
デジタル成熟度の高い組織と
して、変化し続ける現状を 
受け入れる

再生と成長へ
向けた見直し



もはや 5 年後、 
3 年後の成果を 
待つ時代ではあり
ません。1 年後で
すら遅いのです。 
数週間でビジネス
価値を実現しなけ
ればなりません。

私たちを取り巻く状況は急速
に変化しています。この先成
功するのは、この変化を恐れ
るのではなく受け入れられる
企業です。
未来はかつてないほど不確かなものとなりまし
た。物理的な世界では、環境や社会、政治や技術に
絶えず混乱が生じている一方、デジタル環境では
柔軟で新しいハイブリッドな世界が実現しつつ
あります。

先行き不透明な状況においても、デジタル成熟
度が高い組織は競合他社より迅速に行動し、 
成長優位性も高いことが、このコロナ禍で明らか
になりました。継続的な再生と成長に欠かせない
デジタル成熟度を高めるのに、今ほど適した時期
はありません。しかし、そのためには、リーダー
自身が従来の制約を打ち破り、この機会を逃さな
いよう組織を導く必要があります。

重要なのは、「Doing Digital」ではなく「Being 
Digital」
変わり続けるこの世界では、ビジョンが 1 つしか
ない長期的な改革プログラムを実行していても、
デジタル成熟度は高まりません。また、明確なビ
ジョンを持たずに改革を急いでも、デジタルに振
り回されるばかりで顧客や従業員、パートナーの
ニーズに適切に応えることはできません。デジ
タル成熟度を高めるには、「Doing Digital (デジタ
ルの導入)」から「Being Digital (デジタル エンター
プライズへの進化)」へのステップアップが必要
です。そのために組織全体で重視すべきなのは、
デジタルを活用し、すばやく適応できるように
学習することです。もはや 5 年後、3 年後の成果
を待つ時代ではありません。1 年後ですら遅いの 
です。数週間でビジネス価値を実現しなければな
りません。

とはいえ、目先の状況にとらわれ過ぎても、新たな
困難に見舞われた際に身動きがとれなくなるリス
クがあります。このバランスを考慮してデジタル
化を推進した企業は成功しますが、そうでない企
業は成功できません。継続的な変化に対応するに
は、この新しいハイブリッドな世界において、ア
ジャイルとレジリエンスの意味、あらゆる関係者
とそのエクスペリエンスを最優先することの意味
を見直す必要があります。
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高まり続けるデジタル マチュリティ 
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変わり続けるこの世界では、アジリティはもはや「あればベター」
ではなく、ビジネスに欠かせない条件となっています。

ペースが遅く、運用モデルやプロセスがサイロ化した
企業は競争についていけないばかりか、競争に参加す
らできません。市場の急速な変化に対応し、ビジネス上
の問題を迅速に解決するには、これまでとは異なるア
ジリティが必要になります。組織と人のアジリティを
最も効果的に実現できるのが、デジタルです。たとえ
ば、マイクロソフトのクラウドには、人工知能 (AI)、自動
化、モノのインターネット (IoT) といった革新的なデー
タ駆動型の技術が搭載されています。組織の従業員は
これらを活用することで困難を切り抜け、関連するイ
ンサイトを迅速に得られるため、次に何をすべきかを
すばやく特定して優先順位を付けることができます。

スウェーデンの小売り企業である ICA-Roslagstull 社
では、陳列棚から商品がなくなると店内の従業員に通
知されるため、棚にはいつも商品が並ぶようになって
います。また、デジタル化が進んだ組織はアジャイル 
方式を採用することで、実験的なデジタル体験からす
ばやく学ぶことが可能です。こうしてオペレーティン
グ モデルを刷新していくことで、市場の変化を察知し
適用する力も高まります。

ブラジルでは、電子決済会社の ConectCar 社がアバ
ナードのサポートによってアジャイル方式を導入し、
変化する市場や顧客のニーズにより効果的に対応で
きるようになりました。常に変化し続ける世界では、 
問題解決を図るイノベーションの優先順位付けをいか
に適切に行い、投資からの価値創造を加速できるかが
勝敗を分けることになります。

常に変化し続ける世界で
は、問題解決を図るイノベー
ションの優先順位付けをい
かに適切に行い、投資から
の価値創造を加速できるか
が勝敗を分けることになり
ます。

https://www.avanade.com/ja-jp/solutions/analytics-and-ai
https://www.avanade.com/ja-jp/solutions/analytics-and-ai/iot
https://www.avanade.com/ja-jp/clients/ica-roslagstull
https://www.avanade.com/ja-jp/technologies/agile
https://www.avanade.com/ja-jp/technologies/agile
https://www.avanade.com/ja-jp/clients/conectcar
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人を最優先に考えるための見直し
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私たちがいつ、どこで、どのように働き、生活し、遊ぶかは、環境の変化に
合わせて変わり続けます。永遠に同じということはありません。
デジタル化のおかげで長年の懸案だったプロセスや
体験の改善が急速に進み、従業員、顧客、パートナーは、
企業とどのようにかかわるかを選択できるようにな
りました。しかし、変わり続ける環境は不安や疲労感
にもつながります。では、こうしたストレスを与える
ことなく組織と人の能力を育成し、再生と成長を繰り
返すにはどうすればよいのでしょうか。

変革の軸となるのは、人の変化です。デジタル成熟度
の高い企業はこれをよく理解しており、従業員、顧客、
パートナーの意欲を高め、ウェルビーイングの向上に
つながるデジタル体験の提供に注力しています。この
新しいハイブリッドな世界に適応していく上で、デジ
タル技術は欠かせません。エンゲージメントの即時
性と柔軟性を向上し、フラストレーションや疲労感と
いったマイナスの影響を和らげるのは人を中心に据
えた安全な体験であり、そうした世界を創造するには
デジタル技術が必要だからです。

コロナ禍では何百万もの人々が自宅で仕事や勉強をす
ることを余儀なくされ、事務用品や学用品へのニーズ
が急増しました。これを受け、米国を拠点とする小売業
者 WB Mason 社はデジタル マーケティングと e コマー
スの販売経路を状況に適応させることで、企業だけで
なく顧客個人への販売経路も迅速に拡大できました。

国際的なコーヒー ブランドを誇る Jacobs Douwe Egberts 
社も、Microsoft Teams を導入して 14,000 人以上の従業
員を迅速に移行し、従業員には集中できる業務環境を、 
顧客には安定的にコーヒーを提供することができました。

デジタル成熟度の高い企業は、創造性や革新性など、 
人間ならではの能力や感性を活用するテクノロジーの可
能性を理解しています。信頼の価値がますます高まる昨
今、デジタル化が進んだ企業もまたエコシステム パート
ナーを選ぶ際には、プラスの影響を与えることにコミット
し、透明性、倫理性、誠実さという文化を共有できる企業に
重きを置くようになりました。

たとえば、ジョンズ・ホプキンズ大学とロバート パッカー
ド ALS 研究所による医学研究プロジェクト「Answer ALS」
では、クラウドを活用したデータや AI のおかげで、これ
まで数日から数週間かかっていたクエリへの回答を数時
間で安全に処理できるようになりました。このように、人
にプラスの影響を与えることに注力して人材、プロセス、
パートナーシップを見直すことが重要となっています。こ
うした取り組みに向かって今動こうとしなければ、この流
動的な世界で生き残るのは難しくなるでしょう。

https://www.avanade.com/en/clients/wb-mason
https://www.avanade.com/en/clients/wb-mason
https://www.avanade.com/ja-jp/clients/jde
https://www.avanade.com/ja-jp/clients/jde
https://www.avanade.com/ja-jp/clients/johns-hopkins-answer-als
https://www.avanade.com/ja-jp/clients/johns-hopkins-answer-als


レジリエンスの見直し

再生と成長へ向けた見直し

5

コロナ禍により、多くの企業が主要業務の中
断を余儀なくされ、混乱に陥りました。深刻な
影響を受けた企業も少なくありません。
未来は不確かですが、目を逸らすことはできません。絶え間ない変化を
生き抜いて成功するには、デジタル成熟度を高めることでビジネス モデ
ルを刷新し、複数のエコシステムにまたがる多様な収益源を確保する必
要があります。

一方、デジタル化の進んだ組織は、インクルーシブ、企業責任、持続可能
性に目を向け、従業員、顧客、パートナーの新たな期待に応えるビジネス 
モデルを実現しようと取り組んでいます。世界的な暖房機器メーカーで
ある Weishaupt 社はセキュアな IoT を導入。その結果、技術者は依頼の電
話に迅速に対応でき、顧客はどこからでも暖房を制御できるようになり
ました。同社はまた、モジュール型のクラウド プラットフォームにより、
新しい製品やサービスを迅速に導入できる柔軟性を実現しました。

デジタル成熟度の高い企業は、インクルーシブ、企業責任、持続可能性へ
の取り組みが将来的なコスト削減につながると認識しています。たと
えば、マイクロソフトのクラウドに移行すると、オンプレミスのデータ
センター運用と比べて炭素効率性が最大 98% 向上します。また、セキュ
リティ侵害やデジタル イノベーションによる予期しない結果が招くレ
ピュテーション リスクも回避できます。

https://www.stirworld.com/think-columns-digital-legacies-ecosystems
https://www.stirworld.com/think-columns-digital-legacies-ecosystems
https://www.microsoft.com/ja-jp/sustainability
https://www.avanade.com/ja-jp/solutions/security-service-solutions
https://www.avanade.com/ja-jp/solutions/security-service-solutions
https://www.avanade.com/ja-jp/thinking/research-and-insights/trendlines/digital-ethics
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変化し続ける世界では...

5 年前に確立されたプロセスは 
通用しません。

経験は重要ですが、パンデミック前に採用し
たデータや行動をそのまま用いることは 

できません。
変化は人に始まり、人に終わります。

評価すること

組織のデジタル成熟度が高く、新しい運用
モデル、ビジネス モデル、意思決定に  

(数年ではなく) 数週間で適応できますか?

迅速な意思決定を頻繁に行うため、あなた自
身はどのような方法で高いデジタル知識を身

に付け、維持していきますか?

人間ならではの能力や感性を活かし、絶え
ず変化する状況で組織のレジリエンスを 
維持するには、デジタルをどのように利用

すればよいでしょうか?

組織のデジタル成熟度を高めるために
組織のデジタル成熟度を高め、継続的な再生と成長を促すにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは、評価が簡単ですぐに行動に移せる 3 つの優先事項を紹介します。



7

アバナードによるサポート 
デジタル成熟度の向上、維持、進化によって継続的な再生
と成長を実現するのは、容易ではありません。アバナード
は、さまざまな業界に関する洞察、デジタル分野の豊富な
専門知識、マイクロソフトとの強固なアライアンスによ
り、お客様が顧客やその従業員、パートナーからの高まる 
IT ニーズに迅速に対応できるよう、変化し続けることで継
続的な成長を支援します。

お客様の業界に適した弊社のデジタル ソリューション、
サービス、組織の変革能力に関する詳細は、 
avanade.com/rethink をご覧ください。

アバナードについて

アバナードは、マイクロソフトのエコシステムの力を活用し、革新的なデジタルおよびクラウド サービス、ビジネス ソリューション、デザイン主導のエク
スペリエンスを実現するリーディング プロバイダーです。26 か国に 50,000 名のプロフェッショナルを擁しており、アクセンチュア マイクロソフト ビジ
ネスグループの一員として、マイクロソフトのプラットフォームの活用を通し、クライアント企業の顧客エンゲージメント、従業員エクスペリエンス向上、
オペレーションの最適化、ビジネス変革を支援しています。アクセンチュアが筆頭株主であり、2000 年にアクセンチュア LLP とマイクロソフトコーポレー
ションによって設立されました。詳細については、https://www.avanade.com/ja-jp をご覧ください。
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