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DX 戦略をどうするか（1）
− DX の目的と定義−
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2018 年 9 月に経済産業省が「DX レポート」[1] を公開した後、2019 年が日本の DX 元年ということで、
「2025 年の崖を越え」るた
めに、デジタル技術を導入するプロジェクトが盛んに立ち上がっており、多くの企業で DX 推進組織の整備が進んでいる。
「DX レ
ポート」の概要については筆者も [2] で紹介している。一方で、もっと、DX の内容を限定してくれないと、どうしていいかわから
ない」という日本企業が多いのも事実である。

進し、DX で何を実 現するかという

状では、この原則を見失った DX 推

経済産業省が 2019 年 7 月に公開

視点が欠落しているだけでなく、な

進が多いのではないか？

した「DX 推進指標」 では、「DX

ぜ、その取り組みで十分なのかを保

DX 推進部に配属されていくつかの

推進指標の成熟度を向上させて、デ

証することもできないと思われる。こ

DX 案件を立ち上げてはみたが、こ

ジタル競争優位性を確保することにより

の理由は、DX の目標であるデジタ

のまま進めてもうまくいかないと感

『2025 年の崖』を乗り越えることがで

ル企業とは何かを定義することなく、

じているという話をよく聞く。DX

きる」と説明している。ここで、企業

DX の手 段としてのデジタル技 術を

ではいくら失敗を容認する組織文化

が『2025 年の崖』を乗り越えるので

説明しているだけだからである。

を目指すといっても、限界がある。

DX の目的

[3]

あるから、デジタル競争優位性を確保

実際に、

たとえば、アジャイル開発でデジ

どうせなら、成功する DX プロジェ

する主体は、企業である。したがって、

タルシステムを実現するとする。デ

クトにしたいものだ。仮に 300 社が

DX の目的は、企業のデジタルの競争

ジタルシステムが実現するのはデジ

それぞれ少なく見積もって 20 件の

優位性を確保することにあることを改

タル企業で必要となるデジタル能力

DX 案件に取り組むとすると、6,000

めて指摘しておきたい。企業がデジタ

である。デジタル能力によってデジ

件になる。どれだけの失敗があるか

ル技術を活用することが DX なのでは

タル企業がデジタルビジネス価値を

想像すると、個別的なソリューショ

なく、デジタル技術を活用した独創的

創出するのである。この関係を逆に

ンだけでは不十分であり、系統的な

なデジタルビジネスを創造するととも

辿れば、まずデジタルビジネス価値

DX 推進方法論と DX 推進知識が必

に、それを手段として企業が競争優

を明確にし、次いでデジタルビジネ

要になるのは明らかだろう。

位性を確立することが DX の目的であ

ス能力、さらにデジタルシステム、

る。つまり DX を推進する場合、デジ

最後にアジャイル開発の順に具体化

では、具体的な DX 推進方法論につ

タル技術によってどのようなデジタルビ

する必要があることがわかる。この

いては説明していない。DX を推進

ジネス価値を実現するかという DX の

順路を省略してしまうと脈絡がなく

するために企業がどのような体制

ゴールを明確にする必要がある。

なってしまうのは明らかだ。

で、どのような活動で、何を作成す

ところが、最近の日本の DX の取

このように、手段だけの DX では、

残念ながら、現在の DX 推進指標

べきかを質問しているだけである。

り組みを見ていると、既存のソリュー

ビジネス価値としてのゴールが明確

しかし、その質問の中には DX 推進

ションやアジャイル開 発、 ユーザー

になっていないので、立ち上げるこ

方法論を構成する上でのヒントにな

企業との協創などの手段だけを提示

とはできても、すぐに行き詰まるこ

る要素が含まれている。

して 「2025 年の崖」 を乗り越えよ

とが見えている。DX の目的は、ビ

うという話が多いように思える。この

ジネス変革を迅速に実現できるデジ

に立ち返って、そもそも DX で何を

ような取り組みには、なぜ DX を推

タル企業を実現することにある。現

なすべきかを考えてみたい。
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DX の定義
DX 推進指標

[3]

では、DX を以下

のように定義している。
・ビジネス環境の激しい変化に対応し、
・データとデジタル技術を活用して、
・顧客や社会のニーズを基に、
・製品やサービス、ビジネスモデルを変革
するとともに、
・業務そのものや、組織、プロセス、企業文
化・風土を変革し、競争上の優位性を確
立すること

この定義から分かるように、現在
の企業をデジタル企業に変革するこ

とができる。現行の事業能力マップが

が実現する既存事業を直撃するので

定義されていれば、デジタル化の脅

あり、老朽システムを放置したままデ

威を受けるのはどこか、デジタル化に

ジタルエンタープライズが実現できる

よる創出価値が高いのはどこかを明確

とは考えられない。ビジネス変化に即

にでき、優先順位の高い事業能力か

応できないからである。ビジネスや環

ら DX を推進することで、DX ロードマ

境変化に老朽システムが対応できな

ップを作成できる。もし現行の事業能

いとは言わないが、変化対応に時間

力が定義できていなければ、デジタル

と経費がかかりすぎることが問題なの

エンタープライズのデジタル事業能力

である。しかも、老朽システムを理解

を明確にできないから、DX 推進計画

している技術者が高齢化して退職す

の妥当性を判断できないだろう。

ることで、デジタル技術をやりたいと

IT 変革では、現行の IT システム

思って入社した新人が老朽システム

とが DX である。そこで経営、事業、

のモノリスアーキテクチャをマイクロ

の維持管理に割り当てられてしまい、

IT システムに分けて DX をみてみる

サービスアーキテクチャによる適応型

モチベーションが低下して転職する例

と、図 1 のように DX を分解できる。

ITシステムに刷新することにより、
デー

が増えている。一刻も早く老朽システ

す な わ ち、DX に は、 経 営 変 革、

タとデジタル技術を活用できる変革即

ムをマイクロサービス化することが望

ビジネス変革、IT 変革がある。こ

応アーキテクチャを実現する。マイク

まれる。ところで最近、バッチ処理が

の 3 つの変革を説明しよう。

ロサービスアーキテクチャは、事業能

あるんですが、DX ではどうすればい

経営変革では組織、文化・風土な

力と対応する独立性の高いマイクロ

いですかと聞かれた。 日次、 週次、

らびにビジネスモデルを変革するこ

サービスを疎結合することにより、事

月次などのバッチ処理では、１日、1

とによりデジタル経営を実現する。

業能力の変化に際して対応するマイク

週間、1 カ月だけ処理が遅れることに

ビジネス変革では、業務プロセスな

ロサービスだけを変更できる。これに

なる。
リアルタイムに更新できないサー

らびに、事業能力をデジタル化するこ

対して DX の足枷になっている老朽シ

ビスがデジタルエンタープライズで

とにより、デジタルビジネスエコシステ

ステムは機能要素が複雑に密結合し

残っていることはあり得ないだろう。

ムを実現する。ここで、事業能力はビ

ているモノリスアーキテクチャで構築

デジタルエンタープライズの IT システ

ジネスケイパビリティのことである。ビ

されているため、特定の機能変更が

ムでは、 バッチ処理もなくさないと、

ジネスケイパビリティは欧米では企業

老朽システム全体への影響を探索し

競争優位性を確保できない。 現行の

が提供するビジネスを明確化するため

て確認する必要があり、ビジネス変化

IT システムから考えるのではなく、あ

に用いられる基本的な考え方であり、

に即応できない。IT システム刷新が

るべき適応型 IT システムをどう実現

事業能力をマップ化することにより、

必要な理由はここにあり、単に老朽シ

するかに向けて早く準備をはじめない

創出価値の大小で優先順位付けるこ

ステムをクラウドに移行すればいいと

と、2025 年に間に合わない。 残さ

企業の現状
・ビジネス環境変化対応が困難
・顧客や社会ニーズ対応が困難

デジタル変革

経営変革

経営

・組織、文化・風土を変革
・ビジネスモデルを変革

事業

ビジネス変革
・業務プロセス変革
・事業能力のデジタル化

老朽ITシステム
モノリス
アーキテクチャ

図1

IT変革
・ITシステム刷新
・データとデジタル技術を活用
・変革即応アーキテクチャ

デジタルエンタープライズ
・ビジネス環境変化に即応
・顧客や社会のニーズに即応

デジタル経営

デジタルビジネス
エコシステム
適応型ITシステム
マイクロサービス
アーキテクチャ

経営、事業、IT システムから見る DX の定義
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いうような単 純な話で
はない。また、既存の

れた時間は 5 年しかない。

るアプローチを主張す
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る例があるが、ビジネ

〈DX 戦略のことなら下記へ〉

老朽システムとは別に、
デジタル技術で新しい
ビジネスモデルを実現
することで DX 対 応す

ス変化は老朽システム
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