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CEOは企業を成功へ導くため、常に変化、適応、イ
ノベーションを推進していかなくてはなりません。
しかし、多くのCEOが、要求される変革のスピード
があまりにも速すぎると感じています2。
Powered Enterpriseは、こうした課題を解決するために
KPMGが開発した機能変革ソリューションです。
各業界やプロセスに関する深い知識、グローバルのデリバリー
チーム、そして最先端のテクノロジーを駆使し、Powered
Enterpriseは、クライアントの持続可能な変革、パフォーマン
スの向上、長期的価値の創造を支援します。KPMGが継続的
な投資を行っているアプリケーションやターゲットオペレー
ティングモデル、プロセス、ツールにより、クライアントは
適切なタイミングで確実な成果を得ることができます。
私たちを取り巻くあらゆるものがディスラプション（創造的
破壊）によって変化しているなか、多くの企業が変革を成し
遂げようと懸命に努力しています。Powered Enterpriseによ
り、その変革を実現することが可能となります。

テクノロジーを超えたソリューション
Powered Enterpriseは、単に財務管理やサプライチェーンマ
ネジメントを新たなデジタルプラットフォームに移行するだ
けではありません。このソリューションが目指すのは、新し
い働き方を見つけることです。エビデンスに基づく人事労務
管理を導入したり、顧客中心のビジネスモデルを構築したり
する際に、Powered Enterpriseはこれまでにないレベルの俊
敏性、洞察、効率、パフォーマンスを引き出します。
そしてPowered Enterpriseによる変革を企業全体に展開する
ことにより、その価値を何倍にも増やすことができます。

Powered Enterpriseを選ぶ理由
最終的に目指す姿から逆算して、主要なビジネ
ス機能を定義・構築できる

プログラムのリスクを減らしつつ、より短期間
で変革を実現できる

変革を継続するためのプラットフォームとアプ
ローチを開発できる

以下の各ビジネス機能の変革をサポート

変革の推進
ビジネスの変革を持続させ、成功に向かうためには、プロ
セス設計からサービスの提供に至るまで、企業のあらゆる
レベルと階層における影響を把握する必要があります。
Powered Enterpriseは、最新テクノロジーを活用して、組
織改革の現実的な課題を解決します。短期的な成果を得な
がら、将来的なニーズにも対応します。KPMGが擁するプ
ロフェッショナルはビジネス変革に伴う人的課題を理解し
ており、クライアント社員のエンパワーメントと変革の文
化醸成も支援します。

導入のメリット
— 機能部門のデジタルトランスフォーメーションの活性化
— 優れたプラクティスやソリューションの即時導入
— チェンジマネジメントの改善と従業員体験の向上
— 建設的なトランスフォーメーションジャーニーとカル
チャーシフト

— 導入リスクの低減と費用対効果の向上
— 継続的進化のためのプラットフォームの構築

成長のための新しいモデル
世界のCEOの79％1は、組織の機能横断的な調整を図るという新たな責任を負っています。

1. KPMGグローバルCEO調査2019。
2. KPMGグローバルCEO調査2019では62%のCEOが要求される変革のス

ピードが速すぎると回答（英国の調査結果）。
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KPMGの戦略的なテクノロジートランスフォーメーション
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ソリューションに含まれるもの
Powered Enterpriseは、先進的なプラクティスとプロセス、実績のあるテクノ
ロジーソリューション、次世代のデリバリーフレームワークを提供する真の統
合型ソリューションです。各構成要素がそれぞれの役割を果たし、テクノロ
ジーから最大限の価値を引き出すとともに、成果の実現を支援します。KPMG
のプロフェッショナルが持つ豊富なビジネス知識と経験に裏打ちされたこれら
の要素が1つになり、確実な成果へと導きます。

Powered Enterpriseには以下が含まれます。

KPMG Target Operating Model（TOM）-最終的に目指す姿、模範となるモデ
ルの定義

KPMG Powered Execution Suite -変革を成功に導くためのツールとアプローチ

KPMG Powered Evolution -イノベーションを継続させるサービスとサポート

KPMG Target Operating Modelの価値
KPMG Target Operating Model（TOM）は、機能変革の成功のために不可欠な
ものです。まず、何を達成するかのビジョンを設定します。次に、自社が採用
したテクノロジープラットフォームをベースに、将来どのようなオペレーティ
ングモデルが有効かを検証します。そのうえで、各機能階層で確実に成果が得
られるよう導入プロセスを進めていきます。

TOMには、組織設計における6つの重要な階層（機能プロセス、人材、テクノ
ロジー、サービスデリバリー、パフォーマンスに関するデータと洞察、ガバナ
ンス）ごとに詳細かつ実証済みのアセット（導入をサポートするツール類）が
あらかじめ設定されています。

これらのアセットは価値実現のスピードを速めることを目的とし、各ビジネス
機能やテクノロジープラットフォームに紐づいています。

Powered Enterpriseは、機能変革、将来的なアジリティの獲得、企業全体に展開
可能な真の長期的変革を実現します。持続的な投資、優れたプラクティスにおけ
る長年の経験、クライアントや主要な業界パートナーとの継続的なコラボレー
ションを積み重ねてきた成果が結集しています。現代ビジネスにおいて日々変化
するニーズに対し、進化するテクノロジーで応えることが可能となります。
Powered Enterpriseにより、変革を破壊的事象としてではなく、ポジティブに
受け入れられるようになります。デジタルな未来に向けて安心して舵取りをし
ていただけるよう、細やかに連携しながらサポートします。また、高パフォー
マンス企業になるためのロードマップを作成し、進化し続けるために必要な、
機敏に対応する能力を企業に定着させます。いかなる困難が訪れようと、乗り
越えられる準備をしておくことが重要です。

KPMG Powered Enterpriseで
できること
— 会社の経営方法を刷新する

— 会社の成長とともに進化する俊敏な
機能部門を構築する

— 社員が変革を受け入れられるよう
支援する

— 新しいテクノロジーを利用して価値
とパフォーマンスを引き出す

— 未来の成功へと導く最新の優れた
プラクティスを取り入れる

— サービスの提供とデータの利用を
最適化し、競争上の優位性を得る

お問合せ先

KPMGコンサルティング株式会社

T: 03-3548-5111
E: kc@jp.kpmg.com

home.kpmg/jp/kc

優れたプラクティスが
あらかじめ設定された
テクノロジープラットフォーム
— Coupa

— Ivalua

— JDA

— MetricSteam

— Microsoft 
Dynamics

— Okta

— Oracle

— SailPoint

— Salesforce

— SAP

— ServiceNow

— Workday

機能プロセス

テクノロジー

人材ガバナンス

サービス
デリバリー
モデル

パフォーマンス
に関するデータ
と洞察

想像してみてください…

消費者やインフルエンサーの声、予測
分析に基づいて判断できます

コストもリスクも低減できる標準化された
グローバルプロセスを手に入れられます

人員モデルを継続的に見直せます

テクノロジーへの投資対効果が高まります

文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があり
ます。本文中では、Copyright、TM、Rマーク等は省略しています。
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