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� Directors’�Alert�2018：成功に結びつけよ｜デジタルイノベーションを監督する：取締役会はどうすれば後れを取らないか

Peter Williams
Chief Edge Officer 
Centre for the Edge
Deloitte Australia

企業は、デジタルテクノロジーによりもたらされるビジ
ネスプロセスやビジネスモデルの変革などのデジタルイ
ノベーションを活用して主体的に変化していくこともあ
れば、その影響により変化を余儀なくされることもあり
ます。デジタルイノベーションに成功していると評価さ
れる企業は、経済的なメリットだけでなく、顧客からの
支持を獲得し、逼迫する優秀な技術系人材を引きつける
魅力をも備えることにもなります。

しかし、テクノロジーの急速な展開は取締役会によるデ
ジタルイノベーションの監督を難しいものとしていま
す。そのため取締役会がデジタルイノベーションに後れ
を取っている企業は多いです。その重要な理由のひとつ
は、取締役会や経営陣幹部が前デジタル時代のやり方に
固執しがちだからです。彼らの多くはデジタルイノベー
ションの監督に全く的外れな方法（例えば、ビジネスケー
スでの過度に詳細な投資対効果の検討など）を現在でも
使っています。

デジタルイノベーションの成否は思考方法や行動様式を
一新できるかどうかにかかっています。ところが多くの
取締役や経営陣は、依然として IT の変革をそれらにか
かる時間と費用の観点からしか見ていません。実際、長
期プロジェクトの 2 年目で投資効果が十分には見えてい
ないのに、既に 2 億ドル以上が投資されたというような
ことは、デジタルイノベーションを進める過程ではよく
遭遇します。このような投資の前には膨大なビジネス
ケースの詳細分析が求められ、しかも、いつまでも技術
面の不確実性を払拭できず、不安な日々が続くことにな
るかもしれません。

従来からの監督手法の多くはデジタルへの変革に向けた
取り組みには適用できないのです。「Think	Digitally：デ
ジタル的に考える」能力を備えることこそイノベーショ
ンや、さまざまなビジネス課題について最新のトレンド
に即して監督しなければならない現在の取締役会や経営
陣に求められる成功のための重要な要素といえます。一
部の例外を除けば、多くの取締役会や経営陣はこの能力
を持ってはいないといえます。

Think�Digitally：デジタル的に考える

デジタル的に考えるとは、従来の物的な設備投資やプロ
ダクツへの投資に適した考え方から、バーチャルで新た
なコンセプトを試行する取り組みにより適した考え方へ
と視点を変えることを意味します。

従来の考え方とデジタル的な考え方の重要な違いとし
て、次の 4 つが挙げられます。

•� �デジタルは行動を変える　	 	
プロセスのデジタル化が意味するのは、既にある行
動などを新しい方法に置き換えることではありませ
ん。セールスレポートを携帯端末で作成し、新たな
顧客向けサービスをウェブで提供するというレベル
ではなく、あらゆる情報を数値化し、デジタル情報
に変え、それをコンピュータ上で解析し、リアルタ
イムで世界中とやり取りできる ICT と呼ばれる技術、
デジタルテクノロジーを活用した新たなバリュース
トリームやビジネスモデル、そしてさまざまなコミュ
ニティを開発し続けることなのです。プロセスのデ
ジタル化がもたらす新たな可能性を活かそうとする
動きに後れをとる企業は多く、そのような企業の顧
客は、より的確にニーズを満たしてくれる他の会社
と取引を始めることになるでしょう。

•� �イノベーションは速く、そして絶えることはない � �
従来の大規模な設備投資計画が残した遺物の例とし
て、デジタルイノベーションを主導するプロジェク
トについて、数多くのリーダーが運用開始によりプ
ロジェクト終了と考えてしまうことが指摘されます。
実際には、デジタルイノベーションは絶えることな
く進化し続けます。デジタルテクノロジーは、開発
に着手し、中間チェックを受け、実用化に至りますが、
進化がそこで止まるものではありません。ユーザー
のニーズや競合他社の動き、そして規制当局の要求
は絶えず変化するため、更なるイノベーションが要
請され続けるのです。

•� �人を動かす　	 	
ビジネスプロセスやビジネスモデル、あるいは企業が
提供するサービスなどビジネスに関わるあらゆる変革
を含むデジタルへの変革、それによって実現された人
と人、人とモノ、そしてモノとモノがネットを通じて
つながった状態である「ハイパーコネクティビティ」
は、さまざまな集団を動かす状況を生み出しました。
例えば、ツイッターは政治運動を引き起こし得るプ
ラットフォームを提供し、オープンソース・ソフトウェ
アは制作者をつなぐコミュニティを作り出し、マルチ
ユーザー・プラットフォームは世界中のゲーム愛好者
をつないでいます。私たちは、今や、かつてないスピー
ドと規模で、同じ関心を持つ人々を動かすことができ
るのです。しかし、ほとんどの企業ではビジネス上の
ネットワークや、現在の活動をどうデジタル化するか
という方法論だと捉えていますが、そうではないので
す。企業は自らのありたい姿を描き、それを実現する
ためにデジタルテクノロジーをどう活用できるのかを
明確にしなければならないのです。

従来からの監督手法の多くは、デジタルへの
変革に向けた取り組みには適用できない。
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•� �乗り遅れたなら絶滅する　	 	
多くの企業が今の活動をよりスピーディーに、より
シンプルに、そしてよりローコスト化を実現すること
を目標としてデジタルテクノロジーを活用していま
す。このような目標にはメリットがありますが、それ
が根本的な変革を引き起こすものではありません。企
業の中には、自らのビジネスだけでなく、業界全体
や人々の生活のさまざまな側面で、真なる変革を引
起こすことを目標としている企業もあります。しか
し、多くの経営陣がこのような目標の設定を軽視し
ているように思われます。こうした経営陣は、自社
がより高いクオリティーを、よりローコストで提供す
る競合に後れを取っている現実や、想定外の新たな
ビジネスモデルによって自社が時代遅れになってい
る現実に気付くまで、腰を上げようとはしません。

デジタルテクノロジーをプロダクツではなくビジネスモ
デルの観点から思考するリーダーが真の変革のチャンス
に気付きます。そして、彼らは迅速に行動します。彼ら
は実践から学び、何が危機に瀕しているのかを理解しま
す。彼らは自らの意義ある付加価値や顧客ニーズ、そし
て利用可能なリソースに関して、複数の比較的少額の投
資を行います。なぜなら、これらすべてが常に変化する
と知っているからです。

経営陣はデジタル化がもたらすさまざまな可能性をどの
ように管理すべきでしょうか？取締役会は企業のイノ
ベーションへの道をどのように監督できるでしょうか？
確固たるルールはありませんが、いくつかの効果的なア
プローチは存在します。

デジタルを監督する

「デジタルを監督する」といっても、取締役会のメンバー
がスマートフォンやダッシュボードでリアルタイムに監
視することを意味するわけではありません。もちろん取
締役会が行っているモニタリングや報告プロセスをデジ
タル化することは有益です。しかし、より大切なのは、
取締役会がデジタルイノベーションやそれに向けた取り
組みをより広い視野と視点で監督することです。

デジタルを監督するために、取締役会が従来、大規模な

設備投資計画などに用いてきた、事前に詳細に投資対効
果を検討し計画を承認するといったアプローチをすべて
変える必要はありません。今後もそのようなアプローチ
の必要性は残るでしょうし、そのアプローチの一部を利
用することもあるでしょう。一方で、取締役会は、デジ
タルイノベーションへの取り組みに効果のある監督手法
を取り入れる必要があります。従来からの設備投資プロ
ジェクトに対するものとは異なる監督手法を取り入れる
ことは難しいと感じる取締役会は多いかもしれません。
しかし、デジタルイノベーションの可能性を、それに乗
り遅れた場合の危険性とともに認識している取締役会で
なければ、デジタルテクノロジーへの大規模な投資を適
切に監督することはできませんし、投資内容について代
替案を示すこともできません。デジタルイノベーション
への取り組みに効果のある監督手法を実践してくには、
まず、いくつかの考え方を変える必要があります。

思考を解き放つ

デジタルイノベーションは思考方法や行動様式を全く変
えてしまうほどの影響力があるため、その潜在的な可能
性にさえ気づいていない会社は少ないでしょうが、多く
はデジタルイノベーションに受動的なスタンスを取りが
ちです。しかし、それはおそらく最も選択すべきではな
い姿勢です。いつまで待つのでしょうか？デジタル投資
の効果を見込めるだけのシミュレーション結果が得られ
るまでですか？画期的なソフトウエアやデジタルプロダ
クツがリリースされるまでですか？今のいくつかの取り
組みが終わるまでですか？もう一年、次の予算策定、あ
るいは次の CEO の就任までですか？このような選択の
全てが先延ばしにすぎず、その代償は大きいでしょう。
全ての分野で先駆者になれる企業は存在しません。取締
役会は、成功するためにデジタルイノベーションを受け
入れ、支援する必要があります。

インターネットの普及後に生まれたミレニアル世代の多
くは、デジタルテクノロジーの発展や活用の仕方をよく
理解しているデジタルネイティブです。この世代は、取
締役としては非常に若く、より年上の取締役がデジタル
イノベーションを受け入れ、支援するために従来の思考
方法を意識的に変える努力を必要とするのに対し、造作
なく受け入れてしまう傾向があります。

「Exponentials（飛躍的）な変化」を目標とする　	 	
デロイトではテクノロジーの発展による革新的かつ急激
なパフォーマンスの向上をもたらす開発を「エクスポネ
ンシャルズ（Exponentials：飛躍的）」と表現しています。
このような変化は、既存のテクノロジーの段階的な改善
として生じるのではなく、テクノロジーの多様な可能性
を探求し続けた結果です。デジタルイノベーションは後
者であり、飛躍的な変化を生み出すことを目標とすべき

「Think	Digitally：デジタル的に考える」能力を
備えることこそ、イノベーションやさまざまな
ビジネス課題について最新のトレンドに即して
監督しなければならない現在の取締役会や経営陣
に求められる、成功のための重要な要素といえる。
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です。

新たなプロダクツではなく新たなビジネスモデルを思考
する　	 	
企業は、社内外の人や組織と協力しあい、より迅速に、
より良いフィードバックが得られるようなプラット
フォームをどうしたら構築できるかを検討すべきです。
オープンソース・プラットフォームの構築に否定的な企
業も珍しくはありませんが、このようなプラットフォー
ムは変革を加速させることが多いです。

ズームアウトとズームイン　	 	
顧客のニーズ、競合他社の動き、組織の構成や自社が提
供する付加価値のあり方について、5 年後、10 年後あ
るいは 20 年後にどのような姿になっているか、経営陣
が視野を広げられるよう（ズームアウト）支援すべきで
す。そして、次の6～12か月に焦点を絞り（ズームイン）、
仮説を検証し、道を切り開き、短期的な収益も生み出す
ための影響力の大きな取り組みを明らかにするよう支援
します。このような「ズーミング」のプロセスは、絶え
間ないイノベーションを支えるために何度も繰り返し実
施すべきです。

デジタルイノベーションへの理解を深める　	 	
デジタルイノベーションの本質は反復的です。自らが何
をしたいかを把握し、プロトタイプを立ち上げ、それを
使ってフィードバックを提供してくれる人々を探し、そ
のプロトタイプを改良するというプロセスを繰り返しま
す。このコンセプトは、アジャイル型開発手法の中核を
占めるものです。8 開発者、ユーザー、エンジニアそし
てマーケティング担当者の間の壁は、崩されつつありま
す。開発と運用の専門家が集結する「デブオプス

（Devops）」チームは、今や、驚くべきスピードで反復
を生み出すことができます。取締役会は、このような状
況に応じて監督を考える必要があり、イノベーションの
進歩に応じて、経営陣を適切な方向へと導かなければな
りません。マインドセットを変えなければ「デジタル化」
への挑戦はなかなかうまくはいきません。取締役は、デ
ジタル技術の有望性を理解し、競合の脅威に対抗するに
は強力な対処が必要であることも理解しているかもしれ
ません。しかし、多くは、どうすればそれを実現できる
かが分からないのです。

実践方法を試してみる

通常、マインドセットを変えることが最も重要ですが、
プラクティスの変化は新しい姿勢をもたらし、確実にそ
れを強化する可能性もあります。デジタルイノベーショ
ンの監督手法をより有意義なものへと進化させるため、
取締役会と経営陣は、以下の 8 つのプラクティスの変化
を検討してみたら良いかもしれません。

典型的な失敗例：	
どうすべきではなかったか
われわれがサービス提供したある運搬管理会社は、デジタル面で先行して
いた競合に追い抜かれつつあることを懸念していました。私たちは「6 か
月の期間と予算を頂けるなら、新しい注文と追跡システムを立ち上げるこ
とができます。何回かの試行を繰り返すことで、何がうまく機能し、何が
機能しないかを知り、それに基づいて進めていきます」といいました。

ここまでは問題ありません。

その後、私たちは顧客に対し、詳細なビジネスケースを作成するのではなく、
パイロットプロジェクトを進め、週に 1 度の振返りセッションを開くつも
りだと説明しました。意思決定のための入念で時間を要するプロセスの代
わりに、オンラインでのプロジェクト管理ツールを用いて、オープンに作
業することにしました。これにより完全な透明性を確保したのです。

これも、ここまでは順調でした。

数か月後、会社はこのプロジェクトにゴーサインを出しませんでした。な
ぜなら経営陣は、意思決定に至るこれまでの書類や手続きを捨て去ること
ができなかったからです。これは、リーダーたちがデジタルイノベーショ
ンを知的に把握し、その可能性を理解し、新たな手法に乗り出そうとした
ものの、結局は長年の慣習に逆戻りしてしまった典型的な例です。

必要となるマインドセットの変革を起こせるなら、詳細なビジネスケース
を事前に作成する必要性は、完全にはなくならないにせよ、低下します。
同様に、取締役会が新しい視点へと移行すれば、デジタルイノベーション
を監督するための、より柔軟なプラクティスに移行することができます。
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必要な方向性とリーダーシップを提供する　	 	
「デジタル推進者」や知見が豊富な取締役が取締役会に
いない場合、議長は、デジタルイノベーションと仕事の
やり方について取締役会が理解を深められるように、率
先して取り組まなければなりません。企業にデジタルに
関する能力が欠けている場合、取締役会は、これらを専
門とする委員会の設置を検討すべきです。仮にイノベー
ションが企業内で定着している場合でも、取締役会は監
督する必要があります。取締役会は新メンバーを選任す
る際には、デジタル技術に関する資質とデジタルイノ
ベーションの経験を判断基準に入れるべきです。それは
非常に重要なので、考慮しないわけにはいかないでしょ
う。デジタルイノベーションを優先的に検討するため、
年に数回は、取締役会の議題のトップに置くべきです。

外に出て、動き回る　	 	
シリコンバレーへの正式なツアーで IT 企業を訪問する
取締役会は、デジタルイノベーションをあたかもディズ
ニーランドのように捉えがちです。興奮はするものの、
次に何をすべきかについて明確なアイデアを得られない
まま、本社に戻ることになります。競合関係にない企業、
重要なサプライヤー、顧客、そして自らの手法を喜んで
公開する革新的な企業を訪問することこそが、取締役会
にとって素晴らしい経験です。イノベーションハブや大
学の R&D ハブの訪問や、新たな分野を開拓している新
興企業と会談することも、選択肢のひとつです。

デジタルの最前線に潜入する　	 	
社内だけではなく、顧客、サプライヤーや競合関係にな
い企業で活動するデブオプスやアジャイルチームのいく
つかの作業セッションに参加することも有意義です。こ
のようなチームは通常、オンラインツールや付箋を使っ
て、進捗状況を追跡し、報告します。彼らは、顧客がプ
ロダクツやサービスなどのブランドを認知し、それに対
する関心度を高め、購入に至る顧客の行動や心理などの
意思決定に至るプロセスを示すカスタマージャーニー、
開発プロセス、メンバーの活動、そして達成されたこと
を、視覚的に表現します。多くの場合、彼らは立ち上げ
中のプロトタイプを見せてくれたり、どのように優先順
位を決定しているのかについて意見交換したりすること
もできます。ほとんどのチームは、何が上手くいき、何
が上手くいっていないのかを検討するために、毎週セッ
ションを開いています。このような方法が新たなベスト
プラクティスのトリガーとなることもあります。このよ
うな業務スタイルを受け入れ、先入観を持たず、これら
すべてがどのように組み合わさるのかを学ぶべきです。
時間が掛かりすぎると感じるなら、シリコンバレーへの
巡礼よりは有意義だと思うことにしましょう。

ビジネスケースは捨てよ、それで上手くいく　	 	
ビジネスケース（事例）は、楽観的仮定に基づいた具体

性に欠けるアプローチを取りがちです。それは、ビジネ
スケースの多くが、経験ではなく肯定的なマーケット調
査に基づいているからです。デジタル技術は、迅速なプ
ロトタイプの立ち上げと検証、実際のユーザーフィード
バック、そしてこのプロセスを継続的に繰り返すことに
適しています。小規模な試行を何度か繰り返すことによ
り、開発チームは、通常、どんな優れたビジネスケース
よりも、用途、ユーザー、コストを明確にでき、より正
確にプライシングできるようになります。これらの検証
の結果は、はるかに優れたデータを入手でき、これに基
づいて、より的確かつ説得力のあるビジネスケースを作
成するために利用できます。

実現可能な最小限の変化を目指す　	 	
ビジネスモデルを大規模に変化させるのではなく、実現
可能な最小限の変化を目標とすべきです。これは、仮説
を検証してユーザーニーズを理解する際にデジタル起業
家が用いる、必用最小限の機能のみを持つ最もシンプル
なもの（minimal	viable	product：MVP）というコンセ
プトに似ています。新しいビジネスモデルは、企業が収
益をどう生みだすか、その付加価値の提供手法、社外の
スキルが必要か、そしてそのプロセスをどのように構成
するかなどの問いへの創造から生まれます。これらの要
素に小さな変化を起こすことで、企業はユーザー、コス
ト、プライシングやその他の変数の反応についての仮説
を検証することが可能となります。真のデジタルトラン
スフォーメーションは、通常、プロダクツではなくビジ
ネスモデルの変化を通じて生まれます。

エッジに着目する　	 	
変化の触媒となりうるビジネス領域を明らかにするため
に、私たちは「エッジ」というコンセプトを用います。エッ
ジとは、満たされていないニーズ、価値を伝えるための
新たな方法、あるいは急速に出現しつつある機会を意味
します。エッジには、コアビジネスにとって代わるほど
の展開をもたらす潜在能力があります。取締役会は、競
合や新規参入者に先んじてエッジを突き止め、エッジに
沿ってイノベーションを引き起こし、それに応じてチー
ムを編成するよう、経営陣を支援すべきです。これらは
ズームアウト / ズームインや実現可能な最小限の変化と
いうコンセプトとも整合しています。エッジはどこに着
目すべきかを明らかにします。そして、エッジは「どこ
からともなく現れる」ような新たな競合の、真の意味で
の発生源かもしれません。

リスクを監督する　	 	
このような革新的な変化への漸進的なアプローチは、実
際にリスクを限定することができます。超情報化社会に
おいてますますバーチャル化する世界における最大リス
クは、孤立、旧態依然とした思考方法や不作為に由来す
ると認識されています。デジタルへの変革に向けた取り
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典型的な成功例：	
どうすべきか
ブローカーを通じてプロダクツを販売している損害保険のホールセラー（卸売業者）は、市場シェアが 3 年間
で 40％も低下する事態に見舞われました。経営陣と取締役会は、抜本的な措置を直ちに講じる必要があると認
識しました。また、このような措置がチャネルの競合を引き起こし、ブローカーを前提とするビジネスモデル
を潜在的に弱体化させる恐れがあることも認識していました。

効果的なビジネスモデルを 4 か月間で作り上げるという顧客の要請に応えるため、クラウドベースのプラット
フォームですべての作業を行うこと、そして CEO が社内の根回しとチャネルの競合に対処することが決定さ
れました。

イノベーションチームは、１か月当たりの顧客当たり利益が Z で、Y か月に X 人の顧客をベースとするという
ようなビジネスケースを作成する代わりに、設計志向型のアプローチを採用しました。目標は、新しいビジネ
スモデルを迅速に市場に出し、顧客がそれにどのように反応するかを知ることでした。チームは 3 つのモデル
を考案し、顧客が何を購入したか、いつ、どのような方法で購入したか、購入の動機やプライシングについて
検討しました。また、会社のマーケットセグメンテーションについても検討を加えました。4 か月の間に 1 つ
のモデルが選ばれ、運用が始まりました。それ以降このモデルは、3 年間にわたって成功を収めています。

チームは、今後の取り組みのための青写真として、また、新しいイノベーションの方法を確立するために、何
が成功し、何が失敗したか、障害がどのように克服されたのかをマッピングしました。さまざまな協力者の間
での連携を高めるため、作業は大きな部屋で行われました。協力者には、セールスデータ管理会社、クラウドサー
ビス会社、デザイン会社、広告会社、そして社内の人員が含まれていました。

チームは取締役に、一連のプロセスがどのように機能し、壁にあるカスタマージャーニーマップが、どのよう
にすべての決定と活動を導いたかを示しました。チームのリーダーたちは、タスクを整理するためにチームが
付箋とラフな図面をどのように活用しているかを説明しました。各取締役はプロセスを自ら体験し、どのよう
にそれらが機能しているかを学びました。また、取締役は、チームが毎週開く振り返りセッションにも参加し
ました。このセッションでは、チームが達成したこと、考察したこと、上手くいったことやいかなかったこと、
そして今後行うべきことについて話し合いました。

同社はオープンな姿勢で自らのビジネスモデルを変化させようとしていました。そして、ブローカーたちも、
このチャンネルを使用することによる限界コストはとても小さいため、最終的にメリットを受けることができ
ました。取締役会が目にしたのは、必要以上に詳細なビジネスケースではなく、簡単な計算に基づき開発され
た取り組みでした。チームはこのモデルを拡張できれば、それが問題なく機能することを理解しました。彼ら
の目的は実用モデルを開発し、ユーザーに受け入れられるようにテストを行い、さらにそれを構築することで
した。
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組みやそれに付随するリスクの監督には、過去に用いら
れたアプローチよりも、ある意味では厳しく別の意味で
は緩やかなアプローチが求められます。例えば、具体的
な目標を設定することは重要ですが、その達成方法につ
いては柔軟である必要があります。目的を達成するため
に新興企業と提携する必要があるなら、そうすればよい
でしょう。しかし、まずは取締役会と経営陣が設定した
パラメータの中でリスクを特定し、管理する必要があり
ます。複数の取り組みが必要な場合、企業が現実的な機
会だけを追求できるよう、仮説を策定し、検証すべきで
す。異なる結果を得るには異なる行動が必要ですが、そ
のような行動に付随するリスクも同時に特定し、管理し
なければなりません。

会話、期待と測定基準を変える　	 	
特に業績が好調な時期に、新たな機会を新たな方法で追
求するためには、経営陣への激励や支援が必要でしょう。
長期的な価値の擁護者として、取締役会は、ズームアウ
トとズームインを実践するよう経営陣を促すべきです。
取締役会はリスクの監督者として、経営陣が追求すべき
機会と用いるべきセーフガードを判断できるよう支援す
べきです。パフォーマンスの監督者として、取締役会は、
取り組み、成功例と失敗例の数、利益、そして時間軸と
いった判断基準に関する目標値を設定すべきです。そし
て、戦略の監督者である取締役会は、人材、社外のリソー
ス、競争力の強化や必要な投資といった分野に関して、
経営陣を支援すべきです。

最後に

テクノロジーを拡散させ、進化させるには、ハイテク産
業とは全く無関係な各企業の取締役会が、デジタルイノ
ベーションを理解し、自社の優位性を高めるために活用
することが必要です。

「デジタル」という用語は従来の IT の概念を大きく超え
ており、伝統的な IT のシステムやプラクティスに習熟
していても、デジタルの世界での成功が保証されるもの
ではありません。ほとんどの企業は、ビジネスモデルを
抜本的に変え、機敏さを高め、顧客の行動を活かす方法
などの機会に、より幅広くフォーカスする必要がありま
す。それにはデザインの重要性を理解すること、最前線
に立つ人々に権限を意図的に委譲すること、そして絶え
間ないイノベーションを促すため、プラットフォームを
構築して実験を活用する能力が求められます。

取締役会は、確かに社内外のデジタルに関わる専門知識
を活用できるかもしれません。しかし、専門家の意見を
くみ取ることができ、取締役会がその知識を、経営陣が
必要とする助言や監督として理解できるよう翻訳できる
取締役を通じて、取締役会は多くのメリットを享受でき

ます。取締役会レベルでのデジタルスキルの保持、そし
て意味あるデジタルの監督手法の実践が、組織はイノ
ベーションを支援し、自社の評価を高め、そしてデジタ
ルイノベーションのリスクを管理する態勢を整える努力
をしているという、強力なメッセージを社内外に送るこ
とになります。ダウンサイドリスクは、さまざまなイノ
ベーションに対する反復的なアプローチを取り、顧客の
ニーズを探り、状況に応じて修正すること、そして効果
のある取り組みを支援することで、積極的に管理するこ
とができます。ビジネスモデルにおけるデジタルトラン
スフォーメーションは、小売、出版、エンターテインメ
ント、広告、金融サービス、そしてその他の産業セクター
でも非常に有用であることが証明されています。また、
デジタルトランスフォーメーションは、在庫管理、物流、
輸送、サプライチェーン管理、施設管理、顧客サービス、
そして財務管理などの分野で、効率性と実効性を向上さ
せています。

デジタルイノベーションはまだ新しい分野で不確実な部
分も多いため、取締役や経営陣幹部の多くは居心地の悪
さを強く感じるでしょう。他の創造的な破壊を引き起こ
す可能性のある技術と同様に、デジタルを扱う際には、
その技術がどんなものであるか、どこに向かっているの
か、そして自社にどのような変化をもたらすのかを理解
するため、探検的なアプローチを用いることが最善の策
となるでしょう。

取締役会レベルでのデジタルスキルの保持、	
そして意味あるデジタルの監督手法の実践が、
組織はイノベーションを支援し、自社の評価を
高め、そしてデジタルイノベーションのリスク
を管理する態勢を整える努力をしているという、
強力なメッセージを送ることになります。



私たちはどのようなデジタル戦略を立てていますか？ デジタ
ル技術はどのような場面で、新たな機会や競争優位性を生み
出せるでしょうか？

どのくらいの頻度で、私たちのデジタルイノベーションへの
取り組みは、抜本的な変革を起こせず、段階的な改善に終わっ
てしまうでしょうか？ デジタル技術を活用して変革を引き起
こすビジネスモデルを構築するために私たちはどうすれば良
いでしょうか？

取締役会そして自社は、長期の資本集約型プロジェクト中心
のイノベーション手法にどの程度縛られているでしょうか？ 
私たちは、新たなイノベーションの手法についてどのように
新たな学びを得られるでしょうか？

私たちのビジネスでは「エッジ」－飛躍的な成長の可能性を
秘めた分野はどこにあるでしょうか？ 競合に新しいデジタル
なビジネスモデルを提供する可能性のあるエッジはどのよう
なものでしょうか？ 私たちはどうすればこのような競合先の
機先を制し、勢いをそぐことができるでしょうか？

私たちは可能性や変革に対して、オープンだといえるでしょ
うか？ オープンソース・プラットフォームや新たな市場参入
者との提携といった戦術に対して、私たちはどうすればより
オープンになれるでしょうか？ 関連するリスクを管理するた
めに、私たちは何をする必要があるでしょうか？

経営陣がデジタルの取り組みに着手するときに、私たちはど
のような監督の仕組みを導入すべきでしょうか？ そのような
方法を開発し、採用するための取締役会のリソースはそろっ
ているでしょうか？ 私たちの学習プロセスを加速させるため
どのような社内外のリソースが役立つでしょうか？

私たちの顧客や従業員はどのようなデジタル体験を期待して
いるでしょうか？ そして、これらの期待に応えるために私た
ちは何をしているでしょうか？

取締役が
提起すべき
質問
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Tse	Hau	Yin,	Aloysius 氏は、香港証券取引所のメインボードに上場する CNOOC 社、Sinofert	Holdings 社、SJM	Holdings 社、China	
Telecom	Corporation 社と China	Huarong	Asset	Management 社の独立非執行取締役を務めています。また、武漢市人民政府国際諮問
顧問団のメンバーでもあります。Tse 氏はイングランド・ウェールズ勅許会計士協会ならびに香港会計士公会（HKICPA）のフェロー
であり、HKICPA の監査委員会の元委員長であり元メンバーでもあります。

銀行、金融サービス、テクノロジー、そして通信などの一部の産業においては、取締役会はデジタルイ
ノベーションに関する知識を十分に持っています。しかし、デジタルイノベーションは、不動産や小売、
旅行、物流といった他の産業でも非常に有用です。デジタルイノベーションについて理解のあるところ
にはチャンスがあります。しかし、多くの企業の取締役会はデジタルイノベーションについて、もっと
理解を深める必要があります。

概していえば、金融サービスやテクノロジー分野の企業を除く、他の取締役会のほとんどは、デジタル
を自社の戦略に組み込む段階やビジネスモデルを変化させる段階には達していません。彼らの限られた
理解は、通常、意識の欠如と伝統的な「旧態依然のエコノミー」的思考プロセスに起因していますが、
場合によっては意識しているものの、イシューに対処するスキルが欠けています。

香港ではこの分野で必要とする知識を取締役会に身につけさせるのに十分なデジタル技術の専門家がい
ません。このような専門家の需要は非常に高く、自前で雇うのは困難であり、かつコストも高いので、
外部からの支援を受けるのが唯一の現実的な選択肢です。このような事情により、メンバー構成の変更
で取締役会にデジタルイノベーションスキルを導入するのは、ハードルがかなり高いです。

次のステップは、テクノロジー専門家を招くことで取締役会を多様化するのではなく、管理レベルでよ
り多くのテクノロジー専門家を育成することだと思います。このようなテクノロジー専門家はデジタル
関連の問題について取締役会に助言できます。取締役会を変えていくのはより長い時間が掛かりますし、
それに対処できる人事戦略を定めている企業はほとんどありません。

取締役会は、自ら学ぶとともに社外の専門家を活用する必要があります。そして、短期的に、そして将
来的に必要となる戦略的および運用上の変化を引き起こすため、取締役会と経営陣の双方から積極的な
サポートを引き出す必要があります。そうすれば、取締役会はイシューを理解し、適応に向けた企業の
動きをサポートできるようになります。可能な限り、IT、デジタル技術、あるいはデジタルイノベーショ
ンについて豊富な経歴を持つ取締役を招聘することで、取締役会には大きなアドバンテージが生まれる
でしょう。

取締役会のデジタルイノベーションに対する一般的な理解には、どのような特徴があると考えますか？

取締役会のスキルの限界について、もっと教えてください。

これらの問題を克服するため、取締役会にどのような助言を行っていますか？

Tse	Hau	Yin,	Aloysius氏とのQ&A
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間違いなく、一部の仕事が不要になることによる大量解雇がもたらすリスクです。この事態はさまざま
な産業で生じる恐れがあります。例えば、製造業では産業用ロボットが活用されており、業務サービス
の分野ではロボティックス・プロセス・オートメーション（RPA）が進んでいます。長期の雇用が推奨
され、大量解雇が歓迎されない風潮のある香港では、このような解雇は評価リスクを引き起こすかもし
れません。経営陣の本能としては、一般的には、従業員を新たな職務に再配置したいと考えるでしょう
が、訓練を受けていなければ、従業員は新たな職務に適応できないかもしれません。

これらの変化の規模を考慮すれば、もし多くの企業が大量解雇を同時期に実施するなら、これらの影響
を緩和するような政府の施策と教育戦略を導入することが有益でしょう。また、多くの企業がこの移行
を同時に行えば、その結果生じる評価リスクは実質的に小さくなるかもしれません。経営陣が解雇や配
置転換をどのように実施するのかも重要です。例えば、従業員が新たな職務に移行でき、あるいは社外
で雇用機会を得られるよう支援することが考えられます。加えて、若い世代は新たな雇用制度を前向き
にとらえていますが、それは柔軟性や流動性、ワークライフバランスがもたらされるからです。若者た
ちはこれらの要素を、終身雇用よりも高く評価する傾向があります。

他の多くのリスクはより先の将来のものであり、例えば、消費者の反応を学習することで能力を高める
人工知能（AI）の開発者の責任の高まり（例：自動運転車の安全性）などの問題に関連します。もうひ
とつの例は、特定の AI アプリケーションのアルゴリズムの前提の有効性と信頼性です。小売、投資、
資産管理などの業界では、消費者に代わりある特定の選択を行う、あるいはある特定の視点を強化する
ようプログラムすることにより、AI に何らかのバイアスや操作が加えられる可能性があります。

現在のリスクのひとつはソーシャルメディアであり、評価リスクや顧客と市場心理の潜在的な変化に対
処するための手段として、企業によるモニターは一般化しています。現代の企業はステークホルダーと
のコミュニケーションを管理するため、従来のように受動的ではなく、能動的にソーシャルメディアを
活用しています。

香港金融管理局はデジタルイノベーションに関するセミナーを開催しましたが、一般に、デジタルイノ
ベーションへの対処という点では、香港は他の市場、特に中国本土に後れを取っていると思います。中
国本土では、企業はより容易に技術開発を飛躍させることができます。例えば、モバイル決済システム
やアプリ開発に関して、中国本土は香港のはるか先を行っています。

中国本土の国営企業は対応に苦慮していますが、政府の支援による恩恵を受けています。また、香港の
同族企業は長年の伝統による制約を受ける一方で、中国本土の企業にはこのような制約があまりありま
せん。香港は、迅速かつ実効的な適応方法をなかなか習得できずにいますが、中国本土の例を参考にす
れば上手くいくかもしれません。

デジタルイノベーションに関して企業が直面する最大のリスクは何でしょうか？

デジタルイノベーションには他にどのようなリスクがあると考えますか？

デジタルイノベーションに関して、香港特有のイシューはありますか？



26

Directors’�Alert�2018：成功に結びつけよ｜デジタルイノベーションを監督する：取締役会はどうすれば後れを取らないか

楽観的です。企業は競争を勝ち抜くために適応しなければならないことを理解しています。そして、彼
らは適応に向けて努力していますし、今後も努力し続けるでしょう。デジタル技術の恩恵によって企業
の効率性はさらに向上するでしょうが、それにとどまらず、全く新しい体験と力を顧客にもたらします。

変化を引き起こし、世の中の変化についていくため、取締役会はデジタルイノベーションにまつわるリ
スクと課題にもっと注力する必要があるだけでなく、日常的な議題の一部としてこれらを扱わなければ
なりません。急速に変化し続けるこの世界で時代遅れにならないためには、取締役会自体もテクノロジー
を積極的に受け入れる必要があります。

デジタルイノベーションが自社の将来の経営や財務状況に与える影響を、取締役会はより強く意識する
ようになっています。したがって、彼らは、自社の IT への取り組みを理解するため、より多くの努力
とリソースを傾けており、取り組みの評価と優先順位付けのために、経営陣との対話を重ねています。
新たなデジタル経済が進化を続ける中、この新しい産業革命で後れを取らないよう取締役会は経営陣か
ら定期的に知識のアップデートや報告を受け、経営陣と緊密に協力しなければなりません。

全体的に見て、デジタルイノベーションが企業に与える影響についてあなたは楽観的ですか、それとも悲観的ですか？

企業に影響を及ぼす、戦略的なデジタルに関わる決定について取締役会は経営陣と頻繁に対話するようになっていますか？
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 • Too complex to manage?: Global bank 
governance in a structurally reformed world 
(Deloitte UK)

 • Governance in focus: On the board agenda – the 
2018 reporting season (Deloitte UK)

 • Can CEOs be un-disruptable? Why today’s best 
leaders are flexible, not steadfast (Deloitte US)

 • Missing pieces report: 2016 board diversity 
census of women and minorities on Fortune 
500 boards (Deloitte US)

 • Rewriting the rules for the digital age: 2017 
Deloitte Global Human Capital Trends (Deloitte 
US)

 • The culture or the leader?: An organizational 
view of the chicken or the egg question (Deloitte 
US)

デジタルイノベーションを監督する：�
取締役会はどうすれば後れを取らないか

 • Data driven marketing: How efficient and 
personalized customer dialog will work in future? 
(Deloitte Germany)

 • Boosting digital banking performance & 
revolutionizing customer journeys through 
FinTechs (Deloitte Luxembourg)

 • Deloitte Digital Series: Artificial Intelligence 
(Deloitte Luxembourg)

 • Disruption: A new way to generate alpha 
(Deloitte Luxembourg)

 • Impact of digital transformation on Banking 
Operating Models (Deloitte Luxembourg)

 • Mobile innovation: From predictions to reality 
(Deloitte Luxembourg)

 • Smart buildings: How IoT technology aims to 
add value for commercial real estate companies 
(Deloitte Luxembourg)

 • swissVR Monitor: February 2017 (Deloitte 
Switzerland)

 • Too complex to manage? Global bank 
governance in a structurally reformed world 
(Deloitte UK)

 • Approaching disruption: Charting a course for 
new growth and performance at the edge and 
beyond (Deloitte US)

 • Automation is here to stay…but what about your 
workforce?: Preparing your organization for the 
new worker ecosystem (Deloitte US)

 • On the board’s agenda | US: Board oversight of 
algorithmic risk (Deloitte US)

 • On the board’s agenda | US: Managing brand 
risk in an age of social media (Deloitte US)

 • On the board’s agenda | US: The role of the 
board in an age of exponential change (Deloitte 
US)

 • On the board’s agenda | US: Winning with 
digital: What boards need to know about digital 
transformation (Deloitte US)

 • Patterns of Disruption: Anticipating disruptive 
strategies in a world of unicorns, black swans, 
and exponentials (Deloitte US)
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GRCサービスとは

GRC は持続的成長を支える経営テーマである Governance,	Risk	and	Compliance を包括的に捉えた概念です。デロ
イト	トーマツ	グループでは、持続的な成長を果たすためのグローバルでの「組織化」に向けて、企業グループが
抱える問題を根本的に解決するための道筋を提案します。

デロイト	トーマツ	グループは、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コンサルティング、ファイナンシャル
アドバイザリー、税務、法務等の総合力と全世界 150 を超える国のメンバーファームのネットワークを通じ、日本
国内のみならず海外においても、一貫した高品質なサービスを提供しています。

机上のあるべき論ではなく、現場の業務に導入されるまでのサポートを前提とした実効性のある施策の検討を実施
します。

様々な専門性を要するテーマへの対応をワンファームで実施することで、円滑かつ効率的な連携によりサービスを
提供します。

グローバルネットワークを活かし、各国に精通した現地メンバーの参画により、デスクリサーチで得られる情報に
留まらない、現地の活きた情報をベースに支援します。

日本と現地メンバーの混合体制で総合的支援をワンファームで実施することで、日本本社からのコントロールと、
現地での効率的運営の双方の観点でのサポートを提供します。

　※	デロイト	トーマツ	グループ	 	
日本で最大級の総合プロフェッショナルファーム。有限責任監査法人トーマツ、デロイト	トーマツ	コンサルティ
ング合同会社、デロイト	トーマツ	ファイナンシャルアドバイザリー合同会社、デロイト	トーマツ税理士法人
などを含みます。	
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お問い合わせ先
有限責任監査法人トーマツ
GRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス）事務局

E-mail：grcjapan@tohmatsu.co.jp
URL：http://www.deloitte.com/jp/corpgov

連絡先
北爪��雅彦
パートナー
Tel：090-1772-6785
E-mail：masahiko.kitazume@tohmatsu.co.jp

松下��欣親
パートナー
Tel：090-9100-2687
E-mail：yoshichika.matsushita@tohmatsu.co.jp

神野��敬司
マネジャー
Tel：090-6547-8763
E-mail：keiji.kono@tohmatsu.co.jp

杉山��雅彦
パートナー
Tel：090-9809-6885
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山内��達夫
シニアマネジャー
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E-mail：tatsuo.yamauchi@tohmatsu.co.jp

中山��美穂子
マネジャー
Tel：080-4601-0537
E-mail：mihoko.nakayama@tohmatsu.co.jp

有限責任監査法人トーマツ�GRC 事務局



デロイト トーマツ グループは日本におけるデロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国の法令に基づく保証
有限責任会社）のメンバーファームであるデロイト トーマツ合同会社およびそのグループ法人（有限責任監査
法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザ
リー合同会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT 弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリュー
ション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グループは日本で最大級のビジネスプロフェッショ
ナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、
コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約 40 都市
に約 11,000 名の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト 
トーマツ グループ Web サイト（www.deloitte.com/jp）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、英国の法令に基づく保証有限責任会社であるデロイト トウシュ トーマツ リミテッ
ド（“DTTL”）ならびにそのネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびその関係会社のひとつまたは
複数を指します。DTTL および各メンバーファームはそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。DTTL（また
は “Deloitte Global”）はクライアントへのサービス提供を行いません。Deloitte のメンバーファームによる
グローバルネットワークの詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリーサービス、リ
スクアドバイザリー、税務およびこれらに関連するサービスを、さまざまな業種にわたる上場・非上場のクラ
イアントに提供しています。全世界 150 を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じ、デロイ
トは、高度に複合化されたビジネスに取り組むクライアントに向けて、深い洞察に基づき、世界最高水準の
陣 容をもって高品 質 な サービスを Fortune Global 500® の 8 割の 企 業に提 供しています。“Making an 
impact that matters” を自らの 使 命とするデロイトの 約 245,000 名の専 門 家については、Facebook、
LinkedIn、Twitter もご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に
具体的に適用される個別の事情に対応するものではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連
する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案に適用する
ためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資
料の記載のみに依拠して意思決定・行動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家
にご相談ください。
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