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多様なプロフェッショナルが集結

新たなテクノロジー領域への挑戦

価値共創型のビジネス創出

NRIデジタルは野村総合研究所グループの

デジタルビジネス専門家集団です

多様なプロフェッショナルが

デジタルによるビジネス変革を推進します



自己紹介

吉田 純一
NRIデジタル株式会社  ディレクター

● DX戦略の立案・推進、デジタルを活用した事業

開発を支援。

● マーケティング・アナリティクス領域を中心に、ク

ラウドサービスを活用したデータ基盤構築、

データ活用支援の事例多数。



本日お話すること

デジタルトランスフォーメーションの実現に

SaaSをどのように活用するか？



01DXとは何か



そもそもデジタルとは 

• 離散量（とびとびの値しかない量）のこと

• アナログ（＝連続量）の対義語 



今なぜデジタルなのか？

Digitization
（デジタイゼーション）

Digitalization
（デジタライゼーション）

• 紙やプロセスをデジタル化する

• デジタル化された紙やプロセスを前提として、
ビジネスの進め方を変える
（＝　デジタル化したデータの活用）

Digital Transformation
（デジタル変革：DX）

• あらゆるものがデジタル化することで、
事業構造や産業構造を変える
（＝　ビジネスモデル、プレイヤーの変化 ）



DXによるビジネスの変化

ビジネスモデルの変化 プレイヤーの変化



企業毎のアプローチの違い

リアル

本業のビジネスモデルを変える

ネットから新規参入

ネット

本業を
プラットフォーム化

膨大なデータ
とアルゴリズム



提供価値を軸に「業界」が再編

商品  利用  提供価値 

マイカー 運転 移動

マイカー 運転

カーシェア
同乗/シェア 移動

自転車

鉄道

自動車

製造業

MaaS



「産業」から「サービス」へ

産業 aaS  

何を生み出したか
　　（産）

どんな価値を提供するか
　　　（サービス）



DXの実現のために必要な問い

● 自社の顧客は誰か？

● 自社の提供価値は何か？

● 顧客にどのような体験を提供するか？



DXには新たなビジネスの検証が必要

Photo by Hans Reniers on Unsplash

https://unsplash.com/@hansreniers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/research?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


02
DXビジネス開発
でのSaaS活用例



SaaSがビジネスの検証を加速する

SaaS



最近のトレンド＝No Code

Googleスプレッドシートか

らアプリを生成

（例）AppSheet、glideなど



No Codeでプロトタイピング

1時間



最近のトレンド＝No Code

SaaSでフル機能の

ECサイトを構築



Shopifyに関する情報発信

NRIデジタル Tech Blog
 https://www.nri-digital.jp/tech/

Shopifyの概要だけでなく、DX、D2Cというビジ

ネスのトレンドから、Shopifyを活用したサービ

ス開発の方式までさまざまな情報を発信してい

ます。



No CodeでECサイト

2ヶ月



SaaSを活用することで

高速にサービスを提供できる

Photo by NeONBRAND on Unsplash

https://unsplash.com/@neonbrand?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/rabbit?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


NRIデジタルのSaaSインテグレーション

複数のSaaSを組み合わせる

Photo by Fran Jacquier on Unsplash

https://unsplash.com/@fran_?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lego?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


複数のSaaSを組み合わせる

デジタルマーケティング ECサービス 会員管理・コンテンツ管理

アナリティクス



高度なデジマ対応サイトを高速に実現

デジタルマーケティング

● メール/LINE配信
● 動的コンテンツ配信
● チャット

など

ECサービス

● 商品管理
● ショッピングカート
● クレジット決済

など

アナリティクス

● 行動履歴の蓄積
● ダッシュボードの構築
● CDPの構築

その他拡張機能

● 来店・来場検知
● QRリーダー

会員管理・コンテンテンツ管理

● 会員登録・管理
● 問合せフォーム
● 静的コンテンツ配信

など



実際のSaaSインテグレーション事例①



NRI不動産DXセミナー



NRI不動産DXセミナー

1週間



NRI不動産DXセミナー

Hubspot 
CMS

Hubspot 
CRM

Hubspot 
CRM

KARTE
（SendGrid）

Hubspot 
CMS KARTE KARTE

KARTE
（QRリーダー）

Hubspot 
CMS

Hubspot 
CRM

Google
Data Portal

Google BigQuery



実際のSaaSインテグレーション事例②



マンション居住者アプリ（βテスト中）



マンション居住者アプリ（βテスト中）

2ヶ月



マンション居住者アプリ（βテスト中）

Shopify Shopify KARTE

Google BigQuery

KARTEGoogle
Data Portal



重視しているポイント

「サービス　×　アナリティクス」



サービスの利用履歴を取得

Analytics360

Firebase
Analytics

BigQuery



ユーザ一人ひとりの行動を検証

BigQuery

Data Portal



事業計画に沿って可視化

ビジネスプラン KPI マーケティング施策

実行した施策の結果

施策の実行

リアルタイムに可視化

BigQuery



AI技術を活用した分析も可能

BigQuery ML



SaaSを組み合わせることで

高速にビジネスを検証できる

Photo by You X Ventures on Unsplash

https://unsplash.com/@youxventures?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/research?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


03
SaaSが変える
ビジネス開発



SaaSを活用したDXビジネス開発で感じていること



数行のコードで数倍のバリュー

SaaS

SaaS
インテグレーション

組合せの目利き＆少量のコード



複数のSaaSで開発なしに機能を増強

×

× ×

ECサービス One to One
マーケティング

AI技術による
データ分析



PoCも本格的な分析基盤も構成は同じ

BigQueryBigQuery

Analytics360

統合ID認証

Data
Portal Looker 機械学習ツール群

Analytics360



タッパブルプロトタイプで
ユーザのニーズを確認する

ビジネス検証の進め方が変わる

本番サービスの構築には
時間がかかる

机上でしっかり計画して
成功確率を高める

いきなり本番サービス
を提供して評価する

本番サービスの構築には
時間がかからない

本番サービスの構築には
時間がかかる

対策

前提

古典的な進め方 デザイン思考的な進め方 SaaS時代の進め方

Photo by Glenn Carstens-Peters on Unsplash

https://unsplash.com/@glenncarstenspeters?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/plan?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


ビジネス検証の進め方が変わる

着
想

開発
ファクトベースでの

ビジネス検証

着
想

構想
モック
制作 机上での事業計画 開発 PoC

PoC



デジタルでの「Observe」 が可能に

Observe

Orient

Decide

ActPlan Do Check Act



本日お話したこと

デジタルトランスフォーメーションの実現に
SaaSをどのように活用するか？

1. DXの実現にはビジネスの再定義と検証が必要

2. SaaSは高速なサービスの提供と検証が可能

3. SaaSを前提とするとビジネス検討の方法論が変わる



事業探索からビジネスの成長まで並走します

①
DX事業探索

②
ビジネス指標・
ジャーニー設計

③
サービス開発

④
マーケティング

基盤構築

⑤
サービス

グロース支援



Thank you


