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ボストン コンサルティング グループ（BCG）

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/default.aspx

本レポートは、Googleの委託により
BCGが作成しました
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1 デジタル価値を拡大するためのカギ

パンデミックの中でリーダーは
競合他社より5%ポイント以上高い

市場シェアを実現

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

>5%

デジタルリーダーは長期的なレジリエンスを構築

5pp+
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デジタル能力の拡大 C xOなら誰でも、パイロットは簡単だが全面展開
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。

ソリューションの規模を拡大できる場合のみ、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
ションを迅速に拡大する能力が、デジタルトランス
フォーメーション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、デジタルの規模拡大を成功させる
必要性が急速に高まっています。デジタルソリューショ
ンを全面展開している企業は、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（回復力）を高めています。デジタルの適用範囲
拡大とデジタル対応に関する私たちの最新の調査によ
ると、デジタルリーダー企業は危機を乗り越え、より強
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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％ポイント以上高
い市場シェアと、同じく5％以上高い時価総額を実現し
ました。また、デジタルリーダーの70％が、今後3年間
で市場シェアをさらに5％以上高めることができると予
測しています。

ソリューションの拡大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、組織全体に拡大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
が限られるデジタルソリューションをあまりに多く拡大
しようとしすぎています。影響力が限られる理由の一端
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、テクノロジーにより身動きが取れず、それによって
規模の拡大ができなくなっている企業もあります。

デジタルの全面展開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、デジタルト
ランスフォーメーションによって、遅れている企業（デジ
タル後進企業）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拡大しています
（図表1）。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の最新の調査によると、
個々のデジタルソリューションを拡大させることで、そ
れぞれの参照可能な基準と比較して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、3）。そして複数のソリューションを拡
大する企業は、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。デジタルの全面展開はまた、
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、きわめて大きなインパクトを生み出し
ています。一般的な例として、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）のような、キャンペーン最適化の
自動化が挙げられます（コラム「顧客志向ソリューショ
ンの改善」をご参照ください）。私たちの調査により、
デジタルリーダーは、業務または機能に関するソリュー
ションよりも、顧客志向ソリューションを数多く本格導
入していることが分かっています。

最新の調査では、自社をデジタルリーダーとみなし
ている企業（デジタル対応成熟度評価で最高段階の企
業）はわずか30％であることが分かりました（コラム
「調査について」と図表4をご参照ください）。

デジタルイニシアチブから
デジタル後進企業と比較して
3倍高いリターンを得ている

デジタルトランスフォーメーション
全体から15～20%の
収益増を実現 

デジタルトランスフォーメーション
全体から15～20%の
コスト削減を実現

3倍 15～20% 15～20%デジタルリーダーは、
デジタル後進企業と
比較して2倍の数の
ソリューションを拡大し…

1…大きな利益を得ている

図表1　デジタルソリューションの拡大が大きなインパクトを生み出す

1. 私たちの調査で報告された545社のデジタルリーダーの経済的利益の平均
出所 : BCGデジタル対応スコア
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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増加させる

図表3　デジタルソリューションが大幅なコスト削減を実現する

出所 : BCGデジタル対応スコア

注 : IoT = Internet of Things、RPA = Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーション）
出所 : BCGデジタル対応スコア

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 （コスト削減率の平均）

その他のオペレーションソリューション
例: 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

AIを活用し、詐欺や侵入を即座に検知
例: ユーザーの異常行動の検知や不正利用の防止

人材獲得と AI による意思決定
例: 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
例: AIを活用した人材の発掘、財務モデリング、AI対応の仮想チューター

サービスプロセスの高度な自動化
例: 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 

IoT による事前対応的な保守作業
例: 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

 8%–18%

10%–21%

11%–21%

 8%–15%

11%–21%

14%–28%
オペレー
ション

エンター
プライズ

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 （収益成長率の平均）

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

O2O（Online to Offline）のシームレスなデジタルカスタマーエクスペリエンス 
例: 常時稼働するライブチャットやチャットボットによる顧客維持率の向上

カスタマーサービスに焦点を当てた仕分け
例: 顧客とのやり取りにおける自然言語処理

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
例: 注文ステータスなどリアルタイムの顧客情報の提供

キャンペーン最適化の自動化
例: 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

B2CサービスとB2Bソリューションのパーソナライズ
例: 関連性やインタラクション頻度に合わせたランディングページのパーソナライズ

9%–16%

9%–10%

10%–21%

7%–23%

10%–20%

12%–25%

顧客志向
ソリュー
ション



5 デジタル価値を拡大するためのカギ

図表4　デジタルリーダーとなれている企業はわずか30％

注 : デジタル対応スコアは、対応度合いに関する40以上の質問による調査から算出
出所 : BCGデジタル対応スコア
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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、顧客との新たな関わり方
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全面展開で
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
的に潜在能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拡大
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りました。

• 経営層の支援　経営層（CEO、COO、CIO＝最高情
報責任者、CDO＝最高デジタル責任者、CFO、CMO
＝最高マーケティング責任者、CHRO＝最高人事責
任者など）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、取り組みを活性化させ、トップ

ダウンでの実現を推進している。彼らはソリューショ
ン拡大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る。

• 能力の構築　デジタルリーダーは、ソリューション
拡大への取り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
域で必要な能力を構築している。

• 継続的な実行　デジタル化は1回だけのプログラム
ではない。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を評価して、
どのパイロットを本格導入するかを決定している。

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。
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顧客志向ソリューションの改善
一般的に、デジタルソリューションの成功は、潜在的

可能性がもっとも高いユースケースを選び、それらを拡
大することから始まります。デジタルリーダーは、アナ
リティクスや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、企業がもっとも積極的に追求し、全
面展開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拡大させてい
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拡大した企業（それぞれ
24％）よりも若干多い割合です。そのため、デジタル
リーダーがデジタル後進企業よりも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
収益の増加につなげることを目指す、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、もっとも多く採用された顧客志向ソリュー
ションは、B2Cのサービスや製品のパーソナライゼー
ション、またはB2 B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％が全面展開しています。次に多いの
は、顧客データ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拡大
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チブのパ
イロット版を作成した後、それを拡張および本格導入す
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することでコン
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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本格導入を成功させることによっ
て、6ヵ月で売上を30％伸ばしたのです。 

デジタルリーダーは、顧客志向ソリューションの拡大
に必要な機能において、デジタル後進企業と比較して
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％以上を拡大している企業
は、成熟したデータエコシステムを持ち、先導的プロ
ジェクトに従事する、部門横断のチームにスタッフを配
置し、明確なバリュー・ステアリングを活用し、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本格導入するのに適し
た立場にいます。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。ソリューションの拡
大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。
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調査について
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、もっと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大きく広げました。

BCGとGoogle（本レポートはGoogleの委託により
BCGが作成しました）は、最近、デジタル対応について
の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拡大することで他社よりもデジタル
能力を高めた企業は、どのようにしてそれに成功したの
かを調査しました。ソリューションの拡大とは、デジタ
ルイニシアチ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、本格導入することです。

私たちは、専門家やソートリーダーへのインタビュー
を実施するとともに、世界中の2,000社を調査し、企業
が自社のデジタルアジェンダを推進するために取り入
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測るものです。DES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、本格導入するうえで重要な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
におけるデジタルトランスフォーメーションを成功させ
るための企業の能力に関連が深いイネーブラーが、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
リューションを本格導入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、デジタルトランス
フォーメーション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。
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• 発展段階　この段階の企業は、デジタルの価値を強
く認識しており、優先度の高い先導的なソリューショ
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活
用して先導的なソリューションを本格導入しており、
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、足並みが完全にそ
ろ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、価値の高いインパクトを生み出しています。

この段階に基づいて、上位30％のもっともデジタル
対応が進んだ企業（デジタルリーダー）と、下位20％の
企業（デジタル後進企業）を分け、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。
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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
いて足並みをそろえ、全社的に取り組みを活性化し、
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つをすべて確保してい
る可能性が高いと言えます（図表5）。

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本格導入の失敗
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。デジタル後進企業の半数以上が、
経営層が完全に派閥に分かれ、個々のデジタルイニシ
アチ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、経営層が常に協力す
ることは普通のことです。
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図表5　デジタル対応に向けた取り組みの活性化には、経営層のコミットメント、
            アカウンタビリティ、コラボレーションが不可欠

出所 : BCG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

デジタル後進企業 デジタルリーダー

35% 61%

72%

96%

経営層が一貫して協力

経営層の支援と指導、またはトップダウンの指示

2倍

7倍

4倍

10%

27%

一般的なアプローチは、全社的なデジタルトランス
フォーメーションの構想に責任を負うグローバルCDO
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の役職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チブ、テクノロジー、
データに関係しています。CEO、CFO、CHRO、COO、

CMOに加えて、CDiO（最高デジタル責任者）、CDO
（最高データ責任者）、CTO（最高技術責任者）もリー
ダー層に加わります。デジタルトランスフォーメーショ
ン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職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、分析に関わ
るようになっています。CMOはデジタルトランスフォー
メーションを推進し、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
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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本格導入す
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。
• 部門同士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テクノロジーリーダーに対して、
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。

デジタルリーダー企業には、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、追求すべき新たな機会を
常に探しています。約80％のデジタルリーダー企業で
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、新たな機会を評価す
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。アジャイルな行動に適応するのは
とても難しいかもしれません。それは上級役員を最上
位のリーダーとするものではないからです。また、優れ
たデジタルリーダーは、ミドルマネ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。
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デジタルリーダーのうち、
デジタルを通じ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
している企業の割合

データ

76%

デジタルリーダーのうち、
API とマイクロサービスを活用し、
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企業の割合

クラウド

94%

デジタルリーダーのうち、
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
計画を立てている企業の割合

従業員

72%

デジタルリーダーは重要なケイパビリティを重視している

出所 : BCGデジタル対応スコア
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デジタルソリューション
の拡大を可能にする
能力

私 たちが行ったクライアントワークや調査は、企
業がデジタルソリューションを本格導入するた

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、
他のすべてのことにとっても万能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本格導入する
企業の能力に最大の影響を与えるため、今日の競争優
位性の基盤としてもっとも重要です。にもかかわらず、
ほとんどの企業では、データはもっとも活用されること
が少ない資産です。デジタルリーダーの間でさえ、もっ
ともデータ成熟度が高いリーダー企業は、データ対応
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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

出所 : BCG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

チーム間のデータ共有の度合い

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
依存度

パートナーの価値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

リポジトリ

インターフェース

エコシステム

質

デジタルリーダー デジタル後進企業

度が比較的低いリーダー企業の2倍多くのソリューショ
ンを本格導入できます。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）。

企業は、インフラストラクチャに対するのと同程度に
データ習熟度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な
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本格導入する能
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
データ共有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に、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が、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。それに対してデジタル後
進企業は、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、本来よりもき
わめて小さいものにしてしまい、複数の基盤アーキテク
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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拡大する能
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テクノロジー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、より豊富
な情報を農家に提供し、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
ションの拡大を成功させるため、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。先端企業は、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ため）、一貫
して高品質である（顧客から直接得ているため）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
ているデジタル後進企業はわずか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。

データとテクノロジー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もっとも高いとみなされ
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
に全面適用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。ほとんどすべてのデジタルリーダー（97％）
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。
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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
             ソリューションを適用している

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による接続性、特に戦略的および新規アプリケーション向け
出所 : BCGデジタル対応スコア

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している

デジタルリーダーおよびデジタル後進企業における
クラウドネイティブの割合(％)

vs.

vs.

vs.
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、
更新に工数がかかる

64% 3%

デジタルリーダー デジタル後進企業

デジタルリーダーの大部分が
クラウドネイティブになれるよう
デジタルソリューションを設計 

1

6% 79%

94% 21%

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拡大
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。多く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、ソリューションがクラウドネ
イティブになるように設計しています（図表7）。デジタ
ルリーダーは、A PI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展開し、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、保守をより簡易にします。デジタルリーダー
は、デジタル拡大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％、データウエ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テクノロジースタック
に接続できます。それに対して、デジタル後進企業の
80％が、複雑なインターフェー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）の即時の拡大を可能にする。

• 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る。
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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2～3倍高い効率性を実現している

出所 : BCGデジタル対応スコア

デジタルリーダー デジタル後進企業

 

 

 

 クラウドへの移行による
IT コストの削減率

デジタルソリューション
によるコスト効率性

2～2.5倍

2～3倍

10%～25%

10%～30%

5%～10%

5%～10%

• 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）を有している。

クラウドはデジタルソリューションを本格導入する
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
ローチを構成するものを明確にするのは困難である場
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、デジタル後進
企業と比較して2倍から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）。

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の規模とスピードを向上さ
せ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、データの規模は改善し、画像処理のスピー
ドは上がり、さまざまな顧客グループの目的により適合
し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から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。



19 デジタル価値を拡大するためのカギ

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。デジタルトランス
フォーメーション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
（システムの開発部門と運用部門が協力し、継続的に
ソフトウェア開発とIT運用を行う手法）、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、およびその他の
機能（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）、より迅速な拡大を推進しています。
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拡大を成功させているデジタ
ルリーダーは、デジタル後進企業と比較して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が、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、最高レベ
ル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
していることに不思議はありません。

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。デジタル後進企業と比較して3倍以上のデジ
タルリーダーがデータを民主化し、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
タルリーダー企業では、権限を与えられたCDO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、規模の経済、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た
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
に苦戦していました。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ヵ月で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。
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継続的な実行 デ ジタル能力は不変のものではなく、デジタルトラ
ンスフォーメーションも1回限りのプロジェクトで

はありません。テクノロジーの進歩、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拡大し続けると同時に、本格導
入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先導的プロジェクトに
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、MVP（Minimum 
Viable Product、実用可能な最小限の機能を備える製
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）。

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％が製品中心プラットフォーム
チームを中心に組織を編成しています。そのことにはき
わめて大きなメリットがあります。

• ビジネス部門と技術部門のコラボレーションが向上
し、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2～4倍高めることが可能

• オーバーヘッドを削減し、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

• よりアジャイルな仕事環境を有能な人材にアピールし
て採用活動を支援

ある大手物流企業は、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
タマーソリューショ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ったので
す。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
スをより迅速に拡大すると同時に、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、先導的プロジェクトに従
事する、部門横断の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
先導的プロジェクトに最初に集中してから、本格導入の
成功まで、そのプロジェクトを繰り返し適応させた時に
もっともうまくいきます。デジタルリーダーは、事前に決
められた期間内でどのプロジェクトに価値があるか（ま

デジタルリーダー デジタル後進企業

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%

先導的プロジェクト
に従事する、

部門横断チームへの
スタッフ配置

デジタル
コントロールタワーの

確立

3つの組織編成
プラクティス

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

出所 : BCGデジタル対応スコア
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たはもっとも価値があるか）を素早く判断し、そのプロ
ジェクトに集中しながら、新しい先導的プロジェクトを
始める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チ
ブを管理する中央集権的チーム）を活用して、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チブへの
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先導的プロジェクトを特
定し、有力なCxOの支援と支持を確保することで、デジ
タルトランスフォーメーション戦略を実施しました。同
社は、MVPアプローチを使用して、6ヵ月で複数の新し
いデジタル製品を開発およびリリースし、G T M
（Google Tag Manager）の機能を劇的に改善し、発
売開始から1ヵ月で主要なパフォーマンス指標において
主要な競合他社を上回ったのです。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、これらの先導的プロジェクトを拡大す
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、デジタルトランスフォー

メーション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活用する必要があります
（図表10）。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拡大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の旅から利益を
得る可能性はきわめて高いでしょう。
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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なデジタル対応企業になれる

出所 : BCGデジタル対応スコア

発展段階 変革段階 対応段階開始段階

ケイパ
ビリティ
の向上

経営層
の支援

能力の高い
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
オーナー
シップ

戦略・
ロードマップ・
ポートフォリオ

デジタル対応の
主な成功要因 •自主性の高いチームへの支援と、

ビジネスユニットへの意思決定の浸透

•グローバル戦略の組織全体への浸透

•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

•ワークロードの50%以上を
クラウドへ移行

•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本格展開

•データドメインと所有権の定義

•クラウド採用プランと予算の決定

•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編成

•サイロを破壊する先導的
イニシアチブの特定

目標の設定と基盤の構築

• 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

•データをアクセス可能にし、ファースト・
パーティ・データのプライバシーを優先

全社的なビジョンとロードマップの決定

•デジタルアジェンダにおける
各CxOの役割の促進

•ビジネス部門と IT 部門にまたがる
先導的プロジェクトにひもづけされた
ターゲットの定義

デジタルがデフォルトの
オペレーション先導的プロジェクトの拡大と

デジタル文化の確立

継続的な実行

•先導的プロジェクトに従事する、
部門横断のチームにスタッフを配置

•セントラル・デジタルコントロールタワー
の設置

•クラウド対応アーキテクチャの
設計と構築

•グローバルなクラウドセンターオブ
エクセレンスの設置

•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

•取り組みにおける経営層の間での協力

•

英語版 : The Keys to Scaling Digital Value
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