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IBM Institute for Business Value
IBM グローバル・ビジネス・サービスの IBM Institute for Business Value は企
業経営者の方々に、各業界の重要課題および業界を超えた課題に関して、事実に基
づく戦略的な洞察をご提供しています。
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個人中心の経済 が到来した 。クラウド、アナリティクス、モバイル、ソーシャ
†

ル ( 以降、CAMS) に代表されるデジタル技術の登場によって、個人、企業、政府間の関わり
方が変わりつつある。こうしたデジタル技術はかつてない程強い繋がりをもたらしており、世
界は個人中心の経済に投資を始めている。しかし、このようなデジタル技術による変革は未だ
始まりに過ぎない。既に進行している変革はやがて大きなうねりとなり、世界は個客中心の経
済から、個人と組織が高度に繋がった everyone-to-everyone 経済（以降、E2E 経済）へと変化
していくだろう。そしてこのパラダイム・シフトは価値創出と価値配分に多大な影響を及ぼす
と考えられる。このような時代の変化の一方で、多くの組織は E2E 経済における自社の戦略
を整えていないことが IBM の最新調査結果「IBM Digital Reinvention Study 2013」から明らか
になった。今後予想される急激な破壊に備えるためにも、企業は新たな顧客体験とビジネス・
モデル―綿密に調整され、共生的で、状況に適合し、認知的になっていく―の創出に向けて今
すぐ行動を起こす必要がある。
高度に繋がり、発言力を得た今日の消費者は、24時間

述べている2。

365日のアクセスや情報開示といった組織の透明性を
求めている。また、このような消費者は日常生活を送

最終的には、デジタル技術によって経済は激変するで

る中で、よりデジタル化された活動において、組織に対

あろう。価値連鎖は断片化 され、業界は収斂 し、新

する個人的な影響力を高め、関与したいと考えている。

たなエコシステムが誕生する。この結果、価値創出と

‡

‡

「IBM Global C-suite Study 2013」 で は、4,183

価 値 配 分 の 仕 組 み も 変 化 す る。 我 々 が「IBM Digital

名のCxOエグゼクティブの55%が、CxOに次いでビジ

Reinvention Study 2013」で1,100名に対して行っ

ネス戦略に最も影響力が大きいのは消費者であると報

た調査では、経営者の58%が、今後5年間で新たな技術

告 し て い る 。 ま た、 こ の「IBM Digital Reinvention

によって参入障壁が低くなると予想し、69%が、競争が

Study 2013」でインタビューしたリーダーの63%が、

より業界横断的になると予想している。

1

今後、自社のビジネスに対する消費者の発言力と影響力
が増大すると予想している。

継続的に起こるこのデジタル技術による破壊は将来、何
をもたらすだろうか。組織や業界は新しいデジタル技術

加速するデジタル技術の趨勢が最高に達し、前例のない
‡

によってどのような影響を受けるだろうか。大きく変化

規模の破壊 を引き起こしている。にもかかわらず、組織

するビジネス環境に備えて、組織が今直ぐ着手すべきこ

の大半は、激変するデジタル化された将来による影響を

とは何だろうか。不安定な変化が続く中で、何処に投資し、

まだ理解していない。「自社のデジタル戦略はどのような

どの課題に優先的に取り組み、どのような行動をとれば

ものですか」という質問に対し、60%以上のCEOがリ

組織の成功に繋がるだろうか。

アルとデジタルを融合した戦略をまだ策定していないと

監修者註
†

個人中心の経済については、2011 年に出版されたエグゼクティブ・レポート「デジタルへの転換 デジタルとリアル世界が融合する新たなビジネス・
モデルの創造」を参照のこと。
‡

このエグゼクティブ・レポートでは「デジタル技術による破壊」、「価値連鎖の断片化」、「業界の収斂」という語を用いる。このエグゼクティブ・レポー
トにおけるそれぞれの用語の意味は以下のとおりである。「デジタル技術による破壊」とはバウアーとクリステンセンが ``Disruptive Technologies:
Catching the Wave”において定義した破壊的技術によって業界のリーダー企業が失敗に追い込まれることの意。「価値連鎖の断片化」とは、「各社が、
価値連鎖における競争力の源泉に事業を特化していくことで、価値連鎖のそれぞれの『鎖』が細分化されていくこと」の意であり、5 ページにおいて詳細化。
「業界の収斂」とは、
「価値連鎖上で複数の業界に跨って共通化可能な部分が発生し、ある業界の専門業者が共通部分を抑える」の意であり、5、6 ページ
において詳細を説明。
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この「IBM Digital Reinvention Study 2013」では、

トに繋がることができるようになったことで、組織に対

こうした疑問に対する答えを探っていく。デジタル技術

する消費者の影響力は高まり、企業は消費者中心の経営

が今日の組織にどのような影響を与えているのかを深く

戦略を採るようになった。新しいさまざまな領域から競

理解するため、IBM Institute for Business Valueは、

争が生じて、これまで予期されなかった競争参加者に絶

15カ国の約1,100名の経営幹部及び政府高官と5,000

好のチャンスが訪れると同時に、新たな脅威が生まれて

名の消費者を対象に調査を行った。また、著名な未来学

いる。組織はイノベーティブなビジネス・モデルに順応し、

者30名にもデプスインタビューを行った（詳しくは、付

最新のデジタル機能を利用して独自の顧客体験を実現し

録：調査実施方法を参照）。

ている。「IBM Global C-suite Study」は、過去3年間
における経営戦略の焦点が、業務経費削減から成長と変

調査結果の分析から、技術が進化するにつれて、組織と

3
革に移りつつあることを示している（図1を参照）
。

個人との繋がりも変化し続け、そうした変化のスピード
が速まっていることが明らかになった。事実、20世紀

20世紀初頭、経済は組織中心で、消費は生産者に支配さ

のグローバル経済は高度な組織中心経済と見做されてい

れていた。組織中心の経済の典型例が、フォードとフォー

た。1990年頃になって現在の個人中心経済が登場した

ド・モデルT である。業界は高い参入障壁と資本集約的

が、今後、個人中心の経済から更にE2E経済に進化する

な生産によって特徴付けられ、大企業が生産をコントロー

と予測されている。

ルしてきた。

†

企業がE2E環境で成功するには、破壊的イノベーショ
ンによって、固定化された秩序に挑戦し、組織間の障壁
を取り払う必要がある。外部からの影響を広く受け入れ、
連携を拡大し、デジタルへの投資を加速させることが重
要になり、できるだけ早く着手することが望ましい。こ
のエグゼクティブ・レポートでは、刻一刻と迫り来る激
変する将来に備えるための実践的な方法を提案する。

デジタル化の急速な変化
－ 組織中心から個人中心の社会へ －
デジタル化により個人と組織の繋がりが本質的に急変
し、その結果個人中心の経済が引き起こされた。個人は
互いにより深く繋がり、発言力を得て、情報へのアクセス、

過去 3 年間と今後 3 年間の変化の予想（%）
業務経費の削減

-32%

顧客関係の改革
現在のビジネス・モデルの変更
新しい技術の導入

+41%
+21%
+19%

出典：IBM Global C-suite Study, CEO question: "What are the top

priorities in your business strategy?"

図1：組織は業務経費削減から成長と変革へと焦点を移しつつあ
る。

ユビキタスなネットワーク接続性、そして組織の透明性
への期待を高めている。色々な端末から常時インターネッ

監修者註
†

ヘンリー・フォードは 1909 年、経営陣に対して ``Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black( 色
は黒であればどんな色でも揃います )”と語ったとされ、カラーバリエーションを抑え、廉価に大量供給することが顧客価値に繋がると考えていた。これ
に対して、ゼネラル・モーターズのアルフレッド・スローンは、マーケティング手法の重要性を認識し、1 年毎のモデルチェンジ ( 計画的陳腐化 )、豊富
なボディ / カラーバリエーション ( 顧客セグメント ) によって消費者の自動車買い替え需要を取り込む事に成功し、フォードとフォード・モデル T を市
場から駆逐した。
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その後、技術的能力によって消費者の期待が変化してい

2011年に出版されたエグゼクティブ・レポート「デジ

く過程で、組織中心の経済は今日の個人中心の経済へと

タルへの転換 デジタルとリアル世界が融合する新たなビ

進化した（図2を参照）。個人中心の経済は、商品の差別

ジネス・モデルの創造」で議論したように、組織は魅力

化と、個々の消費者にとっての価値を提供することを目

的な顧客体験の構築に向けてデジタル変革に取り組んで

的とした「個」のレベルでの市場セグメンテーションを

きた4。個人中心の経済では、デジタル変革の4つの要素、

特徴とする。そこではデザインとマーケティングに重き

すなわち柔軟性、統合性、個別化、および即応性が不可

がおかれ、企業は、個々の消費者にとって価値となる顧

欠である（図3を参照）。

客体験を創出しようと消費者の声に耳を傾ける。

デジタル変革のフレームワーク

個人中心の経済

価値提供のフォーカス

活用

個人中心経済への
移行

向上

特徴：
柔軟性
サプライ・チェーン
は 透 明 性 に 優 れ、
自動化されている
統合性
個人と組織、
および
デジタルとリアル
とが連結している
個別化
個人がユニークに
認識される

顧客への提供価値

新開発

・組織が消費を主導する
・チャネルはさまざまなインセンティブによって統制される
・チャネル毎に異なる顧客体験が提供される
・ユーザー体験は一般的に直感的ではない
・フォーカス・グループと市場調査が消費者の意見を代表する

業務モデルの再構築

統合

組織中心の経済

拡張

再定義

即応性
データに裏打ちさ
れた学習と意思決
定

顧客体験の再構築

出典：IBM Institute for Business Value の分析、「デジタルへの転換：デ
ジタルとリアル世界が融合する新たなビジネス・モデルの創造」、

IBM Institute for Business Value
・消費者は「自分流」の体験を期待する
・チャネルはシームレスな体験のために統合されている
・マイクロセグメント ( 個人レベルでの市場セグメンテー
ション ) が採用されている
・使い易さとキュレーション†が重要な意味を持つ
・ビッグ・データとアナリティクスが機能を支える

図3：デジタル変革によって、個客が必要としているもの、欲し
いと思っていることに繋る顧客体験が創出される。

図2：個人中心経済の特徴：個人中心経済は、個々の消費者にとっ
て価値ある顧客体験を創出することに重点を置く。

監修者註
†

インターネット上の情報の中から自分の価値観にあった情報を収集、繋ぎあわせ価値を持たせて共有すること。
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破壊的イノベーション
－ 1980 年当時と現在の比較 －

モバイル革命
携帯端末の小型化は顧客体験を変えつつある。例えば、

1978年当時、パーソナル・コンピューター、携帯電話、

位置情報サービスをマーケティングに活用することによ

インターネットは黎明期にあった。今日、我々が住む社

り、顧客層を絞ったプロモーションが実現しつつある。

会は、これら強力で破壊的なイノベーションによって形

モバイル決済を利用した新しいエコシステムの出現によ

成されているが、これらイノベーションの影響が社会に

り、貨幣はデジタル化されつつある。更に、携帯端末は

浸透するまでには数十年を要している。ところが現在で

手のひらサイズからウェアラブルな機器へと小型化して

は、当時と比較すると、極めて短期間で技術変化が起こっ

いる。ワイヤレスで健康データを計測可能にするfitbitや

ている。新しい技術が開発され、成熟するまでの期間だ

テキスト・メッセージや電子メールを受信可能なスマー

けでなく、社会に浸透していく期間も格段と短くなって

トウォッチであるSamsung Galaxy Gear等がその例で

きている。我々は今、このような新しい変革期に立って

ある。

いるのである。以下CAMSのそれぞれにおける変革の現
状を見ていこう。

ソーシャル・メディアの爆発的拡大
情報漏洩やプライバシー等に対する問題意識が高まりつ

クラウド・イネーブルメント

つある中であっても、コラボレーションや情報共有は、

クラウドサービスの普及により、個人間、組織間の繋が

新たな価値創出モデルの生成を促している。ソーシャル

りが変わり、プラットフォーム横断的なデータ分析が促

はインターネット・バブル時代のモデルから変貌し、シェ

進されつつある。例えば、Adobe Creative Cloudでは、

アリングプラットフォームや、ビジネス・モデルへと変

サービスに加入すると、加入者は最新のクリエイティブ

化を遂げ、収益を創出できるようになってきている。こ

ツールの使用やクリエーターとのインタラクションが可

のような共有経済への流れを加速する共同購入/収益共有

能になった。またNetflixのビデオ・オン・デマンドサー

モデルの例として、グルーポン（共同購入取引を行う企業）

ビスでは、サービスに加入すると、家庭用ゲーム機、パ

やソーシャル・レンディング（金融機関の仲介を経ない

ソコン、タブレット端末等でテレビ番組や映画を、定額

個人間の融資）が挙げられる。

で見られるようになっている。Google Docsといった共
現する 。

変革する将来の展望
－ デジタル技術により社会はどのよう
に変革するか ? －

アナリティクス

感動的な顧客体験への期待は、このような技術的、社会

先進的なデータ解析技術の出現により、より深い経営判

的変化によって現実のものとなった。業界が収斂すると、

断データや顧客に関する洞察をビッグ・データから導く

複数の組織、機能、および業界にまたがる新たなエコシ

ことができるようになった。これら分析には、過去に起

ステムが出現し、これまでにない感動的な顧客体験経験

きた/現在起きている事象を説明する説明的な分析だけで

がもたらされる。

同作業を行える環境は垣根のないコラボレーションを実
†

なく、将来を予測する予測的データ分析をも含まれてい
る。社内外におけるデータの情報源は統合され、今やサー
ビスは、消費者データに基づいて高度にパーソナライズ
されるようになった。具体例として、2013年2月に発
表されたAmerican ExpressとTwitterとの提携が挙げ
‡

られる 。

価値連鎖とは、組織が何らかの製品
またはサービスを作成し、市場に提
供する一連の活動である。

監修者註
†

''インダストリー 4.0'' といった新たなモノづくりの現場では、例えば自動車製造会社とサプライヤーがクラウド上で協業して設計開発にあたるようにな
ると期待される。このような世界では、モデルやデータはクラウド上にアップロードされるのではなく、全てのモデルやデータがクラウド内で生み出され、
共有され、利用されるようになっていく。このような閉じたクラウドは、よりセキュアな協業環境を提供するようになると考えられる。
‡

Amex Sync 専用サイトで、アメリカン・エキスプレス・カードと Twitter アカウントを同期すると、特定のハッシュタグを付けてツィートすることで
商品の購入が可能になる。

IBM Global Business Services



価値連鎖の例
インバンド
物流
例

例

・KLM
・DHL
・FedEx

アウトバンド
物流

設計と運用

・ManpowerGroup
・Foxconn
・ARM

例

・UPS
・Maersk
・Li & Fung

マーケティングと
販売
例

・Ogilvy
・Salesforce
・Pinterest

顧客
経験

マージン

例

・Apple
・Ritz-Carlton
・Homeplus

出典：IBM Institute for Business Value analysis

図4：さまざまな専門業者が参入して主要機能を提供する場合において、価値連鎖が断片化された例。

価値連鎖が断片化される
前述したような新しい技術の出現によって、価値連鎖の

自社の競争力の源泉が顧客体験にあることに気付いた

透明性は高まり、分解が容易になる（図4参照）。昔なが

Ritz-Carltonは、2000年 にRitz-Carlton Leadership

らの窓口ベースでの銀行業務からインターネットを利用

Centerを立ち上げ、旅行業界以外の業界の組織を対象

したインターネットバンキングへ移行するなど、これま

に、優れた顧客体験を生み出す方法についてのトレーニ

では価値連鎖全体、または価値連鎖の大半が置き換わる

ングを提供するようになった。優れた病院では、Ritz-

ことが多かった。これからの時代の価値連鎖の断片化は、

Carltonの「サービスの原則」を適用して患者の医療経験

価値連鎖を構成する特定された要素や機能を競うことに

の向上を目指している5。 また、チップメーカーのARM

なるものと思われる。

は、スマートフォンやタブレットで使用されるプロセッ
サを設計している。知的財産権のライセンシングやロイ

経営陣は、価値連鎖の中で自社独自の競争力が何処にあ

ヤルティー契約を通じて、プロセッサ製造の規模の経済

るのかを、以前にも増して評価し、それら領域における

と回路設計のイノベーションによってもたらされるメ

能力向上を図るだろう。そのようなある機能に事業を特

リットを消費者は享受することができるようになる6。

化した専門業者が自社の市場やその他の市場において、
特定の機能をより積極的に競い始めることが予想される。
†

‡

業界が収斂する

例えば、Maersk やLi & Fung といった物流業者は、最

価値連鎖上の特定の機能が競われると、新たな競争相手

終消費者向けの物流に特化しつつある。専門化によって

が出現する。ある業界における特定機能の専門業者が、

向上へのさらなるプレッシャーが生まれる。低コストの

他の業界における価値連鎖上の特定機能でも競争を始め

より良い能力を含む新しい機能のオファリングに直面し、

るだろう。このような複数の業界にまたがる共食い現象

企業は自社の競争力の源泉となっていない機能を専門業

によって、業界の収斂が始まることが予想される（図5

者に譲ることになるだろう。

を参照）。

監修者註
†

Maersk はコペンハーゲンに拠点を置く海運コングロマリットでコンテナ船最大手の企業。

‡

Li & Fung は香港を拠点とし、貿易、物流、流通、小売事業を手がける多国籍企業で先進的なグローバル・サプライチェーンマネジメント手法で有名。



デジタル改革

成果報酬型医療による業界の収斂例
医療

インバンド
物流

運用

アウトバンド
物流

マーケティングと
販売

顧客経験

マージン

保険

インバンド
物流

運用の
専門業者

アウトバンド
物流

マーケティングと
販売

顧客経験

マージン

エレクトロニクス

インバンド
物流

運用

アウトバンド
物流

マーケティングと
販売

顧客経験

マージン

小売

インバンド
物流

運用

アウトバンド
物流

マーケティングと
販売

顧客経験

マージン

出典：IBM Institute for Business Value analysis

図5：機能の専門化によって業界の収斂が起こる仕組みを説明した模式図。

組織は2つの戦略を追求し始める。1つは主力事業を行

新たなエコシステムが誕生する

う業界での中核的な事業活動に注力し続ける戦略、そし

機能の専門化、価値連鎖の断片化、業界の収斂が始まる

てもう1つは他の業界で特定の専門化された機能におけ

ことによって、エコシステムすなわち価値のネットワー

る成長機会を追求する戦略である。業界に依らず共通す

クの形成が進むだろう（図6を参照）。一般的にエコシス

る価値連鎖上の機能における競争が拡大されるに連れて、

テムは複数の組織、機能、および業界に跨がり、新しいシー

業界の収斂が促されるだろう。

ムレスな顧客体験を提供する基盤となり、機能の複雑さ
が覆い隠される。

将来予想される例として、物理的な場所に関係なく質の
高い医療を提供できる最先端の遠隔医療が挙げられる。
エレクトロニクス業界から生み出される触覚センサー技
術と電気通信業界から生み出されるリアルタイム通信向
けインフラストラクチャーが融合することによって、地
理的制約を受けずに医学の専門知識に接することができ
るようになると期待される。また、遠隔医療市場が進化

エコシステムが誕生する：小売の例
物流
メディア
小売

するにつれて、他の業界から関連イノベーションが誕生
することも考えられる。
出典：IBM Institute for Business Value analysis

エコシステムとは、ビジネス価値の
創出と配分を目的とする相互依存型
の企業および関係の複雑なネット
ワーク構造のことである。

図6：小売業界における新たなエコシステムの形成の説明例。

IBM Global Business Services



これから新たに興るエコシステムの例として、将来予測

ごとに価値創出を最適化する（図7を参照）。全体的な価

型の小売が挙げられる。オムニチャネルの小売経験は、

値は価値連鎖の段階ごとに創出された価値の合計を表す。

特定の消費者の状況に合わせてリアルタイムで適応でき

通常、組織は価値連鎖における前段階の機能や後段階の

る。要素の組み合わせによって、このような顧客体験が

機能と相互関係を持つが、市場全体の状況については殆

創出される。そこでは例えば、コンシェルジュサービス

ど把握していない。

が全て顧客ニーズに対する単一の連絡窓口として機能し、
リアル店舗でのアシスタント業務がモバイルによって増

一方、エコシステムでは、組織はシステム全体との関わ

強され、自分でオプションを選択できるようになり、在

りを通じて価値を実現する。ここでの「価値」は、エコ

庫管理と製品出荷が完全に統合され、リアルチャネルと

システムへのアクセスすることに対する参加者の支払意

仮想チャネル全体でモバイル決済がシームレスに利用可

志額によって定義される。アクセスが発生すると、エコ

能になるだろう。

システム内で特定のトランザクションが発生すると考え
られる。創出される総価値は、システムへのアクセスに

エコシステムは極めて動的で、単一/或いは収斂した価値

よる価値とシステム内での関わりによる価値全体を反映

連鎖に比べて、より複雑な顧客体験や活動を提供できる

したものとなる。

ようになる。従来の価値連鎖への参加からエコシステム
への参加へと組織が進化するにつれて、価値が創出され

これにより、新たに興るエコシステムに組織が参入でき

配分される方法は変化していく。

る大きな機会が生まれる。創出された価値をエコシステ
ムのメンバー間で共有するには仕組みが必要であり、中

従来型の価値連鎖における組織は「コストに利益を付加」

央的な配置であれ、緩やかな編成であれ、また他の配置

するモデルに基づいて価値を最適化し、価値連鎖の段階

であれ、仕組みを定着させることが可能である。

従来の価値連鎖における価値創出

コストに
利益を
付加

コスト
付加

コスト
付加

コスト
付加

総価値 = 総コスト＋総利益

エコシステムにおける価値創出

コスト
付加

消費者

エコシステム

総価値 = Σエコシステムへの参加に対する支払意志額

図7：エコシステム内部で価値が創出され配分される方法は、従来の価値連鎖環境（図4にて記述）とは異なっている。
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旅行業界における新たなエコシステムの構想

旅行業界の従来の価値連鎖では、価値は特定の旅行サービス（座席や部屋の予約、手荷物料金などのサービス料金、旅行プランの調
整、旅行後のサービスなど）に結び付いている。仲介業者は、エコシステム全体が創出する価値から利益を得る（図8を参照）。例えば、
†
オンラインの旅行代理店やグローバルディストリビューションシステム は価値連鎖において、特定のサービスを提供することによっ
て、予約サービスの対価を得ている。

旅行業界の価値連鎖
旅行流通

旅行業界のエコシステム

旅行業務
発券業務 /
手荷物
マーケティング

航空会社 / ホテル / その他
物流
小売
消費者

サービス

消費者

出典：Travel 2020: The distribution dilemma”and“New routes to profitability.”IBM Institute for Business Value

図8：リーダーはビッグデータを管理するためにソフトウェアおよびハードウェアの機能を実装している。

旅行業界の将来のエコシステムでは、価値はリアルな商品からサービス、旅行情報、コーディネーションまでを含む包括的な旅行体験
の中で認識される価値に結び付く。現在の価値連鎖の各構成メンバーがその枠を広げるにつれて、消費者は個々の構成要素だけでなく、
旅行体験全体の純便益に価値を置くようになるだろう。このようなエコシステムの観点から考えると、価値は旅行の提供業者や資産所
有者ばかりではなく、サービスの提供を綿密に調整する関係者によっても引き出される。旅行業界のエコシステムの主要なプレイヤー
としては、主に有効期日のある「商品」を提供する航空会社やホテル、旅行関連商品を提供する小売業者、手荷物の集配サービスを提
供する物流業者の3つが挙げられる。
‡

このような将来の旅行業界のエコシステムにおいては、価格は旅行体験に対する消費者の支払い意思 によって決まる。ここでの旅行
体験とは、旅行者の嗜好に合わせた一連の旅行関連商品やサービスからなる顧客体験である。すでに航空会社やホテルは、部屋や座席
などの有効期日のある資産の価格を、「個客セグメント」毎の支払意志額に基づいて設定することに長けている。しかし、このような
エコシステムが出現、拡大するにつれて、航空会社やホテルが最適化するために弄くる必要のある変数の数も増えてくることが予想さ
れる。価格は間もなく、個人の嗜好に合う一連の旅行関連商品や有効期日のあるサービスに対する個客の支払意志額に基づいて設定さ
れることが迫られるだろう。このような価格設定アルゴリズムには、旅行分野だけから集められた変数だけではなくて、小売や、ソー
シャル・メディア、その他情報源からも集められた変数も含まれる必要がある。

監修者註
†

Global Distribution System (GDS) とは、航空会社、ホテル、レンタカー会社、クルーズ運営会社等のサプライヤーと旅行代理店のシステムを仲介
するシステム。このシステムにより旅行代理店はサプライヤーの提供する旅行関連商品およびサービスの空き状況を照会、予約するとともに、手配、決済、
顧客情報管理をすることが可能になる。
‡

経済学的には、支払意志額のことであり、ここでは、旅行体験から得られる効用を貨幣価値で示した便益を表す。

IBM Global Business Services
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激変する自動車/モビリティー業界のエコシステム

自動車業界における従来の価値連鎖では、価値は主に自動車に結び付いており、自動車の価値は完成車メーカー (OEM)によってコン
トロールされている。付加価値は、付随する製品やサービスに含まれており、サプライヤー、販売代理店のネットワーク、タイヤや自
動車のメンテナンス会社、ガソリン・スタンド、自動車部品の販売店、保険会社が、これら付随する製品やサービスの供給者である(図
9を参照)。価値創出は、専ら製品の差別化、サポート・サービスに的が絞られ、安全性評価ポイントやブランドの持つ高級感だけでなく、
レザー・インテリアやサン・ルーフなどのグレードアップ・オプションといった差別化ポイントに重点が置かれている。

自動車業界の従来の価値連鎖

自動車 / モビリティー業界のエコシステムにおける価値創出
OEM

OEM
ディーラー

サービス
アフター・
サービス

アプリケーション・
プロバイダー

モビリティー・
サービス
カー・
シェアリング
小売業者

消費者

マルチモデル・
アグリゲーター

図9：自動車/モビリティー業界のエコシステムにおける価値創出は、モビリティー経験全体から得られる有用性に結び付いている。

自動車/モビリティー業界における将来のエコシステムでは、価値は、移動手段としての機能する自動車そのものに本来備わる価値で
はなく、モビリティー体験全体および関連サービスから得られる効用に結び付いていくだろう。価値創出は、顧客体験全体の質を反映
†
‡
したものとなり、顧客体験の向上によってより高い価値が創出される。衛星ラジオ（SiriusXM ）やリモート・サービス（OnStar
や高速接続）などの付随サービスが、運転の楽しみを高め、さらなる便益を消費者に提供する。この経験によってより大きな価値が創
出されることで、消費者の支払意志額が一層高まる可能性が高い。また、価値がOEMや自動車販売店から、モビリティー業界のエコ
システム全体を綿密に調整する「オーケストレーター」へと移ることも予想される*。

監修者註
†

SiriusXM は Sirius XM Radio Inc. が提供する通信衛星を利用した自動車向けデジタルラジオサービス。アメリカ合衆国及びカナダで有料会員向けに
サービスを提供している。
‡

OnStar は General Motors Company の子会社である OnStar Corporation が提供するテレマティックスサービス。衝突自動通報、盗難車追跡等の
安全セキュリティサービスの他に、カーナビゲーション、故障診断、ロードサイドサービスなどの様々なサービスを提供。リモート・サービスとしては、
リモートからドアをアンロックするサービス、駐車場内で自車を見つけられない時にクラクションをリモートから鳴らすサービスを提供している。
* 米国フェニックス州の自動車会社 Local Motors は顧客、デザイナー、エンジニアを巻き込んだ自動車開発により、新たな顧客体験をもたらしている。
Local Motors が提供するコミュニティには、3 万人ものメンバーが参加し、ネット上でアイディアを出しあう。このような新たなビジネス・モデルは、
自動車製造開発のオープンソース化、クラウドソーシング、オープンイノベーションであり、Local Motors は自動車のデザイン、設計、製作をつなぐ
ある種の「コーディネーター」とも言える。
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E2E 経済の特徴
－ 接続性、相互作用性、把握性、知能
性－

接続性：エコシステムはどのように調整され、促進
要因は何か

組織中心経済が個人中心経済へと移行したのと同様に、

非対称性である。情報は組織から消費者へと一方的に伝

新たな一大変化が起ころうとしている。CAMSの成熟に

達される。その典型例が従来の保険だ。保険業界では、

よって、個人中心経済は「everyone-to-everyone（E2E）

複雑さを高める未知のリスクによって保険費用が上昇す

経済」へと移行されつつある。

ると共に、保険料の決定方法や承認/保険金請求の手続き

組織中心経済において、接続性を表す最も的確な表現は

など保険会社における活動の内部情報が消費者からはよ
E2Eの特徴は、価値連鎖上の全ての活動において消費者

く見えない。

と組織が極めて高度に繋がり、コラボレーションしてい
る点にある。ここで言う消費者と組織の繋がりとは例え

個人中心経済では、透明性に優れ、自動化されたサプラ

ば、共同設計、共同開発、共同生産、共同マーケティング、

イ・チェーンにより、柔軟な接続性が広く行き渡っている。

共同流通、共同出資である。このような統合されたシス

交通管理システムが典型例である。交通管理システムで

テムでは、消費者と組織が共同で価値を創出すると共に、

は、組織中心経済よりもデジタル化が成熟し、高い接続

透明性によって信頼と効率が高まる。組織中心、個人中

性を備えている。例えば、Bitcarrierなどのリアルタイ

心、E2Eの3種類の経済モデルの違いは、4つの主要な側

ム交通情報管理システムは、無線ネットワークの利用状

面、即ち、接続性、相互作用性、把握性、知能性から捉

況からデータを取得する。

えることで説明できる（図10を参照）。

デジタル化の成熟度モデル
組織中心

個人中心

Everyone-to-everyone (E2E)

非対称性
情報の非対称性によって
調整が制限される

柔軟性
サプライ・チェーンは透明性に
優れ、自動化されている

綿密な調整
エコシステムはコラボレーティブ
かつシームレス

偶発的
個人に 1 回限りのトランザクションが
提供される

統合的
個人と組織、およびデジタルと
リアルとが連結している

共生的
すべての人およびすべてのものが
相互に依存している

把握性

セグメント化
個客の同定が行われず、
顧客像が想定されている

個別化
個客がユニークに把握されている

状況に適合
経験が調整され、行動やニーズに
適している

知能性

取引ベース
直接的関係を通じた受動的学習

即応性
データに支えられた学習と意思決定

認知的
自律的学習と予測機能

接続性

相互作用性

出典：IBM Institute for Business Value analysis.

図10：3つの経済モデル（組織中心、個人中心、E2E）の「デジタル化の成熟度」の比較。E2E環境は、綿密に調整され、共生的で、
状況に適合し、認知的。

IBM Global Business Services

11

無線ネットワークから得られた情報によって能動的な交

相互作用性：個人と組織間の関係はどれだけ深いか

通管理が可能になり、歩行者の動きを同定する 。 また、

組織中心経済においては、相互作用性を表す最も的確な

衣料品小売業者のKnot Standardは、オンラインで自分

表現は偶発的であり、個人には1回限りの取引が提供さ

のサイズを送信することで、オーダーメードのスーツや

れる。組織と消費者間の相互作用は、取引の実行が必要

シャツなどの紳士服を注文できるサービスを提供してい

な場合にのみ行われる。その一例としては商品中心の小

る。このサービスでは利用者はWebカメラや、地元の仕

売業者が挙げられる。このような小売業者は、薄利多売

立屋、古いスーツを利用するなどして、自分のサイズを

で少額な取引を行う。その経営目標は、長期の個人的な

伝えることで紳士服を注文し、20日以内に「100%完

顧客関係を築くことではなく、取引高の最大化にある10。

7

成した」製品が出荷されることが保証されている8。
一方、個人中心経済では、相互作用性が統合されており、
これからは、個人と組織間の接続性は、より綿密に調整

個人と組織、およびデジタルとリアルとが連結している。

されるようになり、エコシステムはコラボレーティブで

組織中心の環境よりもデジタル化の成熟度が高い統合さ

統合されるようになると予想される。緻密に調整された

れた活動の一例として、デジタル化された眼鏡の購買が

E2E経済の例がKiva.orgである。Kiva.orgは世界中で無

挙げられる。Warby Parkerなどの小売業者は、眼鏡を

利息の小口融資を提供するマイクロファイナンスの非営

消費者に直販し、リアル店舗は設けていない。リアル

利団体であり、2005年以降、Kivaは60万社の金融業者

な商品をデジタル化して販売するオンライン小売業者は、

が参加するオンライン・コミュニティーを通じて、60カ

自身の提供価値を低価格と利便性においている。このよ

国、数十万人もの人々に対し、2億5,000万米ドルを超

うなオンライン小売業者のサービスを利用することで消

える融資を行ってきた。米国向け融資が貸出先の1%未

費者は自宅で眼鏡を受け取って試着したり、コンピュー

満であることを踏まえ、2010年に同組織はVisaと提携

ター上で試着したりすることができる11。

し、メキシコ湾岸の小規模企業が小口融資を受けられる
ように支援するプログラムを開発した。Kivaは更なる拡

将来、相互作用性は共生的になり、ほぼすべての人、す

大を進め、Clinton Global Initiativeと共にKiva Cityを

べてのものがバーチャルに相互に依存するようになると

構築し、市民団体の指導者、コミュニティー組織、金融

予想される。表皮電子システムはその一例である。「第2

機関、貸し手と協力して、米国のさまざまな都市の小規

の皮膚」ともいえる電子回路は、ユーザーの認知状態を

模企業を支援している。デトロイトでは、立ち上げから

認識し、リハビリテーション目的で細胞組織に刺激を与

3時間以内に25,000米ドル以上を集め、地元の新興企

えることができる。今後の応用によって、リアルとデジ

業5社に資金を供給する支援を行っている。また、ニュー

タルの境界が取り払われ、手足の外部制御、発話の補助、

オリンズでは、立ち上げから24時間以内に、14件の融

軍事利用などへの拡大が期待されている12。

資に対し合計125,000米ドルを超える資金が供給され
た9。
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把握性：市場洞察はどれだけ深いか、顧客体験にど
れだけ反映されているか

知能性：意思決定はどのように伝達されるか

組織中心経済では、顧客把握はセグメント化されており、

直接的関係を通じて受動的に学習される。取引ベースの

個客の同定は行われず、顧客像が想定されている。この

知能性の一例として、従来の電話通信が挙げられる。従

アプローチの一例として、従来の飲料マーケティングが

来の電話通信では、プロバイダーが加入契約とサービス・

挙げられる。飲料は、ある程度地域的な多様性はあるが、

パッケージの組み合わせを提供し、それらは柔軟に組み

伝統的なフレーバーを維持している。メーカーは、商品

合わせることができるが、利用履歴や顧客である期間に

の販促に従来の人口学的および心理学的な消費者セグメ

基づいて変化することはない16。

組織中心の経済では、知能性は専ら取引ベースであり、

ンテーションを使用している13。
一方、個人中心経済では、知能性は即応性を備え、デー
一方、個人中心経済では、顧客把握は個別化されてお

タに基づく学習と意思決定を特徴とする。組織中心の環

り、顧客がユニークに特定されている。組織中心の環境

境よりもデジタル化の成熟度が高い知能性の一例として、

よりもデジタル化の成熟度が高い顧客把握の一例として、

エネルギー最適化システムが挙げられる。Nestなどの

小売におけるマス・カスタマイゼーションが挙げられ

最適化システムは、ユーザーの嗜好や行動を学習し、ス

る。例えば、衣料メーカーのJockeyは、女性に関する調

マートなエネルギー管理を行う17。このようなシステム

査に基づき55通りのサイズの組み合わせを提供している。

は、データを利用して製品の使い易さの向上や将来の省

Jockeyは新しいサイズ選択システムを特徴とする体積測

エネサービスの開発を支援する18。

定型ブラジャーを新たに開発した、これらのサイズの組
み合わせによって、サイズが合わないと言われることが

将来、知能性は認知的になり、確率論的手法を使用した

多い既存のブラジャーにマス・カスタマイゼーションの

コンピューターに基づく意思決定が可能になる。その一

選択肢が増えた 。

例として、IBMの人工知能であるWatson（以下、ワト
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ソン）の医療分野での利用が挙げられる。ワトソンは、
将来、顧客把握は状況に適合し、個客の嗜好、場所、お

継続的に失敗から学習しながら、いずれその認知能力と

よびにタイミングに応じて体験が調整され、適したもの

取り込んだ医学文書を利用して健康状態の診断を支援す

になると予想される。その一例として、将来予想型の小

るようになることが予想される。最近実施されたテスト

売体験が挙げられる。小売業者は、複数のソース間でデー

では、医師による肺がんの診断成功率が50%だったのに

タを統合し、場所、行動、サービス、ソーシャル、仮想化、

対し、ワトソンは90%を達成した19。

フルフィルメント、アクセス履歴を組み合わせて「個人
に合わせた」体験を創出する。実際、このような小売体
験の提供業者は、消費者以上に消費者のことをよく理解
している場合がある。またこれからの状況に適合した経
験では、必要に応じてオン/オフを切り替えることが可能
になることも考えられる15。
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ケース

E2E経済に向けた原則

E2Eの特徴として、消費者が顧客体験に対して期待を高めて
いることが挙げられる。消費者は、シームレスで結合した顧客
体験を期待し、また組織間のコラボレーションに期待している。
このような複雑な環境の中で、組織が方向性を見つけ出すには、
以下のような原則を考慮する必要がある。
• 組
 織は適切な提携を通じて理想的な顧客体験を提供するため
に、それぞれの能力と同等の関わりのみを持つようになる。
顧客体験には、さまざまな提供業者からのサービスが必要と
なり、企業が連携して適応することが求められる。顧客に提
供される価値は1つの企業に集中することはなく、複数の組
織に分散される。適切な連携先組織を引き込み、まとめ、管
理し、保持する能力は、E2E市場で成功するための差別化要
素となるだろう。エコシステムでは、信頼と相互依存が必要
となる。これには、オープンなコミュニケーション手段と共
通の俊敏性が不可欠である。
• 状
 況に適合した予測型のデータ解析に対する需要はとどまる
ところを知らない。顧客体験には、ユーザーとそのニーズの
理解が求められる。しかも、そのユーザー理解は、データに
深く立脚し、ユーザーの状況に極めて適合したものである必
要がある。顧客に価値を創出するには、トランザクションデー
タ、行動データ、及び状況に基づくデータが統合されること
が必要条件であり、統合は、創造的、イノベーティブである
必要がある。組織はデータを収集、分析、モデル化し、そこ
から重大な洞察を引き出す能力を身に付ける必要がある。そ
して、導かれた洞察それに基づいて行動し、それら洞察をパー
トナーに対して利用できるようにしなくてはならない。情報
の共有と継続的なプロセスの改善が「通常業務」になる必要
があり、そのことによって、提携内および提携をまたがった
運用を効果的にすることができる。
• オ
 ープン・スタンダードが知的財産の終焉を意味するわけで
はない。成功する組織は、自分たちが最も得意とする領域を
保護し、競争力のない領域を開放する。専門化の時代には、
重要な知的財産の保護の必要性と動的で柔軟なエコシステム
に統合される必要性のバランスを保つ必要がある。秘密主義
は、強力で法的強制力のある知的所有権という枠の中で、今
後次第に、開放性にとって換わられるだろう。
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デジタル改革に向けた新たな枠組み
－ 3つのステップ－
これまで我々が「デジタル改革」と定義していた枠を超
えて、新たなイノベーションの階層が出現している。組
織は個人中心経済へ向けた投資を続けながらも、個人中
心経済は、今後勢いを増すデジタル改革への単なる第一
歩でしかないことを認識する必要がある。
E2E経済では、市場、戦略、および価値の徹底した改革
が求められる。E2Eへの移行に伴い、これまで我々が
定義した「デジタル変革の枠組み」は新しい「デジタル
改革の枠組み」に置き換えられつつある（図11を参照）。
その特徴は、綿密に調整された接続性、共生的な相互作
用性、状況に適合した認知性、および認知的な知能性に
ある。

綿密に調整され、共生的で、状況に適合した、認知
的な枠組みへの転換
成功する組織は、目の前の課題を進んで受け入れ、自社
のビジネスをあらゆる側面から見直す必要がある。また、
何よりもまず、「重視する領域」を決定しなければならな
い。これにより、その将来は現在とは大きく異なるもの
となるだろう。
まず、自社と消費者および市場との繋がりを見直す。現
在、既にできること（特定の既存のITまたはその他の機能）
による制限を受けないようにする。魅力的な顧客体験を
定義したら、収益化の機会と技術的な要件/組織の要件を
特定する。それに応じて、ビジネス・ケースの策定と投
資に関する意思決定を行う。
次に、重視する方法を決定する。将来、組織は現在より
も一層専門化されていることが予想される。得意分野を
理解することが不可欠になる。自社が得意とする領域と
他社がより得意とする領域を非常に批判的で公平な目で
見る。自社を競合他社から本当に差別化できる活動に注
力することに社員が同意する。その領域に投資を行い、
優位な立場を構築し維持する。自社のその他の機能の大
半またはすべてを、優位な立場にある提供業者から調達
する。自社を差別化する活動に重点を置く。
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デジタル改革の枠組み

デジタル変革の枠組み

Everyone-to-everyone
エコシステムは
コラボレーティブかつシームレス

活用

価値提供のフォーカス

個人中心経済から
E2E 経済への
移行 economy

綿密な調整

変革
自律的学習と
予測機能

Everyone
to
everyone

認知的

共生的

すべての人および
すべてのものが
相互に依存している

顧客への提供価値

新開発

業務モデルの再構築

統合

改革

強化

拡大

状況に適合

精緻化

顧客経験の再構築

経験が調整され、行動や
ニーズに適している

出典：2011 IBM Digital Transformation Study and 2013 IBM Institute for Business Value analysis

図11：新たなデジタル改革の枠組みがE2E経済を支える。

の構築および統合である。ビジネスに必要なスキルと能

ステップ 1：
外部の影響を広く受け入れる

力は時間と共に変化する。従って、将来成功するために

洞察力を研ぎ澄ませ

必要なスキルと能力は、過去に成功をもたらしたスキル

多くの組織では、市場または競争に対する洞察を得よう

と能力であるとは限らない。今保有しているスキルと能

とする際に、ソーシャル・メディアやビッグ・データといっ

力と共に、将来必要となるスキルと能力を客観的に見て、

た最新テクノロジーに対応しようと取り組んできた。し

積極的に再トレーニングや求人に取り掛かる必要がある。

かし、洞察はこれまで以上に重要な役割を果たすことに

投資、評価基準、インセンティブの新しいモデルを十分

なる。これは消費者の意識と行動の変化を理解する場合

に検討し、将来に向けてデザインされた組織の構築に着

だけでなく、ビジネス・モデルにおける最新技術の可能

手する。

性と影響を調べるために業界をまたがって調査する場合

重視する領域の決定におけるもう1つの側面は、新機能

にも言えることだ。ソーシャル・アナリティクスやシナ
リオ構想などの能力を含めて洞察力を向上する。サプラ
イ・チェーンやパートナー・ネットワークから弱いなが
らも重大と思われる兆候を検出し、それらをITやビジネ
スに浸透させる、より優れたプロセスを構築しなければ
ならない。
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デジタル・ネイティブを利用せよ

新たなチャンスを特定するための仕組みや、ビジネスに

マネージャーは自社のビジネスを異なる角度から見るこ

対する差し迫った脅威を予測できるようにスタッフをト

とが必要になる。市場がかつてのように右肩上がりに発

レーニングするための仕組みを開発する。

展する可能性は低い。組織は業界範囲の内外からの破壊
に一層影響を受けやすくなるだろう。2000年代に成人

エコシステムとの接点を体系化せよ

を迎える新世紀世代と幼い頃からコンピューターや携帯

アプリケーション・プログラミング・インターフェース

電話などのデジタル技術に慣れ親しんできたデジタル・

（ソフトウェア・アプリケーションを作成するためのプ

ネイティブは、新しい技術や顧客経験の力を期待する傾

ロトコルのセット、以降API）とクラウド・コンピュー

向が強い。新世紀世代から直接洞察を導いて経営層など

ティングは、組織と個人から成る複数のエコシステムを

に浸透させるプロセスを構築しなければならない。

つなぐ接点となる。APIとクラウドの影響は情報部門だ
けにとどまらない。APIとクラウドを適切に利用すれば、

消費者の影響力を取り込め

動的な新しいビジネス・モデル、消費者との双方向なや

大半の組織では、消費者の影響力は営業部門やマーケティ

りとり、および組織の柔軟性を実現できる。将来に戦略

ング最高責任者というフィルターにかけられる。そのよ

的に備えるには、技術戦略とビジネス戦略を組み合わせ

うなフィルターによって、必然的に歪みが生じる。基本

る必要がある。強制的に情報技術をビジネスと連携させ、

的なビジネス戦略の策定だけでなく、観念化、プロジェ

ビジネスを情報技術と連携させる。最新技術で何ができ

クト評価、および開発の各プロセスにおいて、消費者の

るかを検証し、技術上および業務上の柔軟性を保持して

参加を求める。消費者が主要なビジネス上の決定におい

不測の事態を予測することが求められる。

てリアルな発言権を得るためのプロセスを確立する。意
思決定の透過性を高め、消費者とのコラボレーションが

エコシステムにおけるパートナーと連携せよ

主要なイニシアティブとなるように見直さなければなら

将来、最も成功する組織は、適切な方法で適切な組織ま

ない。

たは人々と連携する組織であると考えられる。新しいエ
コシステムでは必要なすべての作業を負担したいと考え

ステップ 2：
新たなエコシステムおよびパートナーと繋がる

る組織は存在しない。しかし、誰かと連携することでリ

エコシステムの範囲を概念化せよ

力だけでなく、エコシステムのパートナーと相乗効果を

将来、組織が活動するエコシステムでは、商品、サービス、

生み出す方法を理解する必要がある。自社の目標を促進

業界は収斂されていることになるだろう。1つの商品ま

できるパートナーを見つけ、どのような連携を行う必要

たは取引を重視することによって、組織は大局を見失っ

があるかを決定する。容易に反復できない作業を実行で

てしまう。新たに出現するエコシステムに対する理解力

きるパートナーを優先させる。小規模であっても、世界

を得ることが求められる。新たな価値の源泉を特定して

に通用する組織と連携する。そして、非公式および契約

評価し、自社がどこに参加する可能性があるか、どのよ

上の両方で目標を明確にアラインさせる。

うな役割を果たす可能性があるかを明らかにする。また、

スクや混乱が生じるだろう。成功する組織は、自身の能
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ステップ 3：
組織をあげてデジタル化への動員に投資する
デジタル化を推進するリーダーを指名せよ
E2E経済で成功するには、市場、消費者、および商品とサー
ビスの根本的な見直しが必要となる。事業部や従業員の
中には新しい方針や必要な変更の理解に悪戦苦闘する部
署/従業員もあるだろう。会社はデジタル化を進めるリー
ダーとなる特定の人物を指名する必要がある。経営層が

改革の主要ステップ：組織全体で、1.
外部の影響を広く受け入れる、2. 新
しいエコシステムおよびパートナー
と連携する、3. デジタル化への動員
へ投資する。

新しい方針を打ち出せない場合は、最高デジタル責任者
を指名することを検討すべきである。最高デジタル責任
者に戦略に関する働きかけと他のエグゼクティブへの教
育を委任する。また、新しいプロジェクトやその他の投
資案件に関わる承認に対する発言権など、実際の権限を

デジタル改革に向けた第一歩
－ 将来に向けた問いかけ －
組織は、探究心を持ち、目の前の課題を進んで受け入れ

与える。

る必要がある。それには、以下の様な質問が役立つ。

部署 / 事業部の賛同を得よ

• どのような基本的な消費者ニーズに自社が応えている

職能別部署または事業部といったグループは、排他的で
自己中心的になり、全体的な戦略的目標を見失っている
場合がある。情報部門と事業部門間の対話はうまくいか
ないことも多い。事業部門は「情報部門は消費者が必要
としていることを理解していない」と不満を言い、情報
部門は「事業部門が技術的な実現可能性を理解していな
い」と不満を言う。しかし、デジタル改革では、情報部
門と事業部門がかつてないほど連携する必要がある。そ
こで、強制的により密接な連携を築く。そのためには、
共同の場所、部署間の協力による業務、共同の計画策定
などのイニシアティブを進めること求められる。
継続的なイノベーションと実験を推進せよ
消費者中心経済に対する投資は引き続き必要であり、望
ましい。現在、成功している組織は消費者が必要として
いることについての見直しと、魅力的な顧客体験の構築
を進めている。消費者中心経済に対して引き続き投資を
行う必要があるが、その投資は今後出現する状況に対す
る知識とアンテナを持っている必要がある。新しいテク
ノロジーが成熟してビジネスが適応するにつれ、個人中
心からE2Eへと経済のパラダイム・シフトが始まるだろ
う。移行方法についても検討が必要である。引き続きチャ
ンスを特定し、ビジネス・モデルを策定して、新たなエ
コシステムを舵取りする。実験を推進して成功した場合
はその結果をビジネスに適用することが望ましい。

か。どのような新しい顧客体験がそれらのニーズに対
応できるのか?
• 自社の中核的な強みをどのように特定するか。それら
の真の差別化要素に対する投資を増やすための最善の
方法は何か?
• どのような方法で新たな価値の源泉を特定できるか、
また、出現するエコシステムのどの部分に関わるべき
か?
• 現在のスキル・レベルと機能を客観的に評価するには
どうすればよいか。不足を補うためにどのように新し
いスキルを獲得すべきか?
• デジタル化を進めるにあたり、自社にどのような指導
者が既に存在するか。それらの指導者の影響力を戦略
や教育に取り込むにはどうすればよいか?

IBM Global Business Services
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終わりに
－ デジタル改革によって未来を掴む －

IBM Institute for Business Value

20世紀までは、最新技術の影響が社会に現れるまでに何

グゼクティブ・レポートにアクセスするには、アプリ・

年も要していた。今日我々は、CAMSなどのデジタル技術

ストアからiPadまたはAndroid用の無料のIBM IBVアプ

の変革の影響を受けている。しかも、変革の速度は増々早

リをダウンロードしてください。

くなり、デジタル技術による破壊が始まっている。これは、

タブレットからIBM Institute for Business Valueエ

新たな技術および経済のパラダイムの始まりを示すもので

関連図書

あり、組織は、市場、戦略、そして価値そのものについて

• IBM Corporation,“The Customer-activated

再考が求められる。

Enterprise: Insights from the Global C-suite
Study,” October 2013,

組織は、競争力を保つために自身の徹底した改革に着手
しなければならない。一方では、急速なデジタル化が、

	http://www-935.ibm.com/services/us/en/
c-suite/csuitestudy2013/

新たな価値と新たなチャンスを組織にもたらしている。
これによって、組織は影響力を獲得し、イノベーション
を引き起こすことが可能になる。他方では、従来の業界
の定義が曖昧になり、新しいエコシステムが形成される
ことにより、固定化された秩序が脅かされている。デジ

• IBM Corporation,“Leading through Connections:
Insights from the Global CEO Study,”May 2012,
	http://www-935.ibm.com/services/us/en/
c-suite/ceostudy2012/

タル技術による破壊が進む中で成功を目指す組織は、激
変する将来に備えた戦略を絶えず再定義する必要がある。

• S.J.Bermanand B. Ragna,“Digital transformation:

組織全体で外部の影響を広く受け入れ、新しいエコシス

Creating new business models where digital

テムおよびパートナーと連携する最善の方法は何か、デ

meets physical,”IBM Institute for Business

ジタル化に向けて組織を超えた勢力の結集を促すにはど

Value, April 2011, http://www-935.ibm.com/

うすればいいか、という観点から戦略が定義される必要

services/us/gbs/thoughtleadership/ibv-digital-

がある。

transformation.html
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付録：調査実施方法

インタビューを行った企業幹部／政府高官のうち、CxO

「IBM Digital Reinvention Study 2013」 で は、15

エグゼクティブが42%であり、CEOはそのグループの

カ国の約1,100名の企業幹部及び政府高官と5,000名

10%を占めた。また、このスタディーに参加いただいた

の消費者を対象に調査を行った（円グラフを参照）。また、

消費者の4分の3以上が大学卒業者であり、25 ～ 54才

著名な未来学者30名にもインタビューを行っている。

が68%を占めた。

2013 年
デジタル改革に関する組織調査

アルゼンチン
オーストラリア

2013 年
デジタル改革に関する消費者調査

ブラジル
11%

3%3%

7%

カナダ

5%
2%

2%

中国
13%

9%

ドイツ

6%

14%
13%

ポーランド
ロシア
シンガポール
英国
米国

国別調査回答者の内訳

中国

9%

フランス
ドイツ

2%

8%

9%

インド
日本

日本
メキシコ

4%
4%

ブラジル

9%

9%

フランス
インド

4%

10%

オーストラリア

9%
9%

メキシコ
ポーランド

9%

9%
9%

シンガポール
英国
米国
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著者について

テクノロジーが可能にするビジネス・モデル、エコシス

Saul J. Berman博士は、IBM Global Business Services

テム、および提携の分野における出版活動を行っている。

の パ ー ト ナ ー お よ び バ イ ス・ プ レ ジ デ ン ト で あ り、
Strategy and Transformationにおいてグローバル・

日本語監修

サービス・エリアのリーダーである。戦略的ビジネス

加藤

課題に関して世界中のさまざまな主要企業と密接に連

日本アイ・ビー・エム株式会社

携している。大手企業や新興組織の上級管理職を対象

グローバル・ビジネス・サービス事業

と し た コ ン サ ル テ ィ ン グ 業 務 を25年 以 上 経 験 し、 米

マネージング・コンサルタント

整

Consulting Magazine誌によって2005年の最も影響
力のある25人のコンサルタントの1人に選ばれたほか、

イノベーション・マネジメントや、新規事業創出、R&D

Global CMO Magazine誌の最も影響力のある50人の

戦略マネジメントを専門領域として、大手自動車会社、

マーケティング・エグゼクティブの1人に選ばれた。著

大手電力会社、大手機械製造会社に対してコンサルティ

書 “Not For Free: Revenue Strategies for a New

ングを実施。2002 年日本アイ・ビー・エム入社以来、

World” や、IBM Institute for Business Valueエ グ

IBM 東京基礎研究所にてリスク管理、数理ファイナンス

ゼクティブ・レポートの「デジタルのその先へ：メディ

の研究に従事。2007 年に交通流シミュレーションプロ

アとエンターテインメントを未来につなぐ」、「クラウド

ジェクトを立ち上げ、以来「スマートな交通」イニシアティ

の真価：ビジネスモデル・イノベーションの推進」など、

ブをリード。日本シミュレーション学会理事、博士（数

数多くの書籍や出版物を執筆している。

理科学）。

Nadia Leonelliは、シニア戦略イノベーターおよび領
域の専門家によって構成されるグローバルチームであ
る IBM Strategy and Transformation Center of
Competencyのメンバーであり、マーケティング、デ
ジタル、および製品開発の課題における世界ブランドに
ついてアドバイスを提供している。消費者主導型の複数
の業界にまたがって企業戦略、マーケティング、および
製品開発に重点を置き、管理、企業、コンサルティン
グに関する15年以上の経験を有する。2011年にIBM
Institute for Business Valueから発行された、デジタ
ル・コンテンツ市場のビジネスへの影響を取り上げた2
つのエグゼクティブ・レポート “Beyond Content” お
よび “A Future in Content(ion)” において、執筆に貢
献した。
Anthony Marshall は、IBM Global CEO Study の
プログラム・ディレクターであり、IBM Institute for
Business Value の Strategy & Transformation
リーダーである。S&P Global 1200の多くの企業に
対してコンサルティングと分析を20年実施してきた。
IBM Strategy and Innovation Financial Services
Practiceのシニア・マネージング・コンサルタントを
務め、公共部門（特に民営化と規制撤廃）における深い
経験を有する。このほかに、ニューヨーク市のバーナー
ド大学やオーストラリアの複数の大学で経済学の講義を
行ってきた。現在は、イノベーション、デジタル戦略、
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