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BCGは、ビジネスや社会のリーダーとともに戦略課題の解
決や成長機会の実現に取り組んでいます。BCGは 1963年
に戦略コンサルティングのパイオニアとして創設されまし
た。今日私たちは、クライアントとの緊密な協働を通じて
すべてのステークホルダーに利益をもたらすことをめざす
変革アプローチにより、組織力の向上、持続的な競争優位
性構築、社会への貢献を後押ししています。

BCGのグローバルで多様性に富むチームは、産業や経営
トピックに関する深い専門知識と、現状を問い直し企業
変革を促進するためのさまざまな洞察を基にクライアントを
支援しています。最先端のマネジメントコンサルティング、
テクノロジーとデザイン、デジタルベンチャーなどの機能に
よりソリューションを提供します。経営トップから現場に至
るまで、BCGならではの協働を通じ、組織に大きなインパ
クトを生み出すとともにより良き社会をつくるお手伝いを
しています。

日本では、1966年に世界第 2の拠点として東京に、2003年
に名古屋、2020年に大阪、京都、2022年には福岡にオフィ
スを設立しました。
https://www.bcg.com/ja-jp/
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サステナビリティ推進のための
デジタル面の5つの要件

BCGのデジタルトランスフォーメーションに関す
る最近の調査では、回答者の60％超が、デジタル施策
の選択や優先順位付けの際の主な焦点、あるいは重要
な基準としてESG要素をあげている。また、80％を超
える企業がサステナビリティへの投資を拡大する計画
だと回答している。しかし、ESGを優先順位トップに
位置づけたからといって、成功が保証されるわけでは
ない。

この世界850社超を対象としたBCGの調査では、デ
ジタル組織能力とサステナビリティの間に明らかな相
互関係があることが示された。DXに成功している企
業群は、その他の企業の約2倍の確率でESGをデジタ
ル施策の重点領域と考えている（図表1）。その理由の
ひとつは、DXに成功した企業は、トランスフォーメー
ションの実現という課題の先を思い描き、新たな組織
能力が企業課題におけるより広範な機会への取り組み
にどのように役立つかに着目しているためである。デ
ジタルリエンジニアリングからイノベーションへとシ
フトしているのである。

また、経営リーダーはデジタル・アジェンダとサス
テナビリティ・アジェンダを結びつけてとらえている
と私たちは見ている（図表2）。今回の私たちの調査か
ら、デジタルテクノロジーはサステナビリティの取り
組みの重要なイネーブラーであり、サステナビリティ
目標を達成するにはデジタル面の必須要件を満たす必
要があることが示唆される。これらの点について本稿
後半で詳しく説明したい。その前に、企業がE、S、Gに
関してデジタル面の優先順位をどう設定しているかか
ら見ていこう。

デジタル施策におけるE、S、Gの位置づけ 
業界・地域別傾向

企業のデジタルの取り組みにおけるESG重視の度合
いは業界によって大きく異なり、また、各業界でE、S、G
のそれぞれをどの程度重視しているかにも相当な違い
が見られる。全体では4社に1社がESGをDXの主眼と
しているが、個々の業界におけるそうした企業の割合
は、エネルギーで38％、ヘルスケアで35％、通信・メディ
ア・テクノロジーで17％、消費財で20％と幅がある。

サステナビリティは世界中で企業の経営上の最重要課題のひとつとなっており、環境・社会・ガバ
ナンス（ESG）目標が、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）・プログラムの主眼となって
きている。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/performance-and-innovation-are-the-rewards-of-digital-transformation-programs
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/performance-and-innovation-are-the-rewards-of-digital-transformation-programs
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図表 1　デジタルトランスフォーメーション（DX）に成功している企業群では、
その他の企業よりESGをデジタル施策の重点領域とする企業が多い

注： 質問“Do you consider sustainability (ESG) criteria in selecting, prioritizing, and assessing your digital transformation initiatives?”（5つの選択肢より1つを選択）
出所： BCG Global Digital Transformation Survey, 2021; n=640
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図表2　デジタル組織能力はサステナビリティの取り組みの重要なイネーブラー

注： 質問“Do you consider sustainability (ESG) criteria in selecting, prioritizing, and assessing your digital transformation initiatives?”（5つの選択肢より1つを選択）; 
“Does your organization have a focused set of effort(s) toward furthering its sustainability or environmental, social, and governance(ESG)agenda?（あてはまるもの全
てを選択）

出所： BCG Global Digital Transformation Survey, 2021; n=640
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また、気候変動対策に注目が集まる一方で、企業の
デジタル関連の取り組みへの投資はサステナビリティ
の3つの側面すべてをカバーしている。全体として、
80％の企業が社会的課題に、70％の企業がガバナンス
向上に、69％の企業が環境関連プログラムに焦点を当
てたデジタル施策を実施している。ここでも、業種や
地域により大きな違いが見られる。ヘルスケアや消費
財・消費者向けサービスなど、より「人」にフォーカスし
た産業（従業員、および消費者との関連が強いセク
ター）の企業は、社会的取り組みを優先する傾向があ
る。エネルギー企業や産業財製造企業は環境的取り組
みを重視している。金融機関や保険会社では、ガバナ
ンスや社会的な取り組みが最優先事項となっている。
サイバー攻撃の増加やリモートワークへのシフトが、
こうした領域に関する懸念に拍車をかけている。

地域別に見ると、北米と欧州では「社会的取り組み」
がもっとも注力している領域であり、そのなかでもダ
イバーシティ、公平性、インクルージョン（包括性）が高
く位置付けられている。一方、アジアでは「ガバナン
ス」関連の取り組みが首位となっている。また、化石燃
料の生産と利用の中心である北米の企業（64％）より
も、ほとんどの国がエネルギーの純消費国である欧州
（74％）とアジア（71％）の企業の方が、環境関連の取り
組みを優先させている傾向が見られる（図表3）。

図表 3　地域によりデジタル施策で焦点を当てるE、S、Gの領域は異なる

注： 質問“Does your organization have a focused set of effort(s) toward furthering its sustainability or environmental, social, and governance (ESG) agenda?” 
（あてはまるもの全てを選択）

1 .  重工業：  ここでは化学品、セメント、金属、鉱業をさす。
出所： BCG Global Digital Transformation Survey, 2021; n=686
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自動車、重工業1業界で社会
（S）にフォーカスを当てている
企業が比較的少ない

テクノロジー、メディア、金融
サービス、保険業界で環境（E）
にフォーカスを当てている企業
が比較的少ない



企業のイノベーション実現には
デジタル組織能力が
きわめて重要である。
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デジタルテクノロジーを活用した 
ESGアジェンダの推進

サステナビリティへの取り組みをどのように進め
るかについて広い視野で考える先進企業にとって、テ
クノロジーは大きな加速力となりうる。先進的なテク
ノロジーと新しい働き方を活用して、ESG目標に対し
てプラスの影響を与え、かつ、収益のとれるソリュー
ションを実現する――私たちはこのような考え方を
「テクノロジー・エコアドバンテージ」と呼んでいる。
先進的なデジタルツールを採り入れるには、一定の組
織能力を備えていることが求められる。私たちの研究
と経験からわかってきた、ESGの取り組みを前進させ
るためにきわめて重要な5つの前提条件を以下に提示
したい。

サステナビリティと成長をともに考える必要がある。
サステナビリティにより、成長とコスト削減の両方の
機会がもたらされ、カーボンフットプリントの削減、お
よび社会的規制やガバナンス規制の遵守の必要性に対
して新たな見方ができるようになる。このような機会
には、低炭素の代替手段の提供や、アクセスを拡大する
新商品・サービスの創造により、自社の中核事業をディ
スラプト（破壊的変革）する可能性も含まれている。た
とえば、1905年に世界初の無機窒素肥料メーカーとし
て設立されたノルウェーの農産物栄養会社ヤラ・イン
ターナショナルは、現在では、デジタル農業ソリュー
ションを提供している。これにより農家は、環境への
影響を軽減しながら作物の収穫量と品質を最大化でき
るようになる。同社のCEOは次のように語っている。
「過去数十年の間にヤラは、『資産の所有者』と『肥料の生
産者』から、農家と食品会社の両方に対する完全なソ
リューション・プロバイダーへと移行しました。私たち
は、量の増大から価値の拡大へと移行しているのです」

こうした機会を活かすには、迅速にイノベーション
を行え、組織全体にわたってイノベーションを育める
ことが必要だ。企業がこのようなイノベーションを
実現するには、デジタル組織能力――独立して意思決
定を行い実行できる本格的なアジャイルチーム、パ
フォーマンスに基づく資金配分メカニズム、迅速で柔
軟なテクノロジーの適用など――がきわめて重要で
ある。

測定できないものを体系的に減らすことはできない。
私たちの調査は、企業が機会や進捗状況を評価するた
めに、さまざまな方法でデジタルツールを使用してい
ることを明確に示している。個々の取り組みのレベル
では、環境面の優先的デジタル施策として、サプライ
チェーンの最適化（回答者の83％が優先事項と回答）、
オフィス・工場・建物におけるエネルギー消費の削減
（78％）、廃棄物削減のためのアナリティクスの活用
（73％）があげられている。社会的課題に関する優先
的デジタル施策としては、クライアント・従業員・顧客
のデータ保護の確立（86％）、デジタルプラットフォー
ムによる従業員コラボレーションの向上（83％）、ダイ
バーシティとインクルージョンの向上（80％）があげ
られている。ガバナンス面の懸念・焦点・優先事項とし
ては、危機事象のリスクマネジメント（サイバーレジリ
エンスの構築を含む）（89％）、リスクのリアルタイム
モニタリング（86％）、予測的リスク・アナリティクス
（82％）が上位3つにあげられている。

しかし、真の価値は、社内のデータを広範なサプラ
イチェーンやエコシステムからのデータと統合し、自
社のプロセスを超えて介入すべき領域を特定する能力
から創出される。これには、API（アプリケーション・
プログラミング・インターフェース）に基づくインフラ
ストラクチャーと、データ収集と分析をマネジメント
し関連するやりとりをとりまとめる高度な人的組織能
力が求められる。たとえば、BCGが開発した「CO2 AI」
は、企業の自社の活動から直接生じる排出量を正確に
測定するとともに、測定が困難な、バリューチェーン全
体から出る間接排出量を定量化するエンドツーエン
ド・ソフトウエア・ソリューションである。

ダイナミックな環境ではデジタルによる意思決定
支援が必須となる。企業の二酸化炭素排出量を削減す
ることは、多くの場合、これまでの仕事のやり方を覆す
ような、困難で複雑な意思決定を行うことを意味する。
たとえばサプライチェーンの再設計や、サービス提供
モデルの対面型からリモート型への見直しなどは、人
とプロセスの両方に影響を与える大きな変化である。
変数が多く、ミスをした場合のコストが高い状況で、分
析に時間をかけ過ぎて意思決定ができない状態は大き
なリスクである。

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2022/how-technology-helps-sustainability-initiatives
https://www.bcg.com/ja-jp/about/partner-ecosystem/world-economic-forum/ceo-guide-net-zero
https://www.bcg.com/ja-jp/beyond-consulting/bcg-gamma/co2-ai-for-sustainability
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このような意思決定を支援するためにAIとアドバ
ンスト・アナリティクスを活用できれば、企業はより迅
速に、かつ自信をもって行動し、より大胆な措置を講じ
ることができる。欧州のある大手鉱物資源会社では、
デジタル化されたエネルギー・コントロールタワーに、
クラウド対応データプラットフォーム、およびAIとア
ドバンスト・アナリティクスを活用して、統合エネル
ギー管理ソリューションのエンドツーエンドモデルを
構築した。その結果、エネルギー消費量の5％～10％
削減を達成し、年間800万～900万ユーロのコスト削
減を実現できる見込みである。しかし、AIをうまく活
用するには、非常に高度なデータ関連の組織能力と、時
間をかけないと得られない、高度なツールに対する慣
れや安心感が必要である。

リスクの追跡、監視、軽減はかつてないほど重要に
なっている。多くの企業にとって、気候変動（例：有害事
象の組み合わせによる影響）やサイバーインシデント
（例：データ窃盗、システムハック）などの外部要因に関
連するリスクを定量化できることが優先課題として急
浮上している。実際、危機事象のリスクマネジメントを
89％の企業が、リスクのリアルタイム追跡を86％の企
業が、デジタルの優先的取り組みと位置付けている。

外部の出来事がサプライチェーン、サプライヤー
ベース、顧客にどのような影響を与えるかをリアルタ
イムで理解し、そのようなリスクから起こりうる財務
的影響を推測することは、複雑な仕事である。適切な
データ、アルゴリズム、意思決定の仕組み、ガバナンス
を利用できることが重要だ。さらに、これらの組織能
力により、企業は社内外に対して意思決定と説明責任

の透明性を一定程度、担保することが可能になり、リス
クの回避だけでなく、より迅速かつ効果的なリスク軽
減の取り組みにつながる。

プラットフォームやエコシステムへのアクセスが
きわめて重要。ほとんどの企業は、気候変動やその他
のサステナビリティの問題を自社だけでは解決、ある
いは、必要な時間枠内に解決することはできず、より広
範な社会的成果をもたらすことはできない。たとえ
ば、72％の企業が、IoT（モノのインターネット）を通じ
たデータ収集、生産プロセスのモニタリング、環境への
影響の評価を優先的デジタル施策としてあげている。
農業分野ではキャタピラーやジョンディアが、IoT
データではハネウェルが、エネルギーマネジメントで
はシュナイダーエレクトリックがオーケストレート
（編成・調整）しているように、イノベーション・プラッ
トフォームやエコシステムを活用するにはデジタル組
織能力が不可欠だ。新しいエコシステムをオーケスト
レートする必要はなく、すべての企業がオーケスト
レーターの役割を果たせる立場にあるわけでもない。
既存のエコシステムに貢献することも、同様に魅力的
なはずだ。

ESG目標を達成し、サステナビリティを競争優位性
として構築するためには、きわめて初期の段階からテ
クノロジーとデータを組み込むことが求められる。
ESGの取り組みのためのデジタル面の前提条件が整っ
ていることを確認することが、非常に重要な最初のス
テップである。

原典：The Five Digital Building Blocks of a Corporate Sustainability Agenda

https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2021/how-to-succeed-as-a-business-ecosystem-contributor
https://www.bcg.com/ja-jp/publications/2022/building-blocks-of-corporate-sustainability-agenda
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