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“デジタルトランスフォーメーション”という言葉が、一部の人たちが話題にする言葉から、政府が取りあげるまでに一

般化し、ある種のバズワード化してきて久しいが、その実態はどうであろうか。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い企業が多いのではないだろうか。

本レポートは、原文タイトルが「Pivoting to digital maturity ～Seven capability central to digital transformation
～」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）を促進する要素を７つのデジタルピボット（デジ

タル化に向けた取り組み・軸）として定義し、その実践を提唱している。一つ一つの内容としては、デジタルトランス

フォーメーションに関心がある、または関与されている方であれば、違和感がなくその通りと思われるものばかりで

あろう。その一方で、インフラストラクチャー・データ活用・人材の3つの基礎的なピボットから着手することを推奨し、
その実装に目途がついたら次は、一つの部署に対象を絞ってこれらのピボットを適用し、包括的な変革に取り組む

べき、などはデジタル特区などでデジタルトランスフォーメーションを推進またはこれから推進しようとしている企業に

とっては参考になる点も多いのではないだろうか。特に、様々なしがらみが多く、動きが遅くなりがちな大手企業に

とっては、特区型のアプローチが有効であり、またそれは日本だけに限ったことではない、ということはデジタルトラ

ンスフォーメーションを推進する立場の方にとって大いに励みになるだろう。

残念ながら、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

ている印象があり、その大きな要因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

である点だと考えられる。特に、様々な日本企業との意見交換や議論を重ねるにつれて、現場レベルでの危機感と

マネジメント層との意識の乖離が大きい点は否めない。日本企業のマネジメント層に危機感を伝えることは我々の

仕事でもあるが、今一度読者の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

ンへと繋げていって頂ければ幸いである。
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争が激化する環境において、企業は常に変革

と成長のプレッシャーにさらされており、デジタ

ルトランスフォーメーションはどの業界でも最

優先事項となっています。企業は、デジタル化への移行

に膨大な時間、労力、資金を投入しています。この取り

組みにより、目に見える素晴らしい結果を得る企業もあ

る一方で、それ程効果を得られない企業もあります。そ

の違いはなぜ生じるのでしょうか。

デジタルトランスフォーメーションの成功要因を見出すた

めに、私たちは企業のデジタルトランスフォーメーション

の取り組みについて知見のある、1,200人の上級経営幹
部を対象に調査を実施しました。今回の調査結果は、私

たちの経験も踏まえ、企業がどのようにデジタルトランス

フォーメーションの取り組みを設計すれば事業上の成果

を獲得することができるのか、つまり、デジタルマチュリ

ティ（成熟度）の向上を実現できるのかを示しています。

本調査では、デジタルトランスフォーメーションを成功に

導く要因について詳しく考察していきます。調査結果を

要約すると次のとおりです。

 企業はデジタルトランスフォーメーションへの積極的

な投資を計画している。本調査によると、デジタルト

ランスフォーメーションの予算は前年比で25%増加し
ている。

 デジタルトランスフォーメーションは単なる個別のテク

ノロジーの導入ではない。むしろ多岐にわたる技術

資産と事業を遂行するケイパビリティの構築が必要

である。このことを本調査では「デジタルピボット（デ

ジタル化に向けた取り組みの軸）」と呼ぶ。このデジ

タルピボットは、企業のデジタルエンタープライズ化

を推進する「軸」である。

エグゼクティブサマリー

 デジタルマチュリティが高い企業、つまりデジタルトラ

ンスフォーメーションの取り組みにより大きな利益を

得ている企業の多くは、より多くのデジタルピボットを

部門横断で実行しているという特徴がある。言い換

えれば、企業のデジタルトランスフォーメーションの取

り組みが、包括的かつ部門横断で連携が取れてい

れば、デジタルマチュリティは高くなる傾向にある。

 平均すると、デジタルマチュリティが高い企業は、低

い企業よりも、デジタルトランスフォーメーションの取

り組みの範囲が2倍広い。
 デジタルトランスフォーメーションの取り組みの優先

度という点では、まずインフラストラクチャーや人材と

いった資産に焦点を当てた基礎的なピボットから実

装することを推奨する。その後、対象を一つの事業・

機能部門に絞って幅広いピボットを適用し、当該部

門で体系的で包括的なトランスフォーメーションを達

成することが望ましい。対象部門としては、初めに間

接部門に取り組めばリスクを低く抑えることができ、

一方、先に直接部門に取り組めば、より早く市場へ

の影響を与えることが可能となる。

 デジタルピボットはデジタルトランスフォーメーション

にとって必要だが、それだけでは十分ではない。デジ

タルマチュリティが高い企業は、強力なリーダーシッ

プやデジタルマインドセットといった補完的な「ソフト

面の」要素を持ち合わせる。

 デジタルマチュリティのレベルが高い企業は、平均以

上の財務実績を示す傾向にある。デジタルマチュリ

ティが高い企業は低い企業に比べて、純利益と売上

の年間成長率が業界の平均をかなり上回るとの回

答が約3倍であった1。
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営するのか、といったビジネスモデルのあらゆる側面を

継続的に進化させる企業です。

私たちの経験から、デジタルエンタープライズになるに

は多岐にわたる資産とケイパビリティの構築が必要であ

ることが分かっています。本調査ではこれらを「デジタル

ピボット（デジタル化に向けた取り組みの軸）」と名付け、

図1に一覧で示します。

私たちの経験から、そして本調査が示すとおり、このデ

ジタルピボットは、選択的ではなく一斉に実行されたとき

に、より大きな効果を生み出すことが分かっています。

そしてデジタルピボットを、複数の事業・機能部門を横断

して広範囲に適用したときに、最大限の利益を生み出し

ます3。

ジタルトランスフォーメーションは企業の最重

要課題と位置付けられるようになりました。欧

米における、事業とテクノロジーの意思決定

者を対象に行った最近の調査では、4分の3は自分たち
の企業でデジタル化を実行していると回答しています2。

しかしこのデジタルトランスフォーメーションの取り組み

は必ずしも有益なものになるわけではなく、多くの企業

はデジタルトランスフォーメーション・プログラムの実行

により具体的な効果を得ることに苦戦しています。

「デジタルトランスフォーメーション」の定義については、

意見の相違があることを言及しておくべきでしょう。本調

査においては、デジタルトランスフォーメーションとは、デ

ジタルエンタープライズとなることを意味します。デジタ

ルエンタープライズとは、データとテクノロジーを活用し

て、何を提供するのか、どのように販売し（顧客と関わ

り）、どのように届けるのか、そしてどのように組織を運

デジタルトランスフォーメーションの実行

デジタルピボット

（デジタル化に向けた取り組みの軸）

デ
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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
デジタルピボット 概要

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キャパシティを柔軟

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

柔軟で堅牢な

インフラストラクチャー

データ活用の熟達
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

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

エコシステム全体への

積極的な関与

インテリジェントな

ワークフロー

一元化された

カスタマー・

エクスペリエンス

ビジネスモデルの

適応力

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

常に良い結果を出し、リソースをさらに高価値を生み出す活動に充当できるよう、人と技術的なケイパビ

リティ両方を最大限に活用するプロセスを導入し、継続的な調整を行う

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ようにするために、あらゆる角度から分析した顧客像を全社で共有し、シームレスな

カスタマー・エクスペリエンスを提供する

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

出所：Deloitte analysis.
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ジタルマチュリティを高めるデジタルピボット

の役割について理解を深めるため、私たちは、

企業が実行しているデジタルトランスフォー

メーションの取り組みに知見のある、米国の中規模およ

び大規模企業の上級経営幹部を対象に調査を行いまし

た。本調査は調査対象者に、自分たちの企業はどのピ

ボットを実装しているか、そしてそのピボットはIT、マー
ケティング、営業部門、財務部門などのビジネス機能に、

どの程度広く適用されているかを問いかけました。そし

てまた、これらのピボットは、事業にどの程度の利益を

もたらしているかについても質問しました。（調査方法に

ついての詳細は、Appendix A：調査方法と調査回答者
の属性を参照ください。）

トランスフォーメーションの取り組みは、それらがもたら

す事業への影響によってのみ価値があります。よって

デ

増大するデジタルトランスフォーメーションの影響

本調査の分析では、企業のデジタルトランスフォーメー

ションの取り組みが、事業へどの程度の利益をもたらし

ているか、という点に着目し調査しました。そして取り組

みがもたらす事業への利益の度合により、調査対象者

をデジタルマチュリティが「低い」、「中程度」、「高い」、の

3つのセグメントに分類しました（図2）。デジタルトランス
フォーメーションは継続的なプロセスであり、デジタルマ

チュリティは変化する目標と言えます。よって本調査で

は、この分類を、絶対的ではなく相対的なものとして示し

ます。

クライアントのデジタルトランスフォーメーションの道のり

をサポートしてきた私たちの経験に加えて、本調査で集

められ分析されたデータは、デジタルトランスフォーメー

ションを成功に導く重要な要素を見出す手助けとなりま

す。すべての企業に適用できる単一の処方箋を提供す

ることはできませんが、本調査での考察は、目に見える

成果につながるデジタルトランスフォーメーション・プロ

グラムを構築し、導入するためのガイドになるでしょう。
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事業上の利益で測るデジタルマチュリティ

図2
企業のデジタルトランスフォーメーションの取り組みによりもたらされた事業上の利益の度合を基準にデ

ジタルマチュリティのレベルを測定

企
業
の
数

デジタルトランスフォーメーションの取り組みによりもたらされた利益の度合

低い

デジタルマチュリティ
中程度

デジタルマチュリティ

高い
デジタルマチュリティ

出所：Deloitte analysis.

低い 高い
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デジタルマチュリティは、デジタルピボットをどの程度組

織的に幅広く実行するかに相関します。つまり、デジタル

ピボットの適用の範囲が広ければ広いほど、事業上の

利益をもたらす可能性が高くなるのです（図3）。

デジタルマチュリティが低い企業は、デジタルトランス

フォーメーションの概念を狭く捉える傾向にあります。例

えば、オムニチャネルでの顧客対応のサポートや、コー

ルセンター向けのロボティクスを活用した自動化プロセ

スへの投資など、特定の領域に閉じた取り組みとしてし

まいがちです。対照的に、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をより広義に捉え

ます。

本調査では、デジタルマチュリティが高い企業のデジタ

ルトランスフォーメーションの取り組みの範囲は、低い企

業と比較して、平均2倍の広さを持つことがわかりました4。

調査の中で、9つの事業部門を提示し、各デジタルピ
ボットの適応状況を質問しています。１部門に１つのピ

ボットの適用を1と数えると、最大で63（9部門×7ピボッ
ト）の適用が考えられますが、デジタルマチュリティが低

い企業でのピボットの適用数は平均17であり、高い企業
は平均35でした（図4）。さらに、すべてのデジタルマチュ
リティが高い企業は、7つすべてのピボットを複数の部門
で実行しています。この調査結果は、デジタルトランス

フォーメーションにより最大限の利益を得るためには、組

織横断でデジタルピボットを実行し、調和の取れた形で

取り組むべきという私たちの考えを立証しています。

デジタルマチュリティのレベルが高い企業は

低い企業よりも平均して2倍のデジタルピボットを
実行している

数字はデジタルマチュリティのレベルごとのピボットの実行数の

平均値を示す

マチュリティレベル
が低い企業

マチュリティレベル

が中程度の企業

マチュリティレベル

が高い企業

図4

出所： Deloitte Digital Transformation Executive Survey  2018.
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企業のデジタルマチュリティはデジタルトランスフォーメーションの取り組みの範囲と相関している

図3

デジタルピボットの実行の多さ

ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
を

実
行
す
る
事
業
部
門
の
数

出所：Deloitte analysis.

ピボットがより多くのビジネス機能に適用

されるとデジタルマチュリティは向上する
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ジタルトランスフォーメーションは、包括的で調

和の取れた取り組みが必要です。しかし、企

業はできることから取り組みを開始しなければ

なりません。

デジタルピボットはすべて重要ですが、そのうち3つは基
礎的なものです。この3つのピボットによりその他のピ
ボットの実行がより効果的になります。しかもこの3つの
ピボットは、すべての事業・機能部門に幅広く適用できる

ものです。この3つのピボットとは、「柔軟で堅牢なインフ
ラストラクチャー」、「データ活用の熟達」、「デジタル人材

のオープンタレントネットワーク」です。

「柔軟で堅牢なインフラストラクチャー」のピボットとは、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柔軟なキャパシティ調整を行い、

新しいケイパビリティをアジャイルで開発できる、テクノロ

ジー・インフラストラクチャーを導入することです。このピ

ボットの実行には、クラウドベースのインフラストラク

チャーの導入、アジャイルまたはＤｅｖＯｐｓといった開発

手法の採用、その場しのぎではないテクノロジー・プラッ

トフォームの開発と運用、サイバーセキュリティ戦略の実

施などが伴います。このピボットでは、ＩＴ部門がリーダー

となり、伝道師のように組織全体への普及を目指さなけ

ればなりません。デジタルマチュリティが高い企業の

60%以上は、このピボットを少なくとも5つの部門で実施
していますが、低い企業では同数値は15%に過ぎませ
んでした。

「プラットフォーム」という言葉には、多くの意味がありま

す。本レポートでは、プラットフォームとは再利用可能な

デジタル資産とケイパビリティの集合体であり、ともに作

用することで、製品の製造やサービスの提供を容易にす

ることができるもの、という意味に捉えています。本レ

デジタルトランスフォーメーションにおける

取り組みの優先度

ポートでは、UberやAirbnbといった多面的プラットフォー
ムやプラットフォームビジネスの意味では使用していま

せん。プラットフォームビジネスのモデルは大変魅力的

かもしれませんが、どの企業にも適しているわけではあ

りません。デジタルトランスフォーメーションは、必ずしも

プラットフォームを基盤としたビジネスモデルの構築を必

要とするわけではありません。

もう一つの基礎的ピボットは「データ活用への熟達」です。

データ活用の熟達には、企業が効率性を高め、効果的

に新しいビジネスチャンスを追及できるような洞察を得る

ために、データとアナリティクスを活用することが含まれ

ます。データ活用の熟達は、単に「データレイク（すべて

の構造化データと非構造化データを保存できる一元化さ

れたリポジトリ）」を構築することや、上級経営幹部がより

的確な決定を下す支援をするだけではありません。デー

タ活用の熟達は、組織の業務プロセスにおいて、企業活

動の様々な場面での意思決定を促進するために、構造

化された・されてないデータを活用することでもあります。

つまり、現場レベルでの小さな洞察を、組織横断で幅広

い従業員やプロセスにフィードバックすることにより、そ

の価値を生み出すのです。

データ活用に熟達するためには、ときにはチーフ・デー

タ・オフィサー（最高データ責任者）の指示のもとに、組織

全体で、データ資産の特定や評価を行い、（ＩＴ部門のサ

ポートを得ながら）必要なプラットフォームとコンピテン

シーを構築する取り組みが必要です。本調査では、デジ

タルマチュリティが高い企業の88%は、データの活用か
ら非常に良い結果を得ていると回答していますが、低い

企業での同数値は24%に留まりました。ＩＴ部門は必然
的にこのピボットの旗振り役を担うことになるでしょう。し

かし、その実行には広範な事業・機能部門の参加が必

要なのです。

人材は紛れもなくデジタルトランスフォーメーションに重

要な要素です。DeloitteとMIT Sloan Management
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Reviewによる調査では、デジタルトランスフォーメーショ
ンにおいて、もっとも多くの企業が直面するオペレーショ

ン・組織文化に関する課題は、適正な人材の発掘、ト

レーニング、そしてリテンションでした5。「デジタル人材の

オープンタレントネットワーク」のピボットは、企業が必要

な時に適切な人材にアクセスできる方法に関わるもので

す。これには、ビジネスニーズに対してスキルセットを迅

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

うことが含まれます。デジタルマチュリティが高い企業は、

低い企業に比べ、自社は従業員に対するデジタルスキ

ル開発支援に秀でているとした割合が約5倍高い結果と
なりました。さらに、デジタルマチュリティが高い企業では、

有期雇用者など柔軟性の高い労働力を上手く活用して

いるとの回答は、低い企業の6倍でした。このピボットは
人事部門が中心となり取り組むものです。また、人事部

門は、デジタルネイティブ企業が行っているような意思決

定の仕方や業務プロセスの自動化を含む最適化への変

容を促すため、従業員のインセンティブや報奨金の制度

を構築する重要な役割を担っています。

基礎的ピボットの実装に目途がついた後は、包括的なデ

ジタルトランスフォーメーションに向けて、事業・機能部門

を1つに絞って進めることを推奨します。つまり、すべて
のデジタルピボットを1つの部門で実行することで、その
部門において総合的なトランスフォーメーションを達成す

るのです。このアプローチにより、企業はピボットを実行

する能力に自信が持てるようになり、さらに、他部門の

リーダーに最初のトランスフォーメーションの恩恵を示す

ことが可能となります。このことが、デジタルトランス

フォーメーションに必要な、より大規模で広範囲にわたる

変革の推進力となるのです。

特定の部門における総合的なトランスフォーメーションの

例として、財務部門を考察してみましょう。よりデジタル

化が進んだ財務部門は、トランザクション処理を自動化

し（インテリジェントなワークフロー）、データ収集・準備の

効率化を図り、パフォーマンスの改善機会を継続的に見

出だすために、高度なアナリティクスを活用し（データ活

用の熟達）、ユーザーによる財務データへのアクセス

向上のため、チャットボットやコグニティブ・エージェント、

セルフサービスのツールを活用し（一元化されたカスタ

マー・エクスペリエンス）、要員構成の比重をオペレーショ

ナルなスキルを持つ人材からテクノロジーをベースとす

るスキルを持つ人材へとシフト（デジタル人材）させるで

しょう。そしてまた、資金調達の方法を、年次をベースと

したプロセスからよりアジャイルなプロセスへと変化させ

るでしょう。

本調査の結果は、ピボットを実行する初期の段階では、

幅広く多くの部門に実行するよりも、一つか二つの部門

に集中して取り組むと効果が期待できるという考え方を

支持しています（図5）。デジタルマチュリティは取り組み
の度合いに相関する傾向にありますが、調査対象者の

中には、取り組みの度合いは低いものの、デジタルマ

チュリティのレベルが高い回答者が見られました。これら

の企業は、一つの部門に対して実行するピボットの数が、

幅広い取り組みがデジタルマチュリティの向上に繋がっ

ていない企業（組織横断で取り組んでいるものの、デジ

タルマチュリティが低い企業）に比べ、平均2倍でした6。

企業のデジタル化の初期段階では、対象を幅広くするの

ではなく、対象を狭め、ピボットを増やした深い取り組み

を行う方が、良い結果につながるでしょう。

さて、それではどの部門から着手すべきでしょうか？顧

客や市場と直接関わる部門は重要ではありますが、私

たちの経験から、財務、人事、R&Dといった間接部門か
らスタートすることで、企業はリスクを低く抑えつつ、効果

に確信を持ちながら、デジタルスキルを獲得することが

できます。Deloitteが行った過去の調査では、「事業管理
の中核」ともいえる間接部門変革は、直接部門のトラン

スフォーメーションにとって重要な先駆け的な役割を果た

します7。間接部門での取り組みは、効率の大幅改善と

運用面でのメリットを達成することも可能だからです。そ

の後で、企業は、間接部門のトランスフォーメーションか

ら習得した内容を、マーケティング、顧客対応、セールス

部門など市場に直接関わる部門へ応用することができ

ます。
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デジタルトランスフォーメーションによる売上への影響を

示すことができれば、さらに意欲と推進力を高めることが

できます。

体系的なトランスフォーメーションを実行する対象部門が

決まれば、企業はその部門に（関連のある）すべてのデ

ジタルピボットの適用に着手することができます。そのピ

ボットは次のとおりです。

高いデジタルマチュリティと相関が強いピボットは、「エコ

システム全体への積極的な関与」です。これは、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することで、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、企業価値の向上やイノベーション、また成長する

能力を向上させることです。デジタルマチュリティが低い

企業は、外部のリソースと効果的に関わりを持たない傾

向にあります。これらの企業の中では、「外部のビジネ

スパートナーとの関与が企業に良い影響をもたらす」と

いう考えに強く賛同するのは16%のみで、対照的に、マ
チュリティが高い企業では85%でした。

「インテリジェントなワークフロー」のピボットは、人と技

術的なケイパビリティの両方を最大限に活用するプロセ

スを導入し、継続的な調整を行うことが伴います。つまり、

人とテクノロジーが個々に働くのではなく、対になって良

い結果を生み出すという考え方です。このピボットでは、

単純作業を自動化（ロボティック・プロセス・オートメー

ション（RPA）などによる）し、人工知能を備えたツールで
従業員を支援するような基幹プロセスとワークフローの

合理化を図ります。このピボットがもたらす見落とされが

ちなメリットは、より高い価値を生む仕事に集中できるよ

う、従業員を単純作業から解放できることです。調査結

果は、デジタルマチュリティが高い企業の方がインテリ

ジェントなワークフローを適用していることを示していま

すが（マチュリティレベルが高い企業では70%で、低い
企業では13%でした）8、デジタルトランスフォーメーショ

ンが進展するまでこのアクションの開始を待つ必要はあ

りません。RPAのようなテクノロジーは既に十分な実績
があり、速やかに成果をもたらすことができるでしょう。

「一元化されたカスタマー・エクスペリエンス」のピボット

を実行することは、顧客の全体像を把握し、全社で共有

することで、シームレスなカスタマー・エクスペリエンスを

提供し、顧客が夢中になれる環境で、便利で楽しく効率

的なデジタルと人とのインタラクションを経験できるよう

にすることです。このピボットでは、顧客像を総合的に
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出所：Deloitte analysis.
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図5
デジタル化の初期段階では、 「幅広さ」よりも「深

さ」がデジタルマチュリティを高めるためには有効

である

次に残りのピボットを適用する

エコシステム全体への積極的な関与は

イノベーションを促進する

インテリジェントなワークフローは

新しい機会を切り開く

優れたカスタマー・エクスペリエンスは

デジタルマチュリティの特徴

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



把握するためデータやサイロ化された業務を分解するこ

とを必要とし、拡張現実（AR）や音声アシスタントといっ
た新しいデジタル・インタラクションを検証することを必要

とするかもしれません。一つ一つの顧客接点を、カスタ

マー・エクスペリエンスの一部であると捉える企業は、顧

客の期待に応えるだけではなく、大きなビジネス機会を

探っているといえます。本調査では、デジタルマチュリ

ティが高い企業の87%はこのピボットの実行により大き
な成果を得ている一方で、マチュリティが低い企業では

17%のみでした。このピボットの成果は、カスタマーエン
ゲージメントの強化やリピート販売の増加など多様です。

最後のピボットは「ビジネスモデルの適応力」です。新し

い・変化する市場の需要に合った新しいビジネスモデル

を取り入れることは、デジタル化を目指す企業の間では

共通する目標です。デジタルマチュリティが高い企業で

は、デジタル・ビジネスモデルを備えているとの回答が、

低い企業の2倍でした9。このピボットの取り組みの例とし

ては、いわゆる「両面市場（2種類のユーザーを共通のプ
ラットフォームでつなぐようなビジネスモデル）」や、サー

ビス化された製品、データやその他のデジタルコンテン

ツのサブスクリプションなどの提供が含まれます。通常こ

のピボットは、基礎的ピボットの確実な実行が前提条件

となります。例えば、サブスクリプションやサービス化さ

れた製品といったデジタルビジネスモデルは、従来のビ

ジネスモデルよりも、柔軟で安全なインフラストラク

チャーを必要とします。なぜなら、その中核にはデータが

存在するためです。そしてこのデジタルビジネスモデル

の適応は、新しい人材登用モデルも必要とするでしょう。

例えば、製品を提供する企業がサービスをベースとした

ビジネスモデルを導入するには、その企業にとって新し

いセールスとカスタマーサービスのスキルが必要になり

ます。
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デジタルピボットは必須の要素だが、企業が

その可能性を引き出すことはより重要であり、

このことは調査結果にも表れています。図6で
示されているとおり、最も多くデジタルピボットを実行して

いる企業、つまり、多くの部門で多くのデジタルピボット

を実行している企業のほとんど（59%）は、デジタルマ
チュリティが中程度でした。このことから得られる結論は、

ピボットの実行は必要条件ではあるものの、十分条件で

はないということです。過去の調査では、リーダーシップ

や組織文化などの実体のない要素も、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大変重要である

ことが示されています10。

適切なリーダーシップが存在しなければ、デジタルトラン

スフォーメーションの取り組みにおいて組織の可能性を

十分に引き出すことはできません。デジタルトランス

デジタルピボットを超えて

フォーメーションの優先度を伝え、組織全体の協働を促

進するためには、経営幹部の支援と関与が必要です。

企業のリーダーからのサポートを得られなければ、部門

のリーダーやチームは効果的なトランスフォーメーション

を推進することができません。本調査では、デジタルトラ

ンスフォーメーションに伴う課題を打開するための方策

として、強力なリーダーシップがもっとも多く挙げられまし

た。デジタルマチュリティが高い企業と中程度の企業の

調査対象者は、低い企業の調査対象者よりも、はるか

に多くがこのリーダーシップの有効性に同意しています

（62%・59% vs.45%）（図7）。

効果的なトランスフォーメーションの取り組みの実施に

役立つもう一つの組織特性が「デジタルマインドセット」

です。デジタルマインドセットは、古い問題やプロセスを、

新しい目で捉え、従来と異なる方法で取り組むことを促
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リーダーシップが鍵である

デジタルマインドセットは行動を促す

より多くのピボットの実行により高いマチュリティレベルが期待できるが、それを実行している企業の多く

は中程度のマチュリティレベルにとどまっている

低いマチュリティレベル 中程度のマチュリティレベル 高いマチュリティレベル

より少ないピボットの適用

（1-17）

中程度のピボットの適用
（18-43）

より多くのピボットの適用
（44-63）

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.
脚注：「より少ない（n＝298）」、「中程度（n＝605）」、 「より多い（n＝297）」のピボットの適用数の分類は、サンプル全体の正規分布（25%/50%/25%）

をベースとする。

図6

デジタルトランスフォーメーションのプログラムによって、より高いマチュリティを達成できている企業は、付加的な「ソフト」面のケイ

パビリティを合わせ持つ可能性が高い

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



します。企業は、実験の文化を奨励し、企業全体の従業

員が最善の方法で挑戦や改善を実行することができる

ようにすることで、デジタルマインドセットを養うことがで

きます。本調査では、所属企業がイノベーションと成長

のための賢明なリスクテイキングを後押ししているか、と

いう問いに対して、強く賛同すると回答した数は、デジタ

ルマチュリティが高い企業で、低い企業に比べて4倍多
い結果でした（図8）。

デジタルリーダーシップと文化についての役立つ見解に

ついては、Coming of the age digitally: Learning and 
leading in new waysを参照ください11。
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「リーダーシップ」を選択した回答者の割合

低いマチュリティレベル 中程度のマチュリティレベル

高いマチュリティレベル

デジタルトランスフォーメーションに伴う課題を克

服するために、もっとも有用な方策は「リーダー

シップ」である

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

「非常にそう思う」と回答した割合

イノベーションや成長のための賢明なリスク
テイキングを強く奨励する組織文化や雰囲気
がある

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

低いマチュリティレベル 中程度のマチュリティレベル

高いマチュリティレベル

図7

マチュリティが中程度および高い企業は、低い企

業に比べて、課題を克服するためにもっとも有用な

方策として「リーダーシップ」を選ぶ傾向にある

図8
マチュリティが高い企業は、イノベーションや成長

のための賢明なリスクテイキングを後押しする傾向

にある

デジタルマチュリティを向上させる7つのケイパビリティとは



ジタルトランスフォーメーションの過程にある

企業は、複数の障壁に直面します。例えば、

多くの企業は、これまでは上手く機能していた

既存のオペレーションモデルが障壁になっていることに

気付くでしょう。多くの場合、このピボットの実行には、部

門を超えた協働と、テクノロジー・プラットフォームといっ

た資産の開発と共有が必要とされますが、既存のオペ

レーションモデルではこれらを支援できないかもしれま

せん。本調査にて、デジタルトランスフォーメーションの

課題の中でもっとも多く挙げられたのは、不適切なオペ

レーションモデルでした（図9）。

直面する障壁

多くの企業は、デジタルトランスフォーメーションに対す

る取り組みは、焦点が定まらないことや、リーダーから

の支援の欠如、あるいは資金不足により妨げられてい

ることに気が付いています。企業は、必要なスキルを持

つ人材の獲得や養成に悪戦苦闘することも多いでしょう。

なぜなら、柔軟な人材モデルを導入することは、企業に

よっては困難な変化を迫られるからです。トランスフォー

メーションの取り組みを最優先させることは、困難になり

がちです。要求される変化の範囲と投資の大きさを考慮

すれば、それも無理はありません。そのため、私たちは

優先順位を付けることが重要だと提言します。
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オペレーションの仕組み／モデル

選択と集中／優先度の欠如

従来からのシステム／プロセスのアップグレード

人材／スキルの不足

変化を受け入れない組織文化

資金調達

支援／協力の欠如

キャパシティの欠如

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

上位3つの課題として選択した割合

調査対象者の多くは、既存のオペレーションの仕組み／モデルの存在をデジタルトランスフォーメーショ

ンの推進における課題の上位3つに挙げている

図9
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調査対象者の40%は、「従来からのシステム／プロセス
のアップグレード」をデジタルトランスフォーメーションに

おける課題の上位3つに選んでいます。これは当然のこ
とと言えるでしょう。なぜなら、すべての企業は、その

時々で情報システムのアップグレードを行い、ビジネス

プロセスを進化させる必要がありますが、システムイン

テグレーションやビジネス分析、チェンジマネジメントに

おける一般的な課題は、多くの企業にとってなじみがあ

るからです。そして、デジタルトランスフォーメーションの

取り組みにおいては、これらの課題が特に前面に出てく

る傾向があります。とりわけ、「インテリジェントなワーク

フロー」や「一元化されたカスタマー・エクスペリエンス」

のピボットを実行するときに、その傾向は強くなります。

企業はこのような課題をどのようにすれば乗り越えられ

るのでしょうか？デジタルマチュリティが高い企業と中程

度の企業は、先の記述の通り、強力なリーダーシップと

一貫したデジタル化のビジョン、トランスフォーメーション

の取り組みに特化した資金調達やデジタル組織／機能

の創出が有効と回答する傾向にあります（図10）。
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上位3つに入る施策として選択した回答者の割合

低いマチュリティレベル 中程度のマチュリティレベル 高いマチュリティレベル

強力なリーダーシップ

一貫したデジタル化のビジョンと戦略

オペレーションモデル、資金調達、管理体制の修正

期待される行動を促す組織文化やインセンティブ

速やかに効果を生み出せるイニシアチブへの注力

デジタル化の推進に特化した組織／機能の創出

デジタル化の推進に特化した資金調達

外部のパートナー含むエコシステム全体への関与

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

図10

デジタルマチュリティが高い企業と中程度の企業は、課題を克服するために多くの施策を取り入れる傾

向にある

デジタルマチュリティを向上させる7つのケイパビリティとは



もたらされる利益
デジタルマチュリティは財務的インパクトを生み出す
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あ デジタルマチュリティは、財務業績と相関している

年間売上成長率が業界平均を大幅に上回る

年間純利益率の成長が業界平均を大幅に上回る

マチュリティが
低い

マチュリティが
中程度

マチュリティが
高い

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

図11る重要な事実は時にリーダーによるデジタルト

ランスフォーメーションへのコミットメントを促し

ます。その事実とは、デジタルマチュリティのレ

ベルが高まると、財務的な成果が伴うということです。マ

チュリティが高い企業では、純利益と売上が業界の平均

をはるかに上回っているとの回答がどちらも49%に上り
ました。一方マチュリティが低い企業の回答は順に17%
と19%に留まりました（図11）12。この調査結果は、デジ

タルマチュリティが高い企業は、デジタル・ピボットの実

行により、新たな機会の発見や収入源の開発、また、顧

客や市場の要求への迅速な対応、そして業務の効率性

の大幅な向上を実現できていることを示しています。
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業のデジタルトランスフォーメーションへの投

資規模は明確ではありません。なぜなら、デ

ジタルトランスフォーメーションへの投資と、

「通常」のITへの支出の違いを区別する基準がないから
です。しかしながら、デジタルトランスフォーメーションへ

の投資は安定しており、またその規模も拡大しています。

マーケットリサーチ企業であるIDCは、世界におけるデ
ジタルトランスフォーメーションへの投資は、2020年に2
兆米ドルに達し、5年の年平均成長率は16.7%に達する
と予想しています13。

本調査の対象者の企業は、2018年は売上の約0.6%を
デジタルトランスフォーメーションに投じています。IT部
門の予算が売上の約3.3%を占めるというDeloitteの過

デジタルトランスフォーメーションへの投資は

急激に上昇すると見込まれる

去の分析結果を踏まえると14、企業によっては、デジタ

ルトランスフォーメーションへの投資はIT部門の予算の
20%近くを占めることになります。

さらに、企業は2019年にこの投資を大幅に増やす計画
を持っており、本調査での平均は前年比25%の上昇率
となっています。調査対象者の半数以上は1,000万米ド
ル以上の投資を予定しており、2,000万米ドル以上の投
資を計画している企業の割合は10%から19%に倍増し
ました（図12）。企業のリーダー達は、自らの投資レベル
が競争環境や目標に照らして適切であることを確認す

るために、自社のデジタルトランスフォーメーションへの

投資を、本調査の数値やその他の情報とベンチマーク

したくなるかもしれません。
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デジタルトランスフォーメーションへの投資は今後12カ月で大幅に増加すると見込まれる
100万米ドル以下 100万から500万米ドル 500万から1,000万米ドル 1,000万から2,000万米ドル 2,000万米ドル以上

デジタルトランスフォーメーションへの平均投資額
（単位100万米ドル）

過去12カ月 今後12カ月

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

過去12カ月 今後12カ月

かなり高い割合の企業が
今後12カ月で1000万米ド
ル以上の投資を計画して
いる

デジタルトランスフォーメーションへの投資規模

図12
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ジタルトランスフォーメーションは、デジタルエ

ンタープライズとなる道のりです。この道のり

には、決まった目的地があるわけではありま

せん。デジタルエンタープライズとは、何を提供するのか、

どのように販売や提供をするのか、そしてどのように業

務を進めるのかについてイノベーションを促進するため

に、常に新しいテクノロジーの最大限の活用を試みて、

継続的に進化する企業を指します。それゆえに、デジタ

ルマチュリティは終着点ではないのです。デジタルマチュ

リティとは、デジタルエンタープライズであり続けることで

もたらされる利益を獲得する能力を指します。

7つのデジタルピボットを実行することは、財務業績の発
展を含む、大きな企業利益を実現する方法なのです。

デジタルエンタープライズであり続ける

本調査は、より多くのピボットをより広い部門に実行する

企業には、より大きな利益がもたらされていることを示し

ています。また、デジタルトランスフォーメーションの潜在

力を最大限に発揮するには、すべてのピボットを調和が

とれた形で実行することが必要なのです。

当然、企業は一度にすべてを実行することはできません。

先に強調したように、デジタルトランスフォーメーションの

取り組みには状況を勘案し優先順位を付けることが大切

です。リーダー達は、自分たちの状況にはどのような進

め方が最も適しているのかを見極める必要があります。

急激に変化する世界においても、適切に取り組みを進め

ることで、多くの場合はより大きな業績結果や企業戦略

への対応力を得ることができるのです。
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レポートの示唆は、2018年11月に実施された
調査結果から得られたものです。この調査で

は、米国をベースとする1,200人の経営幹部を
対象に、企業のデジタルトランスフォーメーションへのア

プローチを評価してもらいました。この調査に参加した回

答者は、企業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、一定程度かまたは深い知識を持ち、そし

て従業員が500人以上で、全世界における売上が2億
5,000万米ドル以上の企業に所属している人々です。ま
た、次の各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

74%は役員レベルにあり、残りは上級管理職または同
等のレベルに就いています。正確性を期するために、本

調査の分析では、政府と公共サービスの回答者の投

資・財務業績のデータは異常値となり得るため除外しま

した。

本調査では、各デジタルピボットの適応状況について調

査対象者に次の内容の質問をしています。

 各ピボットを実行するために、どの程度の取り組みを

行っているか（5段階で評価）
 各ピボットを実行している取り組みの幅（実行対象と

なる部門の数で計測。質問票の中で回答者は各ピ

ボットが適用されている部門を最高9つまで選択する
設計となっている。数が多い程、取り組みの幅は広く

なる）

Appendix A
調査方法と調査対象者の属性

 各ピボットを適用するために使用するツールやアプ

ローチ

 各ピボットの事業への影響度合（5段階で評価）

私たちは、デジタルトランスフォーメーションの目的は、

事業に好影響を与えることであると考え、上記4つめの
質問：「私の企業では（各ピボット）の適応が、事業に顕

著な好影響を与えている」（強く合意する～強く反対する

の5段階評価）への回答によりデジタルマチュリティのレ
ベルを測定しました。

具体的には、各企業の7つすべてのピボットに対する、
上記質問への回答をすべて合算した値を、正規分布で

分類しました：トップ25%のスコアの企業は「高いマチュ
リティ」と分類され、中間の50%は「中程度のマチュリ
ティ」、下位25%は「低いマチュリティ」（図2）。
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デジタルマチュリティのモデリング

企業の年間世界売上による調査対象者の割合

（米ドル）

2億5,000万から
5億米ドル

5億から
10億米ドル

10億から
50億米ドル

50億米ドル
以上

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.

図13

デジタルマチュリティを向上させる7つのケイパビリティとは



消費財や保険、テクノロジーを含む業界の企業は、デジ

タルトランスフォーメーションを促進し、人工知能技術を

ベースとしたプラットフォームを開発するために、パブリッ

ク・クラウドのインフラストラクチャーを活用しています15。

エンタープライズ・テクノロジーのプロバイダーは、クラウ

ドやサイバーセキュリティ製品を強化し、クライアントに

とってのアクセス性と使い勝手を向上させるために、企

業買収を行ってきました16。クラウドベースのインフラスト

ラクチャーを導入することは、企業に目に見える影響を

もたらします。例えば、より優れたカスタマー・エクスペリ

エンスの提供や、新製品の開発時間の短縮、またはコス

ト低減などです17。

データとアナリティクスの活用は、事業に関連する新た

な洞察を得るための一般的な手段となっており、企業は

新たな効率化の可能性とビジネスチャンスを見出すこと

ができます。ヘルスケア企業と金融サービス企業は、

データとアナリティクスの成熟度を高めるための新しい

部署を設置しています18。消費財企業は、商品開発サイ

クルの短縮のために、eコマース市場の購買者の嗜好に
関するデータを活用しています19。大手自動車メーカー

は、製造工場での品質管理プロセスを向上させるために、

機械学習による画像分析に取り組んでいます20。大手投

資銀行は、機械学習がフィナンシャルアドバイザーを支

援し、どの程度クライアントの財産管理のレベルを上げ

ることができるのか実験しています21。

Appendix B
デジタルピボットについて

企業は新しい人材プールの構築とデジタルに精通した

従業員を増やす取り組みをしています。小売業と物流業

者は、コストを低減し、業務に柔軟性をもたせるために、

クラウドソーシング方式を試しています22。大手銀行は、

よりアジャイルな職場文化を育てるために、新しいコラボ

レーション・ツールを使い、そして大手自動車メーカーは、

自社のソフトウェアの脆弱性を見出す手助けをしたサイ

バーセキュリティの調査担当者に対して、奨励金を用意

しています23。

パートナー・エコシステムは、業界を問わず、企業が新し

いテクノロジーを試したり、トランスフォーメーションを促

進したりする手助けをします。例えば、複数の業界の企

業が（金融サービス、物流、エネルギーを含む）、ブロッ

クチェーンについて提携しています。そして大手自動車

メーカーは、新しいサービスを提供するために大手のテ

クノロジー関連企業と手を組み、通信業界の競合企業ら

は、サイバーセキュリティ対策を行うためのリソースを共

有しています24。

業務効率化へのプレッシャーは、時間やコストを削減す

るために、仕事やプロセスを自動化できるテクノロジーへ

の関心を高め投資を促します。小売企業と物流企業は、
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ルーチン業務を自動化するためにロボットを配備し、テク

ノロジー企業は、ワークフローを合理化するために、企業

向けソフトウェアやサービスに、ロボティック・プロセス・

オートメーション（RPA）を組み込んでいます25。

急速なテクノロジーの進化により、企業内で業務を自動

化する余地はかつてなく広がっています。効果を最大限

にするためには、企業はもっとも効率的かつ効果的に成

果を出すために、人による完全なマニュアル作業から完

全な自動化までの幅の中において、自動化のメリットとデ

メリットのバランスを見極めて常に調整をし続けなければ

なりません。

消費者市場から始まりB2B市場に至るまで、デジタル企
業が提供する、非常に優れ、シームレスかつ包括的なカ

スタマー・エクスペリエンスに人々が慣れ親しんだ結果、

あらゆる商業的インタラクションにおける顧客の期待は、

業界や状況に関わらず、高まりました。

当然のことながら、小売業界は、物理的そしてデジタル的

チャネルを融合し、顧客の期待値を高めた最大の立役者

です。例えば、ある大手小売企業は、店舗で買い物をす

るエクスペリエンスを強化するために、仮想現実（VR）と

拡張現実（AR）を活用しています26。音声アシスタントと

チャットボットにより、小売業界だけでなく銀行や運送業

界などその他の業界でも、新しいインタラクションのあり

方を創造できるようになっています27。その他のカスタ

マー・エクスペリエンスのイノベーションの例として、ある

大手ホスピタリティ業のチェーンは、顧客のプロフィール

情報や嗜好を分析して新たなエクスペリエンスを提供す

るために、テクノロジー企業と提携しています28。

市場はこれまでにないスピードで変化しています。このこ

とは、企業は成長するために、自分たちのビジネスモデ

ルを含む「適応力」を優先させなければならないことを示

しています。デジタル化が進んだ企業は、デジタルテクノ

ロジーを必要とする様々なビジネスモデルを取り入れる

ことで、新しい収入の機会を得ています。大手のドラッグ

ストアチェーンは、オンラインの美容サブスクリプション

サービスを買収し、店舗での新しいデジタルエクスペリエ

ンスを生み出すことで、eコマースでの存在感を増してい
ます29。ある保険の複合企業は、法人客に向けた新しい

データとリスク管理のソリューションを開発するために、

IoTソフトウェアの新興企業を買収しました30。そしてある

自動車メーカーは、サービスの試験を行い、経常収益源

を確立するために、新しいサブスクリプションサービスの

提供をスタートしています31。
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の業界よりもデジタルマチュリティのレベルが

高い傾向にある業界があります。これは、そ

の業界の担当者が取るアクション（または取ら

ないアクション）の性質によるところが大きく、このアク

ションは、潜在的な技術的ディスラプションに影響される

競争課題への反応といえます。本調査においては、テ

Appendix C
業界によるデジタルマチュリティのレベル

クノロジー、メディア、そして通信業界（TMT業界）の調
査対象者は、マチュリティレベルが高い企業に所属する

割合が非常に高く、一方、ライフサイエンス・ヘルスケア

業界の企業の調査対象者は、マチュリティが低い企業

に所属している人数が高い企業に属している人数の3倍
となっています（図14）。
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TMT企業は、デジタルマチュリティが中程度から高いレベルの割合が非常に高い
低いマチュリティレベル 中程度のマチュリティレベル 高いマチュリティレベル

消費財TMT 金融

サービス

エネルギー 政府／

公共サービス

ライフサイエンス／
ヘルスケア

出所：Deloitte Digital Transformation Executive Survey, 2018.
脚注：四捨五入のため、トータルは必ずしも100%になっていない。
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