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エグゼクティブサマリー 

アンカンファレンスで提言された 

28の教訓 

アンカンファレンス参加者はひとつ重要なメッセージを残しています。それは、「新たなデジタル経済のもたらす

破壊的イノベーションを課題と感じているのはあなただけではない」ということです。多くのビジネスリーダーがデ

ジタルトランスフォーメーションを戦略的優先課題と捉えていますが、ほとんどの組織はその達成にいまだ四苦

八苦しています。 

 

何が妨げになっているのでしょうか？最大の障害は、デジタルトランスフォーメーションを達成しようとする強いリ

ーダーシップの欠如、変化に対する危機感の低さ、組織内の優先順位の競合、デジタルテクノロジーに対す

るリテラシーの低さ、人材・能力の不足、時代遅れの法規制です1。過去の遺産となったプロセスや時代遅

れの考え方にしがみついている組織では、約束されているはずのデジタル化の恩恵は得られません。 

デジタルトランスフォーメーションが加速する中、ヨーロッパにおいてもビジネスリーダーらが複雑かつ困難な課

題に直面していることは明らかです。リスクと機会が併存しており、「デジタルトランスフォーメーションとイノベー

ションの未来に関するアンカンファレンス」の参加者の様子を見ても、その対応を前にして期待と不安が交錯

しているように思われます。一日かけて話し合いが行われた同会議では、以下の28の教訓が抽出されました。 

 

 

デジタルトランスフォーメーションの背景 

1 デジタルトランスフォーメーションの定義。デジタルトランスフォーメーションとは、新たな製品、サービス、マ

ーケット、ビジネスモデルを迅速に生み出して新しい顧客ニーズに対応するため、デジタルテクノロジー（ど

こでもつながるブロードバンド、クラウドストレージ、モバイルテクノロジー、コンピューティングなど）とそこから

発生するデータを活用して人や組織、有形資産やプロセスなどをつなぐことを言います。しばしばデジタ

ル化（医療記録の電子化や写真のクラウド保存など、テクノロジーを利用した何らかの改善や迅速化）

と混同されますが、全く別のものです。まずは両者の違いを理解するところから始めましょう。 

2 過去の産業革命とは異なるデジタルトランスフォーメーション。蒸気機関や電力など、過去の革命を決

定付けた単独の破壊的技術イノベーションの到来とは異なり、今回の革命では、ビッグデータやクラウド

コンピューティング、人工知能（AI）やコグニティブコンピューティング、モバイルネットワークやソーシャルネッ

トワークコミュニケーション、モノのインターネット（IoT）、サイバーセキュリティなど、さまざまな破壊的技術イ

ノベーションが一挙に起こり、非常に大きな破壊的イノベーションをもたらしています。過去に革命を起こ

してきたのは物理学的な力や生の数値演算処理能力でしたが、今日の機械技術は観察を行い、人

                                                           
1 Fitzgerald、Kruschwitz、Bonnet、Welch著「Embracing Digital Technology」（MIT Sloan Management Review & Capgemini Consulting、2013年）に基づいてまとめ直

しました。 
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の思考を助けてアイディアを処理することができます。過去の機械は受動的で反復的でしたが、現在の

デジタル機械はスマートかつ双方的に機能するものであり、しかも今後さらにスマートになっていくと予想

されます。産業時代はすべてを標準化することが重視された時代でしたが、これからのデジタル時代はマ

スカスタマイゼーションとマスコラボレーションの時代となるでしょう。 

3 新たなデジタル経済によるビジネスパラダイムの根本的な変化。長年のビジネス原理が崩壊し、ビジネ

スモデルやビジネスプロセスの再編ならびに顧客や従業員その他関係者との関係の再構築が必要とな

っています。ビジネスの前提だった6つの考え（オートメーションとは機械化を指すという考え、規模の経済

には設備投資が必要であるという考え、カスタマイゼーションは大規模に展開できないという考え、製品

の利用ではなく、製品そのものに値段を付けるという考え、市場を支配するヒエラルキーが固定されてい

るという考え、価値とは企業が生み出し、セグメント化されていない個人がばらばらに消費するものだとい

う考え）はもはや時代遅れとなり、新たなデジタル経済への適応を妨げています。新しいデジタル経済で

は、長年前提とされてきたこれら6つの前提とは逆の新たな現実がデジタルによって出現しています。 

 

第1世代のデジタル経済と“新”デジタル経済を 

橋渡しするデジタルトランスフォーメーション 

第1世代のデジタル経済（1980年代頃～2000年代） 

• パソコン、インターネット、Eコマースの台頭 

• 「トランスフォーメーション」初期段階のビジネス： 

過去の遺産にしがみついたままのプロセス、テクノロジー、

スキルが残存 

“新”デジタル経済（2000年代時点） 

• モバイルテクノロジー、インターネットアクセスのユビキタ

ス化、クラウド、ビッグデータ、ビッグアナリティクスによる

デジタル化の進展 

• 破壊的イノベーションが加速：数十億の利益を生むデ

ジタル ベンチャーが登場 

出典：コンファレンスボード 

 
デジタル化≠デジタルトランスフォーメーション 

 

デジタルテクノロジー デジタルトランスフォーメーション 

• インターネット 

• モバイル 

• 埋め込みセンサー 

• クラウド 

• ソーシャルメディア 

• エンタープライズ プラットフォーム 

• パブリック／オープン プラットフォーム 

• 人工知能（AI）／コグニティブ コンピューティング 

• 3Dプリント技術 

デジタルテクノロジーとそこから発生するデータを活用して、 

• 人や組織、有形資産やプロセスを新たな方法でつなぐもの 

• 新たな製品やサービス、マーケットやビジネスモデルを迅速
に生み出すもの 

• 新しい顧客ニーズに対応するもの 

出典：コンファレンスボード 

  

 

 

デジタルトランスフォーメーション 
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4 デジタルトランスフォーメーションは将来ではなく、現在進行形で起きている現象。フィナンシャル・タイム

ズによれば、2016年第3四半期開始時点で時価総額世界トップ5の上場企業（Apple、Googleの子会

社であるAlphabet、Microsoft、Amazon、Facebook）は実質的にデジタル主導型ビジネスを展開して

います。またIBMは、最近の調査で、経営幹部が「将来的」にビジネス改革をもたらすと考えている4大

テクノロジー（クラウド コンピューティングおよびクラウド サービス、モバイル ソリューション、モノのインターネッ

ト（IoT）、コグニティブ コンピューティング）はすでに「現在」実用化されていると指摘しています。 

5 モノのインターネット（IoT）は変革をもたらす真の革新的技術。国際電気通信連盟（ITU）はIoTを「物

理的な対象物（デバイス、乗物、建物など）をエレクトロニクス、ソフトウェア、センサー、ネットワーク接続

でつなげてデータの収集ややり取りを可能とするネットワーク」と定義しています。フィナンシャル・タイムズ

によれば、IoTとは「すべての対象物に小さなデバイスを取り付け、固有のIPアドレスによって識別できるよ

うにすること」とイメージされているようです。これらのデバイスが相互に自律的なコミュニケーションを構築

することで、かつてない大量のデータが生み出され、プロセスの改善、製品やサービスのマスカスタマイゼ

ーション、将来の利用や需要の予測といった分析に利用できるようになると期待されています。一方、セ

キュリティ違反やハッキングのリスクも根本的な変化をもたらす要因となっています。 

6 新たなデジタル経済において相乗効果を生み出し、組織に破壊的イノベーションと根本的変容をもた

らす4つの要素。コンファレンスボードでは以下の4つの要素が該当すると考えています。 

• テクノロジー：人工知能（AI）、コグニティブ コンピューティング、クラウドサービス、ウェアラブルデバイス、

ロケーションセンサー、無線認識（RFID）タグ、ソーシャルメディアプラットフォーム、スマートフォンアプリ

をはじめ、さまざまなものがビジネス様式や生活様式に変化をもたらしています。 

• コネクテッドネス：モノのインターネット（IoT）の例に示される通り、デジタルテクノロジーは、人や組織、

建物、機械その他のデバイスを相互に接続・連携させることができます。 

• データ＆アナリティクス：デジタルテクノロジーによってつながることでデータも発生します。しかも大量

のデータが継続的に生み出されることになります。こうしたデータとそこから得られる情報や知見がデ

ジタルトランスフォーメーションを進展させていくのです。 

• デジタル戦略：企業は、デジタル化がもたらす最大の脅威と機会がそれぞれのビジネスのどこに潜ん

でいるかを系統的に評価する必要に迫られています。また、デジタル戦略の遂行のため、リーダーは

自社の文化、組織設計、仕事の構造、業務プロセス、人材、方針をどう変えていくべきかを検討

しなければなりません。 
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7 デジタル化はすべてを変化させるが、それが良いこととは限らない。デジタル化が生み出す破壊的かつ根

本的な変化の多くは良い方向に向かいますが、デジタルトランスフォーメーションには負の側面もあり、ビ

ジネスや社会のリスクを再評価することが求められます。 

今後50年は人とテクノロジーの関係が中心となります。デジタル革命により、これまで耳を傾けられること

のなかった多様な声なき声の多くをすくい上げるプラットフォームが形成されますが、こうした機会の民主

化は、善だけでなく悪にも力を与えます。マイナス面として、社会や労働市場の混乱、データの秘匿性、

サイバーセキュリティ、サイバー泥棒、悪意のあるプロパガンダの流布など、さまざまな懸念が考えられます。 

8 これはまだ始まりに過ぎない―いまだ初期段階にあるデジタルトランスフォーメーション。未だ利用されて

いない潜在的な能力が数多く残っています。現在展開されているデバイス（約150億個のBluetooth搭

載デバイス）の約85%は接続されないまま、利用されています。未接続のものを接続する機会は数多く

残されているのです。 

9 ヨーロッパに広がる変化への危機感。近年のヨーロッパの経済的苦悩は、テクノロジーやデジタルトランス

フォーメーション、イノベーションが生活水準の向上において果たす役割が拡大し、高速ネットワークやモ

バイル機器の異例の発達が新たな消費者需要を生み出していることにあります。というのも、トランスフォ

ーメーションがヨーロッパにもたらす価値の多く（最大75%）は産業基盤の変革にこそありますが、現在デジ

タル化を十分に活用しているヨーロッパ企業は2%にしか満たないのです。マッキンゼー・グローバル・インス

ティテュート（MGI）の推計によれば、出遅れているヨーロッパ企業が2倍のデジタル化を達成した場合（各

セクター、各企業を活性化させるに十分なデジタル化が達成された場合）、ヨーロッパのGDPは今後10

年間、年率1%の割合で増加し、2025年には2.5兆ユーロの増額が見込めると言います。ただし、コンファ

レンスボードの予測では、クラウドコンピューティングやコグニティブコンピューティング、オンラインセールスや

ビッグデータ アナリティクスのようなテクノロジーが拡大し続けたとしても、企業がそれらを十分に活用して

利益を得るようになるのはまだまだ先のことだと考えています。これは、情報通信技術（ICT）の設備投資

やICTサービスへの投資が経済効果を生むまでに時間がかかるためです。 

10 デジタルトランスフォーメーションの生むパラドックス。こうしたことはすべて（少なくとも短期的には）、皮肉

な展開を含んでいます。デジタルイノベーションが急速に進展し、デジタルサービス消費が増加しているに

もかかわらず、生産性の向上、グローバルな統合、事業全体計画の統合という点で実利を得ているの

はデジタル化の最先端を行く企業のみで、マクロ経済的に見れば、モバイルやブロードバンド、クラウドと

いった新たなデジタル経済はいまだ目に見える影響をもたらしてはいません。結果として、新たなデジタル

経済をめぐり、「これほど急速に経済のデジタル化が進む中、全体的には生産高の増大や生産性の向

上、利益の拡大がそれほど進んでいないのは何故か」という大いなる疑問が生じています。ひとつの説明

としては、新たなテクノロジーの誕生と発展、既存の習慣や構造の打破が進みつつも、いまだ経済全体

の生産性向上を生み出すには至っていない「導入段階」にあるからだと言えます。今後時間が経つにつ

れ、より多くの企業にテクノロジーが普及・定着し、それらを最大限利用して経済成長を加速化させる

「展開段階」へと進むことになるでしょう。 
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トランスフォーメーション マネジメント 

11 デジタルトランスフォーメーションを成功させるには、事業全体として戦略的・構造的変化に対応するこ

とが重要。アンカンファレンス参加者は、多くの企業がデジタルトランスフォーメーションについて誤った考え

を持っていると考えています。事業においてデジタル化が必要な部分ごとに受け皿を用意すれば、積もり

積もってデジタルトランスフォーメーションに至ると多くの企業は考えていますが、これほど真実とかけ離れ

た考えはありません。実際にデジタルフォーメーションを成し遂げるには、事業全体にまたがる全体論的

なビジョンと戦略が必要となります。文化的変容を起こし、組織内のリスク回避傾向の強い、疑い深い

人々の意識改革を行い、事業全体にまたがる全ビジネスユニットであらゆるレベルのデジタルトランスフォ

ーメーションを促進させることが重要です。 

12 デジタルトランスフォーメーションには企業の枠組みを超えた全体像が必要。デジタルトランスフォーメーシ

ョンは、バリューチェーン全体に広がり、初期研究開発段階から最終的な製品・サービスの提供まで、業

務のあらゆる側面に関連しています。企業はデジタルトランスフォーメーションに乗り出したばかりで、狭

量な企業文化、事業全体戦略の不備や欠如、リーダーシップを取るべき幹部の理解不足、矛盾や時

代遅れな要素を含む取り締まり方針、必要な能力を有する人材の欠如、組織内の予算の取り合いな

ど、克服すべき課題を数多く抱えています。資本分配に関しても、多くの組織が時代遅れの考え方に

捕らわれており、このことが事業全体にまたがる首尾一貫したデジタルトランスフォーメーション戦略の着

手を妨げる要因となっています。こうした企業は、多種多様な産業セクターや競合他社など、これまで

協力関係になかったプレイヤーとの連携にも不安を感じています。 

13 デジタルテクノロジーへの投資はデジタルトランスフォーメーションというパズルの単なる一ピース。デジタル

時代において最終的に競争優位を持続するには、組織文化、十分な理解に基づくリーダーシップ、人

材が重要となります。ヒューマンキャピタルの変革と刷新の両面に同時に投資しなければ、デジタルトラン

スフォーメーションの利益を十分達成することはできません。 

 

 

人的側面とリーダーシップ 

14 場所に縛られない働き方へ。新たなデジタル経済では、仕事の仕方やリーダーの指導方法、組織の構

造も変わりつつあります。簡単に言えば、仕事をするのに特定の場所に縛られる必要もなくなりつつあり

ます。時間や場所にとらわれない働き方ができるようになり、物理的空間の制約もなくなります。離れた

場所からテレワークで対応できる仕事も現在すでに数多く存在します。 
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15 仕事がなくなるリスク。経済協力開発機構（OECD）の試算によれば、ヨーロッパでは平均して9%の仕事

が自動化による消滅の危機に晒されています。ただし、オーストリアやドイツ、スペインなどのリスクの高い

国では約12%、フィンランドやエストニアなどのリスクが低い国では約6%と、その割合にはやや開きがありま

す。なお、これは業務の70%以上が自動化できる仕事の割合を示しており、対人コミュニケーションが必

要な仕事が少ない国ほど自動化のリスクが高くなります2。またOECDによれば、デジタル化によってルー

ティン業務や手作業の需要が減る一方、簡単な業務および高度な能力を必要とする業務、問題解

決能力や対人対応力を必要とする業務の需要は増加していると言います。仕事に関して最終的に言

えることは、自動化できる仕事は自動化されることとなり、現在の雇用における中級層の空洞化が起こ

るだろうということです。 

16 ヨーロッパでは自由業、臨時雇用、柔軟な雇用形態が増加。EUの公式データによれば、EUでは自由

業の割合が労働者全体の16.4%を占めています。また、2001年から2012年にかけてEU27か国で無期

雇用は7%しか増加していないのに対し、有期雇用は25%増加しています。一方、英国アソシエーション・

オブ・インディペンデント・プロフェッショナルズ・アンド・セルフエンプロイドによれば、組織に属さない専門職

やフリーランスの数は、2008年には770万人だったのに対し、2015年には960万人に達するなど、EU全

体で2割5分（24%）増加しています。ただし、労働市場が逼迫した場合、こうした伸びが鈍化あるいは減

少に転じるかは未知数と言えるでしょう。 

17 プロジェクト単位で組織化された仕事が増加。ハリウッド経済と呼ばれる仕組みがあります。特定のプロ

ジェクト、製品、課題が発生した際に、個々に能力を補完し合える各種専門職が集まってチームを作り、

連携して業務を完遂します。プロジェクトが終了すればチームは解散し、別のメンバーとチームを再結成

して別のプロジェクトに取り組みます（スタッフやアーティストが次々と新しい映画の製作に移っていくハリウ

ッドのような仕組みと言えます）。こうして、組織自体は少数の正規職員で構成し、サポート要員として

臨時雇用などの柔軟な雇用形態の職員をプロジェクトチーム単位で雇うことになるでしょう。 

18 今後は技能研修が重大な課題として浮上。デジタルトランスフォーメーションは、重大な公共政策課題

を突き付けます。それは、習得させやすい能力ほど、デジタル化や自動化、アウトソーシング化しやすい

という問題です。まだ存在していない職業をどう教育するかが課題となります。 

19 ヒューマンキャピタルのマネジメント方法に多大な影響を与えるデジタルトランスフォーメーション。ヒューマ

ンキャピタルに関しては、デジタルトランスフォーメーションの結果、企業は社員だけでなく、場合によって

は外部の人材ともより密接な関係を築くことができるようになります。リーダーは社員の意向をモニタリング

して顕在化しつつある課題を把握したり、従業員のエンゲージメントや興味、意向を継続的に測ったり

することができるようになります。また、ソーシャルメディアやデジタルプラットフォームを利用して外部人材

の供給の把握、雇用者ブランドのモニタリングやマネジメントも行えるようになります。同様に、テクノロジ

ーやつながり、データやアナリティクスを利用して、社内従業員や外部人材プールのニーズや嗜好を把握

することもできます。透明性が向上することで、雇用者ブランドや人材獲得、人材管理、利益・報酬、

従業員エンゲージメントの考え方も根本的に変わります。テクノロジーやつながりの強化は従業員コミュ

                                                           

2 C. Frey、M. Osborne著「The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?」 (Oxford University、2013年、 

http://www.futuretech.ox.ac.uk/sites/futuretech.ox.ac.uk/files/The_Future_of_Employment_ OMS_Working_Paper_1.pdf.)に代表されるように、OECDの数値よりもか

なり多くの仕事が失われると予想する試算もありますが、OECDレポートでは（M. Arntz、T. Gregory、U. Zierahn著「The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A 

Comparative Analysis」（2016年））職業ベース方式を取っており、個々の業務タスクではなく職業全体としてテクノロジーによる自動化が進むと想定されるものを積算していま

す。また、ハイリスクとされた職業にも自動化が難しい業務がかなり含まれている場合が多いため、自動化される仕事の数が過大に見積もられている可能性もあることも説明

されています。 
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ニケーションを一変させます。継続的な双方向の関係が求められるようになり、その関係を通して従業

員の情報収集力と交渉力がこれまで以上に強化されるでしょう。 

20 デジタル時代のリーダーの真の課題は組織的インテリジェンスの構築。産業時代は、管理者が考えて

従業員が手を動かすノンインテリジェントな機械の時代でした。均一で予測可能なことが非常に重要な

時代であり、違いが生まれることは避けられていました。しかし現在は、従業員が思考・創造し、管理者

がそこで企業のインテリジェンスを促進するインテリジェント企業の時代です。管理者の役割は、アジャイ

ルなチームが製品やサービス、プロセスを迅速に刷新・改良・カスタマイズできる状況や文化を生み出す

ことにあります。リーダーとして成功するためには、個人の態度を管理するよりも、企業の知恵を教育・指

導することに時間をかけなければなりません。価値観や原則の指導に焦点を当てることで、部下に考え

方を指導し、それによって集団のインテリジェンスを向上させるのです。特に契約職員や臨時雇用職員

の入退職が繰り返されるようになる中、しっかりとしたナレッジマネジメント システムの必要性はこれまで

以上に切実になっています。 

21 デジタルトランスフォーメーションとは、組織内で変革を伝えるべき人々が伝達相手に寄り添った思考を

求められるということ。伝達相手とその感情的・理性的動機を理解し、伝達相手が受け取りやすい方

法で情報を提供する必要があり、何より的を射た情報を適切に提供することが重要になります。デジタ

ル化の進んだ職場では、知識や考えを企業全体にどう周知するかが課題となりますが、今のところビジ

ネスコミュニケーションがデジタル革命に追いついている組織はほとんどありません。簡単に言えば、組織

内外の仮想ネットワークの構築とコミュニケーションの改善により、デジタルトランスフォーメーションを促進

し、デジタル時代の組織の成功の基本要素である情報共有システムをより効果的かつ協力的な形で

実現する必要があります。 

 

 

デジタル時代における革新性 

22 イノベーションの新たな形態として注目を浴びる産官学市民の枠を超えた連携。オープンイノベーション

2.0では、デジタルトランスフォーメーションの特徴である破壊的イノベーションをもたらすテクノロジーを利

用することで、すべての関係者が共有できる利益を生む方法により、ビジネス上の課題や社会的問題

に取り組むとしています。そして、産官学市民が連携することで、単独のセクターや組織では成し遂げ得

ない変革を生むイノベーション エコシステムが形成できると考えられています。これは、ビジネスにおいては、

企業の枠組みを超えた視野を持ち、他産業（さらには競合他社の中）からこれまでにない新たなパート

ナーを見つけるとともに、新たなアイディアや能力、テクノロジー、課題解決アプローチや考え方を社員に

触れさせることを意味します。 

23 フィジカルとデジタルをつなげることで利益を創出。デジタル時代のイノベーションは、必ずしも実際の投

資を必要としているわけではありません。デジタル化の進んだ現代の市場では、次の根本的変革をもた

らすものだけがイノベーションとは限りません。デジタル世界とのつながりを促進したり、生活を便利にした

りする既存の製品やプロセスなどを改善あるいは単純化することもイノベーションと言えます。フィジカルと

デジタルをつなげることで、内部のプロセスや外部の製品・サービスの漸進的改善を図ることができるので

す。すなわち、ビジョンを有する企業であれば、ノンインテリジェントな製品やプロセスを「スマート化」するこ

とが成長を促す重要な要因ともなり得ます。そのためにも、「破壊的イノベーションをもたらす考え方」を

身に付けなければなりません。デジタルテクノロジーを利用することで、自分たちの試行錯誤や製品を現
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代の消費者やエンドユーザーにとってより価値の高い、有効なものに変えられるか、考えられるようになる

必要があります。 

 

実験場の枠を超えたイノベーション 

 

内向きのイノベーションの活用 外に焦点を当てた 

イノベーションの連携 

エコシステムを中心とした、 

組織横断的なイノベーション 

クローズドイノベーション オープンイノベーション イノベーションネットワーク／ 

エコシステム 

出典：イノベーション・バリュー・インスティチュート（IVI） 

 

 

デジタル時代のリスク、規制、信頼構築 

24 組織内外に存在する戦略上・実務上のリスク（と機会）。デジタルトランスフォーメーションに関するリスク

は、外部の脅威（サイバー泥棒、サイバーアタックなど）と内部の潜在的課題（データの取り扱いやデータ

セキュリティ、プライバシーの問題、知的財産保護など）を中心に発生します。また、市場やビジネスモデ

ルの脆弱性に関するハイレベルな戦略上のリスクもあれば、実務効率に関するリスクも存在します。ヨー

ロッパでは、こうした脆弱性や潜在的課題がリスク議論の中心になっています。最近のシステムリスクレポ

ートによれば、イングランド銀行の調査においてサイバーリスクを3大懸念事項の1つと回答した金融サー

ビス関連企業は2014年の10%から大幅に増加し、48%となっています。 

25 新たな機会の活用とリスクの軽減にはデジタルの信頼性と安全性の向上が必要不可欠。現在のデジ

タル市場では、顧客はパーソナライゼーションを重視していますが、それには関係性を維持する高度なデ

ータ収集・分析能力が必要となります。デジタルセキュリティ、信頼性や保護、プライバシーは、多くの組

織にとって競合他社との差別化を図り、成長を促す重要な要素となりつつあります。知的財産権侵害

や違反矯正のコストも非常に高くつくのは変わりませんが、個人情報その他の重要情報を保護する組

織の姿勢や能力に対する顧客の信用が揺らいで信頼を喪失することを懸念する企業は確実に増えて

います。 
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26 サイバーリスクマネジメントは職務横断的な課題。サイバーリスク ガバナンスに関して分野横断的な協

調・連携を積極的に促進すべきと主張する声が高まっています。これは、サイバーリスクが非常に新しく、

複雑なものであり、この問題に一人で対処できる専門家はいないと認識されているためでもありますが、

サイバーリスクが急速に変化していくため、さまざまな分野の最も優秀な人材が必要であると認識されて

いるためでもあります。主要な専門家が分野横断的に協力しなければ、リスクマネジメントシステムを適

切に展開することはできないのです。 

27 広範囲に及ぶ新たなEU法。一般データ保護規制（General Data Protection Regulation：GDPR）が

2018年5月に施行され、ヨーロッパにおいてすべての個人データの処理の記録とデータインベントリの作成

が義務付けられるようになります。これによってヨーロッパ域内のデータの自由な流れが阻害される可能

性もありますが、本来的には顧客やエンドユーザーの信用向上を企図した規制と言えます。なお、本規

制はヨーロッパに拠点を置く企業だけでなく、ヨーロッパで事業を展開するすべての企業に適用されます。

新たに施行されるこの規制は、ビジネスに多大な影響を及ぼすと予想されています。 

28 正しい方向に進もうとしているヨーロッパ各国政府。2016年3月、EUは「Accelerating the Digital 

Transformation of European Industry and Enterprises（ヨーロッパの産業及び事業のデジタルトランス

フォーメーションの加速化）」と題するレポートにおいて、ヨーロッパ産業はデジタル化のために以下の4つの

重点分野に焦点を当てるべきであると提言しています。 

• ヨーロッパにおけるビッグデータの取り込みと競争力のあるデジタルプラットフォームの確立の加速化 

• 産業デジタル能力に関する労働者の技能再教育 

• デジタルトランスフォーメーションのローンチパッドとしての都市および地方の活用 

• 意思決定者がデジタルトランスフォーメーションを唱道するためのツールキットの確立 

ECは、当該アプローチの一部として、全産業セクターにおいて投資を促進し、デジタルトランスフォーメーシ

ョンを更に進展させるために必要な政策手段や資金援助、調整や法整備を行うとしています。 
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デジタルトランスフォーメーションの議論を進める5つの問い 

デジタルトランスフォーメーションの議論では、組織の基本的な業務前提やビジネスモデル、利用できる人材

や能力、組織文化など、厳しい問いかけを行わざるを得ないこともあります。気詰まりな議論の口火を切る

のに役立つ5つの問いを以下にまとめました。 

1 自分たちの組織には、テクノロジーの実装だけに留まらないデジタル戦略があるか？ 

2 自分たちのリーダーは、デジタルトランスフォーメーションを主導するデジタル的ビジョン・知識・能力を

有しているか？そうしたビジョンやビジネス事例、業務変革を社員に伝えられるか？ 

3 デジタル戦略を実行に移すために必要な組織能力とは？そうした能力を向上する最善の方法（人

材を活用するか、テクノロジーを利用するか、そのどちらもクラウドソーシングするか、エコシステム パー

トナーを活用するかなど）を決定できる専門知識やプロセスが備わっているか？ 

4 現在の組織文化は、組織内外の連携、アジリティ（俊敏性）、リスクテーキングなど、デジタルトランス

フォーメーションの要素を支えるものか？ 

5 必要な人材を必要な場所に配置しているか？ 

 

 

出典：Zsofi Lang 
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