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デジタル技術の活用力を高める
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1 次の節目2030年に向けて
2015年近辺を境に「IT」という言葉が使

チとなる節目の時期としてふさわしそうであ
る。

われる頻度が次第に減ってきた。代わって頻

2030年に向けて、「デジタル」が普及・進

繁に使われ始めた言葉が「デジタル」であ

化するには、技術の進化だけでなく、技術を

る。「デジタル」という言葉は、AI（人工知

新たな価値に結びつける「デジタル活用力」

能）やIoT、クラウドといった最新のIT活用

の進化も大事な要素となる。とりわけ、「デ

の文脈で使われることが多いが、旧来のIT

ジタル」をビジネスに活かす立場である企業

と同義で使っているケースも散見される。

の経営者においては、進化するデジタル技術

2000年初期のインターネットブームの頃、そ

をビジネス価値に転換するデジタル活用力を

れまで使われていた「情報システム」や「コ

いかに高めていくかは、重要な関心事といえ
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が一気に普及した流れと類似する。
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「IT」はその後、インターネットの普及、

けるデジタル活用力を高めていく上で、経営

通信・モバイル技術の発達、Web技術の進

層とビジネス部門それぞれの観点から必要な

化などで「IT化」の流れが加速し、完全に

取り組みについて考えてみたい。

市民権を得た。2000年代初期から約15年かけ
て「IT」が普及・進化した経緯を踏まえる
と、「デジタル」も約15年かけて2030年近辺

4

2 デジタルにかかわる経営レベルの
議論を活性化させる

まで普及・進化が進み、次の「何か」にバト

「欧米企業28％、日本企業 5 ％」。これは経

ンタッチするかもしれない。実際、2030年近

営会議の中でデジタル関連の議論に時間を割

辺は、汎用AIの出現や自動運転車が普及拡
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うかがえる。日本企業がデジタル活用力を高

タル活用力を磨いていく点と、デジタルの発

めていくためには、この現状を変えていく必

想力を持ったステークホルダーとのかかわり

要がある。
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4 デジタル発想力を持つ
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技術を活用した発想を継続的に生み出してい
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