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１.デジタルトランスフォーメーション（DX）について
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■デジタルトランスフォーメーション（DX）について

□DXレポート『2025年の崖』（2018）
⚫ グローバルには、21世紀に入っての新たなITの技術と使い方を身に着けた新しい企業が切り開いた地平に、既存の企業が追いつ

く形でDXは動いてきました。それら企業は国境を越えて日本市場にも影響を与えています。

⚫ 経産省は『DXレポート ～ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開～』（2018.9）の中で、日本企業に共通の課
題として、事業部門ごとに構築、複雑化・ブラックボックス化された企業システムがDXを阻んでおり、2025年以降、これが最大12
兆円/年（現在の約3倍）の経済損失を生じうることを指摘しています₍2025年の崖₎ 。

（出典）DXレポート 2018年9月 経済産業省 http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html 4

http://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/20180907_report.html


■デジタルトランスフォーメーション（DX）について

□DXレポート2（2020.12）

（出典）DXレポート2 （サマリー） 2020年12月 経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201228004/20201228004-1.pdf 5



２.個社のDXと産業社会のDX
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■個社のDXと産業社会のDX

□DXとして語られる様々な取り組み
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例えば、「小売業」を例にしても、様々な「DX」の取り組みが考えられる

■店舗現場でのDX

■ネットショップの、ネットショップへのDX

■顧客把握のDX

■在庫管理のDX

■商材調達のDX
・・・

……だが、それは本当に「DX」なのだろうか？



デジタイゼーション

デジタライゼーション

デジタル
トランスフォｰメｰション

■個社のDXと産業社会のDX

□DXの段階論について
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デジタイゼーション

デジタライゼーション

デジタル
トランスフォ メーー ション

■新たな事業創出

■DL等を利用した
圧倒的な効率化

■企業の枠を超え
たシステム連携

■定型業務自動化
による生産性向上

■働き方の変化
（テレワーク等）

■雑務簡素化によ
る生産性向上

人機協働の
企業活動

機械化による
業務便利化

ペーパレス化に
よる情報共有

人と紙による
雑務中心業務

膨大な
業務関連データ

資本余裕

他社技能の
動員可能化

ｺｽﾄ削減

枢要部分の
業務関連データ

資本余裕

業務
安定化

協働型
業務ｽﾀｲﾙ

相
乗
効
果

相
乗
効
果

産
業
社
会
の
デ
ジ
タ
ル
化

…デジタライゼーションによるデータからの発見を
機能化しデジタライゼーションの中に括り込む

…業務変革の中で生まれた能力や、リーチ可
能になった新市場を事業化する

技術的標準の確立、データ利用制度整備等、環境整備支援

技術的標準の確立、情報機器の普及、情報リテラシーの底上げ等、環境整備支援

■個社のDXと産業社会のDX

□産業社会のDXの個社目線でのモザイクさ
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■料理店
・受注や経理、こだわらない
材料購入などサービサ任せ
・日々、魅力ある料理作りに
研鑽
・注文データを分析して効率
よい仕入れを検討したりして

■配達業者
・配達指示はサービサ任せ
・配達員を確保し、モチベー
ション維持のためコミュニ
ケーションや支払いに専念
・配達員の管理などはITを活
用したりして

■受注代行サービス
・スマホアプリで顧客の受注
を集める
・注文データを基に、魅力あ
る店舗リストと刺さる提案を
日々研究
・常にスマホアプリを更新し、
ユーザ体験向上を図る

利
用
料

注
文
指
示

代
金

料
理

配
達
指
示

配
達
料

受
取
依
頼

代
金

配
達
料

注
文
指
示

料
理

注
文
者
情
報

＝データ

■個社のDXと産業社会のDX

□産業社会のDXの個社目線でのモザイクさ

■近年普及した「出前システム」を例に



３.DXにまつわる確実性、不確実性、そして投資的性質
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デジタイゼーション

デジタライゼーション

デジタル
トランスフォｰメｰション

■DXにまつわる確実性、不確実性、そして投資的性質

□DX段階に固有の課題について考える
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デジタイゼーション

デジタライゼーション

デジタル
トランスフォｰメｰション

STEP1 最初はPOSの導入から
● 業務の効率化のために、まずPOSレジスタ導入から始めた。
● POSレジスタ導入で、何がいつ売れたかという業務データが初めて

可視化できた。

STEP2 効率化と売上増を目指しデータと格闘
● 何がいつどういう条件で売れるのか、様々なデータと格闘しながら法

則性を見出し、効率的な業務の在り方を試行錯誤する日々。必要な
ら新たなデータを採ることも。

● 社員はITに疎いわけではないが、IT技術者ではなかった。プログラミ
ング言語やAIの使い方などIT知識は、この試行錯誤の過程で社員
が学んでいった。

STEP3 目的達成と新たな事業へ
● 構想から５年間で売上５倍を達成できた。
● 自社システム、データの外部提供や、成功のノウハウを利用してコン

サル事業への横展開を実現した。

■DXにまつわる確実性、不確実性、そして投資的性質

□ ある著名な事例から～「ゑ」社の場合
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４.DXに、合理的に、向きあい、近づくために
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経営 の 観点

⚫ 経営がデジタル技術が自分たちのビジネスをどう変革されるのかを理解してビジョンを

発信すべし

⚫ 経営の危機は生まれ変われるチャンス。自分たちの強みとを見つめなおして、デジタル技

術を活用した生き残り戦略を見いだせ

⚫ 目指すべき方向へ向かうためには、現行事業にとってマイナスのことをせざるを得ない場

合も覚悟せよ。将来像を描き最終的にどちらに向かうべきかを判断し、説得して回れ

⚫ まず、何をすべきかというWhatを検討せよ。Whatを明確化した後にHowを検討すべし

Howから検討するとうまくいかない

⚫ ITが経営のドライブするには、IT部門への信頼が重要。小さい事例からITの経営へのイ

ンパクトを示し続けるべし

DX の先進企業のヒアリングによるキーメッセージ分類の結果から
得られた知見

■ DXに、合理的に、向きあい、近づくために

□DX実践手引書・先行DX企業調査から
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非競争領域 / 協調領域

組
織
内
サ
ー
ビ
ス

顧客

外
部
サ
ー
ビ
ス

データ活用基盤 競争領域

業界共通基盤
パッケージシステム活用 / 業務共通化

社会共通基盤
共通インフラ基盤 / 共通データ

他業種連携/外部サービス

データ分析基盤

経営

業務・基幹システム群

社外データソース
入手困難なデータの購入等

API

各社独自サービス/アプリ

価値創出・業務変革

価値享受
データ創出

「社会最適」の要素を実現するためのシステム要件
組織のITアーキテクチャ・IT投資状況とその将来像の全体を俯瞰して、非競争領域のコスト削減と競争領域への積極投資を行える。
また、組織内外の壁を越えてシステム・データを連携できる基盤が構築されており、将来に向けても市場や技術の変化に応じて俊敏に
連携・対応することが予め考慮された構造になっている。

「データ活用」の要素を実現するためのシステム要件
必要な業務の適正な情報のみが必要なタイミングで取り出せる。

「スピード・アジリティ」の要素を実現するためのシステム要件
個々の変化に応じ独立に迅速かつ安全にITシステムを更新できる。

組織運営の効率化・費用軽減

従業員

媒
介
層

DXを実現するITシステムの満たすべき要件

■ DXに、合理的に、向きあい、近づくために

□DXに取り組むためのシステムのあり方



５.IPAの施策の使い方
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自社の状況を把握しよう！

DX推進指標

●DX推進における健康診断

プラットフォームデジタル化指標

● ITシステムの精密検査

DX認定制度

●優良なDXの取り組み事業者を国が認定

実行しよう！

共通プラットフォーム

●非競争領域で協調する
業界のDX

Involve
外部の動向を把握しよう！

DX認定制度

●他社のDX取り組み内容を知る

DXプロモーション

●世の中のDX取り組み内容を知る

企業の

DX推進
サイクル

観
測
す
る

方
向
づ
け
る

実
行
す
る

決
定
す
る

企業・経営者
自らが

決断する！

巻
き
込
む

進むべき方向を検討しよう！

DX実践手引書

●先進企業事例に基づいた
DXを実現するためのガイド

■IPAの施策の使い方

□DXを進める施策の戦略マップ（2021年度 抜粋）

※OODAプロセス：米国空軍が開発した状況に応じたスピード感が必要な判断と実行を行うためのプロセスPDCAよりもアジリティを求められる領域に向いているといわれている
18
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DX企業認定

DX企業認定制度の概要

DX認定制度事務局

認定申請

認定事業者

問合せ

＜審査・問合せ＞

＜認定＞

結果通知
結果通知

審査結果

〇申請～認定までの流れ

全ての事業者（法人と個人事業者。法人は会社だけではなく、公益法人等も含みます）
が対象となります。
※申請手続きや認定時、認定の維持において費用が発生することはありません。

申請対象

申請は通年で可能です（一年間を通していつでも申請が可能）。

申請期間

⚫ 国が策定した指針を踏まえ、優良な取組を行う事業者を、申請に基づいて認定

⚫ Webサイト等の公表媒体をもって「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備がで
きている状態（DX-Ready）」であることが確認できた事業者を認定（他の事業者との比較
は行わない）

⚫ 詳細はHPを参照：https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html


DX企業認定

認定取得のメリット
⬧ 認定事業者は、認定事業者一覧としてIPAのホームページで公表されると共に、「自社がDXに

積極的に取り組んでいる企業」であることをPRするためのロゴマークを利用可能

⬧ ロゴマーク提供の他、以下の各種支援措置が受けられる

DX認定制度 ロゴマーク

【ロゴマークのコンセプト】
DXのスタートラインに立つ、という企業をイメージしながら、右方向に進
むスタートラインである左端に差し色を入れています。

税制による支援措置

＜DX（デジタルトランスフォーメーション）投資促進税制＞
産業競争力強化法に新たな計画認定制度を創設。部門・拠点ごとではない全社レベルのDXに向けた計画を主務大臣が認定し
た上で、DXの実現に必要なクラウド技術を活用したデジタル関連投資に対し、税額控除（５％又は３％）もしくは特別償却
30%を措置します。

中小企業者を対象とした金融による支援措置

＜日本政策金融公庫による融資＞ DX
認定を受けた中小企業者が行う設備投資
等に必要な資金について、基準利率よりも
低い利率で融資を受けることができます。

＜中小企業信用保険法の特例＞
中小企業者は、情報処理システムを良好な状態に維持し、企業経営にお
いて戦略的に利用するために必要となる設備資金等について、民間金融機
関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等
とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
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DX企業認定

銘柄の状況

21

□ＤＸ銘柄2021
ＤＸグランプリ：日立製作所、ＳＲＥホールディングス
ＤＸ銘柄企業： 28社（グランプリ含む）
ＤＸ注目企業： 20社
デジタル×コロナ対策企業：11社

□ＤＸ銘柄2020
ＤＸグランプリ：トラスコ中山、小松製作所
ＤＸ銘柄企業： 35社（グランプリ含む）
ＤＸ注目企業： 21社

DX認定の申請が必要 発表時にDX認定取得が選定条件

「ＤＸ銘柄2022」の選定プロセス



⚫ 2019年7月に経済産業省は、経営者や社内の関係者がDXの推進に向けた現状や課題に対する認識を共有し、アクションにつ
なげるための気づきの機会を提供するものとして「『DX推進指標』とそのガイダンス」を公開した。

⚫ 「DX推進指標」は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、事業部門、DX部門、IT部門などが
議論をしながら回答する。

⚫ IPAは中立組織として各企業の自己診断結果を収集（2019年度は約300件）し、分析を行う。

（出典）デジタル経営改革のための評価指標（「DX推進指標」）を取りまとめました 2019年7月 経済産業省 https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003.html

DX推進指標の定性指標の成熟度レベルDX推進指標の構成
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DX推進指標

DX推進指標の概要

成熟度
レベル

意味

レベル5 グローバル市場におけるデジタル企業

レベル4 全社戦略に基づく持続的実施

レベル3 全社戦略に基づく部門横断的推進

レベル2 一部での戦略的実施

レベル1 一部での散発的実施

レベル0 未着手

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003.html


DX推進指標

DX推進指標の自己評価の収集状況

■DX推進指標の自己評価登録の状況

2019年 248件

2020年 307件

2021年 486件

2022年 51件 （2月15日現在）

提出法人数 933法人 （2月15日現在）

■2019～2020年データの分析レポート

「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート（2019年版）」

「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート（2020年版）」
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20210614.html
・自己診断していただいた企業にはベンチマーク結果を提供。
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DX推進指標

DX推進指標の分析レポート（１）
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規模別（現状，目標）

経年変化（大規模企業）

経年変化（中規模企業）



DX推進指標

DX推進指標の分析レポート（２）
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DX推進指標

DX推進指標の分析レポート（３）
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●認定企業
●未認定企業

DX推進指標

DX企業認定

評価指標
として推奨



PFデジタル化指標

プラットフォームデジタル化指標の位置づけ
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PFデジタル化指標

評価項目の構成
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DX実践手引書

DX実践手引書の位置づけ
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DX実践手引書
表紙

スサノオに込めた想い

モノリシックで複雑化・肥大化した
システムを「ヤマタノオロチ」に例え、
それらを一つ一つ切り離して、
使える部分は形を変えて再生させることで
害となっていた存在を、
価値のある存在に変化させる

2021.11発行

累計 15,317ダウンロード
関連資料 24,907ダウンロード（2.21現在）
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章構成 内容

DX実践手引書
ITシステム構築編 はじめに

DXを取り巻く背景と本手引書の立ち位置、構成の説明

DX実践手引書
ITシステム構築編 第1章
DXを実現するための考え方

1.1 DXの起点は「目指すべきビジョン」の共有
1.2 挑戦しやすい組織環境を創る
1.3 内製開発力の強化と外部リソースの活用

DX実践手引書
ITシステム構築編 第2章

2.1 「社会最適」を実現するためのITシステム要件
2.2 「データ活用」を実現するためのITシステム要件
2.3 「スピード・アジリティ」を実現するためのITシステム要件
2.4 DXを実現するITシステムのあるべき姿の全体像

DX実践手引書
ITシステム構築編 第3章

※暫定第１版は3.4まで、
順次3.5以降を公開していく予定

3.1 DXを実現するための技術要素群の全体像
3.2 スピード・アジリティを支えるマイクロサービスの活用
3.3 データ活用
3.4 現行システムからあるべき姿への移行の考え方
3.5 …
3.6 …
3.7 …

DX実践手引書
ITシステム構築編（別冊）
レガシーシステム刷新ハンドブック

現行ITシステムの全体把握
現行ITシステムの仕様復元

DX実践手引書

目次構成
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⚫ DXレポートでは、DX実現に向けたITシステム構築におけるコスト・リスク低減のための対応策として、企業の競争力にかかわらな
い協調領域については個社が別々にシステムを開発するのではなく、業界毎や課題毎に共通のプラットフォームを構築することが有
効な手段とされている。

⚫ 2019年6月にIT総合戦略本部にて決定された「デジタル時代の新たなIT政策大綱」において、DXの推進による競争力強化の
方策として、民間部門だけでなく社会インフラ部門等のシステムを共通化することで、コスト低減やデータ活用、広域化の後押し
を図っていくこととしている。

⚫ 経済産業省と厚生労働省は2019年5月に、水道事業者等が有する水道に関する設備・機器に係る情報や、事務系システム
が取り扱うデータを横断的かつ柔軟に利活用できる仕組みとして、「水道標準プラットフォーム」と、アプリケーションやデバイス等のイ
ンタフェース、データプロファイル等の仕様が標準化されたシステム「水道情報活用システム」の導入に係る手引きを策定した。（現
在は民間事業者が水道標準プラットフォームを運営）

デジタル時代の新たなIT政策大綱 水道標準プラットフォーム

共通PF

非競争領域における共通的なプラットフォーム

（出典）内閣官房 「デジタル時代の新たなIT政策⼤綱（案）」の概要
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/dai76/siryou1-1.pdf

（出典）経済産業省 水道情報活用システム導入の手引き
https://www.meti.go.jp/press/2019/05/20190510002/20190510002-1.pdf



アクセスはこちら

https://dx.ipa.go.jp/

DX SQUAREは、DXに取り組むみなさんのための
ポータルサイトです。
みなさんの「学びたい！」「知りたい！」「実践した
い！」のために、さまざまな情報を発信しています。

学ぶ
DXの基礎知識を学びましょう

知る
さまざまな企業のDX推進事例や
お役立ち情報を知って実践に活かしましょう

つかう
各種ツールをうまく使ってDXを進めましょう

DX関連ニュース
各種メディア等の最新ニュースへのリンクです

用語集
DXに関連する用語を集めました
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DXプロモーション

DX関連情報ポータルサイト「DX SQUARE」

https://dx.ipa.go.jp/


DX実践手引書

DX白書
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■PDF版
発行：2021年10月

44,937ダウンロード(2.15現在）

■書籍版
発行日：2021年12月1日
サイズ：A4／386ページ
ISBN：978-4-905318-76-7
定価：3,300円（本体価格3,000 円＋税10％）

■電子書籍版
発行日：2022年2月
定価：無料 （Amazon,楽天）

https://www.ipa.go.jp/ikc/publish/dx_hakusho.html

•表紙～第1部 総論
•第2部 DX戦略の策定と推進
•第3部 デジタル時代の人材
•第4部 DXを支える手法と技術 ⇐DX実践手引書チームがレビュー＆一部執筆
•付録 第1部 AI技術
•付録 第2部 制度政策動向

https://www.ipa.go.jp/files/000093699.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093699.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093700.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093701.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093701.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093702.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093703.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093703.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000093704.pdf


７.おわりに
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おわりに
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各企業が競争力を強化するためには

デジタル技術を活用して新たなビジネスモデルを創出し

DXを実現する必要がある。

DXの推進に向けて、 IPAは経営面・技術面の両面から

DXの実現を支援していく。



ご清聴ありがとうございました
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https://twitter.com/IPA_DX
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