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午前 6時、 携帯電話のアラームが鳴ります。
あなたは Alexaに今日の天気を尋ね、 Google
マップで交通状況をチェック。 どこも渋滞している
ので、 早速 Uberに電話。 相乗り専用車線で
行けば、 早く会社に到着できるはず。 会社に
着くまでの時間を利用して、 会社のアプリから休
暇申請を送信。 会議に遅れてしまったので、 デ
ジタル会議システムで会議に参加。

私たちはデジタルの世界に生きています。 新し
いテクノロジーは、 私たちの働き方と生活を変
えました。 テクノロジーの変化に対応し、 生産
性、 人材、 データに関連したニーズを満たす
ため、 企業は変革を遂げる必要性に迫られて
きました。 しかし、 今やデジタルが標準であり、
生産性を高めるためにテクノロジーを利用するこ
とは当たり前です。誰もがデジタル トランスフォー
メーションに多額の投資を行っている中、 リー
ダー企業はどうすれば差別化できるでしょうか。  

世界はデジタル 
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が、 デジタル テクノロジーは今や技術基盤
の中核的側面であると考えていますが、 こ
のことは同時に、 デジタルであることは、 も
はや差別化要因ではなく、 競争に参加す
るための最低条件にすぎないことも意味し

ています。  

– Accenture1

5  4 
 社中          社

デジタル トランスフォーメーションが次の段階を迎える中、 デジタル面で成熟した組織は、
事後対応型から予測型への移行を進めています。 企業は、 オペレーションやバックエン
ド システム、 オンライン チャネルのデジタル化を終えた今、 相互に接続されたソリューショ
ンと、 それに付随する新たなデータに焦点を当てています。 トランスフォーメーションが成功
すると、 これまでに採用した分析、クラウド、モバイル、ソーシャルの各テクノロジーに加え、
Internet of Things（IoT）、 ブロックチェーン、 人工知能（AI）などの先端テクノロジー
を利用して、 顧客のニーズを予測できるようになります。

目標は、 インテリジェントで革新的なカスタマー エクスペリエンス（CX）を実現することで
す。 即座に満足を求める人々、 社会的交流、 相互に接続されたデータから成るデジタ
ルの世界では、 テクノロジーを利用して、 場所や時間を問わずに顧客と会う機会が無限
にもたらされます。

Dell Technologies では、 デジタル トラ
ンスフォーメーションの次の段階は、 イテ
レーション（反復）からイノベーション（革
新）への移行であると考えています。 つ
まり、 既存のテクノロジーと先端テクノロ
ジーを活用して、 顧客についてさらに学
び、 その結果として新しいビジネス モデル
を開発します。  

デルと ESG が実施した調査 「先端テク
ノロジーの最終結果」 によると、 「テクノ
ロジーはビジネスの変革の実現の鍵であ
る」と答えた企業は 10社中 9社に上り、
その 50% は 「テクノロジーが不可欠な
実現要素である」 と答えています。

「テクノロジーは、 何年もの間、 ビジネスの変革の原動力で
したが、 新しいテクノロジーが市場に投入されるペースは最
速に達しています。 今こそ、 効率性を高め、 カスタマー エク

スペリエンスを通じて差別化を図るべきです。」 
—IDG Communications、 最高売上責任者 、 Brian Glynn 氏 2
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46%顧客の問題の解決にかかる
時間の短縮

45%顧客のニーズ、嗜好、行動に
関するインサイトの向上

42%他社にはない、より良いカスタマー 
エクスペリエンスを提供できる

39%顧客のタスクを完了するまでの
時間を短縮

38%

38%
製品、サービス、ブランドとの

顧客エンゲージメントの強化

36%
平均的な取引規模や、顧客あたりの

合計支出が上昇

革新的な新しい製品と
サービスを開発

Customer Facing AI/ML Initiatives Aimed At Improving CX
Better insight into customers’ preferences and an improved ability to resolve issues faster will help organizations 
di�erentiated CX

Question text:
Which of the following bene�ts has your organization realized (or do you expect it to realize) as a result of your customer facing 
AI/ML initiatives? (Percent of respondents, N=237, multiple responses accepted) 

デジタルファースト戦略の採用で 
新たな方法でデータを活性化する
4,600人のビジネス リーダーを対象とした調査の結果が示すとおり、 デジタルの未
来をリードするには、 組織内の全員が変化を受け入れなければなりません。 そし
て、 デジタル リーダーになるためには、 最新のテクノロジーを単に活用するだけでな
く、 何を優先し、 何に重点を置くべきかを把握することも必要です。 この取り組み
を実践している組織は、考え方や環境、スキルを変化させ、データとオートメーショ
ンに関する確固たる文化を築き、 そして、 顧客にとって意味のある存在であり続
けるために、 最先端テクノロジーを採用したのです。  

Dell Technologies からの委託によって ESG3 が実施した調査では、 IoT を主体
的に実行することの最大のメリットをデジタル リーダーに尋ねたところ、 45% は 「顧
客のニーズ、 嗜好、 行動に関するインサイトの向上」、 46% は 「顧客の問題の
解決にかかる時間の短縮」、38% は 「製品、サービス、ブランドとの顧客エンゲー
ジメントの強化」 と答えています。 組織はまた、 AI または機械学習（ML）も実
装して、 カスタマー エクスペリエンスの向上に取り組んでいます。

あらゆる CX にとって最も急成長を遂げているテクノロジーはクラウドベースであり、
今年度の全世界のテクノロジー投資の約 49% を占めています。4 組織はクラウド
を利用することで、 データ サイロを結合し、 最終的には新たなインサイトを活用し
てカスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。実際、「テクノロジー ビジョ
ン 2019」 レポート 5 の中で Accenture は、 組織が、 「パーソナライズされた体験
を顧客、 従業員、 ビジネス パートナーにもたらす」 ことができるかどうかによって成
否が決まると指摘しています。
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CX に関連したデータ分析
プロジェクトが 2020 年まで
に占める割合
-FORBES7

40% 以上
イノベーション（CX イノベーショ
ンを含む）推進のためのエグゼ
クティブを任命し、 専用の予算
を組んでいるトランスフォーメー
ション リーダーの割合 

-ZDNET8

84%
2022 年までに IT を利用
する主体的な CX の割合
（2017 年の 2 分の 1 から
増加）
-FORBES9

3 分の 2

「包括的で顧客中心のアプローチでデジタル企業の変革に取り組んでいる企業と、 コス
ト削減のみに焦点を当てている企業との間のパフォーマンスの差は膨大です。」

—ERNST & YOUNG、 アメリカ地域担当金融サービス向けアドバイザリー データ / 分析責任者、 YANG SHIM 氏 6

デジタル リーダーになることを目指している CIO にとって、 これは、 長期的に高収益を上
げる絶好のチャンスです。 組織はテクノロジーに投資することにより、 CX を中心にイノベー
ションを推進し、 サプライ チェーン マネジメントから、 他社にはないオムニチャネルでのカス
タマー エクスペリエンスまで、 ビジネスのほぼあらゆる側面を発展させることができます。
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コネクテッド CIO の 4 つの重要課題
製品、 サービス、 オペレーションのデジタル トランスフォーメーションを実現すると、
組織の競争上の差別化を促進し、 カスタマー エクスペリエンスを向上させることが
できます。 ハイ パフォーマンスのコンポーネントを利用すること、 データ分析の力を
活用すること、 テクノロジー エコシステムを継続的に向上させることはいずれも、 真
のデジタル企業になるための方法です。  

ビジネスの重要課題の多くが、 戦略的な IT イニシアティブを必要としています。   
CIO は、以下の 4 つの重要課題に取り組むことで、デジタル トランスフォーメーショ
ンの次なる波に 備えることができます。

コネクテッド CIO が果たすべき役割
IT を戦略的イノベーションのための、 促進する全社的な要因として位置づける機
会は、 これまでありませんでした。 CIO は、 ビジネスとテクノロジーの相乗効果を

生み出すデジタル ナビゲーターになる必要があります。 この目標を達成で
きるのが、 既存の価値基準を打ち砕く考え方で（IT部門だけ

でなく）組織全体を強化し、 つなぐことのできるコネクテッド
CIO です。

データ分析、 クラウド コンピューティング、 IoT など、
消費者の行動の重要な変化を追跡して測定し、
的確に対応できるテクノロジーを実装することは、
成功のために不可欠です。 組織内では、 コネク
テッド CIO が、 データで価値を生み出すまでの時
間を短縮するための新世代のエクスペリエンス アー
キテクチャ、 ツール、 およびテクニックの導入を促
進することによって、組織を正しい方向に導きます。
対外的には、 顧客とのつながりにおいてコネクテッ
ド CIO が重要な役割を果たします。  

マルチクラウド戦略を採用して  
ビジネスの俊敏性を向上

エッジを通じて  
新たな価値を創出 

人材のモダナイゼーションによって  
エンゲージメントを変革

責任ある IT 資産の廃棄により  
環境への持続可能性の目標を達成

リアルタイムのリソース割り当てとビジ
ネスの俊敏性をサポートするために、
予算、 資産、 人材を含むすべての
IT リソースを再構築し、 固定費を大

幅に削減する CIO の割合

– IDC10

75%
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イノベーションの取り組みを迅速化
強力なパートナーシップを築くことは、 業種、 規模、 経験にかかわらず、 あら
ゆる組織にとって差別化要因となり、 組織として前進できる範囲とスピードに
大きな影響を与える可能性があります。 ここで必要となるのが、 柔軟性と俊
敏性を高め、 顧客、 社員、 企業の間のシームレスな対話を実現するために
連携するソリューションです。  

Dell Technologies では、 さまざまな業界のトップ企業とのパートナーシップを
強化することに優先的に取り組んでいます。 当社の使命は、 複数のソリュー
ションの連携を促進することです。 インフラストラクチャから社員のモダナイズに
至るまで、 エンド ツー エンドのサポートを提供いたします。 お客様に必要なの
は、 お客様のビジネスと変化のための重要課題を理解しているパートナーで
す。 Dell Technologies は、 製品とソリューションを提供するだけでなく、 ビジ
ネスの変革の実現に役立つサービスと専門知識を提供するために設立されま
した。 デジタルの未来の実現に特化した包括的なパートナーとして、 お客様
をお手伝いいたします。

Partnerships

Dell Technologies は、 他社にはできない 
方法でトランスフォーメーションを実現します

このレポートの第 2部と第 3部には、 
以下のリンクからアクセスできます。  

第 3部 
デジタルファースト戦略実行のための実証済みガイド

第 2部 
加速する市場で勝つための 4 つの重要課題
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