インダストリー4.0のパラドックス

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
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「インダストリー4.0のパラドックス」日本語版発刊にあたり
第4次産業革命のキャッチフレーズとして「インダストリー

2. 経営者たちは、サプライチェーンが変革の最前線であ

4.0」がドイツで提唱されてから、すでに5年近くが経とうとし

ると回答しながら、サプライチェーンの担当役員や現場

ています。ここで言うインダストリーは「産業」
と訳すよりは、

マネジメントはその投資判断の場に招かれていない

資源をインプットとして製品を生み出す、広い意味での「製

3. 経営者たちは、新しい技術の使い道として既存のオペ

造業」
と捉えた方が正しいでしょう。
ドイツと同じように先進

レーションの効率化を念頭においているが、将来の差別

的な製造業をてこに経済発展を遂げてきた日本において
も、
「インダストリー4.0」は大きな関心を呼び起こしました。

化に必要となる
「イノベーション」への適用は劣後している
4. 経営者たちは、デジタルトランスフォーメーションをするた

しかし、
この5年間で真の意味で革命・バージョン改変
（アッ

めの人的資源は揃っていると回答しながら、タレントの

プデート）
と呼ぶにふさわしい飛躍的な成果が上がってい

発掘・育成・維持が組織上の課題であると考えている

るかについては意見が分かれるところだと思います。
経営者がこうした一見すると矛盾している回答を示す
また、最近同じようなトレンドを指す言葉に「デジタルトラ

理由について考えてみましょう。一つは経営者の価値観

ンスフォーメーション」があります。こちらは製造業にとどま

によるものと思われます。モノづくりの現場では現在が充

らず、AIなどの技術の発展が全産業において大きなイン

実しています。そこでは既存製品・製造工程の完璧化が

パクトを与えつつあり、それに対応する事業構造（ビジネ

至上課題となりがちで、新しい競争相手や顧客の潜在的

スモデル）
の抜本的な変容を指して使われます。
「トランス

なニーズを探る機会が乏しいといえます。より大きな理由

フォーメーション」
という言葉も、本来は青虫が蛹を経て蝶

は、そもそもインダストリー4.0で実現される未来についてビ

になって出てくるというような、形態上の断絶的な変化を

ジョンが持てていないことではないでしょうか。インダスト

指します。しかしながら、事業が一瞬にしてビジネスモデ

リー4.0で提唱されている言葉の1つにCPSがあります。こ

ルを変えることは現実にはあり得ないので、これもあまり

れはCyber-Physical Systemの略で、コンピュータで計

軽々しく使う言葉ではないと考えます。

算される仮想の世界（ソフトウェア）
と物理的な世界が連
携している状態を指します。それにより、AIによる物理的

それにもかかわらず、我々は「革命」や「トランスフォー

なモノのコントロールが完成し、人間の役割は極端に減

メーション」
という言葉にふさわしい大きな変革期を迎えて

少することが予想されます。
これだけであれば製造プロセ

いると私たちは考えています。GAFA（Google, Apple,

スの完全自動化に過ぎず、すでに業種によっては実現し

Facebook, Amazon）やBAT（Baidu, Alibaba,

ているものもあるでしょう。しかしながら、CPSがもたらすも

Tencent）
といったテクノロジー企業の勃興はその一端に

のは企業と顧客、企業と企業、企業と社会がリアルタイム

過ぎません。

につながった経済圏の出現で、そこでは価値創造の仕
組みが破壊され、その過程で多くの企業が淘汰されるこ

リアルな社会においては、産業革命にしてもトランス

とが予測されます。

フォーメーションにしても一日にして起こるものではなく、新
旧の勢力が互いに入り混じって進行しています。
「未来

長期間にわたって成功を続けてきた企業がこうした事

はすでに到達している。ただし平等に分配されていない

態への想像力を持つことは容易ではないと思います。し

だけだ」
という有名な言葉があります。この事態は1つの

かし、ここ数十年でイノベーションに関する経営手法は充

企業・組織体の内部でも同じです。今回ご紹介する
「パラ

実してきました。エコシステム形成やスタートアップ探索、
ク

ドックス」は、その未来と現在の拮抗状態の一端を示すも

ラウドソーシング、デザイン思考、アジャイル経営など、今ま

のだと解釈できます。パラドックスとは次の4つです。

で限られた業界の経営手法だったものが製造業におい
ても使われ、成功を収めています。

1. 経営者たちは、インダストリー4.0の「戦略的重要性」
を
理解していると回答しながら、その「使い道」は既存の
オペレーションの効率化が大半を占めている

私たちと一緒にインダストリー4.0の世界における新たな
価値創造の在り方を考えてみませんか。

デロイト コンサルティング
（Deloitte Consulting LLP）
のサプライチェーン&製造・オペレーション部門の専門家は、
クライアントのビジネス目標を達成するため、インダストリー4.0関連のテクノロジー導入を支援しています。我々は、
付加製造（3Dプリンティング）、モノのインターネット
（IoT）、アナリティクスにおける知見を活用して、最先端の
製造業のベストプラクティスを紹介しつつ、企業の人材、プロセス、技術の最適化をお手伝いします。

エグゼクティブサマリー

エグゼクティブサマリー

インダストリー4.0は、デジタルトランスフォーメーションの適用可能性を広げ、ビジネスにとって

リアルなものになっている。人工知能（AI）、モノのインターネット
（IoT）、付加製造（3Dプリン
ティング）、ロボティクス、クラウド・コンピューティングに見られる通り、インダストリー4.0は

デジタル技術と物理技術を組み合わせることで可能となった。インダストリー4.0に対応した

企業はより柔軟で応答性が高く、サイバー空間で相互接続され、データに基づく意思決定を
実現しつつある1。

「第4次産業革命」
と聞くと、あたかもビジネス機会と技

石油・ガス、および鉱業に携わる企業を調査し、デジタルト

術について無数の投資オプションが存在するように思わ

ランスフォーメーションに関する投資計画、課題、技術戦

れるかもしれない。しかし、企業がデジタルトランスフォー

略・企業戦略を検証した。

メーションを実現しようとする時は、まず選択肢を絞り込む

その結果、回答した企業には、将来に対する期待と楽

ことが必要だ。例えば具体的に何を変革したいのか、
どこ

観的な投資計画があること、また企業が抱く理想と現実

に投資したいのか、戦略的ニーズに最も適した先進技術

の間に一連の乖離があることが明らかになった。これに

は何か、などである。デジタルトランスフォーメーションは、

ついては次章以降で説明する。デジタルトランスフォー

局所的に起こるわけでもなければ、単に新しい技術を実

メーションの取り組みが今、多くの企業で着手されている

装し、運用するだけで完結するわけでもない。デロイトの

が、戦略、サプライチェーン、人材のケイパビリティ、投資

考えるデジタルトランスフォーメーションは、組織に次のよう

の動機については、パラドックスを見いだすことができる。

な重大な影響をもたらすものである。すなわち、戦略、人

経営者のデジタルトランスフォーメーションに対する意気

的資源、ビジネスモデル、さらには組織の在り方そのもの

込みは強い。しかしながら企 業は、デジタルトランス

の変革である 。

フォーメーションを既存のオペレーションの改善に役立て

2

デロイトの考えるデジタルトランスフォーメー
ションは、戦略や人的資源、ビジネスモデル、
さらには組織の在り方そのものの変革である

ることと、イノベーションのために使う
こととの間で揺れ動いているように
見える。
•• 戦略のパラドックス：ほぼすべての
回答者（94%）が、自らの組織に
とってデジタルトランスフォーメーショ
ンが最も重要な戦略的課題であ

デロイトは、企業がデジタルトランスフォーメーションをめ

ると回答した。
しかしこれは、回答者が必ずしもデジタル

ざすにあたり、インダストリー4.0にどのように投資している

トランスフォーメーションの戦略的可能性を十分に理解

かを調査した。対象は11カ国361人のマネジメント層であ

しているというわけではない。実際、これを
（抜本的な）

る。インダストリー4.0の対象はさまざまに解釈されるが、そ

収益性向上の手段と考えた回答者は、
はるかに少ない

のルーツは製造業にある。そこで、我々は製造業、電力、

（68%）
。
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インダストリー4.0のパラドックス

企業は、デジタルトランスフォーメーションを既存の
オペレーションの改善に役立てることと、イノベー
ションのために使うこととの間で揺れ動いているよう
に見える
•• サプライチェーンのパラドックス：企業の経営者は、デ

あると答えた回答者はわずか
15%であった。しかし一方で、よ
り適切な人材を発掘し、育成し、
維持していくことが、組織上およ
び企業風土上の最重要課題で
あるという回答者もいた。
•• イノベーションのパラドックス：
企業の経営者は、デジタルト

ランスフォーメーションが主に生産性向上およびオペ

ジタルトランスフォーメーションのために最優先すべき投

レーション上の目標達成を目的として推進されており、

資領域は、現在も将来もサプライチェーンであると回答

基本的には、高度な技術を駆使して物事をより効率的

している。
しかし、サプライチェーンに携わるマネジメント

に行うことであると回答している。この傾向は、過去の

や、日常業務を行う人々、すなわち、デジタル技術の実

デロイトの調査からも明らかである。つまり、
トランス

装に最も深く関わっている人々は、デジタルトランス

フォーメーションというよりはむしろ、
（少なくとも初期段

フォーメーションへの投資について討議に参加する機

階では）
短期のビジネスオペレーション改善のために高

会を与えられていないようだ。

度な技術を幅広く活用していることを示唆している4。と

•• 人材のパラドックス：デロイトが以前実施したインダスト

はいえ、イノベーションの機会は思わぬところに潜んで

リー4.0 に関する調査結果によると、企業の経営者は、

いるのでこれを軽視すべきではない。我々の調査によ

デジタルトランスフォーメーションの実現に適切な人材が

れば、イノベーションを重要視し、イノベーション戦略に

そろっていることに自信を見せた。しかし、人材に関し

注力している企業は、そうでない企業と同等のROI
（投

て深刻な課題を抱えていることも明らかになった。組織

資収益率）
を達成できているからである。

3

構成や人々の持つスキルセットを劇的に変える必要が

本調査について

デロイトは、デジタルトランスフォーメーションの実現に向けて、企業がインダストリー4.0にどのように投資

しているかを理解するため、米州、アジア、欧州の11カ国361人の企業経営者を対象に調査を実施した。
本調査は、Forbes Insightsが2018年春に米GE Digital社と共同で実施し、航空宇宙・防衛、自動車、化学・

特殊マテリアル、産業・製造、金属・鉱業、石油・ガス、電力・ユーティリティ事業の関係者から回答を得た。

すべての調査対象者の役職はディレクターレベル以上であり、この中には、CEO（4%）、CFO（13%）、COO

（9%）、CDO（5%）、CIO（7%）、CTO（5%）、CSCO（4%）、ビジネスユニット長（5%）、EVP／SVP（7%）、
バイスプレジデント
（11%）、エグゼクティブディレクター／シニアディレクター（9%）、ディレクター（21%）が
含まれる。彼らは全員5億米ドル以上の収益を上げる企業の代表者、さらにその半数以上（57%）は10億米

ドル以上の収益を上げる組織の代表者である。
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•• フィジカル－デジタル－フィジカルループについて：イン

てデジタルトランスフォーメーションを重要視している。しか

ダストリー4.0を実現するためには、相互接続された資

しながら、前述の各パラドックスに見られるように、将来的

産から受け取るデータを十分に活用し、意思決定につ

にも持続可能な成長につながるかについては確信が持

なげるケイパビリティが必要であるが、多くの企業がこ

てずにいるようだ。今後デジタル化が進むにつれ、企業ど

れを実践できていないようだ。

うしがサイバー空間で相互接続され、応答性が高く、知
的なオペレーションを構築する機会に恵まれる。そこで本

我々の調査によれば、製造業、石油・ガス、電力、およ

当の意味で第4次産業革命を具現化する道が拓けるの

び鉱業に携わる企業の経営者は、第4次産業革命がもた

である。

らす様々な可能性をすでに認識しており、成長手段とし
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インダストリー4.0のパラドックス

戦略のパラドックス

デジタルトランスフォーメーションに対する消極的な捉え方

インダストリー4.0を構成するさまざまな技術は、進化し

トランスフォーメーションは自社にとって戦略的な最優先課

続けるとともに多くの組織に影響を及ぼしつつある。同時

題であると回答した。

に、
クラウド・コンピューティングやビッグデータ・プラットフォー

これは、回答者がデジタルトランスフォーメーションの戦

ムのような技術は、より安価になり、企業規模にかかわら

略的可能性を理解しているように見えるが、
デジタルトラン

ずアクセスしやすくなっている 。

スフォーメーション実現のための戦略的オプションを十分

1

技術の高度化と低コスト化の組み合わせは、デジタルト

に探究したことを意味しているわけではない。我々の調査

ランスフォーメーションをより身近なものにしてきた。我々の

によれば、急速な技術の進化や、それに伴う新たな規制

調査によれば、経営者はデジタルトランスフォーメーション

や課題への対応に困難を感じている人もいることが示さ

の重要性を強く認識している。回答者の94%が、デジタル

れた。このことは、以下のような点で明らかである。

4

戦略のパラドックス

•• 現在のための投資：回答者のほとんどが、デジタルトラ

の調査である
「The Fourth Revolution is here-are

ンスフォーメーションへの投資については、オペレーショ

you ready? 」によれば、多くの人はデジタル技術がディス

ン予算やIT予算に非常に高
い割合で投資している一方
で、R&D（研究開発）予算に
は比較的低い割合でしか投
資していない結果となった。
平均すると、企業はオペレー
ション／IT予算では中央値

たとえ経営者がデジタルトランスフォーメーションを
実践したとしても、それはビジネスを守ろうとする
「消極的な」投資であると見られるかもしれない

である30%をデジタルトランスフォーメーションへの取り

ラプション
（創造的破壊）
を
「起こす」ためのものではなく、

組みに投資しようと計画しているのに対して、R&D予

「回避」するためのものであると解説している。これは、こ

算においては11%にとどまる。

のマインドセットを裏付けるものである2。

•• 利益率に対する比較的低いこだわり：これらの技術が

消極的マインドセットを変えるには

利益率を維持する上で重要かどうかを回答者に尋ね
たところ、68%が合意した。しかしこれは、提示された
選択肢の中では最も低い支持率であった。CEOはより

10年余り前、アナリティクスが新興のトレンドであった3。

冷静な見解を示しており、利益率の維持にデジタルトラ

現在では、
ビッグデータ、RPA
（ロボティック・プロセス・オー

ンスフォーメーションが重要であると回答した人は50%

トメーション）
、およびセンサー技術をはじめとする一連の

に過ぎなかった。

技術やケイパビリティが急激に増加しており、企業はこれ
らへの適応を迫られている4。このような環境下では、企

デジタルトランスフォーメーションをオペレーション改善の

業が戦略目標を達成するために最も役立つツールを選択

ための投資として捉え、かつ利益率向上をさほど重要視

し、優先順位を付け、投資を行うことは困難かもしれない。

しないというこのマインドセットは、多くの企業のリーダーが

多くの企業は思い切った技術採用ができずにいる。技術

オペレーションの改善を
「戦略的」成長と結び付けている

の使い方は競争圧力から現在の居場所を守り、維持す

にもかかわらず、R&Dの結果である新しい製品や新たな

ることに限られ、身動きがとれないでいるのである。選択

ビジネスモデルによる売り上げ拡大と結びつけていないこ

肢過剰による行動抑制という概念が、この事態を説明で

とを示唆している。たとえ経営者がデジタルトランスフォー

きる5。すなわち、人はあまりに多くの選択肢を与えられた

メーションを実践し、オペレーションの改善を通じてかなり

場合、しばしば新たに選択することを先延ばしにする。消

の時間とコストを削減できたとしても、経営者はこれを、よ

極的なマインドセットを脱するためには、経営者は次のよう

り高収益を生むと知的に解釈はしないと思われる。むし

な重要な課題を検討する必要がある：

ろ、
これらはビジネスを成長させるのではなく、守ろうとする
•• 組織の慣習の罠：前述の「The Fourth Revolution

「消極的な」投資であると見られるかもしれない。デロイト

平均すると、企業はオペレーション／IT予算では
中央値である30%をデジタルトランスフォーメー
ションへの取り組みに投資しようと計画している
のに対して、R&D予算においては11%にとどまる

5

is here-are you ready? 」によれば、
多くの組織は依然として慣習から抜
け出せていない。そこでは、デジタル
トランスフォーメーションの目的が、既
存の目的と酷似している6。すなわち、
高度な技術は、新しいビジネスモデ
ルや製品を生み出すために利用され
るのではなく、主に現在取り扱ってい

インダストリー4.0のパラドックス

る製品を防衛する手段であると考えられている
（本概

ち、適切な人材がいなければ、またどちらの戦略が正

念については、イノベーションのパラドックス 章におい

しいか明確なコンセンサスがなければ、新しいビジネス

て、さらに検証する）。我々の調査によれば、多くの企

モデルを実現することは、不可能ではないにしても困難

業がレガシーシステムを強化するために投資を行って

である。

いる。例えば、多くの組織が「デスクトップ生産性ツール」

•• 複雑な技術はリスクをもたらす：相互接続されたインダ

（87%）
と
「ERPソフトウェアアナリティクス」
（85%）
を使っ

ストリー4.0へのシフトによって、多くの企業が、未経験で

てデータを解析し、活用している
（図1）
。これらは、デジ

より複雑なリスクに直面する。技術関連の課題につい

タル技術によって強化され、身近で長きにわたって使用

て調査したところ、回答者は上位2つの課題として「サ

されているビジネスツールである。そのほか、
「物理ロボ

イバーセキュリティ」
（37%）
と
「知的財産リスク」
（27%）

ティクス」
（24%）
や「センサー技術」
（26%）
等はより新し

を挙げた。これらの課題を十分に理解していなければ、

いものであり、その利用率は著しく低い。

新たな収入源をもたらし得る代替技術を活用すること

確かにこれは現実的なアプローチであるかもしれな

は困難であり、新たな潜在的脅威に直面するだろう。

いが、レガシーシステムの改良に過度に依存することに

デジタルトランスフォーメーションを
積極的に考える

は短所もある。ここで図1にある通り、回答者の多くが
すでに
「クラウド・コンピューティング」や「ビッグデータ・プ
ラットフォーム」
を利用している
（60%以上がすでに同テ
クノロジーを利用していると回答）
ことを指摘したい。各

我々は刺激的な時代を生きている。すべての企業がデ

技術のケイパビリティを活用するため、次世代の技術

ジタルトランスフォーメーションを最も重要な戦略目標とし

（クラウド・コンピューティング等）
をレガシープラットフォー

て受け入れる時代に到達するにはまだ時間がかかる。し

ム
（ERPやデスクトップツール等）
に統合するような機会

かしこれは、困難と同時にビジネスチャンスをもたらす。イ

を失するべきではない。

ンダストリー4.0の技術をレガシーオペレーションに実装する

デジタル技術の利用において全く新しいアプローチ

ことで、企業がその恩恵を享受できることは間違いない

をとるディスラプティブな競争相手の台頭により、今まで

が、戦略を推進し、デジタルトランスフォーメーションがもた

成功してきた企業は取り残される可能性がある7。した

らす幅広い機会を実現するためには、無数の道筋が存

がって、企業は消極的な姿勢を転じ、次世代の技術を

在する。デジタルトランスフォーメーションへの「消極的な」

レガシーツールやアプリケーションに統合することで、よ

アプローチの先に進むためには、企業は次の点を検討す

り積極的な攻撃力を持つことが望まれる。

るべきである。

•• 重点領域に関する合意形成：組織上の課題を上位3
つ挙げるよう回答者に求めたところ、
「適切な人材の発

•• オペレーション改良モードからの脱却は段階的に行う
：

掘・育成・維持」が1位となった
（図2）。たしかに、誰に

デジタルトランスフォーメーションは、製品やサービスの

とっても、技術革新のペースについて行くことは難しく

改良という形で収益の拡大につながる可能性がある8。

（詳細な議論については、人材のパラドックス 章を参

この場合、ビジネスモデルを直ちに見直す必要はなく、

照）
、必要な人員を十分に揃えることは困難である。さ

むしろ現在の製品やサービスの進化を成果とすべきで

らに、市場の変化に対応して、何がベストな解決策か

ある。

についてコンセンサスをとることも難しい。2
番目に多く挙げられた課題は、どのような
戦略を追求すべきかについての「社内合
意体制の欠如」、次いで「新しいビジネス
モデルの出現」である。これらの3つの課
題は次のように結びついている。すなわ

デジタルトランスフォーメーションは、製品や
サービスの改良という形で収益の拡大に
つながる可能性がある

6
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図1

データを分析するために、経営者は最新の技術ではなく身近なツールを使用していると
回答している。
現在、貴社の資産からのデータへアクセスし、分析し、活用するために使用しているツール
および技術は何ですか？

比較的新しいツールに注力するよりも、
レガシーツールのアップグレードに注力していることが示唆された

デスクトップ生産性ツール（スプレッドシート、データ管理システムなど）

ERPソフトウェアアナリティクス

88%

61%

85%

設備保全管理システム（CMMS）

68%

クラウド・コンピューティング

67%

モバイルデバイスを使った現場管理

63%

データ可視化技術

62%

ビッグデータ・プラットフォーム

60%

先進シミュレーション／モデリング

51%

画像スキャン・認識

48%

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）

31%

センサー技術

26%

物理ロボティクス

24%

出所
：Deloitte
4.0 Investment
Investment Survey
Survey、
、
2018年
年
出所：
Deloitte Industry
Industry 4.0
2018

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

•• 長期的に投資する：短期目標を追求するがゆえに、長

ンスフォーメーションの取り組みの多くは、始動は好調

期的なビジネスチャンスを無視してはならない。短期的

だが、その後停滞し、やがて勢いを失う。各種調査に

なマインドセットの切り替えには、すぐに効果が出ないか

よれば、変革の効果が現れるには時間を要す。漸進的

もしれない変革を実行に移す意思が必要であり、これ

な改善のみがなされる事業は、やがて元の状態に戻っ

は多くの企業にとっての課題である。実際、デジタルトラ

てしまう9。
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図２

デジタルトランスフォーメーションを追求する上で、企業が直面するオペレーション上、文化上、環境上の
課題上位3つは、相互に密接に結びついている。
貴社がデジタルトランスフォーメーションを追求する際に直面する、最も一般的なオペレーション上、文化上、環境上の
課題はどれですか？

35%

32%

27%

人材の
発掘・育成・維持

どの戦略をとるべきかについて
社内合意体制の欠如

新しいビジネスモデルや
デリバリーモデルの出現

出所
：Deloitte
4.0 Investment
Investment Survey
Survey、
、
2018年
年
出所：
Deloitte Industry
Industry 4.0
2018

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

•• R&Dに費やす時間と予算の増加を検討する：最も

小規模なものから始め、
「消極的な」支出を超えて拡

手っ取り早い領域の一つはサプライチェーンであり、企

大することは、新しい組織能力を解放し、企業をイノベー

業が将来においてそこに一層注力しようとしていること

ションへの道に沿って動かすことを可能にする。実装を簡

が調査結果から見て取れる
（より詳細な議論について

単にし、成功を積み重ねることで、将来のビジネスモデル

は、サプライチェーンのパラドックス章を参照）。ここで

変革への道を切り開くことができる。

は、多くのデジタル技術を試す機会が存在する。

8
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サプライチェーンのパラドックス
期待値は高いが、ステークホルダーの関与が不十分

我々がインダストリー4.0と総称するデジタル時代のはる

構成要素になっている。すなわち、よりデータに基づいた

か以前から、サプライチェーンは製造業の生命線として

意思決定と、より柔軟で応答性の高い企業経営を実現

の役割を果たしてきた。
しかし、
ここ数十年の間に、サプラ

する1。

イチェーンはますますグローバル化・複雑化の度合いを高

しかしながら、デジタルに相互接続されたサプライ

め、その大部分は先進的なデジタル技術や物理技術を

チェーンの新たな戦略的役割と、それを使ったイノベー

使うようになった。これらの技術により、サプライチェーン

ションの可能性に、企業が気づいているかどうかは疑問

は、一元的なものから相互接続性が強く、変化への対応

である。我々の調査結果によると、経営者はデジタルサプ

力が高いものへと進化した。デロイトが「デジタル・サプラ

ライチェーンへの投資が戦略的に不可欠であると断言し

イ・ネットワーク
（DSN）」
と呼ぶこの新しいネットワーク化さ

ている一方で、サプライチェーンは特段イノベーションの

れたサプライチェーンは、関係者がコミュニケーションし、

強力な推進力とはみられていない。
さらに、サプライチェー

互いに取引するやり方を変革してきた。DSNの登場によ

ン戦略および日常業務における表向きのリーダーである

り、サプライチェーンは、企業にとってより戦略的に重要な

チーフ・サプライチェーン・オフィサー
（CSCO）
が、デジタル

10
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企業は、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サプライ
チェーンを相対的に重要であると考えているものの、これをデジタルイノ
ベーションの推進力とは捉えておらず、また、サプライチェーンのリーダーを
戦略的意思決定に関与させていない
サプライチェーンはイノベーションを
生み出す機会とはみなされていない

トランスフォーメーションの投資について意思決定する過
程では、相対的に影響力が小さいことが明らかになった。

デジタル組織における
サプライチェーンの役割

デジタルトランスフォーメーションは、現在および将来計
画においても注目度が高い。
しかしながら、サプライチェー

我々の調査結果は、デジタル組織において、サプライ

表1

チェーンが重要な役割を果たしていることを示唆している

サプライチェーンは、将来のデジタル投資において
最も優先される機能である

（表1）
。
「将来のデジタル投資先として優先する機能は何
か?」
との問いに、
「サプライチェーン」
という回答が全体の

今後のデジタル投資対象として優先する機能は次のうち
どれですか？

上位に挙がり、全回答者のうち62%を占めた。これは「プ
ランニング」、
「製品開発」
より上位に位置し、
「スマートファ
シリティ」
より著しく上位に位置している。回答者をC-Suite

サプライチェーン

（CxO職の総称）
のエグゼクティブのみに絞ると、
この差は
さらに広がった2。
サプライチェーンの重要性は、デジタルトランスフォー
メーションの取り組みに対する回答からも明らかである。
どの機能に注力しているかという問いに対して、
「サプラ
イチェーン」がC-Suiteの中で最も多い回答であり、全体
では3番目に高い回答であった
（表2）
。

全回答者

62%

プランニング

61%

製品開発

50%

マーケティング

50%

セールス

43%

人材／人事

39%

顧客／現場サポート

38%

入荷／出荷物流

36%

スマートファシリティ

35%

生産工程

30%

出所
：Deloitte Industry 4.0 Investment
Investment Survey
Survey、
、
2018年
年
出所：
2018

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ンはイノベーションの核として認識されていないようである

サプライチェーンをイノベーションの核であると答えた回

（表3）。デジタルイノベーションを最も推進している機能を

答者は全体の34%であったが、サプライチェーンを将来

尋ねたところ、
「サプライチェーン」は、34%と中位にランク

のデジタル投資先として優先していると答えた回答者は、

されており、これは「IT」および「オペレーション／生産」に

これより多かった
（38%）
。後者の割合を考えると、前者は

比べて格段に下位である。この回答は、包括的な製造バ

より高い割合になるべきと考える人がいるかもしれない。さ

リューチェーンにおける「サプライチェーン」
と
「オペレー

らに、後者を選択した回答者は、全体の回答者と同様、

ション／生産」の間の密接な関係を考えると、とりわけ驚く

「オペレーション／生産」
をイノベーションの主な推進力と

べきことである。

考えているようだ
（それぞれ59%と57%）
。

表2

サプライチェーンは、デジタルトランスフォー
メーションで最も取り組まれている分野の一つ
である。

表3

企業は、デジタルトランスフォーメーションへの
取り組みの重要な構成要素としてサプライチェーン
を優先させているように見えるが、彼らはデジタル
イノベーションの可能性を十分に評価していない
可能性がある。

現在、
デジタルトランスフォーメーションの取り組みは
どの分野で行われていますか？
プランニング

全回答者

貴社で最もデジタルイノベーションが推進されているの
はどの分野ですか？

67%

セールス

64%

サプライチェーン

63%

IT

60%

マーケティング

62%

オペレーション／生産

57%

生産工程

60%

ファイナンス

35%

入荷／出荷物流

60%

サプライチェーン

34%

製品開発

58%

エンジニアリング

33%

カスタマーサポート

58%

マーケティング／セールス

30%

スマートファシリティ

58%

23%

人材／人事

アフターサービス市場／
カスタマーサポート

58%

全回答者

人材／人事

注：上記割合は、上位2項目（5段階評価において、
「4」および「5」を

22%

注：最もデジタルイノベーションが進んでいる機能を最大3つまで選択

足したもの）の回答割合に基づく。

するよう尋ねた。

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
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それでは、なぜサプライチェーンへの投資が最優先事

はデジタルトランスフォーメーション技術への投資を決定

項でありながら、イノベーションの源泉としてのサプライ

する際にも、深く関わることが理にかなっている。しかし、

チェーンの扱いがむしろ中位にあるというギャップがある

回答結果はこれとは異なる結果を示している
（図1）
。

のか。ほとんどの企業は、デジタルイノベーションの可能性

CSCOがデジタルトランスフォーメーションにおける重要

を十分に評価していない可能性がある。
これについては、

な意思決定者であるか、または意思決定プロセスに深く

イノベーションのパラドックス 章でさらに詳細を述べる。

関与していると回答した人は、全体の22%に過ぎなかっ

DSNの出現によって、幅広い分野で革新的なビジネス

た。実際、回答者はCSCOを他のC-Suiteエグゼクティブよ

チャンスが生まれることを考えると、このこ
とは、機会損失につながることを示唆して
いる3。

CSCOという奇妙な役職
昨今サプライチェーンがますます戦略
的な役割を担うようになったことで、エグゼ

CSCOが重要な意思決定者であるか、または

意思決定プロセスに深く関与していると回答
した人は全体の22%に過ぎなかった

クティブ層に新たな役職が加わった。この
新しい役職は、若干異なる名称で呼ばれる場合もある

りも下位に順位付けており、事業部門の個人（21%）
とほ

が、大概CSCO
（チーフ・サプライチェーン・オフィサー）
とし

ぼ同等の割合であった。ここで重要なことは、サプライ

て知られている。サプライチェーン・リーダーに期待される

チェーン担当のエグゼクティブも、自身が意思決定プロセ

役割は、日々のサプライチェーン業務の戦術的監督に加

スの外にいると認識していることにある。自身をCSCOと名

えて、サプライチェーンがどのようにしてより広範にデジタ

乗り出た回答者15人はいずれも、CSCOは重要な意思決

ルビジネスにフィットするかという戦略的ビジョンを示すこと

定者ではなく、意思決定プロセスにすら深く関与していな

である。

いと回答した。

先進的で接続された技術の進化に伴い、企業のシニ

さらに、デジタルトランスフォーメーションへの投資意思

ア層におけるCSCO（またはその同等職）
の存在意義は

決定について個人的な関与を評価するよう尋ねたとこ

高まってきた。ある調査によると、2004年には、フォーチュ

ろ、CSCOは、他のC-Suiteよりもはるかに低い順位を付け

ン500社中サプライチェーン全体を統括する責任者を配

た
（表4）。C-Suiteの回答者（CSCOを除く）
の90%強が、

置していた企業はわずか8%であったが、2016年までには

個人的に深く関与しているか、重要な意思決定者である

4

同割合が68%にまで上昇した 。

と回答した。C-Suite以外の回答者の37%も同様の回答を

サプライチェーンがデジタルトランスフォーメーションにお

している。しかし、CSCOの中に同様の回答をした人は一

ける優先課題として突出していることを考えると、CSCO

人もいなかった。

デジタルトランスフォーメーションへの投資意思決定について個人的な関与
を評価するよう尋ねたところ、CSCOは、ほかのC-suiteよりも格段に低い
順位を付けた。実際、CSCOの中にこのような投資意思決定に深く関与して
いると回答した人は一人もいなかった

13
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図1

チーフ・サプライチェーン・オフィサーは、デジタル技術への投資に関する意思決定において、
発言権を持たない。

デジタルトランスフォーメーションを補強する新技術やケイパビリティに投資するにあたり、
貴社では誰が意思決定
していますか？

CDO
93%

CTO
91%

CEO
86%

CFO
81%

COO
79%

CIO
エグゼクティブVP／SVP
ビジネスユニット長
関連分野のVP

62%
31%

30%

28%

CSCO
22%

事業部門の個人
21%

注：上記割合は、
「非常に関与している」
と
「主要な意思決定者」を合わせた選択肢に基づく。
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
注：上記割合は、
「非常に関与している」
と
「主要な意思決定者」
を合わせた選択肢に基づく。
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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また、サプライチェーン全体を統括する責任者である
CSCOは、現状デジタル化に関する意思決定への関与

この事実の中に、サプライチェーンのパラドックスがあ

が最も少なく、全体で見ても最も関与が少ない。

る。一方では、サプライチェーンが将来のデジタル投資先

では、なぜこのパラドックスが存在するように見えるのだ

として高い優先順位を持っている。これはすでにデジタル

ろうか。これにはいくつかの可能性が考えられる。

化に取り組み、実践している企業にとっては当然の選択
肢であることを示している。しかし他方で、サプライチェー

•• CSCOは新しい役職である：CSCOは、C-Suiteの中で

ンは多くの場合、イノベーションの強力な推進力として認

は比較的新しい役職であり、たとえその役職が一層普

識されていない。

及し、サプライチェーンがデジタル投資先として最優先
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表4

チーフ・サプライチェーン・オフィサーは誰も、個人的にデジタル投資の意思決定に関与していると
回答していない。
あなたは個人的に、企業のデジタルトランスフォーメーションに関連する投資や購買の意思決定にどのように
関与していますか？

主要意思決定者／
意思決定に
深く関与している

意思決定に
やや関与している

役割を果たしている／
全く関与していない

90%

8%

2%

C-Suite以外の回答者

37%

63%

0%

CSCO

0%

93%

7%

C-Suiteの回答者
（CSCOを除く）

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

事項となったとしても、より確立された、他の役職が得

ドックスの氷山の一角かもしれない。デジタル技術の実

ているような評価をまだ得ていない。
したがって、CSCO

装に最も
「触れ、感じる」だろう人々
（すなわち実際日々

を含む一部の経営者は、CSCOの役割とは何かを理解

の業務を指揮するC-Suiteではない役職）
は、技術投

したり評価しておらず、またどのような権限を持つべき

資の意思決定に関与することはほとんどないと回答した

かも理解していない可能性がある。

（表4）
。

•• サプライチェーンには、イメージ上の問題がある可能

サプライチェーンの地位向上と
パラドックスの解消

性がある：従来、サプライチェーンがこれほどまでに企
業の事業戦略全体に組み込まれたことはなかった5。し
かし、イメージは現実から遅れをとることが多く、
「サプ
ライチェーン」が回答の中位にあることからも明らかで

我々の調査結果は、将来のデジタル投資先としてサプ

あるように、C-Suiteの中には、サプライチェーンが近年

ライチェーンの重要性が強調される一方で、サプライ

どのようにして進化を遂げ、
イノベーションを可能にする

チェーンがリアルなイノベーションを起こす現場であるとは

領域に発展したのかを十分に受け止められていない

認識されておらず、CSCOはこの問題についてほとんど

人もいるようである
（表3）。このようなイメージ上の問題

発言権を持たないことを浮き彫りにしている。この断絶状

は
（その問題が存在する限り）、CSCOが企業の戦略

態を解消するために、企業はいくつかの措置を講じること

プランニングに関与することを困難にしている可能性が

ができる。

ある。
•• デジタル化の意思決定が現場から離れた場所で行

•• サプライチェーン、ひいてはそれを運用する人材の

われている可能性がある：CSCOは、将来のデジタル

戦略的重要性を認識する：サプライチェーンは、現在

投資の核と考えられる分野に日々関与しているにもか

および将来におけるデジタル技術の実装において重要

かわらず、デジタル技術への投資判断をする上で重要

な位置を占めている。企業は、そのことを内外において

と認識されていないようである。これはさらに大きなパラ

明確にするべきである。そうすることにより、企業は
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CSCOの地位を名実共に高め、CSCOおよび日常的に

•• デジタル・サプライ・ネットワークに存在する、デジタル

デジタル技術の実装および運用に触れ、監督する

主導型のイノベーションの機会を活用する：DSNは、

C-Suite以外の人を意思決定の場に同席させるべきで

エンドツーエンド
（end-to-end）
のサプライチェーンの透

ある。

明化・最適化をめざし、柔軟かつデータに基づいた意

•• 次世代のCSCOの戦略的思考力を訓練する：CSCO

思決定を実現する。こうして、新たな機会として真に革

は、サプライチェーン部門の管理と維持に注力してい

新的で変革可能な技術の利用を可能にする6。このよ

る。企業が戦略的なCSCOを望む場合、サプライチェー

うなイノベーションの機会を活用することは、デジタル時

ン部門が戦略的に思考できるよう訓練すべきである。
こ

代に不可欠である。

のような取組みにより、部内組織のプロフェッショナル
は、自身の下す意思決定がより大きな戦略的意味合い

これらのアクションは、企業にとってサプライチェーンのパ

を持つことを理解し、その意思決定の目標を企業全体

ラドックスの解消を促進し、それによってサプライチェーン

の戦略と整合させることで、サプライチェーン文化の変

への投資からはるかに多くの成果を実現できるのである。

革をもたらすことができる。

巻末注
1. Adam Mussomeliら著、
「The rise of the digital supply network: Industry 4.0 enables the digital
transformation of supply chains」、Deloitte University Press、2016年12月1日付、Kevin O'Marah著「What's
the point of a CSCO?」、Forbes、2016年5月26日付

2. サプライチェーンは、大企業において、より優先順位が高い。すなわち、大企業の回答者のうち69%（年間売上高100億米ドル
以上）がサプライチェーンを最優先事項であると回答したのに対し、年間売上高100億米ドル未満の企業で同様の回答を行っ
た者は61%であった。
3. Mussomeliら著、
「The rise of the digital supply network」

4. Peter L. O’Brien著、
「Inside the mind of the chief supply chain oﬃcer," Russell Reynolds Associates」、2017
年10月23日付
5. Mussomeliら著、
「The rise of the digital supply network」
6. 同上

著者について
Tim Hanley
Deloitte Touche Tohmatsu Limited（Deloitte Global）のGlobal Industrial Products & Constructionセクターの
リーダーであり、Deloitte United States（Deloitte LLP）のシニア・パートナーである。同氏はウィスコンシン州ミルウォーキー
を拠点に活動している。

Jonathan Holdowsky
Deloitte Services LPのCenter for Integrated Researchのシニアマネジャーであり、マサチューセッツ州ボストンを拠点に
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既存オペレーションの最適化と未知の探索のバランス
企業がデジタルトランスフォーメーションに投資する際に

への投資から得られるのと同じくらい高いROIがイノベー

は、重要な判断を迫られる場合がある。企業の多くは、既

ションへの投資からも得られる。にもかかわらず、多くの企

存のオペレーションを改善するためにインダストリー4.0の

業が生産性向上とオペレーションの目標達成に取り組ん

技術を利用している。すなわち、企業のデジタルトランス

でいるものの、イノベーション主導型のデジタルトランス

フォーメーションは、主に生産性向上と業務目標達成をめ

フォーメーションの機会は未開拓であるようだ。さらに、回

ざして推進される。つまり、目標をより早期に、上回る形で

答者が自己申告した機能ごとの成熟度とインダストリー4.0

達成することが最優先とされている。

主導型の新しいケイパビリティへの投資内容を見ると、経

これは理にかなっている。イノベーションを追求する前

営者がよりデジタル化の進んだ将来に備えていることを示

に、企業はまず、確固たる基盤を築き、適切な人材を見つ

唆している。イノベーションをこのような将来構想の一部と

け、育成することが必要だろう。しかし、イノベーションは

することは、成功のために重要となるだろう。さもなけれ

それ自体が機会となりうる。我々の調査によると、生産性

ば、取り残されるかもしれない。
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イノベーションをこのような将来構想
の一部とすることは、成功のために
重要となるだろう。さもなければ、
取り残されるかもしれない

デジタルトランスフォーメーションの
投資理由
デジタルトランスフォーメーションについては、ほとんどの
回答者が、現在のプロセスの革新というよりは、改善によ
り実現すると回答している
（表1）。実際に、デジタルトラン
スフォーメーションの目的を尋ねると、
「生産性向上」や「オ

表1

デジタルトランスフォーメーションは、イノベーションの追求よりも現在のプロセス改善の追求を
原動力としている可能性が高い。
あなたの組織におけるデジタルトランスフォーメーションの原動力は何ですか？
生産性向上（効率改善など）

50%

オペレーション目標達成（リスク削減など）

47%

顧客の要望

36%

社内戦略

29%

競合との差別化

29%

イノベーションの追求

23%

従業員からの要求

19%

株主のコミットメント／要望

19%

サプライヤーの要望

19%

パートナー企業の要望

15%

規制上の必要性

13%

注：回答者に対して、
デジタルトランスフォーメーションの原動力となる要素を最大３つ選択するよう尋ねた。
注：回答者に対して、デジタルトランスフォーメーションの原動力となる要素を最大3つ選択するよう尋ねた。
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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ペレーション目標達成」であると答
えた回答者が、
「イノベーションの
追求」や「競合との差別化」、さら
には「顧客の要望」
と答えた回答
者の約2倍に上った。この傾向は
将来計画においてもみられる。次

イノベーションをめざす企業は、オペレーション／
生産性目標をめざす企業と同程度のROI 改善を
達成したと回答している

年度において、デジタルトランスフォーメーションへの投資

レーションの明確な見取り図を作成し、隣接性を明確にす

を大幅に増やす計画を立てている企業（52%）
は「オペ

ることで、
イノベーションへの道筋をつけることができる。

レーション目標達成」
を理由にしており、これは、投資を適

このような段階的な進化はすでに存在している。一部

度に増やす（45%）
か同じ状態を維持する
（36%）
と回答

の製造業者は、自社の資産が生み出すデータを理解、分

した者より多い。

析し、さらにどのようなデータが必要かを確認し、新しい

イノベーションに取り組む前に、現在のオペレーションを

投資や機会のためのホワイトスペースを見つけることに

合理化することから始めるこのアプローチは、業界全体

よって、スマートファクトリーへのトランスフォーメーションを

に当てはまるようだ。実際、デロイトの業界横断的な調査

始めようとしている2。しかしながら、既存のオペレーション

である
「The Fourth Revolution is here- are you
ready? 」において、多くのエグゼクティブは、インダストリー

改善にとどまらないイノベーションも高い優先順位を持つ

4.0のトランスフォーメーションに関して、価値創造のための

生み出すからである3。

べきだ。イノベーションは他が追随できない競争優位性を

新しい機会を重視するのではなく、従来のビジネスにおけ
るオペレーションを重視していることが明らかになった1。
デジタルトランスフォーメーションに、より高いROIを実現
したと答えた回答者は、
「生産性向上」
と
「オペレーション
目標達成」が推進力になったと回答しており、デジタルトラ

表2

ンスフォーメーションにおいてこれらの初期領域に注力す

デジタルトランスフォーメーションにより著しく
ROIを改善した企業は、イノベーションではなく、
生産性やオペレーションの改善が原動力となった
と回答する傾向が強い。

ることは、さらなる投資を促し、著しいリターンをもたらす可
能性があることを示唆している
（表2）
。
しかし、見方を変えれば新しい洞察が得られるかもしれ
ない。イノベーションをめざす企業は、オペレーションや生

あなたの組織におけるデジタルトランスフォーメーションの
原動力は何ですか？

産性の改善をめざす企業と同程度のROI改善を達成し
たと回答している
（表3）
。
「生産性向上」
をめざす企業の
57%、および「オペレーション目標達成」
をめざす企業の
56%が著しいROI改善を達成したと回答している。
「イノ
ベーションの追求」
をめざす企業の51%も同様の回答をし
ている。

生産性向上
（効率改善など）

このことは、イノベーション主導型の取り組みが、オペ
レーション主導型および生産性主導型の取り組みと同様

オペレーション
目標達成
（リスク低減など）

に、著しいROI改善をもたらす可能性が高いことを示唆し
ている。確かに、現在のプロセスを改善することでインダス
トリー4.0への移行を開始することは健全なアプローチであ
り、将来におけるイノベーションに向けて確固たる基盤を

ROIを
著しく改善
回答者企業 した企業

50%

58%

47%

54%

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

作り出すことができる。
さらに、企業が現在行っているオペ
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表3

イノベーションを目的としてデジタルトランスフォーメーションを推進する企業は、生産性向上／
オペレーション目標達成を目的とした企業と同等のROIを実現していると回答している。
あなたの組織におけるデジタルトランスフォーメーションの原動力は何ですか？
生産性向上（効率改善など）

57%

オペレーション目標達成（リスク低減など）

56%

従業員からの要求

53%

イノベーションの追求

51%

株主のコミットメント／要望

51%

サプライヤーの要望

51%

社内戦略

45%

規制上の必要性

45%

顧客の要望

44%

競合との差別化

41%

パートナー企業からの要望

32%

注：上記数値は、各カテゴリーの回答者のうち、著しいROIを実現したと回答した者の割合を示している。
出所
：Deloitte Industry
4.0 Investment Survey
、2018
年
注：上記数値は、
各カテゴリーの回答者のうち、
著しいROI
を実現したと回答した者の割合を示している。
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

成熟度と将来のイノベーション

ている
（表4）
。
しかし、生産性やイノベーションをサポートするような機

企業が事業全体にデジタルケイパビリティを構築し、そ

能である
「現場生産」、
「製品設計」、
「スマートファシリ

の規模を拡大するにはさまざまな段階がある。回答者は、

ティ」、
「カスタマーサポート」は、相対的に成熟度が低い。

オペレーション機能の成熟度が最も高いと報告している。

これらの分野は一般的に、高度な技術と能力を広範に活

複数工場でスケール化されたソリューションを持っている

用できる。さらに、過去には接続されていなかった様々な

回答者は、
「サプライチェーン」
（32%）、
「プランニング」

物理的設備やシステムからデータを生成することが必要

（31%）
、
「マーケティング」
（30%）
で高い成熟度を報告し

である4。
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表4

回答者は、オペレーション主導型機能の成熟度が最も高いと回答している。

あなたの組織において、現在デジタルトランスフォーメーションの取り組みが行われているのはどこですか？
また、
その取り組みはどの程度成熟していますか？
複数工場でスケール化
初期段階
されたソリューション

1

2

3

4

5

サプライチェーン

2%

10%

21%

31%

32%

プランニング

5%

6%

21%

35%

31%

マーケティング

3%

7%

24%

32%

30%

入荷／出荷物流

3%

10%

23%

33%

27%

セールス

4%

7%

23%

38%

25%

現場生産

6%

10%

20%

35%

25%

製品設計

2%

9%

25%

34%

25%

スマートファシリティ

5%

9%

23%

34%

24%

人材／人事

2%

7%

29%

34%

24%

カスタマーサポート

4%

10%

24%

37%

21%

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

現在の技術利用と将来の投資計画

「継続的な発展の一地点」であることを示唆している
（図1）。回答者は、これまで以上に相互接続された未来

企業の多くは、すでによく知られた技術をどのように使

に向けて準備を進めているようである。

うかに注力している。これは、未知の領域に移行する前
に、強力な基盤を構築するというテーマを再確認するもの

•• データ負荷の増大に対する準備：
「設備保全管理シス

である。同時に、将来の高度に相互接続された
（コネク

テム（ C M M S : c o m p u t e r i z e d m a i n t e n a n c e

テッドな）
ケイパビリティへの投資は増加すると予測され、

management systems）」および「クラウド・コンピュー

イノベーションを実現するということは、
「革命」
というよりは

ティング」は、回答者の3分の2が使用しており、今後1〜
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3年以内にはほぼすべての回答者が使用する可能性

フォーム」
（68%）、
「先進シミュレーション/モデリング」

が高い。
「モバイルデバイスを使った現場管理」、
「デー

（62%）
、
「クラウド・コンピューティング」
（72%）
、
「モバイ

タ可視化技術」、および「ビッグデータ・プラットフォーム」

ルデバイスを使った現場管理」
（72%）
の利用率が高い

についても同様である。これは、接続性とデータ負荷の

と回答した。これらの技術の利用は恐らく、製造業にお

増大に対応するための準備が進んでいることを示す。

ける分散環境の特質のほか鉱業や石油業における遠

回答者は、これまで以上に相互接続された
未来に向けて準備を進めているようである
•• データをよりユーザーフレンドリーで使いやすいもの

隔監視の必要性等、各業種のさまざまな
複雑性を反映している。このように、デジタ
ル技術を使ったイノベーションを実現する
単一の道筋は存在せず、企業は自らが属
す業種の複雑なニーズに最も適した技術
を導入するべきである
（表5）
。

イノベーションのパラドックスの解消

にする：依然として、先進技術は優先度の高い投資対
象である。
しかし、後述の人材のパラドックス章にある通
り、ユーザー体験やユーザーインターフェース職の採用

企業がデジタル技術を採用することで、イノベーション

の優先順位が高いことは、技術のユーザビリティ
（使い

の可能性はかつてないほど高まっている。回答者は、自ら

勝手）
も重視されるようであることを示唆している。した

の企業が現在の業務やプロセスを改善し、将来の発展

がって、企業の多くはデジタル化されたケイパビリティを

に向けた強固な基盤を築くための取り組みを推進してい

提供する準備だけではなく、従業員がこれを確実に利

ると回答している。
しかし、デジタル化が進むにつれて、企

用できるようにするための準備も進めていると思われる。

業は現在のプロセスを改善するだけではなく、技術を利

•• 先進技術への優先的な投資計画：
「先進シミュレーショ

用してイノベーションを推進することが成長を強く後押し

ン／モデリング」、
「画像スキャン・認識」、
「ロボティック・

することを認識すべきである。

プロセス・オートメーション
（RPA）」、
「センサー技術」、

イノベーションをデジタルトランスフォーメーション戦略の

および「物理ロボティクス」等、先進的な技術の利用度

一部として位置付けるために、企業は以下を実施するこ

は相対的に低いが、これらへの将来の投資計画の優

とができる。

先度は高い。
•• 業種ごとのツールや技術：業種別のデータをみると、

•• 未知のものに慣れる：オペレーションおよびプロセスは

特筆すべき違いがある。例えば、製造業の回答者は、

重要であるものの、イノベーション主導型においてデジ

他の業種における企業の回答者と比較して、現在、多

タル技術を利用することは、
これらと同じくらい高いROI

くの技術について利用率が低いと回答している。製造

改善をもたらすことを認識すべきである。イノベーション

業の81%が「デスクトップ生産性ツール」
を使用している

の領域には、新たな機会が存在する。企業は、強固な

と回答したのに対し、鉱業および石油・ガスでは同割合

技術基盤の構築に注力するだけでなく、真に革新的な

は9 4 %を超えた。また、
「 設 備 保 全 管 理システム

新しいアプローチや経営課題も対象とすべきである。

（CMMS）」
を使用していると回答
したのは、製造業では61%であっ
たのに対し、鉱業および電力・ユー
ティリティでは75%を超えていた。
し
かし、製造業は、
「センサー技術」
の利用が著しく高いと回答してい
る。電力・ユーティリティ部門の回
答者は、
「ビッグデータ・プラット

デジタル化が進むにつれて、企業は現在のプロセス
を改善するだけでなく、技術を利用してイノベー
ションを推進することが成長を強く後押しすること
を認識すべきである
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図1

より高度で相互接続されたケイパビリティへの投資は今後増加し、やがてこれら先進技術は
従来の技術と同じように普及する可能性があることを示唆している。

現在、
あなたが企業資産のデータにアクセス、分析、活用するために使用しているツールおよび技術は何ですか？
また、今後1～3年のうちに導入する予定がある技術は何ですか？
現在使用中

1～3年以内に導入予定

デスクトップ生産性ツール（スプレッドシート、データ管理システムなど）

88%

11%

ERPソフトウェアアナリティクス

85%

12%

設備保全管理システム（CMMS）

68%

28%

クラウド・コンピューティング

66%
28%

モバイルデバイスを使った現場管理

63%
33%

データ可視化技術

62%

ビッグデータ・プラットフォーム
先進シミュレーション／モデリング

33%
60%
34%
51%
40%

画像スキャン・認識

48%

ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）
31%
センサー技術
物理ロボティクス

43%

50%
26%
57%
24%
56%

出所
：Deloitte Industry 4.0 Investment
Investment Survey
Survey、
、
2018年
年
出所：
2018

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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表5

業種によって利用するツールや技術は異なり、デジタル化への単一の道筋はないことを示している。

現在、
あなたが企業資産のデータにアクセス、分析、活用するために使用しているツールおよび技術は何ですか？
また、今後1～3年のうちに導入する予定がある技術は何ですか？

鉱業

製造業

94%

81%

89%

95%

88%

ERPソフトウェアアナリティクス

86%

83%

86%

89%

85%

設備保全管理システム（CMMS）

80%

61%

75%

67%

68%

クラウド・コンピューティング

68%

64%

72%

65%

67%

モバイルデバイスを使った
現場管理

58%

61%

72%

60%

63%

データ可視化技術

62%

60%

67%

59%

62%

ビッグデータ・プラットフォーム

56%

54%

68%

65%

60%

先進シミュレーション／モデリング

50%

47%

62%

48%

51%

画像スキャン・認識

52%

47%

48%

48%

48%

ロボティック・プロセス・
オートメーション
（RPA）

28%

32%

24%

40%

31%

センサー技術

16%

32%

30%

19%

26%

物理ロボティクス

18%

25%

20%

31%

24%

デスクトップ生産性ツール
（スプレッドシート、
データ管理システムなど）

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

電力・
石油・ガス
ユーティリティ

回答者
合計

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
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•• 生産性とオペレーションへの投資を優先する傾向が

•• 行動する。なぜなら他社も行動する計画を立ててい

あること
（恐らく習慣的に行われているもの）
を認識

るのだから：より革新的な分野は相対的に成熟度が低

する：生産性とオペレーションの改善に投資しがちなこ

い。したがって、企業は先端技術を活用するための

とは、満足度が高いことを考えると必ずしも悪いことで

ツールへ投資し、デジタル化の成熟度曲線上で必要と

はない。オペレーション主導型のデジタルトランスフォー

なるケイパビリティを整備する。投資を行わない企業は

メーションは往々にして成功するものだが、確実なもの

取り残されるリスクがある。

を継続的に進化させることに固執すると、イノベーショ

•• より高いROIに向けたロードマップを構築する：将来

ンの機会は未開拓のままで終わる可能性がある。

高いROIを実現するためには、自らが属す業種におけ

•• 基盤投資がどのように真のイノベーションの機会に結

るデジタルトランスフォーメーションの状況およびインダス

びつくかを検討する：オペレーション目的のデジタルト

トリー4.0技術の利用に加え、すでに行ってきた技術投

ランスフォーメーションの強力な基盤は、イノベーション

資の活用も検討すべきである。

における重要なホワイトスペースを特定するのに役立
つ。これらの基本的な投資から得られる洞察を活用し

経営者は、企業の成長のために、多くの選択肢を有し

て、
よりデータに基づいた、明確なイノベーションの道筋

ているが、デジタルトランスフォーメーションの様々な選択

を描くことができる。

肢を考える上で、イノベーションを取り組むべきリストの最
上位に置くべきである。

25

インダストリー4.0のパラドックス

巻末注
1. Punit Renjen著、
「Fourth Industrial Revolution is here-are you ready?」、Deloitte Insights、2018年1月22日付

2. John FerraioliおよびRick Burke著、
「Drowning in data,but starving for insights: Starting the digital supply
network journey with legacy systems」、Deloitte Insights、2018年4月11日付

3. Donald MitchellおよびCarol Coles著、
「The ultimate competitive advance of continuing business model
innovation」、Journal of Business Strategy 24, no.5（2011）:pp. 15–21
4. Rick Burkeら著、
「The smart factory: Responsive,adaptive,connected manufacturing」、Deloitte University
Press、2017年8月31日付

著者について
Andy Daecher
Deloitte DigitalのInternet of Things部門を主導しており、カリフォルニア州サンフランシスコを拠点に活動している。
Brenna Sniderman
Deloitte Services LPのCenter for Integrated Researchのシニアマネジャーであり、ペンシルベニア州フィラデルフィアを拠
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人材のパラドックス

現在のスキルレベルと求められるケイパビリティのギャップ

デジタルトランスフォーメーション時代では、企業で働く

のがあった。回答者361人のうち、85%は自らの企業が

人々が、使われるテクノロジーを有利に活用したい、少な

「デジタルトランスフォーメーションを推進するために必要

くとも自分が置いて行かれないように、と絶えず心配して

な労働力とスキルセットを有している」
と回答している。し

いるようだ。
「Sloan Management Review 」およびデロイ

かし、少し深く掘り下げ、回答者に対して、組織が直面し

トの2018年「Digital Business Global Executive Study

ている業務上および企業文化上の課題は何かを尋ねた

and Research Project 」は、このマインドを裏付けるもの

ところ、
「適切な人材を発掘し、育成し、維持すること」
を

である。調査対象者の90%が、少なくとも年に1度は最新

2
最も重要な課題として挙げている
（回答者の35%）
。

のスキルを習得する必要があると考えており、そのうち半

これらの回答を並べて考えると、興味深いパラドックス

数はこれを継続的に行うべきであると考えている 。

が得られる。回答者は、なぜ自らの組織が適切な労働力

1

企業がこうした「自己啓発重視」の環境に置かれてい

とスキルを備えていると答える一方で、適材を見つけ、育

る中で、我々の人材に関する調査結果には注目すべきも

成することが最重要課題であると考えるのだろうか。
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デジタル技術に対する人々の親近感が人材の
評価に常に影響を及ぼしているように思われる

経営者は、自らが技術に触れた経験
から、これらの技術を
「普通の人々」が、
より直観的なデザインによる力を少し借
りるだけで、自ら操作できるものだと認識
している可能性がある。回答者に対し

その答えは、
これらのデジタル技術に対して人々が感じ

て、どの分野において人材が最も求められているかを尋

る親近感にあるのかもしれない。個人がこれらの技術との

ねると、ユーザインターフェースの設計であるとの回答が

関わり、およびこれを操作する能力をどのように認識して

圧倒的である。具体的には、回答者の17%が、ユーザイ

いるかは、組織における人材評価に対して大きな影響を

ンターフェース設計の人材が必要なものの、その費用は

与えている。パワーユーザーと初心者を区別する場合で

予算に計上されていない
（次に回答が多かったマシンレ

も、また、高いROIを実現している組織と他の企業を比較

ベル・コントローラーの1.85倍）
と回答している。実際、企

する場合でも、これらのデジタル技術に対する人々の親

業において十分なユーザインターフェース設計能力を有

近感が人材の評価に常に影響を及ぼしているように思わ

していると考えているのは回答者の3分の1である。これ

れる。

は、他の3つの人材の種類、すなわち、データ・サイエンス、
ソフトウェア開発、マシンレベル・コントローラーよりも相対

「パワーユーザー」
の範囲を
拡大する

的に低い割合である。この3つの人材については、46%が
適切な人材を有していると回答している。
人々は、人材に加えて、より身近に使える技術への投
資を求めているように思われる。例えば、
イノベーションの

1970年代半ばにおいて、パーソナルコンピュータ
（PC）
は、ハードウェアとコーディング技術を楽しむ愛好家、すな

パラドックス章における考察では、多くの回答者が、デー

わち、技術に詳しい、ニッチな愛好家のグループ向けのも

タ可視化技術やビッグデータ・プラットフォーム、すなわち

のであった。コンピュータが
より直観的なグラフィカル
ユ ー ザ インタフェ ー ス
（GUI）
を装備するようにな
ると、PCは多少親しみを感
じさせるものになり3、小規

デジタル技術を利用すると回答した人ほど、現在の人材
に満足していることが明らかになった

模企業から学校の教室に至るまで、その普及は急速に

隠れた知見をより容易に発見し、行動に移せるようなデジ

進んだ。

タル技術への投資を一層求めていることが明らかであ

今日のデジタル技術の展開は、コンピュータが登場した

る。ユーザー経験をデザインする人材への重視と相まっ

初期の段階に匹敵するかもしれない。我々は、個人のデ

て、技術のユーザビリティは重点領域になりつつある。各

ジタル技術との関わり合いに応じて、人材をどのように評

種の研究によれば、技術の実装において、その技術が機

価しているかを分析した
（図1）。その結果、これらのデジ

能しないことによる失敗は稀であり、むしろ、失敗の原因

タル技術を利用すると回答した人ほど、現在の人材に満

は、ユーザーが機能の使用を拒否する、または機能自体

足していることが明らかになった。これらの技術に日々触

の使い勝手が悪すぎることにある5。
したがって企業は、自

れる人（図1の「5」に該当）
の92%は、自らの企業が適切

らの事業活動においてより広い範囲にわたってデジタル

な人材を有していると考えているのに対し、ほとんどある

ケイパビリティを提供するだけではなく、人々がそれらを利

いは全くデジタル技術に触れない人（図1の「1」
または

用できること、利用したいと思うような環境を整えるべきで

「2」に該当）
の43%は、人材育成において最大の隔たり

ある。

があると捉えている4。
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図1

日常業務において、デジタル技術を必要不可欠なツールと考えている回答者ほど、自らの企業が適切な
人材を配置していることに自信を持っている。

あなたは、日常的にどの程度デジタル技術を使っていますか？
（5段階評価）
貴社は適切な人材レベルを有していることに自信を持っていますか？

私の組織は、デジタルトランスフォーメーションをサポートするために適切な労働力とスキルセットを有しています。

1または2：私は日常的にこれらの技術を使わない。

43%

3
78%

4
87%

5：私にとってこれらの技術は必要不可欠である。

92%

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

成功を維持するには
人材が必要である

あることが記されている6 。デロイトの2018年における
「The Fourth Revolution is here-are you ready? 」
に
よると、経営者は、これらの技術を大半は業務目標達成

従来の考え方では、デジタル技術の実装に成功した企

のために採用するが、インダストリー4.0社会の実現には、

業ほど、適切な人材が確保されている可能性が高いとさ

人と機械の協働を促進する使い勝手の良い広範なアプ

れた。しかし、デジタル化によって著しいROIを達成した企

ローチが必要であると指摘している7。

業を他の企業と比較して評価すると、人材に対する懸念

これらの高いROIを実現している組織は、人材を自社

は企業が成功するとともに高まっているように見える
（表1）
。

のデジタル技術の維持や、レベル向上のための手段とみ

ROIが、デジタルトランスフォーメーションの成熟度を示

なしている。PCの形成期と同様に、より良いデザインは、

す指標であるならば、さらなる進化は、ユーザーにとって

既存の技術的ケイパビリティの可能性を広げる。例えば

の使い勝手にあるかもしれない。実際多くの文献の中で、

米GE社は最近、ジェットエンジンやMRI（磁気共鳴画像

改善されたかつ直観的なデザインこそが、これらのデジタ

診断装置）
の製品デザインを重視している。これらは今

ルケイパビリティに対する制約を取り去るために不可欠で

や、デジタルエコシステムの一部であり、製品導入の成功

17%

回答者の17％ユーザーインターフェース設計の人材が必要な
ものの、その費用は予算に計上されていないと回答している。
これは、次に回答が多かった分野の1.85倍である。
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表1

•• ケイパビリティは従業員のためにではなく、従業員と

デジタルトランスフォーメーションによって、
企業が高いROIを実現するのと同時に、
人材への懸念が高まっていると思われる。

一緒に構築する：技術は、ユーザー
（従業員）
のために
ではなく、ユーザーと共同で構築する場合にうまく機能
する傾向がある9。一方で、デジタル的に統合された業

ROIの

適材適所の人材の
発掘・育成・維持が
課題であると回答
した企業の総数
合計比率

著しいROIを
実現レベルが 実現している
中程度以下と と回答した
回答した企業
企業

50

務プロセスに不慣れな従業員は、その恩恵に懐疑的
（または混乱した）
な見方をする可能性がある。
•• ユーザインターフェイス設計のための人材を雇用す
る：より良いユーザインターフェース設計は、これらのデ
ジタル技術に対する従業員のコミットメントを増やす。さ

69

らに、一般的には、デザインが直観的であればあるほ
ど、より高度な技術力を有する人材を新たに探す必要

31%

性がなくなる。多くの回答者が、ユーザインターフェース

39%

設計人材はニーズがあるにもかかわらず、予算に計上
されていないと回答していることから、これは特に注目

出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

Deloitte Insights | deloitte.com/insights
出所：Deloitte Industry 4.0 Investment Survey、2018年

すべき点である。
•• 成功を持続させるためには、人材育成への継続的な
投資が必要である：使い勝手が技術利用の要である
ならば、経営者は、従業員がこれらの強化された機能

には、取り扱いの容易さと利便性の向上が最優先となっ

を利用するための適切な技術を維持できる環境を整

ている8。

備する必要がある。使い勝手と設計の重要性は、企

より明確な人材像

業が人材やスキルセットの大規模な変更を行うのでは
なく、これらの技術をより使いやすいものにするための
研修や人材への投資を行うべきだということを示唆し

確かに、より優秀で熟練した人材へのニーズは常に存

ている。これらの先行投資は、より持続可能な方法で、

在しており、このニーズがなくなることはない。さらに、デジ

これらの技術の使用範囲を企業全体に拡大すること

タル技術への関心の高まりによって、企業全体でこれらの

ができる。

ケイパビリティの需要が高まっている。
これについては良いニュースがある。経営者は現場の

企業は、技術の使い勝手向上に注力することで、既存

マネジメント層と直接協力することで、こうしたデジタル技

の従業員の才能をより一層活用し、スキルアップを図るこ

術のケイパビリティを向上させることができる。デジタル技

とができ、
インダストリー4.0技術におけるケイパビリティを最

術のニーズを議論するにあたり、人材について次の3つの

大限に発揮できるようになるだろう。

側面を検証すべきである。
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巻末注
1. Gerald C. Kaneら著、
「Coming of Age digitally: learning, leadership, and legacy」、Deloitte Digitalと共同で実
施されたMIT Sloan Management Review（2018年6月5日付）
2. 回答者に対し、12の選択肢の中から、該当する選択肢を最大3つ選択するよう尋ねた。
3. Jeremy Reimer著、
「A history of the GUI」
、ArsTechnica、2005年5月5日付

4. 「1」を選択した回答者はいなかった。すなわち、少なくともすべての回答者がこれらの技術に何かしら関与していることを示し
ている。

5. Christopher A.Chung 著、
「Human issues in technology implementation management simulator, 」
Development in Business Simulation and Experimental Exercises 21（1994年）
6. Jim Guszcza著、
「The last-mile problem: How data science and behavioral science can work together」
Deloitte Review 16、2015年1月26日付
7. Punit Renjen著、
「The Fourth Industrial Revolution is here-are you ready?」、Deloitte Insights、2018年1月22
日付

8. Cliﬀ Kuang著、
「Why good design is ﬁnally a bottom line investment」、Fast Company、2015年4月17日付

9. Gerald C. Kaneら著、
「Achieving digital maturity: Adopting your company to a digital world」、Deloitte
University Press、2017年7月13日付

著者について
Mark Cotteleer
Deloitte Services LPのCenter for Integrated Researchの研究ディレクターであり、ウィスコンシン州ミルウォーキーを拠
点に活動している。

Timothy Murphy
Deloitte Services LPのCenter for Integrated Researchのシニアマネジャーであり、ウィスコンシン州ミルウォーキーを拠点

に活動している。
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「フィジカル－デジタル－フィジカル」
ループについて
インダストリー4.0を実現するケイパビリティ
デジタルトランスフォーメーションとインダストリー4.0という

作成される。次にこのデータは、有意義な洞察を引き出す

概念は密接に関係している。デロイトは、インダストリー4.0

ために、デジタル－デジタルの段階で分析される。デジタ

は多くのアセットや格納場所から得たデジタルデータを統

ルーフィジカルの最終段階において、これらの洞察がフィ

合し、フィジカルな業務を継続的なサイクルで運用するも

ジカルな空間におけるアクションと変化を促進する。その

のであると説明している。データへのリアルタイムなアクセ

結果、環境の変化に適応し、そこから学ぶことができる、

スは、このフィジカルな空間とデジタルな空間の間に絶え

より柔軟なシステムが生まれる。

ず流れるデータとアクションによって実現し、フィジカル－デ

我々の調査は、組織のデジタルトランスフォーメーション

ジタル－フィジカル
（PDP）
ループ（図1）
と総称される3つ

についての洞察と、企業がこのループ形成をどのように進

の動きとなって実行される。

めているかについての詳細を明らかにした。すなわち、相

1

最初の段階である、フィジカル－デジタルにおいては、

互接続された技術から得られたデータの作成、利用、お

フィジカルな空間からデータを取得し、デジタルレコードが

よび最も重要な、作用する能力に関するものである。フィ
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「フィジカル－デジタル－フィジカル」
ループについて
図1

フィジカル－デジタルーフィジカルループおよび使用される技術

2. 分析と可視化

機器間でデータを共有し合う
ことで、複数のソースからリアル
タイムデータを高度分析および
可視化

2

デジタル

1

1. デジタルレコードの作成

フィジカル

3

フィジカル空間からデータを
取得し、
オペレーションや
サプライネットワークに関する
デジタルレコードを作成

3. フィードバックの生成

アルゴリズムと自動化技術を
適用してデジタル空間から
フィジカル空間への決定内容
およびアクションをフィードバック

出所：Deloitte Center for Integrated Research
出所：Deloitte Center for Integrated Research

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

フィジカル－デジタル－フィジカルのループの
各段階を完全に利用する能力は、インダストリー
4.0を実現する上で極めて重要であり、実際に
多くの組織はまだこれを完全に実践することが
できていない

ループを完成するための
試み
大半の回答者は、PDPループの第1
ステージを実施しており、さらには第2ス
テージを実施している可能性があるが、
最も重要な最後のステージ、すなわち
分析したデータに基づいて行動するこ
とができる企業はまだはるかに少ない。

ジカル－デジタル－フィジカルのループの各段階を完全に
利用する能力は、
インダストリー4.0を実現する上で極めて

•• フィジカル－デジタルステージ：回答者の90%以上が、

重要であり、実際に多くの組織はまだこれを完全に実践

ERP（Enterprise Resources Planning）、CRM

することができていない。

（Customer Relationship Management）、PLM
（Product Lifecycle Management）
、
または電子メー
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大半の回答者は、PDPループの第1ステージを実施
しており、さらには第2ステージを実施している可能性
があるが、最も重要な最後のステージ、すなわち分析
したデータに基づいて行動することができる企業は
まだはるかに少ない
ル等の非トランザクション型の内部システムを介して、

つのケイパビリティについて、
「あ
る程度有効的に」活用している
と評価した回答者は、それぞれ
41%、39%、38%であり、このこと
は、多くの企業が接続されたシ
ステムに慣れ、そこからのデータ
を効果的に利用するケイパビリ
ティを獲得しようとしている段階
であることを示唆している。

•• デジタル－フィジカルステージ：この最後のフィジカル空

フィジカル空間からデータを取得していると回答した。

間への作用は、最も重要なステージであり、真に「イン

回答者の半数以上が、現場ベース
（57%）
や設備ベース

ダストリー4.0」
と分類されるステージである。この点にお

（58%）
で、何らかのモノのインターネット
（IoT）
からデー

いて、回答者の半数強である54%は、自身がリアルタイ

タを取得していると回答している。一方で、51%が予測

ムで意思決定を行うためにデータを利用できると評価

モデルのアウトプットを利用していると回答している。

している。一方で、45%の回答者は、現在はそのケイパ
ビリティを有していないが、構築

回答者の半数以上が、何らかのIoTからデータを
取得していると回答している。

段階にあると回答している。こ
のことは、多くの企業がこのケ
イパビリティが重要であることを
認識しており、インダストリー4.0
のラストマイルを制覇しようとい
う強い望みを抱いていることを
示唆している。

•• デジタル－デジタルステージ：デジタル－デジタルステー
ジでデータから価値を分析・抽出できるかについては、

興味深いことに、デジタルトランスフォーメーションへの

回答者は自信を持っているようだ。データにアクセスで

取り組みから高いROIを得ているとした回答者や、デジタ

きる回答者は、データをうまく使うことに自信があると回

ルトランスフォーメーションへの投資を大幅に増やす予定

答している。回答者の70%は、非トランザクションシステ

であるとした回答者は、すでにデータを用いて意思決定

ムを効果的に利用していると考えている。91%がERP

を行うことができると回答する場合が多く、
デジタルトランス

とPLMシステムを利用していると回答したが、これらの

フォーメーションに投資する組織は、よりデータに基づいた

ツールをデータ抽出・分析のために効果的に利用して

意思決定から利益を得ることができることを示唆している

いると考えている人は50%にとどまる。

（図2）
。

ケイパビリティがより高度化し、相互接続された設備
を含めるものになるにつれて、
回答者の自信は低下する。
設備ベースのIoTを効果的
に使用していると回答したの
は41%であり、現場ベースの
IoTに関して同様の回答をし
たのは40%、さらに、予測モ
デルに関して同様の回答をし
たのは39%であった。これら3

この最後のフィジカル空間への作用は、最も重要な
ステージであり、真に「インダストリー4.0」と分類される
ステージである。この点において、回答者の半数強で
ある54%は、自身がリアルタイムで意思決定を行う
ためにデータを利用できると評価している
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「フィジカル－デジタル－フィジカル」
ループについて
図2

デジタルトランスフォーメーションから著しいROIを得たと回答した者や、
トランスフォーメーションへの
投資を大幅に増やす予定であると回答した者は、意思決定に役立つデータを利用できていると考えて
いる傾向が高かった。
あなたの組織には、
データからの洞察をリアルタイムで意思決定に役立てるためのデジタル技術がありますか？
はい

いいえ、
ただし、現在その能力を構築中です

回答者数計

54%

45%

デジタルトランスフォーメーション構築によって著しいROIを実現した組織

63%

デジタルトランスフォーメーションへの投資を大幅に増やす予定の組織

37%

64%

36%

注：
「いいえ、
その能力を構築する段階に達していない」
と回答した者は１％に満たない。
注：
「いいえ、
その能力を構築する段階に達していない」
と回答した者は
1%に満たない。
出所：Deloitte
Deloitte Industry
Industry 4.0
4.0Investment
InvestmentSurvey
Survey、
、
2018年
年
出所：
2018

Deloitte Insights | deloitte.com/insights

ループを実行する

これは、企業が積極的にデジタルトランスフォーメーショ
ンに取り組み、ケイパビリティを整備するにつれて、一層利
益を生むことができ、それによって投資を続けるられるとい

デジタル技術が企業に与える影響は、今後も拡大し続

うことを示唆している。

けるであろう。これらの相互接続された技術により、企業
はデータにアクセスし、事業全体にわたり活動を推進する
ことが可能になる。しかし、これを実現するためには、ま

企業が積極的にデジタルトランス
フォーメーションに取り組み、ケイパ
ビリティを整備するにつれて、一層
利益を実現することができ、それに
よって投資を続けられるということを
示唆している

ず、データを作成するだけでなく、そのデータからインサイ
トを導き出し、これに基づいて行動できるようにならなけれ
ばならない。
インダストリー4.0を最大限に活用するために、企業は
以下を実践すべきである。
•• 技術投資のロードマップとして、PDPループの完成
に重点を置く
：特に重要なのは、接続されたシステムか
ら生成されたデータに基づいて行動するという、最後
のステージにある。これを行うことにより、より柔軟で適
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応力のある組織を形成することができる。確かに、デー

•• 必要な人材について検討する：ループを実行するだけ

タを生成し分析する能力には価値があるが、企業はそ

でなく、そこからもたらされる情報がいかに重要かを理

れだけではなく自らの事業を前進させるために利用で

解している人材が必要である。

きる技術、人材、ケイパビリティを探求し、これに投資す

•• 最後に、自分が認識していないツールの利用可能性

べきである。

を探るべきである：半数以上の回答者が、すでに利用

•• インダストリー4.0の成功は投資によってもたらされ、

可能なツールを有していると回答している。これらは、

この取り組みを開始していない企業は取り残されるリ

IoTデータ照合、ERPシステム、ソーシャルメディア・リス

スクが高まることを認識すべきである：デジタルトランス

ニング、および予測モデリングなどである。企業は、既

フォーメーションへの投資から著しいROIがみられたと

存のケイパビリティを活用して、実際に必要なものを特

回答した経営者は、情報に基づいて行動し、PDPルー

定した上で、より対象を絞った投資を行うことが必要で

プを完成させる能力があると回答している傾向が高

ある。

い。また、投資額を大幅に増加させる予定であると回
答した者もこれと同様の回答を行っており、成功が成

インダストリー4.0の出現によってもたらされる変化は多

功をもたらすことを示唆している。このことは、取り組み

岐にわたる。PDPループを指針とし、これを活用すること

を開始した企業と、まだ開始していない企業の間の隔

によって、経営者は、自らの企業価値を高めるために、ど

たりが将来的に拡大する可能性が高いことを示してい

のように相互接続された技術を利用すれば良いかを一

る。成功している企業はその成功を基礎にしてさらに

層深く理解することができるのである。

発展させることができるためである。

巻末注
1. インダストリー 4.0 およびフィジカル - デジタルーフィジカルループに関するデロイトの展望の詳細については、Mark
CotteleerおよびBrenna Sniderman著、
「Forces of Change, Industry 4.0」、Deloitte Insights、2018年12月18日
付を参照のこと。

著者について
Vincent Rutgers
Deloitte Consulting Netherlandsのパートナーであり、アムステルダムを拠点に活動している。
Brenna Sniderman
Deloitte Services LPのCenter for Integrated Researchのシニアマネジャーであり、ペンシルベニア州フィラデルフィアを拠
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パラドックスを越えて

インダストリー4.0とデジタルトランスフォーメーション

インダストリー4.0は現実のものであり、今では製造業の

フォーメーションは、単に物事をより速く、あるいはより安

ほぼすべての領域で語られている。我々の調査結果は、

価に行うための手段ではなく、はるかに多くの可能性を

経営幹部が人的資本と財政的資本の両面においてデジ

秘めている。

タルトランスフォーメーションに取り組むべきと考えているこ

•• デジタルトランスフォーメーションには単一の定義はな

とを裏付けている。しかし、デジタルトランスフォーメーショ

い：デジタルトランスフォーメーションとは、究極的には企

ンのような広範な取り組みにおいては、その結果を正確に

業がそこから何を行い、何を達成したいかによって異

予測することは困難である。

なるものである。それは、個々の企業のニーズを満たす

これまでの章では、企業がデジタルトランスフォーメー

べきものであり、いかなるデジタルトランスフォーメーショ

ションに取り組む際に見られるパラドックスに注目した。
これ

ン構想も一つとして同じものはない。

らのパラドックスは、デジタル化における現在と将来ありう

•• デジタルトランスフォーメーションは、人材戦略に大き

る状態の隔たりを示している。これらのパラドックスは、企

な影響を与える可能性がある：デジタル化を進める企

業が自らの事業におけるホワイトスペースを認識し、デジ

業は、自社における人材のニーズを十分に理解し、そ

タルトランスフォーメーションへの投資からより多くの価値を

れに対応することが不可欠であり、これには既存の人

引き出す機会とみなすこともできる。

材が新たな役割を担うためのサポートなども含まれる。

インダストリー4.0を実現する単一の方法はなく、パラドッ

•• デジタル組織は多様性の文化をもつべきである：デジ

クスのいずれかが他のパラドックスよりも差し迫って対応を

タルトランスフォーメーションを着実に実行するために

迫られるとは限らない。しかし、我々の調査から得られた

は、企業におけるあらゆる人材が、あらゆるレベルで貢

知見から以下のような示唆が与えられる。

献することが必要である。

•• デジタルトランスフォーメーションは、経営戦略や目標

デジタルトランスフォーメーションによる企業の進化の方

と密接な関わりがある：
トランスフォーメーションが一度

向性をはっきりと予測することは困難である。インダスト

着手されると、
これは企業の根幹に関わり、収益性から

リー4.0を構成し、デジタルトランスフォーメーションを推進

サプライチェーン、および組織風土そのものまで、企業

する基盤技術は今後も急激に進化していくだろう。インダ

のあらゆる側面に触れることになる。デジタルトランス

ストリー4.0時代は確実に始まっている。
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