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Dynamics 365 Business Central Week #D365BCWeek #KN02

25セッション＋4リピートセッション＋メディックルーム

時間/日付 トラック名 9/14 (月) 9/15 (火） 9/16（水） 9/17（木） 9/18（金）

12:00-12:50
オープニング
リピート

オープニング‐DynamicsなBC 
Weekの学び方

Dynamics 365 Business 
Centralとは？（録画）

Dynamics 365 Business 
Centralとは？（録画）

Dynamics 365 Business 
Centralとは？（録画）

Dynamics 365 Business 
Centralとは？（録画）

13:00-13:50 キーノート
ニューノーマルに備えるAI＆
ビジネスクラウド~Dynamics

365 & Power Platform~

ニューノーマルの時代の
ERP活用

今まさに求められるDX
「リモート決算」
導入のポイント

最新のグループガバナンス実
践例‐パンデミックをのりきる
ためのデジタル・グループガ

バナンス

製造業のデジタル改革
‐Covid19の状況でも現場の作
業は止めない！HoloLens 2 & 
Dynamics 365 Mixed Reality 

14:00-14:50
セールス

マーケティング
Dynamics 365 Business 
Centralとは？（LIVE）

日系企業の海外現地法人導入、
外資系企業の日本法人導入に

おける勘所
D365BCユーザー事例１ D365BCユーザー事例2 D365BCユーザー事例3

15:00-15:50
D365BCアプリ
ケーション

Dynamics 365 Business 
Central‐販売管理/購買管理/

在庫管理編

Dynamics 365 Business 
Central‐財務管理/管理会計/

固定資産管理

Dynamics 365 Business 
Central-生産管理

Dynamics 365 Business 
Central‐プロジェクト管理

Dynamics 365 Business 
Central‐サービス管理（修

理）

16:00-16:50
D365BC

デヴェロッパー
Dynamics 365 Business 

Central‐開発手法

Jetで開発！
Dynamics 365 Business 

Centralのレポート作成とデー
タ分析

Dynamics 365 Business 
Central‐外部連携の仕組み

Dynamics Connectorを活用
したデータ連携

Dynamics 365
CRM⇔Dynamics 365 ERPを
柔軟に実現するCDSとは？

17:00-17:50
ローコード
ノンコード
クロージング

世界一、熱く、面白い、
Power Platformをフル活用!

次世代の仕事の進め方

世界一、熱く、面白い、
Power Platform

Power BI編

世界一、熱く、面白い、
Power Platform
Power Apps編

世界一、熱く、面白い、
Power Platform

Power Automate編

クロージング-
CEPS各社の取り組み

13:00-16:50 メディック メディックルーム メディックルーム メディックルーム メディックルーム メディックルーム



Dynamics 365 Business Central Week #D365BCWeek

◼ コンサルタント/システムエンジニア/開発者/市民開発者
◼ エンドユーザ企業

「IT部門」「システム企画部」「戦略部門」 「経理財務部」 「各業務ユーザー」
◼ Dynamics 365｜Power Platform｜HoloLens | Azure | Officeのユーザー企業
◼ 全ての企業[業種・業界・競合問わず参加可能]
◼ D365BCの開発導入パートナーを希望する企業

対象



Dynamics 365 Business Central Week #D365BCWeek

講演企業

Cloud ERP Partners for SMB主催

事務局



#D365BCWeek

「ニューノーマル」の
時代のERP活用

EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
2020年9月15日



Agenda

1. EYの概要

2. 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響

3. ニューノーマルで検討すべき主な論点

• コミュニケーション変化への対応

• 事業環境変化に対応した経営管理

• デジタル改革の推進
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EYの概要
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EYの概要
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名 称 Ernst & Young

設 立 1989年（Ernst & Young の設立）

統括本部 ロンドン

会長兼最高経営責任者 Carmine Di Sibio

総人数 284,018人（2019年6月30日現在）

所在地 150以上の国と地域

総収入 364億米ドル（2019年6月30日現在）

サービスライン アシュアランス（監査含む保証業務）、
コンサルティング、タックス、
トランザクション



14 September 2020 Presentation titlePage 9

数字で見るEY

75,100+ 
Americas

114,200+ 
EMEIA 48,100+ 

Asia-Pacific
(8,100+ Japan)

154
countries

$36.4b 
revenue

284k
people
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様々な専門調査会社のConsulting Firm Rankingで
上位にランキングされています
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Consulting部門として、Globalに約42,000人の専門家を有し、
Client企業に対するBorderlessな支援を実施

EY Japanには約1,800人が所属 （2020年7月1日現在）

ITコンサルティン

グサービスランキ
ング（銀行、セキュ
リティ、保険）
Gartner（2017）

第1位

世界で最も魅力的
な企業ランキング
（プロフェッショナ
ルサービス部門）
Universum（2019）

第1位

世界で最も魅力
的な企業ランキ
ング
（ビジネス部門）
Universum（2019）

第2位

世界で最も権威
あるコンサルティ
ング企業ランキ
ング
Vault（2018）

第3位

ビジネス・コンサ
ルティング・サー
ビスの世界的
リーダーに選出
IDC（2019）

選出



4 service lines
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EY新日本
有限責任監査法人

EYアドバイザリー・
アンド・

コンサルティング
株式会社

EY税理士法人

EYトランザクション・
アドバイザリー・
サービス
株式会社

EY Japan

EY ファーム Assurance Consulting Tax
Strategy & 

Transactions

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（2020年10月1日より）



Corporate Profile
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Corporate name EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
※EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社（10/1付法人統合予定）

Location 千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷

Representative Director 小池雅美 （代表取締役社長）

吉川聡 （代表取締役COO）

Number of employee 約1,800名 ※ 2020年９月現在

Establish Year 2017年 1月



Why EY Technology Consulting?

Agile & Data-driven Consultingの時代に合ったTC組織へ
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Business Transformation

Technology Transformation

Technology
@speed

Data Driven

Agile

Enterprise
Technology

IoT

Block
Chain

AI

Cloud

Security

Data

これまでのテクノロジーコンサルティング

大規模開発・運用 御用聞きのコンサル

長期間・Waterfall型の

一定方向プロセス(上流・下流)



Technology Consulting 5 Competencies
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Technology 
Transformation

Technology 
Solution 
Delivery

Data and 
Analytics

Digital and 
Emerging 

Technology

Cyber 
Security

Technology 
Consulting

► IT戦略
► ITオペレーションモデルの設計、IT機能
の変革

► EAに基づいたDX実現
► M&A関連IT DD、PMI

► リスク戦略、コンプライアンス、復旧
►セキュリティ対策状況の可視化
►データ保護、個人情報、ガバナンス
► ID管理、アクセス管理
►次世代セキュリティ運用と対応、
インシデント検知

►従業員・顧客の体験変革
► クラウド移行、デジタルアーキテクチャを
活用したITコスト変革

►進化する先端テクノロジーのスキル、革
新、探索

► Blockchain, IoT, Cloud, 5G etc.

►データに基づいた意思決定
►データガバナンス、管理、アーキテクチャ
►先端分析

►パッケージソリューションに関する能力
► IT企画、要件定義、コンフィグレーション、カス
タマイズ・拡張、テスティング、品質保証

► Global展開

基幹システムを企画・設計・構築し
ビジネス変革をGlobalに実現

CIO/CTOアジェンダに寄り添い
クライアントのビジネス課題を解決

Digital時代のリスクに対応し、
サイバーレジリエンスを実現

Digitalの力を使った変革を戦略
から実行までEnd to endで支援

Dataに基づいた科学的な意思決定を支援



EY Microsoft Dynamics Awards
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EYはMicrosoftより次の分野で功績が認めら
れています。（イノベーションへの寄与、クライ
アントに対する深い関与、卓越したビジネス
への貢献）

Modern Workplace、AIにおける
Microsoft Most Valuable Professionals 

（MVP）

世界的なビジネスリーダーとして位置付け

コンサルティングサービス2019
ベンダーアセスメント

2019

HFS トップ10 Microsoft AIサービスに
ランクイン

2019

IDC MarketScapeの世界的な
クラウドプロフェッショナルサービスリーダー

のカテゴリに位置付け

2020

11年以上のMicrosoft Dynamics Inner 
Circleメンバー

2020 2020

2020

Dynamics365、Power Platform向けの
Microsoft FastTrack認定ソリューション

アーキテクトを拡大



新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の影響
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コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響は、フェーズを変え今後もつづく

直面する危機への対応から、新しい社会・経済環境（ニューノーマル）への適応と、ビジ
ネスリーダーは短期目標と長期目標のバランスを同時に取る必要があります。

既存の経営環境（顧客・従業
員・企業資産）を守り、喫緊の
課題に対応

自らの業種の環境変化など
から生じる、中期の課題と
ビジネスチャンスに対応

グローバル経済、消費生活、
働き方など、新たに出現する
社会・経済環境（ニューノーマ
ル）に適応した、自らのビジネ
スモデルの再構築

現在の問題を解決する 次の可能性を探る その先の未来を思い描く
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「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)を乗り越えたその先に」
“ニューノーマル”で検討すべき主な論点

ワークスタイルが今までと変
わり、企業が考えるべきポイン
トや取るべき施策の変更

新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)による事業環境

の変化にともない、デジタル化
の目的や対応策、スピード感
は見直しが必要

仮想空間・リモートでの業務遂
行や、暗黙知のAI化による自

動化の実現など、ニューノー
マル時代に合わせた業務の
自動化が必要

“ニューノーマル”の時代を迎え、優先順位の高い課題に対し、

本日は下記３つのテーマを取り上げて説明します。

1 2 3

コミュニケーション
変化への対応

事業環境変化に対応
した経営管理

デジタル変革の推進
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ニューノーマルで検討すべき主な論点

コミュニケーション変化への対応
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物理的に離れた環境で働くテレワーク*においては、現場マネージャーと人事部の緊密な連携が必要

テレワーク環境起因のチャレンジに対処することが不可欠
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時間管理

健康管理

労働環境整備

• 法令を順守し、適切に労働時間管理を行うためには「制度面での整備」だけでは不十分

• 「テレワーク対応のための職場でのルール設定」などの個別の対応の検討が必要

• 社員の顔が見えず、コミュニケーションの回数も低下しがちで、社員の健康管理が十分に行
えないリスクが存在

• 普段以上の積極的な健康状態の把握や、支援を行うことが重要

• テレワークの中でも、「在宅勤務」を今後選択する社員が増えるのは自然な流れ

• 選択した社員に対し、通信費などの取り扱いの整備や、これまで書面でやり取りしていた
仕事のオンライン化などの特化した支援が必要

*一般社団法人日本テレワーク協会の定義では、テレワークとは情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことで、働く場所によって、自宅利用型テレワーク（在宅勤務）、
モバイルワーク、施設利用型テレワーク（サテライトオフィス勤務など）の3つに分けられます。



テレワーク中は労働環境が普段と異なるため、社員がいつも以上にストレスを感じるリスクが高い

積極的に社員に働きかけ、健康促進の支援を行う
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全社的なオンラインイベントの
開催

• 希望者に参加を募り、意識的に
休憩やコミュニケーションの時
間をとるよう促す

• 在宅勤務のノウハウを共有

オンライン飲み会開催の支援

• オンライン会議ツールを用いた
飲み会などへの費用を補助

健康サーベイの実施

• 労働安全衛生法上定められた
「1年以内ごとに1回」よりも高い
頻度

相談窓口の再周知

• 再周知や社内ニュースレターを
作成するなど、社員が相談しや
すくなるよう配慮

作業環境に関するアドバイス

• 厚生労働省の『情報機器作業に
おける労働衛生管理のための
ガイドライン（VDTガイドライン）』
などの周知・セルフチェック

オンラインでの健康促進活動

• オンライン部活動（ヨガ、マイン
ドフルネスなど）を推進

• オンラインイベントでストレッチ
動画などを配信し、運動の機会
を提供

デスクワークに必要な機器類
の購入費用への補助

• モニター：
画面の大型化により目への疲
労を軽減

• ノートパソコンスタンド：
正しい姿勢を実現しやすくし肩こ
りや腰痛を軽減

• 照明機器：
スタンドタイプでワット数の高い
蛍光灯で目の疲労を軽減

健康状態の把握
業務外での

コミュニケーション活性化
疲労負担の軽減

健康の促進

心身の疲労軽減



EYでは、Qualtricsパルスサーベイを活用し、データドリブンでの改善に取り組んでいる

効率性

視認性

匿名性

サーベイテンプレートをなるべく活用し、クイック
に調査実施 （EYとしてのカスタマイズも追加）

調査結果を改善につなげるために、視認性の
高いレポートを構築

匿名性を重視し、テレワーク環境下における社員
の本音を引き出す

データに基づき社員の健康・意識の改善を図る

データを活用した健康・意識の改善

健康・意識
データの収集

改善

調査

把握

Qualtricsを活用した状態把握

業務外での
コミュニケーション

活性化

疲労負担の軽減

健康の促進

心身の疲労軽減

健康状態の
把握

データに基づき社員の健康・意識の改善を図る
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コロナ禍の健康管理にとどまらず、従業員エンゲージメントの維持・向上が今後の企業の成長には必要

従業員の「期待値」はさまざまな要因で変動する 「期待値」ギャップの解消がエンゲージメントを向上させる

従業員の期待値の把握とギャップの解消が鍵
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期待値
（サーベイにより収集）

従業員

期待値ギャップ

提供している体験

会社

※従業員と会社の関わりは、必ずしも就業時間内に限定されない

Expectation
会社に対する期待

Perceptions
体験に対する解釈

Experience
実際の体験

採用

退職

応募

オンボーディング

研修＆人材育成

評価管理 問い合わせ

口コミ、広告

自社サービス

タスク・業務



開発 初回調査の実施 調査報告と分析 調査結果

調査結果は、下記のインプッ
トとして使用される

• 将来の受講者コースと提
供モデルの設計

• WCoBが継続して学生とコ
ミュニケーションする方法

• D&Iの取り組みと留意点

• 学生のコラボレーションと
参加の促進

• 学生の安全を優先して継
続

仮想設計ワークショップ
EYがホストとなりWCoBとModthink*が参
加し受講者と実践的指標を確認し決定

学生6名の受講者を育成
調査の設計とコンテンツを作成

23の学生指標

さまざまな切り口での調査分析により優先
順位付けを実施

コミュニケーションと参加促進プラン
回答率を向上させるための開発

6,000人以上の学生を対象
アンケートに協力を得る
（学部生と大学院生）

回答率26%

EY PX360 Platformを利用
100を超える感情分析

さまざまな生徒のデータ指標

例）学生の安全意識を学業レベル別
、民族別などに分類

EYは、Walton College of Business (WCoB) 向けに、キャンパス内外の環境変化に適応す
るためのデータドリブン戦略の開発を支援

WCoBは学生の経験をより良
く理解するために4つの調査

を実施し、未曾有の時代の中、
可能な限り最善の方法で学
生を支援

次の実行計画
主要な運用指標の改善方法を継
続的に測定し理解して、WCoBの
戦略と方向性を推進する

教育の再構築

UARK および他の高等教育機関が

、学生、保護者、教員、そして一般市
民の感情が、彼らの将来の成功にど
れほど重要であるかを理解すること
をどのように支援するのか?

変化する学習環境に、教員がどのように
適応しているかを理解する

教員の士気と幸福とは何か?

効果的なリモート学習プログラムを提供し
、継続的な影響と関与を促進する権限が
与えられているか

+ +

*Modthinkは、Walton Collegeが定期的に協力しているマーケティングスタートアップです
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ニューノーマルで検討すべき主な論点

事業環境変化に対応した経営管理
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われわれに寄せられている主なCFOの懸念事項

1

2

3

4

5

流動性の確保
▶ 差し迫った危機への対応

企業存続に関わる意思決定
▶ 未曾有の状況下において迫られる意思決定

企業を取り巻く環境変化への対応
▶ 新たなビジネス機会とリスク対策

リモートワークによる生産性の低下
▶ コミュニケーション不足やストレス、リモート環境の整備

重要業務の継続方法
▶ 決算業務や給与支払、仕入先への支払などの重要業務の継続

コロナウイルス感染症(COVID-19)情勢下におけるCFOの懸念事項

Page 26

NOW AFTER



CFOの主な懸念事項を払拭するための、ファイナンス部門の取り組み

ニューノーマルに適応したファイナンス部門の取り組み
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CFOの懸念事項 ニューノーマルに適応したファイナンス部門の取り組み

2 経営管理
▶ 業績評価手法の改善
▶ KPIの再設定

3 財務・収益体質
▶ 資金効率の最適化・財務リスク管理
▶ 長期的なコスト最適化を見据えたソーシング再設計

4 業務プロセス
▶ 業務の自動化・デジタル化の推進
▶ リモートワークを可能にする業務改革

1 流動性の確保
▶ 差し迫った危機への対応

NOW AFTER

2 企業存続に関わる意思決定
▶ 未曾有の状況下におけて迫られる意思決定

3 企業を取り巻く環境変化への対応
▶ 新たなビジネス機会とリスク対策

4 リモートワークによる生産性の低下
▶ コミュニケーション不足やストレス、
リモート環境の整備

5 重要業務の継続方法
▶ 決算業務や給与支払、仕入先への支払などの
重要業務の継続

1 企業戦略・財務戦略
▶ 中期経営計画の見直し
▶ 将来の業績予測・財務シナリオの分析



ニューノーマルに適応したファイナンス部門の取り組みを、最新のERP・ITソリューションを活用すること
で、よりシンプルかつ迅速な活動が可能

ファイナンス部門の取り組みを支援するERP・ITソリューション
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ERP・ITソリューションの活用
即時性の向上

▶ リアルタイムの情報提供、レポーティング

▶ ビジネスのリスクや機会に対する精度の高い予測

▶ 透明性の高い短期間での計画策定プロセス

洞察力の強化

▶ 企業戦略と整合性のとれたKPIと詳細分析

▶ End-to-Endでの詳細なデータ把握

▶ リアルタイムな資金管理とより正確な業績予測

効率性の向上

▶ 標準化、自動化、デジタル化された業務プロセス

▶ 次世代のグローバルビジネスサービスモデル

▶ 自動化による統制上必要なコントロールの減少

ニューノーマルに適応したファイナンス部門の取り組み

2 経営管理
▶ 業績評価手法の改善
▶ KPIの再設定

3 財務・収益体質
▶ 資金効率の最適化・財務リスク管理
▶ 長期的なコスト最適化を見据えたソーシン
グの再設計

4 業務プロセス
▶ 業務の自動化・デジタル化の推進
▶ リモートワークを可能にする業務改革

1 企業戦略・財務戦略
▶ 中期経営計画の見直し
▶ 将来の業績予測・財務シナリオの分析

▶高精度な将来予測
▶ドライバー分析
▶複数シナリオシミュレーション

▶不正検知
▶需要予測
▶予測モデル
▶シミュレーション
▶新たな気付き

▶予防保守

▶作業効率化/自動化
▶業務品質の向上
▶業務統制の向上

▶柔軟なIT
インフラの実現
▶TCOの削減

RPA

Bigdata
（DWH）

AI Cloud

ERP

IoT
Process
Mining

▶プロセス可視化
▶プロセス解析

最新テクノロジー



EYのProcess Depotの特徴
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主な機能

セクタープロセス・フレームワーク

業界で認知されているKPIお
よびベンチマークデータに対
するパフォーマンスを評価

各ビジネスプロセスの成熟
度の定義は、現在の統計を
理解し、改善のための目標
レベルの設定に役立つ

ビジネスプロセス内の主
要な運用リスクを特定、
それらを緩和し管理する
ために必要なコントロール
を提供

各ビジネスプロセスをサ
ポートするためのシステ
ムとデータの整合性を確
保

1.プロセス・
フレームワーク

レベル1から4までの
組織運用モデルのビ
ジネスプロセスに関
する青写真を描く

現在のポートフォリオ

セクターリファレンス・フレームワーク

業界標準フレームワーク

アジア太平洋
地域

EYビジネス
アーキテクチャ

eTOM ITIL スコアー

9000+
リスクコントロール

8000+
指標 (KPI)

700+
成熟度モデル

15000+
プロセス

26+
フレームワーク

自動車 自動車金融
(カープロ)

消費財
(CoPPA)

EYクロスセクタ飲料 (BePA) 化学物質
(ChROM)

EY ITフレーム
ワーク

保険 (通知)

► 損害保険
► 個人生活

鉱山・金属
(PRIME)

モーゲージ・
ファイナンス

石油・ガス
(POGO) 

► 油田サービス
► 石油・ガス

電源およびユ
ーティリティ
(PUMMA)

小売 (改革) 通信
(STORM)

ウェルス・アンド・

アセット・マネジメント
(ワムプロ)

水道事業
(WUMMA)

タバコ (ToPA)リテールバン
キング

単一のプラットフォームで、EY
内の豊富な業界知識に容易に
アクセス可能

EY形式のレポート （プロセスマ
ニュアル、リスクと管理、プロセ
スインジケータ）をすぐに使用で
きる状態でエクスポート

ARISで再利用できる完全な業
界リポジトリをダウンロード

キーワードであらゆる業界の関
連情報を迅速に検索

利用方法

事前に構築されたプロセスモ
デルを活用したクイックな設計
作業

測定基準、リスクおよびコントロール
を使用して、パフォーマンスを測定し
リスクを軽減

成熟度モデルを使用してプロセス
の現在の状態を評価することに
より、改善すべき領域を特定

EYのProcess Depotは、ARISプラットフォーム上に構築された動的なWebポータルであり、次世代の
ERPプログラムに対するクライアントの要件に対応する特定の機能を提供します。



EYのDigital Boardroomは、主に企業の経営層に向けた企業グループ全体の経営情報を表示するレ
ポート･分析ツールであり、ビジネスインテリジェンスと組織計画、予測分析、およびビジネスKPIのシミュ
レーションのための単一のプラットフォームです。
現在、利用可能な40以上のユースケースがあります。リアルタイムデータと高度な分析による全社的イ
ンサイト分析を通じて、迅速で精緻な意思決定を支援します。

EYのDigital Boardroomの特徴
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EY Digital Boardroom Overview Why EY Digital Boardroom? EY Digital boardroom solutions

EY Digital Boardroom Core Benefits Key take-aways on EY Digital 
Boardroom



ニューノーマルで検討すべき主な論点

デジタル改革の推進
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デジタル変革とデジタル化とは

デジタル変革(DX)とは、市場環境の変化、経済環境の変化、社会環境の変化に合わせて、最新のデジ
タル技術(AI, IoT, Bigdataなど)を活用し、ビジネスプロセスの変革や新たなビジネスモデルの創出をす
ることで、持続的な競争力を生み出すことを意味します。

市場環境／経済環境／社会環境の変
化に合わせて、デジタルl技術(AI, IoT, 
Bigdataなど)を活用し、ビジネスプロ
セスの変革や新たなビジネスモデル
の創出を続けること

デジタル技術の活用により、業務の自
動化や業務の効率化を実現すること
Ex.業務システムから得たデータによる経営
の見える化、RPAによる特定業務プロセ
スの自動化

従来のアナログ情報（紙の申請書や
請求書など）のデータ化やデータ活用
前の業務システムの導入すること
Ex.請求書の電子化、ERPの単純導入

アナログ媒体の
データ化

デジタル変革
Digital Transformation

（DX）

デジタル化
Digitalization/Digitization

従来のIT化

▶ 柔軟で迅速なビジネスモデ
ルとプロセスの変化

▶ より広い業務範囲のIT統合
▶ より広い業務範囲で発生す
るデータの集約と活用
▶ AIなど先端技術基盤整備

▶ 業務効率化
▶ 工数削減

デジタルl技術の
活用

環境変化への
対応

アナログ媒体の
データ化

デジタルl技術の
活用

環境変化への
対応

アナログ媒体の
データ化

デジタルl技術の
活用

環境変化への
対応

用語 定義 構成要素狙い・効果
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デジタル変革には様々なビジネスケースが存在しますが、その中でニューノーマル時代のデジタル変革
ビジネスケースについてご説明します。

代表的なデジタル変革ビジネスケース

顧客は必要に応じて、サービスを必要とするようになってきているため、従来
の、”製品を売り切って終わる販売”＋”保守”から、販売・保守までを一貫とし
て最適化するビジネスプロセスが増えている。
顧客の本来のニーズに応えつつ、販売後に顧客とネットワークでつながること
で、顧客と継続的な関係を持つようになる。

あらゆる業種・業態で、グローバルでビジネスを展開することが、当然の世界
となり、企業が構築するサプライチェーンは、より複雑になり、コントロールが
ますます難しくなっている。
ERPで管理されたデータに加えて、RPAやIoTで捕捉できるデータ、社外から
取得できるデータを活用して、企業経営・オペレーションを仮想世界で表現
（デジタルツインの業務応用）し、業務プロセスの高度化と自動化が進められ
るようになる。

突如発生した新型コロナウィルスが引き起こしたパンデミックにより、世界中
で、人と人との接触が制限されるようになり、リモート勤務が推奨となり、事業
所での勤務が必要となる製造現場、物流現場においても、人との接触を避け
る現場オペレーションが必要となっている。
工場、倉庫での作業者減による自動化の推進、管理・監督業務のリモート化
が進められるようになる。

「モノ売り」から
「コト売り」への

転換

デジタルツインで

生成されるビッグ
データの業務応用

ニューノーマル時代
に合わせた
業務自動化

▶予防保守の実現
▶遠隔メンテナンスの実現
▶営業、保守サービスKPI
の連動

▶マーケティング、設計、
生産、販売、購買等の広
範囲でのデジタル化
▶データ分析、プロセスマ
イニングによる継続的な
改善

▶仮想空間・リモートでの
業務遂行
▶暗黙知のAI化による自
動化の実現

ビジネスケース 改革ポイント

所有から利用へ

サプライチェーンの
グローバル化・
複雑化

After/With
コロナ

環境の変化
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更なる合理化

RPA

大規模ERP
業務アプリケーション
保守・改修 など

AI
クラウド

業務改善（守りのテーマ） 業務改革（攻めのテーマ）

システム

BPR

プロセスの効率化

コスト削減
ムリ・ムダ排除

ビジネスモデルの変革

プロセス変革
リソース最適化

施策②

施策③

目指すゴール

新たな価値創造

プロセスの改善

働き方改革
の実現

人材リテラシー
強化

付加価値業務
へのシフト

余剰人員の
最適配置

経理・財務部の取組み

※追加施策

デジタル変革

ニューノーマル時代に合わせた業務の確立

コロナ禍により新たな価値創造や業務プロセスの改善など、ニューノーマル時代に合わせた施策により
更なる合理化を実現するための取り組みを実施しました。

▶クライアントである大手物流会社は、「働き方改革」の流れを受け、さらなる生産性の向上、残業時間の削減、人員のスリム
化が求められているものの、従来からのスリム化の手法・考え方による対応には限界が生じていた

▶全国拠点の会計情報を集中管理している会計センターでの業務見直しや効率化が急務となっていた

▶AI-OCR、RPA等のデジタルテクノロジーを用いた生産性向上のための施策を検討

施
策

デスクトップ型RPAを用いた効率化

取組み
基幹系システム、エクセル、メール等の個人作業の効率化

ねらい

①

AI＋サーバー型RPAを用いた効率化 大規模な定型作業や人手による作業の自動化②

本社収入支出業務BPR 各拠点から会計センターへ送付される会計書類の品質向上や生産性の向上③

プロジェクト概要・背景

業務
削減率

処理
件数

作業
時間

71.6％

51.9％

導入効果（約1年後）
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デジタル化 従来のIT化

施策①



POC実施後に実ビジネスの立上げが進まない課題（“POCの壁”）を乗り越えるべく、ビジネスモデル・プ
ラン策定サービスを特に強化した、構想策定から実現化までの一貫したサービスを提供可能です。

EYのデジタル変革支援サービスの特徴
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EYの提供するサービス

構想策定・POC
EYが選択した3シナリオを基本に、

クライアント企業に最適化させた
ビジネスモデル策定と、技術的に
POCを実施します。

デザイン志向・アジャイルなど新
技術や新コンセプトを積極的に活
用しております。

ビジネスモデル・プラン策定
技術的な検証をPOCで行うのみ

では実現化着手には至りません。
“POCの壁”を乗り越えるには、ビ

ジネスパートナ含めたエコシステ
ム策定、収益モデルの確認と概
算予算の確認、実現化の為の法
規制の整理と対策など、ビジネス
モデルの詳細化を実施します。

実現化
先端デジタルテクノロジーを用
いたシステム基盤の構築のみな
らず、ビジネスパートナーとの協
業体制、それを用いて実現され
る業務プロセスの整備までを支
援します。

EYのデジタル変革支援サービスのサービスの特徴

世界先端の事例や知見を自社に取り込むことが可能

EYのグローバルネットワークにより、豊富な情報・経験の
活用が可能

自社イノベーションセンターであるwavespace（TM）を活用
した高品質なサービスが利用可能

EY Japanの監査、税務、ストラテジー・アンド・トランザク
ション、コンサルティングを活用した一貫したサービス

01

02

03

04

3カ月～ 3カ月～ 9カ月～



ご紹介：EY Thought Leadership
「新型コロナウイルス感染症を乗り越えたその先に」
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• サプライチェーンと製造体制の再構成 – 中期

的には従業員同士の接触機会の低減などの
リスク対策が推進される見込み

• コロナ過直前まで進んでいたグローバル化へ
の反動が強まる可能性

• 製薬はもちろん、テレワークからロボットによる
消毒剤の散布など幅広い分野でイノベーション
が進む

• 景気後退によりベンチャー投資は厳格化され、
資本効率の良い起業形態が求められるようにな
る。一方で優秀な人材獲得が容易になる可能性

• 政府によるセーフティーネット強化への対応

• 社会的課題への対応を通した企業価値の
形成

• ポストパンデミック世代の価値観への対応

• 今後激変するであろう消費者心理の変化への
対応

• 社会的結束の低下により社会の政治的分断・
二極化がさらに加速する可能性

テクノロジーとイノベーション

ソーシャルインパクト 行動変容

グローバル化と貿易
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