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 AI（自動運転の導入）による最大のメリットは何か。
⇒オペレータ権限による臨時便の増発とリアルタイムの混雑緩和

参考：AIコンビニの導入効果は、
⇒ スループット向上と価格競争力強化

（要素技術は日本が上、違いはビジネスとしての作り込み）
 例えば、地方の中小企業、特に、町工場にデジタル変革は訪れるか。

⇒ NASAから発注をうけるようなグローバル企業へ

 デジタル技術（例えば、スマホ端末導入）の効果は何か。

例えば、国立大学病院でのデジタル技術による働き方改革では。

⇒ サービスレベルの向上と経営改善を同時に達成。離職率も低下。

米国航空会社におけるスマホ端末導入の効果では、経営効率の改善が。

 DXの便益は、むしろ、事前に想定されていなかったものではないか。

⇒顧客や社会のニーズを基に、競争優位性の確立にむけた挑戦の継続が重要。

 デジタルトランスフォーメーションは、すでに始まっている。

あらゆる企業がデジタル企業に変革する、とは。
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デジタルトランスフォーメーション（DX）の定義
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本政策において、DXの定義を以下のとおりとしている。

“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”

“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”

“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”

“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”
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既存システムの運用・保守に割かれてしまう資金・人材

 IT関連費用の８０％は現行ビジネスの維持・運営（ラン・ザ・ビジネス）に割り当てられて
いる。この結果、戦略的なIT投資に資金・人材を振り向けられていない。

（出典）一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会「企業IT動向調査報告書 2017」より

ラン・ザ・ビジネスとバリューアップのIT予算比は80:20

ラン・ザ・ビジネス予算90%以上の企業が約40%で大多数

IT投資における日米比較

（出典）一般社団法人電子情報技術産業協会「2017年国内企業の「IT経営」に関する調査」（2018年１月）より
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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～

 Connected Industries 実現に向けての課題
– 産業全体の変革を実現するためには、個社単位の変革に対する足かせを除去することが重要

– データ共有を更に促進するには、各企業においてデータを利活用できる体制やシステム構築が必要不可欠

 我が国企業の多くは、DXを推進するための体制やシステム構築ができていない
– つながりを可能とするシステムの構築や生み出されるデータを利活用することを可能とする、企業のデジタルトランスフォー

メーション（DX）が重要

2019-11-20 ふくおか ・ 祭りAI IoT in SRP



システム刷新：経営判断／先行実施期間
【～2020】
「見える化」指標による診断・仕分け
「DX推進システムガイドライン」を踏まえたプランニングや
体制構築
システム刷新計画策定
共通プラットフォームの検討 等

システム刷新集中期間（DXファースト期間）
【2021～2025】
経営戦略を踏まえたシステム刷新を経営の最優先課
題とし、計画的なシステム刷新を断行
（業種・企業ごとの特性に応じた形で実施）
不要なシステムの廃棄、マイクロサービスの活用による
段階的な刷新、協調領域の共通プラットフォーム活用
等により、リスクを低減

DX先行実施：新たなデジタル技術の活用による新たなビジネス・モデルの創出
【2018～、できるものからDX実施】

2020年 2025年現在

対
策

2025年までの間に、複雑化・ブラックボックス化した既存システムについて、廃棄や塩漬けにするもの等を仕分けし
ながら、必要なものについて刷新しつつ、DXを実現することにより、2030年実質GDP130兆円超の押上げを実現

2017年（IT人材分布比率）
ﾕｰｻﾞ(情ｼｽ) : ﾍﾞﾝﾀﾞ=3：7

（IT人材分布比率）
ユーザ(全部門):ベンダ=５：５（欧州並み）

2017年（IT予算比率）
ﾗﾝ･ｻﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ：ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ＝８：２

人
材
面

経
営
面

（IT予算比率）
ﾗﾝ･ｻﾞ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ ： ﾊﾞﾘｭｰｱｯﾌﾟ＝６：４

※GDPに占めるIT投資額は現在の1.5倍

2017年（IT人材平均年収）
約600万円

（IT人材平均年収）
2017年時点の2倍程度（米国並み）

追加的サービスにおける
システム全体の整合性を確認する期間

数か月
サービス追加にかかるリリース作業にかかる期間

数日間

その他 2017年
IT産業の年平均成長率 1% IT産業の年平均成長率６％

ユーザ企業のあらゆる事業部門で、
デジタル技術を活用し、事業のデジタル化を実現できる人材を育成

既存システムの維持・保守業務から最先端のデジタル技術分野にシフト

DX実現シナリオ

既存システムを刷新し、データをフルに活用した本格的なDXを実行
１）顧客、市場の変化に迅速・柔軟に対応しつつ、
２）クラウド、モバイル、AI等のデジタル技術を、マイクロサービス、アジャイル等の手法で迅速に取り入れ、
３）素早く新たな製品、サービス、ビジネス・モデルを国際市場に展開 ⇒ あらゆるユーザ企業が”デジタル企業”に。

展望

マイクロサービスの導入やテスト環境の自動化により、
開発の効率化やリリース作業の短縮化

既
存
シ
ス
テ
ム

技術的負債を解消しつつ、クラウドや共通PFの活用により投資を効率化
新たなデジタル技術の活用によりビジネス上投資効果の高い分野に資金をシフト

デジタル技術を活用した新規市場の開拓、社会基盤のデジタル化

先行実施できる企業
は早期刷新でアドバン
テージを獲得

ブラックボックス状態を解消し
既存システム上のデータを

活用した本格的なDXが可能に
↓

新たなデジタル技術を導入し、
迅速なビジネス・モデル変革

を実現
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政策展開の必要性：DX推進ガイドラインからDX推進指標へ

 DXを巡る現状と課題：経営幹部と事業部門の認識は一致しているか
– 対立する主観: 経営トップはITに関する知見がない vs IT部門こそが改革の足かせ

– 経営トップは、クラウドやAI、IoTに関する重要性は十分理解、同時に、デジタル化はIT部門にて推進すべきとも。

AI IoT in SRPふくおか ・ 祭り

（２）DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

（２）－２ 実行プロセス（２）－１ 体制・仕組み

（１）DX推進のための経営のあり方、仕組み

１．経営戦略・ビジョンの提示
危機の共有、価値の明確化、自社の方向性提示

３．DX推進のための体制整備
マインドセット、DX推進体制、人材確保・育成

４．投資等の意思決定のあり方
ROIを求めすぎて挑戦を阻害していないか

９．事業部門のオーナーシップと
要件定義能力

事業部門の責任範囲、ソーシング戦略

６．全社的なITシステムの
構築のための体制

組織横断、アーキテクト人材

７．８．全社的なITシステムの
構築に向けたガバナンス

全社最適、システム連携基盤

１０．IT資産の分析・評価
現状のIT資産の棚卸

１１．IT資産の仕分けと
プランニング

競争領域の特定、共通PF利用、
廃棄

１２．刷新後のITシステム：
変化への追従力

再レガシー化の防止

２．経営トップのコミットメント
ビジネスそのもの、仕事の仕方、企業文化の改革へ

５．DXにより実現すべきもの：
スピーディーな変化への対応力

経営環境変化に応じた事業ポートフォリオの見直し



DX推進ガイドライン（2018年12月）とDX推進指標（2019年７月）
 DX推進に向けては、経営者自らがリーダーシップを取り、データとデジタル技術の活用

により自社が置かれている経営危機を的確に把握し、それを乗り越えるためにDXで目
指すべき方向性を示し、全社的なベクトルを合わせて取り組むための持続的な経営改
革を進めることが重要となる。

 GL・指標は、そうした経営改革、すなわちDXを推進する上で、気付きの機会を提供し、
アクションにつなげていくためのツールとして位置づけられる。

2019-11-20 10

IT（技術論）や情シス部門の問題ではない 経営トップの問題

取締役会の
実効性評価項目

簡易な自己診断

認識共有・アクションへの気付き

DX推進ガイドライン

経営トップのビジョン

ビジョン実現の仕組み

経営トップのコミットメント

AI IoT in SRPふくおか ・ 祭り
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既存システムの問題点 vs 戦略的ERPの導入

（出典）DXに向けた研究会 一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会説明資料を基に作成

 既存システムの問題点の背景

 協調領域の重要性：経営資源を競争領域に集中させるために

食品加工・小売業
 イノベーションとコスト・リダクションを経営の二本柱に据え、経営体制を一新。新たな経営理念を実現するために

は、業務のシンプル化や効率化を支えるIT基盤の見直しが必要と判断し、SAP HANAをベースに基幹システム
を刷新。

 アドオンプログラムを98%削減し、経営判断のスピード向上と業務のシンプル化を実現
【参考】戦略的ERP導入の観点
 日本企業の多くはデータの入れ物をカスタマイズするが、戦略的なIT導入に関してはノンカスタマイズ。
 刷新においては、データの入れ物はあえてノンカスタマイズとし、経営がどうITを使いこなすかに資源を集中させた。

ユーザ企業にとり、レガシー問題は発見されにくく、潜在的
 メンテナンスを行わず日常的に活用できている間はレガシーであることは自覚できない。
 特に、担当者にとってレガシーシステムは高品質なシステムの象徴。レガシー問題は、ハードウェアやパッケージの維

持限界が来たときにはじめて発覚する。
モダナイゼーションプロジェクトの起案の難しさ
 将来的なリスクはあっても説明しにくい。現状は問題なく稼働しているため、誰も困っていない。

結果として問題を先送りにしてしまう。

2019-11-20 ふくおか ・ 祭りAI IoT in SRP
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データの重要性：海外プラットフォーマーの戦略的なデータ収集

https://logmi.jp/28125
http://f-tra.com/ja/blog/column/4448

 単にロボットかどうか、を判定するのではなく、G社のOCR（スキャン画像の文字認識）が上
手く機能していないのか、人間でも読めないものなのか、というデータを収集している！

 最近は、SNSの友人画像を使った顔画像による人物認識や、深層学習の教師データ・訓
練データの収集に展開させている。

 あの「○○つく文字認証」のおかげで年間250万冊もの本がデジタル化されている

 さらに、ストリートビューでは？

2019-11-20 ふくおか ・ 祭りAI IoT in SRP

https://logmi.jp/28125
http://f-tra.com/ja/blog/column/4448


【投影のみ】経営戦略の重要性：経験と勘、という名の思い込み

【検討】自動車をモビリティサービス（MaaS）として社会実装する場合の反証とは
 利用者の多くは、走行距離０Kmでの利用を考えている、というデータ。

 確証バイアス (confirmation bias):
 仮説や信念を検証する際にそれを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視または集めようとしない傾向のこと。
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 自社のプロダクト・サービスを介して観測した顧客行動は、どの程度、正確と言えるか。

検証

計画

想定

正当化

計画

課題

計画

課題

計画

課題

反証 反証

仮説

×十分ではない ○持続可能性の探究

Crisp’s blog by Henrik Kniberg
2019-11-20 ふくおか ・ 祭りAI IoT in SRP



 選択バイアス (selection bias):
 実験や調査の対象となった集団が、母集団を正しく代表できていないときに起こる偏り。
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経営判断におけるデータの重要性：所有データと選択バイアス

 自社単独で保有しているデータ、収集可能なデータは、どの程度、有用と言えるのか。

【検討】自社製品の売上を伸ばすために分析すべきデータは、どのようなものか。
 ある流通大手の取組と、巨大プラットフォーマー上のエコシステム。

「おむつと缶ビール」に代表され
る黄金顧客分析は、どのくらい
万能だろうか。

2019-11-20 ふくおか ・ 祭りAI IoT in SRP
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【対応策】
 協調領域の見極め

共通プラットフォームを構築し得る具体的な分野について、例えば以下のような分野が指摘されている。
⁻ 業界の中で規制に対応するための標準的・規格的･共通的な作業が多く存在する規制業種の分野
⁻ 保安や環境の分野
⁻ 人手不足や環境、コストダウンという観点からも、非競争領域であり協調可能性が高いとの認識がある共

同配送・物流の分野
⁻ 広告・宣伝・営業等の競争領域に続く、受注やコールセンター等、個々の注文を受ける部分
⁻ 人事・ロジスティクス・CRM等のERPの浸透度が低く、我が国における企業の生産性を落としている可能

性のある分野

 協調領域については、個社が別々にシステム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で早期かつ安価にシステム刷新することが可能であ
る（割り勘効果）。ニーズのある領域を見極め構築することを目指す。

【必要性】
 競争力に寄与しない非競争領域については、業界内外を含めて業務の共通化やシステムの共通化を図っていき、

複数の企業が共同でシステムを構築することが、コストや失敗リスクを下げる有効な手段となり得る

17

協調領域における共通プラットフォームの構築

2019-11-20
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非競争領域におけるシステム共通化の成功事例：水道IoTプラットフォーム
 「IoTを活用した新産業モデル創出基盤整備事業」の「高度なデータ活用を可能とする

社会インフラ運営システムの開発」及び「水道IoTの社会実装推進に向けた検討」
– 少子高齢化や設備の老朽化が進み、特に、小規模事業体における事業運営が困難に。

– このような現状の打開策として広域化を進める必要があり、システムの軽量化・高機能化がその促進力に。

– 水道IoTの活用により水道事業のスマート化を図り、「水道事業の広域化」の促進を目指す。

広域連携
少ない職員で高いサービス水準を維持した運営
統合・再配置による設備のダウンサイジング

取り組みの方向性社会動向

・少子高齢化
・人口減少
・インフラ設備老朽化

水道事業が抱える課題
・職員数の減少＆ベテラン職員の高齢化
・給水収入の減少＆設備の最適化
・老朽化設備の維持保守コスト増加

特に、小規模事業体における持続可能な事業運営

【水道IoT活用の将来イメージ】
・給水人口規模に応じた最適な設備更新、業務効率化を実現

資産とデータを
総動員して
最適化
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【現状】
・管理方法や運用方法は事業体、浄水場ごとに様々
・現場職員によって高水準サービスが維持されている

フィードバック
（現場支援、制御）

情報・データ

フィードバック
（計画、サービス）

故障予知

アセット
マネジメント

CBM型保守

ノウハウ蓄積

水道IoTの活用により水道事業のスマート化を図ることで広域化を促進

民間委託直営
職員減・高齢化給水収入 設備老朽化

水道IoT

2019-11-20 ふくおか ・ 祭りAI IoT in SRP



社会インフラ部門等（水道等）のシステム共通化
 厚生労働省と経済産業省は、各自治体の水道事業体が縦割りで管理するデータの有効活用を促すため、共

通プラットフォーム構築のための実証実験を実施。

 ①縦割りで保有していたシステムの縮小・不要化が可能となるため、水道事業の広域化・コスト削減が可能に、
②AIなどの活用が可能となり水道事業の高度化・効率化が可能となる、などの効果・メリットを確認。

 今後、少子高齢化による財政的・人的なリソース不足に直面する、下水道、病院などの社会インフラ分野や民
間のシステム共通化の取組にも応用可能。この取組の横展開を図るため、支援機能・体制を構築していく。

データＡ データB データＣ

 データの接続仕様が水道事業体のシステム毎に異なるた
め、データ連携・利活用が困難

 システムを個別に維持管理するため、人材やＩＴコストが
個別に発生し、社会的に非効率

水道事業体Aの
システム

運用コスト

水道事業体Bの
システム

水道事業体Cの
システム

運用コスト 運用コスト

データＡ データＢ データＣ

共通プラットフォーム

 データ流通の共通ルールを定め、異なる水道事業体間
のデータ連係・利活用を促進

 共同利用によりＩＴコストを割り勘、低コスト化を、セ
キュリティの確保も含め実現

水道事業体A 水道事業体Ｂ 水道事業体Ｃ
利用 利用 利用

運用コスト
（プラットフォームを利用する水道事業体で分散）

IT政策大綱より



1. はじめに：デジタルトランスフォーメーション（DX）とは
• デジタル技術による企業変革のリアリティ

2. DXレポートの概要：2025年の崖
• 産業戦略という観点からの政策展開

3. 戦略的なITシステム導入
• 既存システム問題の克服 ⇒ データ利活用

4. 共通プラットフォームの構築と活用
• 産業戦略としての協調領域

おわりに
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今後の政策展開：デジタル時代の国際競争は「第２幕」へ

第１幕は、 が競争の場。

日常の行為 を、
サイバー空間で可能にするサービスが世界に普及。

サイバー空間での が競争の軸。

デジタル時代の国際競争の「第１幕」

232,877

24,509

136,819

23,651

55,838

7772009

2009

2009

2018

2018

2018
Amazon
（電子商取引等）

Google
（Alphabet）
（検索等）

Facebook
（SNS等）

デジタル技術を活用した利便性の高いサービスを提供。この
10年間で、大きく事業を拡大。

単位：100万ドル
各社Annual Reportより作成

「第１幕」の競争は、 が世界で事
業を拡大。

約9.5倍

約5.8倍

約71.8倍

「第2幕」で勝つため、デジタル化やデータ活用の基
盤整備を進められるよう、次なる政策展開を推進。

デジタル時代の国際競争の「第２幕」
第２幕は、サイバーとフィジカルの融合が競争の場。

AIで分析したデータを、フィジカル（現場）に適用し、
ビジネスの高度化を図る競争。日本の強みである「カイ
ゼン」・「すり合わせ」・「現場力」などを生かせるチャンス。

一方で、フィジカル空間のデジタル化の競争に負ければ、
日本は「勝ち筋」を失うリスクもある。

モビリティ・サービス 健康・医療・介護 農業
フィジカル空間

サイバー空間

現場のデータを集積したプラットフォームの構築

現場データの収集

AIなど解析技術

解析データを活用した
フィジカル空間の高度化
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最後に：ベンチマーク作成：中立的な組織による分析結果の共有

 社会システムはデジタル技術を前提として組み直さなければならない。
 企業活動としては、新技術を「迅速に」ビジネスに結びつけ、稼いでいくドライバーである

DXを推進することが競争上必須。
 企業DXの進捗測定は、自己診断から市場で評価される仕組みへのシフトを検討。

「DX推進指標」による自己診断と回答にご協力ください
（引き続き受け付けております）

回答様式及び詳細はこちらから

■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
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003.html
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ご清聴、ありがとうございました。
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