
プです。住友商事グループ、クライアントを
含めたDX推進に照準を定め、その後の『中
期経営計画2020』では、DX推進のさらなる
強化を策定しました」
　そう語るのは、デジタル事業企画部チーフ・
デジタル・オフィサー（CDO）スタッフ兼DX
広報チーム長・出浦直子（以下、出浦）だ。「中
期経営計画2020」の成長戦略のパートでは、

「次世代新規ビジネス創出」を目指す領域の
筆頭に、テクノロジー×イノベーション（第
四次産業⾰命領域）を標榜しており、そのた
どり着いた先が、18年にデジタル事業本部内
に発足した「DXセンター」なのだという。
　CDOおよびDXセンター長が統率するDX
センターには自動車や金属、化学品など、会
社の全部門のみならず社外からも多様な人材
が集結しており、まさに住友商事のDX推進
の心臓部といえる部署だ。発足当初は15人
体制と決して大きなチームではなかったが、
グループでシステム開発を担うSCSKとの連

　ここ数年で企業のデジタルトランスフォーメ
ーション（DX）は急速に進み、コロナ禍のリ
モートワーク推進などの影響もあって、その
流れは加速する一方である。もはやDX推進
の是非を議論している段階ではない。AIを含
むデジタルの力をどのように活用し、未来に
向けた持続可能な事業へのシフトチェンジ／
価値創造を果たすかという議論が佳境を迎え
ているのだ。
　しかし住友商事グループは一向に動じない。
なぜなら、こうした変⾰の嵐がまだ薄曇りの
景色でしかなかった2016年の段階でいち早
く、IoTを起点にしたDX推進に取り組む「IoT 
& AIワーキンググループ」を立ち上げていた
からだ。この動きは総合商社のなかでも格段
に早かった。

2016年の段階でDX推進は始まっていた

「社内の部門間を軽やかに横断することを可
能にした組織が、IoT & AIワーキンググルー

携による社外人材との協働環境を構築するこ
とで、DXの流れを強力に推し進めることを可
能にした。
　そして19年7月には住友商事とSCSK、欧
米および中国・深センで事業展開するアクセ
ラレーター・SOSVインベストメンツと提携し、
ハードウェアに特化したスタートアップ支援事
業「HAX Tokyo」を立ち上げた。
「HAX Tokyoの守備範囲は、3Dプリンター
はもちろん、最新機能を搭載したロボット装
置にまで及び、新たなプロダクトが多数生ま
れています」（出浦）
　もともと新しいハードウェアを欲するような
製造業者や工場と、住友商事は昔から数多く
良好な関係を築いてきた。それだけに「HAX 
Tokyo」で育成・投資案件になるような優秀
な技術のサポートは、顧客企業にも待望され
ていたことである。結果、立ち上げから2年
間で17社のスタートアップ支援を果たすまで
になった。

CASE
STUDY

総合商社として唯一「DX銘柄2020」と「DX注目企業2021」に選定された
住友商事。デジタルソリューション総合商社へと進化する住友商事の現在地と、
DX推進に取り組む注目事業「サミットエナジー」のリアルを伝える。

text by Ryoichi Shimizu  |   photographs by Shuji Goto  |   edit by Akio Takashiro

清水りょういち ＝ 文　後藤秀二 ＝ 写真　高城昭夫 ＝ 編集

グローバル総合商社が見据える
DXのその先とは2

DXセンター

DXセンターの役割

DXセンター

■ 金属
■ 輸送機・建機

■ インフラ
■ メディア・デジタル

■ 生活・不動産
■ 資源・化学品
■ エネルギー・
イノベーション

■ グローバル地域組織

事業部門・地域組織 社外パートナー

デジタル技術導入

課題・アイデア

先進技術・サービスの
組み合わせ

オープンコラボ
0→1 チャレンジ

MIRAI LAB PALETTE

SCSK

経営企画部

コーポレート
ベンチャー
キャピタル
（CVC）

コーポレート
IT

DX
コンサル
ティング データ

マーケティング
SC Digital Media社

Tech
Insight Edge社

■スタートアップ
■アクセラレーター

HAX Tokyo
PLUG AND PLAY JAPAN

■ Tech大手
■ 大学・有識者

連携
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　もちろん、DX技術の中核となるソフトウェ
アの革新にも余念がない。シリコンバレーを
はじめ香港、上海、イスラエルでグローバル
に展開しているのが「CVC（コーポレートベ
ンチャーキャピタル）」である。21年9月にロ
ンドンが加わり、現在は世界6拠点展開とな
った。
　また、19年にはDX推進のキモとなるAIテ
クノロジー技術を擁し、DX推進の強力な駆
動力となる「Insight Edge」を住友商事の
子会社として立ち上げた。
「Insight Edgeは、AIテクノロジーの専門
集団です。サービスのバックエンドに必要な
最先端のデータ分析技術があり、外部から
分析の専門家や優秀な技術者を積極的に取
り込みつつ、先端技術を有するスタートアッ
プやIT企業と連携することで、DX推進をア
ジャイルに行います」（出浦）
　21年にはDXセンターの在籍人数は150名
にまで拡大した。
「開設当初のDX案件は70件ほど。しかし
21年度は全社で280件ほどのDX案件が動い
ており、DXセンターが直接関わる約100件
の案件で、RPA（ロボティックプロセスオー
トメーション）の効果も含めて、約30億円程
度の価値創造をすでに実現しています。中期
経営計画『SHIFT2023』の最終年度にはも
う1桁上を目指しています」（出浦）
　社内のモメンタム醸成も順調で、CDOと
DXセンター長が各部門や地域組織のグロー
バル18拠点約2,600名とダイレクトコミュニ

ケーションを行うとともに、全社員向けのDX
ニュースレターの発行やイントラネット上での
DXチャンネル開設により、積極的に情報を
発信している。
　そうした積極的なDX推進は外部からの評
価も高め、総合商社として唯一「DX銘柄
2020」と「DX注目企業2021」に選定された。
2年連続で選定されたのは、総合商社では住
友商事だけだ。

DXセンターは何を行っているのか

　ここであらためてDXセンターの役割を整理
してみたい。ポイントは以下の3つだ。
【事業部門・地域組織との関わり】
　金属、輸送機・建機、インフラ、メディア・
デジタル、生活・不動産、資源・化学品、
エネルギー・イノベーションなどの幅広い分
野において、協働して課題の解決、デジタル
技術の導入に取り組む。
【社外パートナーとの共創】
　スタートアップ、「HAX Tokyo」などのア
クセラレーター、テック関連企業、大学・有
識者とは、先端技術やサービスの組み合わせ
により連携する。
【SCSKとの連携】
　グループでIT事業を担うSCSKとの連携に
より、社外人材との協働環境を構築する。
　一方、DXセンターの内部機能としては、
以下の5チームが存在する。
「DXコンサルティング」
「コーポレートIT」

「CVC（コーポレートベンチャーキャピタル)」
「SC Digital Media(データマーケティング)」
「Insight Edge（テック領域）」
　なかでも注目すべきは、広告やブランディ
ングを手がけるデータマーケティング会社の
SC Digital Mediaだろう。なぜならデータ活
用こそがDXのキモだからだ。そして住友商事
は事業会社のPOSデータ、SNS、アプリデ
ータなどを大量にもっている。総合商社ゆえ
に、連結関連会社だけでも921社（21年9
月30日現在）を抱えており、そのすべてのデ
ータを扱えるというのは、大きなアドバンテー
ジだ。
「近年、データ活用の方法も変化してきまし
た。かつては蓄積後に研究するというのが一
般的でしたが、現在はAIを活用し、瞬時に
判断する即時性が何よりも重要です」（出浦）
　こうした全体を俯瞰して、出浦はあらため
て感想を述べる。
「当初の不明確さが解消され、全体のシステ
ムがだいぶ整ってきた印象です。ただ安心し
て立ち止まることはできません。進化は止まら
ないし、進み続けなければならないのです。
なぜならこうした改革は、進んだ差分で評価
されるからです」

中期経営計画「SHIFT2023」の意味

「中期経営計画2020」では経営基盤の強化
を図りながら、既存事業のバリューアップ、
次世代新規ビジネス創出、プラットフォーム
事業の活用を3本柱とし、成長戦略を中心に
据えて、新たな価値創造への挑戦を牽引して
きた。その計画を礎として、高い収益性と環
境変化への耐性を兼ね備えた事業ポートフォ
リオへシフトすべく、21年5月に発表されたの

出浦直子

デジタル事業企画部
2004年入社

N A O K O  D E U R A

法学部を卒業後、住友商事入社。複数のEコマース事業の
立ち上げを経て、ジュピターショップチャンネルに出向し海
外事業開発に従事。2013年からタイに駐在し、テレビ通販
の合弁事業を立ち上げ、運営に携わる。その後米国スタン
フォード大学ビジネススクールに社費留学。19年帰国後、
デジタル事業企画部に帰任。現在はCDOスタッフ兼DX広報
チーム長として活躍している。

「SHIFT2023」次世代成長戦略テーマ

デジタル、テクノロジー×イノベーションを活用した事業変革と新規事業開発
DX

カーボンフリーエネ
ルギーの開発・展開、
新たな電力・エネ
ルギーサービスの
拡大、CO2の吸収・

固定・利活用

次世代
エネルギー

途上国における
インフラ整備、

新しい機能をもつ
社会インフラの開発

社会インフラ

多様なリテイル事
業群のデータ活用
を通じた、地域社会
にエッセンシャルな
価値、サービスの

提供

リテイル・
コンシューマー

医療分野に加え、
健康・予防・介護
分野における新たな

ビジネスの創出

ヘルスケア

デジタルテクノロジ
ーを活用した

農業セクター向け
ビジネスを拡充

農業

社会課題解決へのコミットメント

サステナビリティ経営の高度化
長期的な事業環境の見通し 戦略的経営資源配分

 市場の魅力度、住友商事の強みを踏まえて、特に、上記の分野を「次世代成長戦略テーマ」として設定し、同分野に
おける事業を全社で中長期的に強化・育成していく。
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が、中期経営計画「SHIFT2023」だ。
　その目的は、次世代型DXを実現する、イ
ンパクト＆スケールを求めるためのリソース配
分の見直しだ。
　果敢なDX施策を成功裏に収めたその先の
ステージは、よりビジネスとしての価値を重視
するものになるようだ。さまざまな取捨選択が
行われ、資産入れ替えも徹底した。「SHIFT 
2023」はまさに持続性を担保するための、選
択と集中のプロセスだといえるだろう。そのう
えでDXをより強化していくのは、以下の5分
野だ。
①次世代エネルギー開発
②社会インフラ整備
③リテイル・コンシューマー向けサービス
④ヘルスケア（予防医学を含む）
⑤農業/アグリテック
　最後に出浦に、DXにおける住友商事の強
みと、今後の展望について聞いた。
「私たちは、グローバル65カ国921社の“ビ
ジネス現場”を有しています。そのリソースを
フル活用すべくグループ一丸となり、“デジタ
ルソリューション総合商社”へとシフトしてい
きます」
　さらに彼女の視線の先、DXのその向こうに
は、量子コンピューティングをベースとしたQX

（Quantum Transformation）の次元が見
え始めているのだという。

DX時代の新電力「サミットエナジー」

　ここからはDX推進の注目事業「サミットエ
ナジー」を例にとり、現場の声とともに案件
推進ストーリーを追っていきたい。
　話を聞かせてくれたのは、04年に設立され
た新電力企業「サミットエナジー」に出向し

ている国内インフラ事業部の小西健一郎（以
下、小西）と、AIテクノロジーの専門集団

「Insight Edge」からDXセンター データサ
イエンティスト 森昭斗（以下、森）、入社2
年目で、デジタルソリューション事業第二部 
DXセンター 技術チームに配属された松葉大
希（以下、松葉）の3人である。
　まずは、電力小売りのビジネスモデルにつ
いて小西が解説してくれた。
「調達した電気を最終利用者（企業、家庭等）
に販売するのが基本です。ただその中心にあ
るのは、インターネットなどを通じてデジタル
計測が可能なIoT機器“スマートメーター”で
す。細かく電力使用量を計測できるだけでな
く、通信機能により遠隔でデータを把握する
ことができるようになり、電力ビジネスの可能
性が大きく広がりました」
　スマートメーターの社会実装は、すでに
90％の普及を目前にしている。そこからわか
るのは、“顧客がどのように電気を使っている
か”だ。
「最も重要なのは、“電力は貯めておけない”
ということです。例えば蓄電池に蓄えたとして
も、充電・放電のプロセスで30％近くロスを
してしまう。つまり使う分だけ発電する必要が
あるのです」
　顧客の使用データを蓄積し、分析すること
で電力需要量を見極める必要があるのだ。そ
こがDXによるアジャイルなシステムが必要な
理由だと小西は続ける。
「電力消費を見極めるためには、さまざまな
変数を使い、対応する方程式を瞬時に見つ
けなくてはなりません。人力では実現不可能
で、まさにAIの力が必要となるのです」
　そのうえで、脱炭素社会の実現にも大きな

影響を与えているのだという。
「再生可能エネルギー電源には、自然の力

（風、太陽光等）に頼るがために、供給量が
安定しないという課題があります。
　そこで常に供給量が不足しないようにデー
タを見極め、供給量を瞬時に調整し、不足
時には既存発電に頼るなどのハイブリッドな
環境を構築したのです」
　気候などが変化しても瞬時に判断すること
ができれば、不安定な自然力発電の力を最大
限に活用し、脱炭素につながるというわけだ。

企業が勝ち残るためのDX

　革新的な問題解決を可能にする「サミット
エナジー」だが、設立当初は、思うような進
捗が得られないこともあったと、小西は言う。
「多くの企業同様、施策の検討に際してデー
タを十分に活用し切れておらず、思うような
成果が出ないこともありました」
　そんなサミットエナジーが転機を迎えたの
は19年。DXセンターの参画だった。
「参画により大量のデータ/数字を有効に活
用することができ、課題を見える化できたので
す。そしてファクトベースでの議論が可能とな
り、施策がより確度の高いものになりました」

（小西）
　さらにDXセンター内Insight Edgeを通じ
て、外部専門家の知見を積極活用することで、
AIによるソリューションが次々実現していった
という。
「DXの力で、サミットエナジーは大きく前進
することができたのです」（小西）
　もちろんDXが効果的なのは電力ビジネス
に限ったことではないと、Insight Edgeの森
は力説する。
「デジタル面では日本はアメリカや中国の後
塵を拝していますが、DXによるAI導入に関し
ては、まだ結果は出ていません。ここに日本
の勝機があります。それぞれの企業にとって
“勝ち残る”ために必要なのが、DXでありAI
なのです」
　日本はいま、超高齢化社会へと突入した。
生産人口は減る一方だ。つまりDXを通じて
従来のビジネスモデルを改革しなければ、必
然的に企業は将来を描くことができないのだ
と森は言う。

サミットエナジーのビジネスモデル

自社発電

J:COM

マーケット／
JEPXからの調達

その他代理店

サミットエナジー
Summit energy電力売買契約

（発電事業者から
の調達）

需要家

調達 供給
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森 昭斗

Insight Edge所属
2020年入社（中途）

A K I T O  M O R I

松葉大希

デジタルソリューション事業
第二部

2020年入社

DA I K I  M A T S U B A

小西健一郎

国内インフラ事業部 
サミットエナジー出向
2012年入社（中途）

 K
E N I C

H I R O  K O N I S H
I

大手SI企業に新卒入社。新規事業部門において、ビジネス
企画から、PoC実施、システム開発・本番運用まで幅広く
担当。その後、AIスタートアップにて、深層強化学習を使っ
た食品加工機械の自動化PJなどをPM兼アルゴリズムエンジ
ニアとして推進する。2020年7月より現職。幅広い経験を生
かし、ビジネスとテクノロジーをつなぐ架け橋として、DX推
進に注力している。

理工学部 情報工学科卒業後、2020年に住友商事に入社。
在学中はプログラミングやAI・機械学習について学ぶ。入
社後、DXセンター 技術チームに配属され、サミットエナジ
ーのDX推進に関わる。それに加えて、既存ビジネスの高度
化、新規ビジネスの立ち上げの両側面で他案件を複数担当
するとともに、出資先であるAIスタートアップやベンチャー企
業の管理業務も担当。

大学院卒業後、証券会社でデータや数学的手法を用いて
市場・金融商品・投資戦略の分析を行うクオンツアナリス
ト業務や、M&Aアドバイサリー業務に従事。その後2012年
に住友商事入社。リスクマネジメントにて市場リスク管理を
担当後、18年よりサミットエナジーに出向。主に市場リスク
管理業務を担当する傍らで、データサイエンティストとして
も活躍している。
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　その一方でDX推進の現場から、松葉は
DX案件の提案の難しさをこう語る。
「企業の間で、“DX”や“AI”という言葉だけ
が先走りしている印象があります。ただやみく
もにDXしなければと考える、目的と手段を混
同していることも少なくないです。
　本来は、課題がありそれをデジタルの力で
解決するのがDX。企業はまず課題の絞り込
みから始めるべきだと感じます。課題ファース
トで取り組むなかで、その解決手段のひとつ
として、AIが出てくるべきです。
　いまやDXは、専門家任せにする時代では
なくなっています。ビジネスの現場にいる社員
一人ひとりの意識の向上なくして、DXは進ま
ないのです」
　そのため松葉はいま、現場とデータサイエ
ンティストをうまく連携するための、両分野を
知る翻訳者（仲介役）としての役割を、喜ん
で引き受けているのだという。
「忙しく、チャレンジングな仕事ではあります
が、私以外にも若手が数多く活躍しています。
経験が浅くても裁量権をもつプロジェクトリー
ダーに抜擢されることも、決して珍しくありま
せん。
　DXのすべての工程に携わり、国内外を含
めた幅広い部署とやりとりし、自分の頑張り
次第でさまざまな挑戦ができるところが、大き
なやりがいですね。そうした分野横断で得ら
れる知見・スキルはきっと、将来にも役立つ
と思っています」

住友商事がDXを推進できる強み

　総合商社である住友商事がDXを推進する
うえでの、アドバンテージは何か。森はこう
表現する。

「川上から川下まで、ビジネスが取り揃って
いるところでしょうか。総合商社としてグロー
バルで多岐にわたる分野を擁し、総合力で
DXを推し進めることが可能だからです。つま
り、さまざまな分野、業種の連携を視野に入
れて、ソリューションを編み出せます。それが
最大の強みですね」
　そして住友商事グループの中心で、全社に
まつわるデータを集積・蓄積するのもDXセン
ターの重要な役割である。
「データサイエンティストも、データがなけれ
ば何もできません。Insight Edgeが確度高く
AIソリューションを生み出すためにも、より大
量のデータが必要です。
　もちろん住友商事グループ内でも、まだデ
ータ化されていない領域もありますので、今
後もデータ化施策が必要です」（森）
　こうしたサミットエナジーに代表されるDX
推進は、住友商事のコーポレートメッセージ

「Enriching lives and the world」の実現と
リンクしているようだ。
「社会を豊かにするために、テクノロジーをど
う社会実装できるか、ずっと問い続けてきまし
た」という森。
「少子高齢化が加速した未来では、DXなく
して、いまの暮らしをキープすることは不可能
です」と断じる小西。
　2人の発言にうなずきながら、松葉は未来
をこう描く。
「DXを進めていくと、その先にはデータサイ
エンティストが現場に通じ、現場がデジタル
の知見をもつ未来があるのだと思います。そ
こでは全員がAIを理解しており、私のような
翻訳者は、不要になっているはずです。当然
DXセンターも、消えてなくなっているでしょう。
それが理想だと思うのです」
　そのときにはきっと「もっとビジネスが面白
くなっているはず」と、松葉は微笑んだ。

 2004年に営業運転を開始した天然ガスを燃料とした出力51,850kWの「サミット美浜パワー（千葉みなと ガス発電所）」（千
葉市美浜区）。

SPECIAL EDITION  |   FORBES JAPAN  |   25


