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あなたの組織は、デジタル技術を活用すること
により各目標（ゴール）についてどれだけ効果を
実感していますか？（「非常に効果的である」と
回答した割合を集計）

石油・ガス企業は、重視している成果（ゴール）と同様、
ビジネス・プロセスの効率の改善に最も効果を感じて
いるようです（石油・ガス業界38％ vs 全業界28％）。
しかし、同じく重視している顧客体験の拡充に関し
ては、あまり効果を見いだせていないようです。

ビジネス上の戦略を進めるために、あなたの組織
はどの程度効果的にデジタル技術を使用していま
すか？

石油・ガス企業は、他業界の企業と比較して自らの
デジタル戦略を低評価しており、非常に効果的と評
価しているのは全業界の企業の22％に対し、石油・
ガス企業はわずか11％でした。

ある程度
効果的

あなたの組織においてデジタル技術を優先した
場合、最も重要な成果（ゴール）はどれですか？

デジタル投資を優先させた場合、石油・ガス企業
はビジネス・プロセスの効率の改善を非常に重視
しているようです（石油・ガス業界71％ vs 全業界
54％）。また、新規顧客の開拓についてはあまり
重視していないようです（石油・ガス業界29％
vs全業界55％）。

47%

31%

22%

石油・ガス業界に属する企業の回答を抜粋した当スナップショットは、69名のITリーダーの回答をまとめており、他業界
とは明らかに異なる石油・ガス業界特有の回答についてハイライトしています。

Harvey Nash／KPMG 2018年度CIO調査
石油・ガス業界における調査結果

Harvey Nash／KPMG 2018年度CIO調査は、3,000億米ドルを超えるIT支出予算を代表する世界84ヵ国、約4,000もの
回答をベースにした世界最大のITリーダーシップ調査です。

あなたの組 織 に は CDO（ チーフ・デジタル・
オフィサー）または同様の役職がありますか？

石油・ガス企業のうち45％がCDOの役職を設けて
おり、うち9％が専任、36％がCIOまたは他の役
職が兼務しています。どちらも全企業と比べると
低い数字となっています。

あなたの組織では以下の各項目についてどれだ
け優れていますか？（「非常に優れている」と回答
した割合を集計）

石油・ガス業界は他業界に比べて、デジタル化への重
要な鍵となる項目に遅れが出ているようです。石油・
ガス業界では、デジタイゼーションのインパクトに対
する理解は進んでいるようですが（41％）、デジタル
技術を活用したビジネス・プロセスの見直しには苦戦
しているようです（18％）。

あなたの組織にはデジタルに関する明確な
ビジョンと戦略がありますか？

デジタル戦略

企業全体と比べて、全社的なデジタル戦略を掲
げている石油・ガス企業は少ないようで（石油・
ガス業界22％ vs 全業界32％）、ビジネス・ユ
ニットの中に存在すると回答した企業を合わせ
ても、53％となっています。

はい、
企業全体として
存在する

はい、ビジネス・
ユニットの中に存在する

いいえ

T H E  T R A N S F O R M A T I O N A L  C I O

11%

9%

39%

36%

All Industries

Oil & Gas

Yes, we have a dedicated CDO

Yes, CIO or someone else in that role

41%

23%

20%

20%

18%

48%

24%

32%

32%

24%

Understanding the impact of
digitization on your industry

Hiring and developing
people with digital skills

Integrating core business
systems with newer digital

solutions

Relying upon an overall
digital vision to  guide

decisions

Redesigning business
processes to take

advantage of digital
technologies

Oil & Gas All Industries

71%

52%

42%

39%

29%

13%

54%

60%

49%

52%

55%

27%

Improving business process
efficiency

Enhancing the customer
experience

Developing new products
and services

Growing revenue from
existing customers

Attracting new customers

Developing new
delivery/distribution

methods

Oil & Gas All Industries

38%

19%

17%

6%

8%

12%

28%

27%

26%

20%

20%

19%

Improve business process
efficiency

Enhance the customer
experience

Develop new products and
services

Grow revenue from existing
customers

Attract new customers

Develop new
delivery/distribution

methods

Oil & Gas All Industries

全業界

全業界

石油・ガス業界

石油・ガス業界

石油・ガス業界

全業界

業界におけるデジタイゼーションの
インパクトへの理解

はい、専任のCDOがいます

はい、CIOまたは他が兼務しています

デジタル・スキルを有する
従業員の雇用および育成

既存のビジネスシステムと
新たなデジタル・ソリューションの

統合

意思決定の際の
全体的なデジタル・ビジョンへの依拠

デジタル技術を活用した
ビジネス・プロセスの見直し

石油・ガス業界 全業界

ビジネス・プロセスの効率の改善

顧客体験の拡充

新たな製品・サービスの開発

既存顧客からの収益の増大

新規顧客の開拓

新たな配達／
流通メソッドの開発

ビジネス・プロセスの効率の改善

顧客体験の拡充

新たな製品・サービスの開発

既存顧客からの収益の増大

新規顧客の開拓

新たな配達／
流通メソッドの開発

石油・ガス業界 全業界 石油・ガス業界 全業界

非常に
効果的
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わずかに効果的／
効果的では
ない



38%

12%

50% 48%

14%

38%

石油・ガス業界のCIOはデジタル革命を掲げ、現在、オペレーションをデジタル化するためのさまざま
な方法を探っています。それには、デジタル・ツイン、肉体的・知的行動のロボット化、また、労働力の
デジタル装備等が含まれ、これらを顧客、供給者、その他ステークホルダーと、デジタル・エコシステ
ムで統合するのです。
ロボティクスや人工知能等のデジタイゼーションは、最近、長期的な効率化のためにキャッシュ・フ
ローを改善する主要な手法として注目されています。潜在的に不明確なデジタル戦略の結果として、
業界はデジタルを最大限活用できるビジネス・プロセスの再構築を模索しています。
デジタル化への移行は、石油・ガス企業やそのCIOに未だ課題を残しており、よりアグレッシブなデジタ
ル戦略を、開拓、生産、精製そして販売のバリューチェーン全体で展開することで、業界は利益を得る
ことができるかもしれません。デジタル・ソリューションは、効率、意思決定の効力、そして従業員の
日々の業務を改善することが可能です。この達成のため、企業はデジタル・ソリューションの実験と
展開へさらなる投資をするべきなのです。

予算／優先順位
経営陣がITに解決を期待しているビジネス課題は
何ですか？（上位5つ）

変わらない 増加する

減少する

石油・ガス企業は、他業界の企業と比較して翌
年のIT予算について悲観的です。｢増加する｣と
回答した全業界平均が48％であるのに対し、
石油・ガス業界は38％でした。

他業界と比較して、石油・ガス業界の経営陣はより
ビジネス・プロセスの改善（石油・ガス業界77％ vs
全業界62％）および経営効率化（石油・ガス業界
70％ vs 全業界61％）を重視しています。また、
費用削減（石油・ガス業界67％ vs 全業界55％）に
ついても重点を置いていることが分かります。

翌12ヵ月において、IT予算はどうなると思います
か？

あなたの組織では各項目についてどの程度優れていま
すか？（「非常に優れている」と回答した割合を集計）

上記の顧客目線の項目は、石油・ガス企業にとって
優先順位があまり高くないことを理解するのは難し
くないことでしょう。このことにより、他業界の企
業と比べて、石油・ガス企業は当分野において成長
する余地を残していると言えるでしょう。

顧客戦略

次世代テクノロジーのうち、石油・ガス企業は
IoT（モノのインターネット）（27％）およびロボ
ティック・プロセス・オートメーション（RPA）
（24％）に投資する傾向があることがうかがえ、
いずれも他業界の数字を超えるものでした。

テクノロジーとイノベーション

どの業種においても企業内部門へのデジタル・レイ
バー／オートメーションの導入は比較的初期段階に
あり、石油・ガス企業はファイナンス（24％）や情報
システム（IT）（19％）の部門に取り入れる傾向があ
るようです。

他業界の企業と同様、石油・ガス企業はデジタ
ル戦略を成功に導くために革新的で実験的な
企業文化は欠かせない要素であると認識して
おり、87％が「非常に重要」または「ある程度
重要」と回答しました。

どの部門においてデジタル・レイバーあるいはオート
メーションを導入しましたか？

デジタル戦略を成功させるために、革新的で実験的
な企業文化を築くことはどの程度重要ですか？

各テクノロジー投資に関し、どのように評価して
いますか？（「中／高程度に重要」と回答した割
合を集計）

77%

70%

67%

55%

49%

62%

61%

55%

62%

49%

 Improving business
processes

 Increasing operational
efficiencies

 Saving costs

 Delivering consistent and
stable IT performance to the

business

 Improving cyber security

Oil & Gas All Industries

23%

18%

15%

11%

8%

27%

19%

23%

26%

19%

Measuring  profitability by
customer

Having a single view of
customer interactions

across all service channels

Generating actionable
insights from customer data

Creating engaging customer
experiences

Leveraging customer data
to deliver personalized
customer experiences

Oil & Gas All Industries

27%

24%

22%

13%

11%

9%

21%

18%

23%

9%

24%

10%

Internet of things

Robotic process automation

On-demand marketplace
platforms

Blockchain / distributed
ledger

Artificial intelligence /
machine learning

Augmented/ virtual reality

Oil & Gas All Industries

24%

19%

17%

13%

13%

10%

6%

4%

18%

28%

14%

22%

16%

14%

14%

5%

Finance

Within IT

Supply Chain

Customer Support

HR

Sales

Marketing

Legal

Oil & Gas All Industries

13%

51%

36% 8%

51%

41%

非常に
重要

ある程度
重要

重要でない

全業界

全業界

石油・ガス業界

石油・ガス業界
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顧客ごとの利益管理

顧客対応に関し、すべての
サービス・チャネルにおいて
共有された見解の存在

顧客データから実行可能な
洞察の生成

魅力ある顧客体験の創造

よりパーソナライズされた
顧客体験のための
顧客データの活用

ビジネス・プロセスの改善

経営効率化

費用削減

継続・安定したIT環境の提供

サイバーセキュリティの改善

IoT（モノのインターネット）

ロボティック・プロセス・
オートメーション（RPA）

オンデマンド・
マーケットプレイス・
プラットフォーム

ブロックチェーン／
分散型台帳

人工知能／機械学習

AR／VR

ファイナンス

情報システム（IT）

サプライチェーン

カスタマー・サポート

営業

マーケティング

人事

法務
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