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DX の本質と中小企業の取り組み方！ 

 

 こんにちは、IT経営コンサルタントの坂田岳史です。まずは、本資料をご覧頂き誠にあ

りがとうございます。ここでは、DX（Digital Transformation）の本質と中小企業の取り

組み方について解説させて頂きます。現在 DX が注目されていますが、DXは色々な人が

色々な事を言っています。例えば、「テレワーク環境を作るのが DX だ！」とか、「業務の

自動化が DX だ！」、いやいや「DXを実現する為には人材の育成が必要だ！」、「DXは従来

の IT活用と違い企業変革が必要だ！」など、色々な立場の方が自身の考えを言われてい

ます。これらは間違いではないのですが、これから DXに取り組もうと考えている中小企

業からすると、「いったい何が DX なの？」と訳が分からなくなるでしょう。実は、私も DX

に取り組もうとした時に、色々な情報が飛び交っており、「DX って何者なんだ？」という

感じで DXの正体がわかりませんでした。 

 そこで、まずは経産省の「DX 推進ガイドライン」を精査し、DX に関する講演を聞き、

さらに文献の調査や ITベンダーのホワイトペーパーなども多く読みました。そして、こ

れらの情報と私の 21 年間の IT経営コンサルティングの経験をもとに、DXコンサルティン

グに取り組み、その結果、私なりに DXの正体を掴むことができました。本資料では、私

の経験から DXの本質と特に中小企業の取り組み方について、解説をさせて頂きます。 

 

■自己紹介 

・坂田岳史 昭和 36 年生まれ、京都市在中 

・国立舞鶴高専 電気工学科卒業 

・卒業後、コンピュータのベンチャー企業、ソード株式会 

社に入社。ハードディスク等の外部記憶装置や I/F、及 

びデバイスドライバの開発等に従事。その後、NEC 系 IT 

ベンダーで主に製造業のシステム開発に従事。1999 年、 

有限会社ダイコンサルティンを設立。現在は、IT経営コ 

ンサルタントとして中小企業等の IT 経営指導等に従事。 

■保有資格 

 中小企業診断士、ITコーディネータ、ITストラテジスト 

■主な実績 

・全国中小企業 IT経営力大賞で、指導先企業 1社が最優秀賞を受賞。また、指導先 2社 

が優秀賞を受賞。さらに、攻めの IT 経営中小企業百選では、指導先 2社が入賞。 

・ベスト IT サポート賞（近畿経済産業省）などを受賞。中小企業経営シンポジウムでは 

優秀賞を 4回受賞（中小企業診断協会主催）。 

・ITや経営に関わる書籍を 10冊以上出版、年間 50 回以上の講演・セミナーもこなす。 

■主な公職 

・兵庫県立大学大学院 客員教授 経営情報システム担当 

・京都府中小企業診断協会 副会長 など 

■連絡先 

 京都市中京区室町蛸薬師西入パラドール烏丸ビル５F 有限会社ダイコンサルティング 

 電話：075-222-6951 mail: tsakata@itconsul.biz  Web: http://itconsul.biz/ 
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１．DX の源流 

 現在 DXが注目されていますが、その根源は今から 17年前の 2004 年にスウェーデン・

ウメオ大学のエリック・ストルターマン教授が、「IT の浸透が人々の生活をあらゆる面で

より良い方向に変化させる」と、その概念を提唱したことが始まりです。2004 年頃の日本

の IT事情は、インターネットが普及し、回

線も電話回線から ADSL が主流になり電子メ

ールやホームページが当たり前のように使え

るようになりました。また、ネットショップ

も登場し、EC（electronic Commerce：電子

商取引）という言葉も一般的になりました。

当時はインターネットの普及で画期的に IT

が進展しましたが、17年後の 2021 年では、

AI･Iot、AR･VR やスマートフォンなどによ

り、さらに生活やビジネスがより良くなって

いるのは確かです。ストルターマン教授が概念を提唱した後、DX という言葉はあまり注目

されませんでしたが、2019 年に経済産業省が「DX推進ガイドライン」を発表した事をき

っかけに、日本で DX が注目を集めることになります。 

 

２．DX 推進ガイドライン 

 その DX推進ガイドラインですが、経産省が公開した背景にはデジタル技術を活用して

業界を破壊している GAFA の存在があります。業界破壊と言うと大袈裟に聞こえますが、

例えば、うちの大学生の息子に「買い物行こか」と言うと「そんなんアマゾンで買ったら

ええやん」と言います。また、私が音楽 CDを買ってくると「そんなんアマゾンで聞ける

やん」と言います。つまり、アマゾンは小売業を破壊していると言えます。また 10年程

前は新聞や雑誌に広告を出しましたが、今ではリスティング広告や SNS 広告の方が、費用

対効果が高いケースも多くあります。これは広告業界を破壊していると言えるでしょう。 

このように、日本の大企業が何もしないで指を食わえていると、GAFA に代表されるデジ

タル企業にどんどん国内業界が破壊され、2025 年には 12 兆円の経済損失が発生する、

「2025 年の崖」があると警鐘をならし、日本の大企業の DX化を促進しているのです。 

確かに経産省の危機感は最もだと思いま

す。しかし、DX 推進ガイドラインを見る限

り、大企業への警鐘であり中小企業等が取

り組む必要があるのかわかりません。と言

うよりも、明らかに大企業に対しての DX 推

進ガイドラインになっています。では、中

小企業等は DXに取り組む必要がないのか。

また、取り組む必要があるなら、それはど

うしてなのか？それは次節以降、DX の正体

を明らかにしながらで解説していきます。 
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３．従来の IT導入法 

DX の正体を明らかにする為に、まず従来の IT 導入の方法を復習したいと思います。 

従来の IT導入には、「ボトムアップ型」と「トップダウン型」の 2つがありました。前者

は現場の問題・課題を解決する為に ITを活用する方法です。テレワーク環境がないので

ノート PCを社員に配る、手入力していた業務を RPA ソフトで自動化するなどは、ボトム

アップ型になります。中小企業ではこのタイプの IT 活用が多くなっています。 

 一方、トップダウン型は、経営課題を解決する為に IT 導入を図ります。コロナで売上

が激減した飲食店が、EC（ネット販売）に取り組む、新商品をプロモーションする為に、

HP や SNS を活用する、これらは売上・利益を向上させる IT活用であり、トップダウン型

になります。どちらが良い悪いではなく、従来このような 2つの IT導入がありました。 

 

４．DX はどちらのタイプか？ 

 では、DX はどちらのタイプになるでしょうか？先の経産省の DX 推進ガイドラインで

は、DX を次のように定義しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 この定義を簡単に説明すると、「ビジネス環境の変化」で「変わった顧客ニーズ」に対

応する為、「データとデジタル技術」を活用し、「製品やサービス、ビジネスモデルを変

革」し、「競争上の優位を確立」する、となります。 

 ビジネス環境の変化で変わった顧客ニーズに対応して、製品やビジネスモデルを変える
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のは、まさに「経営戦略」です。つまり、DX はトップダウン型の IT導入になる訳です。 

トップダウン型の IT 導入は「IT 経営」と言われ、経営外部環境の変化により、変わった

顧客ニーズに対応する為に行うべき事が「経営課題」となり、それを解決する作戦が「経

営戦略」になります。そして、その戦略を実現する為に業務改革とそれを支援する IT を

導入する事になります。 

 では、DX は従来のトップダウン型の（IT経営）と何が違うのでしょうか？実は、これ

を明らかにする事が、DXの本質を理解する上で非常に重要になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．従来の IT経営のプロセス 

 DX と従来のトップダウンの IT 経営との違いを明らかに刷る為に、まず IT経営のプロセ

スをご紹介します。 

IT 経営では、まず経営外部環境の変化を察知し、それによる経営課題を明らかにしま

す。そして、その課題を解決する為の経営戦略を策定し、会社の業務を変える業務改革の

計画と、それを支援する IT 化企画を作成し、業務改革と IT導入を並行的に実行します。

かいつまんで説明しましたが、実際は各工程の中に詳細なプロセスがあります。そして、

ここでのポイントは経営戦略を策定する時に、IT活用を前提としてない事です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 1 サービスタイムを変えた店長さん 
 

あるビジネス街の飲食店では、毎日夜の 8時からビールを安くするサービスタイ

ムを行っていました。しかし、働き方改革の推進で早く仕事を終わる人が増えて

きたので、サービスタイムを夕方の 6時からに変更しました。これは、環境変化

により顧客ニーズが変わった為、提供するサービスを変えたのです。小さい事例

ですが、これも店長さんの戦略と言えるでしょう。 
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つまり、経営課題を解決する為に、何が必要で、何を変える必要があるか？と言う視点で

戦略を考えます。例えば、競合店が出現して、顧客がそちらに流れて売上が低下した場

合、いきなり IT 活用を考えるのではなく、競合に負けない商品やサービスは何か？接客

方法や広告宣伝をどのように変えればいいか？と言う視点で考えます。考えた結果、新し

い商品が出来たなら、それを SNS でどうプロモーションするかを考えて実行します。いき

なり IT 活用を考えるのは順次が逆なのです。 

 

６．デジタル技術を注入する 

 DX はトップダウンの IT 導入です。そしてトップダウンの IT導入プロセスをご説明しま

した。では、この DX はどのようなプロセスで ITを導入するのでしょうか？ここで、先の

経産省の DX 定義を思い出してみます。 

 

＜経産省の DX 定義：抜粋＞ 

「・・・変わった顧客ニーズに対応する為、データとデジタル技術を活用し、製品やサー

ビス、ビジネスモデルを変革・・・」 

 

これを見ると、「製品やサービス、ビジネスモデルを変革」することは、まさに経営戦略

です。そして、その戦略に「データとデジタル技術」を活用すると言っています。実は、

ここが最も重要な DX の本質になるのです。 

 先に、エリック・ストルターマン教授が「ITの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良

い方向に変化させる」と提唱した事が、DXの根源だと説明しました。ご存じのとおり、IT

は秒針分歩と呼ばれるくらいその技術は、超高速で進歩しています。その進歩した IT を

使えば、生活だけでなくビジネスも良い方向に変化させるでしょう。 

例えば、AI を活用すれば店舗の来店予測ができ、材料仕入れや人員シフトが効率よく作

成できます。また、製造業が画像認識に AIを活用すれば、不良品判別の速度と精度が大

きく向上します。さらに Iot と AI を併用すれば、工場の機械設備の稼働状況から予め故

障を予測する、保全予防も可能となり既に実用化されています。つまり、数年前と比べて

IT（デジタル技術）で出来ることが増えており、将来的にはもっと IT で出来ることが増

えるでしょう。 

先に IT 経営では経営戦略の策定時に IT活用を前提としないと説明しました。しかし、

現在では IT が進化してできることが増えた為、予め ITつまりデジタル技術の活用を前提

とした経営戦略が作れるようになったのです。 

ちなみに、知らない土地に自動車で行く時、必ずと言っていいほどカーナビを使うと思

います。カーナビがない時代では、紙の地図を見ながら運転し、道が分からない時は人に

聞いてやっと目的地に到着していました。しかし現在では知らない道を走るときは、カー

ナビの利用を前提で運転します。 

これと同じように、デジタル技術が進展した現在では、それを活用して経営課題を解決

する戦略が作れるようになったのです。つまり、従来の IT 経営プロセスの経営戦略策定

工程に、「デジタル技術を注入」するのです。そしてこれが、DX の本質なのです。 
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７．DX 化のプロセス 

 DX の本質は、デジタル技術を活用した経営戦略を策定する事です。では、デジタル技術

を注入したプロセスはどうなるでしょうか？まず、経営外部環境の変化により経営課題を

設定するまでは、従来の IT 経営と同じです。DXでは、この経営課題を解決する為に、デ

ジタル技術の活用できないか検討します。つまり、AI,Iot,AR,VR,EC,SNS,ｽﾏﾌｫｱﾌﾟﾘなどの 

デジタル技術の活用を考える訳です。この時、注意点が 2 つあります。1つは、現在（或

いは近い将来）、デジタル技術で何ができるかを知る事です。AIや Iot で何ができるかを 
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知らなければ、戦略にデジタル技術を注入できません。なお、AI のディープラーニングや

Iot のセンサーの仕組みなど技術的な事まで知る必要はありません。技術的な事は専門家

に任せればよく、中小企業としてはデジタル技術で出来ることを知ればいいのです。例え

ば、AI で画像認識をすれば不良品判別ができる、過去の購買データを活用すれば、明日の

来店者数が予測できるなどです。つまり、デジタル技術の中身はブラックボックスでいい

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そしてもう 1つは、PoC（概念実証）を行う事です。PoC は「Proof of Concept」の略

で、新しい事を始める時に、それが本当にできるか検証するものです。これは DX に限っ

た事ではなく、例えば人を採用する時も「試用期間」があります。これは採用予定の人が

自社の業務に適しているか検証するものですが、これも PoC と言えます。 

 話を戻して、DX化の時の PoC は、デジタル技術で経営戦略が実現できるかどうかを検証

します。例えば、飲食店が AIを活用して明日の来店者予測をするとします。その場合、

過去の来店者データや天候、周辺のイベントデータなどを AI に学習させ、明日以降の来

店者数を予測します。そして予測値と実績値（実際の来店者数）を比べて、精度が高けれ

ば AIを採用します。もし精度が出なければ、データ量を増やしたりデータ項目を変えた

りして精度向上を目指しますが、どうしても精度が出ない時は、AI活用を諦める事もあり

ます。その意味で、PoC は時間とコストがかかり、かつリスクもあります。なお、ここで

AI の PoC を例にしましたが、Iot であればデータがうまく収集できるかなどを実証する事

になり、その他のデジタル技術も同様に PoC で実現可能性を実証します。 

 DX は経営戦略にデジタル技術を注入して DX 戦略としますが、それにはこのような事に

留意する必要あることも知っておいてください。 

 

＜DX 戦略策定時の留意点＞ 

・デジタル技術で出来ることを知る。 

・PoC（概念実証）でデジタル技術が実現可能か検証する。 
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コラム 2 概念実証と大学受験 

 

 数年前、筆者の息子は某国立大学合格を目指す受験生でした。国立大学に限らず、

大学受験する受験生は模擬試験を受けます。模擬試験の結果では、A判定、B判定、C

判定、D 判定なるものがあります。A 判定は合格確率 80％以上、B 判定は 60％、C 判

定は 40％、D判定は 40％以下となっています。A判定なら迷う事なく志望校を受験す

るでしょう。C 判定や D 判定なら別の大学を受ける選択肢もありです。一番やっかい

なので B判定なのです。合格確率 60％と言われると、う～んどうしようかなと多いに

悩みます。悩んだ結果、当初の志望校を受験すると決めるのは、学校の先生でも親で

もなく受験生本人です。結果がどうあれ、本人が責任を持って決める事が重要ですね。 

 AI などのデジタル技術を導する場合、概念実証は AI の精度を検証する重要な作業

です。AI の場合は、データサイエンティストと呼ばれるデータ解析の専門家が、難し

い数学や AI アルゴリズムの知識を使って必死に AIと格闘します。まさに試験問題と

格闘する受験生と同じです。概念実証では、収集されたデータの整備をして、AIに学

習させモデルを創る、そして、そのモデルを使い新たなデータを入れて AI 精度を検

証します。１回で納得する精度が出る事は少なく、アルゴリズムを変えたりデータ項

目やデータ量を変えたりしながら最も良い着地点を探し出すのです。難関国立大学な

ら１浪する受験生も多くいますが 2 浪、3 浪となると経済的負担も大きくなるのでそ

うもいきません。せいぜい１浪が限界ですね。 

 AI の概念実証では、１浪、2浪は当たり前で、10 回以上トライする事もあります。

ただ、大学受験と同じでトライ数が多くなると時間とコストがかかります。また、10

回トライしてよい精度がでる保証があればいいのですが、そんな保証はありません。

概念実証をどこまでやるかは、非常に重要な経営判断になるのです。そしてそれを決

めるのは経営者です。 

 ちなみに、うちの息子が受験生の時、予備校でどのような受験指導をしてどのよう

な勉強をしているかは分かりませんでした。しかし、模擬試験の結果は親に送られて

くるので試験結果や A判定等の意味は分かります。 

 それと同じように、経営者は AI の中身や概念実証の作業内容まで分かりません。

しかし、AI精度を判断する為の正解率や再現率などの意味は的確に理解して、概念実

証の結果から AI 採用の可否を判断する事が重要なのです。 

 

・アルゴリズム：ものごとを実行する時の手順やフロー 

・正解率・再現率：AIが間違えたり、正解したりする割合 
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８．企業変革を起こす 

 さて、DX の正体はトップダウンの IT経営を実行する時に、予めデジタル技術の活用を

盛り込んだ経営戦略を策定する事でした。このトップダウンの IT 経営は元々経営課題を

解決する為に行うものであり、それには業務改革が伴います。ちなみに業務改善という言

葉がありますが、改革と改善はどう違うでしょうか？改善とは「現状悪い所があるのでそ

れを直す事」で、改革は「ある方針に沿って何かを変える事」です。 

 例えば、風邪をひいて熱があり咳ができるので病院で注射を打ってもらう事は改善で、

風邪をひかない体質を作る為に早起きしてジョギングするのは改革になります。特に改革

は従来と大きく変える必要があります。毎晩遅くまでゲームしていて朝寝坊している人が 

早朝からジョギングするとなると、生活習慣を大きく変える必要があるので大変ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 トップダウンの IT 経営も同じで、経営課題を解決する為の経営・業務改革では、組織

を変えたり、業務フローや業務そのものを変える必要があります。業務効率化の為の業務

改善とは違い、かなりの労力が必要となります。DX はこの IT 経営が元になっているので 

当然ながら DXでも経営・業務改革が必要です。そしてさらに DXでは、データやデジタル

技術を活用して経営・業務改革を行います。この場合、組織や業務を変えるだけでなく、 

特にデータをどう活用すればいいかを考えて実行できる体質を作る事が重要となります。 

例えば、風邪をひかない体質を作る為にジョギングする場合、手当たり次第に走るので

はなく、最適ルートをスマフォで検索したり、走る時間や歩数などもスマフォで管理する

事を習慣にする。このように常に、データやデジタル技術の活用を心がけながらジョギン

グする事と同じように、データ等の活用を当たり前に考え、実行できる組織に変革する事 

が DXでは重要となります。 

 と言うことで、ここまで DXの本質やその正体についてご説明しました。DX については

経済産業省が定義を公開していますが、改めて私の DX定義をご紹介したいと思います。 
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 DX は企業変革を起こすものです。仮面ライダー1号の本郷猛が、変身ベルトで仮面ライ

ダーに変身するように、中小企業もデータやデジタル技術を活用し、華麗に変身する。 

これが DXのイメージと思って頂ければといいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラム 2 大リーグボール 2号の正体 
  

 私が小学生の時に「巨人の星」と言うアニメがありました。主人公の星飛雄馬

は、夢にまで見た巨人軍に入り剛速球を投げて活躍します。しかし、体が小さいた

め球質が軽くポンポンとホームランを打たれます。悩んだ末に飛雄馬は、特訓をし

て大リーグボールと言う魔球を生み出します。特に大リーグボール 2号は「消える

魔球」と言われ、ホームベース上で球が消えるのです。実はこの魔球は飛雄馬の父

親が編み出した、「魔送球」を応用したものでした。飛雄馬のライバル達は、その正

体を見破ろうと数々の取り組みを行い、ついに正体を見破りました。正体を見破ら

れた大リーグボール 2 号は、もはやライバル達の敵でなくなりました。 

 DX も同じで、その正体が分からないと、どう取り組んでいいかわかりません。 

しかし DXは、トップダウンの IT 経営がベースになっており、データ活用やデジタ

ル技術の活用を前提に経営戦略を作るものです。正体さえわかれば中小企業でも取

り組めます。ぜひ、自社でも DX 化の取り組みを始めてください。 
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９．華麗に変身した中小企業の事例 

 では、ここから DX で華麗に変身した中小企業の事例を 3つご紹介します。 

 

【事例１】中小製造業の DX 化事例 

 A 社は、従業員 30 名の多品種少量、完全受注生産の金属加工を行う中小製造業です。 

得意先からの図面を元に、1個から最大 5個までの金属加工を行っていました。しかし、

複数の得意先から、最大 200 個程度の中量産依頼がありました。それもリピート性が高い

ものです。同社の経営は、多品種少量の受注生産でも安定していました。しかし逆言うと

今のままでは成長もありません。そこで、社長はこれを機会ととらえ、中量産依頼に対応

する事を決めました。 

 しかし、中量産対応できる機械設備や生産管理体制、システムがありません。また、従

来から不良率が高く手直しなどで生産性が落ちているという経営課題がありました。 

 そこで、生産管理システムを見込生産に対応できるものにリニューアルすると共に、 

AI を活用した「不良品予測」システムを検討しました。後者は、過去のデータを活用して

受注案件ごとに不良になる確率を予測し、作業者に注意喚起を与えるものです。よく山道

のカーブで「急カーブ注意！」と言う看板を見かけます。これと同じ予防効果を狙ったも

のです。AI については過去のデータで数か月間 PoC を行い、一定の成果がでた為、新生産

管理システムに AIを組み込んで活用しています。 

 この事例では、AI を組み込んだ生産管理システムの活用を前提に、経営戦略を策定して 

中量産対応と不良率低減による生産性向上に取り組んだのです。 
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【事例２】小規模小売業の DX化事例 

次は、小規模小売業の事例です。こちらは、同社のオリジナリティがある単価が高い商品

を販売する、従業員 3 人の小規模小売店です。例えて言えば、オーダー家具のような商品を

売っています（実際はオーダー家具ではありませんが）。 

まず、経営外部環境として、近年、類似商品を販売する競合店が多くなり、顧客が競合に

流れ、売上が低下しました。一方、ある商品を買った顧客が、その後に別の高額商品を買う

というリピート性がありました。ですので、リピート購買を促進し、競合に負けず売上向上

を目指す事を経営課題としました。ただ、正確にリピート購買を促進する為には、過去の購

買データを分析する必要があります。しかし、現在、POS 専用機を使っており自由にデータ

を取り出して分析できません。 

そこで、思い切って POS システムを Windows 上で稼働する汎用的なもの切り替えて、デー

タを自由に活用できる環境を作る事にしました。そして、概念実証では、統計的な分析手法

を使いリピート確率が高い顧客を抽出し DM等の案内を出す販促方法を計画したのです。 

また、今後データが蓄積できれば、AI を活用したリピート可能性が高い顧客の抽出も計

画しています。ちなみに、この会社の社長さんに「データを活用したらリピート購買の可能

性が高まりますよ」と言ったら、「え～先生そんな事ができるのですか？」と驚かれていま

した。中小企業では、データ活用意識が低い所が多いですが、今回の取り組みで、データ活

用の意識がかなり高まりました。 
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【事例３】中小サービス業の DX 化事例（想定事例） 

 最後に、京都の観光業の事例をご紹介します。ただ、こちらは実際の事例ではなく、私が

提案したもので、まだ実現されていない事をご了承ください。 

こちらは、京都にある観光ホテルで、観光客や修学旅行生がメインで宿泊していました。

しかし、新型コロナの影響で顧客が激減しました。その為、宿泊客以外の売上方法で収益を

確保する事が大きな経営課題となっていました。 

そこで、現在、京都のバーチャル観光サイトを運営している企業がいくつかあります。そ

こと提携して、自社のホームページでバーチャル京都観光が楽しめるようにします。そして、

自慢のお料理をライブコマース、或いはパックにしてネットで販売します。既存のお客様情

報が数千件あるので、そこに案内すれば一定の売上が確保できると思います。こちらは、戦

略を考える前提で、VRや EC の活用を盛り込んだ事例になっています。 
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１０．DXの方向性を考える 

 さて、中小企業の DX事例を 3つ簡単にご紹介しました。これらの事例から DX戦略の方

向性が見えてきます。 

まず、中小製造業の事例では、中量産対応という経営戦略を実現すると共に、不良率低

減の為に AI も活用しました。不良品が発生すると、再度材料を購入したり、加工作業を

やり直す必要があります。これは生産性を低下させます。しかし、AI の活用により不良率

を低減させる事で生産性が大きく向上しました。これは、「デジタル技術活用による生産

性向上」と言えます。 

次の小規模小売店では、過去の購買データを活用する為に、PDS 専用機から汎用的な

POS システムに乗り換えて、データ活用環境を整備しました。そしてデータを活用してリ

ピート需要を掘り起こしました。これは、「デジタル技術活用による顧客創造」と言える

でしょう。 

そして、最後の観光ホテルの想定事例では、従来の宿泊というビジネスから、バーチャ

ル観光と EC を絡めた、新しいビジネスを行います。これは、「デジタル技術活用による新

ビジネスモデルへの転換」になります。このように DX戦略には、3つの方向性がありま

す。逆言えば、これらの方向性を実現する為に、DX に取り組む意義があると言えるでしょ

う。冒頭で、テレワークが DXだ、業務の自動化が DXだという声がある事をご紹介しまし

た。後からも申し上げますが、これらの取り組みは DXを始める第一歩になります。あく

まで DX の本質は、生産向上、顧客創造、ビジネスモデルの転換、これらの方向性を実現

する事です。そして、これは従来のビジネスと違う仕組みを作り出す、事業再構築に繋が

ります。ぜひ、DXの本質をご理解頂き、取り組んで頂ければと思います 
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１１．DXの取り組み方 

では、このような DX 戦略を実現する為には、中小企業はどのような取り組みが必要でし

ょうか。まず、新型コロナに代表されるように、企業の外部環境は常に変化しています。 

その環境変化に対応する為に、デジタル技術の活用を前提とした経営戦略を考える事が最

も重要になります。その為には、デジタル技術の知識が必要です。AI や Iot、さらに ARや

VR など、現在、或いは将来登場するデジタル技術で何ができて、それが自社にどのような

効果を与えるか、これを理解する必要があるのです。なお、先にも説明しましたが、AI の

ディープラーニングの仕組みや Iot のセンサーの仕組みなど、技術的なことを知る必要は

ありません。技術的なことは専門家に任せればいいのであって、中小企業としては、デジタ

ル技術でできることを知っていればいいのです。 

そして、デジタル技術を活用して、生産性向上、顧客創造、新しいビジネスモデル創出の

DX の方向性を取り入れた、経営戦略を策定します。さらに、その戦略を実現する為に必要

なデータが自由に使えるか？データ活用の ITリテラシや活用意識があるか？などを検証し、

課題があればシステムリニューアル、IT リテラシ向上の取り組みを行います。 

そして、これらを実現する為には、経営者のリーダーシップと、DX 化に取り組む為の、

DX 化人材（DX キーマン）を確保する事も重要となります。なお、DX人材の育成には時間が

かかります。その為、当面は外部の専門家の支援を受ける事もいいでしょう。これを再度ま

とめると、まず、デジタル技術でできる事を知り、デジタル技術前提の戦略を作ります。こ

の時、DX の 3 つの方向性を取り入れる事が重要です。そして、データ活用・意識のベース

を作る為に、DX 化人材の確保が必要となります。なお、DXは単なる IT 化ではなく、デジタ

ル技術を取り入れた企業変革です。そこでは、従業員のデータ活用意識を高揚したり、組織

を変える事もあるでしょう。また業務改革の必要もあります。このような変革は、規模が大

きい企業ほど時間とコストがかかります。その意味で、大企業よりも規模が小さい中小企業

の方が DXに取り組みやすいと私は考えています。 
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１２．DX化に取り組む企業レベル 

では最後に、DX の取り組みレベルについてお話します。中小企業の IT導入・活用におい

て、次の 3つのレベルがあるでしょう。 

まず、ITが導入されていない、或いはメールや会計ソフトなど、部分的な作業のみに IT

が導入されている、「IT 未導入・部分的 IT 導入企業」です。中小企業では、まだまだこの

ような企業が多いと思います。これらの企業は、まずは身近な業務から IT化を図り、IT で

出来る事を知り、全社的な ITリテラシ向上から取り組む事がいいでしょう。テレワーク環

境を作ったり、業務の自動化ソフトを導入することでもいいでしょう。いくら良い DX 戦略

を作っても、それを実行できる環境がないと意味がありません。まずは DXが実行できる環

境づくりが必要です。 

次は、販売管理や在庫管理など、特定の業務に ITが導入されている、「ボトムアップ型・

IT 導入実践企業」です。あくまで業務効率化の為に ITを活用しているケースであり、この

タイプは非常に多いと思います。これらの企業では、DX に取り組むベースができているの

で、業務改善だけでなくトップダウンの IT導入を検討して欲しいと思います。 

 最後は、IT 経営実践企業です。私も今までのコンサルティングの中でこのような企業を多

く輩出しています。経営戦略を実現する為のトップダウンの IT化が実践できていますので、

デジタル技術を活用した新たな戦略を策定し、DX の 3 つの方向性を実現して欲しいと思い

ます。 なお、中小企業がいきなり DX 企業へ変身できません。ステップバイステップで DX

企業への道を歩んで頂ければと思います。 
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さいごに 

 本資料の冒頭で、DXについて色々な情報が飛び交っていると言いました。それは事実で

す。例えば、テレワーク環境を作る事が DXだ、ソフトウェアで業務の自動化をするのが

DX だなど、いきなり IT導入することを DXと言う声もあります。これは間違いではないで

すが、正確ではありません。本資料では、DX は経営課題を解決するトップダウンの IT 経

営がベースになっていると説明しています。そして、デジタル技術の活用を前提とした経

営戦略作りが DX の本質であることも説明しています。 

 一方で、前ページでも説明しているように、いくら良い戦略を作ってもそれが実現でき

なければ絵に描いた餅になります。 

 ちなみに戦国時代、長篠の戦いがありました。有名な話なのでご存じの方も多いと思いま

す。1575 年、武田勝頼率いる武田の騎馬軍団と織田信長が今の愛知県東部にある長篠で激

突しました。当時、武田の騎馬隊は最強で、まともに戦っては勝てません。そこで、信長は

鉄砲を 3000 丁集め、それを 3 段撃ちする戦略を策定しました。これは鉄砲を連射して騎馬

隊をやっつけようという作戦ですね。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、この作戦を成功させる為には 2 つの課題があります。1 つは鉄砲 3000 丁調達す

る事で、もう 1つは鉄砲を撃つ技術を身に着ける事です。いくら戦略がよくても、鉄砲が集

まらず的を外してばかりでは意味がありません。まずは鉄砲を集めて、撃ち方の技術を高め

る、これが重要となってきます。 

DX 戦略も同じで、いくらデジタル

技術を活用した立派な戦略を作っ

ても、それを実現する為の環境がな

く IT リテラシが低いと意味があり

ません。テレワーク環境の整備や自

動化ソフトを導入して、まずはデジ

タル技術に慣れる環境づくり行う

事は、DX戦略実現の初めの一歩にな

るでしょう。 
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ありがとうございました！ 

 

■連絡先 
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京都市中京区室町蛸薬師西入パラドール烏丸ビル５F 有限会社ダイコンサルティング 

 電話：075-222-6951 mail: tsakata@itconsul.biz  Web: http://itconsul.biz/ 

 

 


