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　DX というアクロニムが、もともとの表記であ
る「デジタルトランスフォーメーション」と切り
離されたまま多用されている。テレビ CM では、
オンライン会議やデータのクラウド保存といった
さまざまな単体サービスが、「DX」というラベル
を貼られて売り込まれている。また、DX 人材や
DX 担当者を育成しなければならない、という掛
け声もよく聞かれる。
　もともとの定義からかけ離れていたり、多様な
解釈が混在する状況で頻繁に用いられていたりす
る用語は「バズワード」と呼ばれる。「デジタル」
なるものを用いて何かしらの「良いこと」を実現

するという点でのみ共通する多様な現象を束ねて
DX と称する現状は、即物的なツール導入に偏っ
た施策実施を促し、長期的に持続可能な変革実現
への障害となっているようにも思える。
　本稿では、DX の本質的な意味を確認するととも
に、企業経営を進化させるための持続可能な施策
としてのトランスフォーメーション、つまり変革
立案のあり方について検討する。
　
1．DXとは何か
　DX というコンセプトそのものは、2004 年には
すでに提示されており 1）、その後さまざまな調査

Point
❶	 	DX とは、組織全体の活動をフルデジタル化したうえで、外部ステークホルダーとともにビジネス
モデルを進化させる活動である。

❷	 	組織全体のフルデジタル化と、外部ステークホルダーとの連携には、バリューデータサイクルの構
築と共有が必要である。

❸	 	DX実現の最大の障壁はバラバラな既存の業務手順である。それゆえに、DXはトップが先導する
組織ガバナンスだといえる。
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会社やコンサルティングファームが独自の定義を
示している。多くの学術論文 2）、3）、4）が DX をテー
マとして取り上げ、『Harvard Business Review』5）

や『MIT Sloan Management Review』6）といった 
トップビジネススクールの刊行する雑誌において
も関連記事が採録されている。
　政府も複数の DX をテーマとした、もしくは
DX を取り上げた報告書を刊行している。関連す
る概念も併せて整理しているのが総務省の「令和
3 年版情報通信白書」7）である。白書では DX と
関連する概念であるデジタイゼーション、デジタ
ライゼーションを図表 1 のように整理している。
この整理から導き出すことのできるポイントは 3
つある。
　1 つ目は、タブレットの導入やロボティクスプ
ロセスオートメーション（RPA）といった既存業
務の手順を、デジタルツールを用いて効率化・自
動化することではないということである。そもそ
も、ビジネスの現場においてコンピュータの導入
が進展したのは高度経済成長期から 20 世紀末に
かけてであり、ツールの活用というのはもはや前
提条件である。
　2 つ目のポイントは、「クライアント」「パート
ナー」「顧客」という単語が使われているとおり、
DX の実現には組織外部との関係性を再構築する

というプロセスが欠かせないということである。
　3 つ目のポイントは、データ整備の重要性であ
る。組織内外の変化に機敏に対応するには、リア
ルタイムでの状況把握と、柔軟な施策変更、迅速
な施策の実行が必要である。状況把握のために絶
えずデータが生成・蓄積され、そのデータを活用
した施策の再設計が求められるのである。

2．COVID-19対応にみるDX阻害要因
　2020 年初頭から日本においても感染が広がった
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）であるが、
当初は有効な治療方法が確立しない時期に、保健
所や医療当局が力を注いだのが、感染者の全数把
握と隔離であった。そこで重要とされたのが、感
染者との濃厚接触者の特定である。そのため、感
染が確認された時点で登録されるデータベースで
ある新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理
支援システム（HER-SYS）が整備された。HER-
SYS が運用開始された時点で公開された資料 8）

には以下のような記載がある。
•   現場の保健所職員等の作業を IT 化・ワンスオン

リー化
•   【発生届】手書き、FAX での届け出。
　⇒パソコン・タブレットで入力・報告が可能に。 
　※ 保健所が FAX をパソコンに入力する作業も

Digitization 
（デジタイゼーション）

既存の紙のプロセスを自動化するなど、物質的な情報を
デジタル形式に変換すること

Digitalization 
（デジタライゼーション）

組織のビジネスモデル全体を一新し、クライアントや
パートナーに対してサービスを提供する、より良い方法
を構築すること

Digital Transformation 
（デジタルトランスフォーメーション）

企業が外部エコシステム（顧客、市場）の劇的な変化に
対応しつつ、内部エコシステム（組織、文化、従業員）
の変革を牽引しながら、第三のプラットフォーム（クラ
ウド、モビリティ、ビッグデータ / アナリティクス、ソー
シャル技術）を利用して、新しい製品やサービス、新し
いビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での
顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出
し、競争上の優位性を確立すること

図表 1　DX 関連概念の整理

出所：令和 3 年版情報通信白書（総務省 , 2021）
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減少。
•   電話・メール等により、感染者等の情報を報告・

共有。
　⇒ 患者本人や医療機関、保健所等が入力した患

者情報が迅速に集計され、都道府県、 国まで
共有可能に。

　⇒ 入院調整の迅速化や、クラスター対策の効率
化が可能に。

　HER-SYS 導入により、このような期待された
変化が達成されたかというと、残念ながらそうで
はない現場が多かった、というのが現実である。
読売新聞オンライン 2022 年 5 月 17 日付の記事に
よると、「第 6 波で感染者が 1 日 5 万人超だった 1
週 間（2 月 28 日 〜 3 月 6 日 ） の 届 け 出 状 況 」 

「回答があった 19 政令市の感染者総数（約 11 万
2,000 人）のうち 49％にあたる約 5 万 5,000 人分
は、ファクスや持ち込みで提出された」とされて
いる 9）。
　HER-SYS は、厚生労働省が構築・運用し、全
国の自治体（の保健所）や医療機関、さらには感
染者個人が接続して運用されるシステムであり、
典型的な多様な組織と個人が連携して社会システ
ムを機能させるためのエコシステムの構築事例と
いえるだろう。つまり、DX の典型例だったはずで
ある。しかし、実際にはシステム導入においてオ
ペレーションが効率化したどころか、手書き書類
の内容を別の人間がコンピュータで転記するとい
う手順が増えてしまっている。システムを構築し
て処理手順を「デジタル化」すれば、業務効率化
と迅速な状況把握が可能になる、というわけでは
ないことが、この事例から浮き彫りになっている。
　保健所や医療機関の救急部門のみならず、日本
では 2020 年代においても数多くの FAX が現役で
運用されている。有名な事例としては飲食店デリ
バリーの出前館がある 10）。海外から進出した
Uber Eats などは、飲食店にタブレット端末の設
置を求めており、注文管理から入出金処理までオ
ンラインで完結する。デジタルツールを用いたオ
ンライン処理ですべて完結する方が本当に効率的

であれば、もっと多くの飲食店が Uber Eats など
を採用するだろう。しかし、多くの飲食店では未
だに FAX を活用している。 
　その理由は単純だ。日々の会計処理がフルデジ
タル化されていない以上、オンライン処理の結果
を、その都度紙に転記しなければならないからだ。
業務手順の大半がデジタル化対応していない場合、
非デジタルの方法で処理手順が組まれることとな
る。一部の切り出された部分のみがデジタル化さ
れると、その部分のデータを非デジタルの方法に
合わせて変換する必要がある。つまり、処理コス
トが増えるのである。これが DX、というよりも
デジタル化が進展しない原因である。とはいって
も、単純反復処理を自動化したいというニーズは
存在し、その受け皿となってきたのが Robotics 
Process Automation（RPA）である。そして、
RPA の目的は、あくまでも局所的な効率化である
から、業務手順全体の一気通貫なデジタル化には
寄与しない。それどころか、担当者個人や部門を
超えてのデータ共有や処理の効率化の阻害要因と
なってしまうのだ。

3．		デジタル技術を用いた変革とはどのような
ものなのか

　HER-SYS や出前館の事例を基に、日本におい
て多くの組織で業務手順の多くがデジタル化され
ておらず、部分的なデジタル化が本質的な変革に
つながらないどころか、業務効率の悪化につなが
ることを指摘した。とはいえ、組織全体の業務手
順をゼロからスクラッチで設計し直すのは非効率
であるし、組織がこれまで築き上げてきた競争優
位の源泉たるノウハウなどの資産をみすみす手放
すことにしかならない。しかし、DX に着手するに
は組織全体でのデジタル技術ベースの業務手順再
構築、つまりデジタイゼーションやデジタライゼー
ションの段階を踏まなければならない。既存の業
務手順によって実現されてきた自社の強みを正し
く理解し、デジタル技術を導入することでその本
質を保持しながら効率化を進めなければならない。

DXとは何をトランスフォームするのか



経営センサー　2022.10
2828

　社内業務のあるべき姿を想定するのに参考にな
るのが、バリューデータサイクル（図表 2）である。
バリューデータサイクルは OECD が掲げるデータ
ドリブンイノベーション 12）の実現手法として提
示された。データドリブンイノベーションは、デ
ジタルデータの利活用を通じたイノベーションの
実現と付加価値創造を意味する。つまり、DX 後の
あるべき姿と言っても過言ではない。
　バリューデータサイクルは、そもそも業務手順
がすべてデジタル化されていることが前提であ
る。組織活動は意思決定と実行の繰り返しによっ
て継続されていくが、業務手順のデジタル化が完
成しているならば、意思決定がなされた瞬間に履
歴データが生成される。組織のありとあらゆる場
所で行われた意思決定の履歴データと、組織内外
における影響を測定したデータをリアルタイムで
集約してビッグデータが生成・更新される。ビッ
グデータの解析結果が、次の意思決定が依拠する
情報集積である知識ベースを形成する。ビッグデー
タ解析による高品質な知識ベースを活用できれば、
意思決定の迅速化と精度向上が期待できるだろ

う。これによって付加価値を創造できる。社会に
おけるあらゆる組織や個人がこのサイクルを実践
することにより、経済成長と個々のウェルビーイ
ングが実現されていく。というのが、バリューデー
タサイクルであり、OECD の掲げる未来像である。

4．		業務手順のフルデジタル化をどのように	
実現するか

　DX 後のあるべき姿であるバリューデータサイ
クルは、あらゆる意思決定が即座にデータ化され
ることを前提としている。「経営層や管理職が意思
決定し、現場スタッフはそれを実行するだけ」と
いう組織の捉え方をしていると、バリューデータ
サイクルを組織に実装することは不可能となる。
意思決定は、組織を構成するすべてのメンバーが、
日々の業務で常に行っているものであるという理
解を持つことが重要である。営業担当者が見込み
客への訪問を増やしたり、経理担当者が提出され
た領収書を経費として認めたり、といった日常の
ルーティンも、個々のスタッフの「意思決定」に 
よって実行されており、その結果が売上高や経費

意思決定

データ生成・
集約

ビッグデータ

（ソフトウェアと
解析技術による）
データ分析

知識ベース 付加価値創造による
成長と

ウェルビーイング

図表 2　バリューデータサイクル

出所：（OECD, 2015b）11）より、筆者改変
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率に影響しているのである。
　組織活動は、ミクロな意思決定〜行動の積み重
ねによって形成される。フルデジタル化とは、あ
らゆるミクロな意思決定〜行動を捉え、デジタル
基盤の下で実施されるように置き換えることを意
味する。そうすることで、あらゆる意思決定を高
い精度の知識ベースに立脚して行うことができる
ようになる。
　組織活動をフルデジタル化し、バリューデータ
サイクルに乗せることが成功すると、次はビッグ
データ解析結果を基にした業務手順の改革が可能
となる。ビッグデータ、つまりデータレイクの分
析によって、あらゆる意思決定が、他のどの意思
決定やデータの解析結果から行われているのかが
可視化できる。これにより、より効率的な業務手
順を導き出すことができるとともに、これまで担
当者の勘や感覚であった意思決定の根拠をファク
トデータへと置き換えることが可能となる。とは
いえ、個人に依存する感覚的・定性的な情報を、
普遍的・定量的なデータに置き換えるのは非常に
難しい。当人は勘や感覚を生み出す情報を無意識
に収集し、無意識に頭の中で処理している。この
無意識の処理プロセスをどのようにシステムに置
き換えるか。この手法を確立しない限り DX は実
現できない。

5．		局所最適で構築された手順とシステムをど
のように統合するのか

　とはいえ、組織活動の一部はすでにデジタル化
されているという企業がほとんどであろう。前世
紀から経理処理はシステム化されており、グルー
プウエアによるスケジュール管理や情報共有も進
んでいるという組織も多い。しかし、断片的かつ
バラバラに実施されてきたデジタル化を発展させ
てバリューデータサイクルを構築するのは至難の
業である。
　システムが個別部署ごとに開発、導入された場
合、その多くが部署内で行われてきた業務手順を
基にシステムが構築されている。その場合、細か

な手順が異なっていたり、用語や分類がバラバラ
であったりする場合がある。
　コンビニエンスストアのカップコーヒーのサイ
ズ名称は、図表 3 にあるとおりチェーンによって
異なる。大 / 中 / 小の「中」の容量をどのように
呼称するか、コンビニ 3 社だけでも統一されてい
ない。これがコーヒーショップチェーンとなると、
さらに表記の種類は多様となる。スターバックス
コーヒーにおける「グランデ」は大 / 中 / 小のう
ちどれを指す分類なのだろうか。
　また、同一チェーンであっても国際展開をして
いる場合、Small を注文した際に提供されるドリン
クの分量は異なる。米国のマクドナルドでコーラ
を注文したら、日本ではお目にかかれないほどの
大きな紙コップで提供された、という経験を持つ
方もいらっしゃるであろう。
　このような違いは異なる企業、異なる地域だか
ら生じているのだと思われがちだが、同質的な文
化を持つ企業であっても多々生じている。例えば

「上得意客」の定義や分類、日本の地方表記におけ
る「関西と近畿」など、営業所や部門によって異
なるルールが採用されている場合がある。このよ
うな差異をなくし、手順・理解・表記の標準化を
まずは全社で、ゆくゆくは取引先などバリュー
チェーンをともに構成する外部ステークホルダー
全体で実施する必要がある。
　それは EDI（Electronic Data Interchange）では
ないか、と思われた方もいらっしゃるかと思う。
EDI、つまり取引関係のある企業間でシステムを
連携させ、データを交換するという施策は 1970
年代には提唱されており、かなり年季の入ったコ
ンセプトである。つまり、50 年以上前から提唱さ

チェーン名 サイズ

セブン ‒ イレブン L（Large） / R（Regular）

ファミリーマート L（Large） / M（Middle） / S（Small）

ローソン L（Large） / M（Middle） / S（Small）

図表 3　 コンビニチェーン別の店内抽出コーヒーの
提供サイズ名称

出所：各社ウェブサイトより、筆者作成

DXとは何をトランスフォームするのか
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れている EDI がきちんと実装されていれば、DX
実現プロセスのかなりの割合が達成済みとなって
いるはずなのである。EDI がなかなか実装されな
いのは、技術的に困難だからではない。多くの場 
合、個品管理手法や製品分類の違いといったとこ
ろで頓挫している。
　単なる表記の違いであれば、データ化や分析時
に変換すればよいだけである。ところが、「確度の
高い見込み客であるかどうかの判別」「納期遅延の
リスク判定」「昨日の打ち合わせにおける顧客担当
者の態度」など、曖昧かつ定性的でありながら特
定部署に限定されない影響をもたらす情報をデー
タ化するということは、組織文化の可視化と統一
にほかならない。これを部門や組織を横断して実
施するということは、時には文化的な支配を伴う
のである。

6．ガバナンスとしてのDX
　デジタル化は、人間が吸収していた曖昧さを廃
することでもある。業務手順やその背景にある文
化の統一によって初めてデジタル化が実現するの
であれば、その作業は単なるシステム更新やツー

ルの導入ではない。組織やエコシステムのガバナ
ンスそのものである。だからこそ、DX の実現には
組織トップの関与が必須であるし、Chief Digital 
Officer （CDO）などの専任役員が置かれることが
多いのである。
　組織活動のフルデジタル化には、それぞれの部
署や個人が行ってきた処理手順を、明文化されて
いない部分まで、無意識の処理ロジックを解明す
るレベルまで分析する必要がある。だが、当事者
の視点に立った主観的な分析結果をそのまま広範
囲に適用するわけにはいかない。その処理手順は
個人の嗜好や部門の文化を反映したものであり、
普遍性が考慮されていないからである。どの部門
からも独立し、一歩引いた客観的な視点でそれぞ
れの処理手順を分析し、全社で統一して導入する
手順を決定するのは、全社を統括する役員レベル
でなければ無理である。また、組織内のフルデジ
タル化が完成したうえで、バリューデータサイク
ルの実現を通じたビジネスモデル変革、外部のス
テークホルダーとの共進化という DX 実現の 3 ス
テップ（図表 4）を完遂するためには、トップの
強いコミットメントが不可欠である。

個人の
処理手順の
明文化

個人の
嗜好を理解

部門の
処理手順の
明文化

部門の
文化を整理

全社の
処理手順の
統合と置き換え

フルデジタル化
された組織の構築

組織内バリューデータ
サイクルの構築・運用

を通じた変革

デジタライゼーション
の実現

組織を超えたバリュー
データサイクルの
構築・運用を通じた
エコシステムの構築

DXの実現

Step1：フルデジタル化された組織への変革 

Step2：絶えず進化し続ける
　　　  強靭な組織形態の確立

Step3：オープンエコシステム
　　　  における共進化と
　　　  持続的な競争優位
　　　  の確立 

図表 4　DX 実現の 3 ステップ

出所：筆者作成

マネジメント
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　3 つのステップ、特に 1 つ目のステップは個人
や個別部門の文化を理解するというミクロな視点
が必要であり、2 つ目のステップ以降は全社なら
びに社会全体の構造を俯

ふ

瞰
かん

するというマクロな視
点が求められる。DX の実現には、組織トップな
らびに CDO に対し、組織ガバナンスにおける強
力なリーダーシップと、きめ細かい視点の切り替
えが求められるのである。
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