
デジタルテクノロジーは非常に手頃なものになっ
た。新しいビジネスモデルや、これまでに存在しな
い新たなチャンスを追求するために、人々は学習に
時間をかけることなくデジタルテクノロジーを活用で
きる。また、その影響は、産業、地理、文化、そし
て民族間の境界を超えている。私たちは生活の中で
デジタルテクノロジーを使ってスケジュールを作成し、
友人や家族とのつながりを持ちながらプライベート生
活を楽しんでいる。ビジネスの分野では、個人の能
力を拡張させてくれるとともに、産業やビジネスモデ

ルの垣根を取り除いてくれている。社会においては、
デジタルにより政府の役割は全面的に見直しを迫ら
れ、文化的規範が再定義されている。
しかし、デジタルとは正確には何なのか。デジタ
ルの可能性を示すために誇張して使われている表現
や説明とどう合わせていけばよいのか。企業の経営
者にとって、デジタルはあらゆる破壊的な技術革新と
新しいビジネスを促進するための戦略の総称となって
いる。一方、IT部門では、CIOとそのチームが特定の
テクノロジーに関してのみをデジタルと定義している。

デジタルトランスフォーメーションは、ビジネスおよびテクノロジーの戦略家に
とってスローガンのようなものになりつつある。このデジタルトランスフォー
メーションの活動を将来のあるべき姿とマッピングすることができれば、破壊

的な変化に対して圧倒的に優位な立場に立てると考えられる。しかしながら、多く
のケースにおいて、企業は特定の技術にフォーカスしてしまっているのが実情である。
そのため先進的な組織は、デジタルトランスフォーメーションを促進するために、テ
クノロジーと新しいビジネス機会の「カタリスト」（触媒）を融合させることに取組ん
でいる。例えば、新しいエコシステム環境と将来の仕事を融合させるといったことで
ある。それは何故なのか。その理由は、デジタルトランスフォーメーションへの取組
みを支えるテクノロジーは、それ単独では真価が発揮されないためである。デジタ
ルテクノロジーはサイエンスおよびビジネスにおけるトレンドと相互に作用し合いな
がら、思いもよらなかったような結果を生み出していくのである。物理、社会、科学
とビジネスとの交錯点から生まれるチャンスを見出し、それを利用するための体系的
なアプローチを開発することは、デジタルトランスフォーメーションを理解し、具体化
し、活用可能にするための重要な第一歩となる。現在、まさにデジタルフロンティ
ア時代を超える活動に着手できる時が来たのである。

「デジタルフロンティアを超えて 
次のステージへ」
デジタルトランスフォーメーションを紐解く
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「Tech Trends 2019」の最後の章では、誤解される
ことの多い用語の定義を行っていきたいと思う。
まずは、デジタルという言葉から始めてみよう。

2010年代初頭に、モバイル、ソーシャル、Webの進
化に関する新たなチャネルの総称として使われてき
た。その結果、デジタルという言葉は技術者を悩ま
せた。何故ならモバイルアプリの開発、ソーシャルリ
スニング、そしてクラウドさえもがデジタルの総称の
中に組み込まれることとなったからである。しかし、
デジタルに精通した組織は、そのような事象がデジタ
ルの真の価値を覆い隠していることに気づいていた。
彼らは、新しいテクノロジーの活用こそがビジネスそ
のものを再構築させることができるととらえていたの
である。
今日、我々はビジネス上でデジタル技術を活用し

た競争優位の追求をデジタルトランスフォーメーショ
ンと呼んでいる。簡単に言えば、デジタルトランス
フォーメーションとは、将来のデジタル組織のありた
い姿を定義していくプロセスであると認識している。
通常、リーダーや戦略担当が新しい目的を定義する
ことから始まる。彼らは、一部の企業がデジタルト
ランスフォーメーションを通してどのように既存の市
場やビジネスモデルを破壊したかといった事例にし
ばしば言及する。Netflix社とレンタルビデオ市場、
Amazon社と書籍販売市場や小売ビジネス、Airbnb
社とホテル市場などはまさにその一例である。基調
講演の中では、これらの事例は非常に効果的なよう
である。しかしながら、デジタルトランスフォーメーショ
ンは、将来を俯瞰しながらも地に足の着いたもので
あるべきと考える。個々の事業の組織やプロセスの
再設計、または特定の製品や顧客のためのビジネス
機会の創出ができれば、長期的な競争力を直ちに改

善できる可能性があるからである。絞り込んだ特定
の戦略を迅速かつ着実に市場に投じることで、組織
は最終的な目標を達成することができるのである。
デジタルトランスフォーメーションには包括的かつ
会社全体にまたがる壮大なビジョンが必須であるとい
う誤った考えは、テクノロジーリーダーの間で多くの
論争を引き起こすこととなった。デロイトの「Global 
CIO Survey 2018」では、1,400人のエグゼクティブ
の内3分の1程度しかエンタープライズデジタル戦略を
採用していないと報告している。1

さらに、デジタル戦略を実行している人々の多く
は最小限の進歩に留まっているとコメントしている。
MITスローンマネジメントレビューとデロイトは、世
界中の4,300人の管理職と経営幹部を対象に、彼ら
のデジタル変革の状況について調査を行った。結果、
回答者の30％だけが、自社のデジタル変革は「成熟
している」と述べた。残りは、自社の努力が「初期」
または「発展」段階にあると述べた。2

しかし、希望はまだある。適切なアプローチに
沿って壮大なビジョンを整理しながら具体化してい
けば、組織はデジタル製品とサービスを迅速かつ大
規模に市場に投入しながらデジタルトランスフォー
メーションに注力することができる。そうした活動
は時間が経つにつれて、良い結果をもたらすこと
が多く、最終的に会社全体に影響を与えていくだろ
う。まさにこのようなアプローチが「Tech Trends 
2019」で示したいデジタル変革の成功ストーリーで
ある。Walmart社が行っているスタートアップ3のよ
うな投資から、Maersk社による新しいデジタルバッ
クボーンの開発4、Anthem社によるプラットフォー
ムベースのAIエンジンへの移行5などはその一例で
ある。規模が異なる組織や世界中のさまざまな業界
でも、同様の効果をもたらすと考える。

デジタルトランスフォーメーションの議論は、しば
しばテクノロジーとともに始まり、テクノロジーとと
もに終わる。しかしながら、新たなテクノロジーが
デジタルトランスフォーメーション戦略の重要な役割
を担うとはいえ、それだけを中心に議論を進めるべ
きではなく、ほかにも考えるべき重要な要素を含め
るべきである。具体的には、我々が「Tech Trends 

市場参入を加速させる 
カタリスト（触媒）

デロイトのGlobal CIO Survey 
2018では、3分の1程度しかエ
ンタープライズデジタル戦略を採
用していないと報告している。

of Deloitte’s 2018 global 
CIO survey respondents 
reported having an 
enterprise digital strategy.   
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デジタルトランスフォーメーション・ネットワーク
図 1
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2019」で注目してきた組織が持つ共通の特性として、
新たなビジネス機会を探求することとテクノロジーの
進歩を融合させることである。Pfizer社は財務組織6、
Cargill社はIT機能7、Nationwide社はマーケティング
ミッション8に対してこのような取組みを行っている。
ここでは、デジタルトランスフォーメーションという
文脈から、新たなビジネス機会の探求を加速させる
ために用いられるテクノロジーの優位性について述
べる。このようなテクノロジーカタリストは、まるで
化合物のように反応を増幅させ、進化を加速させる。
以下に挙げる7つのデジタルトランスフォーメーション
を加速させるカタリストが、ビジネス機会の探求に寄
与するだろう。

• コネクティビティ：従来のプレイヤと新興のプレイ
ヤの間で発展するエコシステム、競争や市場力学
のつながりを考える。協働や競争の洗練されたモ
デルを通じて、新たな業界、分野、機能、部門、
市場セグメントを横断したさまざまなプレイヤを連
携させ、既存の枠組みにとらわれないボーダーレ
スなコンセプトを探していく。

• エクスペリエンスイノベーション：エクスペリエン
スイノベーションは、人間の経験や感性を中心に
考えるアプローチをとりながら、既存顧客や見込
顧客、既存社員や新入社員、ビジネスパートナー、
市民までをも含む、あらゆるステークホルダーが
積み上げた経験を再設計することを可能にする。

• サイバーセキュリティ：セキュリティやプライバシー
に対する最新の取組みは、新たな機会の探求にど
のように寄与するだろうか。サイバーセキュリティ
のカタリストは、新たな資産の開発、古い資産の
再活用、信頼の増加などに貢献する。サイバーセ
キュリティに対する取組みは、潜在的な知的財産
や顧客および従業員情報の保護、リスクプロファイ

ルに対する脅威や変化を検出するメカニズムの配
備および問題が発生した場合の迅速な反応なども
含まれる。

• リスク：リスクのカタリストは、外部規制や発展す
る法律を理解し、潜在的な変化に対して方向性を
提示することに貢献する。これは、シナリオ計画の
探求、業務および財務リスクへの戦略的対応、地
政学的な安定性やマクロ経済の発展なども含む。
リスクへのアプローチが投資の倫理的かつ社会的
な影響や変革における優先度の検討を深める。

• リアルタイムデータインテリジェンス：戦略に焦点
を当てた組織は、データを新しい世界における本
質的な価値ドライバとして考えている。データ連携
により、拡散したデータソースやデータの流れを即
時に分析することができ、組織に大きな競争優位
性を与える。さらに、質の高い洞察を組織の内外
へ途切れることなくインプットすることができる。

• 自動化：人間と機械との境界が曖昧になるにつれ
て、組織はデジタルトランスフォーメーション後に
どの仕事や能力が本当に必要になるかを再評価す
べきである。また、望む結果に辿り着くためには、
ほかにオプションがないかを見極める必要がある。
自動化は、業務を進歩させ、根本的な変革をもた
らすと同時に、ますます重要なオプションとなって
きている。

• 革新的技術：ある意味では、この最後のカタリス
トは、「Tech Trends 2019」で議論してきたすべ
ての拠り所とも言える。企業が変革を求め、革新
的技術を用いるためのロードマップを作成するこ
とは、情報テクノロジー、オペレーションテクノロ
ジー、製品テクノロジーの間に長きに亘って存在し
てきた隔たりを取り除く良い機会である。同時に、
これらの3つの領域は、企業のデジタルの屋台骨と
して革新的技術を包含している。
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テクノロジー展望

ここからはテクノロジートレンドに関するレポートと
して、革新的なテクノロジーカタリストを深掘りして
いく。デジタルトランスフォーメーション戦略は、今
日、近未来、そして将来に起こる可能性など時代
の枠を超えて幅広く検討していくべきである。「Tech 
Trends」では、常に「horizon 1.5」と呼ばれるスイー
トスポット、つまり先の18ヶ月から24ヶ月に成熟する
と見られるテクノロジーとビジネス機会に焦点を当て
てきた。これらのイノベーションは疑いなく重要であ
るが、適切な文脈がなければ、ただ眼を引く事柄の
羅列のように見えてしまう。第１章では、過去、現在、
未来におけるテクノロジー基盤に関する我々の考察
を提供した。9デジタルトランスフォーメーションにおい
てテクノロジーが担う基本的役割も重要ではあるが、
それは文脈全体の一部に他ならないということであ
る。ほかのパートでは、研究や科学、応用技術にて
実践されているテクノロジーの進歩を説明した。我々
は、これらの取組みがいつ実を結ぶかについては知
ることはできないが、重大な影響を及ぼすこと自体
は容易に想像できる。
第１章で述べたテクノロジーの潜在能力とその相
対的な影響範囲は、整理が必要であり、テクノロジー
の展望に関する統一された見解も必要とされてきて
いる。図1は、完全でもなければ、絶対的な真理で
もない。事例やシナリオによって、実現のタイミング
は大きく変わり得るためである。しかしながら、未解
明の事象が無限に広がる世界において、既知のテク
ノロジーとカタリストの情報を入手することは、将来
展望の具体化、投資の集中、明日への道筋を描くこ
とに大きく貢献する。トレンドやテクノロジー、カタリ
ストの一覧は、成功のための方法論ではないが、本
レポートで議論してきたテクノロジーやトレンドのよう
に、重要かつ理解可能なものである。デジタルフロ
ンティアの先を見通すためには、現在と未来の両方
に対する幅広い考察が必要である。

変革のための戦略

既に変革の舞台はセットされ、進むべき方向は明
確である。次のステップとして何をすべきか。先進企

業はデジタルトランスフォーメーションを実現するため
に、再現可能で統制のとれたアプローチを採用して
いる。ゴールは、見せかけの概念実証やまとまりの
ないデジタル活動を羅列することではなく、新しい機
会を呼び起こし、新しいオファリングを速やかに展開
し、かつ大規模に市場へ参入していくことである。そ
の過程の中で、未来を想像、設計&検証、そして実
行するために必要となる基礎を築いていくのである。

• 想像：初めのステップは、正しく焦点を絞り、迅速
に目標を設定し、成果物のロードマップを作成して
成功への道筋を明確にすることである。このプロセ
スでは、市場動向を分析し、取組みがどのような
価値があるかの仮説を定義する。この価値は、ビ
ジネスのやり方を改善することから、ビジネスの考
え方やモデルを根本的に見直すことまで幅広い領
域で存在する。次に大事なことは既存市場で提供
したものに価値を結び付けることである。数日間
の繰り返し作業を通して企業に「アジャイル文化」
を導入し新しい働き方を実現する。さらに、カスタ
マジャーニーやペルソナ等から新しいアイデアの創
出、新しい技術を紹介するためのラボも実現してい
く。このステップで作成されたロードマップを活用
し、独立して動いているパイロットプロジェクトを
企業横断で統一した大きな目標へ向かうものとし
て整理し全体に示す。また、企業のデジタルトラン
スフォーメーションを構想する際に、将来の新しい
技術は企業活動にどのような影響を与えるかを考
慮することも重要である。（「グループループと仕事
の未来像」を参照）

• 検証：次のステップは、初期段階にあるコンセプ
トが正しいことを証明し、初期のアイデアをテスト、
見直し、再評価して市場で検証することである。そ
のためには、顧客や社員の民族的なニーズを分析
し、アイデアから製品に落とし込むことが大事であ
る。このステージでは、二つの構成要素が重要と
なる。一つは新しいテクノロジーを迅速に生み出し
ていくデジタルファクトリー、もう一つは再設計し
た提案をするために、既存のコアシステム、データ、
インターフェース、オペレーションなどを取り纏め
るデジタルチームである。

• 実行：いくつかのデジタル施策がデジタルトランス
フォーメーションの最も重要な側面の一つを見逃し
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ている。どのように規模を拡大しアイデアを普及さ
せていくかという点である。我々が「サーバレスの
世界」の章で調査内容を紹介したが、自律的でプ
ラットフォーム的なアーキテクチャを新しいソリュー
ションに埋め込むことが最初のステップとして重要
である。10すなわち、継続的に規模の拡大を追求す
るためには、製品の規模やデジタルトランスフォー
メーションのすべての活動に関する共通基準の策
定が重要になる。このような基準を策定することで、
デジタルトランスフォーメーションにかかわるすべて
のチームが共通言語を使用することができ、チーム
間連携の効率性を向上することができる。ただし、
ロードマップを拡大する際や新しいチームを立ち上
げる際には、共通基準や標準アプローチを強化し

続けなければならない。そうしなければ、アジャ
イル設計&開発の取組み全体に亘って、アーキテク
チャおよびプラットフォームの整合性を維持するこ
とが難しくなってしまうからである。

何より重要なことは、この活動を迅速に実行し、
可能な限り早いタイミングで市場に参入していくこと
である。ロードマップが拡大するにつれて、より多く
のテクノロジーが部門をまたぎ、文化も変えながら
「想像・設計&検証・実行」のフレームワークを採
用することとなる。この活動は、単に活動を実行して
いくことに留まらず、ビジネス、オペレーション、顧
客モデルにデジタルマインドセットを埋め込んでいくこ
とが求められる。
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グループループと仕事の未来像

会社の将来に向けたデジタルトランスフォーメーションの役割について議論をする際には、労働者やその人
材要件に与える影響についても検討する必要がある。ロボティクス、AIならびに機械学習の時代に人間がど
のような役割を果たせるのかが大きな議論を呼んでいる。企業がデジタルフロンティアの先を見越した活動
をしていくためには、個人やグループが果たす役割はこれまでと同様に重要な位置づけを担う。

「Deloitte Review」にも述べたように、コグニティブテクノロジーが人間を置き換えるのではなく、補完す
ることで最も効果を得ることができる。11 Airbus社や日産自動車は、工場の従業員と協働作業するロボット、
つまり「コーボット」をどのように効率的に使用するかを検討している。12 Amazon社では10万台のロボット
が稼働しており、13その結果、休日の労働者向けトレーニングは2日以内に短縮された。14

また、コグニティブツールによっては、人間の監視を必要とするものもある。つまり、AIのソリューションを考案、
実装、検証する必要性が広がるにつれて、人間の関与がより複雑かつ重要になってきている。デロイトが調
査した「2018 Global Human Capital Trends」では、AI、自動化やロボティクスへの関心が高まっており、
問題解決（63％）、認知能力（55％）、ソーシャルスキル（52％）およびプロセススキル（54％）のような
人間が担うスキルへのニーズが非常に高くなると予想している。技術的なスキルに対する需要も高まる一方、
機械を製造、設置および保守するスキルは、従業員に課せられるスキルのごく一部に過ぎないようである。15

自動化から業務の再設計へと焦点が移るにつれて、業務を行うために機械と人間それぞれの特性と能力を
理解することがより重要になるであろう。多くの企業は、業務の仕組みの再考、労働者の再教育や組織改革
を実践することで「人間をループに入れる」ための活動を実施している。その目的は、単純な繰返し作業を
排除してコストを削減することだけでなく、顧客に価値を提供し、従業員に有意義な仕事を提供することで
ある。

「Deloitte Review」のインタビューによると、MITのCenter for Collective Intelligenceの創始者である
Thomas W. Maloneは、「人間をループに入れる」ということは、コンピュータにすべての業務を任せるとい
う意味ではないと述べている。歴史的にも、企業、軍隊、家族など、グループで働くことが重要視されてきた。
そのため、「人間をループに入れる」というコンセプトからスタートするのではなく、「人間のグループ」に「コ
ンピュータを追加する」方が良いと考えられている。そうすることで、専門的な業務はコンピュータに任せて、
人間は一般的な知識を活用しながらそのほかの業務を行うことができる。つまり、「人間をループに入れる」
のではなく、「コンピュータをグループに入れる」ことが大切である。16
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現在、Uber社のような乗車サービス
企業はネットワークオーケストレータ
として、サービス対象となる人々を
サービス提供側の人々と結びつけてい

る。また、近い将来、広範なサービスプロバイダか
ら交通情報を集約し分析するアプリケーションを通じ
て、利用者がポイントAからポイントBに移動するため
の選択肢を個別にアドバイスすることになるだろう。
例えば、モビリティアドバイザーアプリケーションで友
人、隣人、もしくはソーシャルメディアを介してつな
がっている人々の間の情報を共有することができる。
または、自動車、自転車、スクーターの共有サービ
ス、もしくは公共交通機関情報を統合したロケーショ
ンサービス、価格設定およびスケジューリング機能を
提供することもできる。
これらを含む多くのシナリオはモビリティが成立し
た未来の予測図となる。そして、デジタルトランス
フォーメーションがその未来において重要な役割を果
たすであろう。17今後より多くの組織がデジタルモビリ
ティインフラの設立、自動運転技術の開発とテストお
よび車内エクスペリエンスの再設計などを行うことに
伴い、新たに登場するインテグレータが自動運転車
やそのほかの交通手段をつなぎ合わせて最終消費者
にサービスを届けるようになると思われる。近い将来、
モビリティアドバイザーアプリケーションは、顧客に
シームレスなインターモーダル（複数の輸送機関の
組合わせ）の体験を提供し、より効率的な目的地へ
のアクセス、快適な乗車体験、スムーズな支払いプ
ロセス、そして全体として満足の高い顧客サービスを
提供することができる。これらのアドバイザーアプリ
ケーションは、顧客の嗜好、交通状況データおよび
そのほかの状況を考慮した上で、最も便利で費用対
効果の高いモビリティプラン（カーシェアリング、鉄道、
自転車またはそれらの組合わせなど）を提供できる。
モビリティ管理には、顧客と資産所有者の両方を
対象とするという特徴があり、それぞれに向けた役割
は異なるが、一つの企業が両方の役割を担うことが
できる。顧客はモビリティアドバイザーと直接やりと

りしながら、移動計画の立案、交通状況を考慮した
経路の見直し、支払い処理など、アドバイザーアプリ
ケーション機能を活用し、個別にカスタマイズされた
経験をすることができる。コンシューマビジネスのデー
タ（例えば、会場の情報や企業活動の情報など）を
収集するさまざまなテクノロジー企業が、モビリティ
管理企業やエンドコンシューマ企業と協力し、ユーザ
エクスペリエンスを向上させることができる。ソーシャ
ルネットワークは、消費者の好みに合った提案をす
ることにより独自のサービスを構築し、ユーザエクス
ペリエンスをさらに向上させることができる。そして、
ナビゲーションプロバイダは、環境や気象に関わる企
業から取得したデータを活用して交通経路を最適化
しようとしている。
このようなモビリティの未来を実現するためには企
業は次のことを実現しなければならない。

• モビリティデータ収集：モビリティデータ収集によ
り、顧客に対する最適なルートの提案が可能にな
り、大量の情報を安全かつ確実に保存し、アクセ
スすることが可能になる。例えば、センサーは交
差点の状況や渋滞状況から走行時間やCO2排出量
まであらゆる情報を収集できる。中でもユーザに
とって価値があるのは、これらの情報が統合される
ことにより、より最適なルートが提供されることで
ある。

• 予測分析：予測分析は、ユーザの好みに応じて移
動に関する提案を行うことが可能になる。ユーザ
の嗜好や習慣に加え、周囲の環境に関する膨大な
量のデータをリアルタイムでマイニングすることに
よって、エコシステム全体をシームレスに調整する。

• ユーザコントロール：この概念には直感的なカス
タマインターフェースの設計を含むが、関連アプリ
ケーションの急増により機能がユーザ間で分散する
可能性がある。

• 自動調達、車両追跡およびスマートルーティング/
スケジューリング：運送業者は、ユーザの傾向に
合わせてさまざまな車両サービスを展開し、車両

機会は目の前にある
テクノロジーとマクロ環境の融合を通じて、二つのビジネストレンドの実現方法を探そう

アドバイザーアプリケーションとモビリティの未来
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の保管管理を行い、需要と供給のバランスを図る
ことができる。18

これらを含む将来のモビリティテクノロジーは、デ
ジタルトランスフォーメーションを推進する契機とな
る。例えば、モビリティアドバイザーアプリケーショ
ンは、高度な連結機能によってリアルタイム対応が可
能な交通ネットワークを構築する。異なるデータソー
スから収集されたリアルタイムベースのデータ分析
はモビリティシステムの生命線として機能する。そし
て、当然ではあるが、ユーザのデータ量が劇的に増
加することに伴い、モビリティネットワークにおける
ベンダとユーザ間の境界線を引き直さなければなら
ない。そのためにはサイバーセキュリティへの新しい
アプローチが重要になる。高度にパーソナライズされ
たユーザインターフェースと双方向で働くデジタル機
能により、個々のユーザの期待に応えることができる。
例えば、あなたのモビリティアドバイザーは、あなた
の移動履歴、現在の状況（交通状況、天気）、時刻、
価格に基づいて、あなたに合った推奨ルートを提示

する。さらに小売業者と協力して、あなたの好みに
基づいて途中でお店に立ち寄ることを提案し、ター
ゲット広告やクーポンを提供する。（「お気に入りの喫
茶店までたった3分の迂回です。500円のクーポンも
配布しています。寄り道しますか。」）といった具合に。
今後2年から5年の期間で、リアルタイムの供給（バ

ス、乗用車、自転車）を需要（消費者）に合わせ
るためにエッジコンピューティングが非常に重要にな
ると考えられている。モビリティアドバイザーがデー
タを収集し予測分析を行い、優れたサービスをより
短時間で提供することによって、ネットワーク全体を
より効率的に管理できるようになるだろう。顔認識お
よびバイオメトリクスにより、さまざまな交通機関間
でシームレスな発券および無人のシェアリングカーへ
のアクセスが可能になる。また、スマート契約の利
用により、アドバイザーのプラットフォーム上のさまざ
まなモビリティプロバイダ（鉄道事業者、eスクーター
サービス、乗車手配プロバイダなど）との関係を築き、
参加や支払のための各種契約条件を設定することが
できる。19

ヘルスケア業界において、将来に向
けたビジョンを持った企業がデジタル
トランスフォーメーション戦略によりテ
クノロジーフロンティアの時代を超え

ようとしている良例がある。
多くの患者は、治療を受ける際同じような課題や
悩みに直面する。治療の予約、煩わしい登録手続き、
不十分なケア、分かりにくい治療計画 - これらと同様
の非効率なケースは多々あり、患者が経験する治療
はまるで障害物競走のようである。このような非効率
性を助長しているのは、患者へのサービスを提供す
るために必要なリソース（人および資源）が十分に
管理されていないためである。病院や診療所ではこ
れらのリソース管理に関する統計データが不十分であ
ることが多く、稼働率の向上、期間の短縮および看
護師の不在時間削減が難しい状況である。
医療業界は、慢性的に非効率な業務を改善し、提
供されるサービスの品質向上を目指しながらリソース

を最適化するため、デジタルトランスフォーメーション
ジャーニーに乗り出そうとしている。一部の医療サー
ビスの提供者から注目を集めているアプローチの一
つが、ケアトラフィックコントロール（CTC）プラット
フォームである。CTCプラットフォームがコグニティブ
分析を活用してオペレーションデータとパフォーマン
スデータを監視し、リスクを予測した上で改善を促す。
例えば、病床の混雑度を予測し、現場の医師が退院
の優先順位を検討するための情報を提供する。

CTCプラットフォームは、ホテルや航空会社で使用
されている最先端の仕組みを採用している。その仕
組み上でデータボリュームを増やしながら不確定要
素を低減させ、データを継続的に監視しリソースのフ
ローと稼働率を最適化する。重要なことは、CTCシ
ステムは患者の診察前、診察中、さらに診察後でオ
ペレーションに齟齬を来さないよう、常に変動要素を
調節していることにある。
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• 訪問前：医師が遠隔医療システムを使用し患者へ
のケアを実施することで、患者が病院へ訪問する
回数を減らすことができるようになる。
患者は、質問票に記入することで、医師との面
会が必要であるか否か判断することができる。看
護師は、質問結果に基づき、問題解決のための対
応に注力することができる。もし患者が医師との面
会を必要とする場合には、医師はすでに質問票に
ある多くの情報を持っているため、面会に要する時
間を削減することができる。
一方で、一部の患者、特に移動するために車椅
子や車、ストレッチャーを必要とする患者、常に介
助を必要とする患者については、移動手段の問題
により病院へ来診することができないこともある。
CTCシステムを利用すると、好きなタイミングで診
療予約し予約時間に応じて移動手段を調整し、ま
たワークフロー上で承認・ケア調整・請求などの
処理をすることもできる。

• 訪問中：患者が一度登録されると、患者の携帯電
話に搭載されたセンサーによって作動する道順案
内アプリケーションが受付から検査室、ラボ、そし
て車に戻るまでの道のりをガイドしてくれる。その
際、病院側が重要な手術を実施する場合、患者が
医療施設内のどこにいるかの位置情報を使用する
かもしれない。例えば、患者が駐車場に入ったこ
とをシステムが認識した時、薬局に薬剤のキットを
準備するよう指示すれば、医師の作業停止時間と
患者の待機時間を削減することができる。
一部の患者は、単に血液検査や画像診断など

の必要な処置を受けなかったために、予定以上の
滞在となってしまうかもしれない。CTCシステムは、

テキストメッセージやほかの手段を用いて、患者が
間もなく退院することを医師および管理者に通知
し、注意を促すこともできる。
インフルエンザの季節には、病院の救急部門は
治療を求めている患者で埋め尽くされる。公的な
衛生データやオンライン検索などによる第三者の
データソースを活用した高度な分析からインフルエ
ンザ発生数の急増を予測し、治療の緊急性を見極
め、退院または医療施設間での移動を効率的に実
施し、患者の増加に対応することができる。

• 訪問後：良い治療結果を得るためには、患者が治
療計画に従ってくれるかどうかが重要であるが、い
くつかの治療法は複雑で患者がその通りに実施す
ることが難しい場合がある。しかし近い将来、医
師は処方分析を用いて、各患者の個々のリスク傾
向（病歴や社会的要因など）を分析し、担当する
患者が退院後の治療計画を個人で実践することが
難しいかどうかを判断できるようになるだろう。こ
ういったリスクを抱えている人々のために、医師は
患者をより詳細にフォローすること、リスクを軽減
するために治療計画を個人別に最適化すること、
または必要に応じて関与することができるように
なる。これにはいくつかの技術が必要になる。医
療計画のナビゲーションツールは、患者が治療過
程を飛ばしてしまった時に警告を発することができ
る。モバイルアプリケーションを用いたこれらツー
ルは、チャットボットなどを通じて患者が治療過程
を飛ばしてしまった理由を特定し、さらにそこから
今後どのように治療を受ければよいのかガイダン
スを提供し、患者を正しい治療計画に導いていく
のである。20
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さあ、はじめよう
より素早く、より大胆に、デジタルという概念を単なる知識から実際の投資へと移行する必要があることは明らか
である。しかし、戦略的に急を要するにもかかわらず、デジタルトランスフォーメーションへの取組みはさまざま
な要因により勢いが失速しがちである。多くの組織は、自らが設定したデジタルアジェンダに対し実行できる自信
がないからである。MIT/デロイト共同の調査によると、回答者はデジタル環境での競争力に影響を与えるものの
内、最も大きな課題としてリスクの低減、絶え間ない変化がもたらす曖昧な状況、適切なテクノロジーの調達を
挙げている。21

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何をすべきだろうか。以下に挙げた態度や行動様式
が、デジタルトランスフォーメーションを成功へと導き、失敗に終わったイニシアティブとの違いを生む。

• エクスポネンシャルに考える：大胆な目標を設定しながらも着実に前に進めていく。途中で失敗した場合、
短期間でリカバリし勢いを継続するよう努める。大胆な目標は最終的にはより大きな成果につながる。

• アジャイルに実行する：自立したチームが短期間で試行を繰り返すスプリントでアイデアを生み出し試行す
る。研究開発のようにデジタルイニシアティブを扱う。アジャイルとは、単なるソフトウェアの開発手法とい
うよりもむしろ、企業の俊敏性を最大限に引き出すことができる方法を意味する。

• 異なる文化の融合により化学反応を起こす：M&A、パートナーシップ、共同出資、最先端のチームの採
用により、デザイン思考、クリエイティブスキル、最先端テクノロジーの知見に関わるアイデアが閃いたり、
生み出したりすることができる能力を獲得する。

図 2

どう感じますか

命令

最 高 経 営 責 任 者
（CEO）は、「今すぐ変
革せよ」と指示を出し
ました。
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任者（CEO）は、デジタ
ルトランスフォーメー
ションのビジョンを持
ち、厳しい目標を設定
しました。どのように
実行しますか。

混乱
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何をすべきでしょうか。
大手テクノロジーカン
パニーが私たちの業
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す。新しく台頭した競
合企業は私たちを脅
かしますか。私たちは
どうやって自社を脅威
から守ればよいのでし
ょうか。

疲労

私たちのデジタルプロ
ジェクトは明確な方向
性と期待効果が欠け
ています。
私たちは40の組織と
60のウェブサイトを持
っていますが、それ自
体が顧客を混乱させ
ているようです。期待
効果の実現に向け、い
かにしてそれらを集約
すべきでしょうか。

サブスケール

私たちのデジタル専門
グループでは、もはや
足りません。
現在までに存在するデ
ジタル専門グループで
は、もはや十分ではあ
りません。組織横断的
なデジタル組織が必要
です。どのようにして組
織を拡大すればよいの
でしょうか。

スポットソリューション

例えば、新しいモバイ
ルアプリケーションが
必要だとしましょう。
私たちは、自分で必要
なものを知っています、
そしてそれを成し遂げ
るための支援が必要
であることも分かって
います。今は海を沸か
すような大きなスコー
プを描くのではなく、む
しろ焦点を絞って実行
していきましょう。

出所： Deloitte analysis.
Deloitte Insights | deloitte.com/insights
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• チームメンバを守る：スタートアップの企業文化には見られない官僚主義、政治、またはそのほかの妥協
などからデジタルチームを保護する。

• 刺激的な環境を構築する：ビジネスの根幹を変えるアイデアの創出は、パーティションで小さく区切ったオ
フィスや窓のない会議室では難しい。柔軟かつオープンで、コラボレーションを促進する専用のスペースを
設けることにより、最高の結果を引き出すことができる。

• 顧客を第一に考える：顧客体験で妥協してはいけない。バックオフィスおよびミドルオフィスに焦点を当て
たイニシアティブであっても、顧客の価値を高め、顧客を喜ばせることを最優先事項とする。 

• 変化し続ける：組織の習性と現状を認識する。ビジネスの最も安定した、一見不変と思われる点であって
も改革を実行すべき最有力候補となるかもしれない。新しい環境では、「こうすべきだ」と受け入れられて
いる考え方や、やり方に変更が求められる。すべてのステークホルダーに部門、チャネルを超え、マーケッ
トに対する見方を共有する。効果を最大化するためには、組織、プロセスおよび事業基盤を大きく変更さ
せることが必要になるかもしれない。

• クリエイティブにデザインする：人の経験を中心としたデザイン思考は、デジタルとビジネスにおける新た
な差別化要因であり、投資すべき領域である。

• 価値に焦点を当てる：デジタルの明るい面にのみに気を取られないように注意する。収益性や数値目標を
重視すべきである。デジタルトランスフォーメーションは、その効果を測定することや管理することが不可能
であるという考えを捨て、目に見える測定可能な成果を出すものであるととらえるべきである。

• リーダーシップを発揮する：経営層は、ビジョンと戦略を打ち立て、マネジメント、コミュニケーションを
実践すべきである。さらに、チームが意思決定をしやすいように環境を整備し、経験を積ませ、十分な権
限も与えるべきである。必要に応じて失敗から学ぶ経験をさせることも必要となる。

デジタルトランスフォーメーションへの準備が整い次第、IT部門とビジネス部門が協業し、自社とエコシステム全
体でどのようなテクノロジーが必要かどうかを決定すべきである。IT部門は、リスクを最小化したとしても、テク
ノロジーについて意思決定を行い、イノベーティブなアイデアを実行に移すことが可能であると認識する必要が
ある。同様にテクノロジーに精通した専門家は、前のめりになった社内ステークホルダーがシステムのライセン
ス契約を結ぶ前に、自社の基幹システムで新しいテクノロジーをサポートできるかどうかを確認する必要がある。
新しい明日を思い描くだけでは不十分であり、今日の現実から一歩一歩前進しなければならない。

要点
デジタルの未来を描くことは、些細な取組みではない。しかし、もしあなたが新しいテクノロ
ジーに注目し、それらを評価し、テクノロジー以外のものも視野に入れながら大胆かつ明確
な目標を設定すれば、これまで手が届かなかったものを手中に収めることができるかもしれ
ない。そうすれば自信を持ってデジタルに取組むことができ、デジタルフロンティアのさらに
その先にあるステージも視野に入ってくるだろう。
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日本においてもデジタル化の動きはここ数年で加
速している。巷にはデジタル関連の情報があふれ、
タイトルであるデジタルトランスフォーメーション（以
後「DX」）という言葉が普段から違和感なく使われて
いる。では、デジタル化の動きが加速している中で、
日本企業は本当にDXをうまく進められているのであ
ろうか。自分たちの状況をどのようにとらえているか、
いくつかの指標を見ていくところから始めよう。
まず、DXの着手という観点で見ると、63％の日本
企業が何らかの活動に着手しており、76％の企業が
着手済みまたは着手予定と答えている（図1）。数年
前にはその言葉さえ聞かなかったことを考えると意識
の高まりがうかがえる。次に、その取組みの進捗状
況を見てみると、少なくとも欧米企業に対して遅れて
いると考える企業が80％超と大多数を占める（図2）。
着手はしたが進捗は決して順調ではなく、期待するよ
うな結果は出せていないようである。最後に、どのよ
うな点を課題ととらえているのであろうか。回答を見
ると、経営者は投資コスト判断や人材不足に課題が
あると感じている一方、現場では左記の点に加えて
DXのビジョンや戦略の欠如、新しい業務プロセスの
設計や実行力不足も課題に挙げている（図3）。両者
の課題を組み合わせ、検討ステップに置き直してみる
と、DXの動きに着手し始めたが、①アイデアを含む、
DXの方向性やビジョンの欠如、②検討人材と体制の
不足および③投資コストの判断ができないという3点
が大きな課題としてとらえられている。そのため、こ
こからは日本企業の特性を踏まえ、その課題の原因
や対応策について言及する。

1つ目の課題は、方向性やビジョンの欠如である。
DXをやろうと着手したのはよいが、何を目指すのか、
どのようにやればよいのかが明確ではないということ
である。実際、デロイトにも「自社のメンバから面白
いアイデアが生まれてこない」、「組織を起こしても自
社で革新的なアイデアが創出されない」といった問
い合わせが多く寄せられる。
では、何故そのような現象が起きているのであろう
か。原因はいくつか考えられるが、アイデア創出の環
境設計が1つの原因に挙げられる。日本企業の多く
は、デジタルの推進部門や各機能部門などの限定さ

れた部署の固定メンバのみで検討を進めているケー
スが多い。まさに日本企業的な「自前主義」的な
思想で、まずは自分たちのわかる範囲の中でのみ対
応を試みるのである。結果として、新たな視点や切
り口がもたらされず、既存業務の改善に留まってしま
うことが多いと思われる。さらに日本人は何事も自
分で生み出そうと考える「生真面目さ」があるため、
あまり外の意見を重視しない。他社事例などを素直
に理解しアイデアをまねる、他社のアイデアを組み合
わせて考えることは非常に有益であるが、特に自分
たちに関連がない業界の情報は参考にしない傾向が
ある。そのようなアイデア創出の環境が、単一的な
視点での見解に留まらせ、ステークホルダー全体を
満たすようなアイデアや戦略の策定を妨げているよう
に思われる。
もちろん、本文にもあるように、会社全体にまたが

る壮大なビジョンが必須と言うつもりはないが、網羅
的に検討を進めた上で特定のビジョンや戦略に落とし
込まなければ、抜け漏れが増え説得力もなくなる。
デロイトでは、これらの課題を改善するために下
記のようなワークショップを開催してアイデア創出を
支援している。参加者から非常に高い評価を得てい
ることからも、これらの環境設定が重要なことがうか
がえる。

• 体感してイメージをふくらませる
• 動画やデモを通じて最新のデジタル技術を
体験することにより、創造力を刺激し、DXを
実現した将来の姿をよりリアルにイメージす
ることで新たなアイデア創出を促す。

• 異業種や他社事例の共有
• アイデアは意外なところから創出されること
も多いため、あえて普段触れることのない異
業種や他社事例を積極的に共有し、いつも
と異なる刺激を与える。

• 領域別の専門家による情報のインプット
• 1社ではすべてを網羅することはできないた
め、領域別に強みを持つ会社を集めてより
実現性の高いアイデアやそのヒントとなる要
素を討議する。

• ステークホルダー別のアイデア創出と価値の評
価
• 仕入先、顧客、自社などの通常と異なる立
場をシミュレーションしながら、普段考えな
い視点でのアイデア創出や検証を行い、複
数のステークホルダーの価値を見出す。

① アイデアを含む、 
DXの方向性やビジョンの欠如

日本のコンサルタントの見解
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②DX推進人材の不足
2つ目の課題は、DX推進人材の不足である。DXを

推進するためには多様な能力が求められる。将来の
市場や業界の動向を想定しながら方向性を定める戦
略立案能力、デジタルを適用し新たな業務オペレー
ションを検討する業務プロセスの設計力、その技術
の実現性を見極めるためのテクノロジーの知見、そ
してこれらの関係を理解した上で関係部署をまとめ
上げるコミュニケーション力がまんべんなく求められ
る。特に日本人は「職人」的な人材を育成しているケー
スが多いため、この関係づけてまとめ上げる人材の
不足が顕著になっている。
では、どのように解決すれば良いか、大きくは2つ
の方向性で解決すべきと考える。1つ目は、チームで
の能力不足の補完である。元々そのようなすべてに
高いスキルを持てる人は一握りのため、個々の高い
スキルを持つメンバを集めて組み合わせる環境を作
ることにより、DXの課題に対応していくのである。2
つ目は、推進サポート体制の構築である。最近は「デ
ジタル戦略部」、「イノベーション推進部」といったデ
ジタル推進部門を設置するケースが増えてきたが、そ
の専門組織が施策推進だけでなく風土改革や人材発
掘にも寄与することで個人の負荷を低減することが
可能になる。ただし、組織を作ることだけに注力し
てしまい、あまり機能していないケースが多くみられ
る。また、人選が偏っており、技術に強いメンバのみ
で構成されたりするケースも多く見受けられる。その
ため、以下の点を念頭に置いた体制作りを推奨する。

• 組織の位置づけの明確化
• 施策の推進や支援がメインのミッションなの
か、それとも風土改革や広報活動がミッショ
ンなのかなど、初期に注力する役割を絞り
込むことが重要である。

• 特に日本では、この組織が立ち上がると、
ほかの部門がデジタル化に他人ごとで、任せ
きりになることも多いため、役割分担と関係
の定義がより重要になる。

• 若手とベテラン、異なる部門など多様なメンバ
の選出
• 若いメンバは、トレンドにも敏感で会社に染
まっていない分、新鮮なアイデアを生み出す
ケースも多い。一方で、社内コミュニケーショ
ンやアレンジも必要になるため、広い社内
ネットワークを持っているベテランメンバを入
れておくと若手メンバとうまく役割分担ができ
るケースが多い。

• デジタル組織リーダーへの有効な権限付与
• 現場のキーパーソンの巻き込みを進めるため
には、現業務の管理者に協力を得る必要が
あり、リーダーにほかのCxOと体制を討議で

きるような権限が必要となる。
なお、デロイトでもDXの体制構築支援を実施して

いるが、特に気になる点は、リーダーの選定である。
新しい試みのため、経験を持つ外部人材をリーダー
として過度に求める例が散見されるが、会社の文化
や外部受入風土の有無などを考慮した上で、採用の
意思決定をする必要がある。外部メンバは新しい文
化をもたらすことができる貴重な存在だが、会社の
風土に馴染めないと孤立してしまう例も多くある。ま
た、デジタルリーダーを担えるような人材は世の中で
も枯渇しているため、他社事例を有効に活用しなが
ら、外部一辺倒ではなく内部メンバとの組合わせで
機能を補完し合うような混合の体制を検討することを
推奨する。

③投資コストの意思決定
最後は、投資の意思決定の課題である。検討を進
めても最終的にProof of Concept（以後「概念実証」）
の実施や本格導入で投資判断ができず、推進が停滞
してしまうということである。原因は、新規技術であ
り事例も少ないため、リターンや成果が見えず、実
行の確信を持てないからである。躊躇してしまうこと
自体理解できなくはないが、そのスピード感だと欧米
諸国やアジア先進国からさらなる遅れを来たす危険
性が高い。特に日本企業は、「新しいことへのチャレ
ンジよりも失敗のリスクを重視する」、「常に最高品
質を求める」傾向が強いこともあり、効果が実感で
きないと投資判断に躊躇するケースが多いように思
われる。その意思決定の壁を克服するためには下記
のような工夫をしながら進めることが必要であると考
える。

• 概念実証の有効活用による成功体験の積み上
げ
• 検証段階とはいえ、システムやツールが部分
的に動くことを体験することは、効果をイメー
ジする上で大きな意味を持ち意思決定を促
進させる。

• 日本企業は、一度成功するとある程度イメー
ジした後の動きは速いため、概念実証文化
を根付かせることは非常に効果が高く、概念
実証センタを起こして常態化させることで成
功しているケースもある。

• やってみなはれ＋観察を重視するD-OODA方式
に意識変革
• DXは計画自体をアジャイルに見直していくた
め、PDCAでなく現場起点の機動力を向上さ
せるD-OODAプロセス（注）の方がフィット
する。この方式は、現場側でのタイムリーな
判断を可能にするとともに、大掛かりな判断
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も不要となるため推進者の納得度合が高ま
りやすい特徴がある。

• また、現場でのタイムリーな意思決定が増え
るためメンバの成長が実現しやすいのも特徴
である。

• 事例のタイムリーな把握と意思決定への活用
• 投資のリターンが測定しづらいため、他社の
事例や取組み状況をタイムリーに把握し意思
決定に活用すべきである。何故他社が注力
しているのか、それをしないことによって自
分たちにどのような影響があるかを想定する
ことにより、異なる視点での意思決定を可能
にする。

デロイトでも実行立ち上げ支援を実施している中
で、意思決定が停滞するケースをよく見るが、その中
でも既存ビジネスとの重複は判断を停滞させる1つの
要因であると感じている。もちろん上記のような形で
判断の体制や方法を工夫していくのだが、それでもボ
トルネックになり全く動かないようなケースでは、社
内ベンチャーや合弁会社の立ち上げによる既存ビジ
ネスとの切り離しを行うことも含めて案を検討してい
る。そういった複雑な状況になった場合は、コンサル

タントに限らず貴社に中立なメンバを加え、外部の事
例や方向性を参照しながら判断することを推奨する。

（注）D-OODAプロセス：Design（計画）、Observe 
（観察）、Orient（状況判断）、Decide（意思決定）、
Act（行動）の頭文字を取ったビジネスメソッド。柔
軟な判断や迅速な実行が最優先となり、市場や顧客
ニーズの変化を迅速にとらえ、多角的な検討や臨機
応変な対応を求める手法。

最後に
今後の企業の発展においてDXをうまく推進するこ

とは非常に重要な取組みの1つである。特に日本企
業は、風土改革を含めた変革を必要とする要素が
多く、この取組みの優劣が将来の企業の発展に大き
く影響を与えると考えるからである。そのため、多く
の外部の知見を取込み、アイデアを膨らませながら、
チームで人材不足を補完し合い、積極的な投資判断
が行える環境をいち早く構築してほしい。
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図 1

60％以上の日本企業で、Digital Transformation（DX）への
取組みが始まっている

出所：「日本における企業のデジタルトランスフォーメーション＆デジタルマーケティング 2018年度調査」よりDTC作成

日本企業のDXへの取組み状況

Q. DXの取組み状況は。
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図 2

欧米企業に対して遅れている（約80％）という認識が大多数を占めるが、
15％の企業では欧米企業に対して遅れていないという認識している

出所：「デジタル化の取組みに関する調査」よりDTC作成

日本企業のデジタル化への対応

Q. デジタル化の進展への対応に向けて、日本企業の取組みの状況について、
どのようにお考えですか。（一つだけ）
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3. 欧米企業に対して、遅れているとは思わない 5. よく分からない
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執筆者

渥美 文孝　シニアマネジャー

外資系ソフトウエアメーカー、外資系コンサルティング会社を経て現職。ライ
フサイエンスやコンシューマー業界を中心に、オペレーション改革を中心とし
た構想策定からシステム導入までend-to-endのコンサルティングサービスを
提供。最近はデジタル変革にまつわるプロジェクトへの関与が増加。

図 3

経営層は「投資コスト」「人材」を課題にあげる一方、 
現場では「ビジョン・戦略」「実力不足」を課題に挙げている

出所：「電通デジタル、日本企業のデジタルトランスフォーメーション調査2018年版」よりDTC作成

DX推進上の障壁に関する認識ギャップ

経営層の方が、課題と感じている割合が高い 実務責任者層の方が、課題と感じている割合が高い
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