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将来を見据えて復元力を追求する企業
アイリーン・J・ペトリック
社内外の能力を駆使して、不確かな時代を勝ち抜く
図１ デジタル変革の包括的な複雑さ。
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表1

複雑さを促す要因の上位項目

は、もはや意味を持たない可能性があ
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運用技術

る。追い打ちをかけるかのように発生

55%

レガシーシステム

54%

人間（オペレータ、顧客など）

した、COVID-19 による工場閉鎖、国

43%

エンタープライズシステム

38%

ビジネス特性

36%

現場のインフラ（サーバーなど）

35%

作業プロセスとフロー

33%
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物理的環境の特性
（温度、粉塵、気候、空気質、ノイズ、有毒物質、照明など）

19 に関連するサプライチェーンの問題

33%
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氏の文献には、良いサプライチェーン
パートナーは、需要の変化を早期に警

しかしそのためには、サプライヤー

表２

将来必要なスキルの上位 5 項目は、デジタル関連で占められた

現在のスキル：
現時点で最も付加価値のあるスキル

最も多く挙げられたスキル

1.

び通信リソースといった、デジタル技
術を活用する。

将来のスキル：
将来のために育成または強化するべきスキル

現代プログラミングやソフトウエア工学
の基礎
2. 製造スキル
3. 優れたコミュニケーションスキル
4. イノベーションスキル
（ブレーンストーミング、デザイン思考など）
5. 従来の IT スキル
6. データサイエンス
7. システム思考
8. 分析及び問題解決スキル
9. ハードウエアスキル（開発を含む）
10. 影響力スキル
11. ビジネススキル
12. デジタルエクスペリエンススキル（ユー
ザーエクスペリエンスなど）
13. 多くの学問分野にわたるチームで仕事を
する能力
14. プロジェクトまたはプログラム管理
15. AI と機械学習

1.

現代プログラミングやソフトウエア工学手法
に関する深い理解
2. デジタル上の器用さ（実用的なビジネス成果
を得るために既存と新規の技術を活用する能
力）
3. データサイエンス
4. 接続性
5. サイバーセキュリティ
6. 製造スキル
7. ハードウエアスキル（開発を含む）
8. AI と機械学習
9. コラボレーションとコミュニケーションスキ
ル
10. 統合
11. 影響力と利害関係者管理スキル
12. データ管理スキル

重要なスキル：工場フロアから役員室
までのすべての従業員に必要なスキルを
開発及び育成する。持続可能な競争優
位性を構築するために、社外の能力と社
内の人材確保とのバランスを図る。
サプライチェーンの能力：サプライヤ
ーの能力を再評価し、データ共有、透
明性、迅速な応答を重視した、主要サ
プライヤーとのパートナーシップを育む。
何が「最良」であるかを再考するこ
と。コストだけでなく、より広い視点
でサプライヤーの価値を判断し、関係
構築に力を入れる。グローバルな洞察
をもたらす可能性と、迅速な対応を抑

に対するアプローチ方法を抜本的に変

ップが、スマートプロジェクトを展開

止する障害という両面から、ロケーシ

更する必要がある。主要サプライヤー

する上で有効な差別化因子だと思うと

ョンを検討する。

は、企業の目標、ニーズ、課題を理解

回答したが、エコシステムでは、そう

選択される企業になること。デジタ

している必要があるが、それらは長い

回答した技術者の割合が 52% にまで低

ルツールを活用するには、新しいスキ

間、企業内に封印された情報だった。

下した。残念ながら、製造関連の専門

ルと新しい運用方法が必要になる。技

これに対して、ペトリックとマクリア

技術をほとんど、または全く持たない

術ソリューションプロバイダに対する

リーが調査した技術者らは、ベストプ

エコシステム企業の技術者になると、

需要は、供給をはるかに上回るペース

ラクティスに関する洞察を得て、技術

パートナーシップが重要と感じている

で増大する。連携しやすい企業、進ん

ソリューションの機会領域をより深く

人の割合はわずか37%だった。これは、

で情報を共有する企業、サプライヤー

理解するために、主要サプライヤーの

パートナーになれる企業を見つけるこ

ネットワークに対して非常に協力的な

支援を得ることの重要性を強調してい

とが今、これまで以上に重要であるこ

企業となるように、自社を位置づける。

た。ここで、サプライヤーは原材料や

とを意味している。

部品を供給するだけでなく、デジタル
ソリューションの構成要素も提供して
いることに注意してほしい。当然のこ

不確かな時代の中で
勝ち抜くための戦略

とながら、サプライチェーン戦略は、

ペトリックとマクリアリーの調査で

グローバル調達から国内調達、さらに

は、デジタル技術を活用する企業には、

は地域調達へと移行している。

持続可能なビジネス価値を推進するた

これまでに最も大きく成功を収めた

めの業務上のメリットがあることが示

デジタル変革プロジェクトは、継続的

されている。今後数年間の企業戦略の

なパートナーシップ管理を基盤として

骨組みとなる、5 つの検討項目を以下

いた。しかし、戦略的パートナーの重

に挙げる。

要性に対する認識は、その企業がサプ

デジタル技術：データを取得するた

ライチェーンのどの部分に位置してい

めのセンサ、そのデータを処理するた

るかによって異なる。例えば、調査し

めのアルゴリズム、必要とする意思決

た技術者の 71% が、深いパートナーシ

定者にデータを提供するための演算及
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