
さあ、あなたの 
会社も準備をしてい
きましょう：
デジタルエンパワー
メントへの道筋





継続的なデジタルトラン
スフォーメーションが企
業の成功にとって重要で
ある理由

デジタル通の組織が「準
備を整える」ために使う
アプローチ

デジタルトランスフォー
メーションが5つのステー
ジで構成される理由

企業が5Gを準備しなけれ
ばならない理由

デジタルジャーニーにお
ける次のステップ

本白書では以下についてご紹介します。
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効率的な運用モデルでしょうか？確実
な接続性でしょうか？革新的な組織な
ら、「このときにこれがあればよい」
といった一つの要素で準備が整うこと
はないことを理解しているはずです。

企業が未来
への準備を
整えるには
何が必要か
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1 Constellation Research, 2018 Digital Transformation Study. 
2 Gartner, “Forecast: Enterprise and Automotive IoT, Worldwide Figure 1-3,” 2020年4月

の調査対象企業は、デジタルトランスフォーメー
ションを進めた結果、ROIが向上したと回答

のモノが2023年までに世界的につながる

68%

92.5 億

いかなるチームも自由に革新を起こすにはツールが必要です。脅威が深刻化する
前にその脅威を無効にするための高度な防御方法も必要です。センサーやソフト
ウェアは、データを収集・分析するだけでなく、予測や意思決定の支援もすべき
ものです。カスタマーサービスは、摩擦のない、印象に残る、さらに安全なサー
ビスを提供し続けなければなりません。

準備が整った状態というのは流動的であり、先見性のある企業が完了のないプロ
ジェクトを続けるということなのです。実践しても、どこかでやり直すというこ
とです。

最近行った調査によると、企業の68%は、デジタルトランスフォーメーションを
進めた結果、ROIが向上したと回答しました1。しかし会社がデジタルトランス 
フォーメーションという現実を認識したとしても、その経費は一度に支出したら
終わりというわけではありません。そこでデジタルトランスフォーメーションを
継続的なジャーニーとして捉えれば、その会社のリーダーは、社内だけでなく業
界全体に変革をもたらすことができます。

ガートナー社のエンドポイント設置ベースに関する予想では、48.2億個の「接続
されるモノ」が2019年に使用され、2023年にはその数が92.5億個になると予想し
ています2。このように接続点が莫大な数になり、5Gという前代未聞のネットワー
ク速度と処理能力が実現すると、新しいビジネスモデルが飛躍し、新しい顧客体
験が生まれ、そしてこれに伴い新しい脅威が急増するでしょう。つまり私たちの
タスクは、自分の会社をしっかり観察し、5年後または10年後にどうなっていた
いかを思い描き、さらにそのゴールに到達するため基盤を確実に構築することで
す。準備を整えるということは、「いつかやるタスク」ではなく、「今日すべき
タスク」なのです。

テクノロジープロバイダーは、「準備を整えるために必要な戦術は企業によって
異なる」ということを忘れがちです。あなたの会社のデジタル機器すべてを接続
し相互通信を実現できるプロバイダーはほとんどいません。超広域5Gを使用すれ
ば、革新を起こすためのビジネスの必須事項が加速するのみでしょう。

あらゆる規模の組織は、驚異的な変化速度についていかなければなりません。現
在では、準備を整えるということは、企業のあらゆる部分にコンマ何秒という単
位で影響を与えます。常にオンラインで繋がっているビジネス環境を整えること
は複雑ではありますが、正しい計画やパートナーが揃っていれば、深く意義のあ
るデジタルトランスフォーメーションが可能であり、大きな競争力にもなり得ま
す。そしてその組織は、変化のスピードについていけるようになるだけでなく、
将来的な変化、課題、及び競争にも勝つことができます。



6

準備を整えるこ
との論理的根拠

3 IWG, Global Workspace Survey, 2018. 
4 Strategy Analytics, Global Mobile Workforce Forecast Update 2017-2023, 2018. 
5 RightScale, 2019 State of the Cloud Report, by Flexera. 
6 Verizon, 2019年度データ漏洩/侵害調査報告書.
7 Salesforce, コネクテッドカスタマーの最新事情, 2019.

デジタルトランスフォーメーションは、 
会社業務や社会に大きな変化が起こったこ
とから生まれました。
動く機密情報
テクノロジーを活用して得られるモバイルデジタルワークフォースが急成長し
ています。2018年、全世界の従業員の70%は、週1日以上リモートで仕事をし
ており3、2023年までには、43.3%のワークフォースがモバイルになると予想
されています4。リモートで仕事をするチームメンバーや下請け業者が増えれ
ば増えるほど、CIOは、機密・専有情報の安全を維持することに時間を費やす
ことになるでしょう。

クラウドへの移行
さらに企業は、非効率的なデータセンターからクラウドへの移行を始めていま
す。ある推計によると、企業の84%はマルチクラウド戦略を進めているとい
うことです5。この変化は、クラウド上のストレージソリューションに対する
満足度が上がっていることを示していますが、この導入に伴うリスクもありま
す。

セキュリティ
サイバー犯罪者たちにとってデジタル接続ポイントの急増は、チャンスの急増
を意味します。分散型アプリケーションがデジタルエコシステム全体に広が
ると共に、サイバー攻撃の対象範囲も広がっています。最新のデータ漏洩/侵
害調査報告書においてVerizonは、41,686件のセキュリティインシデントのう
ち、2,013件は確認されたデータ侵害であり、86カ国に広がっているという分
析報告をしています6。設定が不十分なサーバーは結局、攻撃者をサーバー内
に招き入れることになります。

カスタマー・エクスペリエンス（CX）
顧客もまた、お気に入りの企業からこれまで以上にハイレベルなカスタマー・
エクスペリエンスを求めています。ある調査によると、顧客の56%は、最も革
新的な会社から購入することを積極的に求めており、顧客全体の80%が、会社
が提供する体験は、製品やサービスと同じくらい重要だと回答しました7。
幸いにも現在は、新しいビジネスモデルを生み出し開発するための技術があり
ます。各企業は、以前では考えらなかったことを実現するための成長をもたら
すデジタルソリューションを検討するべきでしょう。ここでも言いますが、こ
のような変化がやって来るか否かということではありません。あなたの会社が
変化に対する準備を整えるかどうかという問題です。
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1.	 競争力を高めるために正しいデジ
タル技術を使用していますか？

2.	 どのようなギャップまたは非効率
さをデジタルで解消することがで
きますか？

3.	 デジタルのセキュリティ脅威に対
しては、どのようにして対処して
いますか？

4.	 重要データや活動に対してあなた
の会社が使用しているモバイルデ
バイスはどの程度安全ですか？

5.	 新しいデジタルツールを使ってカ
スタマー・エクスペリエンスを向
上させることはできますか？

あなたの会社に対する重要な質問
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準備を整える 
ために

デジタルトランスフォーメーションに不
可欠なタスクにきちんと対応できている
組織は、自分たちの会社を3つのレンズを
通して観察しています。接続、保護、カ
スタマー・エクスペリエンスの3つです。

接続
接続の準備を整えるということは、Wi-Fiや広域ネットワーク（WANs）を超
えるということです。「リアルでもバーチャルでもあなたの会社の壁を越えた
世界を体験する」という流れの中でのリセットです。データベースをクラウド
に移行する場合、または新しい没入型カスタマー・エクスペリエンスをモバイ
ルエッジコンピューティングで実現する方法を調査する場合などに関わらず、
接続する準備を整えるということは、対応する準備を整えるということなので
す。

保護
保護するための準備は、経営幹部のどのレベルにとっても最優先事項です。外部
に発表するような変更の場合は、CIOよりもCEOの方がサイバーセキュリティ 
経費に関する直接的な管理権限を持つ場合が多くなってきています8。厳しい時
期に、データ侵害による風評被害の危険性はあまりにも大きく、セキュリティ
を予算項目の一つとして扱うことはできないと企業は認識するようになったので
す。デジタル経済のペースは驚異的に速いため、各企業は大胆で新しい方法によ
り、ファイヤーウォールを大きく上回るレベルで自分たちの会社を守らなければ
ならないのです。

8 Accenture, Gaining Ground on the Cyber Attacker: 2018 State of Cyber Resilience. 
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顧客
顧客に対して準備を整えるということは、恐らく最も難しく、最もやりがいの
ある仕事だと思います。切り札は価値あるサービスの提供です。そのサービス
を市場導入する際に、健全かつ実用的なデータで裏付けされた戦略を活用し、
さらにその戦略とほぼリアルタイムで提供できるものを調整する能力が揃って
いることは、本物のイノベーターと偽物を分けることになるでしょう。また各
組織が5Gを利用し始めれば、カスタマー・エクスペリエンス（CX）を差別化す
る機会は急激に拡大します。
5Gは、次世代以上のワイヤレス接続です。これまでにない方法で社会全体とほ
とんどの業界の形を変えるほどの潜在能力があり、革命の兆しが見えます。拡
張現実や仮想現実から自動運転車、遠隔医療、より堅牢なモノのインターネッ
ト（IoT）まで、生活を一変させてしまう技術の実行可能性は、この5Gの超低
遅延及び驚異的な速度に依存しています。そして5Gを広範囲にわたって採用す
ると、従来のビジネスモデルはその優位性を失い、これまで想像できなかった
革新が進むことになります。5Gによって新しい扉がいくつも開かれると期待さ
れていますが、特に企業及び顧客に開かれる扉は非常に奥深いものであると推
測され、このネットワーク技術が第4次産業革命の重要要素であると言われてい
ます。

行動力
この大規模なデジタル化を見込んで、企業のリーダーたちは、接続、保護、カ
スタマー・エクスペリエンスという3つのレンズを通して会社への自問を開始
しなければなりません。これをしなければ、難解だが答えをどうしても知りた
い質問を会社に対して準備することはできません。
高速のテレマティクスによって商品が市場導入されるまでの時間を短縮できる
としたら、現在のサプライチェーンについてどのように再検討しますか？いろ
いろな状況の入り混じった中でターゲットを絞ったプロモーションを迅速かつ
効率的に実践できるとしたら、CX戦略をどのように進化させますか？モノのイ
ンターネット（IoT）を通じて接続された高性能の複数センサーで、納入及び
調達に関する新しいプロセスをどのように生み出しますか？
上記のような質問は誰もが考えることです。しかし誰もこの通りに行動する準
備をしないのです。だからこそデジタルトランスフォーメーションについて
は、手順、状況、計画を明確に定めて一つの戦略ジャーニーとして扱わなけれ
ばならないのです。準備を整えるということは、経営の強化、顧客関係の構
築、及び自身の地位の保護につながる正しいインサイトと正しいパートナーを
持つことなのです。
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準備が整う
までの5つの
ステージ
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企業にとって最初のステップは、銅線から光ファイバーへの移管です。次のス
テップはデータの移行です。ソフトウェア定義の広域ネットワークまたは 
SD WANによって分散された異なる資産を一度に効率的に集めることができる
クラウドへの移行です。管理が一元化されるため、ネットワーク全体のオー 
ケストレーションが、プロビジョニングからメンテナンス、アップグレードま
で簡単になります。
しかしクラウドやモバイル技術が広まったことで、より高性能なWANへの需
要が高まっています。各企業は、これまでよりも多くの人に対して、多くのデ
バイス、多くの場所でカスタマー・エクスペリエンスを提供するための競争を
しているため、需要に対応できる帯域幅へのニーズが急速に高まっているので
す。従来型のWANは、通常旧型のプロトコル、柔軟性に欠ける経路、及びラ
ックマウントタイプのハードウェアアプライアンス上で構成されているため、
ニーズを満たすだけの柔軟性はありません。
その点SD WANソリューションは、運営費（OPEX）や資本的支出
（CAPEX）のチェックをしながら、必要なデータと人をいつでもどこからで
も高速でつなげることができます。
ポイントは、レガシービジネスは迅速かつ慎重にクラウドベースのアプリケー
ションやサービスに移行しなければならないということです。

デジタルトランスフォーメーションの第一
歩はスタートさせることですが、どこに向
かえばよいのでしょうか？

注目のソリューション
デジタルトランスフォーメーション戦略を実践したい企業に必要なものは、適時の適切な接続であり、LTE 
Business Internet（LTEビジネスインターネット）はこれをすぐに実現させます。自社の予算とデジタル機能
を最大限活用したいチームには、Comprehensive Hybrid Connectivity（包括的ハイブリッド接続）が機敏性
の高いプログラム可能な接続プラットフォームを実現してくれます。構成要素は信頼度の高いMPLS、公衆イン
ターネット、及びSD-WANで相互接続され、モバイルのセキュアゲートウェイで保護されるイーサネットサー
ビスです。1つのサイズですべてに適合するデジタルトランスフォーメーションのツールキットのようなものは
なく、代わりにハイブリッド接続のプラットフォームが存在します。

スタート
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技術の向上

注目のソリューション
適応には、明確なコミュニケーションが必要です。BlueJeansのようなクラウドベースのテレビ会議プラッ
トフォームは、企業が分散しているチームと効率よく安全に仕事ができるよう支援してくれます。現場の従業
員が行うモバイル連携や、リモート学習、または開発グループセッションなどいずれの場合でも、BlueJeans
は、会社内であろうとクライアントとのセッションであろうと、事業活動のやり方を変更することができま
す。これはOne Talkを有効に補ってくれます。One Talkは、会社が互換性のある複数のデバイスにおいて電
話を受信、転送、及びリダイレクトできるようにするためのモバイルファーストのソリューションで、お届け
サービスや急速に進化した現場での連携まで、完全に新しいモバイルビジネスモデルを強化することができま
す。

このステージはいわゆる舞台裏の仕事であ
り、顧客が認識することはなく、まさにポ
イントだと言えます。

この向上ステージでは、社内、エンドユー
ザー、顧客を含むビジネスのやり取りのレ
ベルを技術によって大きく高めることがで
きます。

適応

ここで変化を起こすことで、企業は自社のITの機敏性や効率性を上げること
ができ、その結果ビジネスのあらゆるレベルでの価値を押し上げます。
SD WANを適所に設置すると、現在のネットワークメンテナンスの負担がな
くなります。マネージドネットワークサービスを一式揃えることで、あなた
の会社のネットワークは、ソフトウェア定義のポリシーを利用し、変化する
サービスレベルや帯域幅の需要にその場で適応することができるのです。一
番上にはWAN最適化サービスのスマートスイートを重ね、最も要求の厳しい
アプリケーションのパフォーマンスを、社内、外部ホスト、またはクラウド
に関わらず向上させます。

サプライチェーンや物流を検討しなければならない企業の場合、次世代の
高速テレマティクスソリューションが効率性や生産性を高め、車両及び運
転手の安全性も改善してくれます。高度なテレマティクスであれば、ガソ
リンスタンドや路上でも大幅に効率を上げることができます。
小売業、製造業者、サプライヤの場合は、安全な加工・流通過程の管理を
確立することが、廃棄率の課題、犠牲の大きい値下げの制限、そして時間
通りに良い状態で製品を顧客に配送することにとって非常に重要です。本
当の意味でのインテリジェントサプライチェーンとは、すべてのプロット
ポイントにおける盲点を減らし、在庫が通過するうえで関与するすべての
人的要素を把握するサプライチェーンです。IoTセンサーから得るインサイ
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革新

注目のソリューション
これまでになかった5Gという技術は、ビジネスの可能性を根本から変えてしまいます。低遅延や高速処理機
能が、リアルタイムデータをリアルタイムの高度な情報に変えるアプリケーションやサービスを実現するので
す。VRやARから高度なモバイル接続まで、5Gのパワーは会社の夢を大きくするだけでなく、会社の事業結果
を根本的に改善し、その結果、記憶に残るカスタマー・エクスペリエンスを生み出し、ビジョンが明確な会社
として業界の最前線に立つでしょう。

注目のソリューション
この段階では動作の安全確保が重要です。従業員が分散しており、また社内、クラウド上、IoTなど、仕事を
行うプラットフォームがバラバラの場合は特に重要です。最先端のIT部門でさえ、すでに被害が起こっている
場合はデータ侵害に何カ月間も気づかないことがあります。MDR（Managed Detection and Response）の
ようなSaaSソリューションとしてのエンドツーエンドのセキュリティは、セキュリティの脅威にさらされて
いるお客様を特定して通知し、壊滅的な被害を軽減させることができます。

このステージでは単なる稼働の段階を越え
て、事業の前進を促す付加価値の付いた 
革新的ソリューションを導入させます。
会社が進化し始め、独自のジャーニーに沿って動き出せば、その会社のリー
ダーは「顧客は何に最も価値を置くか」を判断し、その方向にデジタルトラ
ンスフォーメーションを位置づける準備がしやすくなります。
将来的に業界リーダーは、会社が顧客のニーズにどの程度対応できるかでは
なく、ニーズが顕著になる前にそのニーズを予測し対応できるかによって決
まるようになるでしょう。適切な人工知能（AI）、データマッピング、及び
機械学習を導入しない場合は、優秀なチームであっても、解決する問題より
新しい問題の方が多く出てくる可能性があります。
Virtual Agent（バーチャルエージェント）のようなインテリジェントチャッ
トボットは、自然言語の会話処理技術を使用して、問い合わせ内容に対応
し、またブランドと顧客間の会話を顧客に合わせた一貫性のあるものにしま
す。同様にKnowledge Assist（ナレッジアシスト）のようなツールはAIを使
用しており、リアルタイムに正確かつ関連性のある情報で問合せセンターの
エージェントを強化します。Social Engagement（ソーシャルエンゲージメ
ント）はトレンド分析ソフトを採用して、ソーシャルメディアの力を利用
し、ブランド戦略を提供します。最終的には上記ソリューション及び他の
Verizon CXソリューションを活用すれば、重要な人間的感覚を犠牲にするこ
となく、高度化されたデジタルカスタマー・エクスペリエンスを提供するこ
とができます。

トは、極めて重要なデータであり、結果的に時間通りの配送と効率的な出荷
スケジュールを強化する意思決定につながります。さらに5Gのコンピュー
タービジョンがあれば、これらのプロセスの精度が上がり、拡張も可能にな
ります。
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このステージでは、企業は最新技術を採用
し始め、真の革命的体験を設計します。

破壊

トランスフォーメーションが止まることはありません。 
進み続けてください。

スタート

しかし、ここで準備が整ったと感じるのは間違っています。ここでの目的
は、防御と破壊の両方です。
5Gはビジネスの新時代を開き、AR（拡張現実）やVR（仮想現実）のような
新しいツールによって、あらゆる規模の組織のアクセスが簡単になります。
その結果、売上予想から在庫管理まで、すべてのアプローチ方法に変革が
起きます。小売り業界では、従業員が売り場を離れることなく在庫をスキャ
ンしたり、顧客が最先端製品の情報をすぐに呼び出したりすることができま
す。没入型のカスタマー・エクスペリエンスにより、自宅からショッピング
をするユーザー、たとえそのユーザーがレビューを書くために調査している
個人のスタイリストであろうと、スマート家電を使うベテランの専門家であ
ろうと、リアルに近いやり取りができるため、小売業界におけるリアルとデ
ジタルの境界線はますます曖昧になる可能性があります。
他の業界においては、ARとVRによって従業員の研修が合理化されたり、記
録システムが最新化されたり、また製造から出荷までのロボットアプリケー
ションが強化されたりします。全体的には、ARヘッドセットを着用すること
で、動作チェックの方法が根本から変わるかもしれません。
カスタマーサービスは、顧客一人ひとりに合わせたプロモーションや提案か
ら、顧客の感情に応対し、意思を推測する仮想アシスタントまで、新しいレ
ベルに到達するでしょう。また5Gの事業環境においては、CXソリューショ
ンが顧客固有のインサイトを提供し、従業員は接触の多い仕事から解放さ
れ、会社は進化を続け、これまではできなかった顧客の変化するニーズにつ
いていけるようになります。

注目のソリューション
アプリケーションや処理工程がネットワークエッジに移行するため、ビジネスにおいて最もビジョンが明確
で破壊力のある打開策でも5GやMEC（Multi-access Edge Computing）によって安定稼働できるようになりま
す。ネットワーク速度や遅延の新しい領域では、AR/VR、IoT、及びAIを使った高速追跡などの技術及びプロ
セスは、それぞれのポテンシャルを引き出し、世界で初めて大規模なスケールでほぼリアルタイムのインサイ
トや自動化された高度な情報を提供できるようになります。
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デジタルトランスフォーメーションは独自に実行することは絶対にできま
せんので、企業のみなさんも独自にすべきではありません。この作業に
は、俊敏性のあるパートナーの専門知識や客観性が求められます。全体の
査定を実用的かつ迅速に行い、慎重に観察してくれるパートナーです。
データから取得した知的情報や複数の事業分野に関する深い知識も必要で
す。有効なアプリケーションは、プロセスを合理化しますが、決して複雑
化はしません。次世代ネットワーキングは、企業のIoTソリューションとつ
ながらなければならないのです。従来型のセキュリティモデルは、将来的
な課題をクリアできるよう必ず更新してください。会社は、積極的な基盤
が築けるような方法で脅威に関する情報や業界の調査情報を収集及び示す
必要があります。

Verizonがあなたの会社を強くできる理由
Verizonは、顧客ニーズを理解するためにはあらゆる策を講じます。部門間
の壁を越え、その会社が現段階で抱える喫緊の課題に未来のテクノロジー
ソリューションを適用できるようにします。
Verizonの目的は、あらゆる種類及び規模の組織とチームを組み、革新的
変化を起こし、イノベーションを事業にとって不可欠な要素にすることで
す。お客様及びお客様の別部門のチームと連携することで、効率的に、ま
た安全にデジタルをお客様のプロセスに組み入れることができます。
Verizonのゴールは、人、会社、社会が革新及び前向きな変化を起こすこと
ができるようにして、デジタル世界を作るという約束を果たすことです。
私たちのミッションとお客様のミッションが足並みを揃えたときは、信じ
られないような素晴らしいことが起こるはずです。
多くの企業がVerizonを選んで下さる理由は、私たちがお客様の仕事の形 
を変えるのに相応しい技術と専門知識を有しており、その結果、旧型のア
ナログ会社から業界をけん引するデジタルディスラプターに変わるお手伝
いができるためです。
世間ではVerizonを電話会社だと思っている人が多いようですが、お客様 
は私たちを技術パートナーだと思っています。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

結局のところ、必要なパートナーとは、
ネットワークについて詳しいだけでなく
ネットワークそのものでなければなりま
せん。

ジャーニーを 
始めましょう

製品のスペシャリストにご相談ください。

セールス担当者
1-877-297-7816
担当者までお問い合わせください。



あなたは今、ジャーニーの
どのあたりにいますか？


