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ニューコア：
次世代の基幹システムに向けて
基幹業務におけるデジタルポテンシャルの解放

昨今、
クラウドやコグニティブなど
「創造的破壊」をもたらすデジタルテクノロジーが
多くの注目を集めているが、
その関心の中心は、
これらの技術が個別あるいは複合的
に実現するであろう新しい顧客体験や製品のイノベーション、業界におけるエコシス
テムの再構築といったフロントエンドの革新にあるのが現状である。

一方で、
これらのテクノロジーが、
バックオフィスにおける基幹システムとその業務
の在り方を根本的に一変させてしまうポテンシャルを持っていることについては、
し
ばしば見落とされている。
デジタルテクノロジーを活用した次世代の基幹システムに
向けた変革は、主に会計とサプライチェーンの領域から始まっている。AI、ロボティク
ス、IoT、
ブロックチェーンといったテクノロジーを活用した、
これらの領域での業務改
革が礎となり、基幹業務の他領域に伝播していくことが期待されている。
ここから業務
の垣根を越えた基幹システムにおけるデジタル改革が始まるのである。

現

代のビジネスとテクノロジーの文脈におい

るといっても過言ではないが、
フロントオフィスとバック

て、
「デジタル」という言葉から真っ先に連

想されるのは、
マーケティングやeコマース、

オフィスにおけるシステム連携については、現在に至っ

てもなお重要な課題として残っているのが現状である。

オムニチャネルといったものであり、実際こうしたソリ

フロントオフィスの変革を進める上では、
そこで取り入

いる企業は非常に多い。顧客、ビジネスパートナーに

たる基幹システムと密に連携する必要がある。
この連

超えて必要不可欠な取組みとも考えられている現状

在庫、サプライチェーン、品質、会計などの基幹業務の

一定のレベル以上に成熟した企業は、
すでにあらゆ

に十分活用できず、改革の成果が限定的なものになっ

ューションに興味を持ち、導入のための投資を行って

れる新しいデジタルテクノロジーが、
バックエンドにあ

対するデジタル体験の向上・改善が、今や業種・業界を

携なくしては、基幹システムが保持している製品価格、

に鑑みると、
このことは決して驚くべきことではない。

情報を、営業やカスタマサービスなどのフロント業務

る角度からデジタル化に向けた取組みを推し進めてい

てしまうのである。
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フロント業務と基幹システムの連携をより綿密なも

である。
なぜならば、ほとんどの企業が顧客に相対する

のとする試みは、少しずつ進展してはいるものの依然

フロント機能にのみ注力し、
バックオフィスまでを含め

として表面的なものに留まっている。
つまり、現在進行

たデジタル化に目を向けて来なかったからである。

形で進んでいるデジタル革命において、基幹システム

先進企業のCIO、CFO、サプライチェーンリーダーは、

の潜在的な可能性についてはほぼ未開拓のままなの

企業全体としてのデジタル化を完結させ、
その果実を

図1. ニューデジタルコア：会計とサプライチェーンでの実例
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十分なものとするために、基幹システムにおけるデジ

て負担となっている。CxOや業界のリーダーたちは、
テ

での喫緊の対応としてこれに着手する必要がある。

い影を落とし得る、
という一見矛盾しているように見え

タル化の必要性を認識し、直近1～2年といったスパン

クノロジーの急速な進歩が時に彼らのビジネスに暗

すなわち、単なる見栄えのよい限定的なデジタル

る現実に頭を悩ませている。最新テクノロジー自体は

リアルタイム分析およびレポーティング、他システムと

んでおり、一旦陳腐化してしまえばそれは重荷以外の

込み、業務の在り方を根本的に変えることができる次

らはいずれ陳腐化するテクノロジーを単発的に導入し

事、営業、
マーケティングといった領域においては、
こ

勢を取るようになってきているのである。

ソリューションの導入ではなく、自動化、アナリティクス、
の連携といったテクノロジーを業務プロセスに落とし

大きな武器となるが、容易に陳腐化するリスクをはら
何物でもなくなってしまうのだ。
こうした状況から、彼

世代の基幹システムの構築が求められるのである。人

続けることに、今まで以上に懐疑的になり、慎重な姿

の次世代の基幹システムともいえるデジタルソリューシ

ニューコア（次世代基幹システム）というコンセプト

ョン活用のトレンドを、各企業で進行中の取組みの中

は、
これらの課題に対して一石を投じる存在となって

にしばしば見出だすことができる。
戦略やマイルストーン

いる。
このトレンドが、近い将来においてより顕著なも

該当領域の業務を単にその領域のみで完結するもの

務に対してデジタルソリューションの適用による変革

はさまざまではあるものの、彼らに共通しているのは、

ではなく、
より大きなエコシステムの構成要素としてと

のとなれば、会計やサプライチェーンといった基幹業

を実際に推し進めていくCxOを目にする機会が増える

らえ、そのビジョンを広く共有し、ビジネスの再構築に

ことだろう。
それは、個別具体的なタスクやツールに焦

向けた取組みを行っている点である。

点を当てるのではなく、
デジタルテクノロジーがどのよ

うに、
グローバルエコシステムの構築、複数領域にまた

がる複雑な業務システムのシンプル化、そして将来に

デジタル デジャヴ

おける新しいワークスタイルに寄与するのかをグローバ

現在進行しているデジタル化のトレンドのように、

基幹業務に最新のテクノロジーを適用する取組みは

全く目新しいものというわけではない。

ルレベルで模索する取組みとして進められることにな

るのである。
つまり、
ニューコアの実現に向けて乗り出

していくには、単一のテクノロジーにのみ着目した短

期的、近視眼的な状況認識ではなく、デジタルテクノ

過去20年を振り返ってみると、ERPや大規模なカス

ロジーのインパクトを総合的にとらえる、より複合的、

タムシステム、BPOの導入などが、基幹業務にその時

長期的なビジョンが求められるのである。

られてきた。
もちろん、
すべての取組みが成功裏に終わ

ているのではない。
これらはむしろ最終的なビジョンを

のようになってしまった多くのテクノロジーのイノベーシ

例えば、
ブロックチェーンによるオープンで安全なプロ

点での最新テクノロジーを適用する取組みとして進め

決して個々のテクノロジーが重要ではない、といっ

ったわけではなく、今や全く顧みられない過去の亡霊

達成するために不可欠な要素になり得るものなのだ。

ョンにも投資が行われてきた。

トコルによって実現されるセキュアな金融取引は、海

ローバルレベルでの業務の標準化や自動化など目に

ェーンネットワークの構築という、
よりハイレベルなコ

面、分かりづらい画面や極度に柔軟性に欠ける操作

ブロックチェーンという個別のテクノロジーが、ダイナ

仕様変更を断念せざるを得ないなど、予期せぬ副作

前提事項となるのである。

そうしたイノベーションへのチャレンジの結果、グ

外との輸入・輸出取引を含むグローバルサプライチ

見える成果として実を結んだ部分があるわけだが、反

ンセプトの実現に必要不可欠な要素であるといえる。

手順、限定的なデータの可視化、
コストや難易度から

ミックに相互連携されたニューコアを構成する重要な

用をもたらし、
これが現在における負債となってしまっ

企業がニューコアへの探求を進めていくにあたり、

ていることも忘れてはならない 。

デジタルイノベーションが既存の機能を含む他テクノ

のの、陳腐化してしまったシステムが、その複雑さゆえ

上の価値創造に貢献できるのか、を精査し理解するこ

1

その時点での最新ソリューションの導入を行ったも

ロジーとどのように共存し、連携し、最終的なビジネス

に容易にリプレイスできないなどの問題が、何年かご

とが非常に重要なのである。

とに定期的に発生するという事態は多くの企業におい
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トレンドの普遍化に向けて

いて、
ここ数年見られていた停滞感は、
ようやく緩和の
兆しを見せ始めているといってよいだろう。先見的な

ニューコアの本質は、限定された領域のみではなく

CFOやCIOは、相互に連携され自動化されたシステム、

基幹業務とそのプロセス全体に対して適用できるもの

統合されたデータ、
リアルタイム分析およびレポーティ

であり、
また、
そうすることが望ましいものである。
しか

ング機能を中心に構築された、
デジタル化された未来

ために、
まず、
テクノロジーによる基幹業務改革の長い

そのようなニューコアとしての会計部門の在り方は

しこのトレンドを歴史的な背景の文脈の中で理解する

の会計部門の在り方を描き始めている。

歴史を持つ二つの分野、すなわち会計とサプライチ

企業や業界によって異なるが、
効率的でより良いサービ

ェーンの領域に焦点を当てて述べていきたい。

スを提供するために、その多くが次のような共通する
特徴を有していると考えられる4。

• 迅速かつ効率的：デジタルを活用した会計業務の

会計領域における変革の兆し

モデルにおいては、新しいサービスの導入とアップ
グレードを迅速かつ効率的に行うことができる。
パ

会計部門にとってデジタル革命は、変革に向けた

ブリック、
プライベート、
またはハイブリッドクラウド

重要な機会であると同時に、飽くなきチャレンジの始

を活用することで、大規模な初期投資や既存のIT

まりであるといえる。

アーキテクチャ、
ソースコードといったものに頭を

例えば、会計に関連する膨大な構造化データある

悩ますことなく、
柔軟で拡張性のある
「as a sevice」

いは非構造化データには、
ビジネスや業務運用の在り

としての機能を完全な形で利用し、提供できる。

方を変える潜在的な示唆が含まれているが、現状では

• より速く、良いものを低コストで：自動化により会

ル技術を活用し、既存のアナリティクス機能を強化さ

を削減することができる。例えばProcure-to-pay

これらの可能性は十分に顧みられてはいない。
デジタ

計部門は、業務効率を上げると同時に運用コスト

せることで、従来は単なる分析資料の提供者に過ぎな

（調達から支払）やOrder-to-cash（受注から入金）

かった会計部門が、
このような可能性を掘り起こし、企

といった、データ入力やレポーティングに多くの手

業全体に対する戦略的なアドバイスを提供する立場

作業が必要となる業務プロセスにおいては、RPA

になり得るのである。

による反復的なタスクの大幅な自動化、効率化が

このようなチャンスの実現は、部門間の垣根が取り

可能である。

払われ、部門固有のデータが共有され、個々のシステ

• 情報のアクセシビリティ：視覚化技術を搭載した

ムから統合されたデジタルネットワークに変遷してい

予測アルゴリズムにより、従来は伝統的にデータサ

くというデジタル化のただ中においては、
より現実的な

イエンティストの領域であった種々の情報や予測を、

門は依然としてデータ処理自体に多大な労力を費や

きる。これにより、経営企画担当者や分析担当者は、

必要な技術やスキルを持ち合わせていないのが現状

化を、データ分析そのものに手を煩わせることなく、

ものとなっている。
しかし、多くの企業において、会計部

直感的に分かり易い指標として提示することがで

しており、先に述べたような可能性を実現するために

意思決定に影響をおよぼすトレンドや環境の変

である2。

容易に確認することができる。

また、一 連のマニュアル作 業を自動 化すること

将来的には、会計とオペレーションの情報が統

で、会計部門全体の効率を飛躍的に向上させること

合され、
このようなアルゴリズムによる分析対象と

が可能な「スマートテクノロジー」について見てみる

なることで、
よりシームレスな管理、計画、意思決定

このようなテクノロジーをアジェンダとして認識してい

• AIの活用によるリアルタイムレポーティング：
「コ

ても、
テーマとして認識されてはいるが、一般化された

学習、自然言語処理、音声認識、
コンピュータビジ

と、CFOを対象としたデロイトの最新の調査によれば、

るのは、全体の42％という水準であった。
こちらについ

が可能となるだろう。

グニティブコンピューティング」という言葉は、機械

トレンドとして定着し、実現されているとまではいえな

ョン、AIといった一連のテクノロジーを意味してい

ただ、デジタル化による変革へのチャレンジにつ

を模倣し、膨大なデータから自動的に経営に対す

いのが現状といえよう3。

る。
これら技術を組合わせることで、人間の認知力
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用を立証するためにデジタルIDを作成し、
ブロック

に行うことが可能となる。

チェーン上に閲覧のみ可能な状態で格納すること

会計部門の役割の一部であったアナリティクスは、

ル契約においても、デジタルIDは必要不可欠な要

示唆に富んだ分析結果を導き出せるまでになった。

いが、
「スマートコントラクト」は、
ブロックチェーン

• 汎用化、高度化されたアナリティクス：長きに亘り
新しいテクノロジーにより、一般社員が自身でより

そのようなテクノロジーはまた、将来予測をより詳

になるだろう。
同様に、
ブロックチェーン上のデジタ
素になると思われる。現時点で法的な拘束力はな

が単なる金融取引におけるプロトコルから、他分

細で正確、かつ効率的に行うために、データに内

野へ応用される次の段階に来ている代表例といえ

包された関連性や傾向を見つけだすことにも寄与

る。

している。

デジタル技術が成熟してきているにも拘わらず、あ

このような価値の実現に対する期待が、
アナリテ

らゆる業界において会計部門における基幹システムの

ィクス分野への継続的な投資を加速させていると

デジタル化の事例は比較的少ないのが現状である。

いえる。
デロイトによる最新のCFO調査では、
約45％

会計業務のデジタル化には会計データそのものの

が会計分野におけるアナリティクスにすでに投資
済みであり、
そのうちの52％が将来的な追加投資

クレンジングという煩雑な対応を考慮する必要がある

• 膨大なデータのマネジメント：デジタル情報を効

に見てもコスト削減の主要ターゲットとして認識され

を計画している5。

ため着手のハードルが高く、また、会計部門は歴史的

果的・効率的に管理するためには、情報の可用性

てこなかったため、喫緊の対象とは考えられてこなかっ

や適時性、
「帳簿と記録」
の品質を犠牲にすることな

た。

く、巨大なデータを処理できるシステムアーキテクチ

しかしながら、他領域と調和の取れた形で会計部

ャが必要となる。
主要アプリケーションにトランザク

門に対するデジタル化を進めている先駆的な企業は

ション処理、
イベント処理、分散キャッシング、
シナリ

存在しており、RPAなどの特定ツールの検証を試みて

オモデリングを組み込んだ、
インメモリ技術の活用

いる企業も存在する。
これらの試みは、大きなロードマ

によりこれを実現することができる。

ップ上の一部として行われているのかもしれないが、

Trends」で論じたように、デジタルエコノミーにお

取込んだ事例とはいえないだろう。
しかし、
これらの先

• デジタルベースでの信用・認証：前回の「Tech

少なくとも現時点では、ニューコアのトレンドをすべて

いては、銀行や信用機関などの第三者機関を介す

駆的な取組みは、ニューコアというトレンドが熱を帯

る金融取引や契約手続は、従来の信託メカニズム

び、本格化するにつれて、先進企業に競争上の優位性

を必要としないパーソナルな取引に置き換えられ

をもたらすことになると考えられる。

そして、取引の当事者は自らの信
ると考えられる6。
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る示唆を探り当て、
レポーティングをリアルタイム

The new core

デジタルファイナンスの実現に向けて
デジタルテクノロジーの活用によって一歩先を行くファイザー社のファイナンス部門

ファイザー社は180ヶ国以上で事業を展開する世界最大級のグローバル製薬企業の一つである。
その規模を考慮
すると、
ファイナンス部門は単なるバックオフィスではなく、
むしろ全社業務における重要な部門の一つといえる。

ファイザー社のファイナンス部門はこの重要性を認識し、
ビジネスの推進に寄与すべく、常に最新テクノロジー導
入の先陣を切ろうとしてきた。
ファイザー社のファイナンス部門におけるデジタル化の取組みは、
中央集権型のERPプ
ラットフォーム導入を始めた7年前よりスタートしていると考えられる。
グローバル共通のERP基盤への移行は、業務
標準化とグローバルレベルでのシェアードサービス、
そしてCOE（Centers of excellence）への業務移管の一助にな
るとともに、管理会計担当者がより広範な領域を対象とした分析作業に集中できるようになるという効果を生み出
した。
現時点でファイザー社のビジネスの95％はすでにERPプラットフォーム上に集約されていることから、次のステ
ップとして新しいデジタルテクノロジーの導入・活用を検討することは自然な流れであった。

「我々は、
デジタル化自体を他の取組みと異なる特別な存在として見ていない。
」
とファイザー社のvice president
of finance portfolio management and optimizationのPaul DeBartoloはいう。
「我々は、
利益率の維持に加え、
コ
ンプライアンスの推進とサービスレベル向上を意識してきた。これには業務の集約化、標準化、最適化が鍵となるが、
その推進のために次世代のデジタルテクノロジーとツールの活用を進めている7。
」

「デジタル化の推進自体を特別なものとは考えていなかったが、評価と導入のアプローチは他と異なるものにし
ていた。
」DeBartoloによれば、
ファイナンスのリーダーシップにとって重要だったのは、
どのテクノロジーが利用可能
で、
どのツールが最新なのか、
そして今後に有効なインパクトをもたらすテクノロジーは何なのかを把握することだっ
たという。
結果的に、
彼らはデジタルツールを短期間で迅速にパイロット導入する
「ラピッドローリング」
モデルを採用
することで、本格展開する前にそれらの機能と適性を見極めることにした。
このプロジェクトにおいて同社のファイナ
ンスとテクノロジーの混成チームは、以前とは異なったアプローチで、
そしてよりクイックにツールの調査・実装に着
手することとし、
いくつかの候補の中でより成熟したソリューションであるRPA、予測分析、
データの視覚化ツールを
まずパイロット導入した。
彼らは、
マネジメント層がそのビジネス上の価値とベストな導入方針を十分に理解できる
よう、ROIの早期検証が可能な四つのプロセス（卸売業者へのチャージバックプロセス、債務管理、
マネジメントレ
ポート、内部取引照合）に対してパイロット導入を実施し、RPAがレポート出力、Excelファイルの生成、サーバへの
データアップロード、eメールの送信など、
スコープとしたタスクの30～80％を自動化できることを立証した。
この結
果、経営層は投資効率の良いRPAと予測分析機能を広範囲に本格展開することを決定したのである。
このRPA展開
によって削減されたコストの一部は、将来のデジタルファイナンスの候補となるソリューションのパイロット導入に充
てられることになるという。

DeBartoloは以下のように続けている。
「ラピッドローリングモデルの採用は、我々にとって重要なことだった。
迅
速に事を進めるには、既存プロセスの再設計と自動化を同時に行うのではなく、
まず既存プロセスを自動化するこ
とが重要だと考えたのだ。
非常に規制の厳しい業界で事業を行っている我々は、機能変更や追加に際してのコンプ
ライアンス維持について慎重に検討する必要があり、既存プロセスの見直しには時間がかかってしまう。
初期段階の
パイロット導入や実装フェーズから得たフィードバックは、
ニューテクノロジーの観点から既存プロセスの合理化とシ
ンプル化に徐々に寄与してくれることだろう。
」

はじめに実施した二つのパイロット導入の経験から、
ファイザー社は、
ブロックチェーン、自然言語処理、
コグニティ
ブコンピューティングなど他のツールをテストするためのロードマップを作成している。
一言でいえば、
これらのツール
はファイナンス部門によるビジネスサポートを、
より一層進化させ得るものといえる。
例えば、市場の動向に対する予
測モデルを開発することは、
ファイナンス部門が市場評価のための情報整理や計算などのマニュアル作業に追われ
ることなく、収益や患者数予測、事前のリスク検知に対して新たな示唆を提供できるようになることを意味している
のだ。
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ファイザー社のファイナンス部門のリーダーたちは、
デジタルがもたらす新たな効率化は業務プロセスそのもの
を変えてしまう可能性があり、デジタル化には社員の意識改革が伴わなければならないことを十分に認識している。
「特定の領域では可能な限り手作業を無くすことを目指しているが、
自動化を進めたからといって、
現場責任の放棄
を望んでいる訳ではない。
」
とDeBartoloはいう。
「デジタルへの移行とは、
テクノロジーとしてのデジタルそのものよ
りも、むしろ人材のデジタル化の占める割合の方が大きいのだ。
我々は、彼ら自身が責任を持ち、理解し、管理し、受
け入れた上で、
今後どのように業務に活かすことができるのかを自発的に考えてくれることを期待している。
」
DeBartoloは、
リーダーを含む全社員が継続的に変化を受け入れていく様子を見て、現在では将来について楽観
的にとらえているのだという。
「我々のデジタルに対するこれまでの取組みは、組織のシニアマネジメント層にも十分
に認知されるに至っている。
彼らはデジタルの可能性を十分理解しており、
ファイナンスとビジネステクノロジーの責
任者たちはその導入と投資に非常に前向きだ。
技術の進歩のスピードを考えると、我々は再び自身を変化させる必
要があるかもしれない。
しかし、
このようにリーダーたちがこの取組みに前向きに取組んでいる事自体が、我々の組
織に強い推進力をもたらしているのであり、
他社との重要な差別化要因であると考えている。
」
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シンプルなフローからネットワークへ

て、市場環境の変化、需要予測、サプライヤ固有の
問題など、特定の分野における課題解決にも寄与

デジタルソリューションの活用は基幹業務のすべて

することができる。

の領域に大きな変革をもたらし得るが、
その中で最も

• 総合的な意思決定：すべてのサプライチェーンプ

大きな影響を受けるのは、恐らくはサプライチェーン

ロセスがより明確になることにより、可視性の向

領域であろう。

上、パフォーマンスの最適化、目標値の設定、
そして

通貫のプロセスとして進めるためにサプライチェーン

る。
これにより、関連するトレードオフを理解しつつ

能の間で時間、カネ、
データ、
モノを、原則一方向の流

て中途半端な最適化を回避することができるので

従来、企業は商品企画から調達、製造、配送を一気

事実に基づいた意思決定といった効果が期待でき

を構築してきた。
サプライチェーンを構成する個々の機

複雑な意思決定を迅速に行うことができ、結果とし

れとして連携させることで膨大な量の取引を可能にし

ある。

てきたのである。

企業の急速なデジタル化に伴い、サプライチェーン

DSNのデータ構造の中で統合管理されたデータ

は、相互接続されたオープンなシステム、
すなわち動

ハブは、プロセス全体の可視化に貢献する。従来の

的かつリアルタイムに各機能が連携される、新たなサ

サプライチェーンにおいては、カスタマエンゲージメ

プライチェーンシステムに姿を変えている。
この機能間

ント、販売、カスタマサービス、
コアオペレーション、製

の相互接続性が、従来の個々に連続するサプライチ

造、サプライチェーンとパートナーシップというよう

ェーン業務をより効率的かつプロアクティブなデジタ

にデータが機 能ごとに独 立してしまうケースが散

ルサプライネットワーク
（DSN）に変化させているので

見される。
この従来型のモデルでは、データが領域

• 柔軟性と可視性の担保：DSNは、従来よりサプライ

領域と関連があるデータなのか判断が付かず、結

データと、センサーや位置情報技術から連携され

ある。一方で、統合されたDSNハブは、各業務領域

とができる。
これによりサプライネットワークがあら

盤として機能する。
このハブは、サービスとして多角

あり、DSNは以下のような特徴を備えているといえる8。

別に縦 割りであるがゆえに、それぞれが他のどの

チェーンが保持していたサプライチェーンに関する

果としてビジネスチャンスを逸してしまう可能性が

るデータをセキュアかつリアルタイムに統合するこ

間で共通のデータを流すことができるデジタル基

ゆる方向から可視化され、
サプライチェーンの動的

的な視 点からカプセル化されており、複 数の機能

な追跡、同期化、需給調整、業務の効率化が可能と

（製品、顧客、サプライヤ、アフターマーケットサポート）

れたり、といった事態が起こったとしても迅速なリ

とを可能にしているだけでなく、データの同期と統合

• 関連コミュニティとの相互接続：DSNは、ゲート

DSNの登場は、業種やマーケットを跨いで世界的

なった。
また、通信状況が悪くなったり、突然遮断さ

からほぼリアルタイムでDSNデータにアクセスするこ

を行うことも可能である9。

カバリ対応をとることができる。

に広がるデジタル革命の一部である。デジタル技術は、

キーパーのような管理機能を介さずとも、サプライ

ヤ、
パートナー、顧客、製品、資産などの複数のネッ

今後ますます物理世界とデジタル世界の境界を曖昧

直接やりとりして共有できるようにする。
この相互

ら膨大なデータをリアルタイムに収集し、新たな洞察

決定の際に各ステークホルダーがすべて同じデータ

適切な意思決定、戦略策定、効率化を行うことが可能

にしていくであろう。
企業は今や物理的な資産、設備か

トワークを構成する機能同士が、情報やデータを

を加えた高度な分析を行い、それによって従来よりも

接続によりデータの同期性がさらに向上し、意思

なのである10。

を使用することができる。
また、
DSNは何らかの操作

いくつかの企業はすでに、従来のサプライチェーン

上の決定を自動化することをも可能にするのである。

への影響に配慮しつつ、製品設計、製造、
および販売プ

• 高度な業務最適化：ヒト、設備から連携される

ロセスの改革を行うため、DSNのコンセプトを導入し、

データ、および、その分析結果（データ分析および

活用を始めている。

将来予測）を有機的に関連させることで、DSNは

例えば、小売業界において、消費者に対するオムニ

現場での意思決定をサポートする情報をその中に

チャネルを検討する上で最も重要なのは在庫の可視

ストックするとともに、データアナリティクスを通じ
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ライチェーンを構成する各機能が他の領域に対する可

入荷されるのかを知りたいはずだ。
しかしながら、
この

てしまうというのはしばしばみられる状況である。
しか

うと、
そうではないのが実態だ。なぜなら従来のサプラ

統一されたデジタル基盤が構築されており、
これによ

その商品が購入可能かどうか、在庫がなければいつ

視性をほとんど持っておらず、次のアクションが遅れ

問いにすべての事業者が簡単に答えを出せるかとい

し、DSNモデルにおいては、全領域が相互接続されて

イチェーンでは、処理の一つ一つが直列であるがゆえ

りサプライチェーンの管理者が、設計から製造、出荷ま

に、
その情報自体も前の処理に依存しているためであ

でのすべてのプロセスの一つ一つをリアルタイムで確

る。
つまり、特定の処理における非効率性が、
その次の

認できるようになるのである。

処理にも影響しボトルネックとなってしまうのだ。
サプ
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よくある誤解と真実

デジタル化という革命においては、もちろんバックオフィスもその例外ではいられない。実際に多くの企業にお
いて、会計、サプライチェーンの領域においてデジタルソリューションが導入され、
その活用の幅を広げる検討
がなされている。

しかし、ニューコアというコンセプトにおいては、現時点での限定的なデジタルソリューションの活用という以
上に、
より広範囲で、
より抜本的なレベルでの変革がもたらされることになるのである。現時点でよくある誤解
について以下に解説し、
その誤解を解きほぐしておきたい。

誤解：コグニティブツールの導入について、現在導入しているERPパッケージのベンダがそのパッケージの会
計・サプライチェーンのモジュールにおけるコグニティブツールを提供してくれるのを待っていればよいだろう。

真実：コグニティブソリューションのマーケットは、
すでに統合の兆しを見せている。
有力なソフトウエア企業、
ク
ラウドベンダは有望なコグニティブツールを選定し、自身のソリューションにそのツールを組み入れる動きを
推進している。
現時点でコグニティブマーケットにおける革新をリードしているベンチャー企業は、近い将来に
おいて大企業に吸収合併されるか、
ニッチな領域で勝負するかのいずれかの選択をとらざるを得なくなるだろ
う。
デジタル化に向けた動きが急速に進んでおり、競合他社も恐らくは検討に着手し進めている可能性が高い
という現状に鑑みると、
マーケットが整理されて落ち着くのを待っている時間的な余裕はないと見るべきであ
る。
誤解：我々は十分に信頼性の高い会計システムを保有しており、会計上の数値の詳細まで確認ができる。
その
上、
パフォーマンスも十分であるので、
無理に自動化を行うメリットはないと考えている。

真実：会計・企画業務を担当するメンバの多くは、業績予測の精度が現状と同レベルで維持できれば、
それで
問題ないと考えていると推察される。
機械学習の活用によって、計画策定・業績予測のプロセスを自動化する
ことができれば、
これらのメンバの負荷を大幅に軽減することができ、企業全体の戦略をどう実現すべきか、
と
いった、
より付加価値の高い業務に注力することができる。

自動化というテーマについては、
自社内の他部門でもすでにその導入を模索している可能性も十分にあり、
協
同して導入を進めていくことも有効な打ち手として考えられる。
一部門単独での自動化の取組みであったとし
ても十分な効率化を実現することは可能であるが、
そこに留まらず、多くの部門に展開することでさらに大きな
効果を実現することができる。
基幹業務に関連する部門であれば、人事、
サプライチェーン、会計などの部門で
共通して、
RPA、
コグニティブなどのツールを活用し、
バックオフィス全体として定型的な事務作業を排除するこ
とができれば、
その改善効果は非常に大きなものになると期待できる。
誤解：我々の会計部門のスタッフは極めて優秀であり、新しいデジタルソリューションやそれを活用したプロセ
スを導入したとしても、
特別なサポートなく活用することができるだろう。

真実：スタッフがいかに優秀であったとしても、
デジタル化された会計やサプライチェーンのプロセスにおい
て、
それを最大限に活用して成果を十分に得るために求められるスキルは、従来の会計やロジスティクスに関
するスキルとは大きく異なっている。
そのため、何名かのスタッフは大きくその役割を変え、
デジタルへの適応を
推進する役割を担う必要が出てくるだろう。
人材育成や採用のモデルも大きく影響を受けることになる。
例え
ば、
デジタルソリューションを活用できる、
いわばその道におけるベテランを採用する必要性も出てくるかもし
れない。
ニューコアの導入を進めていくにあたり、必要なスキルを持った適切な人材を確保することの重要性
を無視することはできないのである。
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ステムの統合、
コグニティブソリューションによる自動

つれて、サイバー攻撃を受ける可能性が広がり、新た

データという観点でのリスクについて新たな考慮事項

る。一方で、基幹システムのデジタル化により、透明性

総括的なレビュープロセス、
モニタリングツールの

いて、自動化、
デジタル化によって機能統合を進めるに

化が推し進められている。しかし、これらの導入により、

なリスクへの対応を検討しなければならなくなってい

が発生することになる。

が拡大し、
リアルタイムのコミュニケーションが可能に

導入などといったプロセス全体におけるガバナンスを、

なるため、
これらを活用してより洗練されたリスク管

デジタルソリューションの導入と併せて導入することで、

理戦略を実現し、企業の情報セキュリティの拡充を実

これらのリスクに対応しなければならない。
そのため

現することができるチャンスともなり得るのである。

の重要なポイントを以下に述べる。

• コグニティブツール、
エージェントシステムをモニタ

サプライチェーンのリスク

リングし、意図通りに動作しているか検証する必要

サプライチェーン関連の基幹システムのデジタル化

がある。例えば、本来エージェントは読み取り権限

はプロセスの統合と透明性の向上をもたらすが、同時

しか認められていないところ、書き込み権限も可

を保持するというリスクにもつながってしまう。

情報の不正な改ざんにつながるリスクとなり得る。

にセキュリティ的には脆弱性をはらんだ大量のデータ

能になっているというケースがあれば、
これは会計

• データの機密性に関するリスクは、依然として懸

• 第三者のソリューションの検証を慎重に行うべき

ネットワークで転送中のデータ、システムのメモリ

ンとして第三者製品を使用する場合、仕様の詳細

案事項となる。ストレージに保管されているデータ、

内で処理中のデータなど、
さまざまなポイントでの

である。
メインとなるソリューションに対して、
アドオ
が不明な場合も多く、
これがセキュリティにおける

機密性を保証する必要がある。

深刻なリスク要素となることもある。

• オープンAPIの使用により、ネットワークの脆弱性

• レビューとテストのアプローチを柔軟に調整すべき

データ管理、ログ管理・モニタリングといったコント

を行うようなアプローチでは、
コグニティブソリューシ

が高まるリスクがある。API固有のアクセス管理、

ロールを利かせる必要がある。

である。従来の、定期的にコンプライアンスチェック

ョンに対しては十分ではないケースもある。

• 従来のサプライチェーンにおけるリスク(偽造、悪

意のある改ざん、知的財産権に対する侵害など)は、

依然としてデジタル化されたサプライチェーンにお

いても脅威となり得る。
サプライチェーンの流れを

• 事前コントロールを強化すべきである。
コグニティ

ブソリューションを運用する前に、徹底したレビュー、
影響分析、事前承認を経るのが望ましい。
また、
コ

ントロール自体を自動化する場合、その仕組みも

きちんとトラックできるような履歴を記録して管理

含めて厳格な事前レビューを行うべきである。

する仕組みが求められる。

ロボティクス、
コグニティブ、自然言語処理、
ブロック

データ管理の観点では、企業はサプライチェーンを

チェーン関連技術などのデジタルテクノロジーの活用

通じて移動するデータを記録・チェックする必要がある。

いわば、データの棚卸である。各ポイントにおいて、

データの監視・管理を行う担当者、および、問題対応

により、サプライチェーン、会計という基幹システムの

領域においてビジネスプロセスの自動化を実現するこ

とができる。
これはビジネスプロセスの効率化のみな

への責任者を明確にする。セキュリティ上の要件を明

らず、
より堅牢なリスク管理の仕組みを実現するよい

責任者を設置する。
つまり、デジタルサプライチェーン

ラーの削減、
モニタリング・エラー検知の早期化、
データ

確に定義し、
その要件に関する各部門における監査の

機会となり得る。
プロセス自動化により、
ヒューマンエ

を運用すると同時に、セキュリティ関連のチェック、
レビ

整合性の向上を実現できるのだ。

ューの仕組みも導入する必要がある。

新しいテクノロジーの導入にはリスクがつきもので

あるが、基幹システムへのデジタルテクノロジーの活

ファイナンスのリスク

用により、サプライチェーン、会計というすべての企業

近年、
特にバックオフィス業務のコストダウンのニーズ

にとって不可欠かつ重要性の高い領域において、
より

が高まっており、それを可能にするテクノロジーの進

効率的、総合的なリスク管理を実現することが可能と

歩も相まって、グローバルレベルでの会計プロセス・シ

なるのである。
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直近の基幹システムの革新に向けた取組みが、企

業にとって大きな価値を産むものであるということは、

グローバルレベルでの共通認識となっている。
デロイト

の直近の調査によると、ERPシステムのアップグレード、

および、
コグニティブ、
ロボティクス、
IoTといったニューテ

クノロジーの活用といった、基幹システムのデジタル

おいては、顧客接点となるフロントエンドにおけるデジ

タルソリューションの導入がより重視される傾向にあ

る。
調査結果によると、
これらの地域においては、
フロン

トエンドのデジタルソリューションをバックエンドとな

るERPシステムと連携させるという点に主眼をおいた
取組みがなされているが、基幹となるERP自体を刷新

化による革新はより広範囲に亘る変革につながる有

するような大規模なプロジェクトはそれほど立ち上が

効な手段として注目を集めている。

っていない。

ニューコアの取組みの進捗状況は地域ごとに大き

グローバルレベルで見ると、総じてニューコアの導

く異なっている。
例えば、
イギリス、
アメリカ、
カナダ、
ドイ

入準備が十分に整っているとはまだいえない状況であ

ツなどのように大規模なERPプラットフォームを早期

る。調査結果によると、企業文化、人材採用・育成、組

みにおいても先進的なパイオニアとなっている。一方

んなインパクトを与えるのかわからない、
という懸念を

ル、
メキシコ、アジア太平洋、中東では、ニューコアへ

するという複雑性がもたらすコストも、実際に取組み

まずは必要性をきちんと認識し、そこから具体的なア

総じていうと、世界中で多くのCIOが、基幹システム

に導入していた地域については、
ニューコアへの取組

織構成といった要素に対して、ニューコアの導入がど

で、ERPの導入が比較的後発になっていた地域、
ブラジ

持っている企業が非常に多い。既存のシステムを刷新

の移行においては、異なったアプローチが要求される。

を開始するのを躊躇する大きな要因になっている。

クションプランを形成するという、ある種より慎重なア

のデジタル化という革新に向けた、統合されたビジョ

プローチが必要となっている。

ンをどう描くべきか頭を悩ませているというのが現状

その他、ニューコアへの取組みのタイムラインに影

であるといえよう。

響を与える要素として、
ラテンアメリカ、南アフリカに
図 2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.
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始め方

ゼロから作り直す必要はない。彼らがデジタルソリ

ューションをどう活用し、
その結果としてオペレーショ

一般的にいって、個々の領域の境界を取り払うこと

ンモデルがどのように影響を受けたか、などは具

がテクノロジーの潜在的な可能性を引き出すことにつ

体的に参考にできるだろう。彼らの成功と、そして、

ながることは往々にしてある。ある領域のみに限定さ

れていたテクノロジーが他領域の改善にも活用できる、

というケースだが、
これは基幹システムにおけるデジタ
ル化においても然りである。
基幹システムの改革を
「単

失敗から学ぶべきことは非常に多いのである。

• 着実な計画を立てる。基幹システム変革の計画を
機能領域ごとに整理する必要があるが、もし会計

領域、ないしはサプライチェーン領域において、
す

一の領域で完結した改善の集合体」ととらえるのでは

でに実績のある、十分に成果を上げられる蓋然性

善の集合体」
ととらえることで、成果の改善につながる

初はその導入にフォーカスするのが得策だろう。
そ

なく、
「複数領域に相互に影響する可能性を持った改

の高いソリューションが特定されている場合は、最

可能性は大きく広がるのである。

の導入をパイロットとして、
その後の展開に活用す

例えば、会計の締め処理の自動化に活用されるデ

る計 画が現 実 的である。但し、注 意が必 要 なの

出荷指示の割当を自動化し、
リアルタイムかつ柔軟な

ある。ご存知の通り、デジタルの領域では状況は

また、IoTの技術は情報連携のリアルタイム化を実現す

握するのは非常に難しい。状況が十分に分かる前

ジタルソリューションは、オーダーの優先度に応じた

は、一歩一歩着実に実行していく計画にすることで

割当を実現するソリューションにも流用が可能である。

刻一刻と変化していくため、何が正解なのかを把

ることでさまざまな領域の改善につなげることが可能

に、大規模なアクションを起こすような勝算の低い

による品質管理の改善、製品のステータス情報のリア

将来たどり着くべきゴール
• 長期的な視点で考える。

である。
サプライチェーンからの情報連携の頻度向上

賭けは慎むべきである。

ルタイム連携による販売管理・コスト管理のスピードア

のことだけを考えるのではなく、着実に現状認識を

ップ・精度向上、製品の在庫状況や顧客の購買行動の

行って、そこからゴールに向かうプロセスをきちん

リアルタイムでの把握による価格管理・プロモーション

と設定すべきである。

管理の改善などがその事例となる。

デジタルに関する壮大なビジョンを掲げる前に、

つまり、一つの領域へのデジタルソリューション導

人材、組織、
プロセス、
テクノロジーといった要素を

入を契機として、他領域に展開して連鎖的に改善を進

デジタル化という観点から評価し、自社の現在地

めることが可能であり、それが望ましい進め方なので

を正確に把握しなければならない。

マラソンのようにはるか遠いゴールを目指す息の長い

を先行して導入を進めていくことは可能ではある

かう短期的な取組みでもない。直近のゴールを達成し

タイミングについては、具体的な導入計画を策定

ある。ニューコアの領域に踏み込んでいくということは、
取組みではなく、短距離走のように直近のゴールに向

また、
すでに実績のあるデジタルソリューション

ものの、原則として、
ソリューション導入の必要性と

た後、
それを足掛かりに次のゴールを目指す取組みを

する前に熟慮する必要がある。何を行うか、のみな

連続的に繰り返すことで最終的なゴールにたどり着く

らず、いつ行うべきなのか、も考える必要が大いに

な取組みといえるだろう。

ジーについては、その現時点での成熟度、企業全

ような、いわば短距離走を何度も何度も繰り返すよう

あるのだ。まだ確立されていない新しいテクノロ

以下に、デジタルソリューションを活用した基幹シ

体に導入した際の管理手法をどうすべきか、進歩

ステム変革に乗り出そうとする際に参考となるであろ

のスピードに伴う陳腐化リスクの考慮といった、導

う考察を紹介したい。

入に踏み切る前にクリアすべきハードルは数多く

• 他者から学ぶ。現在のテクノロジーのトレンド、お

よびその活用の可能性を十分に理解するために、

あり、また、
それを考慮するためには過去の経験に

のみ頼るわけにもいかないのだ。

小規模なクロスファンクションのチームを先行して

• データのクリーンアップを行う。
データは、基幹シ

リューションの活用を進めている他の部門があれ

である。
と同時に、新たな基幹システムに向けた取

すでに経験したこと、
確立されている手法をもう一度

り得る。多くの企業において、ビジネスで必要とさ

作るべきだろう。また、
すでに先進的なデジタルソ

ステムを機能させるために不可欠な、いわば血液

ば、そのメンバを巻き込むことも有効と考えられる。

組みにおける潜在的なトラブルの主要な要因とな
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れるデータは、
スペルミス、データの重複、不整合

要である。
データの定義情報であるメタデータをき

などの誤りをはらんでいるのが通例である。

ちんと定義することによって、
実際に発生するデータ

検討するのも有効な手段となり得る。
膨大なデータ

ことが可能になる。

かかる作業を自動化できるというのは、大きなメリ

ルーピングすることが可能になり、
これはプロセス

データのクレンジングを行うために、AIの活用を

がそれに沿ったものか、
そうでないのかを判別する

を分析し、問題を解消していくという非常に手間の

メタデータを定義することにより、データをグ

ットとなり得るのだ。
また、
データを管理するための

の自動化にも寄与するものとなるのである。

アクションをよりプロアクティブに起こすことも重

要点

企業の役員会議では、
そう簡単には、広範囲に亘る変革のアジェンダに対しての投資の承認は得られないも
のである。
特に、
バックオフィス組織に関するアジェンダの場合にはさらに困難になる。
しかし、
デジタルという変
革の波は、待ったなしで企業全体に急速に押し寄せてきており、
これを無視し続けることはそれ自体リスクとな
ってしまう。デジタルイノベーションに基づくニューコア、
次世代の基幹システムというトレンドは、
潜在的な価値
の実現の可能性、
ビジネスのコアを再定義すること、
ひいては顧客にも影響する変革と成長のチャンスの基盤と
なり、
企業の将来像を描くにあたり重要なコンセプトとなっているのである。
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日本のコンサルタントの見解
験を進めていく、
アナリティクスについては基幹システ
ム再構築が一段落して基盤が確立された後の次のステ
ップとして位置づける、
といったアプローチである。

ビジネスのデジタル化を支える基
幹システムの再構築へ

次世代基幹システム構築の鍵となるのは間違いな
くデジタル化である。我々は本編で単なる部分的なソ
リューションや派手なデジタル機能の単発的な導入で
はなく、自動化、
アナリティクス、
リアルタイム分析およ
びレポーティング、相互接続がシステムやプロセスに
組み込まれ、業務の在り方を根本的に変えることがで
きる新しい基幹システムの構築を提案してきた。

多くの日本企業にとって、長きに亘り未解決の、ERP
を含む基幹システムの再構築は一朝一夕には解決しな
い重要な課題ではあるが、
そこだけに注力していてはビ
ジネスの変遷に追随できず、取り残されてしまう結果に
なりかねないのだ。

日本におけるデジタル化の取組み

このような動きは、実のところバックオフィスやミド
ルオフィスの効率化に起因するものではなく、
そもそも
実ビジネスの必要性に基づくものととらえるべきだろ
う。現状のビジネスは大量生産・大量販売から多品種
少量生産、多様なニーズに合わせた受注生産化・顧客
別カスタマイズ、
そして
「モノ売り」から
「コト売り」へ遷
移している。
もはやモノを売って、CRMで顧客の声や状
況を管理するという受動的なサービス提供では足り
ず、IoTを活用したリアルタイムの情報から、提供するモ
ノが常に期待された効果を生み出すことを保証する
サービス化（コト売り）を実現することが期待され、基
幹システムはこうしたビジネスの変遷に基づく要求に
応えていく必要があるのだ。

前述のような状況ではあるが、
クラウドソリューショ
ンを活用した基幹システムの再構築、RPAなどを活用し
たプロセス改善など、
デジタル化に向けたチャレンジを
進めている日本企業は実のところ多く存在している。
そ
うした実例をいくつか紹介したい。

ある自動車部品メーカーでは、
モノ売りからコト売り
へのビジネスの変化に対応するために、基幹システム
再構築の構想策定を行っている。
コト売りビジネスに
おいては、
プロセス自体が確立されておらず、システム
には高い柔軟性とスピードが求められる。
そのため、
パ
イロットアプローチを基本とし、かつ、業務標準化を徹
底することを目的に、
アフターセールスの基盤としてグ
ローバルなSaaS（Software as a Service）のクラウドソ
リューションを採用する方針とした。

このような状況の中で、
グローバルではすでにERPを
初めとする基幹システムのプラットフォーム再構築が進
められ、
クラウド導入も堅調に進められ、現状では、
そ
の次のステップとしてビッグデータなどを活用したアナ
リティクスなどが最重要のテーマとして位置づけられて
いる。

また、既存のモノ売り型のビジネスのERP再構築に
おいては、他ビジネスでのクラウドソリューションの採
用も念頭におき、他システムとの連携基盤を整備する
ことを優先度の高い要件として盛り込むこととした。
実
際に、
この構想に基づき、基幹システム再構築は連携
基盤であるAPIの構築から着手され、
現在進行中となっ
ている。

それに対して、日本企業はより複雑な状況に立たさ
れているといえる。
基幹システム再構築は未完了である
が、
ライセンス保守期限切れなどの要因により早晩進
行させなくてはならず、
クラウド投資についても拡大基
調にあるとはいえ、
十分に定着したものとは未だなって
いない。
そうした状況があった上で、同時に上記のよう
なビジネスの変化への対応が求められているのである。

ある商社では、海外ビジネスをM&Aにより拡大しつ
つも、グループ内でのガバナンスの維持や人材の流動
化、システムの展開・メンテナンスの負担を考慮し、従
来の本社のシステム基盤の展開とは別に、海外子会社
に対して統一のクラウド型ERPを採用する、いわゆる
2Tierでのシステム基盤構築に乗り出した。これにより、
低コスト・短期間での標準化されたビジネスプロセス
とシステムの展開を実現しつつ、
グローバルレベルでの
プロセス・ITのガバナンスの確保を狙っている。

何に優先順位をおいて対応すべきか、判断の難しい
状況といえるが、恐らくは短期的な施策と、
より長期的
な施策とを同時並行的に進めていくアプローチが求め
られるのだろう。
つまり、基幹システム再構築を進め、こ
れと並行して、RPAなどを用いたデジタル化の実証実
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あたり、考慮すべき論点を述べておきたい。

ある総合部品メーカーでは、IoTとAIを活用した検
査自動化や装置異常の検知による生産性・品質向上
を実現するスマートファクトリーの基盤構築を行うこと
とした。
これを実現する前提として、個別最適化され標
準化されていないがゆえに柔軟性を失っていたアドオ
ン開発ベースの既存ERPを捨て、ゼロベースで最新の
ERPを導入し、システム構成を再構築する決断を行っ
た。

•

基幹システムとビジネスの標準化および共通化

本編のファイザー社の事例では、基幹システムのプ
ラットフォーム化が取り上げられている。背景にあるの
は、複雑な現行システムを前提に、場当たり的にデジタ
ル化を推し進めたところで、期待する効果は得られな
いという仮説である。
新しいERPやクラウドソリューション、RPAを入れた
だけで業務がデジタル化できるわけではない。例えば
RPAを各部門、業務で個々にバラバラに導入を行った
場合、一旦業務変更がなされると、誰もメンテナンスで
きず、野良ロボとして放置され、場合によっては不正な
更新などセキュリティ上のインシデントを起こしかねな
い。
このような状態では、
デジタル化が進捗したとは到
底いえないだろう。

このERP刷新計画には、共通化された標準業務
ベースに業務全体の自動化を進めるためのRPAの活
用や、ERPとクラウドベースのBIツール、SCPツールを
組合わせた、
よりビジネスニーズの変化に適応しやす
いシステム構成への見直しなども含まれている。
これ
は、ゼロベースでのERP再構築が派生的な効果として
デジタルソリューションの適用可能性を広げた例と考
えられる。
あるサービス業では、契約手続きのプロセスの標準
化・共通化を行い、ERPを含めた複数のシステム間作
業並びにメール・Excel作業などの手作業を含めたプ
ロセスへRPAを活用した自動化を行った。
その結果、
プ
ロセス全体で50％の業務工数の削減を実現した。

ERPそのものの再構築は行わず、
プロセス見直しと
RPAの適用によって具体的な成果を実現している。今
後のRPAによる自動化の他業務への展開として、従業
員経費申請のチェック作業・通知作業を検討している。

こうしたデジタル化への実際の取組み事例は、ERP
の再構築、IoT基盤の構築、
クラウドソリューションの活
用、RPAの導入など多種多様であり、
その規模もさまざ
まである。こうした状況が示しているのは、市場の状況、
自社のリソース・戦略、競合他社の動向など、
それぞれ
の企業の置かれた環境に応じて、適切なデジタルソリ
ューションの活用方法を模索・検討することが必要で
あることを示している。
デジタル化においては、大多数の企業に適用できる
成功への蓋然性の高い勝利の方程式は存在せず、各
企業の信念に裏打ちされた個別の方針策定が求めら
れるのである。

日本における成功事例としては、
まず、散在している
システムのプラットフォーム化や属人化している業務の
標準化・共通化を進め、
次に、
標準化された業務にデジ
タルソリューションを適用する、
という進め方で成功を
収めている事例が多く見られる。
先に述べたように、グ
ローバルに比して、基幹業務・システムの再構築、およ
び、
それに伴う標準化について遅れを取っている日本
企業においては、
デジタル化による成果を出すために
はまず一定レベルの業務の標準化が前提として求めら
れるケースが多いといえよう。

もちろん、
これは個別企業の状況によって変わってく
る。
ある特定領域において、標準化がすでに十分に進ん
でいるケースであれば、一足飛びにデジタル化に進ん
で十分に成果を出すことも可能であろう。

重要な点は、
テクノロジーの進化スピードに合わせ
てむやみにデジタル化を進めるのではなく、
その前提と
なる業務の標準化・共通化を必ず考慮に入れるという
ことである。業務の現状認識とデジタル化への課題分
析を行った上で、自社にあったアプローチを設定するこ
とが肝要なのである。
•

多面的、総合的な視点

デロイトがMIT Technology Management Review
と合同で実施した調査によると、グローバル企業の幹
部や管理職が必要とする具体的なソフトスキルとして、
変革へのビジョン、未来志向、組織横断的なコラボ
レーションの三つが挙げられている1。
これは、
まさに今
後デジタル化が進むビジネスの中で、どのような技術
革新がもたらされるかをいち早くキャッチし、企業変革
のビジョンへ落としこみ、組織横断的なコラボレーシ
ョンにより、
それらのビジョンを実現していかなければ

基本構想策定の視点

先に述べたように、基幹システムにかかわるデジタ
ル化を効果的・効率的に推進するためには、変化する
ビジネス環境の中で、自社の状況、市場や競合の状況
などを踏まえて、中長期的な視点に立った基本構想を
策定することが重要となる。以下に、基本構想策定に
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デジタルソリューションの中には、RPAのように部
分的には容易に適用できるものも多い。
しかし、ビジ
ネスの変遷に追随し、時にはそれを先導するための
デジタル化という文脈において考える時、場当たり的
な、自社の現状に沿わないデジタル化施策では、期待
された効果を生み出せないばかりではなく、今後のビ
ジネス上の深刻なリスクにもなり得る。基本構想の段
階から、自社の現状に応じたデジタル化の方針を策定
し、実現に向けた長期的なロードマップを設定すべき
なのである。

ならないといった危機感を各企業が持っていることを
示しているといって過言ではないだろう。

本編でも語られている通り、基幹システムのデジタ
ル化は、ビジネスプロセスとシステムの変革のみでは
なく、企業文化、組織設計やガバナンスなどの広範囲
にインパクトをもたらし得るものである。今後の基幹
システムのデジタル化に関する構想策定としては、単
にデジタル化に関するテクノロジーの側面のみを考慮
するのではなく、
その影響を多面的、総合的にとらえた
ものとすべきである。
デジタル化により企業全体の在り
たい姿をビジョンとして提示し、企業文化、組織、人材
などへの影響を考慮した上で、実現すべきビジネスの
姿、
プロセス、
そしてシステムに落とし込まれているべ
きなのである。
•

もう一つ重要な点は、構想策定にも柔軟性が求め
られるということである。
デジタルテクノロジーの技術
革新は非常に早く、一度ターゲットとしたソリューショ
ンが陳腐化により意味をなさなくなったり、
より有用な
他のソリューションが登場したり、
といった事態はまま
あることである。
ターゲットの検証を行うステップが必
要であるし、結果によってロードマップの見直しを行う
必要がある。
デジタル化における大きなビジョン、企業
全体のゴールとしての在りたい姿は不変のものである
が、
それを実現するためのプロセスは状況に応じて柔
軟にアレンジすべきものなのである。

デジタル化への社内認識の醸成

デジタル化は働き方を変えていく起爆剤になり得る
が、それでも人の意識や動き方はなかなか急には変え
られないものである。特に、現場主義の日本では、
トッ
プダウンで全体のデジタル化を一気に推し進め、即時
に効果が出ることを期待するのは非常に困難である
といえよう。
デジタル基盤としての要求に耐え得る基
幹システムの刷新を進めつつも、RPA、
アナリティクス
などを始めとするデジタル化によるquick hitでの小さ
な成功体験・変革を断続的に続けていく中で、徐々に
社内認識が醸成され、企業全体における業務のデジタ
ルトランスフォーメーションを起こしていくことが、真の
意味でのデジタル化の定着に向けて必要なステップ
だと考えられる。
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