トレンドサマリー

マクロテクノロジーフォースを多面的にとらえることで、
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マクロテクノロジーフォースの実力

過去、現在、未来におけるイノベーションの主軸を再考する

か

つてない勢いでテクノロジー起点のイノベー

たってその価値を実証してきた。これらは、実際に数

いこなす能力を備えているか否かが今後の死

礎となっている。

ションが拡大するにつれて、テクノロジーを使

多くの成功した企業戦略や新しいビジネスモデルの基

活問題となっている。今日では、各分野のリーダーが

この 10 年での破壊的な技術革新は、デジタルリア

テクノロジーをビジネス戦略上の最優先事項として掲
げることが、日常茶飯事となっている。

リティ、コグニティブテクノロジー、ブロックチェーン
である。業界全体でビジネスケースが増えており、導

入が加速している。これらの破壊的な技術革新が

新たなテクノロジートレンドによる過度な競争は、

2020 年代も引き続き新たな変革を起こすことを期待

時としてデメリットを我々にもたらすこともある。例え

している。

ば、昨今モバイルデバイスは必要不可欠である一方、

情報量が多すぎて時間を奪われ過ぎるという弊害も

ビジネスオブテクノロジー、リスク、コアモダナイ

ある。音声アシスタント機能は確かに時間を節約して

ゼーションは、基礎となるテクノロジーである。テクノ

くれるが、恐る恐る使っている人も多い。投資家は空

ロジー主導の変革とイノベーションのイニシアティブ

飛ぶタクシーに強気であるが、知識のある消費者はメ

ディアの誇大広告や現実離れした未来像に不安を抱

の重要性を維持するためには、これらの基礎テクノロ

に刺激的である一方、組織が中長期的な投資ロード

ておく必要がある。

ジーを安定的に、強力かつ持続可能な状態に整備し

いている。新たなテクノロジーがもたらす可能性は実

マップを策定する上で最大限の利益を得るためには、

これらマクロフォースの考えは、CIO、CTO、IT 部

どのようなテクノロジートレンドを追うべきか慎重に

門だけでなく、CEO を始めとする経営層や取締役、

探究する責任がある。新たな可能性の追求と、それに

事業部門のマネジメント層と会話する際に役に立つ

伴う責任を両立することは、組織にとって苦痛を伴う

であろう。世界中のラボ、スタートアップや R&D セ

大きなジレンマとなる。

ンタから生まれる新たなテクノロジーも、このマクロ

11 年にわたる調査と、ビジネス・IT 双方のグロー

フォースのフレームワークで整理する事で、よりシンプ

ジーの進展についてよりシンプルに考察することが可

小さなトレンドもマクロフォースが辿る進歩の軌跡の

バルエグゼクティブとの対話により、重要なテクノロ

ルに理解しやすくなる。これからの発展が期待される

能となっている。昨年の「Tech Trends」レポート 1

上にプロットすることができる。

では、ビジネス変革の屋台骨であり続けている 9 つ

のマクロテクノロジー、すなわちデジタルエクスペリ

今年のアップデートでは、これらのマクロフォース

エンス、アナリティクス、クラウド、デジタルリアリティ、

が企業にどのように受け入れられているかを見つめ

スオブテクノロジー、リスク、コアモダナイゼーション

えると予測されている技術トレンドがマクロフォース

クノロジーの出現と成長を追跡し、組織がテクノロ

より先の未来を見据えて、2030 年代以降の企業やテ

コグニティブテクノロジー、ブロックチェーン、ビジネ

について調査した。この 10 年間、我々は革新的なテ

なおし、今後 2～3 年の間にビジネス環境を大きく変

によってどのように形成されているかを見ていく。また、

クノロジー戦略を形作るであろう、アンビエントエクス

ジーを利用することで、どのような革新を継続的に起

ペリエンス（身の回りのあらゆる事象を仮想的に再現

こしているかを探ってきたのである。

し、全方位的かつ包括的な体験を提供する技術）、飛

躍的に進化する AI、量子コンピューティングといった
3 つのマクロフォースを明らかにしていく。

デジタルエクスペリエンス、アナリティクス、クラウ

ドといったテクノロジーの変革は、過去 10 年間にわ
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すでに成熟期に入ったテクノロジー

10 年前に初めてデジタルエクスペリエンス、アナリティクス、クラウドを調査し始めたとき、それらの可能性を理

解していたが、影響がどれほど大きいかは確信が持てなかった。それ以来、現在ではよく知られているこれらの技
術が驚くべきペースで進化を続けながら、企業や事業モデル、市場の破壊的変革を推し進めている。

デジタル
エクスペリエンス

デジタルエクスペリエンスは、企業変革の重要な推進力であり続けている。実際に、デロイ
トが実施した 2018 Global CIO Survey に参加した企業の 64％が今後 3 年間でデジタル
技術が自社のビジネスに影響を与えると回答している 2。昨年の「進化するマーケティング：
エクスペリエンス（顧客体験）の再考」の章でこのトレンドを調査して以来 3、組織は、顧客
獲得に焦点を当てる従来のマーケティング概念を捨てて、従業員やビジネスパートナーを含
む人との対話をより重視している。
今年は「ヒューマンエクスペリエンスプラットフォーム」の章において、音声による感情分析
やわずかな表情の変化から感情を読み取るツールなどが統合された AI 機能を駆使し、大手
企業が、個人の行動、嗜好、感情に基づいてカスタマイズされた、感情的にも知性の高いデ
ジタルエクスペリエンスをどのように活用しているかを解説している。例えば、機械学習に対
応した脳波検出ヘッドセットを使用し、従業員の注意をそらしたり、ストレスを生み出す状況
を明らかにすることで、より良いワークフローや作業環境が設計できるような世界を想像し
てみてほしい。

アナリティクスと一口に言っても、示唆に富んだ洞察を導くためには基礎となる能力やツー
ルなど、さまざまな要素が必要となってくる。データ管理、データガバナンス、およびそれを
支えるアーキテクチャーは古くから組織を悩ませてきた。これらは AI プログラムの重要な構
成要素としてだけではなく、動的で複雑な規制環境の中で組織がデータの格納、プライバ
シー保護、そしてデータを活用するにあたっての懸案事項でもあるといえる。

アナリティクス

CIO の 60％はデータとアナリティクスが今後 3 年間のビジネスを大きく左右すると述べてい
る 4。しかし、このことは簡単な話ではなく、むしろビジネスにとって非常に難題である。
「保
管データ」と「使用中のデータ」という十分に使いこなされた概念に、データストリーミング、
データ取り込み、クラス分け、ストレージ、アクセス用のツール群で支えられた「Data in
Motion（オンライン接続され常時分析利用可能なデータ）」の概念が加わったことがことを
難しくしている。では、良いニュースはないのか。ありがたいことにクラウド、
コアモダナイゼー
ション、コグニティブ、そのほかのテクノロジーが非常に複雑な難題に対して新たなソリュー
ションをもたらし始めている。

データ分析の進歩は、今年多くのトレンドを前進させた。例えば、大量のデータを効率的かつコ
ストパフォーマンスに優れた方法で処理し統合する機能は、より高度なデジタルツインテクノロ
ジー（現実世界で起きている事象を高精度かつリアルタイムに仮想空間上に再現する技術）の
構築に拍車をかけている。しかし一方で、行き過ぎた進歩は逆にデータが持つ信頼性の低下も
生みだしており、その点については「エシカルテクノロジーと企業価値」の章で考察したい。

クラウド

クラウドの波は企業の大多数を飲み込んでしまった。組織の 90％がクラウドベースのサービ
スを利用しており 5、さらにその活用を加速させようとしている。実際に、今後 3 年間でクラウ
ドへの投資が IT 予算に占める割合は倍増すると予想されている 6。2017 年に予想したよう
に、インフラの概念を超えたクラウドの利用は、あらゆるものをサービスとして提供すること
を可能にし、あらゆる IT 機能を企業向けのクラウドベースのサービスにすることを可能にし
た 7。パブリッククラウドやクラウドサービス業界を支配する一握りの超巨大企業 8 は、アナリ
ティクス、クラウド、ブロックチェーン、デジタルリアリティ、そして将来的には量子コンピュー
ティングなど、ほかのマクロフォースによって高度なイノベーションを実現するためのプラット
フォーム構築に膨大な資金を注ぎ込んでいる。
クラウドの出現によって既存のさまざまな役割の再定義が起きている。
「アーキテクチャーの
覚醒」の章で議論しているように、アーキテクトに対して、現代のクラウドベースのサービス
を最大限活用する能力を与えることで、彼らはハイブリッドクラウドの世界で複雑な IT システ
ムやアプリケーションを構築する重要な役割を果たすようになるのである。
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マクロテクノロジーフォースの実力

今後 10 年、力を増すであろう破壊的テクノロジー

昨今の破壊的な技術革新であるデジタルリアリティ、コグニティブテクノロジー、ブロックチェーンは、デジタル

エクスペリエンス、アナリティクス、クラウドの後継者にあたる。今後 10 年間の変革の担い手として、こうした新し
いトレンドは目新しいものとは見なされないかもしれないが、先行する技術と同じくらい重要になりつつある。

デジタル
リアリティ

コグニティブ

ブロックチェーン

拡張現実（AR：Augmented Reality）/ バーチャルリアリティ（VR：Virtual Reality）、複合
現実（MR：Mixed Reality）、音声インターフェース、音声認識、アンビエントコンピューティ
ング、360 度ビデオ、没入型テクノロジーなどのデジタルリアリティ技術は、キーボードやス
クリーンの枠を超えて、人間中心の体験をシームレスに拡張することで、より自然なユーザ
エンゲージメントを促進させる。そして、そのような技術が目指すところは、利用者が背景に
ある技術の存在を意識せずとも、自然に、かつ直感的に扱うことができるようなレベルなの
である。

デジタルリアリティの商業的活用は拡大している 9。例えば、「ヒューマンエクスペリエンスプ
ラットフォーム」の章で議論しているように、多くの企業は顧客や従業員間の感情のつながり
や共感を深めるためにデジタルリアリティ技術を使用している。そして「デジタルツイン」の
章では、いかにデジタルリアリティが我々の生活に密着しているかを確認していく。AR を使
用することで、製造業者はデジタルツインを通して 3D コンテンツを見ることができ、作業者
の生産性を向上させることに成功している 10。

機械学習、ニューラルネットワーク、ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、ボッ
ト、自然言語処理といったコグニティブテクノロジーは、あらゆる業界を変革する可能性を
秘めている。こうしたテクノロジーによって、人間とテクノロジーとの相互作用にあたかも人
間同士のやりとりのような個性を与えたり、前後の文脈を理解できるようにすることで、企業
は人間の関与を最小限に抑え、ときには全く人力を介さずに、カスタマイズされた言語や画
像ベースの情報やサービスを提供することが可能になる。
コグニティブテクノロジーの需要は急増しており、IDC は 2022 年には 776 億ドルに達する
と予測している 11。しかし、これらの技術には信頼と倫理上の問題が付き物である。
「エシカ
ルテクノロジーと企業価値」の章でも述べているように、企業はコグニティブテクノロジーの
使用について透明性を保ち、顧客の信頼、また顧客とそのデータへの影響を評価し、負の影
響を最小限に抑えることを積極的に追求することによって、信頼のおけるグローバルブランド
としてのレピュテーションを確立することができる。

ブロックチェーンは、
デロイト グローバル（デロイト）が 2019 年に実施した Global Blockchain
Survey で参加者の半数以上が優先的に取り組むべき重要な技術と位置付けており、2018
年から 10 ポイント増加している。また、83％の参加者がブロックチェーンの魅力的な事例を
特定できていると回答しており、こちらも前年から 9 ポイント増加した。これらの結果から、
2019 年におけるエンタープライズ向けブロックチェーンの話題は、これまでの「ブロック
チェーンは機能するのか」というものから、「どうすればブロックチェーンをうまく機能させる
ことができるだろうか」にシフトしたといえるだろう 12。
金融サービスとフィンテック企業はブロックチェーン開発をリードし続けており、さらには政
府、ライフサイエンスとヘルスケア、テクノロジー、メディア、通信などの金融以外のセクター
もブロックチェーン構想を進めている 13。クラウドと同様に、
「アーキテクチャーの覚醒」の章
では、ブロックチェーンがアーキテクチャーにどのような大胆なチャレンジの機会を提供する
か、またビジネス目標を達成するために、多分野のチームで作業する際に生じる課題をどの
ように打破するのかについて議論している。
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すべての基礎となるテクノロジー

ビジネスオブテクノロジー、リスクおよびコアモダナイゼーションは、すでにありふれた退屈なものに見えるかも

しれないが、これらがビジネスの中心であることは間違いない。企業はこうした確立された領域に多大な投資と
推進を続けている。これらが組み合わさることで、デジタルトランスフォーメーション、イノベーション、成長のため

の信頼性と拡張性の高い基盤となり、アナリティクス、コグニティブ、ブロックチェーン、そのほかの破壊的技術へ
の投資を成功させるための要件となる。

ビジネスオブ
テクノロジー

リスク

コア
モダナイゼーション

ビジネスオブテクノロジー（全社 IT オペレーションの在り方）は、テクノロジーとビジネス戦
略の融合に伴って進化している。企業が IT を再構築することでオペレーショナルエクセレン
スを提供するだけでなく、ビジネスと連携して価値を創造することにますます目を向けるよう
になるにつれ、多くの IT チームの主眼はプロジェクトのデリバリーから製品やビジネスの成
果にシフトし、アジャイルや DevOps のようなコラボレーションを可能にする開発手法を採
用するようになってきている。

このようにして強化された IT 部門は、企業がテクノロジー主導のマーケットやビジネス変化
に対して、
よりアジャイルに対応することを可能にする。
「ファイナンスと未来の IT」の章では、
テクノロジーファイナンスに対する新しいアプローチがビジネスのアジリティを促進する仕組
みについて詳しく見ていく。また、「アーキテクチャーの覚醒」の章では、組織がアーキテク
チャーの役割をどのように再定義して、包括的なビジネスニーズへの対応を促し、ビジネス
やエンドユーザとのコラボレーションを促進しているかを検証する。

イノベーションドリブンの時代に企業が直面するリスクは、従来のサイバー、規制、運用、お
よび財務上の脅威をはるかに超えている。
「CEO Board Risk Management Survey
201914」の参加者によると、自社が抱える最大の脅威は、新しい破壊的技術とイノベーショ
ン、エコシステムパートナー、ブランドとレピュテーション、そして組織文化に関連したもので
あったという。それにも関わらず、彼らはこれらのリスクを管理するための準備をしていな
かったか、あるいは適切に投資していなかったことを認めていた。

企業は、新しいテクノロジーが製品、サービス、ビジネス目標にもたらす潜在的なリスクに
対応するために、コンプライアンスとセキュリティのみでなく、信頼という大きな課題に戦略
的に取り組んでいる。
「エシカルテクノロジーと企業価値」の章では、倫理と責任、プライバ
シーと保護、透明性と説明責任、セキュリティと信頼性など、信頼が組織の人材、プロセス、
および技術にどのような影響を及ぼすかについて検証する。

コアモダナイゼーションは、デジタルイノベーションやユーザエクスペリエンス向上、データ
集約型のアルゴリズムといった要件に対応できるよう、フロント、ミドル、バックオフィスのコ
アシステムを刷新する。デジタルファイナンス、リアルタイムサプライチェーン、カスタマーリ
レーションシップマネジメントシステムなど、コアシステムは重要なビジネスプロセスをサ
ポートする。多くの CIO は、自社のレガシーシステムには革新や拡張のためのアジリティが
欠けていることを認識しており、CIO サーベイによると、参加者の 64％が現在、次世代 ERP
やレガシープラットフォームの近代化を展開している 15。

瞬時にさまざまな方法で意思疎通ができる時代において、テクノロジーに関する不便さを解
消することが求められている。既存のレガシーシステムの再構築、ERP システムの更新、シ
ステムのリプレイスなど、コアリエンジニアリングを慎重に進めるためのアプローチは、これ
まで以上に重要になってきている。
「アーキテクチャーの覚醒」の章では、テクノロジーアー
キテクチャーが、新しいプラットフォームを活用してアジリティ、自動化、セキュリティ、スケー
ラビリティーのメリットを得るために、未来志向のアーキテクチャーをどのように構築してい
るかについて説明する。
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2020 年代後半を見据えて注目される新興テクノロジー

3 つの破壊的な技術革新、すなわちデジタルリアリティ、コグニティブテクノロジー、ブロックチェーンが台頭し、
今後 10 年間でビジネスに大きく貢献するための準備が整いつつある中、新たに 3 つの技術開発とイノベーション
が待ち構えている。2020 年代の終わり頃にはこれらの技術の影響を感じ始めることだろう。
アンビエントエクスペリエンスは、テクノロジーが環境の単なる一部になるという未来を思
い描いている。コンピューティングデバイスは、機能の増加とサイズの縮小を続けている。こ
れらのいまだかつてなく小型化したデバイスでは、情報入力は不自然なもの（ポイント、ク
リック、スワイプ）から自然なもの（話す、身振り手振りする、考える）へ、そして対話は受動
的なもの（質問への回答）から能動的なもの（思いがけない提案をすること）へと進化して
いる。

アンビエント
エクスペリエンス

飛躍的に
進化する AI

量子
コンピューティング

デバイスがシームレスでユビキタスになるにつれて、デバイスと人間との境目はますますなく
なってきている。未来の世界を想像してみよう。そこでは小型で、ネットワークに接続され、
コンテキストアウェアネス（人やモノ、環境などの状況の変化をコンピュータが自動で認識し、
適切に対応すること）に対応したデバイスが、バックグラウンドの一部としてオフィスや家庭
などに埋め込まれている。あるいは、今日では脳波解析を利用した、ゲームに応用されてい
るニューロフィードバック技術 16 が脳と神経を直接的に相互作用させることにより、質問や
要求を考えるだけで、要望に応じた反応やアクションを自動で引き起こすことができるかも
しれない。例えば、
「私は 1 時間後に空港に出発する必要がある」と考えただけで、フライト
チェックイン、生体認証対応のバーチャル搭乗券の発行、自動運転車が適切なターミナルに
向かうための設定、ホームスマートシステムを「外出中」に設定して旅行中は配達を停止す
る、といった一連の作業が自動で行われることが実現されるかもしれない。
飛躍的に進化する AI は、今日のコグニティブテクノロジーを土台に築かれるだろう。現状で
は、機械知能（MI：Machine Intelligence）はデータからパターンを見つけることはでき
るが、そのパターンが本来の意味合いやニュアンスを持っているかどうかを解釈することはで
きない。人間の相互作用や感情のニュアンスを認識し、それに反応する能力は、MI には欠
如している。チェスの名人を倒すことはできるが、火のついた部屋から逃げる必要性を理解
することはできないのである。

今後、機械が相手の意図を推察できるようになると、実際には因果関係のない疑似相関の
情報を与えたとしても正しい因果関係を導くことができるようになるだろう。
「ヒューマンエク
スペリエンスプラットフォーム」の章で紹介するテクノロジーを組み合わせることで、仮想ア
シスタントは我々の気分を認識し、それに応じて適切な対応ができるようになる。そして、研
究者が特化型の技術だけでなく、幅広い技術の創造に向けて前進するにつれて、飛躍的に
進化する AI は、統計や計算を超えて進歩することが可能になる。それは究極的には、もっと
強い AI、つまり自意識につながるだろう。

量子コンピューティングは、素粒子が持つ直観に反した性質を利用して、情報を処理したり、
新しいタイプの計算を実行したり、ハッキングが困難なほど縮小化された通信を可能にする。
量子コンピューティングでは、これらの量子ビット（qubit）の特殊な性質が指数関数的な変
化を引き起こす可能性がある。量子コンピュータは、個々の粒子を操作することで、現在の
スーパーコンピュータには大きすぎて扱いにくい、データサイエンスから材料工学に至るまで
の非常に複雑な問題を解決できるようになる。
研究者が現在の技術的限界を克服するにつれて、量子コンピュータは古典的なコンピュー
タをますます補完するようになる。データサイエンティストは、相関関係を調べるために、こ
れまで以上に大量のデータをスキャンできるようになる。物質科学者は量子ビットを使って、
従来のコンピュータでは実行不可能な方法で原子をシミュレートできるようになる。そして、
通信、ロジスティクス、セキュリティと暗号、エネルギーなど、ほかの多くの分野にもさまざ
まな魅力的な価値をもたらすだろう。
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J

ohnson & Johnson（ J&J ）は、革新的な医薬品や、生活を一変させる医療機器、信頼できる消費財を開発し、

人々のより長く健康的な生活を支えてきた。もはや我々のビジネスのあらゆる側面にテクノロジーが関わって

いることは否定できないが、患者や顧客にとっては我々の製品がいかに彼らの生活を向上させるかが最も重

要である。テクノロジーは確実にその点において重要な役割を果たしているが、それはあくまで人々の健康を向上

させるというより大きな目的達成のための手段である。

このような状況下で、テクノロジーの可能性は、R&D などのビジネス領域において

常に最前線に立っている。この数年でもはやテクノロジーはビジネス、部門、そし

て人材の垣根を超えて組織のあらゆる場面で成功要因になり得ることを誰もが認
知している。今日、いくつもの破壊的なテクノロジーが融合することで、より良い意
思決定やより生産的な働き方ができるようになり、我々のステークホルダーに現在

JOAQUIN DUATO
VICE CHAIRMAN
OF THE EXECUTIVE
COMMITTEE,
JOHNSON & JOHNSON

まで以上の価値を生み出すことに役立っている。

まず、データサイエンスによってより良いビジネス上の意思決定を下すことが可能と

なった。J&J の影響力を考えると、我々のデータをつなぎ、より高品質で、効率が良く、

予測精度の高い意思決定ツールを組織全体に組み込むことは果てしない可能性が

ある。現在、我々はその実現にあたり、機能横断的にデータサイエンスの基盤を構

築している。具体的にはどのようなデータがあるかを把握し、より簡単に分析でき

るよう整理や加工を行い、さらには次世代のデータの基準やアーキテクチャーを定義している。そしてその結果は

すでに目を見張るようなものとなっている。例えば、サプライチェーンのリーダーは、高度分析を使用してプロセス

管理の計画や改善を行っている。さらに R&D では、データサイエンスにより臨床試験や新薬候補の選定がこれま

で以上に迅速になり、安全で効果的な新薬を必要としている患者に届けることが可能となった。

そして、データサイエンスは医師が患者の治療について適切な意思決定を行う際にも役立っている。高血圧症に

ネッ
関する研究において、J&J の科学者は Observational Health Data Sciences and Informatics と協力し、

トワークの国際データベース内にある何億件もの患者記録に関する調査を行った 17。この研究は 490 万人の患者

の保険金請求データおよび患者記録を対象とし、高血圧の軽減に使用される最前線の治療薬に関する、最も知

れ渡る研究となった。多くの研究で行われているように、特定の結果に対する 2 種類の医薬品の比較を行うので

はなく、データサイエンスの技術によってチームは一度に 22,000 組もの比較を行うことができた。このように研究

プロセスを加速させることにより、高度分析と認知技術は医師が患者により良い医療を提供するのに役立つので
ある。

次に、インテリジェントオートメーション、これは AI を組み合わせた自動化技術のことであるが、この自動化は従

業員に時間という贈り物をもたらした。インテリジェントオートメーションによって、繰り返される定型作業が削減

され、同時にコンプライアンスや品質、そしてスピード改善に役立つ洞察が生みだされている。例えば、財務収

集チームは日常的なタスクを自動化することで、いさかいを解決するために顧客に費やす時間が増え、その結果、

キャッシュフローの改善、生産性と効率性の向上、そして仕事への満足度向上につながった。

過去 18ヶ月間で、我々は 30 万件のトランザクションに影響がある約 30 のグローバルプロセスを自動化してきた。

それによりチームとして 15,000 時間以上の時間が削減され、ビジネスの成果と品質が向上した。この自動化は
ほんの序の口であり、今後企業全体で自動化を取り入れていく予定である。
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こうした包括的なイニシアティブはクラウド、コアモダナイゼーション、広範囲にわたるサイバーリスク戦略などへ

の投資に下支えされている。社員も消費者と同じように、日常生活においてテクノロジーをスムーズに体験したい

と感じており、我々は可能な限りあらゆる面でデジタルエクスペリエンスを向上させることに力を注いでいる。具

体的には、データサイエンスとインテリジェントオートメーションを活用してワークフローを簡素化し、プロセスを

よりシンプルに変え、最新のユーザ中心のデザインへと移行しているのである。

これらすべてを実現するには、単なるサービスプロバイダとしてではなく、戦略的パートナーとして機能するような、
発展したテクノロジー組織であることが必要である。我々のテクノロジーチームは破壊的なテクノロジーを上手く
合わせて取り入れることで、組織がより良い成果を達成できるようにすることが責務であり、部門のパフォーマンス

とビジネスが重要視する成果との関連性を測定する方法を導入している。例えば、我々のテクノロジー部門が整

理されたデータを提供していることで R&D がより良い意思決定ができているということを示すにあたり、どのよう

に測定基準を使うか、などである。

テクノロジー組織がビジネスにいかに貢献するかを理解する必要があるのと同様に、経営層はテクノロジーがど
のように経営課題の解決に寄与するかを認識する必要がある。もちろん経営層にプログラマーになれと言ってい

るのではない。ただ、彼らもテクノロジーがどのように、いつ、そしてどこでより良い結果をもたらすのに役立って
いるのかを理解できるようになるべきである。そして誇大宣伝と永続的な成果をもたらし得るテクノロジーとを区
別できるよう、健全な懐疑的態度を身に着けて欲しい。

テクノロジーは社員のキャリアアップを支援し、積極的に変革を推進させ、より良い成果をもたらすと考えている。

新しく出現したテクノロジーに対する我々の見解はいたってシンプルで、テクノロジーは価値がある、ということだ。
なぜなら、我々の患者や顧客にとって意味のあるビジネス上の成果をもたらし、より健康的な世界を作り出すこと

に寄与してくれるからである。

17

Tech Trends 2020

私の見解

半

世紀近くの間、テクノロジーは FedEx の顧客が求める重要な事業やサプライチェーン業務を支えてきた。
約 10 年前、我々はクラウドと Xaas（Everything-as-a-service）に対するビジョンに基づき、テクノロ

ジー刷新のイニシアティブにコミットした。調和のとれたマイクロサービスを開発することによって、多く
の機能が複雑に絡み合うレガシーシステムを簡素化し、刷新するための取り組みを
始めた。

私たちは現在、テクノロジー刷新イニシアティブの第 1 フェーズに取り組んでいるが、

ここでは開発、テスト、導入のサイクルを長期間繰り返してきたレガシーシステムの
構造を改善した。新しいサービス指向のクラウドベースモデルは、価値をより重視

ROB CARTER
EVP AND CIO, FEDEX

している。テクノロジーチームは、ソフトウエア機能を、複数のプラットフォームで使
用でき、相互にデータのやりとりが可能なマイクロサービスに作り直した。これら一

つ一つは独立した小さなモジュールであり、スピーディな改修とデリバリーを繰り返

すことによって、刻々と変化するビジネス環境に適応する。これにより、顧客が API およびサービスベースのアーキ
テクチャーやワークフローを採用する際にも整合性を保つことができる。

モノのインターネット化（Internet of Things：IoT）や高度なアナリティクス、ブロックチェーンの登場後、これ

らのテクノロジーを活用して、顧客のために革新的な新製品やサービスを継続的に開発することができた。我々
は、これらのテクノロジーやほかの新しいテクノロジーの最先端を進んでいる。例えば、Bluetooth Low Energy

（BLE）ワイヤレスネットワークを利用し、瞬時に接続が可能な、非常に小さな IoT センサーを開発し、テストして
いる。これにより、日付、時刻、場所の記録情報だけではなく、温度、速度、
そのほか多くの測定値を含めた出荷デー

タを大幅に増やすことができる。センサーが収集したデータをリアルタイムで分析することで、輸送ネットワークの

可視性向上、輸送の流れの自動予測、輸送経路上の渋滞ポイントを回避する動的なルート設定による配送経路の
最適化が可能となる。

IoT とアナリティクスをブロックチェーンと組み合わせることで、現在の流通管理の業務プロセスやシステムを改善

できる可能性がある。埋込型 IoT センサーは、荷物が供給地点から目的地点に移動する際に、データをブロック

チェーンの取引台帳に自動的に送信することができるため、運送事業者、規制当局、顧客は商品の出荷を追跡し、
違法商品や偽造商品を撲滅し、国境を越えた出荷プロセスを簡略化することができる。最終的にこれらのテクノロ

ジーの活用範囲は、商品の出荷だけでなく、商品がサプライチェーンを介して移動する上での end-to-end のラ

イフサイクルにまで及ぶことが予想される。

イノベーションカーブの最先端を行くためには、市場の要求に応じて迅速かつ繰り返し適応、導入、方向転換を

行うことのできるアジャイルフレームワークが必要である。例えば、センサーを使ったサプライチェーンの実験は、

SenseAware デバイス（輸送中の商品に関する情報を収集するセンサーデバイス）の発売から 10 年以上前に遡
る。当初は携帯電話のネットワークを利用したセンサーを導入していたが、より効率的な BLE ネットワーク技術に
移行した。大きく、かつ高価なオリジナルのセンサーは、回収して再利用しなければならなかった。IoT の能力が
成熟し、費用対効果が高まるにつれて、より小さく、より安価なセンサーを大々的に展開することができた。

我々は、期待効果がリスクを上回ると判断した場合、リスクを取ってチャレンジする。例えば、ブロックチェーン

の実証において、仮にブロックチェーンが役に立たないという結果となった場合においても、投下した実証のコ

ストはブロックチェーンに初期段階で取り組まない事による機会損失に比べればわずかだと考えている。結果

18

マクロテクノロジーフォースの実力

的に、我々のチャレンジは功を奏した。Blockchain Research Institute の創立メンバーであり、Transport

Alliance における現在のブロックチェーン標準化委員会のトップとして、我々はブロックチェーン業界における貴

重な人脈や資源を活用することができる。

我々はこれが終わりのない長い旅であることを知っている。変革を止めることはできない。新たな競合はアジャイ

ルを取り入れ、かつテクノロジーに精通している。我々はアナリティクスのケイパビリティを向上させ続け、ロジス

ティクスネットワークに AI を統合する。まだ完全には活用されていないレガシーシステムもいくつかある。しかし、

次のイノベーションや市場の状況を予測することはできないため、将来的な不確定要素に適応できないプロセス、
投資、テクノロジーに縛られてはいけない。次に何が来るのかが常に分かるわけではないが、適応性の高いサー

ビスを持ち、アジャイル開発ができれば、現在よりも迅速に価値を提供できることは間違いない。
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今後の展望

ストラテジー

組織がビジネス戦略やイノベーショ
ン戦略のために導入する破壊的革
新の手段の多くは、本編で論じたマ
クロフォースに基づいている。日々
進歩するテクノロジーの力を利用し、
立ち止まることなくビジネスを進め
るため、CEO は「破壊的技術の達
18
人」にならなくてはならない 。具
体的には、破壊的な技術革新のチャ
ンスがどこに眠っているのかを特定
し、必要なソフトウエアコンポーネン
トの整理をおこない、自社の競争優
位性のためトレンドをキャッチする
必要がある。
「破壊的技術の達人」
になるため、CEO は、新しいテクノ
ロジーを特定し、デジタル変革の最
前線で活動しているテクノロジー部
門と協業できなければならない。同
時に、
「既存テクノロジーの保護」と
破壊的な技術革新を受け入れるこ
との間でバランスを取ることは、現
職の CEO、特にマクロフォース導入
前の CEO に必要となる。安定性は
重要だが、テクノロジー主導型の破
壊的な技術革新のペースを考えると、
「既存テクノロジー」だけに注力で
きる CEO はほとんどおらず、次世代
のマクロフォースに投資するのは、
まさに今である。そのため CEO は
CIO が洞察力に富んだ戦略家とし
て将来を予想し、今日の現実と明日
の可能性を結びつける手助けをする
19
ことを期待している 。

ファイナンス

ある業界を窮地に追い込み、その業
界の価値をほかの業界に移す可能
性のあるマクロテクノロジーはどれ
か。CFO がテクノロジー主導型イノ
ベーションを検討する際には、この
問題を念頭に置く必要がある。例え
ば、過去 20 年間、破壊的イノベー
ションは、既存の広告や小売業者か
ら価値を引きはがし、ダイナミック
な 新モデル を持 つテックスタート
アップや、広告やマーケティング資
金を引きつけるソーシャルメディア
プラットフォームへと価値を移してき
た。新たなトレンドや、企業が将来
どこで、どのように収益を上げるか
を予測するのがファイナンスの仕事
であり、その結果、CFO とそのチー
ムは、企業のテクノロジーに精通す
るよう努力すべきである。将来のビ
ジョンを念頭に置き、破壊的な技術
革新とその可能性をより深く理解す
ることで、CFO とそのチームは、新
たな素晴らしいエコシステムで競争
するための戦略を生み出すことがで
きる。
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リスク

マクロフォースがもたらす将 来と、
破壊的な技術革新に目を向けるほ
ど、マクロフォースがもたらすリスク
を認識し、評価し、備えることは難し
くなる。最高リスク責任者はリスク
評価をするとき、緑、黄、赤の信号
表記によるチャートを用いるが、今
日のリスクの定義はこれにはうまく
当てはまらなくなってきている。では、
企業はどのようにして将来のテクノ
ロジーリスクをよりよく理解できる
のだろうか。第 1 の手段として、デジ
タル化されたリスク状況を継続的に
スキャンし関連情報を得る高度なリ
スク検知およびリスクを予測するイ
ンテリジェンスツールを導入するこ
20
とである 。同様に、データマイニン
グ、機械学習、自然言語処理などの
AI 機能によって、人間や従来の分析
では見落とされがちなリスク指標を
非構造化データから特定することが
21
できる 。しかし、これらの措置だけ
では未来への備えとして十分ではな
い。今後、CIO は企業の将来にマク
ロフォースが果たす役割について、
リスクとビジネスのリーダーがより
理解を深めるための手助けをする
必要がある。これにより、従来の信
号表記のレポート作成を超えて、今
後のビジネスに最も関連性の高いリ
スクのみを特定し、管理するための
新しいアプローチ開発を行うことが
できるだろう。

マクロテクノロジーフォースの実力

マクロフォース導入を成功に導く9 つのシフト

ここに挙げる 9 つのシフトは、ビジネスがマクロフォースの恩恵を受けるための助けとなるだろう 。各々の
シフトを連携させることで、企業は最も効果的な成果を達成することができるだろう。
22

• アジリティとスピード：アジャ

• 未来の IT 人材：従来の IT タ

• デジタルへの移行：デジタル

• イノベーションとエコシステ

• ガバナンスと予算：テクノロ

• データ組織：データに着目す

• 曖昧な社内の境界：ビジネス

• リーダーシップとカルチャー：

• クラウド適用：クラウドの採
用により、中央集権的な IT 組

イル、組織設計、文化、ワー
クスタイル、投資判断、ガバ
ナンスやソーシングは、企業
の迅速なイノベーションを支
援する。

ム：破壊的テクノロジー、新
たなエコシステムやアイデア
のリストは継続的なイノベー
ションを可能にする。

部門に技術者を巻き込むこと
で、テクノロジー予算の確保
やビジネスへの詳細な説明が
可能となる。

スクや機能がなくなると、ビ
ジネスは新しい技術スキルや
ソフトスキルを持つ人材を求
める。

ジーによるイノベーションを
支援するためのガバナンスや
予算化の方法を変更する。

リーダーシップやその支えと
なるカルチャーは、テクノロ
ジー人材の採用・育成・強
化に役立つ。

エクスペリエンスからデジタル
リアリティへ変化するには、企
業ごとに 重 点テーマ、 推 進
リーダーや組織構造が異なる。

る組織は、従来の運用効率化
やリスク管理から、今後は価
値 の 創 造 に注 力するアナリ
ティクス領域へ拡大する。

織は縮小し、運用の最適化に
加えて、価値の共創が促進さ
れる。

マクロフォースの協奏

プションが起こるだろう。例えばデジタルツインテクノ

はない。しかし、シンフォニーの楽器のように、マクロ

ティの進歩は、デジタルのデザインや製造システムの

ロジーを見てみると、この 10 年間、クラウド、アナリ

単独で導入するマクロフォースの力はどれも十分で

ティクス、コグニティブテクノロジー、デジタルリアリ

フォースの力が協調することで、革新的な新しいビジ

進歩と相まって、複数のシステム、ソフトウエアプラッ

ネスモデルの創出、新しい価値の創造、およびビジネ

トフォーム、アプリケーション、ハードウエアからのデー

過去 10 年間のマクロフォー

し、データに基づいた意思決定をリアルタイムで行う

スオペレーションの変革をもたらすことができる。

タ統合を容易にしてきた。現在では、さまざまな業界

の組織がデジタルツインを使用してプロセスを最適化

ス活用に関する調査で、おそら

ことで、新しい製品、サービス、ビジネスモデルを作

く最も重要な発見は、マクロ

成することができる。

フォース活用により効果的な成

果を得た組織は、複数のトレン

業界をリードする企業は、これらのマクロフォース

ドを組み合わせているというこ

の不調和をコントロールしながら積極的に活用し、将

とである。2020 年のトレンドにおいても、複数のマク

来に向けビジネス革新の強固な基盤を構築している。

ロフォースが組み合わさることにより新たなディスラ

21
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さあ、はじめよう

事業戦略と整合し、ビジネスはどのように新たなテクノロ
ジーと統合しているか。

将来のビジネス革新のために最も強力なマクロフォース
は、いくつあり、それはどれか。

現在のテクノロジー戦略上の取り組みはどれくらいの期
間を見通しているか。

要点

9 つのマクロフォースは、将来のビジネスとテクノロジーの戦略、IT の運用と投資、ビジネスモ
デルや市場を継続的に形成している。次の 10 年は 3 つの新たなフォースの道を切り開くであろ
う。今後はデジタルエクスペリエンスからデジタルリアリティ、アナリティクスからコグニティブ、
そしてクラウドからブロックチェーンというようにフォースを複合的に組み合わせて取り組むこと
が重要である。

22

マクロテクノロジーフォースの実力
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日本のコンサルタントの見解
はじめに

本編ではテクノロジーのトレンドをマクロの視点で
とらえ、すでに成熟期に入ったテクノロジー、近々力
を増すであろう破壊的テクノロジー、すべての基礎と
なるテクノロジー、2020 年代後半を見据えて注目さ
れる新興テクノロジーという観点で今後の展望を考
察してきた。この 10 年間でテクノロジーは飛躍的な
進化を遂げている。世界を見渡せばテクノロジーを武
器に GAFA や BATH といったメガテック企業が台頭
し、世界のどこかで日々新たな技術やソリューション
が次々と誕生している。そして、世界中の企業がそれ
らの新たなテクノロジーを自社の組織にいち早く取り
込むべく、探索と試行錯誤を繰り返している。日本に
目を向けるとどうだろうか。ここ数年、
「DX」という言
葉は定着し、日本企業も戦略的なテクノロジー活用
の機運が高まっていることも事実であろう。
しかし、水を差すわけではないが、日本企業と海外
のデジタル先進企業を比較した際に、日本企業は遅
れている事すら認識できていないと感じる局面が多い。
そこで本編では、企業のテクノロジー活用について、
①海外と比較した日本の位置づけを再認識した上で、
②本編で紹介したマクロフォースを自社に取り込んで
いくために、具体的に何から始めれば良いかというプ
ラクティカルな視点で論じていきたい。

米中頂上決戦の狭間にいる日本

10 年 後の技 術 覇 権を巡り、 米 中 が激しい特 許
ウォーズを繰り広げている。本編でも紹介している AI、
ブロックチェーン、VR など、今後の技術開発の主翼
を担う先端技術の特許を、アメリカを凌ぎ中国が猛烈
な勢いで押さえにかかっている。2000 年当初はアメ
リカと並びうる「技術立国」の日本であったが、現在
技術開発の分野において、米中に溝をあけられる形
となっている。GAFA は日本でも注目が高いが、隣国
中国の躍進は意外に知られていないため、今回は中
国について触れることとする。中国の躍進を先導して
いるのが BATH と呼ばれる百度（バイドゥ）、アリバ
バ、騰訊控股（テンセント）、華為技術（ファーウェイ）
の 4 社である。そして、中国の勢いは技術開発に留ま
らず DX の観点でもアメリカを凌ぐ勢いである。読者
の皆様はご存知の方も多いかもしれないが、「ニュー
リテール」という言葉を耳にしたことがあるだろう
か。これは日本でも有名なジャック・マーが創業した
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BATH の一つアリババが生んだ概念である。オフライ
ンとオンラインが完全に同期された買い物体験のこと
を指し、このリアル店舗での買い物体験の先進性はア
マゾン以上とも言われている。店舗から 3km 以内は
購入後 30 分以内に無料で配達するなどサービス面
も非常に優れている。中国訪問の機会があればアリ
ババの「フーマー」に立ち寄り、中国と日本の現状の
差を体感し、今後のベンチマークとすることをお勧め
する。
また、中国の躍進は小売業界に限ったことではない。
世界を震撼させた新型コロナウイルス（COVID-19）
に対する、各社のサービス開発 / 提供も極めて速い。
アリババのアリペイが提供する「共済システムによる
感染者への見舞金支払サービス」、
「ブロックチェーン
を活用した物資（マスクなど）追跡プラットフォームの
提供」などは 2019 年 12 月に感染が確認されてから、
わずか 2ヶ月で市場に展開されている。このように日
本企業が知らないところで、海外の企業はテクノロ
ジーを取り込みながら日々進化を続けている。現在
の日本企業で GAFA や BATH と戦える企業がどれだ
けあるだろうか。

アイデア創出が苦手な日本企業

JUAS が実 施している「企 業 IT 動 向 調 査 報 告 書
2019」によると、日本企業のデジタル化の取り組み

の多くはプロセス改革であり、ビジネス変革に資する
取り組みは道半ばというのが現状である。また同調
査におけるデジタル化の 3 大課題は、「①アイデアが
出ない、具体化できない」、
「②効果の見極めが困難」、
「③社内人材のリソース不足、スキル不足」とある。
実際に、日々の経営層・IT 部門の皆様との対話の
中でも、最初の２つの課題と符号するように、
「事例収
集から前に進めていない」、「先進事例を自社ビジネ
スに適用できるアイデアにまで昇華できていない」と
いう意見が多い。また、現場の声としては「調査と検
証ばかりでビジネスに至るまでの道のりは長い」と耳
にする場面もあり、DX に向けては積極的だが概念実
証疲れを起こしている企業も多い。

マクロテクノロジーフォースの実力

アイデア創出は顧客との対話から

アイデアの創出は、逆説的だがアイデアを「捨てる」
ために行うものといえる。しかもより捨てやすくするた
めには初期段階のアイデアには時間をかけず、早く失
敗して学ぶ（Fail Fast）ことを繰り返すことが重要で
ある。このサイクルを高速に回すことに慣れ、失敗か
ら得られる学びを最大化して、成長に繋げていくマイ
ンドチェンジが必要である。また、DX に取り組むには、
Think big（大きく考え）、Start small（小さく始め）、
Scale fast（素早く展開）をコンセプトに推進すること
が望ましい。しかし、概念上理解は出来ていたとしても、
具体的に何から始めれば良いのかがわからない、もし
くは実際始めてみたは良いが効果が見極められずに
行き詰まってしまうといったケースが散見される。この
状態をブレークスルーするためのキーワードが「顧客
開発」、
「エンタープライズアジャイル」だと考えている。
一つ目のキーワードの「顧客開発」とは、新規事業
や新サービス / 製品の立ち上げを実施する時に活用す
る方法論である。日本企業が元来得意とする製品開
発ではなく、事業やサービス / 製品に対してお金を払っ
てくれる顧客の有無を丹念に検証するための手法で
ある。では、
どうすればよいのか。答えは「顧客に聞く」
である。意外に経営層・本社でデジタルを推進する
方で、実際に顧客に話を聞きに行くという方にはなか
なか出会えない。顧客とのインタビューを受けて、自
社・事業のコア（強み）を軸にしつつ柔軟に当初アイ
デアの方向転換を繰り返すピボットという手法も有効
である。

次に、二つ目のキーワードの「エンタープライズア
ジャイル」はビジネス部門が事例収集から前に進めて
いない場合や、アイデア創出から概念実証に至るまで
の構想の具体化の段階で苦戦している場合に有効で
ある。ここでのエンタープライズアジャイルとは、シス
テム開発の方法論に限定した話ではなく、システム開
発に至る前のアイデア創出をビジネス部門がアジャイ
ルで行う事により、アイデア創出から概念実証、開発
の一連の流れをアジャイルで行うことにより、スピード
感のある DX が実現するのである。
最後にデジタル化の課題「③社内人材のリソース
不足、スキル不足」に対しては、外部人材の採用・エ
コシステム・アライアンス構築などの打ち手はあるが、
上述した「顧客開発」「エンタープライズアジャイル」
を通じて、社内人材の育成やカルチャー変革へ取り組
む事も重要である。一例だが、ある大手企業では全社
でアジャイルを推進すべく役員自らアジャイルの研修
を受講したり、また別の企業では、デジタル部門設立
に際し、ビジネス部門出身の方が、機械学習に関する
資格を積極的に取得するケースもあり、ケイパビリティ
向上に向けた取り組みも推進していることが多い。
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危機感を原動力に

DX の重要性は理解しつつも、足元の基幹システム
の維持 / 運用から脱却できない、もしくは IT の従業員
の高齢化から人材のシフトが出来ないという悩みを抱
えている日本企業も多いだろう。しかし、最早その悩
みは IT 組織だけで抱えるのではなく、企業の存続に
かかわる経営課題として経営層と正しく「危機感」を
共有することが必要な局面ではないだろうか。
世界の DX 先進企業の原動力は危機感にあると考
えている。米中の市場においては、スタートアップが
5 年もあればユニコーン企業に急成長し市場を独占
することもある。そのため、DX 先進企業は自社のビ
ジネスが今にも脅威にさらされるのではないかという
「危機感」を持ち、猛烈なスピードでビジネスを展開
している。
デジタルの実態は、資料を読む、あるいは説明を聞
くだけで正しく理解することは難しく、「体感」するこ
とが重要である。CxO や DX 推進リーダーがデジタル
先進国 / 企業の実態を現地でリアルに「体感」し、正
しい「危機感」を持ち、それを原動力に変えていくこ
とが、今後の日本企業の DX の加速につながるので
はないだろうか。
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IT系コンサルティング会社を経て現職。IT戦略策定、EA構想策定、組織改革、
IT投資/コストマネジメント、ITガバナンスなどのテーマを軸にコンサルティン
グサービスを提供。組織再編や全社業務/システム改革などの実行支援経験
を基に、実現性の高い戦略策定から実行まで企業変革を幅広く支援。
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