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Introduction 
 

数年来の IoT（Internet of Things：モノのインターネット）の潮流は、ア

ナリティクスや AI技術と融合しながら、航空・宇宙産業のモノづくりの

デジタル化を急速に進めてきた。今後は、これらのデジタル化された

モノづくりがビジネスプロセスと融合され、従来の概念を超えたイノベ

ーションを起こしていくことを常に意識しなくてはならない。 

 

一方で、デジタル化されたビジネスはサイバー脅威による影響も大き

くなる。また、デジタル化されたビジネスで真の競争優位を発揮するた

めにはデジタル、データを意思決定で活用できるような組織の整備も

求められる。 

 

本書では、次のデジタリゼーションに向けた企業が取り組むべき「攻

め」「守り」「構え」のアクションとそれに対するデロイト トーマツ グルー

プのサービスをご紹介する。
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次のデジタライゼーションに向けた 

攻め・守り・構え
 

デジタライゼーションによる 

更なるビジネス革新  

ドイツのインダストリー4.0の提唱や IIC

（Industrial Internet Consortium）設立に端を

発した IoT（Internet of Things：モノのインター

ネット）の潮流は、産業用機器製造業において

も製品や設備がネットワークにつながる状態を

当たり前のものとした。アナリティクス技術、AI

（Artificial Intelligence：人工知能）といった急

速に進歩する技術を適用し、自律的なオペレー

ションを可能とするスマートファクトリー化、製

品・設備の遠隔監視と予防保全による設備稼

働維持の効率化など、ビジネスのデジタライゼ

ーションが進んできた。 

 

今後は高速・大容量化、超低遅延・超高信頼

性、同時接続端末数の増加、といった特徴を持

つ 5G（第 5世代の通信統一規格）通信方式の

供用開始と、AIとロボット技術の融合が相まっ

て、従来のビジネスの概念や価値観を超えた、

ビジネスモデルのイノベーションが起こる可能

性が高まっている。 

 

デロイトがグローバル規模で実施した、各業界

のデジタルトランスフォーメーションに関するサ

ーベイ “Deloitte Aerospace4.0 Scaling  

new heights in digital transformation”によれ

ば、航空・宇宙産業の主要プレイヤーは、自ら

の業界がその取り組み度合いで他産業をリー

ドする立場にいると感じている。エグゼクティブ

の 92%は、これまでのデジタライゼーションの

投資は十分なリターンを生んでおり、88%がよ

り戦略的な投資を継続するとも回答している

（図 1）。 

 

その一方で、製品、顧客、サプライチェーン、周

辺プレイヤーが互いに接続され、密接に連携す

るビジネス生態系（エコシステム）が形成される

ことは、セキュリティ脅威を飛躍的に拡大させる

ことにつながる。企業内部の情報システムへの

侵入可能経路が増加するとともに、ビジネスモ

デル革新に向けて、顧客情報や技術機密情報

等の重要性の高い情報がエコシステム内で共

有されたり、オペレーション上クリティカルなシ

ステムへの接続が行われたりするためである。

悪意を持った攻撃の急増に対して、企業活動を

守るサイバーセキュリティへの対応は今や政

府・民間という立場や企業規模を超えた最重要

の課題となっている。 

 

このような環境下において製造業は、先端デジ

タル技術を「攻め」に活用して内外のイノベーシ

ョンを起こすことと、最新のサイバーセキュリテ

ィを常に適用しビジネス運用をセキュアにする

「守り」の両面を追求しなくてはならない。そして

それらは、質・量ともに拡大していくデータ・デジ

タル化技術を意思決定に活用する文化が定着

した組織のもとで連携して推進されるべきであ

り、そのような組織に変革する「構え」もまた、

企業に求められていく（図 2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1グローバル航空・宇宙産業におけるデ

ジタル化投資動向 より 
図 2 デジタライゼーションにおける攻め・守り・構え 
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攻め：デジタル化によるビジネスイノベーション 

IoTにより、製品や現場データを獲得するという

ことは、顧客や関係プレイヤーが「ダイレクト」に

接続されることを意味する。顧客や現場のリク

エストや状況変化にタイムラグなく、または変化

を先取りして対応することが求められる。その

ためには IoTやデジタル技術が製造業にもた

らす、「可視化」「協調化」「知能化」「予見化」

「自律化」「柔軟化」の 6つの変化をビジネスオ

ペレーションシステムの中に取り込んでいく必

要がある（図 3）。 

 

前述のデロイトによるグローバルサーベイによ

れば、グローバルの航空宇宙産業のエグゼク

ティブは、自社は多くの先進技術を活用するケ

イパビリティを有していると認識しているととも

に、より幅広い活用に歩を進めようとしており、

今後はそれを活かしたビジネスの高付加価値

化が新たな競争のフィールドとなると予想され

る。5G通信方式や AI活用高度化に加え、シェ

アリングエコノミーという社会潮流を踏まえ、よ

り「サービス化」の方向でのビジネスモデル変

革が進んでいくと考えられる。自社製品が周辺

サービスとも連携した XaaS (X as a Service)

のベースと位置づけ、その上でエコシステムの

プレイヤーがユーザーに対してどれだけ有効な 

 

サービスを提供できるかが業界における競争

要因となっていくことは想像に難くなく、新興国

のプレイヤーはそのようなアプローチで従来の

先進国製造業の技術優位を覆していく取り組

みを強化するであろう。 

 

 

守り：サイバーセキュリティ  

IoT、デジタル化を通じた、データ中心のビジネ

スへの変革とネットワークが企業の競争力の核

心となっていくことで、同時に企図された／企図

しないサイバー脅威によるビジネスへの影響も

大きくなる。 

企図されたサイバー脅威は外部からの悪意に

よる攻撃である。顧客情報等が流出すること

や、システムを停止させ、企業活動を停滞させ

ることで、社会的信頼を失墜させる脅威はよく

知られている。また、近年は外部攻撃者が人知

れず内部に侵入し、競争力源泉となる技術情

報等を静かに盗み出すことによって他社を利す

る、という形で企業の競争力を失わせる攻撃も

ある。 

企図しないサイバー脅威とは、例えば、クラウド

サービスの普及によりユーザー部門が気軽に

外部サービスを使用できる環境になったことが

挙げられる。社内のセキュリティ基準に適合し

ているか否かを十分確認せず、セキュリティ対

策が十分ではない外部サービスに機密情報を

保管することで流出を招くケースなどである。 

攻撃手段の多様化と防御策拡充のいたちごっ

この中で、製造業には最新のセキュリティ基準

を受け身ではなく戦略的に策定し、確実に適用

する取り組みが求められる。 

図 3   IoT・デジタル技術が製造業にもたらす 6つの変化 
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構え：データに基づくインサイトを活用する組織

への変革 

IoTや AIを通じてビジネスの競争力強化を実

現するには、それを活用する人財を備え、組織

が対応していかなくてはならない。 

前述のサーベイによれば、航空・宇宙産業にお

いては、組織の中でデータに基づくインサイト導

出と意思決定が行われていると答えたエグゼク

ティブは、全業界平均の 54%に対して 64%に

達しており、デジタルデータ活用が経営に浸透

していることがうかがえる。 

その一方で、データサイエンティストやユーザー

インタフェース設計などの領域においては人財

不足が課題であると認め、その点に対する投

資を拡大すると答えているエグゼクティブは

50~60%に上っている（図 4）。 

 

データを活用して貴重なインサイトを利活用し、

困難なビジネス課題に対応するための意思決

定を推進する組織の在り方として、デロイトは、

Insight Driven Organization（略して IDO）を提

唱している。IDOは、選別されたインサイトを一

部のビジネス領域における意思決定に活用す

る組織を意味するだけではない。戦略／人員

／プロセス／データ、そしてもちろんテクノロジ

ーをすべて緊密に連動させ、組織の末端にい

たるまで、日常業務のあらゆる場面において、

インサイトを活用することのできる組織である

（図 5）。 

 

その中で求められる人財も大きく変化する。デ

ータからインサイトを生み、それをビジネスで活

用するためには、ビジネス側のスキルやナレッ

ジ（ビジネス分析力やコミュニケーション力）とテ

クノロジー側のスキル（ITシステム設計力、デ

ータ分析力）を兼ね備えた人財が必要である。 

一般にそれらを兼ね備えている人財は稀であ

るが、既存人財のスキルトランスフォーメーショ

ン、組織の複数部門のチームワークでの補完、

パートナーシップや M&A等外部からの新たな

ケイパビリティを獲得するなど、多様な手段の

組み合わせで能力を高めていかなくてはならな

い。 

  

図 4 データインサイトによる意思決定支援の度合いと今後の人財投資動向 
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図 5   Insight Driven Organization（IDO） 
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デロイト トーマツ グループの 

デジタライゼーション関連サービス
 
デロイト トーマツ グループでは、日本の航空・宇宙産業が今後のデジタライゼーションの潮流を確実に生

かして、グローバルでの競争力を高めていくための一助となるべく、「攻め」「守り」「構え」を支援するサー

ビスを、企業のビジョン・文化、戦略からビジネスモデル、末端の製品コネクティビティに至るまでの企業活

動全領域をカバーして、一貫して提供している（図 6）。 

 
  

図 6   デロイト トーマツ グループのデジタライゼーション関連サービス 
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「攻め」のサービス紹介 

 
デジタルサプライネットワーク（DSN） 

顧客や市場のニーズに対して質的にも時間的

にも「ダイレクトに」製品、サービスを提供する

ためには、IoT、AIや Analytics等に加え、3D

プリンティングやドローン等も活用して、なお色

濃く残るサプライチェーン上のアナログ業務・

情報のデジタル化を進めることで、バリューチ

ェーンの全てのデータが中心（デジタル・コア）

に集積され、それぞれがインタラクティブに作

用しあうネットワーク（デジタルサプライネットワ

ーク）を目指す必要がある（図 7）。 

デロイト トーマツ グループでは、次のサービス

を核に、経営としてのビジョン作成から実現ま

で一貫した支援を行っている。 

 

• DSNワークショップ：経営層がデジタル

サプライチェーン“DSN”の具体像を想起

するための“体験型”ワークショップ 

• DSNプラットフォームサービス：デロイト

が提供する DSNプラットフォーム（クラ

ウドサービス）を用いて、環境変化に対

応してサプライチェーン計画・プロセスを

柔軟に変化させる DSNをスピーディに

構築するとともにそれに向けた業務改革

を支援 

 

サプライチェーンリスクアナリティクス： 

問題起点の PDCAからリスク起点の先読み

マネジメントへ 

製造業では長きにわたり PDCA（計画⇒実行

⇒評価⇒対策）マネジメントが徹底されてきた

が、アナリティクスや AIの進化により、過去の

実績と現在の計画から、この先の結果が予測

できるようになると、計画を阻害するリスクに

対して実行前に手を打てるようになる。 

米国の航空機メーカーでは、新機種プログラ

ムで従来に比べて月間の生産台数を 10倍以

上に引き上げる必要があった。大規模、複雑

なサプライチェーンの中で、ごく一部の部品納

入・完成の遅れが全体の遅延につながる懸念

があった。そこで、部品構成の最下層に至るま

での部品表とサプライチェーンの構造を可視

化するとともに、過去の製造実績（納期や在

庫）に基づき、製造日程遅延のリスクを計画時

点で明らかにし、それに基づいた事前のリスク

回避アクションを徹底することで、サプライチェ

ーン全体でのスループットを拡大することに成

功した。 

デロイト トーマツ グループでは、航空宇宙産

業における豊富なオペレーション支援の経験

に基づく、サプライチェーンリスクアナリティク

ス（分析、可視化）のコアモデルをベースに各

社に応じたマネジメント体制構築までの一貫し

た支援を行っている（図 8）。 

 

図 7   デジタルサプライネットワーク（DSN） 
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サービスビジネスモデル構築 

デジタル化を現在の「製品モニタリング」の段

階に留まらず真のビジネス革新に向けて歩を

進めるためには、従来のような付加価値機能

追加と捉える製品開発型アプローチではなく、

顧客や市場と協創する形でのビジネスモデル

開発型のアプローチをとる必要がある。デロイ

ト トーマツ グループは以下のアプローチによ

るビジネスモデルの創発から、実践、継続的

改善までの活動を支援している。 

 

 マクロ・ミクロ両面の課題・ニーズに着

目する： 

社会課題やマクロトレンドからトップダ

ウンで導出された大粒な課題・ニーズ

と、顧客の観察によりボトムアップで

炙り出された課題・ニーズの両面を軸

にビジネスモデル全体像をデザインす

る 

 自前主義にこだわらず最先端の技術

を取り込む： 

大企業に加え、世界のイノベーション

の動向（多くはスタートアップ）からの

先端的なビジネスモデル・テクノロジ

ーから得られたインサイトを基に、競

争優位性／アライアンスによるケイパ

ビリティの拡大をビジネスモデルに織

り込む 

 複数の仕掛けで体系的なモデルを組

む： 

製品・サービスの高度化（モノの価値）

に加え、顧客体験を高めるブランディ

ングやエンゲージメント（コトの価値）、

ビジネス自体の収益性／持続性を高

めるプロセスや利益モデルなど、ビジ

ネスモデルの構成要素を広く捉えてビ

ジネスモデルを具体化する 

 

その他のサービス 

 Digital DNAワークショップ： 

企業がデジタル化しているか、そのレディ

ネスを評価し、事業環境や組織に適したデ

ジタライゼーションの在り方の策定を支援

する 

 長期ビジョン策定支援： 

メガトレンドや社会課題に基づく自社のコ

アバリューを策定、長期視点でのビジネス

ドメイン定義とビジネスモデル概要の策定

を支援する 

 新規事業創成支援： 

デジタル技術を活用したビジネスモデル構

築を、設計からベンチャー、スタートアップ

の M&Aによるケイパビリティ獲得も含め

て支援する 

 エンタープライズ・アーキテクチャ策定構築

支援： 

デジタルによるビジネス推進を前提とした

企業の ITアーキテクチャをエンタープライ

ズアーキテクチャ（EA）のフレームワークを

適用して策定し、その構築までを支援する

図 8   サプライチェーン リスクアナリティクス コアモデル 
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「守り」のサービス紹介 

 
サイバーセキュリティスタンダードへの準拠

（NIST） 

サイバー攻撃によって、サプライチェーンから

技術情報や個人情報等を盗まれるということ

は、結果として自国の産業競争力を低下させ、

経済力を衰えさせる脅威と捉えられており、係

る事態を招かないために国家の安全保障問題

というレベルで議論が行われている。 

米国は国家安全保障上重要な情報のうち、「機

密（Classified）」指定のされていない情報も

CUI（Controlled Unclassified Information）と

して保護するよう各省庁に要請するとともに、

米国立標準化研究所（NIST）が、行政機関が

扱う機密情報を保護するためのサイバーセキ

ュリティ対策の技術的水準として SP800-53

を、企業が CUIを保護するための水準として、

53からの抜粋である SP800-171を発表した。 

これらは既に米国防総省の調達基準として採

用されているが、今後米国の各省庁の調達基

準にも反映される予定である。結果として、防

衛産業だけではなく、電力・ガス、鉄道・航空、

金融、通信などの重要インフラ産業、自動車、

機械、家電製品、農業・食品、小売業 ホテル観

光などその他産業においてもグローバル市場

の調達基準になる可能性が高く、その規格へ

の準拠がグローバルにおける競争力維持のた

めには対応が必須となると考えられる。 

デロイト トーマツ グループでは、SP800-171

適用評価アセスメントプログラムを提供して、貴

社における CUIの定義やシステム特定、対応

基本構想を策定するとともに、技術要件（シス

テム）、非技術要件の両方での基準への対応

を包括的に支援する。 

 

サイバーセキュリティ インテリジェンス 

近年、企業を狙ったサイバー攻撃（標的型攻撃

等）は、未知のマルウェアの使用、難読化や暗

号化等により高度化しており、従来型のインタ

ーネット境界を中心とした予防対策のみでは、

対処することが困難な状況となっている。 

そこで、予防対策に加えて、ログの能動的収

集・分析を通じて組織内に潜入している可能性

のあるセキュリティ脅威を特定したり、ウィルス

感染端末を迅速に特定し対処したりするなどの

セキュリティインテリジェンスが注目されてい

る。自社範囲だけでなく、グローバルでのインテ

リジェンスを共有することで能動的に防御能力

を高めていくことが必要である。 

 

デロイト トーマツ グループでは、サイバー イン

テリジェンス センター（CIC）を、世界 20か国以

上展開（準備／計画中を含む）し、各国間で最

新のサイバー脅威や対策に対するインテリジェ

ンスを共有して以下サービスを提供、各クライ

アントのインフラストラクチャをサイバー攻撃か

ら守っている（図 9）。

図 9   サイバー インテリジェンス センターの提供サービス 
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セキュリティ管理態勢の継続的強化 

前述のようにサイバーセキュリティを取り巻く外

部環境は常に変化し、企業に対するセキュリテ

ィ対策の実施要求は強まる一方となる。変化に

対して後手になりインシデントを発生させないよ

う、技術的な対策の適用だけなく、事業に関す

るリスク管理の一環として適切な PDCAを運

用できるような、会社全体での組織態勢、セキ

ュリティ管理ルールの整備・運用などが重要で

ある。また、企業全体の管理態勢については、

信頼できる第三者の視点から客観的に現状を

把握し、改善策を検討することも有用である（図

10）。 

 

その他のサービス 

 サイバーセキュリティロードマップ策定支

援： 

 ベストプラクティスや技術動向、セキュリテ

ィインシデントの事例、組織・業界の特徴な

どに関し、デロイトにおいて得られたグロー

バルな知見を踏まえた、サイバーセキュリテ

ィ上の課題解決に向けた組織における全体

最適な戦略・ロードマップの策定を支援する 

 セキュリティガバナンス評価・構築支援： 

セキュリティに関する全社的な役割・権限の

設定、運用プロセスの現状を評価して対策

を要する事項を抽出、ガバナンス体制構築

のための文書化等を支援する 

 xSIRT構築支援： 

自組織における不正または不審な挙動の

検知と、被害抑制のためのインシデント対

応態勢構築を支援する 

 GDPR／中国セキュリティ法対策： 

GDPR（General Data Protection 

Regulation: EU一般データ保護規則）や中

国セキュリティ法における要求事項との差

異（GAP）分析、必要な対策の策定・実施、

管理体制とシステムの整備を支援する 

 脆弱性診断： 

稼働中のシステムへ与える影響を考慮した

上で、Webサイトなどの情報システムに対

して擬似的な攻撃を行うことにより潜在的な

脆弱性を洗い出し、技術的なセキュリティ評

価を実施する 

 サイバーセキュリティ人財育成支援及び教

育研修・演習： 

サイバーセキュリティ強化における役職員

の役割、スキルに応じた教育研修プログラ

ム 

 データガバナンス・セキュリティ： 

デジタル基盤で活用される各種データ、マ

スタ類の管理・維持に関する現状評価とセ

キュリティ確立を支援する 

 クラウド・セキュリティ： 

クラウド特有のリスクを踏まえたサービス利

用のためのセキュリティ評価と対策を支援

する 

 IoTセキュリティ（制御・医療等）： 

グローバル水準での、制御システムや医療

機器サイバーセキュリティ対策を実現する

総合的なサービスを提供する 

 車載・Connected Carセキュリティ： 

車載通信、コネクテッドデバイスに関するセ

キュリティ脆弱性の評価、対策実施を支援

する 

 クライシス・マネジメント： 

自然発生か人為的発生、あるいは経済、政

治、金融、技術的な理由にかかわらず、甚

大度と頻度を増しつつあるクライシスに対

応するための体制構築を、「準備」「対処」

「回復」のそれぞれのプロセスについて支援

する 

 

 

 

「構え」のサービス紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 IDOポテンシャルアセスメント： 

IDOを構成する各要素についての成熟度

モデルに基づいて、クライアントの現状を把

握するとともに目指すべき姿を描き、実現に

向けたアプローチを定める。“Lab”と呼ぶワ

ークショップ形式で、クライアントとのディス

カッションを実施する 

 

 

 

 IoT, セキュリティ関連企業 M&A支援： 

デロイトのグローバルネットワークを活用し

た、IoT、セキュリティ関連の売却／買収ニ

ーズを活用しての、M&A戦略の策定から

ディール支援、クローズ後の PMI（Post 

Merger Integration）までを一貫してサポー

ト、クライアントのケイパビリティ獲得を支援

する 

 

 

 知財戦略策定支援： 

知的財産戦略立案に求められる高度な専

門性、豊富な経験と知見だけでなく、競合

動向、研究開発動向、マクロ経済動向、事

業戦略など知的財産を取り巻く複雑な状況

を紐解く分析力と課題解決力を通じて、各

種知的財産戦略に関する調査・分析フェー

ズから戦略策定フェーズ、実行支援まで一

気通貫でサービスを提供する

図 10   セキュリティ管理態勢評価サービス 
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