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コロナ禍におけるDXの加速
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デジタル技術は活用されている

• テレワーク：

 2020年4月の時点でテレワーク/リモートワークに取り組んでいる企業は約4割。2020年1月までと
比べて、2020年4月の時点で企業数で2倍以上に増加。特に「ほぼ毎日」利用している人数は、約12
倍に急増している（NTTデータ経営研究所調べ）

• オンライン診療：

 従来認められていなかった、オンライン診療は、今般コロナ対策として時限的に規制緩和された。
全国の13.2％にあたる14,500以上の医療機関において対応中（第8回経済財政諮問会議資料）

• オンライン教育：

 一斉休校時の学習のサポートとして、全国の高専および大学の約50％においてオンライン
授業等が実施されている

 しかし、公立の小中高校においては、授業動画は10％、同時双方向のオンライン指導は5
％にとどまっている（文部科学省資料（4月））

“STAY HOME”環境の中、デジタル技術を活用した「非対面・非接触活動」は活
発に行われつつある
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コロナ禍におけるユーザ企業のIT投資見通し

出所：企業IT動向調査2021(2020年度調査）～第１回緊急実態調査結果～(JUAS,20200730)

JUASが2020年7月に行った緊急実態調査によれば、半分以上のユーザ企業において、自社売り上
げが減少する見込みだと回答している。一方、IT投資の見通しは、３５％程度の企業が減少する
と答えているものの、「この環境だからこそIT投資を増加させたい」と意欲を持つ企業も18％程
度存在している
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デジタル技術活用上の課題が顕在化

• 社会の隅々までデジタル化環境は届いていない

 テレワークの実施は大企業中心。企業規模が小さくなると実施は難しい模様

• リテラシーの問題も浮上

 SNSによってデマが拡散（インフォデミック）。医療用品の高額ネット転売も横行

• 法制度や業務プロセスがまだまだ紙ベース・対面ベースである

 テレワーク中、ハンコを押すためだけに出社

 感染者モニタリングにおいて、FAXが一部使われており、報告漏れ、重複集計が発生

 電子申請を使っても給付金が届くまでにかなりの日数がかかっている

• 感染者・感染経路把握に向けて、公衆衛生とプライバシー保護とのバランスに関する議論が起
こっている

 中国では感染者の動線を把握し公開しているが、日本では容易ではない

コロナ禍においてデジタル技術は役に立ったが、一方で社会全体として様々な課題も顕在化した。
その多くは、技術そのものではなくそれ以外の要素である。



DX推進指標



「DX推進指標」

経済産業省「見える化指標、診断スキーム構築に向けた全体会議」

 自社のDXの状況を「見える化」するための指標を整備

 各企業が簡易な自己診断を行うことを可能とするものであり、経営幹部や
事業部門、DX部門、IT部門などの関係者の間で現状や課題に対する認識を
共有し、次のアクションにつなげる気付きの機会を提供することが目的

 各社が他社との比較によって自社の状況を把握することができるよう、各
社の自己診断結果を中立組織に提出いただくことにより、中立組織におい
て、自己診断結果を収集・分析し、自己診断結果と全体データとの比較が
可能となるベンチマークを作成する
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（参考）DX推進指標（経済産業省・IPA）
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先行企業と大きく差がついている指標
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先行企業と大きく差がついている指標（経営視点）

※DX推進指標から作成

• 【マインドセット・企業文化】挑戦を促し失敗を学ぶプロセスをスピーディーに実行し、
継続できる仕組みを持っているか

 「評価」上記の適したKPIを設定した上で、それに即した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

 「予算配分」上記の適したKPIを設定した上で、それ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

• 【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

 「事業部門の人材」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

 「人材の融合」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

• 【事業への落とし込み】DXを通じた価値創出に向け、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、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

 「バリューチェーンワイド」ビジネスモデルや業務プロセスの改革への取り組みが、部門別の部
分最適ではなく、社内外のサプライチェーンやエコシステムを通したバリューチェーンワイドで
行われているか



DXを進めるための
人材と組織



（参考）「DX経営戦略」（NTT出版 ,2020年11月発刊）

• The Technology Fallacy: How People Are the Real Key to 
Digital Transformation (Management on the Cutting 
Edge）

• ジェラルド・C・ケイン/アン・グエン・フィリップス/ジョナサ
ン・R・コパルスキー/ガース・R・アンドルース 著

• 三谷慶一郎/船木春重/渡辺郁也 監訳

• MITのマネジメント雑誌『MITスローンマネジメント』による
デジタル時代の組織論。1万6000人への4年間の調査、
ウォルマート、グーグルなどの企業マネージャインタ
ビュー等、豊富な実例から、DX化成功への道を解説

※「DX経営戦略」（2020）



DX人材
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デジタルリーダーの持つべき重要なスキル
「テクノロジーの理解」は最上位ではない。それよりも「変革的ビジョン」「前向きであるこ
と」などが重要。見えない未来に対して向かうべき方向性を、自らの力で指し示す人材が望まれ
ている

※「DX経営戦略」（2020）

「デジタルワークプレイスで成功するために組織のリーダーがもつべきスキルの中で最も重要なものは」



しなやかマインドセットを持つ

※「DX経営戦略」、「マインドセット: 「やればできる!」の研究」（キャロル・S・ドゥエック）を、元に作成

挑戦

「しなやかマインドセット」
（Growth mindset）

「才能は磨けば伸びる」
→ ひたすら学び続けたい

「硬直マインドセット」
（Fixed mindset）
「才能は変化しない」

→ 今の自分を有能だと思われたい

できれば、やりたくない 新しいことにチャレンジしたい

障害 壁にぶつかると、あきらめる 壁にぶつかっても耐える

努力 忌まわしい 何かを得るためには欠かせない

批判 ネガティブな意見は無視する 批判から真摯に学ぶ

他人の成功 脅威に感じる 学びや気づきを得る

成長が止まり可能性を発揮できない 自由な意思で切り開き成果を得られる

デジタル人材には「しなやかマインドセット」を持つことが欠かせない。急激に変化する環境で
働くために必要なスキルと知識を、継続的に育てる能力を獲得する必要があるため



DX組織
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成長・発展機会を提供する

※「DX経営戦略」（2020）

デジタル環境で必要となるスキル取得機会が会社から与えられた場合、デジタル人材が「1年以
内に辞職したい」と考える割合は大きく減少する

デジタルトレンドを考慮して1年に満たないうちに会社を辞めようと考えている回答者の割合

「リスキルが可能な環境を提供すること」が人材の流出を防ぐ
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意思決定を現場に任せる

出所：「DX経営戦略」（2020）

デジタル成熟度レベルが高い企業ほど、「組織の下位レベルに意思決定を任せている」と答える
傾向が強い

※「非常にそう思う」
「そう思う」と回答した

割合
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組織内の情報共有

出所：「DX経営戦略」（2020）

デジタル成熟度レベルが高い企業ほど、成功・失敗に関わらず組織内に情報を展開・共有する傾
向が強い

私の組織のリーダーは、失敗した実験結果を、組
織の学習を高める建設的な方法で共有する
（「非常にそう思う」「そう思う」と回答した割合）

私の組織はDXを全組織に推進するために、成功した構
想を展開する
（「非常にそう思う」「そう思う」と回答した割合）

右上グラフは、「心理的安全性（Psychological Safety）が高い企業は、デジタル成熟度も高い」ということにも通じる。
（一人ひとりが恐怖や不安を感じることなく、安心して発言・行動できる状態（エイミー・C・エドモンドソン）
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コラボレーティブ・リスク許容・アジャイル

出所：「DX経営戦略」（2020）

デジタル成熟度レベルが高い企業ほど、「わたしの組織は、デジタルトレンドに応じて組織文化
をもっとコラボレーティブに、リスクを取るように、アジャイルに変化させるべく積極的に取り
組んでいる」と回答している

※「非常にそう思う」
「そう思う」と回答した

割合



新しいデジタルガバナンスに向けて
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高度成長期の呪縛を脱し新しいデジタルガバナンスを構築できるか

ニューノーマル時代の企業組織 高度成長期の企業組織

ミッション

リスク

アプローチ

コラボレート

• 既存のモノを「効率化」する• 新しいコトを「創造」する

• リスク発生を極度に恐れ、重
厚なガバナンスによって事前
に可能な限り排除する

• 一定のリスクは許容し最小
限でローンチし、事後的に
リスクをマネジメントする

• ゴールを明確化し、計画通り
の手順で逐次的に物事を進め
ていく

• 市場の反応をモニタリング
し、試行錯誤しながらア
ジャイルに進めていく

• 自組織内の求心力向上を最優
先する（外部組織との接触は
限定的）

• 外部とのコラボレーション
により、異質な視点と資源
を迅速に取得する



「事前」から「事後」へ

「事前型リスク
マネジメント」
（従来）

ビジネスを始めるま
でに、あらゆるリスク
を見出し、それを軽減
させることで事業の失
敗を防ぐアプローチ

環境変化が激し
く、予測できない
（すべてのリスク
を事前に発見す
ることは困難）

「事後型リスク
マネジメント」
（これから）

ビジネスを始めた後、
社会や顧客の反応を
逐次モニタリングしな
がら、リスクを感知し、
迅速かつ柔軟に対応
するアプローチ



Thanks for your attention !


