
本書は、貴省と株式会社野村総合研究所（以下、「弊社」といいます）との間で本書を用いた検討を行う目的において、

貴省内に限りご利用頂くことを目的として弊社が作成したものであり、弊社の営業秘密が含まれます。

また、本書は、弊社の著作物です。本書の無断複製、無断転載、当該目的以外へのご利用及び貴省以外の第三者への本書の一部又は全部の開示、漏洩は、
弊社に対する貴省の著作権法違反及び守秘義務違反となりますので、貴省内においてもその旨周知徹底させると共に、その取り扱いには十分ご注意下さい。

2019年3月20日

株式会社野村総合研究所

代表取締役社長 此本 臣吾
〒100-0004

東京都千代田区大手町1-9-2

大手町フィナンシャルシティグランキューブ

平成30年度
「我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備」
（デジタルトランスフォーメーション促進に向けた産業動向及び政策動向調査）

報告書

経済産業省
商務情報政策局 情報産業課 御中



Copyright © 2013 Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved.

目次

1

背景・目的

調査の全体像（（１）調査研究事業 について）

実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題と
なることやその対応策について検討する研究会等の開催

実施事項 （１）調査研究事業 ②関連する調査の実施

 （３）Ｇ２０におけるＤＸについての情報発信に向けての準備



Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 2

背景・目的

平成３０年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備（デジタルトランスフォーメーション促進に向けた
産業動向及び政策動向調査） （以下 「本事業」）の背景・目的は以下の通り。

あらゆる産業において、新たなデジタル技術を利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、ゲームチェンジが起きつつある。こうした中で、各企業は、競争力維持・強化のために、デジタ
ルトランスフォーメーション（ＤＸ：Ｄｉｇｉｔａｌ Ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ）をスピーディーに進めていくことが求められる。こ

うしたデジタル技術の発展に起因した産業構造の変化については、２０１９年度に日本で開催が予定されて
いるＧ２０においても議題として注目されることが想定される。

こうした状況を踏まえ、経済産業省においては、２０１８年５月に「デジタルトランスフォーメーションに向けた
研究会」を設置し、ITシステムの在り方を中心に、我が国企業がDXを実現してく上での現状の課題の整理と

その対応策案の検討を行った。この検討の結果について、２０１８年９月に中間取りまとめを公表したところ、
多数のメディアや業界から課題や対応策案に対して指摘や問題提起が行われ、「レガシーシステムの定義」
や「見える化」指標の具体化といった検討すべき新たな課題が明らかとなった。

他方、こうした課題は、２０１９年度から始まるDX関係施策に関連し、また、Ｇ２０において話題提供される予

定であることから、喫緊に対応していくべきものとの結論に至り、本事業において求められる対応策の具体
化や所要の調査等を行った。
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 （３）Ｇ２０におけるＤＸについての情報発信に向けての準備
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（１）調査研究事業 ①DXの課題、対応策に関する検討のための研究会

研究会は、ユーザー企業・IT企業双方の視点を担保しつつ、具体的な検討が実施可能な
2段階の構成で実施した。

 DX関連施策の推進には、ユーザー企業・IT企業双方の立場を踏
まえた、俯瞰的な視点が必要となる。

 一方で、本事業の目的である、「レガシーシステムの定義」や既存
ITシステムの全体像を把握できる「見える化指標」の策定につい
ては、当該領域の有識者による具体的な議論が必要となる。

 限られた期間でアウトプットを作成するためには、ITシステムに知
見を持つ事業者が事務局となり、議論を主導する必要がある。

 IT企業を中心に集める「全体会」、見える化指標の具体的な検討
を実施する「WG」という2つの検討会を開催する。

 特にWGについては、アウトプットの「たたき台」を予め作成するこ
とにより、検討の具体性を担保する。

基本的な考え方

具体的な対応策

全体会
（30人程度）

WG
(10人程度）

• 見える化等に関するWGの取りまとめ結果発表
を想定

• IT企業を中心に構成し、期間中２回開催（２月下
旬、３月中旬）

• 見える化等に関する具体な検討推進の
実施

• ユーザー企業・学識者・全体会の一部で構成し、
期間中４回程度開催予定（１月中旬～３月中旬）

事務局
（NRI＋貴省）

必要なインプット情報だけでなく、アウトプット（見え
る化指標、ガイダンス 等）の叩きを作成

検討会の構成
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（１）調査研究事業 ②関連する調査の実施

全体会参加企業からのインプットなどを通じて「見える化」指標と、診断スキーム策定に必
要な情報を整理した。

 本検討では、既存基準の存在を前提としつつ、DX推進を可能にす
る体制と、ITシステムがその取組の障壁とならないようにする組織
能力について、現状達成度を判断することと、CEOが自社を理解
できる事に目的を絞る必要があると考えられる。

 目的を平成30年12月に経済産業省より公表された「デジタルトラ

ンスフォーメショを推進するためのガイドライン」の達成とし、ガイド
を細分化するアプローチをとる。一方、当該ガイドラインはIT関連
方針は明確であるが、DXにおける経営戦略の視点は増強の余地
があり、その点も検討に含める。

 具体的には、全体会委員から提出された見える化指標（案）や、既
存のデジタル化状況に関する指標などを基に見える化指標や診断
スキームの検討に必要な情報を整理した

基本的な考え方

具体的な対応策（案）

見える化指標制度フレームワークと位置づけ

D
X

レ
ポ
ー
ト

D
X

推
進
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

これまでの成果

見える化指標

経営戦略

(DX)に

関する事項

ITに関する

事項

枠組み整備状況 現状の取組状況

設問群

見える化指標に関するガイダンス（診断スキーム）含む

新たなインプット

全
体
会
委
員
か
ら
の
見
え
る
化
指
標
（案
）

既
存
の
デ
ジ
タ
ル
化
状
況
に
関
す
る
指
標
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催につい
ての実施概要は以下の通り。

経産省と議論の上、研究会を全体会とワーキンググループ（WG）の2段階で開催した。

研究会等の実施に関して、ユーザ企業・ＩＴ企業における課題や目指すべき方向性、技術的負債の実態や対
処の在り方、デジタル化強化に向けた人材活用やシステム構築の在り方等について、論点の整理や資料の
作成・とりまとめ等を行い、論点・資料の作成・整理・とりまとめ等にあたっては、全体会やWGの委員のイン
プットに加え、必要に応じて文献調査、ウェブ調査等による調査を行った。（② 関連する調査の実施も参照）

項目 全体会 ワーキング・グループ

目的
WGの取りまとめ結果（見える化指標
等）の活用方針について検討されている
こと。

DX推進に関する「見える化」指標が具体
化されていること。

検討項目（案）
 見える化指標導入方法（自己診断）

の具体化

 見える化指標の具体化
 上記指標における評価項目の具体

化

構成委員（人数） IT企業、有識者 IT企業実務担当者

回数（時期） 2回（２月下旬、３月中旬） 5回（１月中旬～3月中旬）

全体会及びワーキンググループの概要
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

全体会、WGのスケジュールは以下の通り

 12/17（月）第1回全体会
 「見える化」指標の策定方針に対する趣旨説明
 WGに向けて、各社へ意見提出を依頼（1/9〆切）

 1/30（水）プレWG ※聴講なし

 各社提案内容の説明
 全体の方向性、「見える化」指標の整理の仕方の確認

全体会 WG

 2/6（水）第1回WG
 DXに関するアンケート調査概要説明
 これまでのヒアリング結果の説明
 全体の方向性、指標の整理の仕方の確認

 2/13（水）第2回WG
 「見える化」指標の構成についての確認
 指標・質問部分の確認（DX部分）
 成熟度に対する考え方の確認 2/25（月）第2回全体会

 WGにおける検討内容の報告
 「見える化」指標、診断スキーム案への意見提出を依頼（3/4〆

切）  3/5（火）第3回WG
 「見える化」指標の指標・質問、成熟度の確認
 診断スキームにおける体制と役割分担の確認
 DX, IT部分の定量指標についての確認

 3/12（火）第4回WG
 「見える化」指標、ガイダンス（骨子）の確認
 来年度以降の作業内容の整理

 3/14（木）第3回全体会
 「見える化」指標、ガイダンス（骨子）の説明
 「見える化」指標、ガイダンス（骨子）について、意見提出を依頼

（3/29〆切）

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

全体会の委員、オブザーバーは以下の通り。

〈委員〉 

青山 幹雄 南山大学理工学部ｿﾌﾄｳｪｱ工学科 教授 

畔田 秀信 日本電気株式会社 SI・ｻｰﾋﾞｽ&ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ統括ユニット 主席主幹 

井田 孝一 Ernst & Young LLP UKI ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

岡下 浩明 ﾚｯﾄﾞﾊｯﾄ株式会社 ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 本部長 

岡部 隆一 KPMG ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ株式会社 ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

小池 裕幸 日本ｱｲ・ﾋﾞｰ・ｴﾑ株式会社 執行役員 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ事業推進担当 

小守 雅年 日本ｵﾗｸﾙ株式会社 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ事業統括 ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞｱｰｷﾃｸﾄ本部長 

田畑  紀和 ｱｸｾﾝﾁｭｱ株式会社ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ本部 ﾏﾈｼﾞﾝｸﾞﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

田丸 健三郎 日本ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ株式会社 技術統括室 業務執行役員 ﾅｼｮﾅﾙﾃｸﾉﾛｼﾞｰｵﾌｨｻｰ 

冨安 寛 株式会社ｴﾇ・ﾃｨ・ﾃｨ・ﾃﾞｰﾀ 技術革新統括本部 ｼｽﾃﾑ技術本部長 

丹羽 恵久 株式会社ﾎﾞｽﾄﾝ・ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ ﾊﾟｰﾄﾅｰ&ﾏﾈｰｼﾞﾝｸﾞ・ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

濱本 勇人 富士通株式会社 ｻｰﾋﾞｽﾃｸﾉﾛｼﾞｰ本部 ｼｽﾃﾑｲﾝﾃｸﾞﾚｰｼｮﾝ技術統括部 ｼﾆｱﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

広木 共郷 株式会社 IT VALUE EXPERTS 代表取締役社長 

広瀬 雄二 株式会社日立製作所 ｼｽﾃﾑ&ｻｰﾋﾞｽﾋﾞｼﾞﾈｽ統括本部 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽ事業部 ｻｰﾋﾞｽｿﾘｭｰｼｮﾝ本部 ｻｰﾋﾞｽ

ﾋﾞｼﾞﾈｽ推進部 部長 

松原 健一郎 Dell EMC(EMC ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社) 執行役員 ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業本部長 

宮村 和谷  PwC あらた有限責任監査法人 ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

村田 聡一郎 SAP ｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社 ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰﾊﾞﾘｭｰｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業統括本部 IoT/IR4 ﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 

室脇 慶彦 株式会社野村総合研究所 理事 

森 修一 ﾃﾞﾛｲﾄﾄｰﾏﾂｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ合同会社 執行役員 

八剱 洋一郎 株式会社ﾜｰｸｽｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｽﾞ 取締役副社長 顧客支援事業本部長 

山本 修一郎 名古屋大学大学院情報学研究科 教授 

 

（氏名五十音順 敬称略） 

〈オブザーバ〉 

小野 修一   特定非営利活動法人 日本ｼｽﾃﾑ監査人協会 会長 

菊川 裕幸   一般社団法人日本情報ｼｽﾃﾑ・ﾕｰｻﾞｰ協会 専務理事 

境 真良    独立行政法人情報処理推進機構 参事／社会基盤ｾﾝﾀｰ特命担当部長 

笹岡 賢二郎  一般社団法人ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｿﾌﾄｳｪｱ協会 専務理事 

鈴木 久期   一般社団法人電子情報技術産業協会 情報・産業ｼｽﾃﾑ部長 

廣瀬 毅    一般社団法人情報ｻｰﾋﾞｽ産業協会 常務理事・事務局長 

（氏名五十音順 敬称略） 
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

ワーキング・グループの委員は以下の通り。
資料３ 

〈委員〉 

青山 幹雄   南山大学理工学部ソフトウェア工学科 教授 

片岡 晃    独立行政法人情報処理推進機構 社会基盤センター センター長 

亀山 満    株式会社資生堂 執行役員・CIO 

喜多羅 滋夫  日清食品ホールディングス株式会社 執行役員・CIO  

木下 貴史   株式会社野村総合研究所 上席コンサルタント 

田口 俊太郎  ニチバン株式会社事業統括本部情報システム部 部長 

三谷 慶一郎  特定非営利活動法人日本システム監査人協会 副会長 

山本 修一郎  名古屋大学大学院情報学研究科 教授 

吉田 裕之   ジャパンシステム株式会社 チーフテクノロジーアドバイザー 

 

 

（氏名五十音順 敬称略） 
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会、WGの成果物は以下のとおり。

① 「見える化」指標（DX推進指標） （詳細は「別添資料_見える化指標」を参照

② 「見える化」指標に関するガイダンス

③ 課題一覧

①「見える化」指標
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No. 大分類 中分類 小分類

未着手

（経営者は無関心か、関心があっても具体

的な取組に至っていない）

一部での散発的実施

（全社戦略が明確でない中、

部門単位での試行・実施に留まっている）

一部での戦略的実施

（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社レベルでの推進・実施

（全社戦略に基づく

全社での部門横断的推進）

全社レベルでの持続的実施

（定量的な指標などによる

持続的な実施）

グローバル市場におけるデジタル企業

（デジタル企業として、グローバル競争を勝ち

抜くことのできるレベル） 確認方法：エビデンス等

1 DX推進の枠組み ビジョン データとデジタル技術を使って、変化に迅速に対応しつつ、顧客視点でどのような価値を創出するのか、社内外でビジョンを共有できているか。 ビジョンが提示されていない。 ビジョンは提示されているが、現場の取組はビ

ジョンに紐づいて行われているとは言えない。

ビジョンが明確に提示され、一部の部門での

取組がビジョンに整合的に進められている。

ビジョンが明確に提示され、全社での取組が

ビジョンに整合的に進められている。

ビジョンが明確に提示され、全社での取組

が、ビジョンの達成度合いで評価するモニタリ

ングの仕組みにより、持続的に進められてい

る。

ビジョンがグローバル競争を勝ち抜くことができ

るものとなっており、全社での取組が、グローバ

ル競争で勝ち抜くとの認識の共有の下に、持

続的に進められている。

・IR資料

・中期計画・長期計画

・経営会議資料

2 将来におけるディスラプションに対する危機感と、なぜビジョンの実現が必要かについて、社内外で共有できているか。 共有されていない。 漠然とした危機感を役員と共有している。 マーケットの変化を内外環境データに基づき

把握し、マーケットの破壊・革新が行われるタ

イミングや、それによるビジネスインパクトを試

算した上で、社内の役員と共有している。

マーケットの変化、破壊・革新が行われるタイ

ミング、それによるビジネスインパクトを試算し

た上で、社内の役員・社員と共有している。

マーケットの変化、破壊・革新が行われるタイ

ミング、それによるビジネスインパクトについて、

定期的にアップデートしつつ、社内の役員・社

員と共有している。

グローバル競争を勝ち抜く観点から、マーケッ

トの変化、破壊・革新が行われるタイミング、

それによるビジネスインパクトについて、定期的

にアップデートしつつ、社内の役員・社員と共

有している。

・IR資料

・中期計画・長期計画

・経営会議資料

3 経営トップのコミットメント 仕組みができていない。 一部の仕組みが明確化・実践されているが、

一部の仕組みは明確化されていない。

（例. 組織を作って人は配置しているが、予

算が十分に配分されていない）

仕組みが経営者のリーダーシップの下で明確

化され、一部の部門で実践されている。

仕組みが経営者のリーダーシップの下で明確

化され、全社で実践されている。

仕組みが経営者のリーダーシップの下で明確

化され、全社で持続的なものとして定着して

いる。

グローバル競争を勝ち抜くことをゴールとして仕

組みが構築され、全社で持続的なものとして

定着している。また、社長自身の言葉で社内

外のステークホルダーに説明されている。

・IR資料

・中期計画・長期計画

・経営会議資料

・事業計画

・組織図・体制図

4 仕組み マインドセット、企業文化 仕組みができていない。 一部の仕組みが明確化・実践されているが、

一部の仕組みは明確化されていない。

（例. 組織を作って人は配置しているが、人

事評価の見直しが行われていない）

仕組みが明確化され、透明性を持った判断

基準を設けた上で、一部の部門で実践され

ている。

仕組みが明確化され、透明性を持った判断

基準を設けた上で、全社で実践されている。

仕組みが明確化され、全社で持続的なもの

として定着している。

チャレンジの度合いやデリバリースピードなどに

おいて、グローバルを勝ち抜けるレベルに達し

ている。

・中期計画・長期計画

・事業計画と業績評価KPI

・従業員意識調査

5 サブ（体制） 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適した体制が権限委譲を伴って構

築できているか。

構築できていない。 一部の部門で体制を構築しているが、試行

的である、あるいは十分に権限委譲できてい

ない。

一部の部門で体制を構築し、権限移譲を

伴って、実践している。

全社で関連部門に権限委譲を伴って体制が

構築され、全社で部門横断的な実践がなさ

れている。

必要に応じて、体制や移譲される権限の見

直しが行われる仕組みができており、全社で

持続的なものとして定着している。

構築された体制による取組が、グローバル競

争を勝ち抜くレベルとなっており、定着してい

る。

・中期計画・長期計画

・事業計画と業績評価KPI

・組織図・体制図

・職務分掌

6 サブ（KPI） 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適したKPIを設定できているか。

（視点：　進捗度をタイムリーに測る、小さく動かす、Exitプランを持つなど）

設定されていない。 KPIが一部の部門等で設定されているが、全

社戦略と紐づけられていない。

全社戦略と紐づけられた形でKPIが設定さ

れ、一部の部門で実践されている

全社戦略と紐づけられた形で全社KPIとして

設定され、全社で実践されている

全社KPIが必要に応じて見直される仕組み

ができており、持続的な仕組みとして定着し

ている。

KPIの仕組みが、最終的にグローバル競争を

勝ち抜くことを目指すものとして設定され、定

着している。

・中期計画・長期計画

・事業計画と業績評価KPI

7 サブ（評価） 上記のようなKPIに即し、プロジェクト評価や人事評価の仕組みが構築できているか。 上記のようなKPIに則したものとしては、構築

できていない。

一部の部門で、プロジェクト評価の仕組みを

構築しているが、試行的である、あるいは人

事評価まで反映できていない。

一部の部門で、プロジェクト評価や人事評価

の仕組みが構築され、実践している。

プロジェクト評価や人事評価の仕組みが構築

され、全社的に実践している。

必要に応じて、プロジェクト評価や人事評価

の見直しが行われる仕組みができており、全

社で持続的なものとして定着している。

評価の仕組みが、グローバル競争を勝ち抜く

ことを目指すものとなっており、定着している。

・中期計画・長期計画

・事業計画と業績評価KPI

・人事考課・人事評価KPI

8 サブ（投資意思決定、予算配分） 上記のようなKPIに即した投資意思決定や予算配分の仕組みが構築できているか。

（例：ベンチャーキャピタルの投資（シリーズＡＢＣ）のように、新しいものに段階的に投資するなど）

上記のようなKPIに則したものとしては、構築

できていない。

一部の部門で、仕組みが構築されているが、

実際には、十分な予算配分がなされないな

ど、十分に実践できていない。

仕組みが構築され、一部の部門で実践され

ている。

仕組みが構築され、全社で実践されている。 仕組みが構築され、全社で持続的なものとし

て定着している。

投資意思決定や予算配分のスピードやダイ

ナミックさなどにおいて、グローバル競争を勝ち

抜けるレベルに達している。

・中期計画・長期計画

・事業計画と業績評価KPI

・新事業企画稟議資料

・経営会議資料

成熟度

キークエスチョン（＋サブクエスチョン）

ビジョンの実現に向けて、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化を変革するために、組織整備、人材・予算の配分、プロジェクト管理や人事評価の見

直し等の仕組みが、経営のリーダーシップの下、明確化され、実践されているか。また、社長自身の言葉で社内外のステークホルダーに説明されているか。

（注：　各仕組みごとの進捗については、以下の「仕組み」の各項目で個別にチェック）

挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続できる仕組みが構築できているか。

②ガイダンス

「見える化」指標の目的、使い方等を記載

③課題一覧 ※来年度以降検討

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

WG・全体会では以下の５つの論点について議論頂いた。

１． 「見える化」指標全体の内容・粒度はどうあるべきか。

• 何を目的とした指標とするか。

• 経営者が理解できるレベルの指標は、どれくらいのボリュームであるべきか。回答に必要となる負担はどのようなもの
にとどめるべきか。

２． 今回策定する「見える化」指標を用いて、どのように診断を実施すべきか。

• 診断スキームとして、①システム監査、ITコーディネーターのような専門部隊による診断、②コンサル企業、ITベンダー
による診断、③調査会社等による自己診断を前提としたアンケート調査形式による診断、④その他（①、②、③の掛け
合わせ）などが考えられるのではないか。

• 中立性、客観性、カバレッジなどの観点のうち何を優先すべきか（カバレッジを優先するのであれば、自己診断が有効
ではないか）。

３． 『DX推進の取組状況』部分について、具体的にどのような指標が有効か。

• 経営者が自社の課題についての気づきを得るには、何に関する診断を行うべきか。

• DX推進の指標については、新市場に関する経営トップのビジョンや自社の強みの再認識、経営トップのリーダーシップ
と適切な権限移譲、失敗を評価／学習する仕組み、その他、データや人材等がポイントとなるのではないか。

４． 『ITシステム構築の取組状況』部分について、具体的にどのような指標が有効か。

• 既存のITシステムの問題点（技術的負債の度合いなど）を経営者の理解できるレベルで見える化することで、経営者が
ITシステムではなく、経営上の課題として問題点を認識できるようになるのではないか。

• 経営者が課題を認識するために、ITシステムに関するどのような側面（ガバナンス、DX人材（ITで経営変革を考えられ
る人材）、新規投資、データ活用、スピードなど）に着目して、指標として落とし込むべきか。

５． 成熟度の考え方はどうあるべきか。
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

１． 「見える化」指標全体の内容・粒度はどうあるべきか、についての方向性は以下の通り。

【方向性】
① 指標は、DXを推進していくプロセスの道標となるようにする。

 良い点数を取ることが目的ではなく、DXを推進すること、そのために業務や組織などを変えることのきっかけとなるべき
⇒次に何をすべきかが示されるようなものにし、経営者のアクションにつながることが重要

 「ITシステム構築の枠組み、取組状況」部分については、経営へのメッセージになることに重きを置く
⇒ITシステムそのものの詳細な内容や技術的負債の可視化は、本指標とは別途、検討する

② 指標の項目が多くなりすぎないようにする（調査が自己目的化してしまう）。

③ 指標を絞り込む上では、DXの推進に際し、現在の日本企業が直面している課題やハードルとして重要なものを選んでいく
方針とする。

④ 質問項目のうち、社長自らに答えていただくべき、キークエスチョンを5～10程度用意する。その他の質問項目（サブクエス
チョン）については、社長自らが答えられない場合は関係者を集めて議論しながら答えていただくことを想定している。

⑤ 指標の活用に向けて、以下の観点を盛り込んだガイダンスを用意する。
 本指標の目的
 各指標の意義、関係性、評価の仕方、留意点
 成熟度の考え方、エビデンスを用いた回答方法
 現状を放置した場合の経営リスクと、対応した場合の経営メリット
 本指標に基づく診断結果を踏まえ、今後のアクションを検討すること、継続的に診断を行い進捗管理していくことの必要性
（継続を促す仕組みを検討：定期的に診断結果を集め、ベンチマークを発表する、経営銘柄に紐付けるなど）

⑥ 成熟度の回答に当たっては、何故その成熟度レベルと判断したかの根拠となるエビデンスをセットで回答いただくこととす
る。
 これにより、回答者による回答結果のバラつきを抑え、担当者が変わった場合にもトレーサビリティを確保することができる

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料



Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 14

実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

【参考】 社長自らに答えていただくべき、キークエスチョンは以下の通り。

■DX推進の枠組み
<ビジョン>

1. データとデジタル技術を使って、変化に迅速に対応しつつ、顧客視点でどのような価値を創出するのか、社内外でビジョンを共有で
きているか。

2. 将来におけるディスラプションに対する危機感と、なぜビジョンの実現が必要かについて、社内外で共有できているか。

<経営トップのコミットメント>
3. ビジョンの実現に向けて、ビジネス・モデルや業務プロセス、企業文化を変革するために、組織整備、人材・予算の配分、プロジェクト

管理や人事評価の見直し等の仕組みが、経営のリーダーシップの下、明確化され、実践されているか。

<仕組み>
4. 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続できる仕組みが構築できているか。
5. DX推進がミッションとなっている部署や人員と、その役割が明確になっているか。また、必要な権限が与えられているか。
6. DX推進に必要な人材の育成・確保に向けた取り組みが行われているか。

<事業への落とし込み>
7. DXを通じた顧客視点での価値創出に向け、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化の改革に対して、（現場の抵抗を抑えつつ、）

経営者自らがリーダーシップを発揮して取り組んでいるか。

■ITシステム構築の枠組み
<ITシステムそのもの>

8. ビジョン実現（価値の創出）のためには、既存のITシステムにどのような見直しが必要であるかを認識し、対応策が講じられている
か。

<ガバナンス・体制>
9. ビジョンの実現に向けて、IT投資において、技術的負債を低減しつつ、価値の創出につながる領域へ資金・人材を重点配分できて

いるか。

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

２．今回策定する「見える化」指標を用いて、どのように診断を実施すべきか、についての
方針は以下の通り

【方向性】
① 自己診断を基本とし、経営層以下関係者がDXを推進するに当たっての課題などに対する気づきの機会と

なるようにする。
 自己診断においては、経営層や事業部門、IT部門などの関係者が集まって議論しながら診断していく
ことにより、関係者の間での認識の共有も図る

 集まって議論をする前に、関係者個々に自己診断し、関係者間でのギャップを見えるようにするのも
一案

 ビジネスモデルそのものを評価するものではなく、企業の変化への対応力を可視化するものを目指す

② 他方で、個別項目の意味するところの解釈を伝えるアドバイザーがいた方がよいのではないか。
 自己診断の支援を目的として、以下に示すような仕組みを用意するのはどうか

 中小企業向けに、専門家集団（例えば、ITコーディネータ協会など）から有償にて専門家を派遣
※ 大企業に関しては、各社自身でコンサル企業やITベンダー等の専門家へ相談を持ち掛けることを想定

③ 診断結果を集め、ベンチマークとして提示できれば、経営者の理解、意思決定に有効。
 ベンチマークとして集計する際に、診断結果を集約してベンチマーク化する中立的な組織が、提出さ

れた根拠の記載に照らして、レベル分けについて確認が必要と思われる場合には、ユーザ企業に確
認することができる仕組みを用意しておくことはどうか

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

WG、全体会を通じて以下のように診断スキームが整理された。

中立組織ユーザ企業

団体、コンサル、ITベンダー等

必要に応じて、
アドバイザーに依頼

アドバイザーによる
自己診断のサポート

・Webサイトより自己診断
・課題認識、対応策検討
・計画立案、アクション実施
・ベンチマーキング
（・必要に応じてアドバイザー要請）

・診断結果の分析
（指標間の相関分析、
業種業態毎の分析、
経年分析、等）

・ベンチマーク収集
・先行事例の提供
・指標の改善

診断実施

ベンチマーク提供

（先行事例の提供含む）

・自己診断におけるアドバイス

※ベンチマーク化する際に、提出された根拠の記
載に照らして、レベル分けについて確認が必要
と思われる場合は、ユーザ企業に適宜確認す
る

※ 自己診断を行う際に、ユーザ企業が診断方法につい
てのアドバイスが必要と考えた場合にサポートを行う
のが団体やコンサル、ITベンダー等の役割。診断結
果の客観性担保、お墨付き等を与えるわけではない
ため、特に、指標に関する専門家としての認定制度は
設けない。

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

３．『DX推進の取組状況』部分について、具体的にどのような指標が有効か、についての
方向性は以下の通り （１/２）

【方向性】
① 既存の経営指標： DXによる競争力強化の到達度合い

 DXの目的は競争力強化であり、その到達度合いを表す定量的経営指標により、自社の現状を理解
する一助とする。この際、DXに関わりがあると思われる意思決定のスピードや新規顧客・サービスに
関する指標を中心に複数個用意しておき、その中で自社が伸ばそうとしている、そのために他社と比
較したい指標を選択し、回答いただくのが良いのではないか

（グローバル競争を勝ち抜く（アスリートレベルになる）ために、如何にその企業が無駄を排除しているか（贅肉を落とし
ているか）、グローバルで戦うための基盤を整備しているか（筋肉をつけているか）を把握する指標として利用できないか）

分類 指標 観点：算出方法

研究＆開発 製品開発スピード スピード感： タイム・トゥ・マーケット（新製品開発）

サプライチェーン オペレーション最適化 スピード感： S&OPサイクルタイム

マーケティング 新規顧客獲得割合 割合： 新規顧客・新製品からの売上の割合

設備資産管理 総合設備効率(OEE) 効率性： OEE = 稼働率×性能×品質

調達・購買 支出プロセスにおける効率性 効率性： 調達・購買における統制下支出割合

会計・経理 決算処理スピード 効率性： 決算処理日数（年次）

Cash Conversion Cycle 効率性： 仕入から販売に伴う現金回収までの日数

その他 スピード感： フォーキャストサイクルタイム

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

３．『DX推進の取組状況』部分について、具体的にどのような指標が有効か、についての
方向性は以下の通り （２/２）

【方向性】
② デジタル指標： DXの取組状況

 各社でデジタル（デジタルサービスやデジタルカスタマー等）を定義した上で、デジタルビジネスへの
取組状況を把握するための指標を用意するのはどうか

 ただ、各社で定義が異なるため、基本的には自社で定義し、例えば3年後の目標値を設定した上で、
経年変化を把握することを目的としてはどうか

 他方、現時点ではほとんどの企業が数値を取れないと思われるため、将来を見据えた指標としてガ
イダンスでの事例紹介にとどめるというのも一案

分類 指標・算出方法 観点：論点

デジタルサービス
（ひと・もの・かね

の割合）

企業全体に占めるデジタルサービスの割合 [％] 割合： 売上もしくは顧客数等で経年変化に着目

デジタルサービス全体の利益 [円] 絶対値 or 割合：

デジタルサービスへの投資額 [円] 絶対値 or 割合：

デジタルサービスに従事している従業員数 [人] 絶対値 or 割合：

新サービスを利用する既存顧客の割合 [％] 割合：

業務提携 DXのための業務提携の数 [件] DXのためのExitプランが明確になっているアライ
アンスやM&Aの件数

デジタル化 業務プロセスのデジタル化率 [%] 割合：

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

【参考】 『DX推進の取組状況』部分としての定量指標 は以下の通り

■既存の経営指標
<研究＆開発>

1. 製品開発スピード：タイム・トゥ・マーケット（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）

<サプライチェーン>
2. オペーレーションの最適化度合い：S&OPサイクルタイム。

※欠品率、リードタイム、余剰在庫、等で代替するか。

<マーケティング>
3. 新規顧客獲得割合：新規顧客からの売上の割合、新製品からの売上の割合。経年変化により着目

※流出顧客割合や廃止製品数を測定するか。新規顧客の絶対数を測定する案も。

<設備資産管理>
4. 総合設備効率（OEE）：稼働率×性能×品質。

<調達・購買>
5. 支出プロセス（調達）における効率性：統制下にある支出の割合、定型の購買サービスを用いた支出割合。

<会計・経理>
6. 決算処理スピード：代表的な会計処理として効率を測定。
7. 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。
8. フォーキャストサイクルタイム：予算見直しをアジャイルに行っているか。

■デジタル指標
<デジタルサービス（ひと・もの・かねの割合）>

9. 企業全体に占めるデジタルサービスの割合[％]：
10. デジタルサービス全体の利益 [円]、デジタルサービスへの投資額 [円]：
11. 従事している従業員数 [人]、新サービスを利用する既存顧客の割合 [％]：

<事業提携>
12. DXのための事業連携の数 [件]

<デジタル化>
13. 業務プロセスのデジタル化率 [%]

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

【参考】 デジタル関連指標の例 は以下の通り

DBS Bank, GE, Bank of America, Citi, Adobe, ZARA, Avnet, Infosysなどの企業では、デジタルに関する
KPIを経営指標として設定しており、投資家等との対話に活用している。

出所） The Development Bank of Singapore Limited IR資料
第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

４．『ITシステム構築の取組状況』部分について、具体的にどのような指標が有効か、につ
いての方向性は以下の通り。

【方向性】
• 各項目について、厳密な定義は設けず、基本的には各企業の判断で数値を算出してもらい、現状の数値と
例えば3年後の目標値を記載してもらい、必要なアクションを促して、経年変化を確認するような方針とする。

分類 指標 算出方法

予算 ラン・ザ・ビジネス予算と
バリュー・アップ予算の比率

ラン・ザ・ビジネス予算とバリュー・アップ予算の比率、と3年後の目標値
※ IT部門の支出するもののみでなく、事業部門のIT投資も足し合わせていることが望ましい

人材 DX人材（事業）の数 [人] 事業部門等において、顧客や市場、業務内容に精通しつつ、データやデジタル技
術を使って何ができるかを理解し、DXの実行を担う人材の数と3年後の目標値

DX人材（技術）の数 [人] デジタル技術やデータ活用に精通した人材の数と3年後の目標値

データ データ鮮度
[リアルタイム／日次／週次／月次]

経営が迅速に把握すべきと考えているデータをいくつか特定し、それについてど
の程度の頻度（期間）で締め（確定）処理が行われているかと3年後の目標値

スピード サービス改善のリードタイム
[日]

リードタイムの短縮を目指すサービスをいくつか特定し、それぞれに対するITシス
テムについて、改修企画の立案からサービス開始までの期間と3年後の目標値

サービス改善の頻度 [回] サービス改善の頻度向上を目指すサービスをいくつか特定し、それぞれに対する
ITシステムについて、サービス改善（リリース）頻度と3年後の目標値

アジリ
ティ

アジャイルプロジェクトの数 [件] アジャイルプロジェクトの数と3年後の目標値

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

５．成熟度の考え方はどうあるべきか についての方向性は以下の通り。

【方向性】
• 成熟度の大枠の考え方として、以下に示すようなレベル分けとする。

レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５
未着手

（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組

に至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施

に留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく
一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによ
る

持続的な実施）

グローバル市場におけるデジタル
企業

（デジタル企業として、グローバル競
争を勝ち抜くことのできるレベル）

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

WG・全体会では、「見える化」指標の構成や目的、各指標の詳細について説明する「「見え
る化」指標に関するガイダンスのラフスケッチ」を作成した。

「見える化」指標に関するガイダンスの
ラフスケッチ

平成３１年3月

「見える化」指標に関するガイダンスのラフスケッチイメージと目次
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

WG・全体会で示された以下の課題については、来年度以降に検討項目として整理した。

No. 項目 課題

1 診断結果の提示 診断結果をどう見せるかは論点。総合評価、積算値（スコア化）、カテゴリ別
（レダーチャート）等、提示に関する選択肢は複数あり。診断結果をどう提示
し、それを用いて専門家がどうアドバイスするか、という診断結果の解釈が
重要。

2 DX推進で目指すべき姿
（DX参照アーキテクチャ）

デジタルデータ、サービスの俊敏性を問うにはDXの参照アーキテクチャが
必要になってくる。デジタル変革された後のシンプルなイメージを作って、そ
れを社会で共有することにより、各社バラバラな実装にはならず、社会全体
で同じアーキテクチャのもと、つながる世界が実現できるのではないか。

3 IT部分の詳細指標 粒度は難しいが、既存ITシステムや技術的負債を見える化するのであれば
細かいところまで調査する必要がある。このため、本検討の粒度と精密検
査の粒度は分けて議論した方が良い。一段階は難しいので、二段階に分け
て専門家を入れて検討することが良いのではないか。
IT部門の詳細指標があれば、コンサルやITベンダーによる検査への橋渡し
の役割を担うのではないか。

4 第三者による認定制度 現時点では自己診断を基本としているため、専門家部隊は認定されている
わけではなく、自己診断する際のアドバイザーという位置づけ。認定も必要
ということであれば、中立性を持った第三者による診断も検討する。

5 コーポレートガバナンスとの連携 取締役会での活用に向けた働きかけ

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題となることやその対応策について検討する研究会等の開催

事務局で想定している今後の進め方は以下の通り。

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料

作業内容
FY2018 FY2019

３月 ４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

マイルストーン

指標策定
診断スキーム構築

全体会
WG

ユーザ企業向け広報活動（説明会、研修等）

集中的な自己診断の促進

▲６月末
正式版公表
プレスリリース

▲12月
ベンチマーク公表

ベンチマークの策定方針検討、データ分析

収集方法の検討

試行的診断
（10社程度）

公表に向けた
最終調整

ベンチマーク
取りまとめ

ガイダンスの
最終調整

（メールにて）

結果の見せ方検討

アドバイザー向け説明会

▲３/14
検討会

（中間取りまとめ）

自己診断

自己診断の集中期間

Webサイト
の構築

・見える化指標
・ガイダンス （骨子）
・課題一覧
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目次

26

背景・目的

調査の全体像（（１）調査研究事業 について）

実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題と
なることやその対応策について検討する研究会等の開催

実施事項 （１）調査研究事業 ②関連する調査の実施

 （３）Ｇ２０におけるＤＸについての情報発信に向けての準備
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施

本事業における関連する調査の概要は以下の通り。

WG・全体会の内容も踏まえつつ、研究会等での議論の参考となる以下のような関連調査等を実施する。

1. 企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

2. 骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング
（関連企業の選定については骨子案を踏まえ経済産業省と協議）

3. 上記指標を用いた中立な診断スキームの構築案の策定（情報資産を対象とした既存の診断等に限らず、他の診断
スキームを参考として提案すること）

なお、本調査は対応策についての具体的な内容（「見える化」指標）として取りまとめた。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

まず、デジタルと既存ITとの非連続な違いを以下４つの観点で整理した。

既存IT デジタル

イノベーションの
本質

技術革新
• 機能飢餓：ﾆｰｽﾞ＞ITの機能
• パフォーマンス価値

産業構造の組み換え
• 機能飽和：ﾆｰｽﾞ＜ITの機能
• 組合せ価値

市場環境の変化
産業のタテの深堀
（業界市場拡大）

産業の横の繋がり
（業際市場拡大）

ITのアプローチ
課題解決

• RFPあり（要件はほぼ不変）
• プロマネがキー

課題設定
• RFPなし（要件が変化）
• チェンジマネジメントがキー

キーとなるIT機
能

ベンダIT機能
• ベンダの情報・スキルの非
対称性によるイニシアティブ

ユーザIT機能
• ユーザの現場・データによる
イニシアティブ

リスク
プロジェクトリスク

• 事業が先でITが後
• オンプレ開発投資

事業リスク
• ITが先で事業が後
• クラウド先行投資

ITの効果 効率化・コストダウン 事業創出

ビジネスモデル コストベース
コストベース＋
アウトカムベース

開発プロセス
ウォータホール

• ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾛｾｽでかっちり
• 中長期で世代交代

アジャイル
• ｶｽﾀﾏｰｼﾞｬｰﾆｰでざっくり
• 短期で拡張

非連続な変化
（従来ITフレームでは対応不可）

全体最適と部分
最適のバランス
が必要

スピード・アジ
リティが必要

スキル、リスクの
相違とクリティカ
ルマスの増大

ビジネスモデル
が異なる

機能飢餓消滅
（ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ向上）

ソフト化

データ
駆動

データ型
のビジネ
スモデル
（事前の不
確実性）

スピードアップ
コストダウン

疎結合
複雑化

シ
ー
ム
レ
ス
に
流
れ
る
こ
と
が
必
要

（デ
ジ
タ
ル
の
価
値
実
現
、IT

が
制
約
と
な
ら
な
い
）
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

次に、DX実現に向けた障壁を以下のように整理した。

DXに向けた障壁

全体最適と部分最適
のバランスが必要

スピードとアジリティが
必要

スキル、リスクの相違
とクリティカルマスの

増大

ビジネスモデル
が異なる

DXに向けた非連続な変化

既存とのコンフリクト
が発生

（イノベーションのジレンマ）

経営スピードが遅い

DX人材が希少性

リスク管理とアニマル
スピリットが足りない

既存ITの制約条件

儲かるビジネスモデル
が見えない

DX-GL（障壁を乗り越える為に必要なもの）

経営トップの
コミットメント

経営戦略・ビ
ジョンの提示

DX推進の為
の体制整備

◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎

◎ ○ ◎

◎ ○ ◎

◎ ◎ ○

◎ ◎ ◎
注 ◎：極めて重要、○：重要
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

「幹」の概念定義について、WhatとHowについてコンセンサスを得ることが重要。

技術的負債

小分類

「幹」の概念

一
旦

優
先
度

落
と
す

DXの推進

必
要
条
件

経営戦略・ビジョンの
提示

経営トップの
コミットメント

DX推進のための体制
整備

投資意思決定

ｽﾋﾟｰﾃﾞｨな変化への対応力

デジタルビジネスの割合

DXを実現するIT

十
分
条
件

全社的なITシステムの
構築のための体制

全社的なITシステムの
構築のためのガバナンス

事業部門のオーナー
シップと要件定義

IT資産の分析・評価

IT資産の仕分けとプランニング

変化への追従力

データマネジメント

アプリマネジメント

デジタルの価値の実現

What（目的・何がゴールか？）

• 全体最適と部分最適の整合
– コンフリクト（イノベーションの
ジレンマ）が制御できている

– 入口から出口へのストーリ
がつながっていること

• スピードが速い
• クリティカルマスを超えている
• ビジネスモデル

（コストベース→アウトカムベース）

How（あるべき状態）

DXへの制約を外す

• 変化への柔軟性が高い
– 要件変化への対応
– 課題設定から入る（経営とIT）

• 標準化・WB化されている
– 品質の測定、担保
– 人の制約からの解放
（DXでｼｽﾃﾑ化範囲は拡大）

• エコシステム
– オルタナティブ
（非同期、局在化、並列）

• システムへのオーナーシップ
（ユーザIT能力がキー）
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

デジタルの価値と経営へのインパクトの関係性を踏まえた指標となっていることが望ましい。

消費者余剰
（CS）の拡大

デジタルの価値（変化、発生）（Whatの中身） 経営へのインパクト（Howの変化）

産業構造組替
（組合せ価値）

時間の経済の
価値の増大

ビッグデータの
価値

モノからコトへ
の価値シフト

全体最適と
部分最適

クリティカル
マスを超えて

いる

ビジネスモデル

スピードが速い

ソフトウェア化

機能飢餓消滅
（ｺﾝﾋﾟｭｰﾃｨﾝｸﾞﾊﾟﾜｰ

増大）

• サブスクリプション
（消費者余剰の獲得）

• WTPと価格のマッチング
（ﾀﾞｲﾅﾐｯｸﾌﾟﾗｲｼﾝｸﾞ）

• アニマルスピリット
（ｺｽﾄﾍﾞｰｽ→ｱｳﾄｶﾑﾍﾞｰｽ）データ駆動

限界費用低減

疎結合化

サービス化

• 顧客起点（丸抱え、
バンドル）でのCSの獲得

• 民主化（ハブ、ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰ）
によるレバレッジ

ﾘｱﾙﾀｲﾑ化

• データ協調でモデル進化
• 規模・範囲の経済と
習熟効果

• 業際市場の拡大
• 共通プラットフォームの
プレミアム

• 参入障壁低下と競合激化へ
の対応（ﾗﾝﾁｪｽﾀｰの法則）

• トラストの重要性
（裸問題）

• コンフリクト（イノベーショ
ンのジレンマ）の制御

• 入口から出口までのス
トーリーのつながり

• 多様性の確保

内挿最適解

• 機動的なポートフォリオの
見直し

• Fast Fail（Learning

Opportunity）
• KPIとガバナンスによる流
動性向上

• 無駄、待ち時間の排除
（D=C）

• FMA

• CCC

• スケーラビリティの
プレミアム

• 共通プラットフォームの
プレミアム
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

デジタル化が進むことで生活者を起点に横串を通す（リバンドル、まるがかえ、サブスクリプショ
ン）ことの重要性が高まる。

デジタル化で消費者余剰が増大。価値をリバンドルし、消費者余剰の再分配が重要。

生活者を中心としたリバンドリング 消費者余剰の増大
P

Q

D

S

消費者余
剰を再配
分する
仕組みが
必要
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

ムーアの法則（コンピューティングパワーの増大）に伴いソフトウェア化（疎結合化）、
限界費用の低減が進展。

DXの本質は産業構造の組替えであり、ITの位置づけが変化している。

デジタル化

ネットワーク化

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ
ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ

1990-2010年代

1970-1990年代

今以降

技
術
革
新

産
業
構
造

の
組
替
え

かつて

機能飢餓
（ﾆｰｽﾞ＞ITの機能）

ITで業務支援・効率化

顧客の使用は仕様が
明確

機能飽和
（ﾆｰｽﾞ＜ITの機能）

ITで事業開発・付加価
値アップ

顧客の仕様が明確で
ない

• ニーズ（仕様）に最適
化（課題解決）すること
が重要

• 大型ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ管理
（宮大工のプレミアム）

• 顧客課題から入る
（課題定義）ことが
重要

• アジャイル
（組合せとスピード）

水平分業
（標準化、勝者総取り）

水平分業

垂直統合
（一体型）

垂直統合
（エコシステム）

業界構造 価値の源泉

ハード中心

ソフト
システム

プラットフォーム
データ
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

スキル、リスク、ビジネスモデルが非連続に変化。先行投資型でクリティカルマスは増大。

従来IT（主にSoR） デジタル（主にSoE）

• 事業創出が主な狙い
• 課題定義とビジネスプロデュースがキー
• コストベース＋アウトカムベースのプライシング

• 効率化・コストダウンが主な狙い
• 課題解決とプロジェクトマネジメントがキー
• コストベースのプライシング

時間 時間

事業

IT

事業

IT

事業リスクを伴う

プロジェクトリスクを負う

事業開発 コンサル 開発 運用・OS

事業リスクは
基本負わない
（ベンダ）

アカマネ力
• キーマンへのイ
ンサイダー化

• 情報化計画入手

PM力
• 大規模開発での
差別化

• ﾘｿｰｽ管理で鞘
抜き（外注中心）

データセンタ
基盤

デマンドフルフィルメント
RFP（課題は明確）

入口 出口

課題探索から
入る

事業リスクを負う
（事業ﾊﾟｰﾄﾅ）

アナリティクス
• ﾃﾞｰﾀと経営を繋げる
• ｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑの強み

アジャイル
• ビジネスとシス
テムをフレキシ
ブルに繋ぐ能力

• （内製中心）

市場縮退と
収益源消滅

（第三世代PFへ）

デマンドクリエーション
RFP必ずしもない（課題定義が必要）

入口 出口

入口と出口が離れる（リスクが高まる）

事業開発 コンサル 開発 運用・OS
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

「見える化」指標検討に向けた全体像となる「幹」の部分を以下のように整理した。

経営トップのコ
ミットメント

経営戦略・
ビジョンの
提示

DX推進の為
の体制整備

経営（Style）

文化・ﾏｲﾝﾄﾞｾｯﾄ
（Shared Value）

組織・ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
（Structure）

仕組み
（System）

人材（Staffing）

戦略（Strategy）

スキル（Skill）

DX-GL
スピーディーな
経営

変化を乗り越
える経営

あるべき姿 キーファクター（キーとなる事象）必要要素
変化、複雑性に素早い経営判断
で対応

DXを既存とのコンフリクトからトッ
プダウンで守る

DXに取組む部門、現場が安心して取組める
ようトップがその正当性を知らしめる

DXの機会、脅威を理解し経営資源配分、ガ
バナンスをトップが素早く経営判断

先進のﾍﾟﾙｿﾅ・ｽﾄｰﾘ

社長が作ったDX推進部門として
の正当性（Legitimacy）、等

DX推進の部門（子会社等）を社
長が設立、等

ｱﾆﾏﾙｽﾋﾟﾘｯﾄと
スクラム体制

学習の仕組み

リスクを取ってFast Failを推奨す
る文化が醸成されている

振り返り、失敗から学習する仕組
みが存在

上層部に上げて終わりではなくレビューと其
処からの学びをノウハウ化

経営と現場の距離が近く、志の高い若手と連
携し事業開発をサポート

報告でなくレビューミーティングを
経営がWSとして実施、等

トップのファンディング（CRD予算
等）による事業開発、等

戦略へのｽﾃｰｸ
ﾎﾙﾀﾞｰの理解

DXの全社経営
戦略の構築

DXの必然性、方向性に関してｽ
ﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰとｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

変革の必然性（Why）、ありたい姿
（What、How）を一気通貫でビジョン、
戦略化

戦略ストーリー（横串、入口から出口へ）が
通っており全体最適、コンフリクト回避

顧客のトップとの密なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝや投資家
への説明でパブリシティを向上

VoCに基づく環境変化（制約条
件）からのﾊﾞｯｸｷｬｽﾄによる戦略シ
ナリオ（プランA、B）、等

社長によるDXのトップ営業、投資
家説明会の実施、等

DXのビジネス
モデル

DXの深化に対応したビジネスモ
デル

戦略ストーリーにあわせたﾋﾞｼﾞﾈｽﾓﾃﾞﾙが描
けておりリスクが可視化されている

入口はｱﾅﾘﾃｨｸｽ等人件費＋ﾏｰｸ
ｱｯﾌﾟでﾏﾈﾀｲｽﾞ、出口は共同事業
設立でｷｬﾋﾟﾀﾙｹﾞｲﾝ、等

経営戦略とIT

戦略の整合と
戦略的人材獲得

DX実現に向けた経営戦略とIT戦
略の整合と必要スキルの質と規
模への手当て

DXと既存の事業とスキルのポートフォリオの
明確化、DX推進に向け制約となるITの把握
に基づく戦略的人材獲得計画

ポートフォリオ変化により人材が
どれぐらい必要となるかを経営と
して把握、等

全体最適のガ
バナンス

組織横断でリソース活用、既存か
らの圧力回避

DX推進の司令塔を設置、権限委譲し、組織
横断を実現しつつ、既存からの圧力も回避

既存から距離を置き全社横断DX

推進の司令塔を設置し、徐々にﾘ
ｿｰｽを其方にｼﾌﾄ、等

エコシステム
DX推進の為の外部パートナーの
積極的に活用

ビジネスパートナーのあり方、協調と協創の
あり方を描く組織、仕組みがある

外部活用を検討する仕組み、組
織（含むﾎﾞｰﾄﾞ）の整備、等

DX推進のｲﾝｾ
ﾝﾃｨﾌﾞと支援

既存とは異なる評価（KPI）、人事
の整備と支援体制

DXの評価と人事制度（ｷｬﾘｱﾊﾟｽ、報酬等）、
人的資源の流動化の仕組み

ユースケース数等で評価（既存は
稼働率）、コーポレートの支援部
隊設置等

戦略的人材投
入

司令塔へのトップノッチ人材の戦
略的投入とサポート体制

人材スペックの定義、ポテンシャル人材の投
入、 Know Whoデータベース等

コーポレートによる選抜制度（人
事部門の強化）、等

データ管理
データ駆動型ビジネスに向けた基
盤としてのデータ管理

個人情報、重要データ管理によるリスク低減
と一元化による利活用

データ管理マイスターの設置によ
る一元管理、等
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 １．企業の情報資産を「見える化」する指標の骨子案の作成

IT側はDXの制約を対象に経営へのメッセージ性、ビジネスへのインパクトの観点から優先
順に付けした。

一般的な
ITアセスメント

技術負債

DXの制約

直接指標 間接指標

DX推進のITの制
約を外す

DX推進の為の体
制整備

経営戦略・ビジョン
の提示

経営トップのコミッ
トメント

DX側

IT側

D
X

の
必
要
条
件

D
X

の
十
分
条
件 DXに限らず技術

負債のリスク低減
（MF調達できなくなる等）

ITそのもの
ビジネスニーズとの接点
（リソース配分、質等）
例：人材、データ、スピード等

対象外

対象外

優先度①優先度②

経営へのメッセージ性（案）
• 人材

– 人材タイプの分布
• データ

– データ活用度
（データ鮮度、データ協調）

– 改正個人保護法対応適否
– 知財法務の人員

• スピード
– 意思決定スピード

（ﾌﾟﾛｾｽ速度：決済処理日数等）

ビジネスへのインパクト（案）
• コストとスピード

– 維持費
– システム数
– カスタマイズ

• スケーラビリティ
– クラウド利用
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

本事業においては、経産省にて作成した「見える化」指標のフレームに沿って、各企業が
「見える化」指標（案）を回答し、その関連性をマッピングした。

Lv.3（全社的な部門横断での推進）

1

DX推進の枠組み DX推進のための経営のあり方、仕

組み

経営戦略・ビジョンの提示 1 マーケットの将来分析の具体性

（リスク（業界変化）の分析）

経営戦略・ビジョンを検討するに当たり、自社がターゲットとするマーケットや所属しているサプライ

チェーン・バリューチェーンがデジタル化により、どのように変化していくか（ディスラプトされ得るのか）

を調査・分析し、役員・社員と共有しているか。

○ 自社が主戦場としているマーケットについて、デジタル化による革

新・破壊のキープレイヤーとなり得る企業を識別し、社内のキーマ

ンと共有できてている

（lv.5: 自社が率先してマーケットの変革を牽引する戦略が確

立している。）

自社マーケットに関する動向調査報告書を確認す

る

(+)自社のマーケットの動向やディスラプターを識別するこ

とで、DX推進が、PoCにとどまること無く、自社の成長戦

略の中心にできる

(-)マーケット・外部環境が想定外の変化となり、デジタル

競争の敗者として市場から退出されられてしまうリスクあり

2

創造価値（価値観）の明確化

（可能性の分析）

データとデジタル技術の活用によって、どの事業分野でどのような新たな価値（新ビジネス創出、即

時性、コスト削減等）を生み出すことを目指すか、そのために、どのようなビジネスモデルを構築すべ

きかを明確にできているか。

○ 中期経営計画にDXへの取組として、具体的にどの事業分野で

どのような新たな価値を生み出すことを目指すかが記載されてい

る

（lv.5: デジタル技術を活用することによる価値創造が、業界を

牽引し、グローバルで勝負できるものとなっている。）

中期経営計画を確認する (+)中長期における経営戦略をもとに、各事業部門が個

別事業を具体化する活動と、DX推進の戦略が一致する

ため、企業競争力が強化できる

(-)デジタル技術を導入することで提供する価値がマーケッ

トに受け入れられるものにならないと、各現場の思いつきに

よりPoCを繰り返すことになり、自社のビジネスに直結しな

い

3

自社の存在価値

（自社の方向性）

経営戦略・ビジョンを検討するに当たり、マーケットがデジタルトランスフォームした10年後において

も、自社の存在価値を維持するために取り組むべき課題を明確にしているか。また、10年後に向け

て取り組むべき自社の課題の解決において、テクノロジーを利活用する作戦が検討されているか。

○ マーケットの変化や価値観の方向性を踏まえ、自社の存在価

値を明確化するための経営戦略・ビジョンが具体化しているか。

（lv.5: その経営戦略・ビジョンは、グロバールのマーケット動向

を含めて10年後を見据えたものとなっており、デジタル技術の利

活用に関しても、具体化している。）

中期経営計画を確認する (+)自社の存在価値を認識し、外部への価値の発信・

提供と、価値を維持していくための対策を練ることができる

(-)どのような課題に対してどういった優先度で取り組めば

良いかが全社的に不明確となり、現場による行き当たり

ばったりな対応となってしまう

4 経営トップのコミットメント 2 経営トップのコミットメント ○

5 DX推進のための体制整備 3 マインドセット

6 推進・サポート体制

7 人材育成・確保

8 投資等の意思決定のあり方 4 IT投資の意思決定

9
スピーディーな変化への対応力 5 経営環境変化に応じた事業ポート

フォリオの見直し

10
DX推進の取組状況 デジタルビジネスの割合 - 【定性/定量】デジタル領域への投

資

○ ○

11 - 【定量】デジタルビジネス売上比率 ○

12

ITシステム構築の枠組み DXを実現する上で基盤となるITシ

ステムの構築のための体制・仕組み

全社的なITシステムの構築の

ための体制

6 ITシステム構築体制

13
全社的なITシステムの構築に

向けたガバナンス

7 全社最適に向けたガバナンス

14 8 システム連携基盤

15
事業部門のオーナーシップと要

件定義能力

9 事業企画・業務企画

16 委託先選定

17 事業部門の責任範囲

18

DXを実現する上で基盤となるITシ

ステムの構築のための実行プロセス

IT資産の分析・評価 10 IT資産の評価

19
IT資産の分析・評価仕分けと

プランニング

11 IT資産の移行計画

20 競争領域の特定

21 共通プラットフォームの利用

22 変化への追従力 12 変化への追従力

23 評価の仕組み

24 データマネジメント -

25 アプリケーションマネジメント -

26 ITシステム構築の取組状況 ITシステムの現状 IT投資マネジメント - ラン・ザ・ビジネス予算推移

27 - バリュー・アップ予算割合 ○

28 デジタル技術 -

29 データ利活用 -

対応した場合(+)／しない場合(-)の影響
定

性
No. 中分類 小分類

DX経営指標

（一言でいうと何か）
質問（経営者に伝わる指標） 確認方法：エビデンス等DX-GL

成熟度（5段階）定

量
大分類

「見える化」指標たたき台 （経産省にて作成）

全体会参加企業による
「見える化」指標（案）

の回答

「見える化」指標の表側に沿って、関連企業の指標との関連性のマッピング
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

本事業において、見える化指標（案）を提出頂いた企業は以下の通り。

なお、本事業では個別企業の回答内容は非公開とした。

アクセンチュア株式会社

デロイトトーマツコンサルティング合同会社

PwCあらた有限責任監査法人

日本オラクル株式会社

SAPジャパン株式会社

日本アイ・ビーエム株式会社

Dell EMC(EMCｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社)

Ernst & Young LLP UKI

株式会社野村総合研究所

株式会社 IT VALUE EXPERTS

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株式会社日立製作所

株式会社ボストン・コンサルティング・グループ

富士通株式会社

日本電気株式会社

レッドハット株式会社

KPMGコンサルティング株式会社
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

各社の提案ポイントは以下の通り。

企業 提案のポイント
A社 • DX推進に関して経営視点、ガバナンスの観点からの質問が多い。

• 業務変革の取り組み状況（サプライチェーン、ファイナンス・リーガル・HR）の視点を追加で提案。

B社 • 当初のフレームワークに則った内容となっている。
• 成熟度の段階評価のクライテリアに関する記述が少ない。

C社 • DX指標の内容（記述）の書き換えが多い。
• 技術（AI、データサイエンス、クラウド、ソーシャルなど）の切り口での質問が特徴（AI倫理等）。

D社 • 当初のフレームワークに則った内容となっている。
• 標準化に関する意識が高い（IT資産の移行計画等）

E社 • 「見える化」指標を用いた診断に関する見解の説明あり。
• DX推進の枠組みに関して「エコシステム管理」の視点を提案。

F社 • 大分類、中分類、小分類の内容に関して当初のフレームワークから内容の変更が多い。

G社 • DX経営指標に「既存システムの刷新戦略の立案」、「組織体制の見直し」等の提案あり。

H社 • 小分類の追加項目の提案が多い（当初のフレームワークの分解能を向上）

I社 • ITシステム構築に関しては全面的な変更の提案あり。

J社 • デジタルトランスフォーメーション取組状況に関する質問ポイント（経営・ステークホルダー目線）の提案あり。
• DX推進の取り組み状況の定量指標案の提案あり。

K社 • ビジネス価値を測定する指標と業務プロセスの成熟度（5段階評価）の提案あり（当初のフレームワークの内容提出は無い）。
• 目的変数（ビジネス価値）に関しては同社のDBでの統計的ポジショニングを提案。

L社 • 当初のフレームワークを踏襲しつつも「プライバシー」、「セキュリティ」等のDX経営指標を追加。
• DX経営指標に対する質問を複数設定（多面的な質問設定）。
• ITシステム構築に関しては成熟度を現状の見える化×実施に分解で提案
• 見える化指標の進化発展のさせ方（運用）に対する提案あり。

M社 • ITシステム構築に関しては現状のIT診断の色彩が高く、経産省が出している「IT経営力指標」との重複間があり混乱を招く為、一本化の提案あり
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

各社の類似性などを「見える化」指標の表側に沿ってマッピングした。

類似の質問内容が多いもの 質問としての優先度が高い可能性

＜確認し議論が必要となる事項＞

 類似だが要確認 意図を確認し、「統合、新設」、「優先度」を議論

 質問の分解能 類似だが質問内容の分解能が異なるものは適切な
分解能を議論

 新設質問候補 DX経営指標に対して類似性で括ることが難しい質問
を新規に設定するかを議論

なお、マッピングの詳細については、別添資料「「見える化」指標骨子との関連性まとめ」を参照

• 「DX推進」は相対的に類似質問が出現する傾向が強い
（質問のばらつきは少なく、個々の質問での重複が多い）。

• 一方、「ITシステム構築」は質問のその傾向が弱い
（質問のばらつきが多く、個々の質問での重複が少ない）。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「DX推進」に関する質問の類似性マッピング（１/５）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

1 創造価値（価値観）
の明確化
（可能性の分析）

－ • 自社のビジョンを実現するための戦略（デジタル戦略）の中にデジタル化に関する内
容が含まれており、デジタル戦略を実行のための具体的なアクションも明確である。

• 経営者としてDXを機会として理解し脅威に立ち向かう覚悟があるか。

1 自社の存在価値
（自社の方向性）

－ • 経営戦略・ビジョンを検討するに当たり、マーケットがデジタルトランスフォームした10

年後においても、自社の存在価値を維持するために取り組むべき課題を明確にして
いるか。また、10年後に向けて取り組むべき自社の課題の解決において、テクノロ
ジーを利活用する作戦が検討されているか。

• テクノロジー活用による事業のイノベーションが経営戦略・ビジョンとして提示され、イ
ノベーションに係る活動が経営者によって管理（パイプライン、ロール＆レスポンシビ
リティ）およびサポート（ファンディング、リソース配分、スキル開発、推進部門設立、
評価制度、リスク許容）されているか

2 経営トップのコミット
メント

－ • デジタル化等の経営施策に関する意思決定は適切かつ迅速に行われているか
• 経営者としてDXを機会として理解し脅威に立ち向かう覚悟があるか

－ • C-Suites等の経営会議にてDigital改革を議論しているか。
• DXを単なる営業チャネルとしてではなく、全社の取り組みとして経営トップが自らコ

ミットしているか

－ • テクノロジー活用による事業のイノベーションが経営戦略・ビジョンとして提示され、イ
ノベーションに係る活動が経営者によって管理（パイプライン、ロール＆レスポンシビ
リティ）およびサポート（ファンディング、リソース配分、スキル開発、推進部門設立、
評価制度、リスク許容）されているか

• 現状維持バイアスをはずすべく、イノベーション（革新）を実施しているか



Copyright（C） Nomura Research Institute, Ltd. All rights reserved. 42

実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「DX推進」に関する質問の類似性マッピング（２/５）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

3 マインドセット • 計画の完成度を高めることに時間を費やすより、実験・試行の成果を重視している
• 迅速に失敗し迅速に学べる組織か（Fast Fail)

• 事前に内容が把握されたリスクテイク（失敗したときのコストおよび学習機会の獲得）
であれば積極的に推奨される環境があるか。

• 競争力強化のために、テクノロジーをどのように活用するか、自社の取組方針やビジョ
ンを社内外に発信し、従業員は共通認識を持っている。

• 自社戦略、ビジネスへのデジタル技術のインパクトについて明確なビジョンを定義して
いるか。

• MTP(Massive Transformation Purpose)のような、DXを活用し、企業として飛躍する
今後の方向性を短くわかりやすくまとめたコンセプト、変革の大儀を持っているか。

3 推進・サポート体制 • デジタル化推進の最高責任者が明確であり、デジタルビジネスおよびデジタル化施策
を推進する組織が定められているか

• 権限委譲
• 経営陣がオープンかつ協力的で、かつ業界の変化に関する洞察力に富み、DX推進

のための強固な基盤となっているか。
• DXを全社推進していくにあたり、全社をリードすべき全社体制が取られているか、また、

全社推進していくにあたり、経営層がコミットし、推進協力体制が取れているか。

3 人材育成・確保 • デジタル化推進に必要な人材を計画的に確保（採用、異動）、育成出来ている
• ダイナミックなスキル要請に対応できるか
• システムやITサービスに関する体系的で標準化されたトレーニングマテリアルおよびト

レーニング実施スケジュール（日数や時間割など）があり、トレーニング効果を評価す
る仕組みがあるか

• DXを全社推進していくにあたり、人材の確保、維持していく体制、仕組みが整っている
か。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「DX推進」に関する質問の類似性マッピング（３/５）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

3 人材育成・確保 • 必要なデジタル技術やスキルの獲得について、委託や社内育成に加えて、企業（事業）
買収、企業提携なども選択肢として検討されているか

• 自社がターゲットとするマーケットや所属しているサプライチェーン・バリューチェーンが、
デジタル化によりどのように変化しても、起きていることの本質を捉え、提携、買収、自
社内ベンチャー等々の選択肢を駆使し、柔軟に素早く対応できる方法を準備できている
か？

• 自社のスキルギャップを理解しているか。
• それを埋めるための人材の、内部育成計画、外部との提携計画、買収計画があるか。
• ITが経営環境変化（新規事業展開やM&Aなど）にスピーディに対応できるかを示す。

4 IT投資の意思決定 • 戦略的な投資とRTB投資の比率、その妥当性、将来的な絵も含めて考えているか.（妥
当性を判断する方針があるか）、その比率は将来どのようになるか。

• デジタル投資額とリターン、意思決定のプロセスや基準、マーケットや競合とのベンチ
マークについて明確に議論されているか

• 一定期間における、標準化されたカテゴリ毎のIT予算（予実や傾向など）がモニタリング
され、次回のIT予算の立案・利用計画に反映させているか

• データに基づいた学習を元に決定がなされているか。
• DXを推進している現場の意見を尊重した決定がなされているか。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「DX推進」に関する質問の類似性マッピング（４/５）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

5 経営環境変化に
応じた事業ポート
フォリオの見直し

• 経営環境変化に応じた事業ポートフォリオの見直しをし、デジタル化に注力すべき事業
とそうでない事業のメリハリもついている。

• 機動性の高い事業ポートフォリオ管理
• ITに係るプログラム（プロジェクトよりも大きな単位の業務変革で複数のプロジェクトから

成る）およびプロジェクトのプライオリティについて、標準化されたプロセスで見直され、
IT投資計画（ファイナンス、人的および技術的リソースなど）に反映されているか

• ITに係るプログラムおよびプロジェクトについて、標準化されたポートフォリオのレポート
が作成され、管理（他プロジェクトとの依存関係、各プロジェクトのクリティカルパス、各プ
ロジェクトへのリソース配分、などの分析）されているか

• データに基づいた学習を元に、思い切った事業の方向転換を行える体制になっている
か。

• Globalを含めた競合会社やインフラの変化などにより会社経営の変化が求められた際
に事業ポートフォリオを変化させる容易さをあらわす

－ 【定性/定量】デジタ
ル領域への投資

• 意思決定に客観的な情報と分析を用いており、またデジタル化投資に対して、財務的な
評価指標のみに限らず、多面的に判断している（段階的な判断も含む）か。

• デジタル領域への投資が計画されているか
• デジタルビジネスの投資目標額、中間目標(KPI)を設定しているか。
• トライ&エラーを繰り返す中で、各取り組みの進捗度をタイムリーに測る仕組みがあるか。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「DX推進」に関する質問の類似性マッピング（５/５）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要

確認の質問

－ 【定量】デジタルビ
ジネス売上比率

• 「見える化指標・回答企業について」シートに記載
• デジタルビジネスの売上が売上予算に織り込まれているか
• デジタルビジネスの実験の数を把握しているか。デジタルビジネスの成果(売上等)を

把握しているか。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（１/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

6 ITシステム構築体
制

• システム構築の全体像を、全体構成図（機能システム、サブシステム）、今後の開発計
画、システム部門の体制図によって見える化し、適切に見直しをして、矛盾のない状況
を保っているか。

• ITに係るプログラム（プロジェクトよりも大きな単位の業務変革で複数のプロジェクトから
成る）およびプロジェクトのライフサイクル（企画、計画、実行、モニタリング、管理、ク
ロージング）について、標準化されたメソドロジーがあるか

• システム構築の際、品質指標、生産性指標を明示して、その結果分析とＦＢを行ってい
るか。

• ITソリューションのデリバリーメソドロジーが標準化されており、通常プロジェクトにおい
て、品質、スケジュール、コストの期待値を満たすことができているか

• ITに係るプログラム（プロジェクトよりも大きな単位の業務変革で複数のプロジェクトから
成る）およびプロジェクトにおいて、Post-Implementation Review（プログラム・プロジェ
クト完了後の振り返り、学習したことの確認・共有）が実施されているか

• システムやプロジェクトの特異性を考慮し、特性に応じた適切な構築・プロジェクト体制
をとっているか

• 全社的なITシステム構築のために社内ステークホルダーがそれぞれの役割を担うため
に、かつ、お互いの利益相反が発生しないようなプロジェクト体制が必要
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（２/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確

認の質問

7 全社最適に向けた
ガバナンス

• システム構築にあたり、全社最適化の視点で問題がないか確認している
か。また、定期的にシステム監査を行い、メンテナンスも含めて、最適化
が行われていることを確認しているか。

• 全社的なITアーキテクチャ（インフラストラクチャ、アプリケーション、情報
の構成）が事業環境および業務プロセスに合わせて定期的に見直され、
ITアーキテクチャに関する目標が設定されているか

• 新規システム開発や、既存システム改修に伴う、ITサービス要求（ユー
ザ数、トランザクション量、ディスク利用率など）に応じたキャパシティプラ
ニング（必要なシステムのリソースや性能の見積もりに応じたシステム開
発・増強の計画）が行われているか

• IT投資シナリオを計画する際に、既存のITインフラストラクチャのキャパ
シティが把握され、追加または新規で必要となるITインフラストラク
チャーが特定されているか
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（３/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

7 全社最適に向けた
ガバナンス

• 全社で有しているデータを把握できており、社内外のデータを、組織の壁を越えて利用
できる環境が整っているか

• データ活用に対して組織を超え、横断的に、かつ、有機的に活用できているかを示す。

9 事業企画・業務企
画

• 事業部門（ユーザー部門）はどこまで企画に関与しているか（要件、仕様、レビュー、テ
スト確認、教育・マニュアル、ベンダ選定、開発管理またはＩＴ部門との連携、等々）

• 事業部門がオーナーシップをもってDX活用により事業企画・業務企画をできているかを
表す

• 事業の開始や本格化を迎えるにあたり、システム・サービスの運用は自社の定めた基
準に則っているか、もしくは別組織に引き継ぐ場合、プロセス、基準が明確であるか

• 社内のIT組織体制について、事業環境および事業部門の変化に応じて見直され、デザ
インされているか。またIT組織と事業部門および外部ベンダーとのコミュニケーション方
法・窓口が明確にされ、業務要件の検討・伝達が自社のロール＆レスポンシビリティとし
て定義されているか

• ITの枠組みの中で、ユーザー部門も自ら生産性向上につとめているか
• 事業部門にビジネスプロセスの改善をする標準的な仕組み（改善点の特定、デザイン、

文書化、モニタリング、最適化など）があるか
• ・事業部門とIT組織が協力してIT計画における成功基準（サービスレベル、資産活用、

業務価値など）を定義しているか

• 事業部門とIT部門の間で、SLAまたはSLAに準じた合意がされ、その範囲以上のコスト
が発生しないようなコントロールがされているか（頻繁な問い合わせ・時間外の問合せ・
作業依頼などを計測しているか）。

• ITを活用した業務サービスに係るITインフラストラクチャのコンポーネント（サーバやモバ
イルなどのIT機器、オペレーティングシステムなどのソフトウェア、ライセンス、Wifiなど
のネットワークなど）に関して、SLA（サービスレベルアグリーメント）が対応しているか。
またインフラストラクチャのコンポーネント管理が標準化された方法で実施されているか
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（４/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

9 事業企画・業務企
画

• 顧客へのCS調査、（社内システムであれば事業部門の満足度調査）を定期的に実施し
その結果を分析して、顧客満足度を向上させるためのプロジェクトの目標と目標達成時
期を明記して改善しているか

• 事業部門とIT組織が協力してIT計画における成功基準（サービスレベル、資産活用、業
務価値など）を定義しているか

9 委託先選定 • 委託先は、量的・質的に任せられるなど中長期的な視点も考慮して選定し、対価に見
合った活動をしているかを定期的にチェックしていますか

• 委託先とのリレーションシップ管理、契約管理について標準化され、相互利益の関係構
築ができているか

• 委託する業務を実現するためのスキル要件を明確にして、スキルを満たしていることを
確認していますか？

• 委託先の選定に関して、標準化されたプロセス（初期ロングリストの作成、Request for 

Information、ショートリストの作成、Request for Proposal、最終選定など）で実施され
ているか

• 自社のDX推進にあたりパートナー契約をどのように選んでいるか

9 事業部門の責任
範囲

• 事業部門はどこまで行うか（要件、仕様、レビュー、テスト確認、教育・マニュアル等々）
開発における各工程の定義と誰と誰の？役割分担を明文化し、事業部門、受託側含め
て共有・遵守しているか。

• 責任分担を明確にし、事業部門がオーナーシップをもって要件責任と評価を適切に行え
るか

• 各工程でレビュー承認者、レビュー方法、評価基準が明確になっているか？
• ITに係るプログラム（プロジェクトよりも大きな単位の業務変革で複数のプロジェクトから

成る）およびプロジェクトにおいて、標準化されたガバナンスフレームワークに基づき、事
業部門およびIT組織における、意思決定方法、ロール＆レスポンシビリティ、アカウンタ
ビリティ、レポーティングラインが定義されているか
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（５/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

10 IT資産の評価 • 情報システムのあるべき姿やありたい姿が描けているか、メンテナンス（エンハンス）を
考慮に入れて、情報システムがあるべき姿、ありたい姿になっているかをチェックできて
いるか

• 事業部門のインプットに基づく標準化されたIT戦略立案の仕組みがあり、IT戦略に基づ
くIT計画の実行がIT組織にコミットメントされているか

• 危険なIT資産を仕分けする基準を持ち、仕分けができているか（サポート切れ等）
• データのモダン化に着手しているか。既存アプリケーションの棚卸しはできているか。

• 最新のシステム構成（機能システム、サブシステム）が把握・整理されているか
• IT資産の管理粒度、管理頻度、評価対象の特定（競争領域の特定可否）をあらわす。

• データの重要度を分類して重要性を判断できているか
• 利用・蓄積されているデータおよび情報資産について、標準化された価値評価の仕組

みがあるか

11 IT資産の移行計画 • IT資産のあるべき姿と現状分析・評価にもとづいた長期計画が作成されている
• アプリケーションのモダン化に着手しているか。

• 現行機能の保証が必要な部位が特定されているか、十分な情報（ドキュメント）があるか、
情報には開発に必要な内容を含んでいるか

• ITサービスに係る業務要求およびITサービスの利用状況についての情報を収集する仕
組みがあり、集められた情報が分析されているか

11 競争領域の特定 • 競争領域の特定（顧客エクスペリエンスやスピード感、商品開発、コスト競争力、等）なら
びにその理由が明確に理解されているか

• Game changerになり得る領域を特定しているか
• 自社にとって、ITを活用して他社と差別化し、競争力とする部分を定義できているか。
• 自社における競争領域部分が仕分けられ、ITが連動して全社貢献できているかを示す。
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（６/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

11 競争領域の特定 ー • 競争領域のシステム実現に向けて必要な要件が定義でき、そのための最適な実現方
法（マイクロサービス等）が理解されているか

• 新規システムやテクノロジーの導入後の運用管理ができる体制か

11 共通プラットフォー
ムの利用

ー • 非競争領域について共通化の可能性とメリットについて検討がなされ、計画がたてられ
ているか

• ITインフラストラクチャ（CPUなどのシステムの性能など）、ITサービス、業務プロセスの
相互のパフォーマンスの関連性を分析する仕組みがあるか。また、その分析によって業
務の要求に応じたITサービスとそれに関連するITインフラストラクチャーが計画・デザイ
ンされているか

• IT資産の移行計画に基づいたプラットフォームの標準化成熟度を現す

ー • クラウド環境の利用を考慮しているか
• オープンなハイブリッド基盤を採用しているか(ICP, ICP4Data等)

• IT資産について、競争優位性(Option),共通化(Module)、標準化(Common)、の観点か
ら1)インフラ（ソフトウェア、ハードウェア）の標準化2)競争領域事業変化に合わせたアジ
リティを中心にオンプレミス、クラウドも含めた仕分けができているか、また、計画ができ
ているかを表す。

－ データ管理 ー • 利用・蓄積されているデータおよび情報資産について、標準化された価値評価の仕組
みがあるか

• 重要な業務データ項目についてはマスタデータに関する情報記述があり、異なるデータ
ソースとの連携が考慮できているか

• ITサービスカタログ（ユーザが直接利用するITサービスの一覧で利用方法、サポート内
容などが定義されたもの）の中でデータに関するメタデータ（データについてのデータ。
データ入手から廃棄までのライフサイクル、アクセス管理）が提供されているか
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ２．骨子案と関連企業の指標（２０社程度）との関連性をマッピング

「ITシステム構築」に関する質問の類似性マッピング（７/７）

DX-

GL
DX経営指標 類似の質問 類似だが要確認の質問

－ アプリケーション管
理

• アプリケーションのポートフォリオ管理ができていて、今後の移行計画ができているか。
• 既存アプリケーション資産の管理状況、ならびに、統合や再利用を考慮した管理となっ

ているかをあらわす。

－ ラン・ザ・ビジネス
予算推移

• ITサービスに係るコストは可視化され、利用状況などによって事業部門にチャージバッ
ク・ショウバックされているか

• 提供されるITサービスは、事業環境とそれに伴う事業部門の利用状況変化に基づいて、
過不足なく提供されているか

• 保守。運用に関わるIT費用の比率は何％か
• IT資産の将来予測について予測、予測に対しての対応状況をあらわす
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ３．指標を用いた中立な診断スキームの構築案の策定

本検討では、診断スキームについて以下のように検討した。

【中立組織の役割】

 各社が実施した診断の結果を中立的組織が収集・分析することにより、各社のDX推進のための情報のフィードバックにつなげる。

 自社内で本ガイダンスをもとに自己診断を実施した結果、改善の必要性が感じられた場合や他社との比較により自社のポジションを把握したい
場合に、中立組織が提供するベンチマークやベストプラクティスを活用する。

 診断結果の正当性を担保するために、診断結果を集約してベンチマーク化する中立的な組織が、提出された根拠の記載に照らして、レベル分
けについて確認が必要と思われる場合には、ユーザ企業に確認することができる仕組みを用意する。

【①ベンチマーキング】

 中立組織により各社から集めた診断結果をデータベース化とすることで、自社と他社の差を客観的に理解できるようになり、業界・業種、企業規
模ごとの自社のポジションを把握することができる。

 要素ごとに、ベンチマーキングを行うことで、他社との具体的な経営上の差異について理解ができるようになる。

 「他社と比べると、自社のスピード経営への取組は劣後している。」

 「他社よりも、戦略的なIT投資（バリューアップ投資）の比率が少ない。」

 「他社よりも経営幹部の関与が薄く（コミットメントが弱く）、かつDX推進部門の役割が不明瞭になっている。」

【②先行事例の提供】

 ベンチマーキングにより、自社のポジションを把握するだけでなく、弱い部分を補うために、診断結果のスコアが高い企業において行われた施策
の先行事例をもとに、自社の弱い部分をどう変えてゆくべきかの議論をできるようになる。

 「高ランキング企業では、経営スピード向上のために別会社を設立し、意思決定のルールも大きく変えているケースが多い。」

 「高ランキング企業では、社内外の客観的なデータ分析を高頻度で実施し、それをもとに役員会で意思決定を行うルールにしている。」

【アドバイザーの活用】

 個別項目の意味や解釈を伝えるアドバイザーとの連携も必要である。具体的な仕組みについては今後の検討事項であるが、以下のような方向
性が考えられる。

 中小企業向けに、ITコーディネーター協会など専門家集団から有償にて専門家を派遣する仕組みを構築

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 「見える化」指標に関するガイダンスのラフスケッチ
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 ３．指標を用いた中立な診断スキームの構築案の策定

WG、全体会を通じて以下のように診断スキームが整理された。 【再掲】

中立組織ユーザ企業

団体、コンサル、ITベンダー等

必要に応じて、
アドバイザーに依頼

アドバイザーによる
自己診断のサポート

・Webサイトより自己診断
・課題認識、対応策検討
・計画立案、アクション実施
・ベンチマーキング
（・必要に応じてアドバイザー要請）

・診断結果の分析
（指標間の相関分析、
業種業態毎の分析、
経年分析、等）

・ベンチマーク収集
・先行事例の提供
・指標の改善

診断実施

ベンチマーク提供

（先行事例の提供含む）

・自己診断におけるアドバイス

※ベンチマーク化する際に、提出された根拠の記
載に照らして、レベル分けについて確認が必要
と思われる場合は、ユーザ企業に適宜確認す
る

※ 自己診断を行う際に、ユーザ企業が診断方法につい
てのアドバイスが必要と考えた場合にサポートを行う
のが団体やコンサル、ITベンダー等の役割。診断結
果の客観性担保、お墨付き等を与えるわけではない
ため、特に、指標に関する専門家としての認定制度は
設けない。

出所） 第３回 「見える化」指標、診断スキーム構築に向けた全体会 討議資料
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の質問項目は以下の通り （１/２）

No. 大分類 中分類 小分類 キークエスチョン（＋サブクエスチョン）
1DX推進の枠組み ビジョン データとデジタル技術を使って、変化に迅速に対応しつつ、顧客視点でどのような価値を創出するのか、社内外でビジョンを

共有できているか。

2 将来におけるディスラプションに対する危機感と、なぜビジョンの実現が必要かについて、社内外で共有できているか。

3 経営トップのコミットメント ビジョンの実現に向けて、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化を変革するために、組織整備、人材・予算の配分、プロ
ジェクト管理や人事評価の見直し等の仕組みが、経営のリーダーシップの下、明確化され、実践されているか。
（注： 各仕組みごとの進捗については、以下の「仕組み」の各項目で個別にチェック）

4 仕組み マインドセット、企業文化 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続できる仕組みが構築できているか。

5 サブ（体制） 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適した体制が
権限委譲を伴って構築できているか。

6 サブ（KPI） 挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続するのに適したKPIを設
定できているか。
（視点： 進捗度をタイムリーに測る、小さく動かす、Exitプランを持つなど）

7 サブ（評価） 上記のようなKPIに即し、プロジェクト評価や人事評価の仕組みが構築できているか。

8 サブ（投資意思決定、予算配分） 上記のようなKPIに即した投資意思決定や予算配分の仕組みが構築できているか。

9 推進・サポート体制 DX推進がミッションとなっている部署や人員と、その役割が明確になっているか。また、必要な権限は与えられているか。

10 サブ（協力体制） 経営・事業部門・IT部門が目的に向かって相互に協力しながら動く体制となっているか。

11 サブ（外部との連携） 自社のリソースのみでなく、外部との連携にも取り組んでいるか。

12 人材育成・確保 DX推進に必要な人材の育成・確保に向けた取り組みが行われているか。

13 サブ（事業） 事業部門において、顧客や市場、業務内容に精通しつつ、デジタルで何ができるかを理
解し、DXの実行を担う人材の育成・確保に向けた取り組みが行われているか。

14 サブ（技術） デジタル技術やデータ活用に精通した人材の育成・確保に向けた取り組みが行われてい
るか。

15 サブ（融合） 「技術に精通した人材」と「業務に精通した人材」が融合してDXに取り組む仕組みが整え
られているか。

16 事業への落とし込み DXを通じた顧客視点での価値創出に向け、ビジネスモデルや業務プロセス、企業文化の改革に対して、（現場の抵抗を抑え
つつ、）経営者自らがリーダーシップを発揮して取り組んでいるか。

17 サブ（戦略とロードマップ） ビジネスモデルや業務プロセス、働き方などをどのように変革するか、戦略とロードマッ
プが明確になっているか。

18 サブ（バリューチェーンワイド） ビジネスモデルの創出、業務プロセスの改革への取組が、部門別の部分最適ではなく、
社内外のバリューチェーンワイドで行われているか。

19 サブ（忍耐力） 改革の途上で、一定期間、成果が出なかったり、既存の業務とのカニバリが発生するこ
とに対して、経営トップが忍耐力をもって、改革をリードしているか。

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の質問項目は以下の通り （２/２）

No. 大分類 中分類 小分類 キークエスチョン（＋サブクエスチョン）
20ITシステム構築の枠組みビジョン実現の基盤としてのITシステムの

構築
ビジョン実現（価値の創出）のためには、既存のITシステムにどのような見直しが必要であるかを認識し、対応策が講じられて
いるか。

21 ITシステムに求められる要素 サブ（データ利活用） データを、リアルタイム等使いたい形で使えるITシステムとなっているか。

22 サブ（スピード・アジリティ） 環境変化に迅速に対応し、求められるデリバリースピードに対応できるITシステムとなっ
ているか。

23 サブ（全社最適） 部門を超えてデータを活用し、バリューチェーンワイドで顧客視点での価値創出ができる
よう、システム間を連携させるなどにより、全社最適を踏まえたITシステムとなっているか。

24 IT資産の分析・評価 サブ IT資産の現状について、全体像を把握し、分析・評価できているか
（視点： アプリケーション単位での利用状況、技術的な陳腐化度合い、サポート体制の
継続性など）

25 IT資産の仕分けとプランニング サブ（廃棄） 価値創出への貢献の少ないもの、利用されていないものについて、廃棄できているか。

26 サブ（競争領域の特定） データやデジタル技術を活用し、変化に迅速に対応すべき領域を精査の上特定し、それ
に適したシステム環境を構築できているか。

27 サブ（非競争領域の特定と機能圧
縮）

非競争領域について、標準パッケージや業種ごとの共通プラットフォームを利用し、カス
タマイズをやめて標準化したシステムに業務を合わせるなど、トップダウンで機能圧縮で
きているか。

28 サブ（ロードマップ） ITシステムの刷新に向けたロードマップが策定できているか。

29 ガバナンス・体制 ビジョンの実現に向けて、IT投資において、技術的負債を低減しつつ、価値の創出につながる領域へ資金・人材を重点配分で
きているか。
（「技術的負債」： 短期的な観点でシステムを開発し、結果として、長期的に保守費や運用費が高騰している状態のこと）

30 サブ（体制） ビジョンの実現に向けて、新規に投資すべきもの、削減すべきもの、標準化や共通化な
どについて、全社最適の視点から、部門を超えて横串的に判断・決定できる体制を整え
られているか。
（視点： 顧客視点となっているか、サイロ化していないか、ベンダーとのパートナーシップ
など）

31 サブ（人材） ベンダーに丸投げせず、ITシステムの全体設計、システム連携基盤の企画や要件定義
を自ら行い、パートナーとして協創できるベンダーを選別できる人材を確保できているか。

32 サブ（事業部門のオーナーシップ） 各事業部門がオーナーシップをもって、DXで実現したい事業企画・業務企画を自ら明確
にし、完成責任まで負えているか。

33 サブ（データ利活用） 「どんなデータがどこにあるかを分かっている人」と「データを利用する人」が連携できて
いるか。

34 サブ（プライバシー、データセキュリ
ティ）

DX推進に向け、データを活用した事業展開を支える基盤（プライバシー、データセキュリ
ティ等に関するルールやITシステム）が全社的な視点で整備されているか。

35 サブ（IT投資の評価） ITシステムができたかどうかではなく、ビジネスがうまくいったかどうかで評価する仕組み
となっているか。

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （1/９）

成熟度

レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

1ビジョンが提示されていない。 ビジョンは提示されているが、
現場の取組はビジョンに紐づ
いて行われているとは言えな
い。

ビジョンが明確に提示され、一
部の部門での取組がビジョン
に整合的に進められている。

ビジョンが明確に提示され、全
社での取組がビジョンに整合
的に進められている。

ビジョンが明確に提示され、全
社での取組が、ビジョンの達
成度合いで評価するモニタリ
ングの仕組みにより、持続的
に進められている。

ビジョンがグローバル競争を勝
ち抜くことができるものとなって
おり、全社での取組が、グロー
バル競争で勝ち抜くとの認識
の共有の下に、持続的に進
められている。

・IR資料
・中期計画・長期計
画
・経営会議資料

2共有されていない。 漠然とした危機感を役員と共
有している。

マーケットの変化を内外環境
データに基づき把握し、マー
ケットの破壊・革新が行われ
るタイミングや、それによるビジ
ネスインパクトを試算した上で、
社内の役員と共有している。

マーケットの変化、破壊・革新
が行われるタイミング、それに
よるビジネスインパクトを試算
した上で、社内の役員・社員
と共有している。

マーケットの変化、破壊・革新
が行われるタイミング、それに
よるビジネスインパクトについて、
定期的にアップデートしつつ、
社内の役員・社員と共有して
いる。

グローバル競争を勝ち抜く観
点から、マーケットの変化、破
壊・革新が行われるタイミング、
それによるビジネスインパクトに
ついて、定期的にアップデート
しつつ、社内の役員・社員と
共有している。

・IR資料
・中期計画・長期計
画
・経営会議資料

3仕組みができていない。 一部の仕組みが明確化・実
践されているが、一部の仕組
みは明確化されていない。
（例. 組織を作って人は配
置しているが、予算が十分に
配分されていない）

仕組みが明確化され、一部
の部門で実践されている。

仕組みが明確化され、全社
的に実践されている。

仕組みが明確化され、全社
で持続的なものとして定着し
ている。

グローバル競争を勝ち抜くこと
をゴールとして仕組みが構築
され、全社で持続的なものと
して定着している。

・IR資料
・中期計画・長期計
画
・経営会議資料
・事業計画
・組織図・体制図

4仕組みができていない。 一部の仕組みが明確化・実
践されているが、一部の仕組
みは明確化されていない。
（例. 組織を作って人は配
置しているが、人事評価の見
直しが行われていない）

仕組みが明確化され、一部
の部門で実践されている。

仕組みが明確化され、全社
的に実践されている。

仕組みが明確化され、全社
で持続的なものとして定着し
ている。

チャレンジの度合いやデリバ
リースピードなどにおいて、グ
ローバルを勝ち抜けるレベルに
達している。

・中期計画・長期計
画
・事業計画と業績評
価KPI
・従業員意識調査

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （２/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

5構築できていない。 一部の部門で体制を構築し
ているが、試行的である、ある
いは十分に権限委譲できてい
ない。

一部の部門で体制を構築し、
権限移譲を伴って、実践して
いる。

全社的に関連部門に権限委
譲を伴って体制が構築され、
全社で部門横断的な実践が
なされている。

必要に応じて、体制や移譲さ
れる権限の見直しが行われる
仕組みができており、全社で
持続的なものとして定着して
いる。

構築された体制による取組が、
グローバル競争を勝ち抜くレベ
ルとなっており、定着している。

・中期計画・長期計
画
・事業計画と業績評
価KPI
・組織図・体制図
・職務分掌

6設定されていない。 KPIが一部の部門等で設定
されているが、全社戦略と紐
づけられていない。

全社戦略と紐づけられた形で
KPIが設定され、一部の部門
で実践されている

全社戦略と紐づけられた形で
全社KPIとして設定され、全
社的に実践されている

全社KPIが必要に応じて見
直される仕組みができており、
持続的な仕組みとして定着し
ている。

KPIの仕組みが、最終的にグ
ローバル競争を勝ち抜くことを
目指すものとして設定され、
定着している。

・中期計画・長期計
画
・事業計画と業績評
価KPI

7上記のようなKPIに則したもの
としては、構築できていない。

一部の部門で、プロジェクト評
価の仕組みを構築しているが、
試行的である、あるいは人事
評価まで反映できていない。

一部の部門で、プロジェクト評
価や人事評価の仕組みが構
築され、実践している。

プロジェクト評価や人事評価
の仕組みが構築され、全社
的に実践している。

必要に応じて、プロジェクト評
価や人事評価の見直しが行
われる仕組みができており、
全社で持続的なものとして定
着している。

評価の仕組みが、グローバル
競争を勝ち抜くことを目指す
ものとなっており、定着してい
る。

・中期計画・長期計
画
・事業計画と業績評
価KPI
・人事考課・人事評
価KPI

8上記のようなKPIに則したもの
としては、構築できていない。

一部の部門で、仕組みが構
築されているが、実際には、
十分な予算配分がなされな
いなど、十分に実践できてい
ない。

仕組みが構築され、一部の
部門で実践されている。

仕組みが構築され、全社的
に実践されている。

仕組みが構築され、全社で
持続的なものとして定着して
いる。

投資意思決定や予算配分
のスピードやダイナミックさなど
において、グローバル競争を勝
ち抜けるレベルに達している。

・中期計画・長期計
画
・事業計画と業績評
価KPI
・新事業企画稟議資
料
・経営会議資料

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （３/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場における
デジタル企業

（デジタル企業として、グ
ローバル競争を勝ち抜く

ことのできるレベル）

確認方法：エビデンス等

9明確になっていない。 DX推進がミッションとなってい
る部署はあるが、人員や予算
が不十分であったり、他部門
との関係が不明確であるなど、
試行錯誤中である。

DX推進がミッションとなってい
る部署や人員と、その役割が
明確で必要な権限が与えら
れた十分な体制となっており、
一部の部門のDXの取組を牽
引・支援している。

DX推進がミッションとなってい
る部署や人員と、その役割が
明確で必要な権限が与えら
れた十分な体制となっており、
各部署を巻き込んで、全社
的なDXの取組を横串を通す
形で牽引・支援している。

DX推進をミッションとしている
部署や人員の活動・成果を
継続的に評価する仕組みが
あり、全社でのDXの取組が
持続的なものとして定着して
いる。

全社的なDXの取組がグ
ローバル競争を勝ち抜け
るレベルで牽引・支援で
きている。

・中期計画・長期計画
・事業計画
・組織図・体制図
・職務分掌

10体制ができていない。 一部の部門を十分に巻き込
めていない。
（例．社長直轄でDX本部
を置いたが、事業部門を十分
に巻き込めていない、あるいは
IT部門を十分に巻き込めて
いない）

相互に協力する体制を構築
し、一部の部門のDXの取組
を牽引・支援している。

相互に協力する体制を構築
し、全社的なDXの取組を牽
引・支援している。

相互に協力する体制が確立
され、全社で持続的なものと
して定着している

相互に協力する体制に
より、全社的なDXの取
組がグローバル競争を勝
ち抜けるレベルで牽引・
支援できている。

・中期計画・長期計画
・事業計画
・組織図・体制図
・職務分掌

11取り組んでいない。 部署ごとでバラバラに行ってい
る。

全社戦略に基づき、一部の
部門におけるDXの取組の一
環として、取り組んでいる。

全社戦略に基づき、DXの取
組の一環として、全社的に取
り組んでいる。

外部との連携に関する活動・
成果を継続的に評価する仕
組みがあり、全社で持続的な
ものとして定着している。

外部との連携による活動
が、グローバル競争を勝
ち抜くことのできるレベル
で行わている。

・中期計画・長期計画
・事業計画
・組織図・体制図
・職務分掌
・M&A・アライアンス戦略
・ソーシング戦略

12行われていない。 部署ごとでバラバラに行ってい
る。

戦略的な社内育成と外部か
らの調達に関する短期・中
期・長期の計画が提示され、
一部の部門で推進している。

戦略的な社内育成と外部か
らの調達に関する短期・中
期・長期の計画があり、必要
なリソースが割当てられ、全社
的に取り組んでいる。

全社的に人材の育成、確保
のための制度を整備している。
（人事評価・報酬体系、キャ
リアパス等）

グローバル競争を勝ち抜
くことのできるレベルでの
人材の育成・確保が行
われている。

・中期計画・長期計画
・事業計画
・人材・スキル開発計画
・研修メニュー

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （４/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

13
取組が行われていない。 部署ごとでバラバラに行ってい

る。
全社戦略に基づき、人材プロ
ファイルが定義され、目標数
値をもって、一部の部門で取
り組んでいる。

全社戦略に基づき、人材プロ
ファイルが定義され、目標数
値をもって、全社的に取り組
んでいる。

全社的に人材の育成、確保
のための制度を整備している。
（人事評価・報酬体系、キャ
リアパス等）

グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルでの人材の育
成・確保が行われている。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
・人材・スキル開発計
画
・研修メニュー

14
取組が行われていない。 部署ごとでバラバラに行ってい

る。
全社戦略に基づき、人材プロ
ファイルが定義され、目標数
値をもって、一部の部門で取
り組んでいる。

全社戦略に基づき、人材プロ
ファイルが定義され、目標数
値をもって、全社的に取り組
んでいる。

全社的に人材の育成、確保
のための制度を整備している。
（人事評価・報酬体系、キャ
リアパス等）

グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルでの人材の育
成・確保が行われている。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
・人材・スキル開発計
画
・研修メニュー

15
仕組みができていない。 部署ごとでバラバラに行ってい

る。
仕組みが明確化され、一部
の部門で実践されている。

仕組みが明確化され、全社
的に実践されている。

仕組みが明確化され、全社
で持続的なものとして定着し
ている。

人材の融合の仕組みにより、
グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルでの人材活用
につながっている。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
・組織図・体制図
・人材DB・人材マップ
・チームメンバプロフィー
ル

16
取組が行われていない。 現場の抵抗が発生しており、

さらなる経営者のリーダーシッ
プが必要である、あるいは子
会社設立等別のアプローチが
必要である。

経営者がリーダシップを発揮し
て、一部の部門で改革に向
けた取組が進んでいる。

経営者がリーダシップを発揮し、
全社的に改革に向けた取組
が進んでいる。

改革に向けた取組について、
達成度合いで評価するモニタ
リングの仕組みにより、全社で
持続的なものとして定着して
いる。

改革に向けた取組が、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき
るレベルで持続的に行われて
いる。

・IR資料
・中期計画・長期計
画
・経営会議資料
・事業計画
・組織図・体制図

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （５/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

17
明確になっていない。 戦略とロードマップは提示され

ているが、現場の取組は戦略
とロードマップに紐づいて行わ
れているとは言えない。

戦略とロードマップが明確に提
示され、一部の部門での取
組が戦略とロードマップに整合
的に進められている。

戦略とロードマップが明確に提
示され、全社的に取組が戦
略とロードマップに整合的に進
められている。

戦略とロードマップが明確に提
示され、全社での取組が、
ロードマップの達成度合いで
評価するモニタリングの仕組み
により、持続的に進められてい
る。

戦略とロードマップがグローバ
ル競争を勝ち抜くことができる
レベルのものとなっており、全
社的に持続的に進められてい
る。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
・アクションプラン
・バランスト・スコアカー
ド

18
取組が行われていない。 部署ごとでバラバラに行ってお

り、バリューチェーンワイドでの
取組につながっていない。

バリューチェーンワイドでの取
組み内容が明確化され、一
部の関係する部門で取り組
んでいる

バリューチェーンワイドでの取
組み内容が明確化され、全
社的に取り組んでいる。

取組み内容が明確化され、
達成度合いで評価するモニタ
リングの仕組みにより、全社で
持続的なものとして定着して
いる

バリューチェーンワイドでの取
組が、グローバル競争を勝ち
抜くことのできるレベルで、全
社的に持続的に行われてい
る。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
・M&A、アライアンス、
ソーシング戦略

19取組が行われていない。 現場の抵抗が発生しており、
さらなる経営者のリーダーシッ
プが必要である、あるいは子
会社設立等別のアプローチが
必要である。

経営者がリーダシップを発揮し
て、一部の部門で改革に向
けた取組が進んでいる。

経営者がリーダシップを発揮し、
全社的に改革に向けた取組
が進んでいる。

改革に向けた取組について、
改革に適したモニタリングの仕
組みにより、全社で持続的な
ものとして定着している。
（経営者トップダウンによる長
期投資ファンドの設置等）

改革に向けた取組が、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき
るレベルで持続的に行われて
いる。

・IR資料
・中期計画・長期計
画
・経営会議資料
・事業計画と業績評
価KPI
・組織図・体制図

20
認識していない。 認識はしているものの、プラン

ニングはまだできていない。あ
るいは、プランニングはできてい
るものの、ビジョン実現のため
のものとしては不十分である。

既存のITシステムにどのような
見直しが必要であるかを十分
に認識し、ビジョン実現のため
のプランニングがあり、今後実
行に移すあるいは実行中であ
る。

既存のITシステムにどのような
見直しが必要であるかを十分
に認識し、ビジョン実現のため
のプランニングの下に、全社的
に対応がなされた状態である。

既存のITシステムにどのような
見直しが必要であるかを十分
に認識し、全社的に対応がな
され、継続的に改善していく
仕組みが定着している。

グローバル競争を勝ち抜く観
点から、既存のITシステムにど
のような見直しが必要である
かを十分に認識し、全社的に
対応がなされ、継続的に改
善していく仕組みが定着して
いる。

・中期計画・長期計
画
・全社IT計画、DX推
進計画
・システム全体構成図

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （６/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

21
データを使いたい形で使えな
い。

一部のデータは状況把握が
なされているが、一部のデータ
は状況把握がなされていない。

データの状況把握がなされ、
一部の部門でリアルタイム等
データの利活用が可能となっ
ている。

データの状況把握がなされ、
全社的にリアルタイム等データ
の利活用が可能となっている。

データ利活用に向けて、全社
で持続的な改善が進められ
ている。
（データの粒度や範囲等）

データの鮮度や粒度、範囲に
ついて、グローバル競争を勝ち
抜くことのできるレベルで、デー
タ活用ができている。

・システム全体構成図
・データ管理台帳
・データ利用API一覧

22
環境変化に迅速に対応でき
ず、検討も始めていない。

検討を始めているが、システム
の全体構成が可視化されて
おらず影響範囲が把握できて
いない。

システムの全体構成が可視
化されていてボトルネックとな
る部分を特定しており、一部
の部門で対応を行い、迅速
な対応が可能となっている。

システムの全体構成が可視
化されており、ボトルネックをす
べて解消したため、全社的に
迅速な対応が可能となってい
る。

迅速な機能追加、拡張に向
けて、全社で持続的な改善
が進められている。

グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルで、迅速な機
能追加、拡張が可能な状態
となっている。

・システム全体構成図
・全社IT計画、DX推
進計画
・API一覧

23
全社最適を踏まえたITシステ
ムの必要性について認識して
いない。

部署ごとでバラバラなシステム
となっており（システム間連携
していない）、刷新のあり方
について検討を行っている。

全社でのシステム間連携の方
針を持っており、一部の部門
でシステム間連携が可能と
なっている。

部門を超えてデータを活用し、
バリューチェーンワイドで価値
創出ができるよう、全社的に
システム間連携が可能となっ
ている。

環境変化に対応した全社最
適の維持に向けて、持続的
な改善が進められている

グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルで、全社最適
でデータ活用ができる状態と
なっている。

・システム全体構成図
・全社IT計画、DX推
進計画
・API一覧
・システム間連携図

24分析・評価できていない。 IT資産の部門ごとの現状把
握となっている。

IT資産の全体像を把握でき
ているが、一部の部門での分
析・評価となっている。

IT資産の全体像を把握でき
ており、全社的な分析・評価
ができている。

アプリ単位での利用状況、シ
ステム寿命が把握されており、
持続的な改善に向けた全社
でのIT資産の見通しの分析・
評価ができている。

グローバル競争を勝ち抜くため
にIT資産の分析・評価がなさ
れ、競争力のある（最新、最
適な）ITシステムとなっている。

・IT資産管理台帳
・システム利用状況
・システム分析・評価
結果
・システムリスク管理台
帳

25廃棄していない。 部門ごとでバラバラに対応して
いる。

価値創出の貢献に基づき、
全社での廃棄の方針ができて
おり、一部の部門で廃棄がな
されている。

全社的に価値創出の貢献に
基づき廃棄がなされている。

環境変化を見越して、価値
創出の貢献に基づいた評価
と廃棄の実行が持続している。

グローバル競争を勝ち抜くため
に価値創出への貢献に基づく
廃棄がなされ、競争力のある
（最新、最適な）ITシステ
ムとなっている。

・IT資産管理台帳
・システム利用状況
・システム分析・評価
結果
・システムリスク管理台
帳

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （７/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

26
領域を定義・特定できていな
い。

部門ごとの競争領域定義・
特定となっており、部門ごとで
バラバラに対応している。

全社戦略に基づく全社視点
の競争領域定義・特定され
ており、一部の部門で対応が
行われている。

全社戦略に基づく全社視点
の競争領域定義・特定され
ており、全社的にそれに適した
システム環境となっている。

環境変化を見越して、競争
領域の定義・特定の見直しを
行う評価活動が持続しており、
全社でそれを踏まえたシステ
ム環境の構築を持続できてい
る。

グローバル競争を勝ち抜くため
の領域定義・特定がされてお
り、競争力のある（最新、最
適）ITシステムとなっている。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
･全社IT計画、DX推
進計画

27
領域を定義・特定できていな
い

部門ごとに非競争領域を定
義・特定しており、部門ごとで
バラバラにカスタマイズしている。

全社で非競争領域を定義・
特定し、標準化・共通化等
の方針ができており、一部の
部門で機能圧縮がなされて
いる。

全社的に非競争領域を定
義・特定し、標準化・共通化
等の方針ができており、全社
的に機能圧縮がなされている。

機能圧縮の必要性について
の評価の仕組みがあり、機能
圧縮に向けた取組が、全社
で持続的なものとして定着し
ている。

グローバル競争を勝ち抜くため
に業界パッケージ、業界プラッ
トフォーム等を活用し、競争
力のあるITシステムとなってい
る。

・中期計画・長期計
画
・事業計画
･全社IT計画、DX推
進計画

28
ITシステムの刷新に向けた議
論がされていない。

部門ごとにITシステムの刷新
に向けた議論がバラバラになさ
れている。

全社戦略に基づくITシステム
刷新が議論されており、一部
の部門でのロードマップが策定
され、実行されている。

全社戦略に基づくIT刷新計
画があり、全社システムに関
するロードマップが策定され、
実行されている。

環境変化を見越して、ロード
マップの見直しを行う評価の
仕組みがあり、全社で持続的
によりよいシステム構築への対
応がなされている。

グローバル競争を勝ち抜くため
のIT刷新に向けたロードマップ
となっている。

･全社IT計画、DX推
進計画
・システム移行計画
・バランスト・スコアカー
ド

29
できていない。 現場からの要請に応じて配分

しており、全社最適の観点か
ら横串を通した取組には至っ
ていない。

技術的負債を低減しつつ、
価値の創出につながる領域
への資金・人材の配分を、一
部の部門で実施している。

全社最適の観点から、技術
的負債を低減しつつ、価値の
創出につながる領域への資
金・人材の配分を、全社的に
実施している。

全社最適の観点から資金・
人材が配分され、その効果の
モニタリングに基づいて、定期
的にリソースポートフォリオの再
配分を実行している。

グローバル競争を勝ち抜くため
に、サプライチェーン、バリュー
チェーンの最適化の観点から、
資金・人材が配分され、その
効果のモニタリングに基づいて、
定期的にリソースポートフォリ
オの再配分を実行している。

･全社IT計画、DX推
進計画
・IT予算管理簿

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （８/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

30
体制ができていない。 形としての体制はできているが、

実質的には、部署ごとにバラ
バラで判断しており、横串的
に判断・決定できていない。

投資ポートフォリオ、標準化、
共通化について全社最適の
視点から判断基準が提示さ
れ、横串的に判断・決定する
体制の指導の下、一部の部
門で実践している。

全社最適の視点から判断基
準が提示され、横串的に判
断・決定する体制の指導の
下、全社的に実践している。

横串的に判断・決定する体
制のモニタリングがなされて、
強化を含め適切な体制が持
続的に維持されている。

グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルで、横串的に
判断・決定できる体制となっ
ている。

･全社IT計画、DX推
進計画
・事業部門とIT部門と
のコミュニケーション記
録
・委託先管理簿
・調達計画書

31
取組が行われていない。 部門ごとにバラバラでベンダと

やり取りしている（その結果ベ
ンダ丸投げとなっている）。

IT部門が全社的な観点から
ベンダ管理を行っており、一部
の部門には、企画、要件定
義を作成できる人材がいる。

IT部門が全社的な観点から
ベンダ管理を行い、企画、要
件定義の作成を実践できる
人材を各部門で確保できて
いる。

企画、要件定義をできる人
材の確保、育成が持続的に
進められている。

グローバル競争を勝ち抜くこと
のできるレベルで、ユーザ主導
でベンダとのパートナ関係を
リードできる人材の確保、育
成ができている。
（グローバルベンダを使いこな
す等）

･全社IT計画、DX推
進計画
・事業部門とIT部門と
のコミュニケーション記
録
・システム開発体制
・ベンダー選定基準とリ
スト

32
事業部門がオーナーシップを
持っていない。

事業部門はオーナーシップを
持っているが、事業企画・業
務企画を作成できない。

一部の事業部門では、オー
ナーシップを持ち、事業企画・
業務企画を作成、完全責任
まで負えている。

全社的に、事業部門が、オー
ナーシップを持って、事業企
画・業務企画を作成、完成
責任を負いつつ、IT部門にシ
ステム開発を依頼している。

全社的に、事業部門が事業
企画・業務企画を策定し、
IT部門と協力しながらシステ
ム開発にも携わっている。

事業企画・業務企画の作成
からシステム開発までをリード
する事業部門の能力が、グ
ローバル競争を勝ち抜くレベル
に達している。

･全社IT計画、DX推
進計画
・事業部門とIT部門と
のコミュニケーション記
録
・システム開発体制
・役割分担

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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実施事項 （１）調査研究事業 ② 関連する調査の実施 「見える化」指標への取りまとめ

本事業で取りまとめた「見える化」指標の項目における成熟度は以下の通り （９/９）

成熟度
レベル0 レベル１ レベル２ レベル３ レベル４ レベル５

No.

未着手
（経営者は無関心か、関心
があっても具体的な取組に

至っていない）

一部での散発的実施
（全社戦略が明確でない中、
部門単位での試行・実施に

留まっている）

一部での戦略的実施
（全社戦略に基づく

一部の部門での推進）

全社戦略に基づく
部門横断的推進

全社戦略に基づく
持続的実施

（定量的な指標などによる
持続的な実施）

グローバル市場におけるデジ
タル企業

（デジタル企業として、グロー
バル競争を勝ち抜くことのでき

るレベル）

確認方法：エビデンス
等

33
データの所在が認識できてい
ない。

データの所在は認識できてい
るが、データの所在が分かって
いる人とデータを利用する人と
が連携できていない。

一部の部門でデータの所在が
分かっている人とデータを利用
する人が連携できている。

データの所在が分かっている
人とデータを利用する人が全
社的に連携できている。

データの所在が分かっている
人とデータを利用する人との
連携を改善する仕組みができ
ている。（データ利活用の成
功事例、ノウハウの全社共有
等）

グローバル競争を勝ち抜く観
点からデータの仕様を定義し、
自社の枠を超えてデータを利
活用できるよう連携できてい
る。

･全社IT計画、DX推
進計画
・事業部門とIT部門と
のコミュニケーション記
録
・データ管理ポリシー
・データ利用ガイド
・データ利用API一覧

34基盤が整備されていない。 部門ごとでバラバラに取り組ん
でいる。

一部の部門でプライバシー、
データセキュリティ等に関する
ルールやITシステムが整備さ
れている。

全社的事業基盤としてプライ
バシー、データセキュリティ等に
関するルールやITシステムが
整備されている。

環境変化に対応して基盤を
改善する仕組みができている。

グローバル競争を勝ち抜く観
点から事業基盤が競争力の
源泉となっている。
(基盤があることで顧客がデー
タを提供する等データ活用が
進む等）

･全社IT計画、DX推
進計画
・事業部門とIT部門と
のコミュニケーション記
録
・セキュリティポリシー
・プライバシーポリシー

35
仕組みができていない。 一部の部門で仕組みが明確

化・実践されているが、全社
的な仕組みとなっていない。

全社的に仕組みが明確化さ
れ、一部の部門で実施されて
いる。

全社的に仕組みが明確化さ
れ、実践されている。

仕組みが明確化され、全社
で持続的なものとして定着し
ている。

ITが実現する変革の取組が
ビジネス価値に直結すること
でグローバル競争を勝ち抜け
る水準となっている。

･全社IT計画、DX推
進計画
・IT予算管理簿

詳細は「別添資料_見える化指標」を参照
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目次

66

背景・目的

調査の全体像（（１）調査研究事業 について）

実施事項 （１）調査研究事業 ① ＤＸを進める上で課題と
なることやその対応策について検討する研究会等の開催

実施事項 （１）調査研究事業 ②関連する調査の実施

 （３）Ｇ２０におけるＤＸについての情報発信に向けての準備
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実施事項 （３）G20におけるDXについての情報発信に向けての準備

G20等のイベントを有効に活用して発信していく為のコンテンツ制作を行った。

本事業では、言語に関わらず世界各国の政府関係者、ビジネス関係者、国民に伝わる動画を編集すること
を想定し、撮影内容の提案、撮影計画の策定、撮影、簡単な編集までを実施した。

計画内容、撮影素材、編集内容はその後第三者により、利用・編集されることを想定した上で提出した。

 映像の詳細は別添の「G20_01_concept_190310」及び、「G20_02_trustless_190310」を参照いただきたい。

なお、上記業務内容は専門性やこれまでの業務実績に鑑み、株式会社電通に外注した。




