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1．What：DXとは
　デジタルトランスフォーメーション（DX）とは
社会全体にデジタル技術を活用し変革する概念で
ある。導入する企業は、これまで想像していない
規模や範囲での変革や生産性向上を果たすことを
ビジョンに掲げる必要がある。事業と IT を融合
し、顧客体験を最大化するためにあらゆるデータ
を活用し、圧倒的な柔軟性とスピードにより変革
を開始させるのである。
　経済産業省は DX レポート 1）の中で「第 3 のプ

ラットフォーム（クラウド、モビリティ、ビッグデー
タ／アナリティクス、ソーシャル技術）を利用して、
新しい製品やサービス、新しいビジネス・モデル
を通して、ネットとリアルの両面での顧客エクス
ペリエンス（顧客体験：筆者注）の変革を図るこ
とで価値を創出し、競争上の優位性を確立するこ
と」としている。
　しかしながら、マネジメントの一部では、DX は
単にデジタル化（例えばペーパーワークを単に電
子ファイルに置き換えるような概念）と解釈され
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Point
❶	 	デジタルトランスフォーメーション（DX）は顧客体験を最大化することがゴールで、単なるデジ
タル化の発想で捉えてはいけない。

❷	 	DXは社会全体に対して大きな変革をもたらすビジョンを実現するという目的に戦略的に企業ぐる
みで取り組む必要がある。

❸	 	戦略、組織、マインドセット、インセンティブを視点としてDX推進を整理する。
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ている。また、業務の一連のプロセスをデジタル
化する程度でもまだ視野や範囲が狭いといえる。
DX は社会全体に対して生活レベルにおける大き
な変革を提供するビジョンを達成することが目的
で、マネジメントは戦略的に企業ぐるみで取り組
むことを理解しなければならない。
　従来から、事業の全体最適と部分最適の議論は
あった。DX でも全体最適で組織横断的に顧客体
験を最大化することが求められる。DX 関連の用
語に「サイロ化」がある。企業のある部門が他の
部門と連携せずに独自で業務を遂行し孤立する状
態を指す。DX を推進する場合も、サイロ化を解
決し全体最適で顧客体験を最大化することに重き
を置く組織を再構築して、デジタルを活用して実
現することがポイントになる。

2．Why
（1）技術だけでない戦略や組織の課題
　DX の必要性は多くの企業が認識している。顧
客体験を最大化するための最終的な目標に対して
明確なビジョンを持つ企業も多数存在する。アマ
ゾンは毎年 70 種類を超えるサービスや機能を発
表し、製品化の指針を定めている。グーグルは毎
年何百もの DX 関連の発表を行い、実行している。
また、マイクロソフトは、主要なビジネスモデル
とエンドツーエンドのハイブリッドにより、エン
タープライズクラウド業界に革新を起こしている。
　一方、多くのデジタル企業は毎年数千規模の特
許となる技術を生み出しながらも、その特許技術
を市場にどのように活用するのかという指針がな
く、マネタイズできていない。デジタル企業の多
くは、プラットフォームの確立と API と呼ばれる
外部のアプリケーションと連携ができる仕組みの
構築に取り組んでいるが、GAFAM（グーグル、アッ
プル、フェイスブック、アマゾン、マイクロソフト）
のような劇的な変化を出せないでいる。
　その理由は、技術の一部にフォーカスしており、
企業としての全容が不明なまま開発を進めている
ことにある。さらに、テック企業ではなくとも自

分たちの DX のロードマップが不明なまま活動を
行うため、既存の延長上にしか行けないでいる。
これらは戦略的な課題といえる。
　そのうえ、これらの課題の克服には、企業文化
も関係している。従来の延長である、安定的で確
実な事業を提供する企業は、将来のビジネスモデ
ルを大変革する DX の取り組みに何となく消極的
になってしまうのである。

（2）「2025年の崖」問題
　「2025 年の崖」とは、企業における従来の基幹
システムが寿命を迎え、新システムへの投資準備
が活性化されるが、実際は悲惨な状況が待ってい
ることを指す。IT リテラシーが低いマネジメント
が切り盛りする企業は、DX 移行の準備がほとんど
できておらず、技術者の人員が不足している。そ
して、その確保の計画もされていない。結果、DX
への移行に乗り遅れるのだ。実に、その経済損失
は 12 兆円に上るという試算がある。
　さらに、従来から構築した社内システムの多く
は内部にサーバーを設置する「オンプレミス方式」
である。これらの機器が寿命を迎えると強制的に
システムの入れ替えが必要になる。しかし、これ
が簡単にはできないため、これまでも先送りにさ
れてきた。理由は、企業ごとにカスタマイズされ、
部門や部署ごとに異なるルールで増設されてきた
ため、システム構成もバラバラでデータ移行がそ
もそも “超” 複雑なのだ。機器の寿命とともにベ
ンダーのサポートも切れ、当時の仕様を把握する
古参社員も徐々にリタイアしてノウハウは残って
いない。仮に新たな人材が確保できたとしても、
旧来のシステムには当然明るくない。
　また、これまでオンプレミス方式で対応してい
た企業は、今後のクラウド活用に移行するに当た
りサイバーセキュリティ対策の強化が必要であ
る。当然、この種の人材は企業間で取り合いにな
り不足することが予測される。
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3．How
（1）新技術を素早く取り入れる基盤をつくる
　これから少し技術的な視点での記述になるが、
マネジメントとして IT 部門のイメージを持つこ
とは DX 推進の糧になるので、しばらく我慢して
いただきたい。
　DX は 1 つの技術から成立するものではなく、
複数の技術を実装して実現していく。当然、目的
は常に顧客体験の最大化を考えながら統合されて
いく。ここに目的の共有が薄い企業であれば、技
術部隊が優れていても企業として理想の方向には
行かなくなるので、注意が必要である。
　DX 推進を進めている企業の特徴は、クラウド、
IoT、AI、ビッグデータなど新しい技術を素早く吸
収する基盤があるということである。そして、自
社の目的に沿って統合する柔軟さを持ち合わせて
いるということである。この技術の吸収性と統合
する取り組みの柔軟さが、DX 推進の鍵になる。
　そのため、企業は現行のシステムを統合する能
力に加えて、常に新しい技術を吸収して統合する、

技術を柔軟にキャッチアップする能力が求められ
る。従来の基幹システムのような一枚岩の仕組み
を構築する文化を背負った人材は、実際には、対
応が難しいだろう。
　従来のシステム開発は、長年の技術蓄積を繰り
返し、結果的にバベルの塔のような壮大な一枚岩
の仕組みとして完成してきた。もし何か改造を加
えようとなると、全体の修正が必要になり、膨大
な時間とコストをかけていた。DX に移行するた
めには、IT 構築の発想をリセットしてアプリケー
ションネットワークに移行する必要があるのだ。
　アプリケーションネットワークとは、アプリケー
ションとデータとデバイスを API によってつな
ぎ、持続可能で再生可能なサービスを構築する概
念 2）である（図表 1）。ガチガチに自前で全てをつ
くる発想を捨て、API を活用して情報をやり取り
する発想にシフトする。構築するアプリケーショ
ンは再利用することを前提に仕様書どおりで完成
という発想を捨て、商品のように継続的に改善す
ることを前提に考えるのである。

図表 1　アプリケーションネットワーク

出所：筆者作成
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　当然、この手法はセキュリティ設計も要になる。
ネットワーク上に流れるデータは追跡、監視、分
析などが常にできるようにすることは必須であ
る。従来の仕組みと違い、アプリケーションネッ
トワークは完成を目指すものではなく、常に変更
されることを前提に構築する意識が重要になる。
　アプリケーションネットワークの初期段階はシ
ンプルである。2 つのアプリケーションが 1 つの
API でつながっている状態で、2 つのシステムが
情報を共有する。その後、ノードを増やしながら
顧客体験を最大化する目的でネットワーク全体の
範囲を広げていく。
　DX で最も重要な発想はここにある。例えば、
ディーラーで車を購入して整備のために店舗に持
ち込んだとする。店舗の受付は車とナンバーから
誰が何の目的で来店しているのかを把握して担当
者を呼び出す。すると、ここにノードが追加され、
別のディーラーとも情報を共有したとする。ドラ
イブした先で車のトラブルに見舞われ近くの
ディーラーに立ち寄った顧客でも、管轄外の顧客
であっても、同様にナンバーや車種から過去の車
の整備状況が共有され、上質な顧客体験が提供で
きるようになる。
　従来の閉じたシステムであれば、他のアプリケー
ションとの連動などが難しく、仮に行おうとする

とゼロからの構築になり時間とコストを費やした
ことだろう。しかし、アプリケーションネットワー
クを構築する思想で DX を進めると、顧客体験を
随時更新する仕組みを柔軟に、そしてスピード感
を持って従来よりもはるかに安価に提供できるよ
うになるのである。

（2）DXを進めるためのフレームワーク
　DX をマネジメントするための唯一絶対解は存
在しないが、複数の成功企業を観察すると次のよ
うな共通点を見いだせる。4 つの視点に沿って自
社の進捗を確認してみてはいかがだろうか（図 
表 2）。
①　戦略

　近年の DX 推進企業は顧客との接点を人や技術
でつなぎ、商品の使用状況などを把握しながら顧
客体験を最大化する取り組みを実現している。前
回の寄稿 3）でも示した顧客のジョブの発見とその
解決に重きを置く戦略にシフトしているのである。
　その際のポイントは、自社が DX でどのように
なるのかという方向性を示し、「すること」と「し
ないこと」とを明らかにすることだ。技術のみに
フォーカスして戦略的なビジョンの不足によりマ
ネタイズできない理由を示したとおり、戦略を整
えることは極めて重要である。対外的には DX に

視点 ポイント

①　戦略 自社の DX の方針を明確に示し、「すること」と「しない
こと」とを明らかにすること

②　組織 DX の戦略に基づいて、組織のボトルネックを可視化し
て継続的に解消し組織を再構築すること

③　マインドセット 「2025 年の崖」を真剣に捉えて、時間をかけて組織のマ
インドを DX にシフトすること

④　インセンティブ 社員が枠組みを超えて顧客体験の最大化に貢献した場合
など、従来とは異なる評価の仕組みを構築すること

図表 2　DX推進のための 4つの視点

出所：筆者作成
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関する管理ができているという理解が深まり、対
内的には方針を明らかにすることでマネジメント
層や現場を巻き込んだ DX 推進の土台が整うだろ
う。
②　組織

　DX は、単にテクノロジーを採用するだけでは、
その効果が発揮できない。DX の戦略に基づいて、
それを実現するための組織を再構築することが重
要である。もちろん、ネットワークアプリケーショ
ンを構築すれば終了ということではなく、最終的
には企業のビジネスモデルの変革がゴールなので、
現在の組織では必ず DX を進めるうえでフィット
しない部分があるだろう。
　DX の導入とともに、従来の仕事の仕組みや概
念、あるいはバリューチェーンなどが大きく変更
されるだろう。従来とまったく異なる発想の事業
モデルやアイデアであれば、既存組織の体制やマ
インドのまま導入しても、価値を生み出すどころ
か内部組織の反抗によってテストマーケティング
さえも行えないだろう。そのため、世間では大企
業よりフットワークが軽いベンチャー企業や小規
模組織が有利に行動しているように見える。この
組織のボトルネックを可視化し継続的に解消して、
戦略に沿った組織を再構築することがマネジメン
トの役割である。
③　マインドセット

　前項で説明したとおり、一枚岩のシステムをつ
くる発想を捨て、複数のアプリケーションや異な
るテクノロジーを柔軟に試し目的達成に向けて実
装することが重要である。
　アプリケーションネットワークの構築に際して
も、基本的に開発者は API を企業全体で複数のプ
ロジェクト間で再利用できるようにする。万が一
トラブルが発生しても脆弱性が指摘されても、1
カ所を修正するだけで済み、解決の手間とコスト
が低減するからである。
　しかし、自前主義は簡単には改善できないだろ
う。技術者は他人が開発した技術をやすやすとは
信用せず、むしろ抵抗を示すものだからである。

従来から一枚岩方式で時間をかけて構築し運用し
てきた文化を持つエンジニアからすると、再利用
可能な API の利便性は理解できても、実際に活用
するためにはマインドセットが必要になる。技術
者からすると、その API は、最後に誰が手を加え
て管理しているかが不明で正確に管理する方法が
難しいと考えるため、自由に利用することはすな
わち無限の責任を負うことにつながるからだ。そ
れで、これまで全てを自分たちで管理するために
自前主義を貫いてきたのである。
　DX を推進するためには、変化を拒まないマイ
ンドセットが必要である。そして、実際の行動を
しながら適宜リスクを受け入れ改善する取り組み
が不可欠である。このようなマインドを組織の一
部しか持ち合わせていなければ、組織の中でコン
フリクトが起こり、結果的にマジョリティーの勝
利、つまり何も変化が起こらなくなる。
　ここはトップマネジメントの仕事になる。「2025
年の崖」を真剣に捉えて、時間をかけて組織のマ
インドを DX にシフトすることが重要である。単
に優秀な IT 人材をかき集めても組織は動かない
し、優秀な IT 人材はそのような組織の居心地の
悪さから、すぐに他の企業に転職するだろう。
　現場レベルでは、組織横断的なコミュニティの
形成が有効とされる。技術者に加えて、企業のあ
らゆる役割レベルの人材と企業が示した DX 戦略
に向けたアイデア共有やワークショップを継続的
に実施するとよい。1 日から数日の期間を決めて、
クロスファンクショナルチームを組んで、企業の
課題解決に対してアイデアを出し合うハッカソン
的な取り組みも有効である。
　ポイントは、組織の 1 人ひとりが顧客体験を最
大化する目的で DX に取り組む、役割は違えども
共通の目的を達成するためのチームの一員である
ことを自覚してもらうことが重要なのである。
④　インセンティブ
　企業が DX に向かって動き出すために、社員が
枠組みを超えて顧客体験の最大化に貢献した場合
など、従来とは異なる評価の仕組みを構築するこ
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とが重要である。DX 戦略を標榜する企業でも、
足元の人事部は昔と変わらない学歴重視の新人を
採用している。STEM（科学・技術・工学・数学）
を得意とする人材の獲得や中途採用の仕組みを真
剣に行っていない。人材の評価も従来の個々の活
動で報酬や昇進を決めるため、会社が唱えても従
業員が動くインセンティブが乏しいままなのであ
る。
　クロスファンクショナルチームを形成して顧客
体験の最大化に取り組む従業員には、その改善し
た成果によって評価をするなど、企業の戦略にひ
もづく人事制度に見直すことも重要なポイントで
ある。

4．まとめ
　DX は単なるデジタル化の発想ではなく、企業
として社会全体に対して大きな変革をもたらすビ
ジョンを実現するために、戦略を示し企業全体で

取り組む必要がある。DX を推進する目的は顧客
体験を最大化することにあり、そのための視点と
して戦略、組織、マインドセット、インセンティ
ブの 4 つをベースに自社の取り組みを整理するの
がよいだろう。
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