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ボストン・コンサルティング・グループは、ビ
ジネス界や社会のリーダーたちと提携し、彼ら
の最も重要な課題に取り組み、彼らの最も大き
なチャンスを捉えています。1963 年に設立さ
れた当時、BCGはビジネス戦略のパイオニアで
した。今日、私たちはクライアントと緊密に連
携してすべての利害関係者に利益をもたらすこ
とを目的とした変革アプローチを採用し、企業
が成長し、持続する競争上の優位性を構築し、
社会にプラスの影響を与える支援をしていま
す。

多様なメンバーからなる私たちのグローバルチ
ームは、業界に関する深く実用的な専門知識
と、現状に疑問を呈し、変化を引き起こす幅広
い視点を提供します。BCG は、最先端の経営コ
ンサルティング、技術と設計、企業およびデジ
タルベンチャーを通してソリューションを提供
します。私たちは、クライアントが目標を達成
するのを支援し、クライアントが世界をより良
い場所にすることを可能にするという目標に向
かって、企業全体、またクライアント組織のす
べての階層で、独自のモデルでコラボレーショ
ンを行っています。



目次

02 |  デジタル能力のスケーリング

08 |  経営層の支援：トップから始める 

12 |  スケーリングを可能にする能力
• データからのインサイトの生成

• クラウドの活用

• 熟練した有能な従業員の育成

18 |  継続的な実行

21 |  デジタル価値への道



1 デジタル価値をスケーリングするために重要なこと

デジタルリーダーが長期的なレジリエンスを構築

5%  
以上

パンデミックの中でリーダーは 
競合他社より 5 % 以上高い 

市場占有率を実現

5%  
以上

パンデミックの中でリーダーは 
競合他社より 5 % 以上高い 

時価総額を実現
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デジタルをスケ
ーリングする能
力

CxO なら誰でも、パイロットは簡単だがスケールア
ップは難しいと言うでしょう。デジタル、アジャ
イル、テクノロジー、データなどあらゆるタイプ

の変革でそれは真実です。パイロットは初期の優れた成
果をもたらしますが、その成果を市場に持ち込んだり、
組織に導入しようとしたりする取り組みは多くの場合成
功しません。 

スケーリングするデジタルソリューションだけが大きな
価値を生み出すことができます。デジタルソリューショ
ンを迅速にスケーリングする能力が、デジタル変革によ
って価値を実現できる企業とできない企業を分けます。
ビジネスが不安定になり、経済が混乱する時代に、スケ
ーリングを成功させる必要性が急速に高まっています。
デジタルソリューションをスケーリングしている企業
は、短期間で利益を高め、コストを下げ、スピードを上
げ、そして長期的なレジリエンスを高めています。デジ
タルスケーリングとデジタル対応に関する私たちの最新
の調査によると、デジタルリーダーは危機を乗り越え、
より強くなって復活する可能性がきわめて高いことが分
かりました。たとえば、過去2年間のパンデミックの中
で、デジタルリーダーは、同業他社よりも 5% 以上高い
市場占有率と 5% 以上高い時価総額を実現しました。デ
ジタルリーダーの 70% が、今後 3 年の間に市場占有率
をさらに 5% 以上高めることができると予測していま
す。

https://www.bcg.com/publications/2021/performance-and-innovation-are-the-rewards-of-digital-transformation-programs
https://www.bcg.com/publications/2021/performance-and-innovation-are-the-rewards-of-digital-transformation-programs


3 デジタル価値をスケーリングするために重要なこと

スケーリングのプロセスは単純であるべきです。企業
は、価値を生み出す一連のデジタルソリューションを開
発し、組織全体でスケーリングした場合に最大の価値を
生み出すことができるソリューションを特定します。し
かし、それを実施するうえで大きな組織的ハードルがい
くつかあります。多くの企業が、潜在的な影響力が限ら
れているデジタルソリューションをあまりに多くスケー
リングしようとし過ぎています。影響力が限られている
理由の一端は、それらのソリューションが特定のドメイ
ンに焦点を当てたものだからです。また、縦割りのデー
タ、アルゴリズム、テクノロジーに身動きが取れず、そ
れによってスケーリングができなくなっている企業もあ
ります。 

スケーリングを成功させている企業は、うまくいってい
ない企業とのパフォーマンス上の優位性がますます拡大
します。今日のデジタルリーダーは、デジタル変革によ
って、遅れている企業（「ラガード」）と比較して 3 倍
の収益増とコスト削減を達成し、2 倍の数のデジタルソ
リューションをスケーリングしています（図表 1 を参
照）。このような企業は、自社のセクターにおいて総合
的なビジネスリーダーとしての立場を固めています。

約 2,000 社のグローバル企業を対象とした、デジタル能
力と成熟度に関するBCG の最新の調査によって、個々の
デジタルソリューションをスケーリングすることで、関

連する基準と比較して 9% ～ 25% の収益増加と 8% ～ 
28% のコスト削減が見込めることが分かっています（
図表 2 と 3 を参照）。しかし複数のソリューションをス
ケーリングする企業は、全社的に約 17% の収益増加と 
17% のコスト削減を達成できます。スケーリングはま
た、カスタマーエクスペリエンスの再検討の促進、デジ
タルとデータのエコシステムを統合する能力の向上、ビ
ジネスのレジリエンスの強化、より包括的で多様な職場
の実現など、定性的な利点も生み出します。

デジタルリーダーは、（カスタマーエクスペリエンス、
販売、マーケティングの改善に関わる）顧客志向ソリュ
ーションによって、きわめて大きな影響を生み出してい
ます。一般的な例としては、スマート入札や、B2C また
は B2B サービスのパーソナライズ（ランディングペー
ジのカスタマイズなど）など、キャンペーン最適化の自
動化があります（サイドバー「"顧客志向ソリューショ
ンの改善"」を参照）。私たちの調査により、デジタル
リーダーは、業務または機能ソリューションよりも顧客
志向ソリューションを数多くスケーリングしていること
が分かっています。

新しい調査では、自社をデジタルリーダー（デジタル対
応成熟度評価で最高段階と評価される企業）とみなして
いる企業はわずか 30% であることが分かりました（サ
イドバー「"当社の調査について"」と図表 4 を参照）。

図表 1 –  
デジタルソリューションのスケーリングが大きなインパクトを生み出す

出典：BCG のデジタル対応スコア。
1当社の調査で報告された 545 社のデジタルリーダーの平均金銭的利益。

デジタルリーダーは、
デジタルラガードと
比較して  2 倍の数の
ソリューションを
スケーリングして  …

… スケーリング1から大きな金銭的利益を得ている

ラガードと比較して
デジタルイニシアティブから
3 倍高いリターンを得ている 

 デジタル変革全体
から 15 ～ 20% の

収益増を実現 

デジタル変革全体
から 15 ～ 20% の
コスト削減を実現

3倍 15 ～ 
20%

15 ～
20%
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図表 2 – 顧客志向デジタルソリューションが売上を加速

図表 3 – デジタルソリューションが実現する大幅なコスト削減

出典：BCG のデジタル対応スコア。

出典：BCG のデジタル対応スコア。

注：IoT = Internet of Things（モノのインターネット）、RPA = Robotic Process Automation（ロボティックプロセスオートメーション）。

収益を大きく増加させるデジタルソリューション

参照可能な基準に対する売上の影響（平均収益増加率）

顧客データの保護とデータプライバシーの実現
コンプライアンスカテゴリの特定、情報の開示など

オンラインからオフラインまでのシームレスなデジタル
カスタマーエクスペリエンス
常時稼働のライブチャットとチャットボットによる顧客維持率の
向上など

カスタマーサービスに焦点を当てた分類
顧客とのやり取りにおける自然言語処理など

フィールドフォースやサービスエージェントに対する AI 支援
注文ステータスなどリアルタイムの顧客情報の提供など

キャンペーン最適化の自動化
スマート入札、オーディエンスのターゲティング、ダイナミック
クリエイティブなど

B2C サービスと B2B ソリューションのパーソナライズ
関連性とインタラクションの頻度に合わせたランディングページへ
のパーソナライズなど

9% ～ 16%

9% ～ 10%

10% ～ 21%

7% ～ 23%

10% ～ 20%

12% ～ 25%

顧客志向
ソリュー
ション

コストを削減するデジタルソリューション

参照可能な基準に対する利益の影響（平均コスト削減率）

その他の運営ソリューション
リアルタイムフルフィルメント、ネットワーク最適化、工業オートメーションなど

AI による詐欺や侵入の即座の検知
ユーザーの異常行動の検知や不正使用の防止など

人材獲得と AI による意思決定
AI 対応のビデオ面接と採用活動

その他のエンタープライズソリューション
AI 支援の人材獲得、財務モデリング、AI 対応の仮想チュータ

サービスプロセスのハイパー自動化
RPA による移行作業のような繰り返しの多い手動作業の自動化など

IoT による事前対応的な保守作業
ディープラーニングを使用したボトルネックの自動予測など

8% ～ 18%

10% ～ 22%

11% ～ 21%

8% ～ 15%

11% ～ 21%

14% ～ 28%運営

エンター
プライズ
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デジタルリーダーはパイロットステージの通過に成功
し、組織、市場、地域においてデジタルソリューション
を完全に運用可能にして、導入しています。彼らは、文
化的および業務的変革を導入し、新しい機能を開発し、
新しい働き方を実現し、顧客との新しい関わり方を発見
しています。残りの 70% の企業はパイロットステージ
を超えてデジタルソリューションをスケーリングできて
いなかったり、ソリューションが組織的なサイロの中に
とどまっていたりしています。彼らの変革は、全社的に
潜在力を引き出すことができていません。 

それでは、デジタルリーダーはそれをどのように行って
いるのでしょうか？30% の企業は、他の企業が苦労して
いる間にどうやってデジタルソリューションのスケーリ
ングを成功させているのでしょうか？私たちの調査では 
3 つの重要なファクターが明らかになっています。

•	 経営層の支援。経営層 （CEO、COO、CIO、CDO、 
CFO、 CMO、CHRO など）が、統一されたビジネス

志向のデジタル戦略を支援することで、活動を活性化
させ、トップダウンでの実現を推進しています。彼ら
はスケーリングの成功について互いに責任を負い合
い、協力し合い、共にサポートし合っています。

•	 能力の構築。デジタルリーダーは、スケーリングへの
取組みを支援するために、高品質データ、熟練した従
業員、クラウドの採用という重要な領域で彼らが必要
とする能力を構築しています。

•	 継続的な実行。デジタル化は 1 回だけのプログラムで
はありません。デジタルリーダーは、市場の進化に適
応し、自身を改善するために「継続的な実行」のマイ
ンドセットを持ち、常に新しいパイロットの成功を評
価して、どのパイロットをスケーリングするかを決定
しています。

本レポートでは、デジタルリーダーがいかにして上記の
成功要因を自社で実現しているのかを検証します。

図表 4 – デジタルリーダーになれているのはわずか 30% の企業

出典：BCG のデジタル対応スコア。

注：スコアは対応度に関する 40 以上の質問による調査から算出。

企業の成熟度（%）

3%
1%0%

17%

ラガード リーダー

0 ～ 42デジタル対応スコア（DES）： 84 ～ 100

23%
26%

22%

9%

0 ～ 12 >12 ～ 25 >25 ～ 37 >37 ～ 50 >50 ～ 62 >62 ～ 75 >75 ～ 88 >88 ～ 100DES

発展段階 変革段階 対応段階

デジタルラガード デジタルリーダー

開始段階

ミドル層

成熟度が低い 成熟度が高い
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一般的に言って、デジタルソリューションの成功は、潜在的可
能性が最も高いユースケースを選び、それらをスケーリングす
ることから始まります。デジタルリーダーは、分析や AI など
の高度なツールを使用して、データをベースとしたインサイト
をビジネス行動に変え、成果を追跡し、学習ループを構築して
います。あらゆるタイプのソリューションの中でも、顧客志向
の能力を高めるソリューションは、企業が最も積極的に追求
し、スケーリングを成功させているソリューションです。約 
30% の企業が、顧客志向のソリューションをスケーリングし
ています。これは業務関連およびエンタープライズ関連のデジ
タルソリューションをスケーリングした企業よりも若干多い数
となっています（それぞれ 24%）。そのため、デジタルリー
ダーがラガードよりも 70% 多く市場開拓ソリューションをス
ケールアップしていることは驚くに値しません。

カスタマーエクスペリエンスのパーソナライゼーションを成功
させることは、顧客のロイヤリティと満足度を収益の増加に変
えることを目指す、顧客中心のマーケティングにおける一般的
な戦略です。私たちの調査によると、最も多く採用された顧客
志向ソリューションは、B2C サービスまたは製品のパーソナ
ライゼーション、またはB2Bソリューションのカスタマイズ（
顧客ランディングページのカスタマイズなど）であり、全企業
の 30% がスケーリングしています。次に数多くスケーリング
されているソリューションは、顧客データ保護とデータプライ
バシーの保護です。全企業の約 3 分の 1 がこのタイプのソリ
ューションをスケーリングしています。

ヨーロッパのある大手銀行は、既存の顧客に対する住宅ローン
サービスを改善し、新規顧客を惹き付けるものにしたいと考え
ていました。同社は大規模な市場調査を実施し、約 40 種類の
デジタルイニシアティブのパイロット版を作成した後、それを

拡張およびスケーリングするために 4 つのワークストリーム
を選択しました。同社はまず、有料メディアアカウントを作成
し、ソーシャルメディアから収集したデータを活用して、着信
トラフィックを増やし、製品に関心を示した新しいオーディエ
ンスをターゲットにしました。次に、Web サイトでのオンラ
インユーザーエクスペリエンスを改善し、関連情報とツールに
簡単にアクセスできるようにして、コンバージョン率を最大化
し、初めての住宅ローンの相談の予約を増やしました。同社
は、これらの 2 つのデジタルソリューションのスケーリング
を成功させることによって、6 か月で売上を 30% 伸ばしまし
た。

デジタルリーダーは、顧客志向ソリューションのスケーリング
に必要な機能において、ラガードと比較して平均で 2.4 倍高い
デジタル成熟度を達成しています。顧客志向ソリューションの 
70% 以上をスケーリングしている企業は、成熟したデータエ
コシステムを持ち、部門を横断するライトハウスチームにスタ
ッフを配置し、明確な価値操縦を使用し、クラウドサイバーセ
キュリティを経営層の優先事項とみなしています。 

そのような企業では、製品エクスペリエンス、カスタマージャ
ーニー、データ分析を部門横断的に管理しています。その結
果、CMO、CTO、CIO の役割が重複する可能性があります。
私たちの過去の調査によれば、CMO はカスタマーエクスペリ
エンスジャーニーの設計と運用に責任を負っていることが多い
ため、連携を推進し、顧客志向ソリューションをスケーリング
するのに適している立場にいるのは CMO です。しかし最新の
調査によれば、CMO だけでそれを行うことはできません。ソ
リューションのスケーリングと実行を成功させるには、経営層
の全面的な支援が必要です。

顧客志向ソリューションの改善



7 デジタル価値をスケーリングするために重要なこと

BCG は長期にわたりビジネスにおけるデジタル能力と成熟度
について調査を行ってきました。新型コロナウイルスのパンデ
ミックは、最もデジタル面で成熟した企業とそうでない企業と
の間のレジリエンスとパフォーマンスにおけるギャップを劇的
に広げました。 

BCG と Google（本レポートを委託）は、最近、デジタル対応
について調査を実施しました。具体的には、デジタル対応プロ
セス、デジタル製品、デジタルサービスなどのデジタルソリュ
ーションをスケーリングすることで他社よりもデジタル能力を
高めた企業は、どのようにしてそうなったのかを調査しまし
た。スケーリングとは、デジタルイニシアティブのパイロット
ステージを通過し、組織、市場、地域においてデジタルソリュ
ーションを完全に運用可能にして、導入することです。 

私たちは、専門家やソートリーダーへのインタビューを実施
し、世界中の 2,000 社を調査して、企業が自社のデジタルアジ
ェンダを推進するために採り入れている主要なイネーブラーの
影響を評価しました。

調査の一環として、各企業に対する BCG のデジタルアクセラ
レーションインデックス（DAI）評価に基づいて、デジタル対
応スコア（DES）を集計しました。DAI 評価は、その企業のデ
ジタルソリューション（製品、サービス、およびプロセス）、
テクノロジーの採用、および主要な機能の成熟度を見るもので
す。DES 評価では、価値を最大化するためにデジタルソリュ
ーションの可能性を引き出し、スケーリングするうえで重要な 
15 種類の観点で企業を評価します。私たちはまた、経営層全
体おけるデジタル変革を成功させる企業の能力に重要なイネー
ブラーがどのように影響するのかを評価しました。

調査では、企業によってデジタル成熟度が大きく異なり、デジ
タルソリューションをスケーリングする能力も同様であること
が確かめられました。企業は 4 つの成熟度に分類できます。 

•	 開始段階。この段階の企業は、デジタル変革への戦略的ア
プローチを完全には定義しておらず、デジタルソリューシ
ョンの可能性を引き出すうえで必要な能力をまだ確立して
いません。 

•	 発展段階。この段階の企業は、デジタルの価値を強く意識
しており、優先度の高いライトハウスソリューションを追
求し、必要な能力を構築しようとしています。

•	 変革段階。この段階の企業は、強力なデータリソース、熟
練した従業員、クラウドプラットフォームを使用してライ
トハウスソリューションをスケーリングしており、変曲点
をすでに通過し、本質的にデジタル企業となっています。 

•	 対応段階この段階の企業は、足並みが完全に揃った全社的
なデジタル戦略の実行に成功しており、優先度の高いデジ
タルソリューションを幅広く採用して、高い価値のある影
響を生み出しています。

このランキングに基づいて、上位 30% の最もデジタル
対応が進んだ企業（デジタルリーダー）と、下位 20% 
の企業（デジタルラガード）を比較するために、企業を 
3 つの階層に分類します。本レポートの内容はこれらの
比較が中心となります。

当社の調査について

https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-maturity
https://www.bcg.com/capabilities/digital-technology-data/digital-maturity
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経営層の支援
トップから始める

デジタルリーダーへの道は組織のトップから始ま
ります。ただし CEO だけではありません。経営
層全体が、共通のビジョン、戦略、ロードマッ

プに基づいて足並みを揃え、全社的に活動を活性化し、
対応と実行を推進しなければなりません。コミットメン
ト、アカウンタビリティ、コラボレーションが不可欠で
す。デジタルリーダーはこれら 3 つをすべて確実にして
いる可能性が高いと言えます（図表 5 を参照）。

多くの企業では、派閥に分かれた CxO が、デジタル化
の遅延や、デジタルソリューションのスケーリングの失
敗によって全体の変革が進まないことに関し、互いを非
難し合っています。ラガードの半数以上が、経営層が完
全に派閥に分かれ、個々のデジタルイニシアティブにつ
いて互いにコミュニケーションをとっていないと報告し
ています。それに対してデジタルリーダーでは、それぞ
れの CxO が互いに責任を負い合っています。デジタル
リーダーの 72% にとって、経営層が常にコラボレーシ
ョンを行うことは普通のことです。 
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一般的なアプローチは、全社的なデジタル変革の構想に
責任を負うグローバル最高デジタル責任者の役割を確立
することです。ただし、あまりに多くの CDO が、デジ
タルソリューションを提案することはできても、予算の
権限を持っていないため、そのソリューションを実施す
る能力がほとんどない、牙のないトラになってしまって
います。しかしデジタル化が CxO 全員の責任になれ
ば、経営層全体が協力してデジタルアジェンダを推進し
なければならなくなります。そして CxO 全員が、目的
とするビジネス成果を達成することに責任を持たなけれ
ばならなくなります。私たちの調査では、デジタルアジ
ェンダを推進するうえで必要なデジタルビジョン、投資
ポートフォリオ、およびリソースについて、経営層全体
で意思が統一されているのはデジタルリーダー（82%）
だけであることが分かりました。デジタルリーダーの 
60% 以上で、経営層が、目的を設定し、企業全体を導く
だけでなく、デジタル化の取り組みに対する積極的なサ
ポートを表明し、組織全体に進捗状況を伝えています。 

今日の CxO の役割の多さも問題になる可能性がありま
す。その多くがデジタルイニシアティブ、技術、データ
に関係しています。CEO、CFO、CHRO、COO、CMO に

加えて、CDiO（デジタル）、CDO（データ）、CTO も
リーダー層に加わります。デジタル変革は各部門を横断
するものなので、多くの場合、その境界線は曖昧になり
ます。そのため、経営層が全社的な目標を達成するため
に適切な能力と視点を提供するには、経営層のすべての
役割間の連携が重要になります。 

多くの企業では、経営層の 1 人のメンバーのデジタルア
ジェンダが、連携の触媒となります。たとえば、CMO 
は次第に技術、財務、データプライバシー、分析と関わ
るようになっています。CMO はデジタル変革を推進
し、変革を支持するのに適した立場にいます。企業によ
っては、CMO が CFO と連携して、ビジネス KPI を設定
することによって、リターンを増やすための投資として
マーケティングを管理しています。多くの CMO は、組
織内で顧客志向ソリューションを推進するので、それが
部門横断的なリーダーシップの連携の触媒となる場合が
あります。

真の意味でのデジタル組織になるためには、リーダー層
がアジャイルな働き方を取り入れ、組織の大部分または
組織全体にアジャイルを取り込み、部門横断的なチーム

図表 5 – 経営層のコミットメント、アカウンタビリティ、コラボレーシ
ョンは、デジタル対応を活性化させるうえで不可欠

出典：BCG のデジタル対応スコア。

経営層がデジタル化の取り組みへの支援を表明

ラガード リーダー

35% 61%

72%

96%

経営層が一貫して協力

経営層の支援および指導と
トップダウンの指示

2倍

7倍

4倍

10%

27%

https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/cmo-agenda
https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/cmo-agenda
https://www.bcg.com/capabilities/marketing-sales/cmo-agenda
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での作業への移行を開始する必要があります。CxO は、
以下の理由によりアジャイルをスケーリングするのに苦
労する可能性があります。 

• 自分のチーム内での責任に集中している。

• 部門どうしを分け隔てているサイロを解消しようとし
ない。 

• ビジネスリーダーと技術リーダーに対して、協力して
デジタルロードマップを優先するように勧めようとし
ない。 

デジタルリーダーには、ビジョンを共有するために、自
分たちのポートフォリオを定期的にレビューするプロセ
スがあります。また、追求すべき新しい機会を常に探し
ています。約 80% のデジタルリーダーでは、ビジネス
部門と技術部門が共通の取り組みとしてデジタルロード
マップを優先し、新しい機会を評価することで計画を定
期的に更新しています。 

大規模にアジャイルな方法を確立するには、多くの場
合、上級役員が自分の働き方を変える必要があります。
「リーダーが先導し、マネージャーが確認し、実行者が
行う」という考えは、真の意味でのデジタル企業には当
てはまりません。この考え方に適応するのはとても難し
いことになる可能性があります。アジャイルな行動は、
上級役員を最上位のリーダーとするものではないからで
す。さらに、優れたデジタルリーダーは、ミドルマネー
ジャーが目標と戦略を支持するように、変革プログラム
の計画と実行に、関連するミドルマネージャーを関与さ
せています。このコミットメントがなければ、ミドルマ
ネージャーがプロセスを遅らせ、部門のサイロや権力基
盤を守ろうとするかもしれません。

https://www.bcg.com/publications/2018/agile-starts-or-stops-at-the-top
https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation
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デジタルリーダーは重要な機能を重視 

出典：BCG のデジタル対応スコア。

76% のデジタルリーダーが

デジタルによってデータセ
キュリティ、可用性、持続可
能性を確実なものにしている

データ

76%

API とマイクロサービスを使
用してデジタルソリューショ
ンを自社の技術スタックに接
続する能力を獲得している

94% のデジタルリーダーが

クラウド

94%

今後 3 年間で従業員のスキル
アップを図り、優秀なデジタ
ル人材を雇用する計画を立て
ている

72% のデジタルリーダーが

従業員

72%
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スケーリングを
可能にする能力

私たちのクライアントの仕事と私たちの調査は、
企業が、デジタルソリューションをスケーリン
グするために必須の機能を必要としていること

を常に示してきました。デジタルに対応したリーダーに
なるには、データからインサイトを生成し、クラウドを
活用し、熟練した有能な従業員を育成する能力を構築す
る必要があります。 

データからのインサイトの生成 

複数のソースからの高品質のデータにアクセスし、それ
をパートナー組織と共有し、高度な分析を適用して長期
的な影響に関するインサイトを生成する能力は、他のす
べてにとって多目的なイネーブラーです。データ対応
は、デジタルソリューションをスケーリングする企業の
能力に最大の影響を与えるため、今日の競争上の優位性
の基盤として最も重要です。それにもかかわらず、ほと
んどの企業では、データは最も活用されることが少ない
資産です。デジタルリーダーの間でさえ、最もデータ成
熟度が高いリーダーは、データ対応度が比較的低いリー
ダーの 2 倍多くのソリューションをスケーリングできま
す。データリーダーになるには、組織全体でアクセス可
能な、プライバシーに配慮した高品質のデータが必要で
す。これには、強力なデータガバナンス、適切なデータ

https://www.bcg.com/publications/2021/new-data-sharing-tools-helping-companies-find-value
https://www.bcg.com/publications/2021/new-data-sharing-tools-helping-companies-find-value
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インフラストラクチャ、そして顧客のプライバシーに関
する要求の尊重が必要です（図表 6 を参照）。

企業は、インフラストラクチャに対してと同じくらいデ
ータ能力を優先および管理し、将来を見据えた投資を行
い、投資計画に十分な資金を投入する必要があります。
アクセシビリティがカギです。クラウドサービスなどの
データ共有イネーブラーを活用することで、企業はさま
ざまなビジネスエコシステムからの高品質データに確実
にアクセスできるようになります。このようなデータ
は、優れたインサイトや顧客エンゲージメント、さらに
はデジタルソリューションをスケーリングする能力につ
ながります。

適切なデータガバナンスは、正確で有用なデータへのア
クセスを支えます。デジタルリーダーは、効果的なデー
タ所有権とガバナンス手順を組み合わせています。これ
により、高品質のデータの継続的な供給が可能になり、
従業員がデータを適切かつ一貫性を持って利用できま
す。データ侵害などのよくある問題の多くは、技術の不
足ではなく人為的ミスによって発生します。 

ほとんどのデジタルリーダーは、データリポジトリと 
API プロビジョニングを備えた、未来に向けたアーキテ
クチャを構築し、多くのデジタルリーダーは、複数のパ
ートナーとのデータエコシステムを運用しています。実
際、私たちの調査では、デジタルリーダーの 60% が、
パートナーとのリアルタイムデータのシームレスな交換
を促進するため、成熟したインフラストラクチャを有し
ていることが分かっています。それに対してラガード
は、未だにデータインフラストラクチャを構築中であ
り、データガバナンスは全くありません。

また、データは特定のアプリケーションに制限されるの
ではなく、そこから分離されてポータブルなものである
必要があります。これは、データを縦割りにするのでは
なく、共有データのプールを作成し、ユーザー、アプリ
ケーション、パートナーがそこから同じ情報を活用でき
るようにするという考えです。データのため込みは、イ
ンサイトと価値の創造の可能性を、本来よりも極めて小
さいものにしてしまい、複数の基盤アーキテクチャとテ
クノロジーの使用はデータの縦割りにつながります。こ
のようなデータサイロは一見、魅力的に見えるかもしれ

図表 6 – デジタルリーダーは、強力なデータガバナンスを持ち、未来に
向けたアーキテクチャを構築している

出典：BCG のデジタル対応スコア。

0 100

価値あるデータ作成のための基盤としてのデータガバナンス

未来を見据えたアーキテクチャによるデータのオーケスト
レーションと共有

チーム間におけるデータ所有権の程度

平均成熟度、0（低）～ 100（高）

データの透明性およびアクセスのしやすさのレベル

データの正確性、一貫性、信頼性

   データの統合とリアルタイムの可用性

セルフサービスのプロビジョニングとレガシーへの依存

パートナー価値の創造とクラウドエコシステム

プラクティス

アクセシビリティ

レポジトリ

インターフェイス

エコシステム

品質

デジタルリーダー デジタルラガード

https://www.bcg.com/publications/2020/you-do-not-have-to-start-from-scratch-in-data-transformation
https://www.bcg.com/publications/2020/you-do-not-have-to-start-from-scratch-in-data-transformation
https://www.bcg.com/publications/2021/navigating-multicloud-strategy
https://www.bcg.com/publications/2019/good-data-starts-with-great-governance
https://www.bcg.com/publications/2020/you-do-not-have-to-start-from-scratch-in-data-transformation
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ません。単独のデジタルソリューションの実装をしやす
くしてくれるからです。しかし同時に、ビジネスユニッ
トや企業全体にソリューションをスケーリングする能力
を制限してしまいます。

ある大手農業機器メーカーは、データの使用方法を改善
することによって技術リーダーになりたいと考えていま
した。そこで、製品にセンサーを取り付けることで正確
なリアルタイムデータを収集し、農家により豊富な情報
を提供し、製品のパフォーマンスを最適化できるように
しました。また、顧客と社外パートナーから収集したデ
ータを統合するために、最新のアーキテクチャによるオ
ープンプラットフォームを開発しました。このプラット
フォームにより、農家は高度なデータ分析ツールを使用
して機器をより適切に管理し、高いコスト効率と運用効
率を実現すると同時に、農業エコシステム全体のプレー
ヤーとつながることもできます。 

この新しいデータ戦略は、農家に優れたカスタマーエク
スペリエンスを提供し、同社と農業機器業界内でデータ
ドリブン革命を引き起こしました。このソリューション
のスケーリングを成功させるため、同社は、機器メーカ
ーからデータの生成者および管理者へと変化しなければ
なりませんでした。2021 年の第 2 四半期には、農業生
産ビジネスからの純売上高と営業利益は、前年同期比で
それぞれ 35% および 75% 以上増加しました。

デジタル成熟度を高める最大の推進力の 1 つは、ファー
ストパーティデータの使用です。ファーストパーティデ
ータとは、閲覧行動、CRM データベースのトランザク
ション履歴、ロイヤリティプログラムアクティビティな
ど、企業が消費者から直接収集するデータです。洗練さ
れた企業は、ファーストパーティデータが差別化要因で
あり（それが独自のものであるため）、重要であり（企
業とその顧客に直接関係している）、一貫して高品質で
ある（顧客から直接得ている）ことを理解しています。
デジタルリーダーのほぼ 50% がファーストパーティデ
ータを使用して、優れた顧客価値提案を生み出すインサ

イトを得ていますが、そうしているラガードはわずか 
5% です。過去のBCGの調査によると、10 社中 9 社がデ
ジタルマーケティングプログラムにとってファーストパ
ーティデータが重要であると述べていますが、複数のチ
ャネルでファーストパーティデータに一貫して効果的に
アクセスし、データを統合しているマーケティング担当
者は 3 分の 1 未満にとどまっています。データを使用し
て顧客のために優れた成果を生み出すのが得意な企業は
ほとんどありません。 

データと技術を利用して成長を加速させたいと考えてい
た、あるグローバル化粧品ブランドは、データの可用性
の低さと必要な技術的能力の欠如に関連する課題に直面
していました。パブリッククラウドサービスを使用して
いた同社は、オーディエンスをより正確にターゲットと
するため、ファーストパーティデータを利用することに
焦点を当てた全社的なデータ戦略を策定しました。たと
えば、新しいモデルでは、オンラインで購入する可能性
が最も高いとみなされた Web 訪問者に対するマーケテ
ィングをカスタマイズします。同社は全社的にデータの
アクセシビリティと分析能力を高め、データドリブンイ
ノベーションを後押ししました。この戦略により同社
は、データドリブンのインサイトを使用してキャンペー
ンからの収益を 25% 増加させ、2年以内にデータソリュ
ーションをグローバルにスケーリングすることができま
した。また、データと分析の価値を理解し活用しようと
する全社的なカルチャーを構築できました。

またデジタルリーダーは、データプライバシーを優先さ
せています。それが顧客にとっての優先事項だからで
す。データをよりアクセスしやすくするうえで企業がよ
く直面する課題の 1 つはデータリスクの増大です。共有
プラットフォームを介してリスクを特定、評価、管理す
れば、セキュリティを大きく高めることができるでしょ
う。ほとんどすべての（97%）デジタルリーダーは、こ
のようなリスクへの対応に優れており、デジタルリーダ
ーの 3 分の 2 ではそのようなリスクを効果的に管理する
ことが経営層の優先事項となっています。

https://www.bcg.com/publications/2021/the-fast-track-to-digital-marketing-maturity
https://www.bcg.com/publications/2020/responsible-marketing-with-first-party-data


15 デジタル価値をスケーリングするために重要なこと

クラウドの活用

デジタルリーダーは、デジタルソリューションのスケー
リングを支援するために、データなどの他のイネーブラ
ーを構築および拡張するための技術的基盤としてクラウ
ドを利用しています。ほとんどのデジタルリーダー
（64%）は、クラウドがすべての新しいデジタルソリュ
ーションをすぐにホストできるように、ソリューション
をクラウドネイティブになるように設計しています。 
（図表 7 を参照）デジタルリーダーは、API で接続され
た階層化アーキテクチャにこれらのソリューションをデ
プロイし、多くの場合、2 つ以上のクラウドを採用して
います。マルチクラウドアプローチは、アジリティ、柔
軟性、イノベーション率の向上、また、さまざまなプロ
バイダの最先端テクノロジーとプラットフォームの強み
を展開する能力など、多くのメリットをもたらします。
このアプローチは、レガシーシステムからデジタルデリ
バリーを分離し、テスト、導入、保守を簡単にします。
デジタルリーダーは、デジタルスケーリングのコストも
削減しています。

2025 年までに、消費者向けアプリケーションの最大 
60%、データウェアハウスと分析ワークロードのほぼ 
40%、コアビジネスアプリケーションの 30% 以上が、

大手テクノロジー企業が運営するパブリッククラウドで
実行されるようになるでしょう。デジタルリーダーの 
90% 以上が、デジタルソリューションを、API 対応でマ
イクロサービスを使用する自社の技術スタックに接続で
きますそれに対して、ラガードの 80% が、複雑なイン
ターフェイスで緊密につながったレガシーシステムに頼
っています。 

次の 3 つの要因が、クラウドをデジタル機能の強力なブ
ースターにしています。

• クラウドは、技術的能力（インフラストラクチャ、ス
トレージ、処理）の即時のスケーリングを可能にしま
す。 

• クラウドサービスプロバイダ（CSP）が提供するソリ
ューションには、通常、サイバーセキュリティのメカ
ニズムとパッチが含まれています。

• CSP は、クライアントのためにソリューションを効果
的にカスタマイズするための専門知識とスタッフ（両
者とも不足しているものです）を有しています。 

図表 7 – デジタルリーダーは、最新アーキテクチャにクラウドネイティ
ブのソリューションをデプロイしている

出典：BCG のデジタル対応スコア。
1クラウドネイティブ設計：コンテナ中心、マイクロサービス指向、API主導の接続性、特に戦略的および新規アプリケーション向け。

デジタルリーダーの大部分が
クラウドネイティブになるために
デジタルソリューションを設計1 

クラウドネイティブソリューションはさまざまな
方法で設計できるが、デジタルリーダーは

モジュール型アーキテクチャを活用

クラウドネイティブのリーダーとクラウドネイティブの
ラガードの比率（%）

対

対

対

モジュール型アーキテクチャ 
シームレスなデリバリーのために 
API で接続された階層型アーキ
テクチャ

結合型アーキテクチャ 
システムが緊密に結合され
ており、そのため更新が大変

94% 21%

6% 79%

64% 3%

デジタルリーダー デジタルラガード
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クラウドはデジタルソリューションをスケーリングする
スーパーチャージャーとなりますが、国の規制やデータ
ガバナンス要件への準拠と同様に、そのコストを管理す
ることが重要な考慮事項となります。企業は、主流のク
ラウドを採用するまでに複数の道をたどってきました。
どの機能をいつクラウドに移行するか、どのクラウドサ
ービスモデルを使用するかについての決定は、必ずしも
よく考えた戦略に従って行われるとは限りません。その
ため、効率的で効果的なマルチクラウドアプローチ構成
するものを明確にすることは困難である場合がありま
す。したがって、クラウドのコストを管理している企業
が 3 分の 1 にすぎないという事実は驚くに値しません。
しかし、デジタルリーダーの 68% が、高度なコスト分
析によりクラウドへの支出を最適化していると報告して
います。そうすることで彼らは、ラガードと比較して 2 
から 3 倍の費用対効果と技術コストの削減を実現してい
ます（図表 8 を参照）。

ある衛星画像プロバイダは、増大する顧客のニーズに対
応し、画像にアクセスしようとする顧客が我慢しなけれ
ばならなかった数時間の遅延を大幅に短縮するために、
画像プラットフォームをスケールとスピードをアップす
るように再設計する必要がありました。同社は、品質と
対象範囲を犠牲にすることなく、最小限の遅延で顧客に
データを提供できるクラウドベースのプラットフォーム
へ移行しました。そのクラウドプラットフォームによっ
て、データのスケーリングは向上し、画像処理はスピー
ドアップし、さまざまな顧客グループの目的により合っ
た画像を提供できるようになりました。顧客は、古いシ
ステムでは数時間または数日も待たされていましたが、
今では 0.5 秒の遅れで画像をストリーミングできます。
また同社は、クラウドによって、毎週 100 万平方キロメ
ートルをカバーする画像を追加するための拡張可能なス
トレージソリューションを実現しました。

図表 8 – クラウドのコストを管理しているのは企業の 3 分の 1 にすぎな
いが、管理している企業は 2 から 3 倍高い効率性を実現している

出典：BCG のデジタル対応スコア。

 

 

5% ～ -10%

5% ～ -10%

 
10% ～ 25%

 
10% ～ 30%

クラウドへの移行による
IT コストの削減

デジタルソリューショ
ンによる費用対効果

2 ～ 3 倍

平均レンジ

デジタルリーダー デジタルラガード

2 ～ 2.5 倍
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熟練した有能な従業員の育成

デジタルリーダーは、人材不足を解消するために、スキ
ルの向上とターゲットを絞った採用によって高いスキル
を備えた組織を構築しています。デジタル変革の成功を
もたらす要因に関する BCG の調査によって、必要なス
キルと専門知識を持っている企業は 4 分の 1 しかないこ
とが分かりました。私たちの最新の調査では、デジタル
リーダーは、雇用とトレーニング計画によって迅速にこ
の不足に対応しています。またリーディング企業は、業
務効率化アプリ、DevOps（継続的なソフトウェア開発
と IT 運用の一種）、AI 分析などのテクノロジーツール
をチームに導入し、その機能を最大限に活用し、イノベ
ーションを起こし、変革を推進しています。ビジネス、
デジタル、技術、および部門（人事、法務、財務など）
のスキルを備えた部門横断チームの再編成を行うのも重
要です。 

デジタルリーダーは、すべてを社内で行おうとしてはい
ません。そうではなく、可能であれば、機能をアウトソ
ーシングして（パブリッククラウドプラットフォームを
利用するなど）、より迅速なスケーリングを推進してい
ます。多くのデジタルスキル（DevOpsなど）は需要が
高いため、リーディング企業は、スキル不足のギャップ
を埋めるための戦略的パートナーを選択し、自社の製品
チームにパートナーの社員を組み込みます。多くの企業
はハイブリッドアプローチを採用しており、イノベーシ
ョンを起こすうえで必須の能力を社内で開発しつつ、パ
ートナーシップを通じて残りのスキルの不足を埋めてい
ます。パートナーや代理店へのアウトソーシングを通じ
てソリューションのスケーリングを成功させているデジ
タルリーダーは、ラガードと比較して 20% 以上のコス
ト削減と 20% 以上の収益増を実現しています。

デジタルリーダーのほぼ半数は、自分たちはクラウドネ
イティブアプリの開発や、パーソナライゼーションによ
るユーザーエクスペリエンスの最適化など、クラス最高
の能力を構築しており、また、部門横断チームを活用し
ているので、自社の従業員の専門知識は、同業他社より
もはるかに高いものとなっていると述べています。しか
しこのことは同時に、デジタルリーダーの半数以上が自
社の従業員の専門知識を、同業他社を大きく上回ってい

るものとは見ていないことも意味しています。彼らは、
人材と組織の能力を開発する必要性をまだ強く感じてい
るのです。そのため、デジタルリーダーの 72%が雇用
と人材のスキルアップのために人事部門への大きな投資
を計画しているという事実は驚くに値しません。 

さらにデジタルリーダーは、データドリブンの意思決定
と迅速な適応を通して、イノベーションの文化を育んで
います。ラガードと比較して 3 倍以上のデジタルリーダ
ーが、データを民主化して、全員のためにデータのアク
セシビリティを制度化しています。多くのデジタルリー
ダーでは、権限を与えられたチーフデータオフィサー
が、組織全体にデータ共有ポリシーを組み込み、優れた
データガバナンスとプラクティスを実施する責任を負っ
ています。これらの企業は、デジタルリテラシーとアジ
ャイルな働き方を優先することによって、強力な学びの
文化も促進しています。また、規模と範囲の経済を実現
するために、製品主導の運営モデルを中心に組織を編成
しています。各チームは、クライアントエンゲージメン
ト、イノベーション、およびサービスデリバリーに責任
を負います。

米国のある大手健康保険会社は、カスタマーエクスペリ
エンスを向上させ、顧客の健康促進に貢献するめに、製
品主導の運営モデルに転換することにしました。同社の
過去の運営モデルは機能的ニーズに基づき効率性を重視
したものでしたが、メンバーが組織を動かすのが難しか
ったため、長期的に顧客を維持するのに苦労していまし
た。顧客に対してよりシームレスなエクスペリエンスを
提供するために、同社はサイロ化された運営から協調的
な部門横断チームへと移行しました。これらの統合チー
ムは、顧客が抱える重要な問題を特定し、組織のあらゆ
る部分からサポートを引き出すソリューションを構築し
ました。また部門横断チームは、アカウンタビリティの
強化、イノベーションの増加、新しいサービスの市場投
入時間の短縮も促進しました。部門横断チームは、18 
種類の新しいカスタマーエクスペリエンスを開始し、最
初の 6か月で 5,000 万ドルの顧客生涯価値（特定の顧客
が将来企業にもたらす価値を見積もる指標）を生み出し
ました。

https://www.bcg.com/en-us/publications/2020/increasing-odds-of-success-in-digital-transformation


BOSTON CONSULTING GROUP 18

継続的な実行 デジタル能力は不変のものではなく、デジタル変
革も 1 回限りのプロジェクトまたはプログラム
ではありません。技術の進歩、競争、混乱のた

めに、企業は競争力とレジリエンスを強化するために継
続的に改善を行う必要があります。企業には、現在のデ
ジタルソリューションをスケーリングし続けると同時
に、スケーリングすべき次のソリューションを探すため
に、効果的なガバナンスと継続的な実行のマインドセッ
トが必要です。実行には、柔軟な予算を使用してライト
ハウスプロジェクトに取り組む製品主導のアジャイルチ
ームを中心にした組織の編成が必要です。チームは、最
小限の実行可能な製品を、その価値の範囲が明らかにな
るまでテストし、改善し続けなければなりません。企業
は、状況の変化や課題の発生に合わせて優先事項を変え
る必要があります。リーダーは障害に素早く対応して、
「失敗を受け入れ、素早く学ぶ」行動への変化を組織全
体に浸透させる必要があります。彼らが課題への対応に
成功するたびに、ユニットや部門の漸進的な改善だけで
なく、より広い戦略的目標の達成に貢献します。
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私たちの調査が示すように、デジタルリーダーは、変革
を推進するために必要なガバナンスプロセスが確実に実
施されるように、3つの組織編成プラクティスに従って
います（図表 9 を参照）。

1 つ目に、デジタルリーダーの 80% 以上が、部門横断
ビジネスチームと技術チームで構成される運営モデルを
確立しており、約 60% が製品主導プラットフォームチ
ームを中心に組織を編成しています。その利点は莫大で
す。

• ビジネス部門と技術部門のコラボレーションが向上し
て製品開発が改善

• アジャイルな製品発表サイクルで市場への投入スピー
ドを 2 倍、3 倍、4 倍高めることが可能

• オーバーヘッドを下げ、継続的な改善を行うためのビ
ルトインメカニズムを増やして、生産性を 2 ～ 4 倍
高めることが可能

• 運用とカスタマーエクスペリエンスのデジタル化によ
り、費用収益比率を 10 ～ 15% 改善

• 仕事環境をよりアジャイルにして有能な人材にアピー
ルして採用活動を支援

ある大手ロジスティクス企業は、資産ドリブンの組織か
ら顧客中心のデジタルサービス組織に生まれ変わり、コ
ストを削減し、市場投入時間を短縮したいと考えていま
した。そこで、部門横断チームによって技術部門とビジ
ネス部門の責任を統合した、製品主導型運営モデルに移
行しました。同社は、技術的能力を編成して、さまざま
な顧客のニーズを反映する製品ドメインとして、基盤と
なるシステムを複数の製品に提供しました。このアプロ
ーチによって同社は、より標準化された製品とカスタマ
ーソリューソンを提供できるようになりました。部門横
断チームはアジャイルな組織で働き、その結果イノベー
ションが促進され、新しい製品がリリースされた時にチ
ームを簡単に拡大できるようになりました。同社は、市
場投入時間を 30% 短縮し、顧客満足度を高め、カスタ
マイズされたカスタマーエクスペリエンスをより迅速に
スケーリングすると同時に、単位原価を 20% 削減しま
した。

デジタルリーダーのほぼ 90% が実践している 2 つ目の
組織編成プラクティスは、部門横断ライトハウスチーム
によってイノベーションをパイロットすることです。私
たちの経験では、変革は、他のプロジェクトがたどるべ
き道を示す 1 つまたは 2 つのライトハウスプロジェクト
に最初に集中してから、スケーリングを成功させること
ができるまで、そのプロジェクトを繰り返し適応させた
時に最もうまくいきます。デジタルリーダーは、事前に

図表 9 – デジタルリーダーは、継続的な実行を推進して成功している

出典：BCG のデジタル対応スコア。

組織編成
3 原則

製品中心
プラットフォ
ームチームを
中心とした
組織編成

83% 25% 23% 4%88% 59%

部門横断ライト
ハウスチームへ
のスタッフ配置

デジタル
コントロール
タワーの確立

デジタルリーダー デジタルラガード



BOSTON CONSULTING GROUP 20

決められた期間内でどのプロジェクトに価値があるか 
（または最も価値があるか）をすばやく判断し、そのプ
ロジェクトに集中しながら、新しいライトハウスプロジ
ェクトのために価値のないプロジェクトを終了させてい
ます。 

3 つ目の組織編成プラクティスとして、デジタルリーダ
ーの約 60% が、デジタルコントロールタワーまたはセ
ンターオブエクセレンス（すべてのデジタルイニシアテ
ィブを担当する中央集権的チーム）を使用して、価値創
造目標を達成するためにリソースを割り当てると同時
に、失敗しているまたは進行の遅いイニシアティブへの
資金を削減することで、価値を管理しています。変革を
成功させる企業は、迅速で合理的な意思決定を行ってい
ます。彼らは、適切な KPI（多くの場合まったく新しい 
KPI）を使用して成果に向けた進捗を監視します。KPIを
追跡し、進行状況に関して全員に同じ認識を持たせる効
果的なコントロールタワーがあれば、作業工程をスムー
ズにし、障害物をすばやく効果的に特定して取り除くこ
とができます。 

ある大手工業製品メーカーは、戦略的に優先度の高い分
野のそれぞれで代表的なライトハウスプロジェクトを特
定し、有力な CxO の支援と支持を確保することで、デ
ジタル変革戦略を実施しました。同社は、MVP アプロ
ーチを使用して、6 か月で複数の新しいデジタル製品を
開発およびリリースし、GTM 機能を劇的に改善し、発
売開始から 1 か月で主要業績評価指標において主要な競
合他社を上回りました。新しいプロジェクトはすべて、
クラウドネイティブのデータプラットフォームとクラウ
ドベースのインフラストラクチャで構築されました。同
社は、これらのライトハウスプロジェクトをスケーリン
グすることによって、デジタルコマースチャネル全体で
カスタマーエクスペリエンスを大幅に向上させました。
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デジタル価値へ
の道

デジタル価値を大規模に提供することは可能で
す。そのプロセスは、デジタル変革に乗り出す
ことから始まります。実装には多くのステップ

があり、時間がかかります。変革を成功させるには数年
以上かかる場合があり、経営層の支援の確保、必要な能
力の開発、継続的な実行の維持という 3 つの主要なイネ
ーブラーを利用する必要があります（図表 10 を参照）
。これらのイネーブラーを確立した企業は、デジタルソ
リューションのスケーリングを成功させられるだけでな
く、デジタルアプローチや働き方を運営モデルに組み込
むこともできます。そのような企業が、デジタルソリュ
ーションから始まった価値創造ジャーニーから利益を得
る可能性は極めて高いでしょう。
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図表 10 – あらゆる企業が、明確な道をたどって完全デジタル対応の企業
になれる

出典：BCG 分析。

• 部門横断ライトハウスチームへのスタッフ配置
• 中央デジタルコントロールタワーの設定

能力の拡張

経営層の支援

発展段階 変革段階 対応段階

• 雇用 / スキルアップ計画の作成
• 部門横断プロジェクトチームの作成

• クラウド採用計画および予算の定義

• データドメインと所有権の定義

有能な従業員

スーパーチャー
ジャーとしての
クラウド

スマートなデータ
インサイト

CxO の責任

• 組織全体のスキルアップ、生産性ツールに
よるコラボレーションの促進

• クラウド対応アーキテクチャの設計と構築
• グローバルクラウドセンターオブエクセレンス
の設立

• データをアクセス可能にし、ファーストパーティ
データプライバシーを優先

• あらゆるビジネスユニット / 部門を含む、
大規模なアジャイルのロールアウト

• ワークロードの 50% 以上をクラウドへ移行

• 部門間を横断したデータ所有権の共有
• エコシステム内でのリアルタイムのデータ交換

• イニチアティブにおける経営層の役割間の協力

• デジタルアジェンダの各 CxO 要素の促進

• 自主性の高いチームの支援と、ビジネス
ユニットへの意思決定のカスケード

• サイロを破壊するライトハウスイニシアティブ
の特定

• ビジネス部門と IT 部門にまたがるライトハウス
プロジェクトにカスケードされたターゲットの定義

• 全社的なビジョンとロードマップの定義戦略、
ロードマップ、
ポートフォリオ

• ビジネスユニットの戦略を超えたデジタル
ガバナンスの構築

• 組織全体へのグローバル戦略のカスケード

開始段階

デジタル対応の主な
成功要因

継続的な実行

目標の設定と
基盤の構築

ライトハウスの拡張と
デジタル文化の確立

デジタルが
標準の運営
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