2020; Hugh Son, “Goldman Sachs, the 150-year-old investment bank, is staking its future on a mobile 
app,” CNBC, January 13, 2020; Eugenia Jiménez, “Santander launches own digital bank Openbank in Germany,” 
International Investment, September 23, 2019.

23. Pymnts, “Capital One to focus on digital, close 37 locations,” February 28, 2020; Mahum Tofiq, “Capital One, Wells 
Fargo lead the way with US bank branch closures in October,” S&P Global, November 17, 2020.

24. Tom Davenport, “From analytics first to AI first at Capital One,” Forbes, July 10, 2019.

25. Manan K. Mahadevia, “How Capital One is using tech to improve the online shopping experience,” VentureBeat, 
October 9, 2020.

26. Laura Alix, “Capital One tops J.D. Power rankings for customer satisfaction,” American Banker, December 17, 2020.

27. Bernard Marr, “The amazing ways John Deere uses AI and machine vision to help feed 10 billion people,”
Forbes, March 15, 2019.

28. John Deere, “Deere reports first-quarter net income of $1.224 billion,” news release, February 19, 2021; John 
Deere, Investor Relations page, accessed April 6, 2021.

29. Laurie Bedord, “Case IH moves autonomous concept tractor forward,” Successful Farming,
February 14, 2018; Mahindra Group, “Mahindra & Mahindra unveils unique Precision Farming solutions at 
Agritechnica 2019,” press release, November 11, 2019.

30. Forrester, “Case study: How Ping An Insurance embraced digital to rewrite its business,” January 17, 2019.

31. Bloomberg, “What’s behind China’s crackdown on its tech giants,” March 25, 2021.

32. Khalid Kark et al., The kinetic leader: Boldly reinventing the enterprise: Findings from the 2020 Global Technology 
Leadership Study, Deloitte Insights, May 18, 2020.

33. Gartner, “Innovation case study spotlight series: Capital One’s go-to innovation techniques,” accessed March 26, 
2021.

34. Rich Nanda and Tom Schoenwaelder, Strategy, engineered: Tech-enabled business strategy, optimized for agility, 
Deloitte Insights, 2021.

35. Adam Mussomeli et al., Digital twins: Bridging the physical and digital, Deloitte Insights, January 15, 2020.

36. Maximilian Schroeck, Anne Kwan, and Cristina Stefanita, What it takes to execute large-scale and lasting 
transformations: Successfully executing a complex, enterprisewide program that quickly delivers results may be the 
most elusive element of digital industrial transformation, Deloitte Insights, November 23, 2020; 
Deepak Sharma et al., Designing the modern digital function: How a CDO can help orchestrate the digital 
transformation journey, Deloitte Insights, January 8, 2021.

37. Anne Kwan, Maximilian Schroeck, and Jon Kawamura, Architecting an operating model: A platform for accelerating 
digital transformation, Deloitte Insights, August 5, 2019.

38. Amit Zavery, “Digital transformation isn’t a project, it’s a way of operating,” Forbes, January 22, 2020.

39. For a description of the digital pivots and research demonstrating their relationship to digital maturity, see 
Gurumurthy and Schatsky, Pivoting to digital maturity.

デジタルが競争戦略のコアとなる

19



Ragu Gurumurthy | rgurumurthy@deloitte.com
Ragu Gurumurthy is chief innovation officer and chief digital officer of Deloitte LLP, guiding overall innovation efforts 
across all Deloitte’s business units. He advises clients in the technology and telecommunications sectors on a wide range 
of topics, including innovation, growth, and new business models.

Rich Nanda | rnanda@deloitte.com
Rich Nanda is a principal in Deloitte Consulting LLP, where he serves as the leader of Deloitte’s US Monitor Deloitte 
practice. He has significant experience in guiding clients through strategy-led transformation to achieve profitable 
growth. He routinely advises boards, CEOs, and executive teams at consumer products companies on topics spanning 
growth, business model innovation, operating models, capability building, analytics, and technology adoption.

David Schatsky | dschatsky@deloitte.com
David Schatsky is a managing director at Deloitte LLP. He tracks and analyzes emerging technology and business trends, 
including the growing impact of artificial intelligence, for the firm’s leaders and its clients.

デジタルが当たり前の時代では、戦略が差別化をうむ

著者について

The authors would like to thank the following for their contributions to this study: Aniket Dongre, Ankur Tulsyan, 
Jonathan Camhi, Junko Kaji, Thomas Schoenwaelder, Anne Kwan, Anh Phillips, Matthew Guest, Dounia Senawi, Jeffrey 
Brashear, Michael Raynor, Kristen Stuart, Ryder Riess, Sam Roddick and Khalid Kark.

謝辞

20

mailto:rgurumurthy@deloitte.com
mailto:rgurumurthy@deloitte.com
mailto:rgurumurthy@deloitte.com


Our insights can help you take advantage of change. If you’re looking for fresh ideas to address your challenges, we 
should talk.

Practice leadership

Ragu Gurumurthy
Chief innovation officer and chief digital officer | Principal | Deloitte LLP
+1 203 708 4743 | rgurumurthy@deloitte.com

Ragu Gurumurthy is the chief innovation and chief digital officer of Deloitte LLP and the chief innovation officer of 
Deloitte Global.

Rich Nanda
Principal | Deloitte Consulting LLP
+1 312 486 2761 | rnanda@deloitte.com

Rich Nanda is a principal in Deloitte Consulting LLP, where he serves as the leader of Deloitte’s US Monitor Deloitte 
practice.

デジタルが競争戦略のコアとなる

連絡先

21

mailto:rgurumurthy@deloitte.com
mailto:rnanda@deloitte.com


Sign up for Deloitte Insights updates at www.deloitte.com/insights.

Follow @DeloitteInsight

Deloitte Insights contributors
Editorial: Junko Kaji, Sayanika Bordoloi, and Nairita Gangopadhyay

Creative: Victoria Lee, Sanaa Saifi, and Govindh Raj

Promotion: Maria Martin Cirujano

Cover artwork: blindSALIDA

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。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、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。ま
た、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用するためには、当該時点で有効と
される内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な
専門家にご相談ください。

Member of
Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Copyright © 2021 Deloitte Development LLC. All rights reserved. 
© 2021. For information, contact Deloitte Tohmatsu Consulting LLC.

About Deloitte Insights

Deloitte Insights publishes original articles, reports and periodicals that provide insights for businesses, the public sector and NGOs. Our 
goal is to draw upon research and experience from throughout our professional services organization, and that of coauthors in academia 
and business, to advance the conversation on a broad spectrum of topics of interest to executives and government leaders.

Deloitte Insights is an imprint of Deloitte Development LLC.

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

	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23

