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ようやく本格化したBtoBのDX 

デジタルの利点を真っ先に活かしたセクター
は、言うまでもなくネット企業だ。（図表1）私
たちの生活に欠かせなくなった Amazonは
1994年、Googleは 1998年に創業している。
それから四半世紀、ともに他の追随を許さない

地位を築いた。ネット企業は、リアルビジネス
に付随する制約がないことから、ひたすらデジ
タルの利点を追求できた訳だが、成功の理由は
それだけではない。Amazonは創業から 10年
弱が赤字で、25年が経過した現在でも利益率
は 5％にとどまる。理由は先行投資だ。つまり、
Amazonのビジネスモデルは今だ道半ばで、目
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　2020年、新型コロナの流行で私たちの生活は一変した。今や、デジタルの活用は不可欠となり、DX（デ
ジタルトランスフォーメーション）の二文字を目にしない日はない。

　インターネットがビジネスシーンに登場して四半世紀が経つが、デジタル活用で先行しているセクターは、
長期に渡る試行錯誤を重ねて、現在の成功にたどりついた。デジタルの話は「スピードが重要」となりがち
だが、それはトライ＆エラーの決断とサイクルについてであって、あるべき姿への到達には時間がかかるこ
とを忘れてはならない。

　当然、これから本格化するBtoBコミュニケーションのDXも同じ道をたどる。あるべき姿とそこまでの道
のりが描けているかどうかが、その成否を大きく左右するだろう。そこで、BtoBのデジタルコミュニケーショ
ンを実現する上での課題を踏まえながら、長期視点で取り組むことの意義を考えてみたい。

図表1．セクター別のDX進展の歴史
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線はまだずっと先にある。本当の成功の理由は、
時間がかかってもデジタルを使い倒すという信
念と長期視点にある。

次にデジタル活用を進めたのは BtoCだ。航
空会社の ANAでネット予約が電話予約を上
回ったのは2002年と、意外に早い。その後、デー
タを活用したパーソナルプロモーションから、
スマホを使ったチェックイン機能や機内メディ
アに進化した。最近では、会員プログラムを活
かしてキャッシュレス決済にも乗り出してい
る。このような拡張施策は、一朝一夕にできる
ものではない。2000年頃から、Webサイトの
高機能化、裏側のシステムの統合、リアル接点
の再定義、スマホアプリへの進化、オペレーショ
ンの効率化、さらなる多機能化と進めてきた歩
みの蓄積に他ならない。

政府の DXは遅れているイメージがあるかも
しれないが、デジタル起点で考えるデジタル
ファースト、一回の入力で済ませるワンスオン
リー、一か所で済むワンストップサービス、と
明確な方針のもとに、デジタルガバメント構想
を推進している。行政のデジタル化を望む国民

の声は大きな追い風で、デジタル庁やデジタル
職の新設、意義はわかっていても実行できな
かった脱ハンコからオンライン診療、個人デー
タの集約まで、一気に動きが加速している。本
稿の執筆中、政府の新型コロナ接触確認アプリ
の不具合が非難されているが、これも国民の関
心があってこそ。トライ＆エラーを繰り返すほ
ど、前進のための学びも多くなる。

そしてBtoB企業もついにDXを本格化した。
筆者はかれこれ 20年ほど、BtoB企業のデジタ
ルコミュニケーションをお手伝いしているが、
部署レベルからマネジメントが関与する取り組
みへと格上げが進み、全社横断型のプロジェク
トが目に見えて増えている。5年前の売上一兆
円企業の予算規模を、今や 1000億円企業が使
うようになっている。

4つのセクターの中で最も遅れている BtoB
だが、もちろん、過去何もしてこなかったわけ
ではない。本来、BtoBとデジタルコミュニケー
ションは相性が良い。（図表2）BtoCと比べて
圧倒的に少ない顧客接点を埋めてくれるし、
メーカー側では思いもつかない用途も顧客側か

図表2．BtoBの特徴とデジタルの親和性
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ら検索して出会うことが可能になる。製品数が
多く、情報提供期間も長めの BtoBだが、デジ
タルならばコストの心配をせずにコミュニケー
ションができる。

そもそも、新型コロナ以前から、日本の
BtoB企業を取り巻く外部環境はデジタル活用
を促していた。海外新興メーカーの台頭で販売
先の勢力図は塗り替わり、重要性が高まったグ
ローバルな新規顧客開拓では、デジタルコミュ
ニケーションが力を発揮する。中途人材比率の
上昇でナレッジ継承の重要性が増していること
や、製品・サービス数の拡大に伴う提供情報量
の増大にも、デジタルでの対応が期待されてい
た。

BtoBのDXが遅れた理由

それでも、BtoB企業のデジタル化が他のセ
クターと比べて遅れているのは、次のような理
由がある。（図表3）

① マーケティングの不在

高度経済成長期に既存顧客への製品供給に注
力してきた名残で、多くの BtoB企業は、新規
顧客開拓のためのマーケティング、特にデータ
にもとづくアプローチの視点や体制が弱い。知
名度があり、国土の狭い日本では、人力に頼る
顧客開拓でも良かったが、真逆の条件の海外市
場では、属人性を排した科学的アプローチが必

要となる。デジタルマーケティングの活躍が望
まれるところだが、まだ残る人力アプローチか
らのシフトは一筋縄ではいかず、活用が進んで
いない。

② 非デジタル世代の購買権限者

BtoCでは購買者本人が決定権を持つため、
デジタルネイティブ世代を顧客とする企業が多
く、自然と社会のデジタル化に対応することに
なる。しかし、BtoBでは購買決定権限者の年
齢が高くデジタルネイティブではないため、社
会の変化に大きく遅行してしまった。

③ 脆弱なコンテンツ制作体制

BtoB企業は、BtoC企業に比べてコンテンツ
制作力が弱い。これまでは既存顧客の要望に応
えることが中心で、まだ接点のない潜在顧客に
自社の強みをコンテンツ化して見せる機会が少
なかったことが背景にある。だが、デジタルコ
ミュニケーションではWebサイトを中心に、
SNS、業界メディア、オンライン展示会など多
面的な接点を作る。また、デジタルはスペース
の制約がないため、紙に比べてはるかに深い。
接点の拡大・深化に比例して、コンテンツも多
様なものを継続的に用意できなければならない
のに、体制が追い付いていない。

④ 販売代理店への配慮

多くの BtoB企業は、販売・サービスを代理

図表3．BtoB企業のDXが遅れた理由
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店に委ねている。一方、デジタルの意義は、
BtoB企業がエンドユーザーとダイレクトにコ
ミュニケーションできるようになったことにあ
る。両者の役割分担を再定義することで、デジ
タル時代の新たなWin-Winのパートナーシッ
プを作るべきなのだが、代理店への配慮もあっ
てその部分に踏み込んではおらず、デジタルを
使い倒すことができていない。代理店を挟まな
い直販系 BtoB企業のデジタル活用がどんどん
進んでいることが、この状況を説明している。

こうした理由から、BtoB各社とも基本的な
Webサイトは整備できたものの、肝心のコン
テンツや機能が不足していたり、データを活用
したマーケティングなどには至っていなかった
りするのが、今の BtoB企業の平均的姿だ。

しかし、コロナ禍で事態は大きく変わった。
非対面営業が必須となったことで、5年分の変
化が一気に前倒しされたイメージだ。その便利
さに、多くの人が気づいた意味は大きい。デジ
タルファーストは、BtoBのコミュケーション
にも着実に浸透してくるだろう。

デジタルコミュニケーションの検討テーマ

ただし、一言でデジタルファーストと言って
も、実現の道のりは簡単ではない。あらゆるコ
ンテンツがデジタル化されていなければならな
いし、システムが連携・統合されていなければ
メリットは半減する。使い勝手が良くなければ
使ってもらえない。DXの推進には、デジタル
人材が必要等、考えなければいけないテーマは
多岐に渡る。ネット企業と異なり、リアルの仕
組の転換を図らなければいけない分、BtoBコ
ミュニケーションの DXには時間がかかる。

数々の重たいテーマを確実にこなすには、課

題と背景、実行可能な解決プラン、必要期間な
ど、長期的視点を持っておくことが欠かせない。
長期視点を要する主要なテーマを挙げてみよ
う。（図表4）

【コンテンツ】

現在のような大きな社会変革期は、プレー
ヤーの入れ替わりが激しい。世界中で生まれる
新興勢力といかに早く接点を築くかが、今後の
成長を大きく左右する。関係性や距離を考える
と、簡単にリーチできる訳でもないがゆえ、コ
ンテンツという撒き餌の重要性が、これまでに
なく高まっている。だが、BtoBは BtoCと比
べるとコンテンツを必要としていなかった分、
社内外ともに BtoB系コンテンツ人材が育って
いない。その前提で、計画的に人材の発掘・育
成や機会の提供、および外部パートナーのネッ
トワーク化に取り組んでいく必要がある。

【システム】

デジタルコミュニケーションに必要なシステ
ムは、サーバー、コンテンツ管理ツール、デー
タベース、データ分析ツール、Webアプリケー
ションなど、極めて多岐に渡る。これらは共通
化・連携できた時により大きな力を発揮するが、

図表4．デジタルコミュニケーションの検討テーマ
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個別最適で作ったシステムでそうしようとして
も多大なコストがかかることになる。初めから
様々なシステムとの共有・連携を見据えた俯瞰
的計画が不可欠だ。

【ガバナンス】

Webサイトや SNSの良さは気軽に始められ
ることにあるが、ルールなきまま個々に任せる
と、品質にばらつきが出るし、乱立によって顧
客を混乱させてしまう。もちろん、管理も大変
となる。そうならないよう、デジタル上の顧客
接点を企業全体でどう律していくのか、全体像
を俯瞰したガバナンス設計と実行計画が必要
だ。

【組織・人材】

DXを進めれば進めるほど、デジタル人材か
ら成る部門横断チームの必要性を感じるはず
だ。「IT人材を集めろ」「外部人材を積極登用
しろ」となりがちだが、IT以上にビジネス視点
が大切だし、社内調整が重要なので外部人材で
は難しい部分も多い。欧米でデジタル活用が進
んでいる一つの理由は、デジタル人材を内部に
抱えていることにある。その一方で、デジタル
人材の獲得競争は激しく、BtoB企業にどれだ
けすぐに人材が集まるかという問題もある。
DXのステージごとに、社内育成・中途・外注
のベストミックスを考えておかねばならない。

長期計画の重要性

デジタルの特徴は物理的な制約を受けないこ
とにある。組織の形にとらわれず横串をさした
り、飛び越えられることが、デジタル活用の意
義だ。それは、既存の組織や仕組を超える話で
あり、多大な調整なくして、デジタルの本質を
使い倒す体制は作れない。

良く言われるように、DXとは企業変革その
ものだ。大掛かりな変革で欧米が先に行く理由
はトップダウンカルチャーがあるからだ。日本
の BtoB企業でも出来れば良いが、DXが進ん
でいるのは、DMG森精機、ミスミ、キーエン
スなど、オーナー系の強いカルチャーを持った
企業が中心だ。他の多くの BtoB企業（特に大
企業）はトップダウンではないとすると、多様
な要素や関係者の交通整理をする上で、長期計
画は絶対的に欠かせない。

ちなみに、長期計画を立てることについて、
「不確定要素が多すぎる」、とか、「計画に固執
することでかえって柔軟性を欠く」、などの懸
念が示されることがあるが、その見方には明確
に反論しておきたい。長期計画に求めるべきは、
正確性ではない。複雑に要素が絡み合うテーマ
において、考えるべき要素、重要な関連テーマ、
調整先、取り組み順序などを明らかにすること
なのだ。（図表5）

正確性を気にして長期計画を立てないのは、
100点は無理だから 0点で良いと言っているよ
うなもので、本末転倒だ。0点よりはましなの
だから、40点でも良いから長期計画を立てる
べきであって、トライ＆エラーを繰り返す中で、
少しずつ点数を上げていけば良い。

図表5．DXにおける長期計画の意義
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長期計画でもう一つ重要なのは、自社ビジネ
スにおいてデジタルを使い倒した姿を描くこと
だ。「デジタル活用は目的ではなく、手段にす
ぎない」と言われるが、実際には、手段として
の議論が非常に多い。理由は、デジタルを使う
ことで顧客・自社がどんなベネフィットを受け
るべきかを明確化していないことにある。また、
現実に寄せ過ぎたゴール設定ゆえに高みを目指
す感覚が生じにくいようにも思う。

だから、あなたが今担当しているビジネスを
今日ゼロから立ち上げるとしたら、デジタルを
どう活かすのか、考えてほしい。歴史のある会
社であればあるほど、様々なしがらみにとらわ
れて、考えることを放棄している部分があるは
ずだ。そうした制約要因を忘れて、自分のビジ
ネスでデジタルを最大限活用したらどうなって
いるかを考えることで、デジタル時代のコミュ
ニケーションのあり方を形にすることができ
る。長期計画立案の出発点では、あえてこうし
て振り切って究極のデジタルの可能性を考える
ことが、高みを目指すために欠かせない。

最後に：歴史に学ぶ

機運が高まってきたとは言え、BtoB企業の
経営層にとってデジタルコミュニケーションは
新しいテーマであり、しかも広範に及ぶため、
全体像が見えにくいと思う。DXの重要性がか
つてなく高まっているのは間違いないが、「DX
を進めよ」以上の具体性を持たない企業がまだ
多いのは、そのためであろう。

だが、DXを社会変革ととらえると、こうし
たパラダイムシフトへの対応や仕組への落とし
込みは、歴史に学ぶことができる。（図表6）

例えば、広範な変革を一気に進めるための工

夫として、明治初期のお雇い外国人がある。農
耕社会から工業社会への変革を迫られた明治政
府は、彼らをうまく活用して、多様な産業振興
を同時に行いつつ、日本人技術者・経営者の育
成にも取り組み、技術の定着化に成功した。変
革のフェーズごとに外部と内部を使い分けなが
ら、最終的に自社の内部体制をつくりあげる長
期視点での体制づくりは、大いに参考になるの
ではないか。

また、人材育成にも面白い例がある。伊勢神
宮が、物理的には耐用年数を迎えていないにも
関わらず遷宮（社殿の再築）を 20年周期で行
うのは、技能継承を図るためと言われている。
複雑なもの、細部に様々な工夫が施されたもの
を作る組織は、簡単には育たない。マニュアル
整備やレクチャーでは不十分で、結局は多様な
要素をすり合わせる実際の経験を繰り返すこと
でしか、人も組織も育たないことを、この例は
示している。意識的な学びの機会づくりが、
DXを全社推進するためには必要であろう。

BtoBコミュニケーションの DXはまだ火ぶ
たが切られたばかりだ。どの企業にも、頭一つ
抜き出るチャンスがある。長期視点で取り組む
ことで、是非大きなアドバンテージを築いてい
ただきたい。

図表6．歴史に学ぶ社会変革と人材育成


