デ ジ タル の 本 質 と 特 長 を 正 確 に 理 解 して 自 社 の D X 戦 略 に 結 び つ ける

知っているつもりで知らなかった
「本当のデジタルって何？」
SAPジャパン株式会社
DXとは「デジタルトランスフォーメーション」の略語というのは、今や誰でも知っている。だが、そもそもなぜデジタルなのだろうか？
デジタルとはどんなものか、一口で説明せよと経営陣から言われて、即座に説明できるビジネスパーソンは何人いるだろう。そこで
今回はDXの成功事例はいったんおいて、
「デジタルとは何か？」
、
「デジタルの特長＝強みはどんなものか？」
、そしてデジタルを使った
業務改革やビジネス創造が、一体何を私たちにもたらしてくれるのか？改めて基本に返って見ていこう。
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昔は全国紙に広告を出すには、数千万円の
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これがチラシアプリなら、送信した電子チラシを
「何人がどのタイミングでどの商品を見たのか」

人全員に対して行って得られた結果から、1万
人の1人ひとりの趣味や傾向にパーソナライズされ

を詳細に分析して、実際の売上と照らし合わせ
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分析してこの先の動きを予測

上の①〜④の特長をまとめたともいえる5番目

の特長が、この「パーソナライズ」だ。
再びスーパーのチラシを考えてみよう。チラシア
プリで1万人のお客さんが、どんな情報を見たか。

ここまで駆け足でデジタルの本質や「５大特
長」を見てきた。繰り返しになるが、これらは従
来のフィジカルな世界やアナログな技術では、想
像もできなかった世界を可能にしてくれる。
そして、
そこから生まれた新しいソリューションやサービス
が社会の仕組みや経済システムに大きなインパク
トを与え、そこから連鎖反応的にまた次の何か
が生まれていく。これこそが、
「第4次産業革命」
とも呼ばれるデジタルの変革力だ。
本サイトに掲載されたDX成功事例を読む際に

通販なら何を買ったか。買うまでにどんな傾向の

も、そうしたデジタルの「変えていく力」
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出していく力」に、ぜひ注目していただきたい。

「デジタルを使う」だけでなく
「ビジネスに使う」眼を養おう
今回の記事を読みながら、
「あれ、自分はこんなメールもWebサービスも、日常的に

のユーザーの視点から先へなかなか乗り越えていけない。便利なのはわかる。今ま

使っているぞ」と思った方は少なくないのではないだろうか。すでにデジタル技術もデ

ではできなかったことができるのもわかる。では、それをどう自分たちのビジネスに応

ジタルを使ったサービスも、私たちの周りには十分過ぎるほどあふれている。にもかか

用できるのか。

わらず、
「DX推進」となると、なかなか具体的に前に進めないのはなぜだろうか。

この記事の「デジタルの５大特長」では、さわりだけだが、DXをみずから作り出すビ

DX推進を考えるときに、まずデジタルそのものを正しく理解するのが必要なのは言う

ジネスパーソンの視点に立ったヒントを紹介した。ぜひ自社のコンピテンシーや戦略と

までもない。次に自分で使ってみる。これも知識以上に重要だ。だが多くの人は、こ

照らし合わせながら、自分なら何ができるか考えてみていただきたい。
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