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主な学外活動
• 経済産業省 Society5.0時代のデジタルガバナンス検討会 委員（2020.1〜）
• 経済産業省 デジタルガバナンスに関する有識者検討会 座⻑（2019.5〜8）
• 経済産業省 システムガバナンスの在り⽅に関する検討会 委員（2019.1〜3）
• ⽇本SPIコンソーシアム 外部理事（2012.1〜）
• プロジェクトマネジメント学会 理事（2019.3〜）、論⽂審査･編集委員会 副委員⻑（編集担当）（2019.3〜）
• 情報処理推進機構 社会基盤センター ⾼信頼性定量化部会 主査（2013.9〜2020.4）
• ⽇本科学技術連盟SQiPソフトウェア品質委員会 運営委員⻑（2011.4〜）など

主な表彰
• 2017年SEC journal論⽂賞 所⻑賞（2017.11）
• ⽇経品質管理⽂献賞受賞（2013.11）など

主な書籍等出版物
• 『ソフトウェア品質知識体系ガイド: SQuBOK Guide V2』SQuBOK策定部会編著 オーム社（2014）
• 『データ指向のソフトウェア品質マネジメント』(共著) ⽇科技連出版社（2012）
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講演概要

2020年5⽉の「情促法⼀部改正法」の施⾏により、「デジタルガバナンス・コード」
が⽰されるとともに、DXに関する企業認定制度が開始されました。また、同じく5⽉
に「DX推進指標」の⾃⼰診断結果についての分析レポートがIPAから公開されました。
このように、産業界のDXを促進し⽀援するさまざまな公的施策がいままさに動いてい
ます。

この講演では、経済産業省におけるデジタルガバナンス・コードの策定に専⾨委員と
して関わった講演者が、デジタルガバナンス・コードと認定制度の概要をご紹介しま
す。そして、IPAが収集した「DX推進指標」の⾃⼰診断結果を、IPAの分析とは異な
る観点から分析した結果をご紹介します。この分析結果を踏まえ、DX推進のポイント
をプロセス改善や品質保証などの視点から議論いたします。
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この講演内容の⼀部は、
以下の雑誌記事と
学会発表予稿の内容に
基づいています。

野中誠.(2020).「DX促進のた
めの認定制度とデジタルガバナ
ンス・コード」『共済と保険』
9⽉号, pp.4-9.

野中誠.(2020).「DX推進指標
の構造的側⾯に関わる妥当性評
価」『経営情報学会2020年度
全国⼤会発表予稿集』4ページ.



｢情促法の⼀部を改正する法律｣が施⾏され、DX促進のための認定制度が開始（2020年5⽉15⽇）
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https://www.meti.go.jp/press/2020/05/20200515001/20200515001.html

https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.htmlWeb申請受付は2020年秋頃から開始予定



参考）「情報処理の促進に関する法律の⼀部を改正する法律案について」衆議院 経済産業委員会 参考⼈意⾒陳述

1. 法律の⽬的の改正趣旨に賛同いたします
• 「情報処理システムの良好な状態を維持することで その⾼度利⽤を促進」
• 「情報処理システムが戦略的に利⽤され、及び多様なデータが活⽤される⾼度な情報化社会の実現を図る」

2. ソフトウェアシステムは技術的負債になりやすい
• ソフトウェアは物理的には劣化しないが、改修を重ねるうちに論理的に劣化する。
• 運⽤後の改修費⽤は開発時に⽐べて100倍を超えることもあり、改修による不具合リスクも⾼い。
• 技術的負債に対処するための技術および開発マネジメントの問題を、経営課題として扱うことが必要である。

3. DXの推進には、「2025年の崖」に対応したデジタルガバナンスの確⽴が必要である
• 技術的負債への対処および脱却により、「2025年の崖」を克服する。
• DXビジョンの構築、デジタル戦略の策定、IT資源の把握などについて、デジタルガバナンスを確⽴する。
• 経営者のリーダーシップのもと、経営・事業部⾨・IT部⾨が三位⼀体となって取り組む。

4. 国の関与には賛否両論あるが、国の後押しのメリットは⼤きく、いまを逃してはならない
• DXは事業者の責任であり、国の関与は不要との考えもある。
• 認定取得が⽬的化してDX推進が不⼗分になる、認定事業者によるセキュリティ事故などにより制度の信頼が低下するなどの懸念がある。
• しかし、企業のDXの取組みをデジタルガバナンス・コードに基づいてステークホルダーに表明することで、その企業のDXロードマップが
明確になり、これに基づいた市場との対話が促進されるなどの効果が期待され、ひいては産業全体のDX推進につながると考えられる。

• 諸外国に⽐べてDXの取り組みが遅れている⽇本の現状を鑑みると、速やかな制度化が望まれる。

2019年11⽉13⽇

https://youtu.be/Mhdr5-UXSRE

技術的負債への対処と、
デジタルガバナンスの
必要性について主張。
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「DX促進のための認定制度」の位置づけ

7経済産業省(2020)「第2回 Society5.0時代のデジタル・ガバナンス検討会」資料より転載 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/dgs5/002.html

認定事業者を増やし、DXの
裾野を広げることが狙い。

認定事業者においては、
｢DX-Ready｣であることの
公表を求めている。ただし、
DXの成果は求めていない。

「認定制度」の対象



2021年度以降、認定制度の上に「DX銘柄」が位置づけられる
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DX銘柄2020 DX注⽬企業2020

https://www.meti.go.jp/press/2020/08/20200825001/20200825001.html

参考）DX調査2020の
回答企業数は535社
（東証国内上場企業約3,700社）2021年度以降、認定制度と東証「DX銘柄」は連携予定。



DX認定事業者に求められる事項と認定基準

9
以下をもとに講演者が作成
IPA(2020)「企業のデジタルトランスフォーメーション(DX)を促進するための認定制度を開始」https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html
経済産業省(2020)「Society5.0時代のデジタル・ガバナンス検討会 中間とりまとめ」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/dgs5/20200518_report.html

ポイント

1. 経営者の役割が重要
・ボトムアップ改善には限界
・デジタルガバナンスが重要

2. ⾃分たちで考える
・達成度指標などは経営戦略や
事業環境に依存するため、
標準化されていない

3. DX-Readyであることの
公表を求めている

・ハードルは決して⾼くない

項⽬ 認定基準
(1) 企業経営の⽅向性及び情報処理技術の
活⽤の⽅向性の決定

デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえた
経営ビジョン及びビジネスモデルの⽅向性を公表していること。

(2) 企業経営及び情報処理技術の活⽤の具体
的な⽅策（戦略）の決定

デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえて
設計したビジネスモデルを実現するための⽅策として、デジタ
ル技術を組み込んだ戦略を公表していること。

①戦略を効果的に進めるための体制の
提⽰

デジタル技術を組み込んだ戦略において、特に、戦略の推進に
必要な体制・組織に関する事項を⽰していること。

②最新の情報処理技術を活⽤するための
環境整備の具体的⽅策の提⽰

デジタル技術を組み込んだ戦略において、特に、ITシステム・
デジタル技術活⽤環境の整備に向けた⽅策を⽰していること。

(3) 戦略の達成状況に係る指標の決定 デジタル技術を組み込んだ戦略の達成度を測る指標について
公表していること。

(4) 実務執⾏総括責任者による効果的な戦略
の推進等を図るために必要な情報発信

経営ビジョンやデジタル技術を組み込んだ戦略について、
経営者が⾃ら対外的にメッセージの発信を⾏っていること。

(5) 実務執⾏総括責任者が主導的な役割を
果たすことによる、事業者が利⽤する情報
処理システムにおける課題の把握

経営者のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や⾃
社のITシステムの現状を踏まえた課題の把握を⾏っていること。

(6) サイバーセキュリティに関する対策の
的確な策定及び実施

経営者のリーダーシップの下で、サイバーセキュリティ対策を
推進していること。



デジタル戦略表明の例︓
中外製薬株式会社

10https://www.chugai-pharm.co.jp/profile/digital/index.html

1. デジタル基盤の強化
・各種データの統合、解析基盤構築
・デジタル⼈財の採⽤・育成

2. バリューチェーン効率化
・AI、ロボティクス、AR/VR等のデジタル

技術を活⽤
・各部⾨のプロセスの⼤幅な効率化

3.デジタルを活⽤した⾰新的な新薬創出
・AI等利⽤による研究プロセスの劇的な変⾰
・⽣体データを基にした新たな価値の提供
・データ解析を通じた臨床開発プロセス刷新

・デジタル技術に基づく経営ビジョンと
戦略が分かりやすく⽰されている。

・まずはデジタル基盤の強化から着⼿。

【DX銘柄2020】



項⽬ 認定基準
(1) 企業経営の⽅向性及び情報処理技術の活
⽤の⽅向性の決定

デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえた
経営ビジョン及びビジネスモデルの⽅向性を公表していること。

(2) 企業経営及び情報処理技術の活⽤の具体
的な⽅策（戦略）の決定

デジタル技術による社会及び競争環境の変化の影響を踏まえて
設計したビジネスモデルを実現するための⽅策として、デジタ
ル技術を組み込んだ戦略を公表していること。

①戦略を効果的に進めるための体制の提
⽰

デジタル技術を組み込んだ戦略において、特に、戦略の推進に
必要な体制・組織に関する事項を⽰していること。

②最新の情報処理技術を活⽤するための
環境整備の具体的⽅策の提⽰

デジタル技術を組み込んだ戦略において、特に、ITシステム・
デジタル技術活⽤環境の整備に向けた⽅策を⽰していること。

(3) 戦略の達成状況に係る指標の決定 デジタル技術を組み込んだ戦略の達成度を測る指標について公
表していること。

(4) 実務執⾏総括責任者による効果的な戦略
の推進等を図るために必要な情報発信

経営ビジョンやデジタル技術を組み込んだ戦略について、経営
者が⾃ら対外的にメッセージの発信を⾏っていること。

(5) 実務執⾏総括責任者が主導的な役割を果
たすことによる、事業者が利⽤する情報処
理システムにおける課題の把握

経営者のリーダーシップの下で、デジタル技術に係る動向や⾃
社のITシステムの現状を踏まえた課題の把握を⾏っていること。

(6) サイバーセキュリティに関する対策の的
確な策定及び実施

経営者のリーダーシップの下で、サイバーセキュリティ対策を
推進していること。

デジタルガバナンス・コードとDX認定基準の対応
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以下をもとに講演者が作成
IPA(2020)「企業のデ ジタルトランスフォーメーション(DX)を促進する ための認定制度を開始」https://www.ipa.go.jp/ikc/info/dxcp.html
経産省(2020)「Society5.0時代のデジタル・ガバナンス検討会 中間とりまとめ」https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/dgs5/20200518_report.html

経営ビジョン・
ビジネスモデル

戦略

組織づくり・⼈材

ITシステム・デジタル
環境の整備

成果と成果指標

ガバナンスシステム

デジタルガバナンス・コード

デジタルガバナンス・コードは、
認定基準のバックボーンである。



デジタルガバナンス・コードの議論経緯

12経済産業省. (2019). システムガバナンスの在り⽅に関する検討会 とりまとめ資料
https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/system_governance/20190412_report.html

・レガシーシステムがDXの⾜かせとなっている。
・その背景には、デジタルガバナンスの不⾜。“2025年の崖”

｢コード｣だが soft law であり、強制⼒はない。
コーポレートガバナンス・コードの考え⽅を参照。

comply or explain



DX推進指標

13経済産業省(2019)「DX推進指標とそのガイダンス」
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf 

⾃社のDXの取組の現状や、
あるべき姿と現状とのギャップ、
あるべき姿に向けた対応策に
ついて認識を共有し、
必要なアクションをとっていく
ための⾃⼰診断ツール

①DX推進のための経営のあり⽅、
仕組みに関する指標
②DXを実現する上で基盤となる

ITシステムの構築に関する指標

定性指標
成熟度を6段階で⾃⼰診断
定量指標
⾃社に合った指標を定義

DX推進指標と、デジタルガバナンス・
コードおよび認定基準は1対1に対応
していないが、それらはおおむね整合
した構造となっている。



DX推進指標(定性指標)における成熟度レベルと、具体的な尺度例
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経済産業省(2019)「DX推進指標とそのガイダンス」

https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-3.pdf 
IPA(2020)「DX推進指標 ⾃⼰診断結果 分析レポート」 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200528.html 

成熟度レベル 特性

レベル0 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

レベル1 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・実施にとどまっている

レベル2 ⼀部での戦略的実施 全社戦略に基づく⼀部部⾨での推進

レベル3 全社戦略に基づく
部⾨横断的推進 同左

レベル4 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

レベル5 グローバル企業に
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

例）推進体制

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

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

Q. 経営・事業部⾨・IT部⾨が⽬的に向かって相互に
協⼒しながら推進する体制となっているか

全社戦略に基づき、DXを組織内に展開
できている度合いを｢成熟度｣としている



参考︓Dimensions of Digital Maturity Model (Berghaus & Back, 2016)

15

Dimension Criteria

1. Customer Experience Experience design / Analytics

2. Product Innovation Business segment extension / Innovation capability / Customer integration

3. Strategy Strategic innovation / Digital commitment

4. Organization Digital team set-up / Organizational agility / Partner network 

5. Process Digitization Digital marketing communication / Automation / Data-driven business

6. Collaboration Teamwork / Knowledge management / Flexible working 

7. Information Technology Agile project management / Integrated architecture / IT-expertise

8. Culture & Expertise Digital affinity / Readiness to take risk / Error culture, No blame culture

9. Transformation
Management Governance / Performance measurement / Management support

Berghaus, S., & Back, A. (2016). Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study. In MCIS (p. 22).

DX推進指標とDMMは設計思想（構成概念）が異なるため、それぞれの「幅」に違いがある。
・DX推進指標 → 推進・サポート体制、⼈材育成・確保、ITシステム構築の枠組みなどを含む
・DMM → 顧客体験、イノベーション、デジタイゼーションなどを含む



参考︓Stages of Digital Maturity Model (Berghaus & Back, 2016)

16

Dimension Criteria

1. Customer Experience Experience design / Analytics

Berghaus, S., & Back, A. (2016). Stages in Digital Business Transformation: Results of an Empirical Maturity Study. In MCIS (p. 22).

Stages Experience design Analytics
1. Promote & Support ・従来チャネルとデジタルチャネルの

両⽅での顧客対話
・すべてのチャネルにおいて⼀貫性の

ある顧客体験



2. Create & Build  
3. Commit to transform  
4. User-centered & 
elaborated processes

・個々のユーザ状況に応じてデザイン
されたデジタルコンテンツ

・顧客対話データからの知⾒導出

5. Data-driven 
enterprise

・パーソナライズされたデジタル顧客
コミュニケーション

・顧客対話データの異なるチャネル間での
照合

・顧客データのリアルタイム分析

DX推進指標とDMMは設計思想（構成概念）が異なるため、それぞれの「深さ」に違いがある。
・DX推進指標 → 組織内に展開できている度合い ／ ・DMM → それぞれの次元におけるデジタル化の度合い



DX推進指標 ⾃⼰診断結果 分析レポート (IPA, 2020)

17IPA(2020)「DX推進指標 ⾃⼰診断結果 分析レポート」
https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200528.html 

DX推進指標について、約300社の⾃⼰
診断結果を分析したIPAのレポート。
⾮公開を希望しなかった企業名がIPA
サイトに掲載されている。



DX推進指標の⾃⼰診断結果︓各企業群の平均値

18IPA(2020)「DX推進指標 ⾃⼰診断結果 分析レポート」 https://www.ipa.go.jp/ikc/reports/20200528.html 

「全社戦略に基づく部⾨横断的推
進」と、「全社戦略に基づく持続
的実施」の中間レベルが先⾏企業
の平均現在値

「⼀部での散発的実施」と
「⼀部での戦略的実施」の
中間レベルが全企業の平均現在値

企業のDXの取り組みは、
多くはまだその緒についたばかり

「全社戦略に基づく持続的実施」
と「グローバル市場におけるデジ
タル企業」の中間レベルが先⾏企
業の平均⽬標値。

「全社戦略に基づく部⾨横断的推
進」が全企業の平均⽬標値。
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Q︓DX推進指標を構成する概念は妥当といえるか︖

経済産業省(2019)「DX推進指標とそのガイダンス」
https://www.meti.go.jp/press/2019/07/20190731003/20190731003-1.pdf 
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Q︓そもそも、「構成する概念の妥当性」とは何か︖



構成概念の妥当性を検証する6つの側⾯︓⼼理測定学の観点

21
次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析



構成概念の妥当性を検証する側⾯︓内容的側⾯

22
次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析

さまざまな関連情報を参照して、有識者の議論を経て作成されたものなの
で、まぁたぶん⼤丈夫でしょう︕



構成概念の妥当性を検証する側⾯︓本質的側⾯

23
次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析

これは検証が難しい…。
そもそも、DX推進指標の妥当性検証においては、
この側⾯からの検証の必要性は低いと思われる。



構成概念の妥当性を検証する側⾯︓結果的側⾯

24
次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析

後に、歴史が判断するでしょう。



構成概念の妥当性を検証する側⾯︓構造的側⾯

25
次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析

DX推進指標の⾃⼰診断データを
使って評価できないか︖
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Q︓DX推進指標を構成する概念の、
構成的側⾯は妥当といえるか︖



Q︓DX推進指標の構造的側⾯は妥当といえるか︖

27

⾃⼰診断データの利⽤

元々の構造に基づいて因⼦を想定したモデルを
「理論モデル」と呼ぶ

293社の現在値データを使⽤（IPAによりスクリーニング済）

探索的因⼦分析
データから因⼦を抽出したとき、理論モデルに近い構造になるか︖

→ 2因⼦から4因⼦のモデルが妥当と⽰された
→ いずれも理論モデルの構造を崩さない区分けがなされた

導出モデルの確認的因⼦分析
4因⼦の導出モデルはデータに対して適合しているか︖
→ おおむね妥当という結果が得られた（詳細は省略）

理論モデルの確認的因⼦分析
理論モデルはデータに対して適合しているか︖

→ おおむね妥当という結果が得られた（詳細は省略）

野中誠.(2020).「DX推進指標の構造的側⾯に関わる妥当性評価」『経営情報学会2020年度全国⼤会発表予稿集』4ページ.

結論︓思っていた以上に良かった︕



探索的因⼦分析とは︖

28

複数の観測変数から、その背後にある潜在変数（＝因⼦）を導きだし、全体を効率よく説明する⽅法

観測変数

観測変数

観測変数

観測変数

観測変数

観測変数

観測変数

潜在変数

潜在変数

この図では、
7個の観測変数で全体を捉えていたものを、
2個の潜在変数（＝因⼦）で捉えている。
→ 全体を効率よく説明できる
→ 全体を100%説明できるわけではないが、
ざっくりと把握できるメリットを重視する

観測変数から因⼦を探し出す分析⼿法を
「探索的因⼦分析」と呼ぶ。
・因⼦間に相関がないと仮定 → 直交回転
・因⼦間に相関があると仮定 → 斜交回転

観測変数と因⼦の構造があらかじめ⽰されていて、
その構造がデータに適合していることを⽰す分析
⼿法を「確認的因⼦分析」と呼ぶ。
（検証的因⼦分析）



データの概要

29

・いずれの指標も平均値は低め。
・「4-2 KPI」「4-3 評価」「4-4 投資意思決定，予算配分」はフロアー効果が⽣じた → これらを除外。
→ 「4 マインドセット、企業⽂化」に関わる因⼦をNo.4〜No.4.4の全体で測定することは適切とはいえない可能性あり。

※フロアー効果︓「平均値 ー 標準偏差 ＜ 最⼩尺度の値」 の状態

ビジョン（価値創出）
ビジョン（ディスラプション）
経営トップのコミットメント



全指標を⽤いた探索的因⼦分析

30

フロアー効果の⽣じていないすべての変数を
⽤いて、探索的因⼦分析を実施。
（斜交回転︓オブリミン回転法を採⽤）

2因⼦モデル
・No.9-3「事業部⾨のオーナーシップ」を除き、

経営側とITシステム側にきれいに分かれた。
→ 経営とITシステムに分けたDX推進指標の構造

は妥当であるといえる

4因⼦モデル
・経営は、3つの因⼦に分かれた。
→ DXガバナンス、企業⽂化、⼈材育成と命名

・ITシステムは、
No.8-6「競争領域の特定」と
No.9-5「プライバシー、データセキュリティ」
を除いて1つの因⼦に集約された。

4因⼦モデル ⇒ 導出モデル
因⼦負荷量≥0.5の指標で下位尺度を構成し、
導出モデルを作成

ビジョン（価値創出）
ビジョン（ディスラプション）
経営トップのコミットメント



DX推進指標の導出モデル（全指標を⽤いた探索的因⼦分析に基づく）

31

ビジョン

DX推進のための経営のあり⽅、仕組み

経営トップのコミットメント

推進体制
外部との連携

推進・サポート体制

戦略とロードマップ
バリューチェーンワイド
持続⼒

事業への落とし込み

DXガバナンス

体制

マインドセット、企業⽂化 企業⽂化

事業部⾨における⼈材
技術を⽀える⼈材

⼈材育成・確保

⼈材育成

KPI
評価
投資意思決定、予算配分

⼈材の融合

DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

体制
⼈材確保
事業部⾨のオーナーシップ

IT資産の分析・評価

データ活⽤の⼈材連携

プライバシー、データセキュリティ

IT投資の評価

ガバナンス・体制

ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築

データ活⽤

スピード・アジリティ
全体最適

廃棄
競争領域の特定
⾮競争領域の標準化・共通化

ロードマップ

ITシステムに求めら
れる要素

IT資産の仕分けと
プランニング ITシステム

いくつかの指標は⽋落したものの、キー＆サブクエスチョン
の元々の構造をほぼ維持したモデルが得られた。
→ DX推進指標の構造的側⾯の妥当性は、意外と悪くない︕

因⼦負荷量<0.5は破線表⽰

フロアー効果
のため除外
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Q︓経営系とITシステム系を分けて探索的因⼦分析を⾏うと、
どのような結果が得られるのか︖



Q︓経営系を対象に探索的因⼦分析を⾏うと、どのような構造が導出されるか︖

33

ビジョン

DX推進のための経営のあり⽅、仕組み

経営トップのコミットメント

推進体制
外部との連携

推進・サポート体制

戦略とロードマップ
バリューチェーンワイド
持続⼒

事業への落とし込み

DXガバナンス

体制

マインドセット、企業⽂化 企業⽂化

事業部⾨における⼈材
技術を⽀える⼈材

⼈材育成・確保

⼈材育成

KPI
評価
投資意思決定、予算配分

DXｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ 企業文化 人材育成
DX推進のための経営のあり方，仕組み

1 ビジョン 0.822
2 経営トップのコミットメント 0.734
3 仕組み 0.676
4 マインドセット，企業文化 0.871
4-1 体制 0.922
5 推進・サポート体制 0.583
5-1 推進体制 0.706
5-2 外部との連携 0.583
6 人材育成・確保 0.743
6-1 事業部門における人材 0.866
6-2 技術を支える人材 0.927
6-3 人材の融合 0.628
7 事業への落とし込み 0.908
7-1 戦略とバリューマップ 0.634
7-2 バリューチェーンワイド 0.714
7-3 持続力 0.934
注）因子負荷量が0.3未満のものは非表示としている。

No. 指標 3因子モデル

⼈材の融合

キー＆サブクエスチョンの元々の構造をほぼ維持したモデルが
得られた。（先ほどの分析結果と同様の振り分けとなった）
→経営系DX推進指標の構造的側⾯の妥当性は、悪くない︕

ビジョン（価値創出）
ビジョン（ディスラプション）
経営トップのコミットメント

フロアー効果
のため除外



Q︓ITシステム系を対象に探索的因⼦分析を⾏うと、どのような構造が導出されるか︖

34

DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築

体制

⼈材確保

IT資産の分析・評価

データ活⽤の⼈材連携

ガバナンス・体制

ビジョン実現の基盤としてのITシステムの構築

データ活⽤

スピード・アジリティ

全体最適

廃棄
競争領域の特定
⾮競争領域の標準化・共通化

ロードマップ

ITシステムに求めら
れる要素

IT資産の仕分けと
プランニング

IT企画・
開発

事業部⾨のオーナーシップ

プライバシー、データセキュリティ

IT投資の評価

ITﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
&ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

「廃棄」と「データ活⽤の⼈材連携」を除き、DX推進指標の元々のITシステムに関する指標のすべてを⽤いた2因⼦モデル
が導出された。→ ITシステム系DX推進指標の構造は、開発系とマネジメント＆ガバナンス系に再編できる余地あり

ITﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
&ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ

IT企画・
開発

DXを推進する上で基盤となるITシステムの構築
8 ビジョンの実現の基盤としてのITシステムの構築 0.507
8-1 データ活用 0.867
8-2 スピード・アジリティ 0.664
8-3 全体最適 0.797
8-4 IT資産の分析・評価 0.710
8-5 廃棄 0.425
8-6 競争領域の特定 0.519 0.309
8-7 非競争領域の標準化・共通化 0.732
8-8 ロードマップ 0.782
9 ガバナンス・体制 0.856
9-1 体制 0.886
9-2 人材確保 0.569
9-3 事業部門のオーナーシップ 0.730
9-4 データ活用の人材連携 0.447
9-5 プライバシー，データセキュリティ 0.636
9-6 IT投資の評価 0.520
注）因子負荷量が0.3未満のものは非表示としている。

No. 指標
2因子モデル

因⼦負荷量<0.5は破線表⽰



まとめ︓DX推進指標の構造的側⾯の妥当性検証結果
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側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析

探索的因⼦分析を⾏った結果、DX推進指標の元々の構造をほぼ維持した上で、
・経営系 → 「DXガバナンス」「企業⽂化」「⼈材育成」の3因⼦
・ITシステム系 → 「IT企画・開発」「ITマネジメント＆ガバナンス」の2因⼦
のように、抽象度を⼀段⾼くした構造で捉え直すことができた。
⇒ 元々のDX推進指標の構造的側⾯は、おおむね妥当であると判断できそう
⇒ ざっくりと「5つの要因」として捉え直すこともできる



構成概念の妥当性を検証する側⾯︓外的側⾯
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次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析DX推進指標の⾃⼰診断データ使って評価できないか︕︖

※ DX推進指標は、元来、⽬的変数のないフラットな構造となっている



「バリューチェーンワイド」は、DX推進の成果指標とみなすことができるのでは︖
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0

1

2

3

4

5

バリューチェーンワイド

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内容が明確化され、
全社的に取り組んでいる。

取組内容が明確化され、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。

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。

⇒ 「バリューチェーンワイド」を
⽬的変数とした決定⽊分析



「バリューチェーンワイド」の成熟度の⾼い企業の特徴は︖
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戦略とロードマップ

事業への落とし込み

競争領域
の特定

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それらと整合していて、

バ
リ

ュ
ー

チ
ェ

ー
ン

ワ
イ

ド

ビジョン（ディスラ
プション）

⼈材の
融合

マーケットの変化、破壊・⾰新の
タイミング、ビジネスインパクト
について定期的にアップデートし
ながら役員・社員と共有している

データやデジタル技術を活⽤すべき領域
が特定され、それに適したシステム環境
が⼀部の部⾨で実現できていて、

「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
が全社的に実践できている



まとめ︓DX推進指標の外的側⾯の妥当性について

39
次などを元に講演者が作成
村⼭航(2012)「妥当性概念の歴史的変遷と⼼理測定学的観点からの考察」『教育⼼理学年報』51, 118-130.
中村陽⼈(2009)「構成概念妥当性の検証⽅法に関する検討―弁別的証拠と法則的証拠を中⼼に―」『横浜経営研究』30(1), 203-219.

側⾯ 概要 検証⽅法の例

内容的側⾯ 質問項⽬は、その構成概念を⼗分に
代表しているか︖ 複数の専⾨家による主観的な判断

本質的側⾯ 質問項⽬への反応プロセスは、
⼼理学的な根拠に基づくか︖ 発話内容分析、反応時間、インタビュー

構造的側⾯ 質問項⽬の構造は、仮説や理論構造に
⼀致しているか︖ 相関分析、因⼦分析、構造⽅程式モデリング

⼀般化側⾯ 他の集団のデータにも適⽤できるか︖ cross-validation（交差検証）

外的側⾯ 他の外部変数との間に、理論的に想定さ
れる関係性がみられるか︖ 回帰分析、構造⽅程式モデリング

結果的側⾯ その質問項⽬を使うことは適切か︖
中・⻑期的な悪影響が予期されないか︖ 観察やインタビューによる波及効果の分析

DX推進指標は、元来、⽬的変数のないフラットな構造となっているため、
外的側⾯の妥当性検証には別の結果指標と関連づけた分析が必要。
試⾏的に「バリューチェーンワイド」を⽬的変数とした決定⽊分析では、
「戦略ロードマップ」「ビジョン（ディスラプション）」「競争領域の特定」
「⼈材の融合」がキーとなる変数である可能性が⽰唆された。



参考）「経営トップのコミットメント」の成熟度の⾼い企業の特徴は︖
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推進・サポート体制

ビジョン

体制

ビジョン

ビジョン

バリューチェーン
ワイド

持続⼒ 競争領域の特定

事業部⾨における
⼈材

「ビジョン」と「推進・サポート体制」を⾼いレベ
ルで備えることが、「経営トップのコミットメン
ト」を⾼いものにする可能性がある
※因果関係の有無については議論の余地がある。

経
営

ト
ッ

プ
の

コ
ミ

ッ
ト

メ
ン

ト



DX推進指標の分析結果まとめ
• IPA「DX推進指標」の⾃⼰診断結果を、IPAの分析とは異なる観点から分析

• 構造的側⾯の妥当性分析を実施
• 元々のDX推進指標の構造的側⾯は、おおむね妥当である

• 「5つの要因」として捉え直すこともできる
経営系 → 「DXガバナンス」「企業⽂化」「⼈材育成」の3因⼦

ITシステム系 → 「IT企画・開発」「ITマネジメント＆ガバナンス」の2因⼦

• 外的側⾯の妥当性分析を試⾏
• 「バリューチェーンワイド」を説明するのは、
「戦略ロードマップ」「ビジョン（ディスラプション）」「競争領域の特定」「⼈材の融合」

※DX推進指標の成熟度は「DXを組織内に展開できている度合い」であることに留意
41



DX事例︓シンガポールDBS銀⾏

42https://www.gfmag.com/magazine/october-2018/worlds-best-banks-2018

Winners in the World’s Best Banks Awards 2018 were selected based on performance
over the past year as well as other criteria including reputa,on, management excellence, 
and leadership in digital transforma,on. 
DBS Bank took the Btle on the strength of its 
digital transforma,on, strong financials, and 
good corporate ciBzenship. 

業績、評判、マネジメント、さらには
DXのリーダーシップといった評価視点に
基づき、世界1位の銀⾏と評価された



DBS銀⾏が重視していること︓アジリティ、UX、品質、開発者の⽣産性
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･変化への対応
･⼿戻り最⼩化 ･UX重視

･品質
･セキュリティ

･技術を活かし、
開発者はﾋﾞｼﾞﾈｽ
ｺｱの開発に注⼒

https://www.infoq.com/presentations/dbs-bank-customers/
https://sloanreview.mit.edu/case-study/redefining-performance-management-at-dbs-bank/

2009︓内製化率 15%
2018︓内製化率 85%

第1期︓2009〜2014
DXの基礎固め︓
IT基盤の再構築

第2期︓2015〜
サービスの⾼度化



DBS銀⾏︓デジタルケイパビリティとその取り組み (Sia, et. al., 2016)

44Sia, S. et. al. (2016). How DBS Bank Pursued a Digital Business Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2).

DC

要素
DXを主導する
リーダーシップ

アジャイル＆スケーラブル
なデジタルオペレーション

デジタルによる新しい
顧客体験のデザイン

デジタルイノベー
ションの育成・加速

組織
・ﾋﾞｼﾞｮﾅﾘｰCEO
・CIOとCEOの連携

・技術とｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝの融合
・ﾌﾟﾛｾｽﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝｵﾌｨｽ
の設置

・ｶｽﾀﾏｰｴｸｽﾍﾟﾘｴﾝｽｵﾌｨｽ
の設置

・ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｵﾌｨｽの
設置

プロ
セス

・IT投資優先
・全社的ｶﾞﾊﾞﾅﾝｽ
・技術ﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟWS

・ﾌﾟﾛｾｽの⾒直し
・EA
・技術ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰの開発

・Human-Centered 
Design

・ｶｽﾀﾏｰｼﾞｬｰﾆｰﾏｯﾌﾟ

・新しい育成･採⽤･
評価･昇進⽅式

・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟとのｺﾗﾎﾞ

技術
・統合ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ基盤
・全社ﾎﾟｰﾀﾙ
・協働ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ

・ﾈｯﾄ＆ﾓﾊﾞｲﾙﾊﾞﾝｷﾝｸﾞ
・構成可能なｺｱﾊﾞﾝｸｼｽﾃﾑ
・ﾚｶﾞｼｰｼｽﾃﾑのﾏｲｸﾞﾚｰｼｮﾝ

・ｺｰﾙｾﾝﾀｰの⾳声分析
・ﾃﾞｰﾀ駆動顧客分析

・新技術の適⽤
・破壊的ﾌｨﾝﾃｯｸ技術

⼈材
・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ思考
・｢技術ﾊﾞｶ｣から

｢ﾃﾞｼﾞﾀﾙ戦⼠｣へ

・継続的ﾌﾟﾛｾｽ改善
・ﾘｰﾝ思考

・顧客ｻｰﾋﾞｽﾏｲﾝﾄﾞｾｯﾄ
・ﾄｰﾀﾙな顧客体験重視

・ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ思考



全体のまとめ

• ⼀部⾨のDX事例だけでなく、全社的なデジタルガバナンスの充実化を志向

• ビジョン・戦略のもと、デジタル環境整備 → プロセス変⾰ → デジタル価値創出

• DXの組織的展開の度合いを成熟度としたDX推進指標は、構造的にもおおむね妥当
• DX推進指標の構造は、経営系3因⼦、ITシステム系2因⼦で再整理できる可能性

• バリューチェーンワイドの成熟度を⽬的変数としたときのキーとなる変数を提⽰

• DBS事例では、アジリティ、UX、品質、開発者の⽣産性に注⼒
• デジタルケイパビリティを、組織、プロセス、技術、⼈材の4次元で整理

45

・上記の太字部分は、プロセス改善、品質保証、品質管理の知識、スキル、技法を「DXの組織的
展開」という⽂脈へと応⽤できる可能性が⼗分にある。
・DXを⽀えるITシステムの品質を維持し、開発者の⽣産性を⾼め、組織のデジタルケイパビリティ
を向上していくためには、プロセス改善、品質保証、品質管理が果たすべき役割は⼤いにある。


