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1 本調査研究の背景・目的 

1.1 背景 

 デジタル技術の急速な発展が、グローバルな規模で経済・社会構造に影響を及ぼすようにな

ってきている中、我が国は、サイバー空間とフィジカル空間が高度に融合し、リアルタイム

に情報やデータが活用・共有されるデジタル社会（Society5.0）の実現を目指している。こ

れらを実現するためには、我が国企業においてデータやデジタル技術を活用し、新たなビジ

ネス・サービスを創出する基盤となる IT システムのデジタルガバナンスが重要となる。 

 デジタルガバナンスのあり方について、経済産業省では、これまでに「システムガバナンス

の在り方に関する検討会」（2019 年 4 月）や「デジタルガバナンスに関する有識者検討会」

（2019 年 9 月）で議論を重ねてきた。 

 また、第 200 回臨時国会において情報処理促進法一部改正法案が成立したことを受け、今

後、企業経営におけるデジタルガバナンスの指針について策定していくこととなっており、

企業経営におけるデジタルガバナンスの指針を検討の入口としつつ、さらに、デジタル変革

への対応についての経営者とステークホルダーの対話を促進するための基盤整備や、デジ

タル技術の発展を踏まえた企業ガバナンスの将来の姿を議論するため、経済産業省におい

て「Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会」を立ち上げ、検討を行っている。 

 

1.2 目的 

 これまでの背景や取組を踏まえ、企業が、経営において、デジタル技術による社会変化への

対応を捉え、ステークホルダーとの対話を基盤として、行動していくにあたっての指針とな

るデジタルガバナンス・コードの策定と、指針に沿った行動に踏み出し、ステークホルダー

との対話を通じて、デジタル技術による社会変化へ対応していく準備が整った企業を認定

する制度の設計のため、必要な調査を実施した。 

 本報告書では、Society5.0 時代に向けた企業ガバナンスのあり方を示すにあたって、以下

の内容を調査・検討し、とりまとめを行った。 

 

DXの準備が整っている企業に対する認定制度の検討 

 デジタルガバナンス・コード及びステークホルダーと対話する用意がある企業を経済産業

大臣が認定して見える化する制度の検討のため、以下の調査・検討を実施した。 
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 ビジネスモデルを抜本的に変革（デジタルトランスフォーメーション）し、新たな成長

を実現する企業や競合する新たなビジネスモデルにより既存ビジネスが破壊される事

例（デジタルディスラプション）の調査 

 「価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス - ESG・非財務情報と無形資産投資 -

（価値協創ガイダンス）」「DX 推進指標とそのガイダンス」等の既存指標を参照しつつ、

デジタルガバナンス・コードに含めるべき内容や認定制度の基準案の整理 

 

情報開示に係る優良事例収集及びモデルケースの検討 

 コーポレートガバナンスにデジタルによる変革を位置付ける等、デジタル技術を用い変革

を行おうとしている、もしくは変革した企業について、投資家との対話のための情報開示に

係る優良事例を収集し、それらを参考にモデルケースとなる方向性を整理するため、以下の

調査・検討を実施した。 

 国内・海外企業におけるデジタルガバナンスの動向調査 

 企業における一般的な投資家との対話やデジタル技術等の活用に関する投資家との対

話・情報開示の状況調査 

 攻めの IT 経営銘柄等の外部評価を得ており、ステークホルダーとの対話のための情報

開示が特に優れている（＝より実効的な対話を行っている）企業の選定及びヒアリング

実施 

 調査・検討結果を踏まえたモデルケースの方向性の整理 

 

デジタル変革に対するシナリオ分析のあり方の検討 

 デジタル変革におけるリスク・機会を浮き彫りにするシナリオ分析のあり方を検討すると

ともに、企業が実施する際に参考にできるように、シナリオ分析の考え方を整理するため、

以下の調査・検討を実施した。 

 デジタル変革によって起こり得る外部環境におけるリスク・機会の調査・分析 

 気候変動で活用されているシナリオ分析の手法調査 

 シナリオ分析手法を活用している企業の事例調査 

 シナリオ分析の有識者ヒアリング実施 
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2 DXの準備が整っている企業に対する認定制度の検討 

2.1 政策の狙い 

 経済産業省では、昨年の臨時国会での情報処理促進法の改正を踏まえ、2020 年 1 月より

「Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会」を立ち上げた。 

 その取組の中で、①企業が、経営において、デジタル技術による社会変化への対応を捉え、

ステークホルダーとの対話を基盤として、行動していくにあたっての指針（デジタルガバナ

ンス・コード）を策定し、②指針に沿った行動に踏み出し、ステークホルダーとの対話を通

じて、デジタル技術による社会変化へ対応していく準備が整った企業を認定する制度を検

討するとともに、③企業間競争をさらに促進する観点から、認定企業の中から、指針に沿っ

てより優れた行動を行う（＝より実効的な対話を行っている）企業を選定する制度を今後検

討していくこととし、その際の優良企業の評価基準の方向性を検討している。 

 これらの活動を通じて、本格的な DX を進める企業に資金や人材、ビジネス機会が集まるこ

とを促進し、我が国における経済の持続的成長を実現していくことを目指している。 

 

参考：検討の背景 

 あらゆる要素がデジタル化されていく Society5.0 に向けて、ビジネスモデルを抜本的に変

革（デジタルトランスフォーメーション）し、新たな成長を実現する企業が現れてきている。 
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（出典）経済産業省 第 1 回 Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会 参考資料 1 より 

 

 一方で、競合する新たなビジネスモデルにより既存ビジネスが破壊される事例（デジタルデ

ィスラプション）も現れてきている。 

 

（出典）経済産業省 第 1 回 Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会 参考資料 1 より 
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 海外との競争、少子高齢化、労働力不足の中、日本全体で DX を進め、持続的な成長を確か

なものにしていくことは不可欠である。 

 しかしながら、我が国において、ビジネスモデルを変革していく本格的な DX の取組は遅れ

ている。デジタル戦略と経営戦略との融合、レガシーを刷新する中長期的な IT システム投

資計画、人材政策や企業文化等の見直しが必要であり、経営者のリーダーシップが求められ

ているが、現状は PoC どまりの取組が多く、十分とは言えない。 

 

2.2 デジタルガバナンス・コードと認定制度の考え方 

 現在、経済産業省において、企業が経営を行う上で、デジタル技術による社会変化への対応

を捉え、ステークホルダーとの対話を基盤として、行動していくにあたっての指針（デジタ

ルガバナンス・コード）の検討を行っている。（詳細は、巻末参考を参照） 

 

デジタルガバナンス・コードの構造 

 デジタルガバナンス・コードは下記 4 つの項目からなる。 

1. 経営ビジョン・ビジネスモデル 

2. 戦略 

① 組織づくり・人材に関する方策 

② IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策 

3. 成果と重要な成果指標 

4. ガバナンスシステム 

 デジタルガバナンス・コードの構造として、各項目には「基本的事項」があり、項目の中枢

となる「柱となる考え方」とこれら項目に沿った行動に踏み出し、ステークホルダーとの対

話を通じて、デジタル技術による社会変化へ対応していく準備が整った企業を認定するた

めの「認定基準」を示している。 

 また、企業間競争をさらに促進する観点から、認定企業の中から、指針に沿ってより優れた

行動を行う（＝より実効的な対話を行っている）企業を選定する制度に向けた評価観点とし

て「望ましい方向性」や「取組例」についても検討が行われている。 
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図 １ デジタルガバナンス・コードの構造 
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3 情報開示に係る優良事例収集及びモデルケースの検討 

3.1 検討の背景・経緯 

 現在、経済産業省では、企業経営においてデジタル技術による社会変化への対応を捉え、 

ステークホルダーとの対話を基盤として、行動していくにあたっての指針（デジタルガバナ

ンス・コード）の中に項目と柱となる考え方を整理している。 

 

図 ２ デジタルガバナンス・コードにおける各項目と柱となる考え方 

※第 2 回 Society5.0 時代のデジタルガバナンス検討会時点での案 

 

 企業が上記項目に沿った行動に踏み出し、コーポレートガバナンスにデジタルによる変革

を位置付ける等、デジタル技術を用い変革を行おうとしている、もしくは変革した企業につ

いてステークホルダーとの対話のための情報開示促進を目指し、企業における取組の現状

調査・検討を行った。 

 

3.2 情報開示に係る優良事例収集及びモデルケースの考え方 

 本調査・検討を行うに際して、公知情報等を基に、国内・海外企業におけるデジタルガバナ

ンス及び投資家との対話・情報開示の状況に関する動向を事前調査した。 

 国内・海外企業の投資家との対話の動向として、従来の「株主第一主義」を見直し、環境や

従業員の利益にも配慮した「ESG」投資の流れが大きくなってきている。その中でも海外企

業においては、経営上の新興リスクとして「テクノロジー」に対する関心が高まっており、

デジタル変革に対する投資家との対話が求められていることが伺えた。 
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（出典）Robeco SAM AG The Sustainability Yearbook 2019 より 

 

 また、デジタルに係る経営者と投資家の対話事例として、国内・海外企業の取組事例を調査

した。その結果、海外では、非財務指標における説明として各社で定性・定量的に分析・評

価する手法を作成・活用しており、それらを用いて投資家との対話を行っている。日本では、

株主総会、決算説明会等の場でデジタル変革に関する質疑応答が一部企業の間で行われて

おり、投資家との対話が始まりつつあることが伺えた。 

 

海外事例の一部 

 

（出典）経済産業省 第 1 回 Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会 参考資料 1 より 
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国内事例の一部 

 

（出典）経済産業省 第 1 回 Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会 参考資料 1 より 

 

 これらの調査・検討結果を踏まえ、気候変動等の環境分野に取り組む国際 NGO 機関である

「CDP」や経済産業省と東京証券取引所が共同で、戦略的な IT 活用に取り組む企業を選定

する「攻めの IT 経営銘柄」等の外部評価を得ており、ステークホルダーとの対話のための

情報開示が特に優れている（＝より実効的な対話を行っている）と想定される下記 7 企業

を選定した。 

① JFE ホールディングス株式会社 

② アサヒプロマネジメント株式会社 

③ 花王株式会社 

④ 株式会社丸井グループ 

⑤ コニカミノルタ株式会社 

⑥ 積水ハウス株式会社 

⑦ 三井住友海上火災保険株式会社          （五十音順） 

 これらの企業に対して、経済産業省が「Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会」の

中で検討しているデジタルガバナンス・コードの内容と照らし合わせ、公知情報等を基にし

た事前調査及び企業へのヒアリングを行い、調査・検討結果を踏まえたモデルケースの方向

性を整理した。 
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3.3 情報開示に係る企業の優良事例 

①  JFE ホールディングス株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏ま

えて経営ビジョン及びビジネスモデルの方向性を示していることが伺える。（該当箇所

は赤枠で記載） 

 

（出典）JFE ホールディングス 統合報告書 2019 より 

 

 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

IT レポート 2019 において、経営ビジョンと IT ビジョンの双方を描いた上で、デジタ

ル技術によるビジネス変革に向けて、実現するための方策を示していることが伺える。

（該当箇所は赤枠で記載） 
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（出典）JFE ホールディングス IT レポート 2019 より 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

IT レポート 2019 において、戦略を推進する上で、特に戦略の推進に必要な体制として

システム部門の体制整備に関する事項を示していることが伺える。 
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（出典）JFE ホールディングス IT レポート 2019 より 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

IT レポート 2019 において、戦略を推進する上で、特に IT システム・デジタル技術活

用環境の整備に向けた方策として統合化/オープン・プラットフォーム移行の取組を示

していることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）JFE ホールディングス IT レポート 2019 より 
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 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、戦略の達成度として CSR 重要課題に対する KPI を設定し、

評価を行っていることが伺える。 

 

（出典）JFE ホールディングス 統合報告書 2019 より 
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 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

IT レポート 2019 において、情報セキュリティガバナンス体制を整備し、サイバーセキ

ュリティ対策を推進していることが伺える。 

 

（出典）JFE ホールディングス IT レポート 2019 より 

 

企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル技術を含めた社会的課題に対する危機感・意識を経営者が有しており、経営者

の指揮の下、経営戦略・IT 戦略を一体として捉えてビジョンやビジネスモデルを描いて

いる。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社が今後もグローバル企業として存続するためには、環境問題等の世界的な課題や

日本における少子高齢化問題等に積極的に取り組み、その活動と効果を世の中に広く
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発信することで、投資家、顧客、従業員等のステークホルダーから信頼されなければ

ならないと考えている。 

 これら課題を解決するための手段として IT・デジタル技術の活用は不可欠であること

を経営者が認識しており、経営戦略と IT 戦略を一体として捉えている。 

 当社がどのような経営ビジョンを持ち、どのような手段でそれらを実現しようとして

いるのか、IT・デジタル技術をどのように活用しているか等について、財務諸表では見

えない活動を様々な機会や媒体を通じて発信し、投資家に理解を深めてもらうことは

大変重要であると考えている。 

 当社では、経営者の指揮の下、統合報告書の他に IT・デジタルの取組を個別にとりま

とめた「IT レポート」を 2018 年より発行しており、投資家への情報発信・理解を深め

る活動を積極的に行っている。 

 IT・デジタルに関して、投資家から突き詰めて問われることは多くはないが、「IT レポ

ート」等で積極的に投資家に対して情報発信しているため、それらに関する質疑応答

を行っている。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル変革におけるリスク・機会を踏まえて戦略を策定するための体制・仕組みが整

備されており、経営者と従業員が一丸となって取り組んでおり、それらをステークホル

ダーへ情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では、経営トップとのコミュニケーション方法として、IT ステアリング会議、デ

ータサイエンスステアリング会議等を年 4 回以上開催することで、経営トップがデジ

タル変革におけるリスク・機会を把握しており、経営戦略に適合した下記のような IT

施策の方針について議論を行っている。 

1. 全社的な基幹システム刷新 

2. データサイエンスの導入 

3. 情報セキュリティリスクへの取組 等 

 また、中期経営計画を策定するプロセスの中で、外部環境変化を捉えてリスク・機会

分析を行い、どこに投資すべきか等の活動を組織的に行っている。 
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 次期中期経営計画では、これまで以上にデジタル変革に対する意識が高まっており、

内的要因におけるリスク・機会をどのように IT・デジタル技術で補完するか、既存ビ

ジネスをどのように変革するか等についてフォーカスされることが予想される。 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者と従業員がコミュニケーションを図りながらデジタル変革に取り組み、それらを

ステークホルダーへ情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 経営が IT・デジタル抜きでは語られなくなってきている今般、IT・デジタルにおける

経営トップの関心事項は大きくなっている。経営者自身が投資家へのメッセージを考

える上で、従業員とコミュニケーションを図りながら取り組んでいる。 

 ただし、経営戦略との流れがあり、センシティブな内容を含んでいるため、慎重に情

報発信しなければいけないと考えている。 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT・デジタルに関する取組を個別にとりまとめており、それらをステークホルダーに対

して情報発信し、質疑応答を通じて対話を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 「IT レポート」において、IT・デジタル技術の活用や環境整備に関して積極的に情報

発信を行っており、下記のような投資家からの質問・問合せが増加している。 

1. AIやデータサイエンスを事業にどのように活用していくのか 

2. 世代交代・技能伝承への今後の対応や人材育成とAIの活用について 

3. IT技術を駆使した事業の進捗と水平展開について 

4. その他IT戦略に関する事項 等 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 
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自社の IT・デジタルに関する取組の現状を評価しているが、定量的に示すことは難しい

一方で、ステークホルダーの関心事項である経営戦略・経営課題解決のためのデジタル

技術活用に関して積極的かつ具体的な情報発信に向けて検討している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 IT・デジタルに関する費用対効果等について投資家から問合せがあるが、IT・デジタル

だけではなく様々な角度から評価する必要があるため、定量的に示すことは難しい。 

 AI 技術を活用して業務効率化等を図るといった取組評価は行っているが、定量的な評

価を行い、発信することは検討段階である。今後、客観的な指標（ガバナンス・コー

ド等）を用いて、投資家へ説明する等の工夫が必要だと考えている。 

 投資家は、まだ IT・デジタルにおける投資について関心が高いとは言えないが、事業

トラブルや人材育成等の経営課題に関連したデジタル技術活用等について、関心を持

ち始めていると実感している。経営戦略・経営課題解決のためのデジタル技術活用に

ついて、今まで以上に積極的かつ具体的に情報発信し、投資家の理解を深めてもらう

ような工夫が必要だと考えている。 

 

 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営陣のリーダーシップにより、デジタルの取組を情報発信するとともに、サイバーセ

キュリティ対策も推進されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では、サイバー攻撃やシステム不正利用を防止し事業活動を安全に推進するた

め、情報セキュリティガバナンス体制の整備等を行い、情報セキュリティ管理レベル

を継続的に向上しており、投資家から情報セキュリティ体制・対策等に関する問合せ

が来ている。 

 経営者が経営戦略を語る上で、IT・デジタルが重要視されており、それらの取組を投資

家に対して説明する際は、「統合報告書」「CSR 報告書」「IT レポート」等を柱として情

報発信している。それら以外の情報発信では、下記のような IR イベントや個別面談等

を行う体制を構築している。 

1. インベスターズ・ミーティング 
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2. 社長によるスモール・ミーティング 

3. アナリスト、投資家の個別取材対応 

4. アナリスト、投資家の事業所見学会 

5. 社長の海外訪問 

6. 機関投資家向けESGに関する対話 

 また、これらの活動を今後も継続的に行うためには、「IT レポート」の継続発行や JFE

グループレポートへの掲載、客観的な指標（ガバナンス・コード等）を用いた投資家

への説明等が必要であると考えている。 
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② アサヒプロマネジメント株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2018 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化の影響を踏

まえてマテリアリティの見直しを行い、サステナビリティの推進に取り組んでいること

が伺える。 

 

（出典）アサヒグループホールディングス 統合報告書 2018 より 



22 

 

 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2018 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化の影響を踏

まえ、経営資源の高度化としてデジタル技術を組み込んだ戦略を検討していることが伺

える。（該当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）アサヒグループホールディングス 統合報告書 2018 より 
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 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2018 において、戦略を推進する上での体制・組織づくりとして、特に人権・

人材の取組に関する KPI を定め、目標達成に向けて取り組んでいることが伺える。（該

当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）アサヒグループホールディングス 統合報告書 2018 より 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2018 において、デジタル技術を組み込んだ戦略を推進する上で、独立研究

子会社を設立し、IT システム・デジタル技術活用環境の整備に向けた方策を示している

ことが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 
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（出典）アサヒグループホールディングス 統合報告書 2018 より 

 

 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2018 において、新たなマテリアリティにおける KPI を定め、戦略の達成度

を評価していることが伺える。 
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（出典）アサヒグループホールディングス 統合報告書 2018 より 
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 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2018 において、デジタル技術を含めた事業環境の変化をリスクと機会の両

面で捉え、リスクマネジメントを検討していることが伺える。 

 

（出典）アサヒグループホールディングス 統合報告書 2018 より 

 

企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者の指揮の下、デジタル技術による社会変化等の自社への影響が評価されており、

リスク・機会の分析を通じてビジョンやビジネスモデルが描かれている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 昨今、外部環境の変化により「モノ」だけではビジネスの優位性を確保できず、「コ

ト」への転換が求められている。 

 競争領域、市場関係等の変化によってビジネス自体を変えて行く必要があるため、経

営者の指揮の下、2014 年より統合報告書を作成し、投資家に対して自社の取組を開

示・発信している。 
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 また、経営者はデジタル変革によってビジネスモデルが劇的に変わることに危機感を

持っており、それらのリスクと機会を捉えてデジタル変革に取り組んでいる。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル変革を踏まえた戦略を策定し、それらをステークホルダーへ情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 経営目線としてデジタル変革に取り組んでいくことを投資家に発信する必要があると

認識している。当社の統合報告書の中で DX 戦略モデルの取組として整理し、投資家向

けに発信している。 

＜経営資源の高度化＞ 

1. イノベーション、ディスラプションを実現する風土改革、無形資産(研究開発・

人材力等)への投資 

2. 既存事業を補完するボルトオン型 M&A や競合・異業種とのアライアンスの拡大 

3. デジタルトランスフォーメーションによる構造改革、ビジネスモデルの進化 

 ただし、デジタル変革に関する投資家からの反響や要望等はあまり挙がっていない。 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル人材における育成・確保のための取組やそれらをステークホルダーへ情報発信

する準備を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 これまで、IT 部門が独自に外部に対して IT やデジタルの取組を発信することは少なか

ったが、デジタル変革が叫ばれている今般、組織内で IT 部門・IR 部門が連携して IT・

デジタルの取組を外部に情報発信する文化が自然と構築され始めている。 

 情報発信について、管理系システムに関するデジタル変革の取組は情報発信しやすい

が、営業・マーケティング等のビジネスに関与・影響を与える領域については、セン

シティブな内容であるため、慎重に情報発信しなければいけないと考えている。 
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 また、競合他社がデジタルの取組について自社よりも先に情報発信することはなるべ

く避けたいため、競合他社の動向にも着目し、情報発信のタイミング・方法等を考慮

している。 

 デジタル人材の獲得について、外部からの採用活動を積極的に行っている。一方で、

社内でのデジタルに素養のある人材を掘り起こして育成するという活動も行ってお

り、デジタル人材の整備には、外部からの採用と内部での育成の両輪が必要であると

考えている。 

 人材育成・確保に関して、今後投資家への開示・発信を積極的に行うことを視野に入

れている。外部へのデジタル変革への取組の開示・発信によって、新たなデジタル人

材獲得への機会があると考えている。 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT システム・デジタル技術の活用を施策ありきではなく、土台として捉えており、ステ

ークホルダーに対して情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社は、デジタルを HOW（手段）で捉えており、施策主体ではなく、風土改革や無形

資産（研究開発・人材等）の土台を整備することが重要であると認識している。 

 デジタル変革はリスクと機会の両面があると捉えている。単にデジタル技術を活用す

る段階から、自社にとってどのようなメリットがあるのかを見定め、戦略的に策定・

実行する段階に来ている。 

 当社は中間流通を活用するビジネスモデルであるため、ある程度の規制や制約条件が

生じる。当社のような規制の多い業種では、デジタル技術を活用するためには、法改

正等の整備が必要であると認識している。 

 また、当社は B to B が主な取引先であるため、顧客接点の観点において B to C の業種

とのデジタル化の比較は難しく、IT・デジタル技術活用環境を整備する上で考慮するポ

イントである。 

 競合他社や他業種では、既にデジタルの取組に着手しているところもあるが、当社が

同様の施策を実施する際は、規模や範囲等を検討して判断することが求められる。内
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部のデジタル変革の取組よりも、外部のデジタル変革の取組を行う際は、とても慎重

な判断・対応となる。 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

非財務情報に関する評価の考え方を基に、現状評価を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 デジタルの動きを加速させるために、ROI 等の評価ではなく、PoC 等のデジタルに関

する新たな取組の「実施数」を基に評価している。 

 IT やデジタルに関する投資額、予算等は分けてコントロールする必要があるが、IT の

領域なのかデジタルの領域なのか判断が難しい場合がある。UX 等の新たな取組領域は

デジタル領域で捉えているが、既存領域の取組における IT・デジタルの切り分けが課

題である。 

 世間一般的に、デジタルトランスフォーメーションやデジタル変革の取組プロセスに

関して投資家の関心は低いと認識している。業種・業態等にもよるが、デジタル変革

に取り組まなければいけないという危機感が投資家側に薄いため、当社においても、

現状は外部に対してデジタル変革の KPI 等は開示・発信していない。 

 

 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者のリーダーシップにより、デジタルの取組を情報発信するとともに、サイバーセ

キュリティ対策を推進している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社の経営陣は、経営や IT に関するイベントや会合等に参加して情報収集しつつ、企

業・団体等のセミナーの中でデジタルマーケティングや IT の取組等について登壇し、

情報発信を行っている。 

 統合報告書の中に載せていないが、当社ではゼロトラストネットワークの取組や

CSIRT の体制を整備しており、サイバーセキュリティ対策を行っている。 

  



30 

③ 花王株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合レポート 2019 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化の影響を

踏まえた経営ビジョン及びビジネスモデルの方向性を示していることが伺える。 

 

（出典）花王 統合レポート 2019 より 

 



31 

 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合レポート 2019 において、デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏

まえ、各グループの取組としての方策を示していることが伺える。 

 

（出典）花王 統合レポート 2019 より 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合レポート 2019 において、デジタル技術を組み込んだ戦略を推進する上で、新たな

体制・組織を立ち上げ、取り組んでいることが伺える。 

 

（出典）花王 統合レポート 2019 より 
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 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合レポート 2019 において、デジタル技術を組み込んだ戦略を推進する上で、デジタ

ルトランスフォーメーションのターゲット領域を定め、取り組んでいることが伺える。 

 

（出典）花王 統合レポート 2019 より 

 

 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合レポート 2019 において、企業活動の結果を CDP 等の外部の客観的な指標を用い

て評価し、それらを開示していることが伺える。 
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（出典）花王 統合レポート 2019 より 

 

 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合レポート 2019 において、コーポレートガバナンス体制を整備し、企業活動を監督・

評価していることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）花王 統合レポート 2019 より 
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企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者の指揮の下、デジタル技術を含めた社会的課題に対する自社への影響が評価され

ており、デジタル変革をリスク・機会の両面で捉えてビジョンやビジネスモデルを描い

ている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社は、これまで IT 技術を活用した戦略・施策に取り組み、業務の効率化等を図って

きた。昨今、デジタル変革の影響により、市場に対する優位性や競合他社との差別

化・独自性が薄れてきたことを経営トップが認識し、危機意識を持ってデジタル変革

に取り組んでいる。 

 当社では、デジタル変革をリスクと機会の両面で捉えており、統合報告書等でステー

クホルダーに対してデジタル変革の取組を開示・発信している。 

 また、当社では IT の高度化活動を進めており、経営の意思決定を行うにあたって、AI

等の最新技術を用いて経営判断を今後目指したいという経営トップの思いもあり、デ

ジタル変革に取り組んでいる。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル変革を踏まえた戦略を実現するための組織を整備し、各部門と連携しながら顧

客視点で取り組んでおり、それらをステークホルダーへ情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社は、経営トップの指揮の下、戦略的デジタルトランスフォーメーション（DX）を

推進し、先端技術を活用した「ビジネスの変革」と「業務の効率化」を実現するため

の組織として、2018 年 4 月に先端技術戦略室を立ち上げた。CDO が先端技術戦略室の

トップを担っている。 
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 先端技術戦略室は、各部門の人材が現場業務と兼務する形で集まっている。先端技術

戦略室の中に IT の専門人材はおらず、ユーザー視点で現場の課題を抽出し、情報シス

テム部門が有する IT 技術と連携してデジタル変革に取り組んでいる。 

 先端技術戦略室では、技術視点ではなく、顧客視点で課題解決を図るテーマを定めて

取り組んでいる。 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

社内外で協業しながらデジタル変革の取組を行う組織体制があり、デジタル人材の育

成・確保に関する課題感を持ち、取り組んでいる。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 外部の先端技術を扱う専門部隊と協業してオープンイノベーションの取組を行ってい

る。また、社内においても先端技術戦略室と情報システム部門が密に連携を取りなが

らデジタル変革を進めている。 

 当社の社員はデジタル変革の取組に注目している一方で、まだ自分事にできていない

と認識している。経営トップから社員に対してデジタル変革の取組を発信する、もし

くは外部のステークホルダーに対して開示・発信することで、社内周知・理解促進の

きっかけになるのではないかと考えている。 

 デジタル人材の育成・確保について、今後も戦略的に進めていく必要があると考えて

いる。デジタル変革による業務効率化は実現できても、付加価値向上・企業変革を考

えられるような人材の育成・確保は難しい。 

 当社では、アウトプット思考を重要視しており、デジタル変革の取組とアウトプット

とのイメージを繋ぐ人材、事業と技術を結び付ける人材が重要であると考えている。

現在は、組織体制の整備や他社との協業を図りながら模索している。 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル変革のターゲット領域を定めて取り組み、それらをステークホルダーに対して

情報発信しつつ、デジタル変革のゴールのさらなるブラッシュアップを図っている。 
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■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では、DX のターゲット領域を定めてデジタル変革に取り組んでいる。 

 課題としては、デジタル変革のゴールを描く際、どのようなシステムが実装されてい

て、それらをいつまでに達成すべきというような、もう一段階踏み込んだ具体的なイ

メージ、ロードマップを描くことが難しいと認識している。今後、先端技術戦略室と

情報システム部門が連携して描いていきたいと考えている。 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

外部評価の取得を積極的に取り組むことで自社の現状を客観的に評価し、それらをステ

ークホルダーに対して情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 デジタル変革に関して、経営指標に直接関係するような効果測定は難しいと捉えてい

る。デジタライゼーションという観点で業務効率化を評価することはできても、デジ

タルトランスフォーメーションという企業変革の大きな枠組みで捉えた場合、取組を

評価することは難しい。 

 投資家からデジタル変革に関する質問等は出ておらず、また、センシティブな情報も

含んでいるため指標に関する積極的な開示は現状考えていない。 

 ただし、DX 銘柄や CDP 等の外部評価の取得については、今後も積極的に取り組んで

いきたいと考えている。 

 

 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営陣のリーダーシップにより、ESG やデジタルの取組を情報発信するとともに、サ

イバーセキュリティ対策も推進されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 ESG の取組は、CEO 自ら外部に対して情報発信を行っている。デジタル変革の取組

は、CDO が外部のセミナー等で情報発信している。ESG のように社会に直接貢献して
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いるような大義名分があると、外部に対して情報発信しやすいのではないかと考え

る。 

 当社では、デジタル技術は手段（HOW）だと捉えている。国の方針としてデジタル変

革の取組を開示・発信することが望ましいのであれば取り組むことも視野に入れる

が、現時点ではデジタル変革の取組単体を投資家に対して発信していくことは考えて

いない。 

 ただし、他社との協業という観点では、デジタル変革の取組を情報発信する意義があ

ると考えている。他社と協業するには、当社がデジタル変革に取り組んでいることを

発信しないと始まらないため、連携・促進という点ではデジタル変革の情報発信は重

要である。また、デジタル人材を採用する際も、当社の取組をアピールできるため、

今後積極的な情報発信が重要であると考えている。 

 サイバーセキュリティに関して、専門のベンダーと協業した対策や情報セキュリティ

委員会を設け、日本本社での取組や体制等を世界の各リージョンに広げている。 

 また、サイバーセキュリティの専門ベンダーと協業して、個別の監視ログ等を統合的

にモニタリングできるような、もう一段階踏み込んだ施策も進めている。 
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④ 株式会社丸井グループ 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

共創経営レポート 2019 において、これまでの企業活動を年表として示すとともに、デ

ジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化の影響を捉えて、今後の経営ビジョン及び

ビジネスモデルの方向性を示していることが伺える。 

 

（出典）丸井グループ 共創経営レポート 2019 より 
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 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

共創経営レポート 2019 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化の影

響を踏まえ、自社の目指すべきビジネスモデルを示した上で、戦略を検討していること

が伺える。 

 

（出典）丸井グループ 共創経営レポート 2019 より 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

共創経営レポート 2019 において、デジタルの活用による攻めの IT 経営のさらなる強

化を図る上で、体制・組織の整備に取り組んでいることが伺える。（該当箇所は赤枠で

記載） 
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（出典）丸井グループ 共創経営レポート 2019 より 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

共創経営レポート 2019 において、デジタル技術を組み込んだ戦略を推進する上で、レ

ガシーシステムの刷新を早期に完了させたことにより、積極的な IT 活用にシフトして

いることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 
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（出典）丸井グループ 共創経営レポート 2019 より 

 

 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

共創経営レポート 2019 において、デジタル技術を組み込んだ戦略の達成度を測る指標

の一つとして、来店されるお客様数 LTV（生涯利益）を定めて評価していることが伺え

る。（該当箇所は赤枠で記載） 
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（出典）丸井グループ 共創経営レポート 2019 より 

 

 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

2020 年 3 月期 第 3 四半期決算短信において、サイバーセキュリティ対策を含めたリ

スクマネジメントの取組を推進していることが伺える。 

 

（出典）丸井グループ 2020 年 3 月期 第 3 四半期決算短信より 
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企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル技術を含めた社会的課題に対する危機感・意識を経営者が有しており、経営者

の指揮の下、ビジネスの構造変革を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 現在、GAFA 等のプラットフォーマーの影響で小売業界が厳しい状況に立たされてお

り、IT・デジタルの取組は小売業界の中でも大きな存在になっている。 

 当社は、家具の月賦からビジネスを開始した。1960 年に日本初のクレジットカード発

行を行い、1966 年に業界で初めてコンピュータを導入しており、昔から IT に対する経

営トップの意識が高い。そのため、デジタル変革における経営トップの危機意識の

下、トップダウンによる構造変革を行っている。 

 また、当社はシステム子会社を有しており、ハード・ソフトを自前で構築してきた歴

史があるため、トップダウンとボトムアップの両面から IT・デジタルに関する取組を

行っている。 

 小売業界はデジタル変革が遅れていると認識しており、その要因の一つとして CIO の

立場が弱いことが挙げられる。当社は、経営トップが IT・デジタルに対する意識が強

いため、CIO の立場も強いことがデジタル変革の推進力になっている。 

 当社は、2015 年から統合レポートを発行している。当社のレガシーシステム刷新が

2011 年に完了しており、他社と比較した場合、かなり先進的であることを投資家から

評価をいただいた。IT に関する先進的な取組について情報発信すべきという投資家か

らの提案の下、統合レポートを発行している。当社の情報発信は、投資家との対話が

起点となっている。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

戦略を策定する上でデジタル変革を含めたリスク・機会分析を絶えず行い、顧客視点で

取り組んでおり、それらをステークホルダーへ情報発信している。 
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■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社は、モノを売る店から、体験を提供する店を目指している。AI・IoT や 5G 等の技

術で何ができるかという発想ではなく、顧客視点で物事を捉えている。顧客が何を求

めているのかという顧客の潜在ニーズを汲み取り、ビジネスとしてどのように応える

のか、そのために活用できる IT・デジタル技術とは何かというプロセスである。 

 戦略を語る上で、IT・デジタルは避けては通れないため、自ずと戦略の中に IT・デジ

タルの要素が入ってくる。戦略を策定するにあたって、外部環境の変化等のリスクと

機会を分析し、仮説を立てて、それに対応する仕組みや施策に展開していく。 

 当社では、「共創経営」と「顧客の潜在ニーズ」を重点にしているため、リスクと機会

は絶えず整理しており、戦略立案のプロセスの中で、リスクと機会の分析はやらざる

を得ないと考えている。 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

改革を起こすための文化や固定概念に縛られないマインドセットの醸成、IT リテラシ

ー向上を図るための人材育成に関する体制を整えている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では、リアルとネットが融合した店舗として、体験ストア（在庫レス出店→サン

プル試着→タブレット販売→商品発送）を展開している。体験ストアを行う上での障

壁は、販売員の在庫がないと売れない、商品を売るという過去の成功体験であった。 

 当社では企業価値向上に向けた戦略として、人材育成に注力している。改革を起こす

人材を育成するという観点で、グループ間、職種変更等の異動を行っている。様々な

職種を経験することで改革の文化を醸成するとともに、過去の成功体験に固執しない

というマインドセットも育成している。 

 また、当社グループ全体の IT リテラシーを高める取組として、システム子会社に 3 年

周期で出向する体制を整えている。IT の専門家を増やすのではなく、現業が分かる人

材に対して IT リテラシーの向上を図っている。 

 今後は、IT 人材のアピールも統合レポート等に記載していくことも視野に入れていき

たいと考えている。 

 



45 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

2025 年の崖の克服等 IT システム・デジタル技術活用環境に取り組んでおり、自社のみ

ならず外部組織との協業を検討している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社は、2011 年にレガシーシステム刷新が完了しており、早期に対応を行ったため、

攻めの IT 投資が可能となっており、2025 年の崖も克服している。 

 システム構築については自前主義であったが、脱自前も検討している。現在、ベンチ

ャーとの接点を構築しており、時間を買うという意味で自前だけではない取組も行っ

ている。自前と脱自前のバランスが重要であると考えている。 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタルの取組を定量的に示すことは難しい一方で、企業価値を定量的に評価し、企業

への投資の損失に対するリスク軽減というステークホルダーの関心事項に応えて情報

発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では「共創経営」の考えの下、自己資本当期純利益率（ROE）、1 株当たり当期純

利益（EPS）、自己資本当期純利益率（ROIC）の 3 つの指標を重要指標として採用して

おり、投資家に対して定量的に企業価値を情報発信することは重要であると考えてい

る。 

 顧客の潜在ニーズは定量化できないこともあるため、外部環境の変化や海外の先進事

例等を調査して分析することを行っている。 

 戦略的投資のための投資対効果は定量化しているが、デジタルの取組に特化した指標

は難しいと考えている。 

 投資家の関心事項は、デジタルの取組状況やレガシーシステムの刷新自体ではなく、

企業への投資の損失に対するリスク軽減の観点が大きい。 
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 当社の投資家の多くは、小売業界をみている層であるため、デジタルの取組が進んで

いるから当社の株を買うという訳ではない。異なる業種をみている投資家であれば、

デジタルの取組をみて投資を行うという可能性も考えられる。 

 

 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営陣のリーダーシップにより、デジタルの取組を情報発信するとともに、サイバーセ

キュリティ対策も推進されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では経営トップの指揮の下、CIO と CDO の役割を分けており、体制を整備してい

る。統合レポートのデジタルに関するパートは、CDO が説明を行っている。 

 IT・デジタルがビジネスにとって当たり前という経営陣の認識のため、経営と IT・デ

ジタルは一体であるという考えの下、企業・団体等のセミナー等で IT・デジタルに関

する情報発信を行っている。 

 当社では、情報セキュリティリスクへの対応を強化するため、情報セキュリティ委員

を設置し、グループ全体の情報資産等を保護・管理する責任者として CSO を配置して

いる。 
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⑤ コニカミノルタ株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、これまでの企業活動を年表として示すとともに、デジタル

技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえて今後の経営ビジョン及びビジネ

スモデルの方向性を示していることが伺える。 

 

（出典）コニカミノルタ 統合報告書 2019 より 
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 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化の影響を踏

まえ、価値創造プロセスとして、デジタル技術を組み込んだ方策を示していることが伺

える。 

 

（出典）コニカミノルタ 統合報告書 2019 より 
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 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、戦略を推進する上で、特に IoT/AI 人財の強化、能動的な行

動、チャレンジを促す企業風土の醸成に関する事項に取り組んでいることが伺える。（該

当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）コニカミノルタ 統合報告書 2019 より 
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 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、戦略を推進する上で、特に IT システム・デジタル技術活用

環境の整備に向けた方策として開発・生産機能の集約・再編を検討していることが伺え

る。（該当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）コニカミノルタ 統合報告書 2019 より 

 

 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、戦略の達成度を測る指標としてシナリオ分析を活用し、リ

スクと機会を整理した上で評価していることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 



51 

 

（出典）コニカミノルタ 統合報告書 2019 より 

 

 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

統合報告書 2019 において、最新動向を踏まえたサイバーセキュリティ対策を推進する

上で、ガバナンスを整備していることが伺える。 
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（出典）コニカミノルタ 統合報告書 2019 より 

 

企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者の指揮の下、デジタル技術による社会変化等の自社への影響が評価されており、

リスク・機会の分析を通じてビジョンやビジネスモデルが描かれている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 従来 IR 部門は、投資家が最も関心を寄せる事項である将来的な企業価値を説明するた

め、財務情報を中心に開示・発信を担ってきた。 



53 

 将来的な企業価値は、これまで過去の財務情報を見ることである種のトレンドを読み

取ることができたが、ビジネスのデジタル化やデータ活用といったデジタル変革の世

界的潮流によって、過去の財務情報だけでは将来的な企業価値が読めなくなってき

た。そのため、無形資産、人材、販売チャネル、顧客等の目に見えないアセットを管

理して、将来的な企業価値や ESG 等に関してリスクと機会を捉えながら非財務情報を

投資家に開示・発信している。 

 デジタル変革の風潮の一つとしてペーパーレス化が叫ばれており、当社自体がデジタ

ルディスラプションの影響を受けたため、デジタル変革をリスクとして捉える一方

で、デジタル変革によってライフスタイル、ワークスタイル変化が生じるため、ビジ

ネス機会があると考えている。 

 当社の成長戦略として、デジタル変革の機会を捉えて推進したいという考えが経営者

にあり、その指揮の下、デジタル変革に取り組んでいる。 

 デジタル変革に関する情報開示は、経営者の方針であるとともに、IR 部門からも提案

を行い進めている。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル変革を踏まえた戦略を策定した上で、デジタル化による顧客価値向上を図って

おり、それらをステークホルダーへ情報発信・関係構築を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 デジタル変革では企業の戦い方が問われており、得意領域や資産等を活かしてどのよ

うな差別化を図るのかが重要である。 

 デジタル変革と聞くと GAFA 等の巨大プラットフォーマーを思い浮べるが、当社はカ

メラ、写真フィルム、画像等を扱う企業であるため、GAFA 等とは異なる技術の蓄積、

人材、ノウハウ等を有しており、当社独自の戦い方がある。当社独自のバリューや優

位性の確保についてストーリー立てて投資家に説明している。 

 当社の統合報告書の中に、価値創造プロセスとして事業ポートフォリオを載せてお

り、「デジタル化による付加価値向上」と「顧客関係強化」を掲げている。当社事業の

デジタル化によって顧客のデジタル変革に寄与し、顧客に対する価値提供を高めてい
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る。デジタル化が企業価値・顧客価値に繋がっているということを情報発信してお

り、経営者の思いも多く詰まっている。 

 当社では、大企業のみならず、中小企業をサポートするようなデジタルサービスも実

施している。中小企業を支えることで、日本経済の底上げを図っている。 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル人材における育成・確保のための体制づくりやステークホルダーとの対話・関

係性構築が整備されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社の事業そのものがデジタル前提であるため、敢えてデジタル組織を整備するとい

うことはしていない。 

 体制づくりでは、画像 IoT、AI 人材（画像データと各種センター情報をディープ・ラー

ニング等の AI 技術を活用して解析し、様々な現場における意思決定や判断を支援する

技術を有する人材）の育成を優先度の高い領域と認識して取り組んでいる。 

 データを蓄積することができても、分析できなければ意味がないため、AI（ディープ・

ラーニング）を取り入れている。これら取組に対して、事業説明会等で情報発信を行

っているが、センシティブな情報を含んでいるため、どこまで開示するかを見定めて

慎重に行っている。 

 当社でデジタル人材を育成して、外部に派遣することも行っている。グローバル領域

で各分野の専門的なデジタル人材を増やす活動も行っている。 

 当社にないアセットは、M&A やアライアンスを行い獲得している。 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT システム・デジタル技術の活用を顧客視点で捉え、ステークホルダーに対して情報発

信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 
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 当社では生産設備の拡充、新製品開発に加えて、開発・生産のグローバル最適化によ

るデジタルトランスフォーメーション（DX）加速の一環として、国内で分散している

開発・生産機能の集約・再編を実施し、事業のさらなる高付加価値化を目指してい

る。 

 設備投資によって生産・販売等におけるデータ活用を進めており、当社としての効率

化を図ることで、顧客の生産・販等売の効率化も図っている。 

 統合報告書の他に、IT 部門が主管となって IT の取組内容に特化した「IT パフォーマン

スレポート」を出している。IT の強みは、必ずしも資本市場に訴求できている訳では

なく、あくまでビジネスを行うツールであるため、それをどのように活用するかとい

うことが重要である。 

 従来メーカー企業は、ものづくりのよさを投資家に対して説明すればよかったが、

Society5.0 時代では、顧客に対してデジタルによるソリューションを展開し、顧客の

ビジネスがどのように変わったかを伝えていく必要があり、顧客事例を含めて投資家

に説明している。 

 投資家は、現状達成していることではなく、「今後の伸びしろ」を説明できないと納得

しない。 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

シナリオ分析によって自社におけるリスクと機会を捉え、非財務情報に関する評価と情

報開示の仕方について検討を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では戦略策定の際、デジタルに関わらず 2030 年、2050 年等に起きると予測され

る外部環境のトレンドを見据え、シナリオ分析によってビジネスに貢献する機会と回

避・抑制すべきリスクを捉えている。 

 機会は統合報告書で開示・発信しているが、リスクに関しては有価証券報告書での開

示・発信となっている。リスクと機会は表裏一体のため、どのように開示・発信して

いくべきか、リスクと機会の説明のバランスを整理する必要があると考えている。 

 デジタル化に対する投資・リターンの評価が難しく、非財務情報の評価の仕方と情報

の開示については課題であると感じている。 
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 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者のリーダーシップにより、デジタル変革への取組を情報発信するとともに、サイ

バーセキュリティ対策を推進している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 2014 年からデジタル変革に取り組んでおり、それらを外部に対して開示・発信してき

た。経営者も企業・団体等に招かれて、デジタル変革に関して講演を行っている。当

社の事業そのものがデジタル前提であるため、デジタル変革の説明という流れではな

く、企業戦略の説明として実施している。 

 攻めの IT も重要であるが、守りの IT も重要であると認識しており、最新動向を踏まえ

たサイバーセキュリティの取組を行っている。 
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⑥ 積水ハウス株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

Sustainability Report 2019 において、社会及び競争環境変化の影響を踏まえて経営ビ

ジョン及びビジネスモデルの方向性としてサステナビリティビジョン 2050 を示してい

ることが伺える。 

 

（出典）積水ハウス Sustainability Report 2019 より 
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 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

Sustainability Report 2019 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化

の影響（リスクと機会）を分析・評価した上で、設計したビジネスモデルを実現するた

めの方策を示していることが伺える。 

 

（出典）積水ハウス Sustainability Report 2019 より 
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 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

Sustainability Report 2019 において、戦略を推進する上で ESG 経営の推進体制を整備

していることが伺える。 

 

（出典）積水ハウス Sustainability Report 2019 より 
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 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

Sustainability Report 2019 において、戦略を推進する上で IT 技術を活用しつつ、コア

コンピタンスを活かした顧客価値最大化に向けて取り組んでいることが伺える。（該当

箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）積水ハウス Sustainability Report 2019 より 
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 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

Sustainability Report 2019 において、ビッグデータを活用しながら戦略の達成度とし

て設定した KPI を測り、評価していることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）積水ハウス Sustainability Report 2019 より 
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 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

Sustainability Report 2019 において、取締役会の諮問機関としてリスク管理体制を構

築し、企業活動の監督・評価を行っていることが伺える。 

 

（出典）積水ハウス Sustainability Report 2019 より 

 

企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT・デジタル技術をビジネスに取り入れる必要性を経営者が認識しており、各部門と連

携しながらビジョンやビジネスモデルを描いている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社は、住宅業界を牽引するリーダーという立場を今後もキープするため、IT・デジタ

ル技術に関する最新動向等を把握した上で、ビジネスに取り入れる必要性を経営者が

認識し、IT 業務部を筆頭に各部門と連携しながらビジョンやビジネスモデルを策定し

ている。 
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 IT・デジタル技術の活用は、目的ではなく手段であり、企業としての利益にどのように

繋げられるかということを意識している。 

 当社では、国内外含めた市場環境の変化を捉え、ESG 経営を行っている。事業ドメイ

ンを“住”に特化した成長戦略の展開を構想しており、住宅を基盤として、ハード・ソフ

ト・サービスを提供していくことを目指している。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

新たなビジネスを推進し、企業価値向上を目指す上で、IT・デジタル技術を戦略の中に

取り入れ、必要に応じて外部組織との協業を図りながら活動している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では、グローバルビジョン「わが家を世界一幸せな場所にする」の下、第 5 次中

期経営計画（2020 年度～2022 年度）の基本方針である「コアビジネスのさらなる深

化と新規事業への挑戦」を掲げている。 

 これまでの当社取組の一環として、住宅業界では初となるブロックチェーン技術等を

活用しており、外部組織と協業を図りながら進めてきた。 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者の指揮の下、IT 部門を戦略部門として位置づけ、経営者と従業員がコミュニケー

ションを図りながらデジタル変革に取り組むとともに、業務を知った上で IT に関する

企画提案ができる人材育成を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 これまで IT 業務部は管理部門の位置づけであったが、現在経営戦略の中に IT・デジタ

ルの要素は必要不可欠であるという方針の下、経営者のトップダウンにより戦略部門

の中に位置づけを変更した。それにより、IT 業務部が経営会議等の場に参画するよう

になり、IT・デジタルを含めた方針や戦略、施策等を推進している。 

 IT 業務部は利用者（社員）と近い存在となるような関係を構築している。各拠点に IT

業務部門の担当を配置し、迅速な動きが取れるようにしている。 



64 

 一方で、利用者（社員）からの要望、意見等の請負業務を行うのではなく、それらが

本当に企業利益に繋がるのかを考えた上で、企業としてやるべきこと等を判断する入

口管理に力を入れている。 

 IT・デジタル技術に関する情報・事案等は IT 業務部に集約させており、日々の情報収

集の中で IT・デジタルにおけるリスクや機会等の分析・評価を行っている。データを

一元管理することにより、利用者のニーズ等を把握・分析することが可能であり、経

営企画部と連携することで、分析・評価した内容を経営層へフィードバックし、ビジ

ネス戦略・施策等に反映している。 

 人材育成に関して、業務を知った上で IT 提案を行うような企画提案ができる社員の育

成に力を入れている。SE としての知識ではなく、業務ありきの人材育成を行ってい

る。 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT 部門が先導に立ち、レガシーシステムの刷新や全社的なデジタル化推進施策を行っ

ており、コスト削減やデジタル改革、働き方改革等に貢献している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社では、2010～2015 年にかけて部門ごとに乱立していた IT システム等を全社最適

の観点から統合・再構築し、レガシーシステムの刷新を行うことによって、コスト削

減等の経営数字として効果を出した。 

 また、デジタル化の推進にあたり、2013 年より iPad の全社活用を行っている。iPad

のキッティングは IT 業務部が担うことで iPad の導入・利用を推進し、導入台数約 2

万台を実現しており、デジタル化の推進に貢献している。 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

自社の IT・デジタルに関する取組評価について、定量的に示すことは難しい一方で、ス

テークホルダーとの対話に向けた事前準備を行っているとともに、今後の必要性につい

ても意識している。 
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■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 IT・デジタルの取組実績等を成果としてステークホルダーに示したいが、IT・デジタル

の取組だけを抽出して定量的に示すことは難しいと考えており、今後の検討課題とし

ている。 

 また、IT・デジタルに関する投資家からの問合せはあまりなく、質疑応答のための事前

準備はしているものの、今後の情報開示の有無にかかる大きな要素であると考えてい

る。 

 ただし、今後は IR 部門とも連携して IT・デジタルに対する意識付けを行いたいという

考えはある。 

 

 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT・デジタルの取組について、ニュースリリースや企業・団体等で開催されるセミナー

等で情報発信するとともに、サイバーセキュリティ対策も推進されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社の IT・デジタルに関する取組は、ニュースリリースや企業・団体等で開催される

セミナー等で情報発信を行っている。 

 当社では、IT・デジタルにおけるリスク管理の重要性を認識しており、社会責任として

顧客情報や建築技術情報等の守らなければいけない情報の管理を徹底している。例え

ば、iPad の利用に際して、万が一紛失した場合でも、365 日 24 時間体制で情報流出等

に対応できる仕組みを整えており、社員が安心して iPad を持ち歩き、業務利用できる

ようにしている。 

 昨今のサイバーセキュリティに関する情勢を踏まえると、リスク回避として投資家は

サイバーセキュリティに関する意識が高くなっていると想定している。 
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⑦ 三井住友海上火災保険株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

MS&AD 統合レポート 2019 において、社会及び競争環境変化の影響を踏まえてグルー

プの経営ビジョン及びビジネスモデルの方向性を示していることが伺える。 

 

（出典）MS&AD ホールディングス MS&AD 統合レポート 2019 より 

 

 ２：戦略の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

MS&AD 統合レポート 2019 において、デジタル技術を含めた社会及び競争環境の変化

の影響（リスク・機会）を定期的に見直し、設計したビジネスモデルを実現するための

方策を示していることが伺える。 
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（出典）MS&AD ホールディングス MS&AD 統合レポート 2019 より 

 

 ２－①：組織づくり・人材に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

MS&AD 統合レポート 2019 において、デジタル人財の育成を目指しており、戦略を推

進する上で体制・組織を整備していることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 
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（出典）MS&AD ホールディングス MS&AD 統合レポート 2019 より 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

MS&AD 統合レポート 2019 において、デジタライゼーションを推進する上で、IT シス

テム・デジタル技術活用環境の整備に取り組んでいることが伺える。（該当箇所は赤枠

で記載） 
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（出典）MS&AD ホールディングス MS&AD 統合レポート 2019 より 

 

 ３：成果と重要な成果指標の事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

MS&AD 統合レポート 2019 において、経営数値目標の達成度を測るための KPI を定

め、取組の成果を評価していることが伺える。 
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（出典）MS&AD ホールディングス MS&AD 統合レポート 2019 より 
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 ４：ガバナンスシステムの事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

MS&AD 統合レポート 2019 において、関連事業会社と連携し、サイバーセキュリティ

に関わる取組を推進していることが伺える。（該当箇所は赤枠で記載） 

 

（出典）MS&AD ホールディングス MS&AD 統合レポート 2019 より 

 

企業へのヒアリング 

 １：経営ビジョン・ビジネスモデルのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

中長期視点から、デジタル技術による社会変化等の自社への影響が評価されており、リ

スク・機会の分析を通じてビジョンやビジネスモデルが描かれている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 投資家との対話において統合報告書が求められるようになった今般、持株会社 MS&AD

インシュアランスグループホールディングス（株）が 2015 年度より統合報告書を発行

している。その制作過程を通じて、社会的課題の解決を実現するグループのビジネス

モデルを明確化し、財務・非財務情報を融合した事業戦略の説明を強化している。 

 2018 年度より SDGs を道標としたグループ中期経営計画「Vision 2021」がスタートし

たことを踏まえ、統合的な開示及び投資家との建設的な対話を継続的に実施してい

る。 

 デジタル変革に関する取組については、2010 年度の MS&AD インシュアランスグルー

プ誕生当初より、当初の課題であった国内損保事業の収益性回復に向け、デジタライ
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ゼーションを生産性向上のドライバーとして位置づけて取組を行ってきた。特に 2013

年度にグループ統合システムがカットオーバーしたことから、デジタル分野への投資

とその効果の説明を実施してきた。 

 昨今のデジタル技術の急速な進展を受け、グループ全体でデジタライゼーション戦略

を成長ドライバーとして位置付けており、2016 年度に 4 年間で 1000 億円超の投資を

アナウンスした。また、2018 年度からスタートした中期経営計画「Vision 2021」で

は、「デジタライゼーションの推進」を重点戦略の一つと位置付けており、一層の開示

の強化を行っている。 

 これらの情報発信における投資家の反響は、デジタル変革は事業の持続性を左右する

重要な環境変化であること、当社グループの中期経営計画において「デジタライゼー

ションの推進」を重点戦略の一つに位置付けているため、投資家も常に高い関心を示

している。 

 

 ２：戦略のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

ディスラプションによるリスクと機会を分析し、デジタル変革を踏まえた戦略の策定及

びステークホルダーへの情報発信・関係構築を行っている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 デジタル変革に関する取組を明示している資料として、統合レポートや中期経営計画

書、有価証券報告書等がある。これら資料においては、事業環境の分析（PEST 分析

等）、当社グループ戦略の位置付け、取組内容等について説明をしている。当社では、

デジタル化によって事業・業務等が変化するという点でリスクと機会の両面でデジタ

ル変革を捉えている。 

 具体的には、国内外の経済成長見通しや政治的要因、保険業界における各社の事業戦

略や産業構造・消費者行動の変化等を踏まえ中期経営計画を策定し、重点戦略の一つ

としてデジタライゼーション推進策の情報発信を行っている。 

＜デジタライゼーションの推進策＞ 

1. 業務プロセスの改革 

2. チャネル競争力の高度化 

3. 商品・サービスのデジタル化 
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 ２－①：組織づくり・人材に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル人材における育成・確保のための組織づくりやステークホルダーとの対話・関

係性構築に向けた体制づくりが整備されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 投資家との対話は、グループ CEO および IR 担当役員である副社長グループ CFO と持

株会社の広報・IR 部が中心となって進めている。 

 投資家向けにマネジメント自身が主体となって、説明と対話を行う機会として下記の

ような IR イベントや個別面談を行う体制を構築しているが、デジタライゼーション推

進は当社の重点戦略の 1 つであるため、常に主要なトピックスの一つとなっている。 

1. インフォメーション・ミーティング（年 2 回） 

通期及び半期決算後にグループ CEO が実施する機関投資家・アナリスト向決算

戦略説明会（グループ CDO/CIO/CISO も出席） 

2. MS&AD IR Day（年 1 回） 

グループ CEO・CFO・CDO をはじめ各事業担当役員が出席し、第 1 部は説明

会、第 2 部はラウンドテーブル方式で投資家と対話を行う IR イベントを開催。

2019 年度は第 1 部でシリコンバレーに置く MS&AD Ventures のトップによる講

演を実施。 

3. スモール・ミーティング（不定期開催） 

投資家の関心の高いテーマにフォーカスした説明会、2019 年度はその中の 1 回

で、「テレマティクス・モビリティ事業戦略」についての説明会を実施。 

4. 国内外の投資家訪問時に直接対話（年間約 200 回） 

グループ CEO もしくは、グループ CFO もしくは、広報・IR 部長およびスタッ

フが実施。 

5. 個人投資家向け会社説明会 

グループ CFO もしくは広報 IR 部長及びスタッフが実施。 

 また、統合報告書の中でも、中期経営計画の重点戦略「デジタライゼーションの推

進」の進捗状況として、デジタル人財の育成を目指して東京とシンガポールにグロー
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バルデジタルハブ（GDH）を開設するなど、体制・組織づくりに関する情報等の発信

を行っている。 

 

 ２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

IT システム・デジタル技術活用に向けて、IT 投資計画等を明確化し、ステークホルダ

ーに対して情報発信している。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 

 当社グループでは、デジタル技術による「品質向上・業務効率化」や「商品・サービ

スのデジタル化」を進めている他、急速に発展する「デジタル社会への対応」のた

め、米国シリコンバレーにコーポレート・ベンチャーキャピタルを設置し、海外スタ

ートアップ企業への投資や社内デジタル人財の育成や社員間交流等の取組を行ってい

る。 

 上記の取組は、IR 関連イベントや個別ミーティングで使用するプレゼンテーション資

料に加え、統合報告書やオフィシャルウェブサイト等を通じて情報発信・説明に努め

ている。また、内部留保を振り向ける成長投資領域として、資本政策の視点からも説

明を実施している。 

 これらデジタル分野の取組に関わる情報については、財務情報に与える影響を含め投

資家の関心は高く、質問の多いトピックスの一つである。デジタル変革によるビジネ

ス環境の変化がどのように当社グループの将来ビジネスに影響するか、現在のデジタ

ライゼーションの取組によって、どのような展開、成長を描いているか、その投資計

画・減価償却計画・期待される成果等について、投資家は関心を持っている。 

 

 ３：成果と重要な成果指標のヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

戦略の進捗を把握するための指標の検討を進めているとともに、デジタルの取組に関す

る費用対効果を検証し、ステークホルダーに対して説明し、理解を得ている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 
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 デジタルの取組について、従来のシステム開発案件と同様に投資対効果を経営会議等

に付議し、リリース後、半年を目途に効果検証を行っている。今後、デジタルの取組

については、より多角的な観点から評価が可能となるようデジタルの取組を評価する

指標の検討を進めている。 

 業務効率化の領域については、コスト削減効果として数値の開示が比較的行いやすい

が、他方で成長戦略や新たなビジネスモデルの展開の領域については、定量的な成果

イメージを示しにくい。そのような領域については、将来的な展開イメージや取組の

具体例、将来的な利益に繋がる KPI を可能な限り提示するようにしている。例えば、

テレマティクス自動車保険分野では、まだ全体に大きな利益数値として示すことはで

きないが、利用者とそれ以外の契約者との事故比率の違い等を示して、将来的な効果

を期待いただけるように工夫している。 

 また、KPI で示すことの意義は、投資家のみならず社員の士気やデジタルにおける取組

の必要性や理解・関心を高める根拠材料となっている。 

 当社グループでは、毎年のグループ修正利益の 40%～60%を株主に還元し、残りを持

続的な成長のための投資を行う方針としており、デジタライゼーション推進のための

投資を成長投資の中の重要な要素として位置付けて説明を行っている。 

 大型 R&D 投資については、投資予定金額と期待される効果を示し、財務関連情報を中

心に半期ごとに情報のアップデートを行っている。 

 デジタル投資を行うこと自体の必要性については、概ね投資家から理解をいただいて

いるが、資本コストを上回る成果をどの時点で上げることができるのかについては、

引き続き丁寧な説明が必要であると考えている。 

 デジタル投資は、中期経営計画の重要点戦略の一つであり、当社グループの持続的な

成長において重要な課題であることから、投資家も常に高い関心を示している。 

 

 ４：ガバナンスシステムのヒアリング 

■ ヒアリング結果の所感 

経営者のリーダーシップにより、デジタル変革への取組を明確化し、それらをグループ

企業等の活動へ広げているとともに、サイバーセキュリティ対策も推進されている。 

 

■ ヒアリングで得られた対象企業の考え方・発言 
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 デジタル変革に関する取組は、当社グループの強みの 1 つであると考えており、投資

家にも認知していただけるよう経営トップを筆頭に、自発的な情報発信に取り組んで

いる。統合レポート等の発行物への積極的な記載や Web サイトでの情報提供、インフ

ォメーション・ミーティングでのマネジメントによる説明に加え、スモール・ミーテ

ィングのテーマに取り上げてより詳細な説明を行う等、積極的で分かりやすい情報発

信を常に心掛けている。 

 デジタルの取組を実現させるには、トップダウンでなければやり遂げることが難しい

と感じている。トップメッセージの中にどれだけのビジョンが入っているかが肝心で

ある。経営トップから社員に対して、各会議体や年始の挨拶等の中でデジタルの取組

を重要事項の一つとして語っており、海外含めた全社員に対して発信している。 

 サイバーセキュリティの観点では、経営者のトップメッセージにより、データ利活用

とガバナンスを専門にマネジメントするセクション（データマネジメント部）を 2020

年 4 月より設立する。以前より、コンプライアンス部門によるガバナンスの取組や IT

部門によるサイバーセキュリティ対策を実施してきたが、専門の部署を設立すること

により、今後はさらなる取組強化を図る。 

 具体的には、当社全体が保有するデータや部門・個別システム等が保有するデータを

全て洗い出してカタログ化を行い、データ利活用面とガバナンス面のさらなる強化を

図り、攻めと守りの両面をバランスよくカバーすることを目的としている。 

 また、当社で実施した取組をノウハウ化し、それらを持ち株会社等の傘下に移植して

取組を広げている。 

 デジタルの取組に際して、当社は以下のような問題意識を持っている。 

1. デジタル変革の取組は、全世界の多岐にわたる分野で取り組んでいるため、情報

収集が容易ではないこと 

2. 展開のスピードが速く、一時点で描いた成長ストーリーの形が急激に変わってし

まう可能性があること 

3. 戦略的な意義から開示のタイミングが難しいこと 

4. 最新分野での競争優位性の評価を行う知見を十分に持ち合わせていないこと 

 デジタライゼーションの推進は当社グループの中期経営計画における重点戦略の 1 つで

あり、デジタル変革による社会変化が止まらない限り、投資家側への継続的な説明を行

っていく。そのため、経営トップによるメッセージの発信やグローバルを含めた関連部

門との情報連携に努め、有意なネットワークの構築に努めている。 
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3.4 優良事例を踏まえたモデルケースの方向性 

ヒアリング結果のとりまとめ 

 優良事例 7 社を対象としたヒアリングの結果、各企業の共通項として以下のような示唆を

得ることができた。 

 

（１：経営ビジョン・ビジネスモデル） 

 デジタル技術を含めたビジネス環境変化に対する経営者の危機意識 

デジタル技術を含めた社会的課題、ビジネス環境の変化に対する危機感・意識を経営

者自身が有しており、それらが起点となりデジタル変革に取り組んでいる。 

 経営者のリーダーシップ 

経営者がデジタル変革をリスク・機会の両面で捉えて経営ビジョン・ビジネスモデル

に反映しており、それらを経営トップの意思として組織内に伝達し、リーダーシップ

を発揮している。 

 デジタル変革の影響を把握するためのリスク・機会の分析・評価 

経営者の指揮の下、デジタル技術を含めた社会・市場変化等の自社への影響を評価す

るためにリスク・機会の分析・評価を行い、それらを基に経営ビジョン・ビジネスモ

デルを描いている。 

 

（２：戦略） 

 組織が一体となった体制・仕組みの推進 

デジタル変革を含めたリスク・機会を分析・評価するために、経営者と従業員等の関

係者が連携を図りながら一丸となって取り組んでおり、それらの結果を踏まえて戦略

を策定する体制・仕組みが整備されている。 

 顧客視点での企業価値向上 

IT 技術・デジタル技術ありきではなく、顧客視点で企業価値向上を図るための戦略を

策定しており、それらをステークホルダーに対して情報発信している。 

 デジタルの取組に対するステークホルダーの関心 

デジタルの取組に関心を示すステークホルダーは各社によって異なるが、情報発信を

継続することによってステークホルダーの関心度合いが高まっていることが伺える。 
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（２－①：組織づくり・人材に関する方策） 

 デジタル人材の育成・確保 

戦略を推進する上で必要となるデジタル人材について、部門間異動や専門部署・役割

等の設立によって社内人材の育成を図るとともに、必要に応じて外部組織と協業しな

がら人材の調達・確保に力を入れている。 

 組織横断的な取組 

デジタルの取組を行うに際して、一つの部門だけではなく他部門と連携し、時には社

内外を含めた関係者がコミュニケーションを図りながら推進しており、それらの取組

をステークホルダーへ情報発信している。 

 情報を開示する上での留意点 

デジタルの取組を積極的に情報発信することにより、オープンイノベーションの推進

や有望なデジタル人材が集まってくるといったメリットがある。一方で、デジタル戦

略等の情報発信は、経営戦略と密に関係しておりセンシティブな内容を含んでいるた

め、開示する情報の取扱には留意し、慎重に判断しつつ、ステークホルダーへ情報発

信している。 

 

（２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策） 

 IT システム・デジタル技術活用は目的ではなくビジネスを支える手段 

戦略の推進にあたっては、IT システム・デジタル技術の活用・施策が目的ではなく、

自社のビジネスを支えるための手段として活用している。 

 IT システム・デジタル技術活用環境の整備 

経営者が IT システム・デジタルに関する危機意識を持ち、それら技術の活用環境構築

に対して積極的に取り組むとともに、ステークホルダーに対して情報発信している。 

 外部組織との協業 

オープンイノベーションの取組等、必要に応じて外部組織と協業を図りながら IT シス

テム・デジタル技術活用環境の構築に取り組んでいる。 

 

（３：成果と重要な成果指標） 

 企業活動や企業価値を図る指標及び評価の実施 

ステークホルダーから企業活動や企業価値を評価してもらうにあたり、財務情報及び

非財務情報における達成状況を図る KPI や現状評価を行うプロセスがある。 
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 デジタルの取組に関する指標・評価の困難性 

様々な角度から企業活動や企業価値を評価する必要があり、かつステークホルダーか

らは定量的な企業活動の評価を求められているため、デジタルの取組に焦点を当てて

評価する指標やそれを定量的に示すことは極めて難しい。 

 デジタルの取組に関するステークホルダーの関心度合い 

ESG 等の企業活動と比較すると、デジタル変革に対する取組はステークホルダーから

の関心が低いものの、政府の動きや世の中の風潮によりステークホルダーの関心度が

高まることも想定されるため、今後はデジタル変革の取組を評価・情報発信する仕組

みが必要となることも考えられる。 

 

（４：ガバナンスシステム） 

 様々な媒体等を活用した経営陣による積極的な情報発信 

CEO や CDO 等の経営陣により、統合報告書等の媒体以外においても企業・団体等の

セミナー等で IT・デジタルに関する対外的な情報発信を行っている。 

 デジタルに関する最新動向等の継続的な情報収集 

経営陣の指揮の下、社内外と連携してデジタル変革に関する最新動向等の情報収集を

行い、経営ビジョン・ビジネスモデル・戦略等を定期的に見直すことでビジネス競争

力の向上に取り組んでいる。 

 サイバーセキュリティ対策の推進 

デジタル変革を含めたリスクと機会を捉えた上で、攻めの経営のみならず、守りの経

営として専門組織の設立や外部組織と連携してサイバーセキュリティ対策等を推進し

ている。 

 

今後のモデルケースの方向性（案） 

 これらの内容を踏まえ、今後、各企業がデジタルガバナンス・コードに沿ってデジタル変

革を推進していくためのモデルケースの方向性として、以下のことが望まれる。 

 

（１：経営ビジョン・ビジネスモデル） 

■ 経営者がデジタル技術を含めた外部環境の変化に危機意識を持ち、ビジネス競争を勝

ち抜くために経営者のリーダーシップの下、社内外の関係者と連携・協業しながらデ
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ジタル技術を含めた社会・市場環境変化の影響（リスク・機会）を分析・評価し、経

営ビジョンやビジネスモデルに落とし込むことが望まれる。 

 

 デジタル技術を含めた外部環境の変化により、ビジネスそのものを変えていかなけれ

ばいけなくなった今般、ビジネス（経営戦略）と IT システム（IT 戦略）を一体として

捉えることが不可欠となった。 

 国内外の市場においてビジネス競争を勝ち抜くためには、経営者自身がデジタル技術

を含めた社会的課題に対する危機感・意識を持ち、企業価値向上を図っていくことが

成功の鍵となっている。 

 それらを実現するためには、経営者がリーダーシップを発揮し、社内外の関係者との

協力の下、中長期視点からデジタル技術を含めた社会変化が自社にもたらす影響（リ

スク・機会）の分析・評価を行い、その結果を踏まえて経営ビジョンやビジネスモデ

ルを描いていくことが望ましい。 

 

（２：戦略） 

■ 経営ビジョンやビジネスモデルを具現化するための戦略を策定するにあたって、関係

者とコミュニケーションを図りつつ、顧客視点で企業の持続的な成長及び中長期的な

企業価値の創出を目指すことが望まれる。 

 

 企業がデジタル技術を含めた外部環境の変化に対応し、ビジネス競争を勝ち抜くため

には、経営者が描いた経営ビジョンやビジネスモデルを具現化するための戦略が必要

である。 

 戦略を策定するためには、経営者一人の力では実現できないため、顧客、投資家、従

業員、取引先、地域社会等をはじめとするステークホルダーとコミュニケーションを

図りながら関係を維持・強化することが求められている。 

 それらを踏まえて、顧客視点で企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値の創出に

向けた方策を定めることが望ましい。 

 

（２－①：組織づくり・人材） 

■ 経営者が他の経営陣等に丸投げせず戦略を推進するには、社内外を含めた関係者とコ

ミュニケーションを図るための企業文化の醸成や人材育成・確保に向けた組織・体制
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づくりを行うとともに、それら取組について自社のビジネスに支障のない範囲でステ

ークホルダーに対して、自社の取組を情報発信が望まれる。 

 

 Society5.0 時代におけるビジネス競争を勝ち抜くための戦略を策定するには、市場・

競合他社の動向等、様々な環境を把握・分析した上で判断することが求められる。 

 経営者が CDO 等に丸投げせず取り組むには、社内外を含めた関係者とコミュニケーシ

ョンを図りながら進めることが必要である。 

 そのためには、経営者のリーダーシップの下、企業文化の醸成や人材育成・確保のた

めの組織・体制づくりを行うことが重要である。 

 また、自社の活動に対してステークホルダーから理解・賛同を得るために、自社のビ

ジネスに支障のない範囲でステークホルダーに対して、自社の取組を情報発信するこ

とが望ましい。 

 

（２－②：IT システム・デジタル技術活用環境の整備） 

■ 経営者が IT システム・デジタル技術の重要性を認識するとともに、IT システム・デ

ジタル技術の活用が目的ではなく、自社のビジネスを支えるための手段として捉え

て、社内外の関係者と協業しながら IT システム・デジタル技術活用環境を整備するこ

とが望まれる。 

 

 顧客視点で企業の持続的な成長及び中長期的な企業価値を創出するには、経営者がデ

ジタル技術を含めた社会変化に対する危機意識を持つことが重要である。 

 IT システム・デジタル技術の活用が目的ではなく、自社のビジネスを支えるための手

段として捉え、取り組むことが必要である。 

 そのためには、利用する技術、標準アーキテクチャ等にも留意しつつ、IT システム投

資や研究開発投資の計画等を明確化し、必要に応じて外部組織と協業を図りながら IT

システム・デジタル技術活用環境を整備することが望ましい。 

 

（３：成果と重要な成果指標） 

■ ステークホルダーから企業活動や企業価値を評価してもらうには、定性・定量含めて

客観的な評価の情報提供が不可欠であるが、現状はデジタル変革の取組にのみ焦点を

当ててそれらを評価することは難しいという課題があるため、当面は企業活動全体と
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しての戦略の進捗や効果、将来の伸びしろを示す KPI を設定し、その結果を情報発信

することが望まれる。 

 

 デジタル変革の取組を含めた企業活動について、ステークホルダーから評価を得るた

めには、定性・定量含めて客観的に評価するための仕組みや指標等が必要である。 

 しかしながら、デジタル変革の取組が企業価値向上にどの程度貢献したのか等、デジ

タル変革の取組にのみ焦点を当てて評価することは現状難しい。 

 そのため、企業活動全体において企業価値向上を図るための戦略の進捗や効果、将来

の伸びしろを示す KPI を設定するとともに、ステークホルダーへの理解・賛同を得る

ために情報発信を行うことが望ましい。 

 

（４：ガバナンスシステム） 

■ 企業におけるデジタル変革の取組が適切であるか監督・評価する体制を整えるととも

に、経営陣がデジタル技術を含めた社会変化に対する十分な知見や問題意識を有し、

リスク・機会を捉えた上で持続的に活動を行うことが望まれる。 

 

 企業がデジタル技術を含めた外部環境の変化に対応し、ビジネス競争を勝ち抜くため

には、経営者がリーダーシップを発揮することが重要である。 

 一方、その活動が企業にとって適切であるか等を監督・評価する仕組み・体制が必要

である。 

 また、企業活動により生じた影響を観測し、セキュリティやプライバシー等のリスク

を適切にコントロールすることが、昨今求められている。 

 そのため、経営陣がデジタル技術を含めた社会変化に対する十分な知見や問題意識を

有し、リスク・機会を捉えた上で企業における経営ビジョン、ビジネスモデル、戦略

等の策定に関する意思決定を行うとともに、それらを継続的に監督・評価する取締役

会を整え、その結果をステークホルダーに示していくことが望ましい。  
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4 デジタル変革に対するシナリオ分析のあり方の検討 

4.1 検討の背景・経緯 

 我が国企業において、デジタル技術による社会変化が自社にもたらす影響（リスク・機会）

を中長期視点で評価し、それ以外の影響要素とも比較した上で、自社のビジネスモデルの持

続可能性にとっての重要な要素（マテリアリティ）を特定するための手法の一つとしてシナ

リオ分析がある。 

 シナリオ分析活用の代表例として、「気候関連財務情報開示タスクフォース(Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures 以下、TCFD)」が挙げられる。 

 TCFD は、企業による気候変動への対応を経営の長期的リスク対策および機会の創出とし

て捉え、投資家等に向けた情報開示や対話を促進することを目指している。TCFD が求める

情報開示は、組織の運営方法の中核要素を代表する 4 つのテーマ（ガバナンス、戦略、リス

クマネジメント、測定基準（指標）とターゲット）を推奨事項として構築している。 

 

（出典）TCFD 気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告（最終報告書）より 

 

 これら気候変動で活用されているシナリオ分析の手法や事例等を参考にしつつ、デジタル

変革におけるリスク・機会を浮き彫りにするシナリオ分析のあり方を検討するための調査・

検討を行った。 

 

参考：TCFDの背景 

 2015 年 12 月に採択されたパリ協定を受け、気候変動の緩和及び適応の両面での取組が世

界中で進んでいる。気候変動は投融資先の企業の事業活動に多大な影響を与える可能性が

あることから、保有資産に対する気候変動の影響を評価する動きが広まっている。 
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 一方で、足下、企業に求める気候変動の影響に関する情報開示の程度は十分ではなく、気候

関連のリスク・機会を企業の戦略や財務計画と関連づけて理解できない状況を受けて、金融

安定理事会(FSB)は、2015 年 12 月に民間主導の TCFD を設置した。 

 TCFD は、銀行や保険会社、年金基金などの金融系企業・団体と、エネルギー、運輸、素材

などの非金融系企業に属する 32 名のメンバーから構成され、約 1 年半の検討期間を経て

2017 年 6 月に最終報告書を公表した。TCFD 提言では、企業が任意で行う気候関連のリス

ク・機会に関する情報開示のフレームワークが示されている。 

 

4.2 デジタル変革に対するシナリオ分析の考え方 

 中長期視点からデジタル変革を踏まえて企業評価を行うには、デジタル変革に伴うリスク

と機会を明らかにする必要がある。そこで、本調査・検討を行うに際して、公知情報等を基

に、デジタル変革によって起こり得る 2030 年までの外部環境におけるリスク・機会を事前

調査した。 

 

 

図 ３ 2030 年までの外部環境におけるリスクと機会 
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 これらの内容を踏まえながら、自社におけるデジタル変革に伴うリスクと機会を明らかに

するとともに、それに基づく戦略が立案・実行されているかを開示する手段としてシナリオ

分析を活用することで、将来の不確実性に対するレジリエンシーが評価できるようになっ

ていくと想定する。 

 今後、企業がシナリオ分析を行う際の参考となるよう、Society5.0 時代のデジタルガバナン

スにおけるシナリオ分析の考え方を整理していく必要がある。そのため、本調査では、公知

情報等を基にシナリオ分析手法を活用している企業の事例調査及び有識者へのヒアリング

を行った。 

 

参考：TCFDにおけるシナリオ分析手法 

 TCFD におけるシナリオ分析では、不確実な条件の下で、一連の可能性のある将来の状態の

潜在的影響を特定し、評価するプロセスを実行している。シナリオは仮説的な構成であり、

正確な成果や予測を提供するようには設計されていない。代わりにシナリオは、特定の傾向

が継続するか、もしくは特定の条件が満たされた場合に、将来の見通しはどのようになるか

を検討する方法を提供している。 

 

（出典）TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告(最終報告書)」より 
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 また、TCFD では気候変動におけるリスクと機会の要因を以下のとおり分類している。 

 

リスク 

 TCFD では気候関連リスクを、低炭素経済への「移行」に関するリスクと、気候変動に

よる「物理的」変化に関するリスクに大別している。 

 

（出典）TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告(最終報告書)」より 

 

機会 

 TCFD では気候変動緩和策・適応策による経営改革の機会を 5 つに分類し例示している。 

 

（出典）TCFD「気候関連財務情報開示タスクフォースの勧告(最終報告書)」より 
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4.3 シナリオ分析を活用している企業事例 

 デジタル変革におけるリスク・機会を浮き彫りにするシナリオ分析のあり方を検討するた

め、シナリオ分析手法を活用していると想定される下記 2 企業について、公知情報等を基

にした調査を行った。 

① 伊藤忠商事株式会社 

② ロイヤル・ダッチ・シェル    （五十音順） 

 選定理由は以下のとおりである。 

 伊藤忠商事株式会社 

環境省「TCFD を活用した経営戦略立案のススメ ～気候関連リスク・機会を織り込むシ

ナリオ分析実践ガイド～」の中でシナリオ分析実践事例として取り上げられている企業

であること、商社という事業の特色により様々な業界を調査・分析していることが想定

されるため。 

 ロイヤル・ダッチ・シェル 

シナリオ分析手法を開発した企業であり、1970 年代からシナリオ分析に着手しており、

パイオニアとしての知見・手法等の情報収集が見込まれるため。 

 

① 伊藤忠商事株式会社 

公知情報等を基にした事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

伊藤忠商事では、炭素価格による発電コストの上昇やエネルギーミックスの変化が財務

上のインパクトをもたらすといった 2℃/4℃の気温の上昇の影響による自社のリスク・

機会を仮説立てし評価している。 

 

 気候変動が発電事業セグメントにもたらすリスクと機会を特定している。 
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（出典）環境省 TCFD を活用した経営戦略立案のススメより 

 

 2℃の世界では、火力発電を抑制・低減し、再エネの比率を大幅に拡大。 

 

（出典）環境省 TCFD を活用した経営戦略立案のススメより 

 

 4℃の世界では、再エネを一定量拡大しつつ、現在の延長線上で事業を拡大。 
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（出典）環境省 TCFD を活用した経営戦略立案のススメより 

 

 2℃/4℃いずれのシナリオにおいても、少なくとも現状レベルの利益を維持する。 

 

（出典）環境省 TCFD を活用した経営戦略立案のススメより 
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② ロイヤル・ダッチ・シェル 

公知情報等を基にした事前調査 

■ 事前調査で得られた対象企業の取組事例 

ロイヤル・ダッチ・シェルでは、2060 年の世界のエネルギー問題・環境問題が、この

先どのように展開していくかを政府の力が強く低成長な「Mountains」シナリオ、民

衆の欲求と政治的な力が群発的に拡がる「Ocean」シナリオを作成し予測している。 

 

（Mountains シナリオ） 

 想定シナリオ 

 2020 年代以降アメリカと中国が利益を調整し合う関係となり、既得権をもつ者たちに

よる「物事をそのままにしておきたい」思考が世界の主導権を握る。 

 国家は国益を優先し、経済活動の活動は弱まり、先進国の経済成長は鈍化。 

 エネルギー価格は低価格を維持。シェールガスが、供給の安定した安価なエネルギー

源として世界の需要を支える。 

 世の中の動向 

 各国政府の指導力が強いこのシナリオでは、炭素隔離(CCS)技術などの長期的なエネル

ギー・地球環境プロジェクトを遂行。二酸化炭素問題解決に欠かせない技術と位置づ

けられ、開発と運用には先進国を中心に国際協調が実現。 

 既得権に身を置く側は、時として地球大の共通善を求める長期的視野を備える。そこ

で温暖化問題への大規模で具体的な対応が目指され人々は省エネ・コンパクトシティ

への移住を促される可能性がある。CCS や原発の建設は、地元住民の反対を乗り越え

て適地を合意していく。 

 2060 年には世界の発電セクターにおける CO2 排出量は限りなくゼロとなる。 
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（出典）ロイヤル・ダッチ・シェル New Lens Scenarios より 

 

（Oceans シナリオ） 

 想定シナリオ 

 民衆が IT によりエンパワーされる世界。似た意見を共有する者同士で繋がっていき、

バリューが共有されていく社会。 

 各国でポピュリズムに翻弄され政権交代が発生。社会課題を持続的な努力をもって解

決することができない社会。 

 世の中の動向 

 規制緩和が進行し民間の活動が栄える。グローバル化が進み途上国の数十億の人々の

生活水準は上がる。 

 エネルギー需要が大きく伸び、エネルギー価格の上昇。エネルギー効率の向上・再生

可能エネルギーの普及に各企業が尽力。太陽光エネルギーがシェア第一のエネルギー

源となる。途上国では電力移送のための送配電系統への投資が追いつかず、太陽光発

電システムが普及する。 

 再生可能エネルギーのシステム価格が低下し、技術開発に要する数十年間は、石油や

石炭が発電用燃料として重用され地球温暖化が深刻化する。 
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（出典）ロイヤル・ダッチ・シェル New Lens Scenarios より 

 

4.4 シナリオ分析に関する有識者ヒアリング 

 これらの事前調査を踏まえた結果、デジタル変革におけるリスク・機会を浮き彫りにす

るシナリオ分析のあり方を検討するにあたって、下記シナリオ分析の有識者にヒアリ

ングを行った。 

 東京大学 角和昌浩客員教授 

 選定理由は、以下のとおりである。 

 ロイヤル・ダッチ・シェルグループ本社でシナリオプランニングを実践的に追求し、

現在は東京大学 公共政策大学院 客員教授としてシナリオプランニングの研究分野に

精通しているため。 

 

東京大学 角和昌浩客員教授 

有識者へのヒアリング 

 デジタル変革におけるシナリオ分析に必要な要素ついて 

■ ヒアリング結果の所感 

企業におけるリスク・機会の捉え方・考え方を定義することは、企業の経営戦略の中に

デジタル変革に関するリスク・機会を盛り込むための最初のステップである。 

 

■ ヒアリングで得られた有識者の考え方・発言 
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 まずは、デジタル変革に関するリスク・機会の対象（誰のリスク・機会なのか）を定義

することが重要である。それが定義できなければ、企業はリスク・機会を肌身で感じる

ことができず、自社の経営戦略の中に盛り込むことができない。 

 リスク・機会の対象は、大企業、中堅・中小企業、スタートアップ企業等があり、その

中でも IT・デジタルの取組に先進的、遅れている、無関心等のレベル感がある。業種・

業態・個社ごとに想定するリスクが異なるため、リスク・機会の捉え方や定義を示す必

要がある。リスク・機会の捉え方の一例として諸外国との競争性の観点等が挙げられる。 

 

 シナリオを考えるにあたってのポイントについて 

■ ヒアリング結果の所感 

シナリオを検討するにあたっては、ファシリテーターとして第三者の協力を得ながら経

営陣が中心となり、企業のリスク・機会を洗い出すブレインストーミングを行い、それ

らを全社に発信することが求められる。 

 

■ ヒアリングで得られた有識者の考え方・発言 

 よいシナリオをつくるには、正確な調査が必要であり、それが欠けてしまうとシナリオ

は描けない。 

 調査にあたっては、調査機関等に丸投げするのではなく、経営陣が中心となって自社に

おける不安材料、心配事等を持ち寄ってブレインストーミングを行い、主体とする事業

リスク・機会とは何かというナチュラル・アジェンダーの掘り起こしが重要となる。 

 ブレインストーミングの初期段階では、会議体や専門部隊等の形式的な取組ではなく、

事業リスク・機会の言語化に集中することが望まれる。 

 また、関係のない意見で重要な意見が平準化され、埋もれる恐れがあるため、事業リス

ク・機会に関わるシナリオをつくる際は、個社内での実施を含めて事前アンケート調査

は避けた方がよい。 

 ブレインストーミングのポイントは、ファシリテーション能力である。それがないと重

要なシグナルが拾えずイシューに辿り着かないことがある。また、一定数の抵抗勢力が

存在するため、社内だけでの実施は難しく、外部のテコ入れが必要である。ファシリテ

ーターには、対象の組織から独立かつ客観的な立場の第三者が適任である。 

 シナリオ分析に必要なファシリテーションとは、現在から様々な未来を語ってもらうこ

とである。参加者全員が平等に意見・情報を出すための仕組みが必要であり、デモクラ
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ティックな部分がシナリオ分析に求められる。シナリオには対象が必要であり、そのた

めの出口も必要となる。 

 これらをとりまとめて組織が考えるリスクと機会の定義を明らかにし、全社に伝達する

ことが求められる。経営トップと現場との対話が重要である。 

 

 デジタル変革におけるシナリオ分析を検討する上での課題と展望について 

■ ヒアリング結果の所感 

デジタル変革におけるリスクと機会を可視化させるツールとしてシナリオ分析は有効

である一方、業種・業態・個社によってリスク・機会は異なるため、業界ごとのシナリ

オパッケージ化の検討が求められる。 

 

■ ヒアリングで得られた有識者の考え方・発言 

 シナリオ分析の重要なポイントは「可視化」である。デジタル変革の世界では、大企業

が必ず存続するという保証はなく、中堅・中小、スタートアップ等はデジタルの取組に

裂ける時間や体力が十分に確保できるとは限らない。企業が倒産しないためのリスクと

機会をフォーマット化する手段として、シナリオ分析は有効である。 

 どのような企業や経営者でもデジタル変革の必要性や内容が理解できるようなシナリ

オのパッケージ化を検討することが求められる。 

 ただし、業種・業態・個社ごとに経営戦略・ニーズは異なるため、汎用的なシナリオを

つくることは難しいと想定する。そのため、業界単位でシナリオ分析をつくることが推

奨される。業界ごとのリスクや新たな事業等を冷静に観察し、収集した情報を咀嚼した

上で、業界の機会となるものを見定めていくことが必要である。 

 

4.5 デジタル変革に対するシナリオ分析の方向性 

調査結果のとりまとめ 

 事前調査や有識者ヒアリングの結果、今後のデジタル変革に対するシナリオ分析の方向性

として、以下のような示唆を得ることができた。 

 

■ デジタル変革に対するシナリオ分析の有効性について 

 企業が国内外含めたビジネス競争を勝ち抜き、持続的な企業価値の向上を図っていくに
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あたり、社会変化が自社にもたらす影響（リスク・機会）を可視化することは極めて重

要である。 

 既に先進的な企業では、気候変動等の不確実性の多い世の中において、これまでの事業

の前提が大きく変わってしまう場合の事業影響を検討する手段としてシナリオ分析の

手法を用いている。 

 デジタル変革においても、市場や事業等にどのような影響があるかを予想し、そうした

変化が自社のビジネスにどのような結果をもたらし得るかを検討するための手段とし

て、シナリオ分析は有効であると言える。 

 

■ デジタル変革に対するシナリオ分析を推進する上での留意点について 

 業種・業態・個社ごとに経営方針や戦略、ステークホルダーのニーズは千差万別である。 

 地球温暖化や気候変動といった企業活動が全人類に影響を及ぼす共通の課題とは異な

り、全産業が企業活動を行うにあたって、デジタル変革における共通の課題をシナリオ

として設定することは極めて困難である。 

 そのため、産業全体としてのシナリオではなく、業界単位でシナリオをつくり、業界ご

とのリスク・機会の分析を行いながら、個社で判断・対応していくことが望ましい。 

 

今後のシナリオ分析の方向性（案） 

 これらの内容を踏まえ、今後、各企業がデジタル技術を含めた社会変化の影響（リスク・機

会）を可視化するための手段としてシナリオ分析を推進するには、以下のことが望まれる。 

 

■ 企業が持続的な企業価値の向上を図っていくためには、デジタル変革は避けては通れな

いものとなっている。企業がステークホルダーに対してそれらの重要性や取組の意義を

説明し、理解・賛同を得るための「共通言語」としてシナリオ分析を活用できるよう、

シナリオの設定や活用する上での留意点等について、引き続き検討することが望まれる。 

 

 ステークホルダーの関心事項は、環境や従業員の利益にも配慮した「ESG」や「SDGs」

へ意識が高まっているものの、IT システム・デジタル技術活用に対する意識は、我が国

において高いとは言えない。 

 一方で、デジタル変革における経営や事業等への影響の大きさは、決して無視すること

のできないものとなっている。持続的な企業価値の向上を図るには、デジタル変革の重
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要性をステークホルダーに対して説明し、理解・賛同を得ることが必要となる。 

 そのため、ステークホルダーとの対話において、シナリオ分析が共通言語となることで、

企業とステークホルダーとの意識の乖離を埋める重要な要素となるよう継続して検討

することが求められる。 

 

図 ４ デジタル変革に対するシナリオ分析の活用イメージ 
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5 終わりに 

 本調査研究では、デジタルガバナンス・コード及び認定制度策定を目指すにあたり、

Society5.0 時代における企業ガバナンスのあり方を示すため、【DX の準備が整っている企

業に対する認定制度の検討】【情報開示に係る優良事例収集及びモデルケースの検討】【デジ

タル変革に対するシナリオ分析のあり方の検討】の 3 つの柱の下、調査研究を行ってきた。

これまでの調査結果を踏まえると、以下のとおり整理することができる。 

 

DXの準備が整っている企業に対する認定制度の検討 

 我が国企業において、デジタルトランスフォーメーションを推進し、Society5.0 社会を実現

するためには、データやデジタル技術を活用し、新たなビジネス・サービスを創出する基盤

となる IT システム・デジタルにおけるガバナンスの重要性が高まっている。現在、経済産

業省において「Society5.0 時代のデジタル・ガバナンス検討会」を立ち上げ、デジタルガバ

ナンス・コードと認定制度の創設に向けて検討を行っている。それら取組を通じて、デジタ

ルトランスフォーメーションに関するレファレンス、行動指針、対話のフレームワーク等を

ステークホルダー間の共通言語として整備していくことが求められている。 

 

情報開示に係る優良事例収集及びモデルケースの検討 

 デジタル変革がもたらす影響は、我が国産業界全体にとって無視できないものとなってい

るため、経営者自身がデジタル技術を含めた社会変化に対する危機意識を持ち、経営者のリ

ーダーシップの下、経営ビジョン・ビジネスモデル・戦略等を策定し、中長期視点からビジ

ネスの構造変革を行うことが求められている。また、デジタル変革の取組についてステーク

ホルダーからの理解・賛同を得るために、企業活動全体を通じて企業価値向上を図るための

戦略の進捗や効果、将来の伸びしろを示す KPI を検討しつつ、それらを情報発信していく

ことが成功要因の一つであると言える。 

 

デジタル変革に対するシナリオ分析のあり方の検討 

 不確実性の多い世の中において、デジタル技術を含めた社会変化が自社にとってどのよう

な影響（リスク・機会）を与えるかを可視化する手段として、シナリオ分析は有効であると

言える。一方で、IT システム・デジタル技術活用に対するステークホルダーの意識は、我



98 

が国において高いとは言えず、また、業種・業態・個社ごとにデジタル変革に対する経営方

針や戦略、ステークホルダーのニーズは異なるため、業界単位でシナリオをつくり、業界ご

とにリスク・機会の分析を行いつつ、企業とステークホルダーとの意識の乖離を埋める重要

な要素となるよう、シナリオ分析のあり方について継続検討が求められる。 

 

 本調査研究で得られた示唆を踏まえ、今後必要となる検討事項を以下に示す。 

 本調査研究では、大企業の中でも特に先進的な活動を行う企業に注目して調査・検討を

行った。今後、我が国産業界全体のデジタル化に向けた取組の底上げを図るためには、

大企業のみならず中堅・中小企業も含めて検討の幅を広げていくことが望まれる。 

 我が国企業が持続的な企業価値の向上を図るためには、デジタル変革におけるステーク

ホルダーからの理解・賛同が必要不可欠であり、それらを得るためにステークホルダー

との対話を促進する仕組み・工夫等が重要となる。民間企業だけでは実現が困難な部分

については、政府の支援の下、推進していくことが望まれる。 

 デジタルガバナンス・コードに沿った行動に踏み出し、ステークホルダーとの対話を通

じてデジタル技術による社会変化へ対応している、もしくは準備が整っている企業の認

定制度（事業者認定）やデジタルガバナンス・コードに沿ってより優れた行動を行う企

業を選定する制度（優良企業選定）について、企業が各制度の申請手続きを行う上で、

二重申請等の負荷がかからないよう配慮することが求められる。また、各制度を普及さ

せるためにも、申請する企業にとっての具体的なメリットを提示することが望まれる。 

 優良企業選定に関しては、業種・業態等によってデジタル変革の取組状況や実績・成果

等が異なるため、全業種の中からトップ企業を選定するのではなく、業種ごとにトップ

企業を選定する等の評価の仕組みについても今後の検討事項の一つであると想定する。 

 本調査研究で得られた結果を踏まえ、政府の支援等を活用しながら、各企業がデジタル

技術を推進することでビジネスモデルを抜本的に変革し、持続的な企業価値の向上を図

るとともに、国際的な競争力を強化することで Society5.0 を実現していくことが期待さ

れる。 

（以上）
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デジタルガバナンス・コード（案） 

※第 2 回 Society5.0 時代のデジタルガバナンス検討会時点での案 

 

デジタルガバナンス・コード（案）の前文 

 あらゆる要素がデジタル化されていく Society5.0 に向けて、ビジネスモデルを抜本的に変

革（DX：デジタルトランスフォーメーション）し、新たな成長を実現する企業が現れてき

ている。一方、グローバルな競争の中で、競合する新たなビジネスモデルにより既存ビジネ

スが破壊される事例（デジタルディスラプション）も現れてきている。 

 こうした時代変化の中で、持続的な企業価値の向上を図っていくためには、① IT システム

とビジネスを一体的に捉え、新たな価値創造に向けた戦略を描いていくこと、② ビジネス

の持続性確保のため、IT システムについて技術的負債となることを防ぎ、計画的なパフォ

ーマンス向上を図っていくこと、③ 必要な変革を行うため、IT 部門、DX 部門、事業部門、

経営企画部門など組織横断的に取り組むことが重要であり、企業全体の組織構造や文化の

改革、中長期的な投資を行う観点から、経営者の関与が不可欠なものである。 

 一方で、我が国企業で本格的な DX の取組は遅れており、レガシーシステムがいまだ足かせ

となっている企業や、ビジネスモデルの変革に取り組むものの PoC どまりの企業も多い。 

 また、企業の DX を進める能力を無形資産と捉えた、経営者とステークホルダーの対話も十

分に行われていない。 

 こうした背景の中で、経営者に求められる企業価値向上に向け実践すべき事柄を「デジタル

ガバナンス・コード」として取りまとめていくこととする。企業が DX の取組を自主的・自

発的に進めることを促すとともに、特に、経営者の主要な役割として、ステークホルダーと

の対話を捉え、対話に積極的に取り組んでいる企業に対して、資金や人材、ビジネス機会が

集まる環境を整備していく。 

 なお、対象は、上場・非上場や、大企業・中小企業といった企業規模、法人・個人事業主を

問わず広く一般の事業者とする。また、ステークホルダーという用語は、顧客、投資家、金

融機関、エンジニア等の人材、取引先、システム・データ連携による価値協創するパートナ

ー、地域社会等を含む。 
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１ 経営ビジョン・ビジネスモデル 

 基本的事項 

 柱となる考え方 

i. 企業は、ビジネスと IT システムを一体的に捉え、デジタル技術による社会及び競争

環境の変化が自社にもたらす影響（リスク・機会）を踏まえた、経営ビジョンの策

定及び経営ビジョンの実現に向けたビジネスモデルの設計を行い、価値創造ストー

リーとして、ステークホルダーに示していくべきである。 

※ ステークホルダーに情報を示していくにあたっては、必ずしも、あらゆる情報を社内外

に共有するということではなく、企業価値向上に向けて、ステークホルダーの理解ある

いはステークホルダーとの協力・協業を得るための対話を行っていく上で、必要な情報

を整理し、発信していくことが求められる。（２．以下についても同様） 

※ ステークホルダーとの対話の在り方は、広く公表する以外にも、個別に対話を行うなど、

様々な方法がありえるが、不確実でかつ変化のスピードが速まっている今日において、

企業は、幅広いステークホルダーあるいは社会全体との関係を想定し、対話のきっかけ

となる情報については、広く公表を行うことが望まれる。 

※ ビジネスモデルとは、企業が事業を行うことで、顧客や社会に価値を提供し、それを持

続的な企業価値向上につなげていく仕組みであり、具体的には、有形・無形の経営資源

を投入して製品やサービスをつくり、その付加価値に見合った価格で顧客に提供する一

連の流れを指すが、ステークホルダーとの対話においては、そうした仕組みを必ずしも

詳細に示すことが求められるのではなく、自社のビジネスモデルにとって重要な要素を

「価値創造ストーリー」として示していくことが重要であり、特に、デジタル技術によ

る社会変化が進む中で、未来に向けて「価値創造ストーリー」をどのように変化あるい

は強化させていくかといった方向性を示していくことが重要である。 

 認定基準 

i. デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえた経営ビジョン及び

ビジネスモデルの方向性を公表していること。 

※ 認定にあたっての判断は、機関承認（取締役会設置会社であれば、取締役会の承認）を

得た公開文書に記載されている事項を元に行う。 

 

 望ましい方向性 

 中長期視点から、デジタル技術による社会変化が自社にもたらす影響（リスク・機会）
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を評価し、それ以外の影響要素とも比較したうえで、自社のビジネスモデルの持続可能

性にとっての重要な要素（マテリアリティ）を特定し、それを踏まえて、経営ビジョン

やビジネスモデルが描かれていることが望ましい。 

 例えば、デジタル技術による社会変化がもたらすリスクとしては、システムの老朽化に

よりその維持が困難になるリスク（2025 年の崖・レガシーシステム問題）や、ビジネス

のアジャイル化の進展に対し変化のスピードについていけなくなるリスク、デジタル技

術によって可能となるまったく新しいビジネスモデルが既存のビジネスモデルを駆逐

するデジタルディスラプション等が考えられる。特に、デジタルディスラプションによ

り、既存のビジネスモデルの持続性に対するリスクがある事業者においては、ビジネス

モデルの変革の姿を描くことが望まれる。 

 ビジネスモデルの設計にあたっては、これまでのビジネスモデルに拘泥することなく、

発展するデジタル技術・IT システムを駆使すれば顧客価値の最大化を図ることのできる

サービス・プロダクトはどのようなものかをゼロベースで考えることが重要であり、そ

れを実現する IT システム・アーキテクチャの構想とともに設計していくことが望まれ

る。特に、BtoB ビジネスにおいては、顧客として現状の取引先企業だけを観念するので

はなく、その先の最終消費者に提供する価値を考えた際に、ビジネスモデルをどのよう

に再構築し得るかを考えていくことが望まれる。 

 将来のリスク・機会分析においては、VUCA(Volatility（変動性）、Uncertainty（不確実

性）、Complexity（複雑性）、Ambiguity（曖昧性））と呼ばれる時代変化や、環境

（Environment）・社会（Social）等への要請の高まりも捉えていくこと重要。デジタル

技術・IT システムについては、これらの影響要素への対応手段としても捉え、将来のビ

ジネスモデルを設計していくことが望まれる。 

 

 取組例 

 シナリオ分析を通じ、既存のビジネスモデルの競争優位性を脅かすディスラプションリ

スクを評価。経営者自らのリーダーシップに基づいて、競争優位性の防衛あるいは、新

たな競争優位性を確立するための、目指すビジネスモデルを立案し、発信。 

 消費者の志向にあわせ、従来の顧客への売り切り型あるいは従量販売型のビジネスモデ

ルから、サブスクリプション型のビジネスモデルへの転換を図る。 
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２ 戦略 

 基本的事項 

 柱となる考え方 

i. 企業は、社会及び競争環境の変化を踏まえて目指すビジネスモデルを実現するため

の方策としてデジタル技術を組み込んだ戦略を策定し、ステークホルダーに示して

いくべきである。 

 認定基準 

i. デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえて設計したビジネス

モデルを実現するための方策として、デジタル技術を組み込んだ戦略を公表してい

ること。 

※ 認定にあたっての判断は、機関承認（取締役会設置会社であれば、取締役会の承認）を

得た公開文書に記載されている事項を元に行う。 

 

 望ましい方向性 

 戦略では、ビジネスモデルの実現のために、競争優位の源泉となる経営資源・無形資産

やステークホルダーとの関係を維持・強化する方策を定めることが望まれる。 

 無形資産として、業務プロセス、企業文化、組織、人材・予算配分等まで含め捉えてい

くことが必要であり、デジタル技術による顧客価値を最大化するビジネスモデル変革に

おいては、IT システムの変革と一体的にこれらの変革まで含め戦略立案することが望ま

れる。 

 ビジネスのアジャイル化が進み、社会変化のスピードが加速している中で、戦略につい

ても硬直的なものでなく、軸は保ちながら柔軟に見直しが行えるようなアジリティを確

保したものとして構築することが望まれる。 

 

 取組例 

 ディスラプションリスクを分析したうえで、あえて、既存ビジネスモデルに競合する新

たなビジネスに自ら取り組み（事業リスクを自ら作り出し）、新たな価値を提案。 
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２－① 組織づくり・人材に関する方策 

 基本的事項 

 柱となる考え方 

i. 企業は、デジタル技術を組み込んだ戦略の推進に必要な体制を構築するとともに、

組織設計・運営の在り方について、ステークホルダーに示していくべきである。そ

の際、人材の確保・育成や外部組織との関係構築・協業も、重要な要素として捉え

るべきである。 

 認定基準 

i. デジタル技術を組み込んだ戦略において、特に、戦略の推進に必要な体制・組織に

関する事項を示していること。 

※ 認定にあたっての判断は、機関承認（取締役会設置会社であれば、取締役会の承認）を

得た公開文書に記載されている事項を元に行う。 

 

 望ましい方向性 

 組織づくりにあたっては、IT システムの整備・刷新から企業文化の変革、体制の改革と

人材育成・確保、外部組織等の活用（エコシステム、オープンイノベーション、企業間

連携等）まで視野に入れ、検討することが望ましい。 

 

 取組例 

 CDO を外部から招聘し、推進チームを結成。 

 ソフトウェアを書ける者を IT システムやデジタル技術の責任者として任命する。 

 DX に向けたビジョン、取組、環境等の発信により効果的な採用活動を実施。 

 変革に向けて必要な能力を洗い出し、高度人材の獲得・育成・処遇を戦略的に実施。国

内のみならず、グローバル人材市場からの人材も積極実施。 

 戦略推進のための外部人材獲得、中途採用を積極的に行い、また、外部人材のサポート

をしっかりと行う。 

 バリューチェーンワイドでの戦略アライアンスを結成。M＆A 等も駆使し、必要な体制

を整備し、その戦略上の狙いを対外的に説明。 

 アジャイルなビジネスを行うための組織運営、評価制度、企業文化醸成。 

 マーケティング、システム開発、システム運用が一体化した組織を整備・運営。 

 戦略推進のための企業投資・買収部門を整備・運営。 
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２－② IT システム・デジタル技術活用環境の整備に関する方策 

 基本的事項 

 柱となる考え方 

i. 企業は、デジタル技術を組み込んだ戦略の推進に必要な IT システム・デジタル技

術活用環境の整備に向けたプロジェクトやマネジメント方策、利用する技術・標準・

アーキテクチャ、投資計画等を明確化し、ステークホルダーに示していくべきであ

る。 

 認定基準 

i. デジタル技術を組み込んだ戦略において、特に、IT システム・デジタル技術活用環

境の整備に向けた方策を示していること。 

※ 認定にあたっての判断は、機関承認（取締役会設置会社であれば、取締役会の承認）を

得た公開文書に記載されている事項を元に行う。 

 

 望ましい方向性 

 IT システム・デジタル技術活用に向けて、IT システム投資や研究開発投資の計画等を明

確化し、発信していくことが望まれる。 

 老朽化した IT システム（レガシーシステム）が多く残る企業においては、システムやデ

ータにどのような見直しが必要であるかを認識し、適切な刷新計画をたてていくことが

望まれる。 

 IT システムを維持・運営するための守りの予算からビジネス価値向上や新たなビジネス

モデル・サービスを創出するための攻めの予算へのシフトを図っていくことも検討が望

まれる。 

 社会・技術の変化に迅速に対応していくため PoC を活用することが望まれる。ただし、

戦略上の位置付けや評価方法が不明なまま繰り返される PoC は望ましいものとはいえ

ない。 

 利用する技術や標準、アーキテクチャの選択においては、相互運用性の確保によるコス

ト削減や他者とのシステム・データ連携を通じた価値創出等も考慮し、こうした狙いを、

ステークホルダーにも必要に応じ発信していくことが望ましい。 

 ビジネスモデルの実現のために求められる認証等のセキュリティ要件についても、洗い

出しを行い、技術獲得のための投資が行われることが望ましい。 
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 取組例 

 システム運用経費とは区別した、戦略的デジタル投資に係るポリシーや計画、資金額を

対外的に発信。 
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３ 成果と重要な成果指標 

 基本的事項 

 柱となる考え方 

i. 企業は、デジタル技術を組み込んだ戦略の達成度を測る指標を定め、ステークホル

ダーに対し、指標に基づく成果についての自己評価を示すべきである。 

 認定基準 

i. デジタル技術を組み込んだ戦略の達成度を測る指標について公表していること。 

※ 認定にあたっての判断は、機関承認（取締役会設置会社であれば、取締役会の承認）を

得た公開文書に記載されている事項を元に行う。 

 

 望ましい方向性 

 戦略の進捗や効果を示す KPI を設定するとともに、それらが企業価値創造に係る指標に

どのように接続されるのかを明確化し、組織全体として価値創造プロセスが実現するよ

うな設計を示していることが望ましい。 

 指標の設定にあたっては、タイムスパンごとに短期的なもの、中期的なものをそれぞれ

設定していくことが望ましい。 

 

 取組例 

 Time to Market の新製品開発スピードや、Cash Conversion Cycle の仕入れから販売に

伴う現金回収までの日数、各セグメントにおけるデジタルサービスの割合と今後の強化

見通し等、経営におけるスピード・アジリティを評価できる指標を導入し、公表してい

る。 

 サブスクリプションビジネスモデルにおいて、年間経常収益（ARR-Annual Recurring 

Revenue）、月間経常収益（MRR-Monthly Recurring Revenue）、ユーザー平均単価（RPU-

Average Revenue Per User）、課金ユーザー平均単価（ARPPU-Average Revenue Per 

Paid User）、顧客獲得費用（CAC-Customer Acquisition Cost）、退会率（Churn Rate）

等が指標として導入され、また、市場規模として想定最大市場規模（TAM-Total 

Addressable Market）等の数値が投資家に示されている。 
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４ ガバナンスシステム 

 基本的事項 

 柱となる考え方 

i. 経営者は、デジタル技術を組み込んだ戦略の実施に当たり、ステークホルダーへの

情報発信を含め、リーダーシップを発揮するべきである。 

ii. 経営者は、事業部門（担当）や IT システム部門（担当）等とも協力し、デジタル技

術に係る動向や自社の IT システムの現状を踏まえた課題を把握・分析し、戦略の

見直しに反映していくべきである。また、経営者は、事業実施の前提となるサイバ

ーセキュリティリスク等に対しても適切に対応を行うべきである。 

[取締役会設置会社の場合] 

iii. 取締役会は、経営ビジョンやデジタル技術を組み込んだ戦略の方向性等を示すにあ

たり、その役割・責務を適切に果たし、また、これらの実現に向けた経営者の取組

を適切に監督するべきである。 

 認定基準 

i. 経営ビジョンやデジタル技術を組み込んだ戦略について、経営者が自ら対外的にメ

ッセージの発信を行っていること。 

※ 経営者名でメッセージが発信されている公開文書等によって確認する。 

ii. 経営者のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や自社の IT システムの

現状を踏まえた課題の把握を行っていること。 

※ 経営者名で DX 推進指標等により自己診断を実施していることの説明文書等が提出され

ることをもって確認する。 

iii. 経営者のリーダーシップの下で、サイバーセキュリティ対策を推進していること。 

※ サイバーセキュリティ経営ガイドライン等に基づき対策を行い、セキュリティ監査（内

部監査を含む）を行っていることを確認する。中小企業においては、SECURITY ACTION

制度に基づき自己宣言を行っていることを確認する。 

 

 望ましい方向性 

 取締役会においては、デジタル技術・IT システムやデジタル技術による社会変化への対

応に関する十分な知見や問題意識を有する取締役がおり、ビジョン・戦略等の構築にあ

たり、十分な議論を行い、合意形成を行っていることなどが望まれる。また、取締役会

は、戦略の実施にあたっての経営陣の意思決定を継続的に監督・評価し、その結果をス
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テークホルダーに示していくことが望まれる。 

 経営者のリーダーシップの下で、IT システムの非効率化（技術的陳腐化、ブラックボッ

クス化、スパゲティ化）を防ぎ、良好な状態を維持するための定期的な診断およびその

結果に基づく対応の仕組みが社内に構築されており、また、こうした活動が取締役会や

経営陣に報告され、議論されていることが望まれる。 

 有価証券報告書の「事業等のリスク」に関連開示の有無・場所を記載している。 

 

 取組例 

 経営者自らが、将来ビジョンをトップメッセージとして発信し、必要なビジネスモデル

の変革にコミットしている。経営者は、イノベーションの源泉がソフトウェアにあるこ

とを理解し、アジャイルのスピード感やデジタルディスラプションに対する危機感を持

った者が選任されている。 

 DX を担当する役員や執行役が選任され、その戦略上の狙いが明確になっているととも

に、当該役員・執行役が自ら発表資料等を作成している。 

 DX の推進にあたり、役員や執行役が中途入社の者からも選任されている。 

 エンジニア出身の常勤あるいは非常勤の取締役が選任され、当該取締役により、技術的

観点から、戦略の進捗がモニタリングされている。また、経営者のリーダーシップの下、

技術を担当する取締役に対し、モニタリングが可能となるよう適切なデータが提供され

ている。さらに、こうした技術を担当する取締役や技術面の執行責任者である CTO を

通じ、エンジニアコミュニティとの対話が積極的に行われている。 
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用語集 

（五十音順） 

 

1. 2025 年の崖 

2018 年 9 月に経済産業省が公表した「DX レポート」において、日本企業がシステム

刷新をしなかった場合に陥る放置シナリオを指した表現。具体的には、デジタルトラ

ンスフォーメーションの実現が求められる中で、複雑化・老朽化・ブラックボックス

化した既存システムが残存した場合、2025 年までに予想される IT 人材の引退やサポ

ート終了等によるリスクの高まり等に伴う国際競争への遅れや我が国経済の停滞等を

指す。 

 

2. Cash Conversion Cycle 

資金繰りに関する指標として、仕入れから販売に伴う現金回収までの日数のこと。 

 

3. CDO（Chief Digital Officer） 

最高デジタル責任者を指す。 

 

4. CIO（Chief Information Officer） 

最高情報責任者を指す。 

 

5. CISO（Chief Information Security Officer） 

最高情報セキュリティ責任者を指す。 

 

6. CSIRT（Computer Security Incident Response Team） 

コンピューターセキュリティに関連するインシデントへの対応を支援する目的で確立

される機能；CIRT（Computer Incident Response Team）や、CIRC（Computer 

Incident Response Center, Computer Incident Response Capability）とも呼称され

ることがある。 

 

7. CTO（Chief Technology Officer） 

最高技術責任者を指す。 
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8. DX 推進指標 

DX の取組状況を可視化する自己診断の指標のこと。2019 年 7 月に経済産業省が公表

した。 

 

9. ESG 

企業経営や成長において、環境（Environment）、社会（Social）、ガバナンス

（Governance）といった観点からの配慮が必要という考え方のこと。 

 

10. IT ガバナンス 

経営陣がステークホルダーのニーズに基づき、組織の価値を高めるために実践する行

動であり、情報システムのあるべき姿を示す情報システム戦略の策定及び実現に必要

となる組織能力のこと。 

 

11. KPI（Key Performance Indicator） 

重要業績評価指標のこと。企業が目標を達成する上で、その達成度合いを計測・監視

するための定量的な指標を指す。 

 

12. M&A（Mergers and Acquisitions） 

2 つ以上の企業が 1 つの企業に統合すること。企業の合併・買収の意。 

 

13. PoC（Proof of Concept） 

概念実証のこと。戦略仮説・コンセプトの検証工程を指す。 

 

14. SDGs（Sustainable Development Goals） 

17 のグローバル目標と 169 のターゲットからなる国連の持続可能な開発目標のこ

と。 

 

15. Society5.0 

サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステ

ムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会のこと。 
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16. Time to Market 

製品開発スピードのこと。新製品開発における研究開発の予算措置から市場提供まで

のリードタイムを指す。 

 

17. VUCA 

不確実な経済・社会情勢のこと。変動性（Volatility）、不確実性（Uncertainty）、複雑

性（Complexity）、曖昧性（Ambiguity）の頭文字を取っている。 

 

18. アーキテクチャ 

ハードウェア、OS、ネットワーク、アプリケーションソフト等の基本構造や設計思想

のこと。 

 

19. アジャイル 

価値のあるプロダクトを早く、継続的に提供するためのアプローチのこと。プロダク

トの機能・要件を事前に確定せずに、トライアル・アンド・ラーンを繰り返しながら

開発を進め、機能や要件、開発方法を常に見直しながら進めていくプロセスを指す。 

 

20. アジリティ 

ビジネス変化に対応するための企業における追従力のこと。 

 

21. アライアンス 

企業間における業務提携のこと。 

 

22. エコシステム 

企業の協業・分業・連携等を行い、消費者や社会を巻き込みながら業界の枠や国境を

越えて広く共存共栄していく仕組みのこと。 

 

23. オープンイノベーション 

企業や大学・研究機関、地方自治体、起業家等、外部・異業種から技術やアイデア、

サービス、ノウハウ、データ、知識を募集・集約し、革新的な新製品（商品）・サー
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ビス、ビジネスモデル等を開発するイノベーションの方法論のこと。社内資源に依存

せず、あらゆる枠組みを超えることで、イノベーションを創出するきっかけとなる。 

 

24. 監査（セキュリティ監査） 

組織内においてサイバーセキュリティ対策が適切に実施されているかどうかを判定す

るために、監査証拠を収集し、それを客観的に評価するための、体系的で、独立し、

文書化したプロセスのこと。監査は、内部監査（第一者）または外部監査（第二者・

第三者）のいずれでも、または複合監査（複数の分野の組合せ）でもあり得る。 

 

25. 技術的負債 

IT システムが老朽化・複雑化することにより、保守運用が非効率になっている IT 資

産のこと。その結果、IT システム運用・保守コストが高騰し、DX の実行のために必

要となる攻めの IT 投資に資金・人材を振り向けることが困難な状態となる。 

 

26. 経営ビジョン 

経営者が描く企業の将来像のこと。 

 

27. 高度人材 

専門的な技術や知識を習得した人材のこと。 

 

28. サイバーセキュリティ 

電子データの漏えい・改ざん等や、期待されていた IT システムや制御システム等の

機能が果たされないといった不具合が生じないようにすること。 

 

29. サイバーセキュリティリスク 

サイバーセキュリティに関連して不具合が生じ、それによって企業の経営に何らかの

影響が及ぶ可能性のこと。 

 

30. サブスクリプション 

月額料金を支払うことで見放題・使い放題で利用できる定額制のサービスのこと。 
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31. シナリオ分析 

地球温暖化や気候変動そのものの影響や、気候変動に関する長期的な政策動向による

事業環境の変化等にはどのようなものがあるかを予想し、そうした変化が自社の事業

や経営にどのような影響を及ぼしうるかを検討するための手法のこと。不確実性の多

い世の中において、これまでの事業の前提が大きく変わってしまう場合の事業影響を

検討するために利用する。 

 

32. ステークホルダー 

顧客、投資家、金融機関、エンジニア等の人材、取引先、システム・データ連携によ

る価値協創するパートナー、地域社会等をはじめとする企業の持続的な成長と中長期

的な企業価値の創出に向けて関係を持つ者のこと。 

 

33. スパゲティ化 

自社システムが肥大化・複雑化すること。 

 

34. 攻めの予算 

予算のうち、ビジネス価値を上げるもの、経営環境の状況に応じて自らを変革させる

もの、既存ビジネスの強化により利益を拡大させるもの等を指す。 

 

35. 戦略 

想定されるリスクに備え、競争優位の源泉となる経営資源・無形資産やステークホル

ダーとの関係を維持・強化することで持続的なビジネスモデルを実現すること。企業

は、経営戦略や事業戦略といった様々なレベルでの戦略を実行することで成長性を獲

得し、投資家を含むステークホルダーからの信任を得ることで共同利益を拡大し、社

会的価値を創造し続けることができる。 

 

36. デジタルガバナンス 

デジタルトランスフォーメーションを継続的かつ柔軟に実現することができるよう、

経営者自身が、明確な経営理念・ビジョンや基本方針を示し、その下で、組織・仕組

み・プロセスを確立（必要に応じて抜本的・根本的変革も含め）し、常にその実態を

掌握し評価をすること。 
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37. デジタル技術 

AI、クラウド、マイクロサービスやクラウドを活用したアジャイルアプリケーション

開発、ブロックチェーン、AR/VR 等データを扱う新たな技術のこと。 

 

38. デジタルサービス 

デジタルトランスフォーメーションを経たサービスを指す。 

 

39. デジタルディスラプション 

あらゆる産業において、新たなデジタル技術を活用してこれまでにないビジネスモデ

ルを展開する新規参入者が登場し、ゲームチェンジを起こすこと。 

 

40. デジタルトランスフォーメーション（DX） 

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客

や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務

そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立する

こと。 

 

41. デジタル戦略 

企業が競争力を維持・強化するために、デジタル技術を活用した製品・サービス等を

創出するための行動計画とアプローチのこと。IT 戦略はビジネスの課題に対して技術

的な方策を示すものであるのに対し、デジタル戦略は新たなデジタル技術やデータ等

を使ってビジネスを変革する方策を示す。 

 

42. バリューチェーンワイド 

バリューチェーンの拡大のこと。新たなデジタル技術を活用することで、バリューチ

ェーンを拡大し、自社が提供する製品のライフサイクル等を管理し、顧客価値向上に

資するサービスを一貫して提供することが可能となる。 

 

43. ビジネスモデル 
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企業が事業を行うことで、顧客や社会に価値を提供し、それを持続的な企業価値向上

に繋げていく仕組みのこと。具体的には、有形・無形の経営資源を投入して製品やサ

ービスをつくり、その付加価値に見合った価格で顧客に提供する一連の流れを指す。 

 

44. ブラックボックス化 

自社システムの中身が不可視になり、自分の手で修正できない状況に陥ったこと。 

 

45. マテリアリティ 

企業における重要課題のこと。 

 

46. 守りの予算 

予算のうち、価値は変わらないもの（ライセンス切れや保守切れ等）、事業の質的改

革・量的拡大を伴わない業務の効率化や利便性を向上させるものを指す。 

 

47. ユーザー平均単価（ARPU：Average Revenue Per User） 

1 ユーザー辺りの平均単価のこと。 

 

48. リスク 

目的に対する不確かさの影響のこと。 

 

49. レガシーシステム 

ソフトウェア構成やプログラム設計等が老朽化・複雑化し、管理がなされていないこ

とにより、新たな機能の追加変更や維持が適切なスピード・経済性で行うことができ

なくなっているシステムのこと。稼動年数や活用されている技術が古い場合であって

も、必ずしもレガシーシステムではない。レガシーシステムの多くは技術だけでなく

不適切なマネジメントにより生じる。 

 

50. 経営者（CEO：Chief Executive Officer） 

企業における取締役会のメンバーまたはそれに準じる者のこと。企業の意思決定に関

わる全ての者は、デジタルガバナンスを理解し、取り組むことが求められる 
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51. 月間経常収益（MRR：Monthly Recurring Revenue） 

月ごとに繰り返し得られる収益、売上のこと。 

 

52. 顧客獲得費用（CAC：Customer Acquisition Cost） 

顧客一人を獲得するために必要とする営業・マーケティングのトータルコストのこ

と。 

 

53. 想定最大市場規模（TAM：Total Addressable Market） 

ある製品やサービスが獲得することができる最大の利益機会を算出したもの。 

 

54. 退会率（Churn Rate） 

全てのユーザーのうち、退会したユーザーの割合を示す指標のこと。 

 

55. 年間経常収益（ARR：Annual Recurring Revenue） 

毎年決まって得られる 1 年間分の収益、売上のこと。 
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