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Point of View

混乱から秩序へ
デジタル エクスペリエンスが
違いをもたらす

創造的破壊が進行する市場において、デジタル ビジネスは成功の条件です。
近未来のシナリオから読み解くデジタル エクスペリエンス 



ここで 紹 介したジャックのシナリオ
は、現在利用されている実際のテクノロ
ジーを基盤に想定したものです。これら
のシナリオから、今日のデジタルワー
ルドがどのような成長を遂げるか、そ
の姿を垣間見ることができます。

デジタル ビジネスは、新興企業にとっ
ては市場へ参入するため、既存の大企業
にとっては新興企業に対抗するために、
ビジネスモデルとして採用されていま
す。デジタル ビジネスの影響は市場に
限ったことではありません。職場の従
業員同士、また顧客、サプライヤー、 
パートナーとの交流ややりとりにも変
化をもたらしているのです。本資料で
は、デジタルビジネスとは何か、今何
故必要なのか、如何に受け止め、どの
ようにその恩恵を受けるべきかを解説
します。
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Point of View
デジタル ビジネス

1杯のコーヒーもデジタルで
ジャック・カーソン（仮名）は、朝起き
て 仕事に行く支度をしています。9時か
ら の会議に遅れそうなので、今 朝はコー
ヒーを飲む時間がありません。うらめ し
い思いでコーヒーメーカーを眺めます。
するとポケットの中で携帯が鳴り、会議
が 30 分遅れるとの連絡が表示されまし
た。これでコーヒーを飲む時間ができま
した。

朝のコーヒーを楽しんだジャックは、オ
フィスに向かうため駅まで車を走らせま
す。 ダッシュボードには、お気に入りの
場所や値段を基に検索された駅の駐車ス
ポットの空き状況が示されます。ジャッ
クが駐車スポットを選ぶと、自動運転車
は選択されたス ポットに車を駐車しまし
た。

通勤列車の中、車掌がジャックの通勤定
期券からの信号を読み取ります。ジャッ
クに声をかける必要はありません。この
信号は列車のフードサービスシステムに
も送られ、どの席に注文品を運べば良い
かが通知されます。アテンダントは改め
て注文を受けることなく、ジャックに2
杯目のコーヒーを運びます。ミルク多
め、砂糖なしのジャックの好みの味で
す。支払いに手を煩わされることもあり
ません。システムがすでに登録済みの 
ジャックのクレジットカードに課金して
いるからです。

ジャックがオフィスに足を踏み入れる前
から、このようにデジタルビジネスの恩
恵を受けているのです。



デジタル ビジネス、
デジタル ディスラプション

今日では程度の違いこそあれ、いかな
る ビジネスもデジタル ビジネスだと
言えるでしょう。ガートナー社が提唱
する効果的なデジタル ビジネスとは、
生産性の向上、商品の強化、新サービ
スの構築、より高度な顧客サービスの
提供といったビジネスの向上を実現す
るために、新たな方法でデジタルと物
理的な世界を融合させるものです。テ
クノロジーは不可欠な要素ですが、単
にテクノロジーを展開することだけが
デジタル ビジネスの要件ではありませ
ん。

デジタルとは、人とビジネスそして既存
のビジネスモデルを破壊するような何か
が収斂されたものなのです。例えば、音
速飛行には必然的に衝撃波が発生しま
すが、同様に効果的なデジタル ビジネ
スにもデジタル ディスラプションがつ
いてまわります。デジタル ビジネスが
生まれつつある今日、デジタル ディス
ラプションもあらゆるところで起こり
始めています。
Uber社は典型的なデジタル ディスラプ
ターですが、運輸業にもかかわらず、車
両は1台も保有していません。Xiaomi社
は、デジタル ビジネスモデルの採用に
より、わずか4年の間に、モバイル機器
分野におけるスタートアップからトッ
プグループへと進展を遂げました。

一方で、175年の歴 史 を 持 つ John 
Deere社も、従来の農機具ビジネスに
加え、農業管理ソリューションを提供
し始めています。データとテクノロ
ジーを駆使し、貴重な天然資源を守り
ながら 世界中の農家の収穫量向上を
支援するソリューションは、同社の基
幹商品であるトラクターとは異なるデ
ジタルビジネスモデルを採用していま
す。

ボーダーレス プラットフォーム：
従来の企業の枠組みを超えた､技術プ
ラットフォームに基づく新しいエコシ
ステムが生まれ、自己中心的モデル
から協調的なモデルへの変化ととも
に、伝統的な支配や権力の概念も変
わりつつあります。

データそのものが価値を持つ：デジ
タル化の進展した企業は、データから
意味だけではなく価値を抽出し、そこ
から新たな収益を生み出しています。
このようなデジタル ディスラプター
は、単により多くの商品やサービスを
提供するだけでなく、顧客が本当に求
めているもの、すなわち有意義な成果
を提供しています。

個客中心主義への移行：顧客中心の
考え方はもはや十分ではありません。
社員とお客様それぞれの行動、希望、
ニーズ、意図に基づき、お客様一人
一人に最適化したデジタル エクスペ
リエンスが必要です。

人材の獲得競争：多くの企業がデジ
タルの世界に踏み出そうとする中、デ
ジタル スキルを持つ人材の需要も高
まり、企業は見直しや再編を余儀な
くされています。人間をデータ、ア
ルゴリズム、インテリジェントなソ
フトウェアがサポートすることで、
ドリームチームがつくられるでしょ
う。

これらのトレンドに共通するテーマ
は、物理的エクスペリエンスとデジタ
ルエクスペリエンスの融合です。現実
とデジタルの要素がバラバラではなく
シームレスに結びつくことで、画期的
なエクスペリエンスへと進化するので
す。

・

・

・

・
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新興企業にとっては市場に参入するため、既存の大企業にとっては新興
企業に対抗するために、デジタルビジネスをビジネスモデルとして採用

午前11時15分、ジャックは重要な顧客と
の会議のため、客先のオフィスに向かうと
ころです。ポケットの携帯電話から呼び出
し音が鳴っています。携帯電話に接続され
たシステムは、ジャックがどこにいるか、
なぜそこにいるかを把握しており、たった
今インターネットで流された顧客CEOの
インタビュービデオについてジャックに知
らせようとしています。このビデオの中
で、CEOは新たな人材採用の難しさについ
て語っています。ジャックはこのビデオを
観るまでこの内容については知り得ません
でした。ジャックがこのビデオの内容を
知ったことで、採用にも役立つソフトウェ
アとして、自社のコミュニケーション ソ
フトウェアを売り込み、見事に受注するこ
とができました。

変革をもたらす4つのトレンド

成功しているデジタル ビジネス企業は、 
今の時代にそぐわない古い習慣と昔なが
らの主義を捨て去ることに、多大なる努
力を払っています。社員の働き方を見直
し、新しいワーク エクスペリエンスを実
現できるようなデジタルな職場（ワーク
プレイス）を考案し続けると同時に、顧
客体験の見直し、すなわちデジタル技術
に基づいた顧客体験の改善や、社員と顧
客のシナジー構築を実現しようとしてい
ます。
さらに、デジタルワークプレイスとカス 
タマー エクスペリエンスの具現化を加速
させる4つのトレンドについて、検討を
重ねています。

Point of View
デジタル ビジネス
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生産現場の監督は...
製造上の問題に対し、センサーから
収集したデータを分析するデジタル
システムが問題の原因と想定される
箇所を指摘してくれます。

 保守サービス技術者は...
予測システムにより指摘された潜在
的問題に対し遠隔システムを通じて
予防保守を実施することで、費用を
削減し稼働時間を増やすことが可能
になります。

医師は...
リモートセンサー、コラボレーショ
ンツール、現地アシスタントを活用
し、仮想的な往診が可能になりま
す。これにより、医療機関が不足し
ている地域に対しても医療の提供が
可能になります。

・

・

・

例えば、 アバナードは
単なるITパートナーではありません

アバナードにおけるデジタル ビジネス
のアイデアのほとんどは、現在手掛けて
いる実際のクライアント支援のプロジェ
クトから得られたものです。

アバナードは、洞察、イノベーション、
マイクロソフト技術の専門知識を組み合
わせたビジネステクノロジーソリュー
ションとマネージドサービスをクライア
ントに提供しています。
デジタル ビジネスがデジタルの世界と
物 理的な世界を融合したものであるよ
うに、アバナードは、従来型のシステム
インテグレーターが持つ信頼性と、デジ
タルエージェンシーが持つ、創造性や
敏捷性を融合した企業です。これらの
要素はどれもデジタルへの移行に欠かせ
ないものですが、全てを1社で提供でき
るパートナーは決して多くはありませ
ん。
アバナードは、デジタルストラテジー、
エクスペリエンスデザイン（XD）、変
更管理を駆使してソリューションの計
画・設計を行い、モバイル、クラウ
ド、デジタル技術を活用してソリュー
ションを構築し、包括的なマネージド
サービスに構築したソリューションの
実行・運営まで行います。
こうしたアバナードの特性は、デジタル
ディスラプターを目指す企業にとって大
きなメリットになるはずです。例えば、
こうした企業では、単に美しいデザイ
ンのサイトを作るだけではなく、デジ
タルマーケティング、デジタルセール
スのためのデータ収集・活用に対応、
新たなレベルのカスタマーサポートを
実現し、eコマースとサプライチェーン
システムを統合した、機会損失を最小
化するようなウェブサイトを求めてい
るといった特徴があるからです。

アバナードがマイクロソフトの技術を
重視するのは、単に会社としてのDNA
に起因するだけではありません。マイ
クロソフト社の言う「クラウドファー
スト、モバイルファースト」のプラッ
トフォームは、デジタルへの移行の鍵
となることを確信しているからです。
アーリーアダプター企業は、例えば
Windows 10やSkype for Businessに
よってもたらされるイノベーションに
より、既にこれを直接感じているはず
です。
デジタル ビジネスは物理的な制約を超
えた存在であるため、グローバルな視
点も重要です。アバナードがグローバ
ル企業に対してもデジタルビジネ スへ
の移 行をサポートできるのは、アバ
ナード自体も20か国・80か所以上の拠
点を持つグローバル企業だからに他な
りません。お客様の拠点にアバナード
の拠点もあるのです。

午後2時です。ジャックの同僚である 
キャロル・ヒルは、会社の小売事業の
マネージャーです。ある販売プロモー
ションが予想以上に成功し、セールス
分析システムからは、供給が需要に追
い付かなくなるとの予測が上がってい
ます。さて、キャロ ルはどうすべきで
しょうか︖
この会社では、機械学習を利用したシ
ステムが状況を把握しています。シス
テムが、解決策を持っていそうなマ
ネージャー3名を見つけだし、バーチャ
ル・ワークスペースを設定するととも
に、全員が参加可能な時間中もっとも
早いタイミングで会議を招集します。
ナレッジ管理システムは、類似した問
題の 解決策に関する２つの記事を見つ
け出しました。そして、キャロルと同
僚がこの問題を解決し、その解決策も
自動的にナレッジ管理システムに記録
されます。

Point of View
デジタル ビジネス
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デジタルワークプレイスによって
仕事のしかたが変わる
カスタマーエクスペリエンスに対する
新しいトレンドは、従業員のエクスペ
リエンスを変える推進力にもなってい
ます。企業は、このトレンドを利用し
て、ソーシャル、モバイル、データド
リブン、そして常につながっている
ワークプレイス（仕事環境）を構築し
ようとしています。

デジタル ワークプレイスは、状況を理
解して判断します。働く人の業界、役
割、現在地、業務などから判断した最
適なコンテンツが提示されます。
93％の企業は、社員の参画意識が会社
収益の重要な要素であると見ていま
す。この結果、生産性の増大、コスト
削減、イノベーションの加速、従業員
のモチベーション向上につながり、競
争優位を確立します。

デジタルワークプレイスでは、情報を
探すスキルは必要ありません。必要な
情報が必要とする時に必要としている
人を見つけてくれるからです。様々な
アプリケーション、情報、会話、プロ
セスを気にする必要もありません。こ
れらの要素は全て、仕事の進め方に合
わせた１つのエクスペリエンスに統合
されます。

デジタルワークプレイスは、たとえ高
度１万メートルの上空であっても実現
可能です。アバナードはデルタ航空の
モバイルPOSソリューション導入をサ
ポートしました。このソリューション
により、客室乗務員は機内にいながら
にして、乗客のアップグレード処理、
機内販売のクレジット認証やeレシート
の送信が可能になります。
このソリューションの成功により、デ
ルタ航空はさらに多くの用途でこのシ
ステムを利用するようになりました。
かさばる機内マニュアルの電子化や、
トラブルレポート・在庫管理などが一
例です。効率、スピード向上、コスト
削減などが見込まれています。

この状況に対し、アバナードはオンラ
イン カスタマーエクスペリエンスを構
築、豊富なデータとパーソナライズを
提供しました。「スマートメーター」
（SAPと統合された）へのアクセスに
より、顧客のエネルギー使用量と同時
にエネルギーや料金の節約に役立つ情
報を提供します。この結果、AGLはモ
バイルからの問い合わせで29%、エネ
ルギープランへのアクセスで47%の増
加を達成しました。こ のソリューショ
ンは、Sitecore社の年間ベストサイト
に選出されました。

午後6時になりました。ジャックはセー
ルスの成功を祝い、帰宅途中にオート
バイディーラーに立ち寄ります。実は
事前にディーラーのサイトで新しいバ
イクとオプションについて調べておい
たのでした。
販売員にこの事を伝えると、販売員は
すぐにタブレットを操作して、ジャッ
クが登録しておいたバイクを表示しま
した。さらに販売員は再度タブレット
を操作し、同じバイクが在庫にあるこ
とを確認しました。どうやらこの日
セールスを成功させたのはジャックだ
けではないようです。

Point of View
デジタル ビジネス

カスタマーエクスペリエンスは
より個人的なものへと進化
企業は顧客とのやりとりを、より高い
ロイヤルティと価値へとつなげること
のできるデジタル エクスペリエンスへ
と移行させる必要があります。もしこ
れができなければ、他社に先を越され
てしまうでしょう。カスタマーエクス
ペリエンスの変化は既に始まっていま
す。インターネット、モバイル、ソー
シャルメディアがこの変化をけん引し
ています。このトレンドの波に乗る
か、それともこのトレンドによりはじ
き出されてしまうかは、まさに企業次
第なのです。
アバナードは 、顧客である企業がこの
トレンドの波に乗れるよう、デジタル
マーケティング、デジタルセールス、
デジタルサービスを駆使したカスタ
マーエクスペリエンスによりお手伝い
しています。オーストラリア最大の総
合エネルギー企業であるAGLはその一
例です。AGL社は、エネルギーの自由
化が進展し競争が激化する市場の中
で、差別化を図り、またかつてないほ
ど高くなっている顧客離れを抑える必
要に迫られていました。



もっと詳しく知るデジタル ストラテジー
既存モデルの見直し、物理的エクス
ペリエンスとデジタルエクスペリエ
ンスの融合、データからの価値抽
出、つながりの促進

ソリューション スタジオ
デジタル マーケティング、分析、モ
バイル等の領域において、最新テクノ
ロジーに基づいた革新的ソリューショ
ンを策定する専門スキルを結集

・

・

イノベーション構築
イノベーションの手法、概念的ワー
クショップ、迅 速な構築

デジ タル オファリング
デジタル戦略、UXデザイン、変更管
理など、デジタルビジネス ライフサ
イクルにおけるあらゆる側面からク
ライアントをサポート

・

・

http://www.avanade.com/ja-jp/
services-and-solutions/business-
vision/digital-business/opportunityを
見る

・

アバナードとは？ アバナードの業務

• 2000年にシアトルにて設立された、米国アクセンチ
ュアとマイクロソフトの共同出資合弁会社

• アバナード株式会社は、アバナード・グローバルの
100%子会社として 2005年にビジネスを開始

• マイクロソフトのエンタープライズ基盤を専門とす
る、唯一のグローバル ITソリューションカンパニー

• IT戦略立案からシステムの設計・構築、アプリケー
ション保守までの幅広い業務を遂行

• 製品を軸とせず、クライアントのビジネスやワーク
スタイルを軸としたソリューションを提供

• 高度な専門知識や経験による、テクノロジービジョ
ンの実現

Avanadeの名称及びロゴは、Avanade Inc.の登録商標です。
その他、記載されている会社名および製品名、サービス名、ロゴ等は、
各社の商標または登録商標です。

アバナード株式会社
〒106-0032 東京都港区六本木 1-8-7 アーク八木ヒルズ
http://www.avanade.com/jp  Phone 03- 6234- 0150
tokyo@avanade.com 
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デジタル化を進めるには困難な変革も必要、
アバナードがお手伝いします

アバナードは
デジタル ビジネスの成長を支援

企業はデジタルビジネスへの早急な対応
を迫られています。そのためには、デジ
タル カスタマーエクスペリンス、デジ
タルワークプレイス、デジ タルビジネ
スモデルの構築が必要です。
アバナードは、以下の各種リソー スや
専門知識等を駆使し、企業のデジ タル
変革をお手伝いします。

Point of View
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デジタルへ転換︓
ビジネスモデルの再考

デジタル化を推進しようとする企業は
往々にして困難な変革に乗り出さなけれ
ばなりません。例外はデジタル ビジネ
ス参入を目指して創業したスタートアッ
プ企業くらいでしょう。
そのためには 、かつてないス ピードで
商品、サービス、エクスペリエンスを刷
新する必要があります。しかもこの見直
しは、ビジネスモデルやビジネスそのも
のの見直しと並行して実施する必要があ
ります。

アバナードは、こうしたデジタル化の推
進領域においても企業をサポートしてい
ます。例えば、北欧の大手建設会社NCC
では、建設現場のプロジェクトマネジメ
ントのデジタルモデルを必要としていま
した。

アバナードは、このデジタル トランス
フォーメーションに対し、現場監督にモ
バイルツールを提供し、工事遅延の回
避、遅延への対応、機器受入れ等のプロ
セスのスピードアップ、悪天候の予想な
どに対応することで、現場監督の仕事そ
のものをデジタル化しながら管理レベル
を上げることに成功しました。
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