
デジタルトランスフォーメーションと
企業業績の関係性を解き明かす
デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに
影響しているのか？



日本語版発行に寄せて

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。COVID-19の終息にはもう少し時間がかかりそうな現状を鑑みても、ニューノーマルな世
界に対応できる体制構築を加速していくことが求められる。ニューノーマルな世界に対応した体制構築を今後2-3年でどこまで
やりきれるのかが、今後の企業業績を左右するうえで鍵になると思われる。

本レポートは、原文タイトルが「Uncovering the connection between digital maturity and financial performance」となってい
るように、デジタルマチュリティ（デジタル化の成熟度）と企業業績の関連性について、デジタルピボット（デジタル化の取り組
み・軸）の有用性に触れながら、考察している。今回のCOVID-19危機の結果の一つとして、顧客と従業員の健康・ウェルビー
イングを守るために、企業におけるデジタル技術の導入が急激に進んだことは大きな進歩であった。その一方で、今回の危機を
一過性のものと捉えて、COVID-19が一時的にせよ収束する兆しが見えるにつれて、以前の体制に戻そうという企業も散見さ
れるようになってきた。デジタルトランスフォーメーションは、顧客と従業員の健康・ウェルビーイングを守るためだけに進める取り組
みではなく、本来的には企業業績を向上させるために取り組むべきものである。また、デジタル技術を導入すれば終わりという
ものではなく、トランスフォーメーション withデジタルという全社的な企業革新の取り組み（本レポートではデジタルピボットという
言葉で定義）であるはずだ。

COVID-19による大きな環境変化に対応する形で、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加速し始
めたように思われる。しかしながら、この危機を機会と捉えて前向きに活用する企業群と一過性の事象と捉えて停滞もしくは
後退してしまった企業群、に大きく2分されてきているように感じる。本レポートの結果も踏まえると、企業業績の観点からも、前
者と後者の企業では今後大きな差がついてしまうのではと危惧している。

読者の皆様には、本レポートも参考にしながら、いま一度、企業革新：デジタルトランスフォーメーションに取り組む意味合いを
再考していただければ幸いである。
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ジタルマチュリティ（デジタル化の成熟度）が高い
企業は、デジタルトランスフォーメーションによって、
財務上の最終利益から各ビジネスプロセスにおけ
る中間利益まで、広範囲にわたる事業上の利益

を享受しています。製品品質や顧客満足度の向上を含むこ
れらの利益は、財務パフォーマンスの向上に寄与しています。
環境負荷の低減や人材の多様性の向上を含むその他の利
益についても、企業の広範な社会的責任の一部と捉えられ
る傾向が強まっています。

企業がこれらの事業上の利益を享受するためには、新しいテ
クノロジー導入に留まらず、幅広い施策の実行が必要です。
デジタルトランスフォーメーションを成功させるためには、テクノロ
ジー関連のアセットとケイパビリティを企業全体で統合させて
いく必要があり、我々はこれらをデジタルピボット（デジタル化
に向けた取り組み・軸）（図1）と称しています。

デジタルマチュリティとは
デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす

デ

図1

企業のデジタルマチュリティ（デジタル化の成熟度）向上を促進する7つのデジタルピボット

出所：Deloitte analysis.

デジタルピボット 概要

柔軟で堅牢な
インフラストラクチャー

セキュリティとプライバシーのニーズのバランスを取りつつ、事業の需要にあわせて容量を柔軟に調節
できるテクノロジー・インフラストラクチャーを導入する

データ活用の習熟 効率性や収益、またカスタマーエンゲージメントの向上のために、サイロ化された未活用のデータを集
約し、プロダクト、サービス、オペレーションに埋め込むことで、有効化・収益化を行う

デジタル人材の
オープンタレント
ネットワーク

ビジネスニーズに対応するスキルセットを迅速に調達し、労働力を柔軟に調整できるよう、デジタル・
コンピーテンシーに特化したトレーニングプログラムを構築するとともに、有期雇用者の活用を通じた
要員配置を行う

エコシステム全体への
積極的な関与

R&D系の組織や新技術のインキュベーター、新興企業などの外部のビジネスパートナーと協働し、テ
クノロジー、知的財産、人材などのリソースへのアクセスを獲得し、企業の改善とイノベーション、成
長する能力を向上させる

高度な情報処理技術
（AI含む）を活用した
ワークフロー

人とテクノロジーのケイパビリティを組み合わせ、リソースを最大限活用し高価値を生み出すプロセス
を構築し、継続的な調整を行う

一元化された
カスタマー・
エクスペリエンス

デジタル・リアルの両面で顧客が没頭でき興味を持てる環境をつくり、有益で楽しく効率的なインタ
ラクションを経験できる仕組みを構築する。また、顧客像をあらゆる角度から分析した上で全社で
共有し、シームレスなカスタマー・エクスペリエンスを提供する

ビジネスモデルの
適応力

変化する市場の状況に対応し、売上と収益性を拡大するために、製品・サービスを最適化し、企
業のビジネスモデルと収入源を拡張する
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昨年のレポート（日本では「デジタルトランスフォーメーションを
成功に導くために」との題名で発表）では、広範にわたるデ
ジタルピボットを深く適用する企業が、より優れた財務パ
フォーマンスを示す傾向が示されました1。本年度の調査でも、
デジタルマチュリティの高い企業は、マチュリティの低い企業と
比較して、主要財務指標の業界平均をはるかに上回る業
績を達成する傾向が非常に高いことが示されています。

しかし、なぜデジタルマチュリティが優れた財務パフォーマンスと
関連しているのか、という疑問が残ります。本年度のレポート
では、高いデジタルマチュリティと優れた財務パフォーマンスを
結びつける要素について深堀します。

調査結果からは、結論として、高いデジタルマチュリティは、
企業の効率性や収益性、また、製品・サービスの品質、顧客
満足度や従業員エンゲージメンの向上、そして、成長とイノ
ベーションへの注力へとつながり、その結果、優れた財務パ
フォーマンスが得られるといえます。また、調査によると、エグゼ
クティブは、一部のピボットが他と比べて、もたらす利益が大き
いと評価する傾向があります。しかし我々は、高いデジタルマ
チュリティレベルを達成していくためには、バランスの取れたアプ
ローチにもとづく、全ピボットへの投資が必要だと考えます。

デジタルマチュリティのレベル：デジタルマチュリティが高い、低いとはどういうことなのか？
本稿では、デジタルトランスフォーメーションの取り組みから事業上の利益を得ている企業を、「デジタルマチュリティが
高い企業」としています。

調査では、企業が各デジタルピボットの適応から、どの程度ポジティブな影響が得られたかを尋ねています。7つのピ
ボットそれぞれに対する回答を集計・統合し、デジタルトランスフォーメーションの取り組みが事業にどの程度の利益を
もたらしたかの分布にもとづき、デジタルマチュリティのレベル分け（高・中・低）を行いました。

• トップ25%のスコアを獲得した企業を「高」に分類

• 中間の54%の企業を「中」に分類

• 下位21%の企業を「低」に分類

回答者の属性の詳細については、Appendixを参照してください。

デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？
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本年度の調査結果は、デジタルマチュリティと財務
パフォーマンスは相関しているとの昨年の結果と
一致します。本年度の調査では、デジタルマチュ
リティが高い企業では、デジタルマチュリティが低

い企業と比べ、「年間売上成長率と利益率が業界平均を
はるかに上回った」との回答が3倍程度多い結果となりました。
この傾向は、あらゆる業界で見られました。

我々のデジタルマチュリティの定義は、デジタルトランスフォー
メーションがどの程度「事業上の利益」を創出しているかに基
づいており、必ずしも「財務上の利益」に基づいているわけで
はありません。つまり、デジタルマチュリティの向上による優れた
財務パフォーマンスは、デジタルマチュリティの向上が「事業上
の利益」につながり、さらに、「事業上の利益」が「財務上の
利益」につながった結果なのです。

デジタルマチュリティがもたらす
事業上の利益

デジタルマチュリティはどのように財務パフォーマンスに影響する
でしょうか？これを理解するには、図1に記載されている7つの
デジタルピボットを通して、デジタルトランスフォーメーションを理
解することが必要です。各ピボットにおけるケイパビリティを構
築することにより、さまざまな「事業上の利益」を得ることがで
き、それらが財務パフォーマンスの向上にも寄与するのです。
特に、我々の調査結果によると、マチュリティが高い企業では、
マチュリティが低い企業と比べて、「すべてのデジタルピボットか
ら「事業上の利益」（下記）を享受している」との回答が2
～3倍多いことが示されました。

事業上の利益：効率、収益成長率、製品・サービス品質、
顧客満足、従業員エンゲージメント

デジタルトランスフォーメーションによって
得られる利益

脚注：業界平均との比較結果は、回答者の自己申告によるものです
出所：Deloitteanalysis.

デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす

図2

マチュリティの高い企業は業界トップの売上成長率と利益率を報告した
業界平均をはるかに上回る数値を報告した回答者のパーセンテージ（デジタルマチュリティレベル別）
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効率化
効率化に寄与するデジタルピボットは多くあります。
 Guardian Life社（保険大手）：
柔軟なインフラストラクチャーを用いて、コスト削減だけでな
く、よりアジャイルなオペレーションの実現や新興企業との
連携を加速化
• 同社は200以上のアプリケーションをパブリッククラウドに
移行させ、2018年11月に最後のデータセンターを閉鎖し
ました。同社のCIOによると、移行以来、各種アプリケー
ションの運用に伴うコストは20～30%減少しました。

• クラウドへの移行によって、同社のIT組織がより多くの時
間とリソースをデータセンターの管理から、新たなアプリ
ケーションの試行や学習に費やせるようになったことから、
よりアジャイルな製品開発アプローチへのシフトが促進し
ました。

• 最新のクラウドインフラストラクチャーで運用を行うことによ
り、新興企業と協働で用いる新たなツールやソリューショ
ンのパイロット運用・統合がより容易に行えるようになっ
ています2。

収益性の成長
デジタルトランスフォーメーションを通じた顧客満足度の向上や
新しい製品・サービスの導入支援によって、企業の収益性が
拡大します。
 Chipotle社（カジュアルレストランチェーン）：
デジタルマチュリティの向上を収益化
• 自社のモバイルアプリを、顧客が自分の好みに合わせて、
より簡単にオーダーをカスタマイズできるようにアップデート
しました。その後、デジタルでの売上は次の第2四半期に
おいて、前年同期比で100%以上増加しました。総売
上に対するデジタル売上比率をみると、2018年第3四
半期の11.2%から、2019年同期では18.3%へと拡大しま
した。さらには会社全体の収益や店舗売上の成長率も
伸長しました3。

• 今回の活動をアプリの改善だけに留めるのではなく、リア
ル店舗にも改善を加え、デジタルのショッピングエクスペ
リエンスを完成させました。具体的には、リアル店舗に、
オンライン顧客専門の生産ラインや受け取り窓口を設け
たのです。この改善により、同社はデジタルトランスフォー
メーションのさらなる収益化に成功しました。

製品・サービス品質の向上
企業は一部のデジタルピボット、とりわけ「データ活用の習熟」
から、製品性能やサービス品質向上に役立つインサイトを得
ることができます。
 Rolls-Royce社（航空機エンジン）：
燃料効率改善のために自社生産のジェットエンジンに搭
載したセンサーデータを分析し、製品価値の高度化を実現
• 同社はこの分析機能により、顧客であるエアライン各社
における燃料コストの低減を約束しています。

• また、この分析機能により、ジェットエンジンを完全に販
売するのではなく、サブスクリプションでリースを提供する
ビジネスモデルを実現しました4。このビジネスモデルは顧
客の関心を集め、例えば、同社は近年アジア圏の大手
エアライン企業と5年間のサービス契約締結に成功し、
130以上の航空機に同社のエンジンが搭載されることと
なりました5。

• 同社はセンサーデータをリアルタイムで分析することにより、
エンジン使用料や部品・修理サービス料金をすみやかに
請求することで、より大きな価値を獲得しています。

• さらに、エンジンの安全性をリアルタイムで評価し、修理
の必要性予測も可能となることから、安全性の向上も
期待できます。

顧客満足度の向上
デジタルトランスフォーメーションによりカスタマーエクスペリエンス
を向上させ、より優れた製品・サービスの提供を実現すること
で、顧客満足度を高めることが可能となります。
多国籍アパレルブランド企業
デジタルトランスフォーメーションを通して顧客関係強化と顧
客への直販増加に成功
• 同社は、顧客用モバイルアプリを店内でのショッピングエ
クスペリエンスと融合させました。合わせて、会員個人に
合わせたリコメンデーションを提供するロイヤリティプログラ
ムとも融合させることに成功し、一元化されたカスタマー
エクスペリエンスを提供しています。モバイルアプリのアク
ティブユーザー数は近年急増しており、最近の四半期で
のデジタル関連売上の増加に大きく貢献しました。加え
て、ある主要なソースによると、同社は最近、25年ぶりに
もっとも高い顧客満足度を獲得しました。

デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？
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従業員エンゲージメントの向上
従業員に新たなスキルを習得させ、デジタルに精通した人材
に育成することで（デジタルピボットの一部）、従業員エン
ゲージメントを向上することができます。
メーカー：
自社で新たなポジションに就く従業員の再教育を行うため、
デジタルテクノロジーを駆使したリスキルプログラムを展開
• 社内全体で提供されるポジションの選択肢やキャリアパ
スについてインタラクティブに分析しながら調べることがで
きるプラットフォームを構築しました。この取り組みを通し、
同社は従業員エンゲージメントの2桁増に成功しました。

成長とイノベーション（積極的な成果）への
フォーカス
上記5つの要素に加え、デジタルマチュリティが高い企業の財
務パフォーマンスが優れているのは、これらの企業が、デジタル
投資の成果として、「イノベーションと成長」といった積極的な

側面（コスト削減などの消極的な側面と対比）を重視する
ことも理由といえます。本調査で「機能領域のデジタルトラン
スフォーメーションを通して得られたもっとも大きい効果」を問う
とマチュリティが高い企業の回答者は、「売上の増加」、「事
業ニーズへの対応力」、「顧客満足」といった成長を積極的に
後押しする効果について強調する傾向がありました。
マチュリティが低い企業の回答者は、「コスト削減」や「効率
性の向上」といったやや消極的な効果にフォーカスする傾向が
ありました。例えば、マチュリティが高い企業の回答者では、
R&Dやイノベーション機能のデジタルトランスフォーメーションが
もたらす最大の効果として「新製品・サービスの売上」がもっと
も多い回答でした。一方、マチュリティが低い企業は、「新製
品・サービスを販売する上でのコストの削減」についての言及
がもっとも多い結果となりました。
同様に、セールス・マーケティング機能のデジタルトランスフォー
メーションの効果についても、マチュリティが高い企業は「顧客
生涯価値の向上」との回答が目立ったのに対し、マチュリティ
が低い企業は、「顧客の獲得コストの削減」について言及す
る傾向が強い結果となりました（図3）。

出所：Deloitte analysis.

デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす

図2
デジタルマチュリティが高い企業のエグゼクティブは、デジタルトランスフォーメーションの
効果として、成長とイノベーションといった積極的側面を強調する傾向がある
各機能におけるデジタルトランスフォーメーションから得られる効果（デジタルマチュリティレベル別）

マチュリティ低 マチュリティ中 マチュリティ高

30%

16%
13%

成長重視

21%22%

9%

13%

26%
29%

新製品・サービスの発売
のためのコスト削減

顧客獲得コストの削減 顧客生涯価値の向上

新製品・サービスによる
売上増加

コスト重視

セールス・
マーケティング

機能

R&D・
イノベーション

機能

23%25%

41%
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マチュリティが低い企業が成長とイノベーションの機会を見逃
している大きな理由の一つとして、デジタルに対応するビジネ
スモデルを構築していないことが考えられます。マチュリティが
低い・中程度の企業と比較して、マチュリティが高い企業は、
「デジタルを活用したビジネスモデルを保有している」との回答
が顕著に多い結果となりました。また、マチュリティが高い企
業の回答者の58%がデジタル対応型の製品を提供している
と回答した一方で、同様の回答は、マチュリティが中程度の
企業で33%、マチュリティが低い企業で17%に留まりました。

例えば、ある多国籍メーカーは、自社製品から収集されたデー
タ分析を通したアセットモニタリングやメンテナンス予測といっ
たデジタル対応型のサービスを提供することで、自社サービス
やアフターマーケットでの部品からの収益を大きく増加させまし
た。

また同社は、マクロ経済の悪化による自社の資本集約型製
品の需要低減といった潜在リスクを低減するため、今後数
年間でデジタル対応型サービスからの大幅な収入増を目指
す方針を掲げています。

覚えておくべき重要な点としては、デジタルトランスフォーメー
ションとは、従来の物事を、より良く、早く、安くすることである
と同時に、以前ならば実現不可能であった新しいことをするこ
とを指すのです。コスト削減と効率化はある意味、デジタルト
ランスフォーメーションを通して容易に達成できる目標といえま
す。野心の強い企業はより高みを目指します。マチュリティが
低い企業はマチュリティを高めることで得られるコスト削減と
効率化面での利益を確実に獲得すべきですが、デジタルトラ
ンスフォーメーションを最大限活かすためには、成長とイノベー
ション面の強化も目指すべきでしょう。

デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？

デジタルネイティブ部門はトランスフォーメーションのインキュベーターとなることができる
一部の企業は、自社のデジタルトランスフォーメーションの一環として、新しいデジタル専門部門を作っています。これらのデ
ジタル専門部門は親会社とは別の、独自のテクノロジー基盤やプロセスを用いて運用されます。企業はこの戦術を実践す
ることで、従来の事業に混乱を起こすことなく、デジタルビジネスから収益を得て、デジタル事業を基礎から築き上げる経
験を得ることができます。

このようなデジタル専門部門の立ち上げは、金融サービス業界（Goldman Sachs社のMarcus、Wells Fargo社の
Greenhouse）、自動車業界（GM社のCruise、Daimler社とBMW社共同のモビリティーベンチャー）、製造業（日立の
Vantara、Siemens社のDigital Factory Division）などで多く見られるようになっています6。我々が調査した企業の多くが、
少なくとも一つのデジタルネイティブ部門を有していると回答しました。ここでいう「デジタルネイティブ部門」は、デジタルプ
ラットフォームをコアプロダクトとして有している、および／もしくは全オペレーションでデジタルテクノロジーを活用して遂行して
いる部門であると定義されます。

成功を収めたデジタルネイティブ部門の一例は、Telefonica社の子会社で、2009年に英国で設立されたモバイルバーチャ
ルネットワークオペレーター（MVNO）であるGiffgaff社です。同社は革新的なクラウドソース型のオペレーティングモデルを活
用し、サブスクライバーの合計数において同市場の160の競合企業を抑え、英国で第三位のMVNOとなりました7。同社は、
自社のメンバーコミュニティの活用に重点を置くことでオペレーションを効率化し、高い顧客満足度を獲得8 、さらに安定した
成長を実現し、昨年度の売上で約6億米ドルを達成し、約4,000万米ドルの利益を計上しました9。

もう一つの例をみると、ある中規模銀行が立ち上げたデジタルネイティブ部門では、新しいデジタルバンキングプラットフォー
ム上に構築されたモバイル中心のバンキングエクスペリエンスを顧客に提供しています。このデジタルブランドは何十万人も
の新規顧客を獲得し、親会社の成長戦略の要となっています。

8



22%

23%

22%

23%

20%

25%

28%

24%

26%

27%

16%

17%

15%

15%

18%
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14%

13%
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10%

11%

11%

11%
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11%

9%

9%

3%

4%

3%

3%

3%

コスト効率

収益成長率

製品・サービス品質

顧客満足

従業員エンゲージメント

リ ーダーたちは前述のデジタルトランスフォーメーションに
よる利益に関連し、どのデジタルピボットがもっとも
投資効果が大きいかを疑問に思うかもしれません。
証拠は混在していますが、答えは明確です。

本年度の調査結果によると、7つのうち2つのデジタルピボット
「データ活用の習熟」と「高度な情報処理技術（AI含む）を
活用したワークフロー」が、「効率」、「収益成長性」、「製品・
サービス品質」、「顧客満度」、「従業員エンゲージメント」の5
つの事業上の利益にもっとも影響を与えています（図4）。

デジタルトランスフォーメーションの事業上の利益を目的変数
とし、7つのデジタルピボットを説明変数として回帰分析を行
うと、事業上の利益への影響の約半分がこの2つのピボットの
合算で占められています。一方、その他のピボットの影響は
比較的微小です。

しかし、この2つのピボットのみを追求し、それ以外のピボットを
犠牲にすることで、企業が最大の利益を享受できると結論
付けるべきではありません。その理由としては、昨年の調査に
おいて、多数のピボットをより広範に、自社のより多くの部門
において実行した企業が、より高いレベルのデジタルマチュリ
ティを達成し、それに伴いより多くの利益を享受できる傾向が
見られたからです。

デジタルピボットの効果
デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす

脚注：パーセンテージは、上記の利益別に、企業がデジタルトランスフォーメーションから得た全影響のうち、各ピボットが占める割合を示しています。例えば、企業
がデジタルトランスフォーメーションから得た「収益性」の23%については、「データ活用の習熟」への投資を行った結果であると考えられます。小数点以下を
端数処理しているため、合計値は必ずしも100%にはなりません。

出所：Deloitte analysis.

図4
ビジネスアウトカムに対し、「データ活用の習熟」と「高度な情報処理技術（AI含む）を
活用したワークフロー」がもっとも大きく測定可能な影響を与えている
事業上の成果獲得における各ピボットの相対的重要性

データ活用の習熟 オープンタレントネットワーク高度な情報処理技術（AI含む）を活用したワークフロー
エコシステム全体への積極的な関与 一元化されたカスタマーエクスペリエンス インフラストラクチャー ビジネスモデルの適応力
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エグゼクティブは「データ活用の習熟」と「高度な情報処理技
術（AI含む）を活用したワークフロー」のピボットを、事業上の
利益創出といった観点から高く評価しがちです。なぜなら、こ
れらのピボットが関連するプロジェクトの効果は比較的計測し
やすい傾向があるからです。具体的には、データ分析によって、
オペレーションに関する意思決定に役立つインサイトを得るこ
とできれば、自動化によって効率化とコスト指標の直接的な
改善が可能となります。ある調査によると、自社の財務報告
システムにAIを取り入れている企業は、生産性を33%向上さ
せ、エラーを37%削減しました。そして、月次決算作業の完了
までの所要時間を平均で4日間減少させました10。一方で、
「インフラストラクチャー」や「一元化されたカスタマーエクスペリ
エンス」を含むその他のピボットの直接的影響を数値化する
のは困難になる場合もあります。

しかし、これらの効果測定が困難なピボットも依然として、デ
ジタルトランスフォーメーションの重要なイネーブラーです。「イン
フラストラクチャー」は、デジタルの世界で成功する上で必要な
柔軟性と堅牢性を備えることを可能にします。書籍「クラウド
ノミクス（Cloudonomics）」の著者であるJoe Weinman氏は、
以下のように述べています。「クラウドまたはハイブリッドクラウ
ドアーキテクチャの真の価値は、アジリティ、市場投入までの
時間削減、イノベーションの加速化、より良い・豊かなユーザー
エクスペリエンス、本質的なクラウドネイティブ型またはクラウド
中心のビジネスモデルという形で現れます11。同様に、「カスタ
マーエクスペリエンス」も重要なピボットです。今や、80%の
B2B・B2C顧客は、購入の意思決定をする際は、自身のエク
スペリエンスが、企業の製品・サービスと同等に重要であると
考えています12。もちろん、企業がこれらの効果測定が困難
なピボットから得た価値を計測する方法を編み出した事例も
あります。例えば、Unilever社は50以上のアプリをSalesforce
のクラウドベースのプラットフォーム上で開発しました。それによ
り、4～5倍のスピートでアプリを展開することに成功し、40%の
コスト削減を実現させました13。 またデロイトの過去のリサー
チによると、カスタマーエクスペリエンスにより強いフォーカスを置
いた企業が、他の企業と比較して、1.6倍多く顧客生涯価
値を向上させています14。

すべてのピボットにバランスよく投資することで企業のデジタル
マチュリティの向上が促進され、ビジネスモデルのイノベーション
も実現します。Rolls Royce社や前述の別例でも示されたよう
に、企業はビジネスモデルのイノベーションを行うことで、新たな
価値を創出し獲得するチャンスをつかむことができます。

各ピボットでのベストプラクティス

リーダーたちにとって、各ピボットの利益を最大化させる方法を
理解することは重要です。我々はそのために本年度の回答
者に質問し、各ピボットで成功を促進させるためのもっとも重
要なプラクティスの特定を行いました（図5）。

全体的に、影響度の高いプラクティスは直感的に理解するこ
とができます。例えば、「一元化されたカスタマーエクスペリエン
ス」のピボットについては、オムニチャネルのタッチポイントを設け
ることで、多様なインタラクションの場を求める顧客の要望に
対応します。同時に、顧客の声を捉え、顧客関係をあらゆる
角度から見ることで、顧客の好みや行動への理解が深まり、
対処しやすくなります。同様に、「柔軟で堅牢なインフラストラ
クチャー」については、「クラウドコストの管理・最適化の自動
化」および「プロビジョニング（クラウドリソースの提供準備）と
オペレーションの自動化」がリーディングプラクティスとされており、
クラウド環境のコストと複雑性の管理の自動化が重要課題
となっています（ハイブリット/マルチクラウドのインフラストラク
チャーが普及した結果、昨今複雑性をより増しているので
す）15。また、「高度な情報処理技術（AI含む）を活用した
ワークフロー」のピボットについては、「自動化COE（自動化の
専門知識集団組織）の設立」が、トップのリーディングプラク
ティスとなりました。これは驚くべきことではありません。自動化
COEは、企業全体で活用できる自動化における専門知識の
獲得を促進します。また、自動化の取り組みの発展と実行、
それら影響の追跡と報告、ITセキュリティー基準のコンプライス
管理と、一連の取り組みに対して一気通貫で取り組めるよう
に支援します。

デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？
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デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす

脚注：リーディングプラクティスの重要度／順番は、各プラクティスがどの程度事業上の成果に影響したかを分析するための回帰分析の結果によって決定
出所：Deloitte analysis.

図5

各デジタルピボットでのベストプラクティス

デジタルピボット ベストプラクティストップ３（重要度が高い順）

柔軟で堅牢な
インフラストラクチャー

1クラウドコストの管理と最適化の自動化
2サービスとしてのプラットフォーム（PaaS）、またはマネージドサービスプロバイダ （MSP）モデルの活用
3プロビジョニング（クラウドのリソース提供準備）とオペレーションの自動化

データ活用の熟達
1従業員向けの業務ツールへのデータ分析結果／インサイトの反映
2従業員が自身でデータ分析／インサイト活用ができるポータルの民主化（日常化）
3データを活用した製品・サービスの顧客への提供

デジタル人材の
オープンタレント
ネットワーク

1 フリーランサー・独立系ワーカーを活用としたコア労働力の拡張
2タスク（またはマイクロタスク）ベースで報酬を支払うギグワーカーの雇用
3プロジェクトに参加するために競い合うクラウドワーカーの雇用

エコシステム全体への
積極的な関与

1市場におけるソリューションの共同販売
2知的財産および／またはソリューションの共同開発
3一部競合企業のデジタルソリューションとの相互運用性の保証

インテリジェントな
ワークフロー

1自動化COE（Center of Excellence）の設立
2 ビジネス上の意思決定の自動化（例：リソースの配分、ダイナミックプライシング）
3チャットボット・対話型AIを使用した顧客や従業員とのルーティン的なインタラクションの自動化

一元化された
カスタマー・
エクスペリエンス

1マルチ・オムニチャネルのタッチポイントの提供
2顧客の声の収集と意思決定への取り込み
3多角的な分析に基づく顧客像構築と企業内での理解の統一

ビジネスモデルの
適応力

1デジタルサービスの提供
2デジタルマーケットプレイスの運用
3デジタル対応型製品・サービスの提供
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デジタルトランスフォーメーションは財務パフォーマンス
に好影響を与えるだけではなく、企業が変化する
社会要請に対応する上でも役立ちます。これは、
企業が社会的責任を示し、投資家だけでなく他

のステークホルダーの利益にも資する必要がある今の時代に
おいて重要です。
過去数年ビジネスリーダーたちの間で、企業のミッションを拡
大する必要性が認識されています。企業は投資家への配当
のみを考慮するだけではなく、広範な社会・経済における課
題解決への取り組みをますます活発化させています16。
2019年に、米国内のCEO181名が、各CEOの所属する企業
が、投資家だけでなく、顧客・従業員・コミュニティー
を含むステークホルダーに利益を与えるために全力を
注ぐことを誓約する声明に署名しました17。
デロイトが2017年に実施した調査では、3分の2以上
（69%）のエグゼクティブが、自社にとって人材の
多様性は重要課題であると回答し、2014年の59%
から増加しました18。そして2019年には、87%の多国
籍企業が、パリ協定に沿った環境負荷低減目標の
達成を誓約しました19。

デジタルテクノロジーは、これらの新たな優先事項に
対応する上で役立ちます。最近の、国連の持続可能
な開発目標（SDGs）20項目を対象とした検証では、
既存のデジタルテクノロジーのグローバル規模での普及により、
SDGs20項目への取り組みが22%加速し、ネガティブな傾向
が23%緩和される可能性があることが示されました20。

企業は既にデジタルテクノロジーを、財務利益を越えた目標
を達成するためにも活用しています。例えば、一部の企業は
デジタルテクノロジーを活用し、人材の多様化の促進を行って
います（図6）。オンライン不動産マーケットプレイスで事業を
展開するZillow Group社は、機械学習を活用して自社の求
人票を分析し、性的バイアス（アンコンシャスバイアスを含
む）を排除する表現に編集した結果、女性からの応募を
12%増加させることに成功しました21。そして人材分析に関わ
る複数のベンダーは、現在自社のケイパビリティを促進させ、
企業にダイバーシティの目標に対する進捗を測定し達成させ
るための支援を行っています22。

別の企業では、デジタルテクノロジー活用の目的として、環境
の持続可能性確保を掲げています。例えばTesco社は、自
社が環境に与える影響を測定し、炭素排出量を削減する
上での高い目標を達成するためにAI分析を活用しています23。
建設業界では、ドローンが、米国で発生する固形廃棄物の
25～40%を占める建設現場の資材浪費の低減に役立って
います24。また農業においては、自動式除草剤噴射機を使
用することで、従来通りの田畑全体に撒く方法と比較して、
除草剤の使用量を20%削減することに成功しています25。

デジタルマチュリティが創出する社会価値
デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？

企業はデジタルテクノロジーを、
財務利益を越えた目標を達成する
ためにも活用しています。
一部の企業はデジタルテクノロジー
を活用し、人材の多様化の促進を
行っています。
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デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす

デジタルマチュリティが高い企業で
「環境持続可能性を向上させるた
めにデジタルテクノロジーを積極的
に活用する」傾向がもっとも顕著に
みられましたが、マチュリティがもっと
も低い企業でも、同様の回答がみ
られました。

調査対象の企業の多くが、環境持続可能性を向上させるた
めにデジタルテクノロジーを使用していると報告しました（図
7）。デジタルマチュリティが高い企業でその傾向がもっとも強
いものの、マチュリティが低い企業も、同様の取り組みを行っ
ていると回答しました。

図7は、企業がデジタルマチュリティを通じて、投資家だけでな
く幅広いステークホルダーに向け、新たな重要課題に効果的
に取り組むことができることを示しています。デロイトとMITの調
査では、デジタルマチュリティが高い企業は最新のガバナンスと
エシックスフレームワークを有している傾向が強いと示されてい
ます26。企業は、これらのフレームワークをもとに、適切な防衛

策を敷き、ブランドに悪影響を及ぼすリスクを軽
減させることで、よりアジャイルに行動することが
できます。そして企業は、本セクションに記載され
た社会的課題に迅速かつ効果的に対応できる
ようになるのです。
例えば、適切なエシックスフレームワークを整備し
ている企業は、人材採用においてAIを活用しバ
イアスをスクリーニングし、排除するプロセスを有し
ている可能性が高いと考えられます。

出所：Deloitte analysis.

図6

複数の企業で「人材の多様性」がデジタルトランスフォーメーションの
目的の一つとされている
社会の公平性促進のためにデジタルテクノロジーを使用するとの回答パーセンテージ（デジタルマチュリティレベル別）

29%

37%

48%

43%

41%

40%

48%

56%

42%

41%

56%

65%

エシカルソースの出所を追跡している

小規模またはマイノリティーが経営するベンダーから調達している

不利な条件下にある労働者が生産的に働くための、業務のデジタル化と再設計を行っている

ダイバーシティ促進のために、デジタルツールを活用した人材採用・管理を行っている

マチュリティ低 マチュリティ中 マチュリティ高
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デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？

また、環境持続可能性と人材の多様性向上のためにデジタ
ルテクノロジーを活用することで、直接的な財務利益を享受
することも可能です。例えば、炭素排出量または資源消費の
削減はコスト削減につながります。世界的な海運コングロマ
リットであるMaersk社は、2年間で13%の燃料コストを削減し
ました。船に搭載されたセンサーで取得したデータを分析し、ス
ピードとルートの最適化を行ったことがこの削減に寄与していま
す27。

建設会社は廃棄物処理にドローンを活用することで、年間
1,600億米ドルのコスト削減ができる可能性があります。さら
に、非直接的な利益として、我々の過去調査によると、企
業が人材の多様化を促進させ、問題解決のために創造性
を高めることで、イノベーションを行う能力とリスクを特定する
能力が向上すると言われています28。

出所：Deloitte analysis.

図7

マチュリティが低い企業でも、過半数が環境持続可能性に対処する目的で
デジタルテクノロジーを使用している
社会環境持続可能性を向上させるためにデジタルテクノロジーを使用する回答者のパーセンテージ
（デジタルマチュリティレベル別）

58%

63%

67%

53%

62%

69%

マチュリティ低

マチュリティ中

マチュリティ高

天然資源の消費量削減のために
デジタルテクノロジーを使用している

炭素排出量削減のために
デジタルテクノロジーを使用している
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デ ジタルトランスフォーメーションは過度に使用される
バズワードだと思われがちですが、単なるー時的な
流行ではありません。実際のところ、企業はデジタ
ルトランスフォーメーションに投資し、デジタルピボッ

トを適用し実施することで、製品品質の向上、顧客満足度
の向上、効率化、収益成長率の向上などの事業上の利益
を多く享受できることが証明されています。

デジタルトランスフォーメーションへの投資は増加し続けており、
その増加率は全体のIT支出率より3倍以上高くなると予測さ
れます29。

また、デジタルトランスフォーメーションにおいては、取り組みを
通して得た資金を、そのまま次の段階へ再投入し、さらに発
展させることが可能です。初期の段階では、デジタルトランス
フォーメーションの取り組みにより、コスト削減や効率化が実
現し、そこで得た資金をイノベーションや新しいビジネスモデル、
また成長の加速に投資することができるのです。

マクロ経済の予兆や将来の不確実性が見込まれる中では、
デジタルトランスフォーメーションの必要性は高まる一方です。
顧客やステークホルダーが進化を遂げ、市場が激しく変化す
る中では、デジタルトランスフォーメーションを通したレジリエンス
の獲得は、企業の成功に不可欠となります。

不確実な時代に高まる
デジタルトランスフォーメーションの重要性

デジタルトランスフォーメーションと企業業績の関係性を解き明かす
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回答者属性を役職別でみると、約半数（51%）の回答者
が、C-Suiteレベルの役職に付いており、22%がバイスプレジデ
ントレベルか同等、27%がディレクターレベルか同等の役職に
ついてました。また、次の6つの業界から同数の回答者（200
人）を対象としています。

• 消費財、サービス業
• エネルギー、資源、産業
• 金融サービス、保険
• 政府、公共サービス
• ライフサイエンス・ヘルスケア
• テクノロジー、メディア・エンターテイメント、通信

Appendix
回答者の属性

デジタルマチュリティはいかに企業の財務・非財務パフォーマンスに影響しているのか？

出所：Deloitte analysis.

図10

対象企業の年間収益の割合（米ドル）

29%

35%

26%

10%

10億～50億ドル

50億ドル以上

2億5000万～5億ドル

5億～10億ドル

本 レポートは、2019年11月に実施された調査
結果をもとに作成されています。本調査では、
米国を拠点とするエグゼクティブを対象とし、
自社のデジタルトランスフォーメーションへのアプ

ローチについて回答を得ました。企業規模としては、全世界で
従業員500人以上を有し、年間収益が2億5,000万米ドルを
上回る企業を含んでいます。図10は、調査対象企業1,200
社の年間収益グループ別の構成を示します。

また、分析の対象は、自社のデジタルトランスフォーメーション
の取り組みに関して、「多くの」または「高い」知見を持つと回
答したエグゼクティブとしています。
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