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はじめに 近年、デジタル変革が世間の注目を浴びており、企業が仮想モデルに移行するにつれ、
その重点が明確になってきました。企業は、業績を上げ、ビジネスの成功を推進しよう
と、最新のテクノロジーを採用し、高度な分析を適用し、データを活用することに意欲
的です。デジタル変革を成功させるために必要な技術要素は深く研究されていますが、
この進化の促進に必要な文化的変化はあまり注目されていません。実際に、多くの企業
が、デジタル変革の文化的要素の導入と強化が最も難しいことに気付いています。 

当社の調査から、企業の技術的成熟度、つまりテックインテンシティと業績との間には
強い相関関係があることがわかりました。1今回の調査では、製造業、金融サービス、医
療、小売、ソフトウェアを含む主要業界の約130の企業を対象としました。私たちは、テ
クノロジーの採用状況（データプラットフォームアーキテクチャなど）と能力（市民開
発者のサポートなど）を特徴付ける100以上の特性を評価して、これらの企業をデジタル
「先進企業」から「後進企業」までの範囲に分類しました。私たちは、3年間の収益CAGR
と3年間の総企業価値CAGRの両方にテックインテンシティが影響していること、これら
の指標やその他の指標において、デジタル先進企業の方がデジタル後進企業より高いこ
とを発見しました。 

ご想像のとおり、多くの主要企業は、技術的に白紙の状態からスタートしたデジタルネ
イティブの企業です。しかし私たちは、デジタル先進企業の中には、デジタル変革に成
功した、伝統ある大手企業も多く含まれていることに気付きました。それに対しデジタ
ル後進企業は、レガシーのインフラストラクチャとプラクティスを特徴とし、競争に適
応する際にさまざまな課題に直面します。 

このホワイトペーパーは、これらの企業の文化的要素を把握することを目的としていま
す。ここでは、一部のデジタル先進企業およびデジタル後進企業へのインタビューに基
づいたインサイトを紹介し、こうした企業のデータ文化と技術的成熟度の間にある関係
について調査します。当社の調査によると、現在企業がデジタル変革のどの段階にある
のかを判断する際に、特定の行動、価値観、信念が重要な役割を果たすことが分かりま
した。 

具体的には、テックインテンシティが高い企業と低い企業を分ける、4つの主要な文化的
テーマを特定しました。 

1. リスクと継続的な学習に対する成長型マインドセットを採用します。従業員と企業自
体は、時間と共に進化できる（できなければならない）と信じており、この進化を可
能にするためにデータを重視します 

2. データを活用して共通のコンテキストを生み出すことで、コラボレーションと意思決
定を促進し、組織全体の透明性を高めます 

3. データを調査するようにチームを促し支援します。現実的な目標を設定すること、そ
してデータを使用して指標に基づく業績評価を行うことを重視します 

4. 共通目標と客観的計測値を使用して組織を連携させ、チームが独創的な方法で目標を
追求できるように、その自主性を高めます 

簡単に言えば、デジタル先進企業は、上記に挙げた活動以上のことを行っていることも
わかりました。こうした企業は、これらの文化的要素が極めて重要であることを認識し
ており、この文化的な信条を組織の日常業務に取り入れるために、積極的な手段を講じ
ています。 

 

1調査結果の最初のレビューについては、「Want a More Equitable Future? Empower Citizen Developers（より

公平な未来を求めていますか？市民開発者を強化しましょう」を参照してください。その他の詳細情報は今年

後半に公開されます 

https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
https://www.wired.com/story/want-a-more-equitable-future-empower-citizen-developers/
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学習マインド
セットの導入 

 
 
 
 
 

私がインタビューしたデジタル先
進企業すべてが、リスクをいとわ
ず継続的に学習する成長型マ
インドセットを持っていることを
示しています。 
 
 
「私たちはリスクを冒して挑戦す
ることを勧めます。あなたの成功
は、あなたがどれだけ挑戦できる
かにかかっています」  

- デジタル先進企業 
 
 
「私たちはリスクを冒すことを奨
励していると言いたいのですが、
結局のところそれは報われま
せん。成功しなければ、ペナルティ
が科せられます。リスクを恐れな
い、という考えには賛成ですが」  

- デジタル後進企業 

デジタル先進企業は、競争環境の変化のスピードにうまく適応しています。こうした中
で、「リスク回避」戦略は成功の見込みがありません。デジタル先進企業にとって、賢
明なリスクテイクと慎重な実験は、段階的な成功を可能にする特別な戦略ではなく、効
果的に競争するための基本的な戦略です。私たちがインタビューしたデジタル先進企業
は、自身を「学習する組織」と考え、陳腐化しないために絶えず状況に順応しなければ
ならないと信じています。この考え方では、企業はデータを重視することが求められま
す。学習、改善、賢明なリスクテイクは、継続的なフィードバックがあればこそ可能に
なります。 

デジタル先進企業は、実験による学習価値の重要性を強調しています。実験の完了後に
目標が達成されない場合でも、組織は市場、製品、プロセスに関する知識を得て、自己
改善に役立てることができます。デジタル先進企業は、リスクによってはコストがかか
りすぎることを認識しています。そのため、取り組みが成功する確率と取り組みから学
習できる機会の両方を最大化できるように、設計、計画、機会の評価を効果的に行うこ
とを奨励しています。デジタル先進企業は、この実験の設計と評価の両方に可能な限り
データを活用します。 

さらに、長期的な成功のためには個人の能力開発が不可欠であることも認識しています。
トレーニングへの投資は、必ずしも即座に（例えば同じ四半期に）利益をもたらすとは
限りません。このような投資は、研究開発に近いものとして扱われます。つまり影響力
は大きいけれど、実現には長い時間がかかります。こうしたトレーニングのアプローチ
は、問題解決、統計学、デザイン思考などの基本的なスキルを教える際に特に当てはま
ります。デジタル先進企業は、プロジェクト作業に直接関連するスキルのみを重視する
のではなく、これらのスキルを学習プログラムの中で活用できるようにし、優先させま
す。 

一方、私たちがデジタル後進企業と見なす企業は、喫緊の課題に対応するための短期的
な取り組みを優先し、しばしば既存の取り組みの最適化に重点を置きます。実地訓練で
は、「現状」の職務要件と短期の利益を考慮した、狭い範囲のトピック分野を重視しま
す。これらの組織では、継続的な学習と能力開発を重視せず、リスクを敬遠し、トレー
ニングを事務的に行う文化が存続しています。私はインタビューの中で、このようなリ
スク回避が、従業員のスキルと学習環境を推進、維持するためのリーダーシップの両方
における組織への信頼の欠如と関連していることが多いことに気付きました。 

このことは、デジタル先進企業であっても、学習マインドセットの育成が順風満帆では
ないことを暗示しています。一部のデジタル先進企業の回答者は、リスクテイクとその
後の失敗のバランスを取るのに苦労していることを認めています。また、組織のリーダー
が学習マインドセットの推進に全面的に同意しているのにも関わらず、現実的には、締
め切りと顧客の期待に対応するために、より短期的なアプローチを優先せざるを得なく
なっている、という話を聞きました。学習マインドセットの導入は、時間をかけた計画
的な取り組みと実践を必要とする文化的変革であり、私がインタビューしたデジタル先
進企業にとって、「明かりのスイッチ」を切り替えるようなものではありませんでした。 
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データを 
活用して共通の 
コンテキストを 

生み出す 
 
 

「意思決定は、多くの場合、一人
だけで行うのではなく、グループ
全体で行います。たとえば財務部
門はシナリオを実行し、それに対
するフィードバックをCEOから
受け取ります。各関係者は、意思
決定プロセスでデータを提示しま
す。こられのデータを全員で検討
します。全員に、懸念を挙げる、
または否定的な意見があるかどう
かを示す機会があります」  

- デジタル先進企業 
 
 
 
「データ主導で意思決定を行って
いると言えればいいのですが、残
念なことに幹部があまりにも多
く、すべての幹部がデータに対し
て同じ価値観を持っているわけで
はありません。例えば、私は幹部
にデータから読み取れることを説
明できますが、幹部は多くの経
験を持っているし、むしろ自分の
直感を信じます」  

- デジタル後進企業 

デジタル先進企業は、組織内でのデータと意思決定に関しては、透明性が重要だと強く
信じています。デジタル先進企業では、関連性があり明確に理解できるデータがあれば、
賢明で革新的な意思決定が可能になります。そのためには、データを広く利用可能にし、
組織で共通のコンテキストを生み出すことに集中して取り組む必要があります。こうし
た環境はインフラストラクチャだけでなく、文化基盤によっても実現されます。デジタ
ル先進企業へのインタビューの中で、コラボレーションと問題解決にはチームと部門間
でのデータ共有が必要である、という基本的な前提がありました。そのため、データ権
限は本質的に役割または責任によって制限されておらず、データの囲い込みは推奨され
ません。また私たちは、デジタル先進企業に「データがあれば、組織のどこからでも良
いアイデアを生み出すことができる」という考えがあることに気付きました。データと
いう支えがある個人は、企業の最上位レベルの主要な意思決定にも影響を与えることが
でき、また影響を与えています。私たちがインタビューした成熟度の高い企業の場合、
このマインドセットの育成にはリーダーによる熱心な働きかけが必要でした（重役レベ
ルの人事異動がなければ大きな変化は起きなかった、と話す企業もあります）。 

同時に、デジタル先進企業は、データを慎重に扱う必要があることを認識しており、（例
えば顧客のプライバシーの保護や倫理的理由から）データを正しく管理、保護するため
に適切な管理体制を整えています。このような管理体制は、その使用を正当化する明確
な理由があるため、データの使用や共有を妨げることはなく、むしろ増やしています。
従業員は、制限により偶発的な誤用が防止されることを知っているため、安心してデー
タにアクセスできます。 

その一方、デジタル後進企業の従業員はデータを公開せず、意思決定のためのデータと
論理的根拠は、「必要最小限の人にだけ知らせる」という原則に基づいて共有されます。
このような組織では、データの囲い込みが行われ、権力の根源にされる場合があります。
誰も数字に異議を唱えることができなければ、誰も決定について反論できません。この
問題は長期化し、組織の「シャドーIT」グループによって悪化します。ここでは、デー
タは一元化されたデータ保管庫ではなく、各部門のサイロに格納されています。 

デジタル後進企業では、データ主導型の意思決定よりも、経営判断と「能力を重んじる
文化」が優先されることが多く、意思決定は個人の専門知識と在職期間に応じて容認さ
れます。データは、多くの場合、リーダーによる意思決定を正当化するために使用され、
より深く調べられることはありません。私たちは、これについて2つの主な原因を耳にし
ました。1つ目の原因として、「経営判断に基づいて意思決定を行う習慣のある、確立さ
れたリーダーがいる」ことを挙げた回答者がいました。別の組織では、意思決定におけ
るデータの重要性を認識していましたが、意思決定を可能にするリソース不足によりそ
れが制限されていました。このような傾向が、「意思決定プロセスで重要なのは、情報
についての共通理解ではなく、権力の力学である」という文化を永続させました。 

私たちは、デジタル先進企業であっても「組織内で成熟度にばらつきがある」証拠を見
つけました。ある回答者は、特定の職務では同レベルのデータリテラシーは不要だと述
べました。これは、デジタル先進企業であっても、データの重要性に関する共通のビジョン
はまだ完全に構築されていない可能性があることを示しています。 
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あらゆるものを
測定する 

 
 
 
 

デジタル先進企業の80%が、自社
の業績評価時に、 360 度レ
ビューをある程度実施すると回
答したのに対し、デジタル後進企
業では、わずか17%でした。 
 
 
 
 
 

 
「最終目標はすべて願望です。こ
れには、目標の一部、あるいは目
標の20%も達成できないという、
暗黙の了解が含まれています。私
たちは目標を達成できないことは
わかっています。定量的な目標を
設定するのは本当に難しいので
す。そのため、規定では定性的な
測定を行うことにし、チームが実
際に行った短期的な取り組みに
目を向けます」  

- デジタル後進企業 

デジタル先進企業は、目標を伝えるため、そして進捗状況を測定するために、可能な限
り多くのデータを収集して調査することを従業員に奨励しています。デジタル先進企業
は、成功を定義するために、詳細な指標を使用することをためらいません。また現実的
でありながら意欲的な目標は、意味のある測定可能なデータに基づいて設定しなければ
ならないと信じています。 

デジタル先進企業の従業員は、プロジェクトの目標と個人の業績目標を達成するまでの
進捗を、継続的に追跡することが求められます。正式な評価プロセスは、データ主導の
指標に基づいており、360度レビューで補足されます。その結果、「上」からの評価だけを
重視するのではなく、可能な限り多くのデータに基づいて、個人の取り組みを進化・適
応させることを奨励する文化が生まれます。 

指標の重視は、従業員が「データに従う」ことを強いられる、融通が利かない職場を想
起させるかもしれません。しかし私たちはその反対にも注目しています。つまり指標を
重視すると、チームは柔軟に自主性を持って目標を達成するようになります。実際、デー
タ主導の明確な目標によって組織が強化されると、イノベーション、実験、リスクテイ
クが推奨される環境が生み出され、従業員は独創的な方法で目標に向かって進むことが
できます。興味深いことに、インタビューしたデジタルネイティブ企業は、この柔軟性
のあるリスクテイクのアプローチを当然のことと捉えていました。デジタル先進企業へ
と変革した伝統ある組織の回答者は、インタビューの中で、これは顕著な変化だと盛ん
に強調していました。 

デジタル後進企業の課題は、現実的で十分理解される目標を設定することです。インタ
ビューをしてわかったことは、デジタル後進企業は目標設定の重要性を理解していなが
ら、データに十分に根差していない、従業員が達成不可能だと考える、願望のような目
標を設定しているということです。そのような目標に立ち向かう場合、従業員は測定を
敬遠します。測定結果が期待外れになると予想しているからです。これにより、データ
からリアルタイムに得られる情報に基づかない、「ベストエフォート」型のアプローチ
が取られることになります。 

データや定量的な指標を採用しなければ、デジタル後進企業は、主にプロセスの順守に
焦点を当てるようになります。このような企業は、成果を証明するために、成功の客観
的計測値を使用するのではなく、複雑で定性的な手法を開発します。これらの手法から
逸脱することは推奨されません。逸脱によるメリットを評価または正当化するのは困難
だからです。デジタル後進企業の回答者は、このアプローチがいかにイノベーションを
阻害するかを反映しています。これでは、目の前の問題に自分のアプローチを採用する
力が従業員から失われてしまいます。 

 

データ文化のリーダーは、プロセスにおいて、計画された目標と指標に柔軟に 
対応します。「何を」と「どのように」の間にはトレードオフが存在します。 

デジタル
後進企業 

デジタル成熟度の向上 デジタル
先進企業 

不明確＆散在的 

柔軟性に欠ける＆規定的 柔軟＆反復的 

明確＆論理的 「何を」│組織の目標と指標 

「どのように」│組織の規則とプロセス 
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データと指標を
つなぎ組織を 
連携させる 

 
 

「企業はその年の計画を設定しま
す。そしてそれを組織に伝えます。
あらゆる要素が明確に関連して
いて、誰もが他者の目標を見るこ
とができます。これによりチーム
全体でのコミュニケーションの糸
口が生まれます」  

- デジタル先進企業 
 
 
「チームの目標が、より大きな企
業目標にどのように合致するかを
理解できればいいのですが。CEO
から提示される目標は、非常に抽
象的です。自分の目標と全体的な
目標をどのように結び付くのかわ
かりません。時間をかけて一生懸
命やっても、点と点を結ぶことは
できないでしょう」  

- デジタル後進企業 
 

最終的に、デジタル先進企業はデータ主導の目標を使用して、組織のさまざまなレベル
の役割を調整します。これらの目標は、すべての人に透過的な方法で策定され、組織の
戦略と明確に合致します。チームと従業員は、自分たちの目標が会社の全体目標にどの
ように貢献するかを明確に述べることができます。これにより、チームは共通の目標、
すなわち「目指すべき方向性」のビジョンを持って行動できます。デジタル先進企業に
とって、連携の取れた目標は組織全体で共通のビジョンを生み出し、個人レベルのイノ
ベーションと創造性を企業の最終的な成果に結び付けます。 

組織全体で目標を実行することは、ただ単にリーダーが定めたOKR（目標と主要成果）
の達成を義務付けることではありません。このアプローチはすぐに組織の負担になる可
能性があるためです。チームと従業員は、目標に賛同し、その目標が企業目標に合わせ
てどのように策定されるかを理解する必要があります。目標はトップダウンとボトムダ
ウンのプロセスを組み合わせて策定されることが多く、一体感と団結力を生み出します。 

しかし私たちは、デジタル先進企業でさえ、データを活用して目標を設定するのと、徹
底的な分析により意思決定に難航することの間でバランスを取るのに苦労している例を
耳にしました。回答者はそのとき、簡単な意思決定（モバイルアプリに適切に配置され
ていないボタンの修正など）にも膨大な経費とデータ計測が必要であることに不満を抱
いていました。 

一方、デジタル後進企業は、目標設定の基本的な要素にしばしば悩まされます。デジタ
ル後進企業の優先事項には通常、大まかな成果しか反映されておらず、全体的な戦略や
チームがこの成果にどのように貢献するかの説明にはあまり関係しないことがよくあり
ます。その結果、デジタル後進企業の従業員は十分に理解できない目標を後回しにする
ため、戦略的目標への取り組みにおいて全社的な不均衡が生じます。これらの組織では、
前に述べたように、「能力を重んじる文化」に向かう傾向がこの問題を悪化させます。
各従業員は、組織にとって何が最善かを認識していると信じています。そして、それが
幅広い戦略に合致していなくても、それに向けて努力します。 

企業の組織的連携に対するデータ文化の影響は、ピラミッドで表されます。ピラミッド
の頂点には企業のリーダー、下部には最前線で働く従業員がいます（以下を参照）。デー
タ主導型の文化を導入すると、企業を垂直方向と水平方向の両方で連携させます。デー
タ主導型の指標と目標を使用することで、各従業員とグループが会社全体の目標にどの
ように合致しているかを深く理解することができます（垂直方向の連携）。共通のデー
タモデルと透過的なアクセスにより、チームは効率的にコラボレーションでき、大規模
な組織でチーム間の連携を妨げることが多い負担を軽減することができます（水平方向
の連携）。 

 

データ文化は、企業を垂直方向と水平方向の両方で連携させることができます。 

経営陣 

中間管理職 

最前線で働く従業員 

垂
直
方
向
の
連
携

 

水平方向の連携 
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デジタル変革を
促進する文化 

デジタル先進企業へのインタビューから、上記で示した一般的な主張：学習マインドセッ
トを導入する、データへの透過的なアクセスを提供する、明確な指標を使用して進捗を
追跡する、これらの指標を使用して組織を提携させる、が明らかになりました。これら
のすべてをカバーするデジタル先進企業は、データ文化自体をビジネスの中心に据えて
います。 

これにより文化が、従業員の取り組みを調整するという重要な役割を果たすことができ
ます。デジタル先進企業にとって、文化は、信念、支持する価値観、日々の行動を連携
させるためのメカニズムです。成功するためには、こうした文化のさまざまな要素が一
貫性を持ち、強化されていなければなりません。 

デジタル先進企業では、従業員の振る舞いは、会社が表明した価値観を反映し強化する
ものです。そしてその振る舞いは、リーダーの中核的な信念によって推進されます。こ
れらの振る舞いは、デジタルネイティブの企業と、何十年もの運用経験を持つ、デジタ
ル変革に成功した企業の両方で見られました。これらの組織の従業員は、組織が自分た
ちに求めている振る舞いとその理由を理解しています。一方、デジタル後進企業では、
正式に支持していることと現場での振る舞いの間にずれがあります。デジタル後進企業
とのインタビューから、データ主導型の文化が重要であることを明確かつ一貫して認識
していることがわかりますが、このような状況が続いています。このような後進企業で
は、凝り固まった習慣、個人のスキル不足、不十分なトップダウンの取り組みが、行動
と願望を合致させようとする努力の妨げになっています。 

これは、デジタル後進企業は最終的にデジタル変革において立ち往生してしまう、と言っ
ているのではありません。上で述べたように、私たちは、文化を変革させた（あるいは
変革の途中にある）現在のデジタル先進企業の例をいくつも見てきました。デジタル先
進企業自身も、社内環境の中で緊張感のある領域や改善の余地のある領域に言及し、成
熟した組織になるために、文化的な成長と適応が必要であることを示しています。 

今回の調査を通して、技術的に成熟した企業は、デジタルネイティブな企業かデジタル
変革に成功した伝統ある企業かを問わず、目に見えるビジネス成果を享受しているだけ
でなく、データ文化へのアプローチでも明確な違いを示していることがわかりました。
学習、リスクテイク、透明性、測定の価値に関する信念を確立し、それを企業の価値に
反映させ、日常業務に組み込むことはすべて、強力なデータ文化とデジタル変革の成功
の鍵になります。当社の調査結果により、進化を目指す組織は、これらの原則を明確に
して実行するだけでなく、従業員とは何か、従業員は何ができるかについての中核とな
る信念を変革する方法を見つけなければならないことが示されました。 

 
 
 

Keystone Strategyについて 
Keystone Strategyは、ボストン、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトルエリアを拠点とし、経済、テクノロジー、
戦略に関するアドバイスを行う革新的なコンサルティング会社です。同社は、複雑でまだ解決されていない経営課題に直面
しているテクノロジー系クライアントや世界的な法律事務所、Fortune 500企業に、卓越したアプローチで革新的なアイデ
アを提供しています。Keystoneは、経済、テクノロジー、ビジネス戦略の共通部分を活用した、複数分野にまたがるアプ
ローチを導入しています。 

 

Keystone Strategyとその業績については、tkudrle@keystonestrategy.com までお問い合わせください。 
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