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ITエグゼクティブが注目すべき2017年以降の6つの重要トレンド  

 

 

産業界はデジタル変革の波に乗り続けていま

す。この変革はビジネスコンピューターの導

入に始まり、現在は人工知能、自動化、及び

モノのインターネットへと進展しています。 

 

過去20年間にわたってこの発展を推進してき

たのは、高速化とオンライン接続です。2016

年には、インターネットに接続するユーザー

が初めて世界人口の半分を超える[1]という節

目を迎えました。Gartner社によると[2]、オ

ンライン接続する機械の数ははるかに多く、

約64億台に達しています。これは、人間によ

るデジタルフットプリントと、オンライン接

続する機械により収集された機械データの両

方を含む利用可能なデータが急増しているこ

とを意味します。 

 

ソーシャルメディアやセンサーを通じて発見

される顧客行動にはじまり、機械から収集さ

れた運用データまで、かつてないほど膨大な

量の情報が、現在の破壊的な変化の波を推進

しています。これを可能にしたのは、コンピ

ューティングパワーの進歩と高度化し続ける

分析技術です。 

 

組織がこの変化を活用して利益を得られるよ

うにすることは、このデジタル変革を管理す

るうえでの優先事項となっています。しかし、

デジタル変革の取り組みには特有のリスクが

伴い、必然的に取り組みの多くは失敗し[3]、

甚大な損失を被ることもある点を忘れてはな

りません。 

 

ここでは、今後1年にわたって企業が考慮すべ

き6つの重要なトレンドを紹介します。それぞ

れのトレンドは、成長を促進する機会を提供

する一方で、組織にとってリスクや落とし穴

にもなりかねないものです。 

 

1. 機械とやりとりする

方法が根本的に変わる 

キーテクノロジー： 

 

モノのインターネット（IoT）、機械学習、仮

想現実（VR）及び拡張現実（AR）、音声認

識、自然言語処理（NLP）、自動運転車、 

ウェアラブルデバイス 

 

従来、機械とやりとりするには、制御パネル

に数字を入力したりコンピューターコードを

記述したりする等、機械の言語を習得する必 
 

 

要がありました。しかし、コンピューター

やスマートデバイスが日常生活の一部とな

るにつれて、障害となっていた複雑さが軽

減されてきました。 

 

今では、iPhoneでSiriを使ったり、銀行に電

話して自動顧客サービスシステムを利用し

たりする等、人々は機械と話すことに慣れ

親しんでいます。IoTの発展によって、近い

将来には車、家電、そしてツールと会話す

る よ う に な っ て い る で し ょ う 。 Amazon 

EchoやGoogle Home等のデバイスは、声だ

けで温度調節や照明等のスマートホーム機

能の制御を可能にします。調査によると、

2014年には米国の10代の半数がスマートフ

ォンで音声検索を毎日利用[4]するようにな

っていました。 

 

仮想現実や拡張現実の技術では、ヘッドセ

ットの着用により、デジタル生成された世

界にユーザーを置いたり（VR）、現実世界

上に重ね合わせたコンピューター生成画像

をユーザーが見たり（AR）します。VRは、

教育現場では医学生による仮想手術に使用

されるようになっており、また療法として

も恐怖症やPTSD（心的外傷後ストレス障

害）の治療に使用されています。ARは手術

室で使用され、外科医が目の前のものに関

するデジタル情報に即座にアクセスできる

ようになっています。不動産開発では、定

礎前に仮想建物を構築できる[5]ので、より

正確な原価計算の予測を可能にしています。

ARは建築現場でも使用されます。建築家や

エンジニアは、建設場所の周辺環境の中で

建物がどのように見えるかをより効果的に

視覚化できます。 

 

デジタル情報利用のあり方も進化し続けて

います。人々は、必要な情報を探すのに慣

れてきましたが、これからは必要な情報が

必要なときに提供されることを期待するよ

うなるでしょう。仮想アシスタントは保持

する情報を用いて私たちの生活について学

習し、旅行情報や、日常の買い物でお買い

得情報の通知が必要なタイミングを判断し

ます。車やウェアラブルデバイスに搭載さ

れたセンサーは、私たちの周辺に基づく情

報を提供したり（マーケティングで使用さ

れる近距離無線通信等）、人間に代わって

自動でアクションをとったり（自動運転車

による危険回避等）します。 
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ポイント： 

 

スマートフォン、スマートウォッチ、車、ヘ

ッドセットといったデジタルデータのエント

リーポイントは、かつてないほど多くなって

います。今後成長するのは、オーディエンス

にとって都合の良いチャネルを介してやりと

りする企業です。 

 

オーディエンス、顧客、またはユーザーに情

報を提供するためのこれらの新しい方法を活

用することで、カスタマーエクスペリエンス

と労働生産性の両方が向上します。 

 

システムや機械とのやりとりに必要な技術的

専門性のレベルを下げることで、ビジネスの

顧客やスタッフが効率のメリットを受けられ

るようになります。 
 

2. 進化し続ける顧客 

行動に後れを取らない

ブランドが支持される 

キーテクノロジー： 

 

予測分析、機械学習、分散コンピューティング、

クリックストリーム分析、センサー 

 

顧客行動も、企業とのやりとりの方法と日常

活動がニーズに及ぼす影響の両面で進化して

います。例えば、転職によって通勤時間が長

くなり、買い物や運動の時間が短くなったた

めに、日用品の購入方法やジムのメンバーシ

ップの利用方法が変化することがあります。

子どもが生まれることになれば、まったく新

しい要求や必要性が生じます。生活の優先事

項の変化によって、その他の物事が放棄され

ることがしばしばあります。 

 

ビジネスプロセス（マーケティング、小売、

流通レベル）とのやりとりで顧客が残すデジ

タルフットプリントは、顧客行動を理解す

るうえでの手掛かりとなります。顧客行動

を把握できない企業は、ますます不利にな

っていきます。 

 

これらの技術の多くが最初に開発された小売

業界では、天候予測から店舗間の来客の移動

パターンまで、あらゆる情報を在庫や販促等

のマーチャンダイジングに関する決定に役立

てています。オンラインショッピングが発達 
 

 

する前に、スーパーマーケットはロイヤル

ティカードを使用して顧客を追跡し、購入

する可能性のある商品によって顧客をセグ

メントしていました。 

 

リテールバンキング業界では、Citibank社

[6]等の銀行は、顧客行動を調査するための

機械学習アルゴリズムを使用して、ローン、

住宅ローン、保険サービス等の必要とされ

る商品に対して顧客を正確にマッチングし

ています。保険会社は、より効率的に料金

設定された自動車保険を提供するため、自

動車に取り付けられたセンサーからのデー

タを使用しています。医療保険についても

同様の目的のため、ウェアラブルデバイス

による活動とライフスタイルの監視に多額

の投資をしています。 

 

レストラン業界では、Dominos社[7]はPOS

システムから収集して外部データセットと

組み合わせた85,000のデータポイントを使

用し、顧客行動の360°ビューを得て、スマ

ートフォン、スマートテレビ、音声認識装

置（Amazon Echo等）、ソーシャルメディ

ア等の利用可能なあらゆるチャネルを通じ

て顧客とコミュニケーションをとっていま

す。 

 

テクノロジーメーカーのLenovo社は、クリ

ックストリーム、コールセンター、ソーシ

ャルデータ等の40種類以上のデータソース

を監視し、小売担当の従業員に、顧客に対

する360°ビューを提供するための分析シス

テムを導入することによって、店舗単位の

収益を11%増加させました。 

 

Microsoft WindowsやAdobe Creative Suite等

の広く使用されている消費者向けソフトウェ

アは、ユーザーの操作を絶えず監視して情報

を企業に送り返します。これにより、各ソフ

トウェア開発企業は製品の使われ方、よく使

用される機能、必要とされていない機能につい

て理解を深めることができます。 

ポイント： 

 

過去の顧客行動について理解を深めることで、

将来の行動を予測しやすくなります。 

 

顧客は利便性を重視します。顧客が必要とす

るものを予測し、これを適切なタイミングで

提供することで、売上を拡大できます。 
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企業は、さまざまな種類のデータをより効率

的に扱うようになってきました。外部要因

（天気、カレンダーデータ、話題性の高い出

来事等）との相互参照が可能な統合データセ

ットは、顧客行動の学習に非常に役立ちます。 

 

3. 職場における技術の

活用により、従業員の

やる気や働きがいの向

上も、特定行動の抑制

も可能になる 

キーテクノロジー： 

 

ウェアラブルデバイス、予測分析、影響アルゴ

リズム 

 

ビッグデータを基に構築された高度なコンピ

ューター分析は、顧客に対する完全な視点を

提供するとともに、何が従業員のやる気を高

め、これがどのように生産性に影響を及ぼす

のかを企業側がより深く理解するうえでも有

用です。 

 

従業員の監視を行うという考え方には多くの

警告が出されていますが、すでに企業は「イ

ンフルエンスアルゴリズム」、ソーシャルメ

ディア分析、フィットネストラッキングデバ

イス等の技術により変化を推進しています。 

 

投資銀行のJPMorgan Chase社は、アセットマ

ネージャーが技術的または倫理的に誤った決

定を下さないようにするためのアルゴリズム

を使用しています。日立社のビジネス顕微鏡

サービスは、従業員が装着するトラッキング

デバイスとマイクによって、職場での動き、

やりとりした相手、話す声に表れるストレス

レベルを全て監視できます。 

 

従業員向けの福利厚生プログラムを運営する

企業の約40〜50%[8]は、フィットネストラッ

キング用のウェアラブルデバイスを使用して

います。このデータは、個人の目標達成に向

けた進捗状況を追跡するために使用されます

が、さらに統合され匿名化されることで、従

業員全体の健康状態の把握にも使用されます。 

 

Uberの運転やTask Rabbitの家事代行等の「ギ

グエコノミー」に従事する労働者が経験して

いるような新しい仕事の規範は、しばしば技

術による大きな影響を受けます。ここでは、 

 

企業は「アルゴリズム的管理」[9]を使用して、

広範な地域にわたって多数の労働者を管理で

きます。常時接続により、集中管理された職

場が必要ないケースが多くなり、雇用者はイ

ンスタントメッセージング、ビデオ会議、

GPSにより管理機能を保持できます。 

 

一方で、問題が発生する可能性が高いことも

明らかです。今後数年間で、技術を利用する

職場監視をめぐって従業員による訴訟が増え

ることが見込まれます。これらのツールを使

用して、個人の規律を監視したり、個人に影

響を与えようと試みたりすることは賢明では

ありません。むしろ、従業員全体から得られ

る知見を活用して企業全体の行動を変えるこ

とで、より肯定的な結果が得られる可能性が

高くなります。 

ポイント： 

 

従業員の行動を監視し分析することで、将来

の行動の予測因子となるパターンを特定でき

ます。 

 

このような行動は、生産性や従業員の就業に

及ぼす影響に応じて、促進することも抑制す

ることも可能です。 

 

企業がこの技術を非倫理的に使用して個人の

権利を侵害しようとすれば、従業員や社会か

ら反発を受けたり、法的問題に直面したりす

る可能性があります。 

 

4. エラーと障害の効果

的な予測が、ビジネス

プロセスでの情報活用

と自動化を促進する 

キーテクノロジー： 

 

予測分析、機械学習、モノのインターネット 

 

問題が起こるまで待ってから大きなコストを

かけて修理するのは、今まで未来を予測でき

なかったためです。しかし、膨大な量のデー

タを利用できるようになった現在、顧客や従

業員の行動をより正確に予測することができ

るとともに、ツール、インフラストラクチャ、

及び機器が将来どのように動作するのかを、

機械から収集されたデータから知ることがで

きます。 
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今後1年で、農業用機械から銀行のコンピュー

ターシステムまで、接続されたIoT対応デバイ

スの性能を評価し、故障発生前に問題を発見

できる技術に対して関心が高まっていくと予

想されます。 

 

Gartner社は、予測保守への移行によって、

2022年までに予防保守のコストが全世界で年

間1兆ドル削減されると推計しています。 

 

過去にエラーが発生した場所を特定し、同じ

条件が将来再び発生する可能性がある状況を

探すという同じ原則に基づく技術は、詐欺的

な金融取引等意図的に引き起こされる問題を

発見するためにも使用されます。 

 

次の段階は自動保守です。部品の故障が予測

されると、交換品がワークショップに送られ、

問題が起こる前に調整されます。このような

技術は、コストを抑制するだけでなく、装置

の誤動作による死亡事故が今でも発生してい

る産業現場で人命を救うことにもつながりま

す。 

 

Viacom社は、デジタル放送網全体でリアルタ

イムの予測保守技術を使用しています。リア

ルタイムでユーザーエクスペリエンスが監視

され、サービス品質の低下がアルゴリズムに

よって予測される領域に、帯域幅が割り当て

られます。 

 

Citibank社は、誤った取引や詐欺的な取引を示

す異常を検出するために、毎月数百テラバイ

ト規模[10]の金融取引データをスキャンして

います。分析技術を活用することで、これら

の取引により発生するコストが15〜20%削減

されました。 

 

Rolls-Royce社は、航空機エンジンに装着した

数百ものセンサーを使用して運航状況に関す

るあらゆるデータを記録し、このデータによ

り故障の発生場所や交換が必要な部品を予測

しています。 

 

John Deere社は、myjohndeere.comのポータ

ルを通じて農業機械の顧客が予測保守の知見

を利用できるようにし、データとサービス型

分析（AaaS）の両方を多数のユーザーに提供

しています。 

ポイント： 

 

分析技術の発達により、適切なデータがあれ

ば将来を高い精度で予測できるようになりま

した。 

 

組織には、プロセスとシステムを調査し、予

測保守と障害検出の効率を向上できそうな場

所をないかどうか確認することが求められま

す。 

 

問題を発生前に見つけて修正することが、コ

スト削減をもたらし、さらには人命救助につ

ながる可能性もあるのです。 

 

5. ブロックチェーン及

び同様の技術が次の大

きな変革を起こす可能

性がある 

キーテクノロジー： 

 

ブロックチェーン、分散コンピューティング、

モノのインターネット 

 

Gartner社の予測によると、ブロックチェーン

ビジネスは今後5年間で[11]100億ドル規模に

成長すると予想されます。この高度に破壊的

な技術は、最初に金融業界で登場してBitcoin

のようなオンラインの「仮想通貨」の開発を

可能にしましたが、その影響は金融業界にと

どまらない可能性があります。 

 

分散形式で保存して処理され、コンセンサス

によってのみ変更可能な、永続的で不変のレ

コードに基づいているため、トランザクショ

ンやイベントのレコードが関与するあらゆる

用途で使用できます。 

 

関連する暗号キーがあれば、コンセンサスに

より権限を持つとみなされるブロックチェー

ンのセクションにアクセスできます。これは、

この技術が、値のストア、イベントのレコー

ド、当事者間の契約等、無限の数の機能とし

て機能可能であることを意味します。 

 

多くの潜在的なユースケースでは、ブロック

チェーンによって信頼を確保するために必要

な仲介者が不要になります。例えば、銀行は

エンティティ間の金融トランザクションを処

理し、実行可能性と合法性を確認したうえで

価値の移転を許可します。トランザクション

はピアツーピアになり、信用の確立はアルゴ

リズムによって管理されます。 
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つまり、ブロックチェーンを使用することで、

条件が満たされた場合に契約条件を実行する

「スマート契約」を作成して管理できます。 

 

また、マシンツーマシン（M2M）のトランザ

クションでの使用にも大きな可能性があると

考えられます。この場合、AI主導型アーキテ

クチャーが他のシステムとのトランザクショ

ンにブロックチェーンを使用して、使用され

ているリソースについてのマイクロペイメン

トを実行できます。 

 

その破壊的な可能性と分散型の特性により、

産業界や政府の一部はこの技術に対して慎重

であり、不信感を持っている場合もあります。

例えば、ブロックチェーン技術を基に構築さ

れたオンライン通貨のBitcoinで取引を行う場

合は、身元を確認するための識別情報を提供

する必要があります。これは、この通貨を供

給する企業が、資金洗浄を支援しているとか

犯罪者に通貨を提供しているといった非難を

受けないようにするための措置です。現在の

法的基盤は、分散型金融取引を管理するよう

なものではありません。しかし、ブロックチ

ェーンのユースケースとなる他の領域では、

障害はより小さくなります。 

ポイント： 

 

分散型システムにより、信用できる仲介者の

必要性が排除され、トランザクションの速度

が向上し、コストが削減されます。 

 

ブロックチェーン技術は、契約やトランザク

ションのレコード作成に依存する組織に影響

を与える可能性があります。 

 

この技術はまだ新しく、ベンダーのエコシス

テムは未成熟です。投資資金の投入によって

今後数年の間で技術が大きく発展すれば、従

来の仲介者からブロックチェーン技術のベン

ダーやディストリビューターへと信頼先を変

更する必要性の負担も軽減されると考えられ

ます。 

 

6. 一部の企業が大きな

成功を収め、新規採用

が減少することにより、

アプリケーション主導

型ビジネスが衰退する 

キーテクノロジー： 

 

ソーシャルメディア、モバイルWeb、インス

タントメッセージング 

 

スマートフォンが日常生活に不可欠な存在に

なって以降、企業は顧客に近づくためにアプ

リケーションに投資し続けてきました。 

 

しかし、Gartner社は2018年末までにアプリ

ケーションの投資回収率が大きく低下すると

予測しています。また、平均的ユーザーがス

マートフォンにインストールしているアプリ

ケーションの数も、これまでは増加し続けて

きましたが、今後は横ばいになると予想され

ます。recode.net[12]は、「ほとんどの人は、

欲しい、または必要なアプリケーションを全

て持っています。新しいアプリケーションは、

求められていないのです」と報告しています。 

 

調査によると、2015年5月から2016年5月の間

に米国でダウンロードされたアプリケーショ

ンの総数は20%減少しました。著しい成長を

続けているのは、UberやSnapchat等、誰でも

知っているアプリケーションばかりです。来

年の初めには、アプリケーションのユーザー

数に対して、開発コストが相対的に上昇し始

めると予測されています。法律の変更に伴う

データコンプライアンスを含め、アクティブ

ユーザーあたりのアップグレードやメンテナ

ンスにもますますコストがかかるようになっ

ていきます。 

 

代わりに、ブラウザーからアクセスする洗練

されたモバイルWebポータル、Instagramや

Facebook等の既存のプラットフォーム、モバ

イルウォレットや近距離無線通信といったス

マートフォンやデバイスに標準装備される新

機能が、ユーザーに好まれるようになると見

込まれています。 

 

アプリケーションの使用が完全に消えること

はありません。前述のように、業界のリーダ

ーについては、近い将来需要が増えると見込

まれています。マーケティングでも、任天堂

のPokémon GOを活用した宣伝効果に着目し、

ポケモンハンターを呼び込む[13]ための仮想

の「餌」を購入する等、この潜在性を活用で

きます。 
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ポイント： 

 

アプリケーション開発では投資収益率が大き

く低下すると見込まれます。 

 

顧客には、ソーシャルメディアやインスタン

トメッセージ等、すでに使用しているチャネ

ルを通じてコミュニケーションやトランザク

ションを行うことの利便性の方が好まれてい

ます。 

 

スマートフォンの画面に置くことができるア

プリケーションの数には限りがあり、Uberや

Snapchat等のアプリケーションと同じくらい

に便利でなければ、インストールされ続ける

数少ないアプリケーションの1つとして生き残

ることはできません。 

 

まとめ 
今後12か月間に、デジタル変革はさらに加速

していくと予想されます。ここで紹介した6つ

の主要なトレンドにビジネスがどのように対

応すべきかを検討することは、全てのITリー

ダー及びエグゼクティブの課題です。 

 

1. 機械とやりとりする方法が根本的に変

わる 

 

2. 進化し続ける顧客行動に後れを取らな

いブランドが支持される 

 

3. 職場における技術の活用により、従業

員のやる気や働きがいの向上も、特定

行動の抑制も可能になる 

 

4. エラーと障害の効果的な予測が、ビジ

ネスプロセスでの情報活用と自動化を

促進する 

 

5. ブロックチェーン及び同様の技術が次

の大きな変革を起こす可能性がある 

 

6. 一部の企業が大きな成功を収め、新規

採用が減少することにより、アプリケ

ーション主導型ビジネスが衰退する 

 

 

 

 

 

 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

このレポートについて 

このケーススタディを作成したBernard Marrは、Advanced Performance Institute（API）の創業者であ

り、同社の最高経営責任者を務めています。 

 

Advanced Performance Institute (API) は、組織のパフォーマンスを向上させるデータ活用を専門とす

る世界トップレベルの組織です。戦略管理、パフォーマンス管理、パフォーマンス測定、分析、ビッ

グデータ等のコンセプトに関連するコンサルティング、トレーニング、調査を提供しています。詳細

は、www.ap-institute.comをご覧ください。 
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