
企業における DXとは「データとデジタル技術を活用して製品

やサービス、ビジネスモデルを変革し、競争優位性を確立する」

全社的な取り組みである。コロナ禍で事業環境が大きく変化する

中、その重要性は増している。

DXの大号令をかけたものの、単なるオペレーションの合理化

や単発小型の新規事業開発に留まっては意味がない。将来の

環境変化を見据えた企業の「目指す姿」、すなわち中長期の経営

ビジョンに対し、どのように現状とのギャップを埋めていくか。その

中でいかにデジタル技術を活用していくのか、というバックキャスト

のアプローチで進めていくことが DX戦略の構築におけるポイント

である。合わせて、戦略を実現するための人材・組織の整備も

必要となる。 A  

但し、大半の企業はまだ DXの推進ができておらず、全社的に

DXに取り組めている日本企業は全体のわずか 1割、部分的で

あっても取り組めている企業を含めても、DX取り組み企業は 4割
にすぎない（※）。

前述の通り、DX推進のカギを握るのは、テクノロジー、ビジネス、

そして自社の状況を深く理解した「DX人材」である。 現在 DX
人材はひっ迫しており、約 9割の企業が不足を感じている（※）。
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navigating complexity

特に日本企業においては IT部門が長年コストセンターと位置付

けられており、外部へのアウトソースも進んだ結果、社内に高度な

デジタル知見を持った人材が欧米対比でも少ないという歴史的

な背景がある。

DX人材は、目指すべき方向に社内をまとめトランスフォーメー

ションを推進する DXリーダーと、技術・事業知見を持ちその一

角を担う DXメンバーに区分される。

特に求められるのは DXリーダーであり、必要なケーパビリティ

は、以下の 4 つである。

1. Transformative vision:  企業が向かうべき方向、ビジョンを明確

に理解し、導くことができる

2 . Change leader:  周囲を説得し、モチベーションを高めながら改

革を推進できる

3 . Change oriented:  オープンマインドであり、迅速なトライ＆エ

ラーを経て学ぶことができる

4 . Technology & business literacy:  テクノロジー・ビジネス双方を

深く理解し、自社との橋渡しができる

DXを成し遂げる人材・組織のあり方

大

将来の環境変化を見据えた企業の「目指す姿」を
ビジョンとして定義

実現する人材・組織の整備も推進

DX戦略は未来からのバックキャストで構築していくべき

DXで取るべきアプローチ

上記を踏まえた DX戦略仮説構築 DX戦略仮説
（活用技術・提供価値・事業モデルの組み合わせ）を幅出し

 > 実現可能性や市場性の検証（PoC）

 > 複数のDX戦略仮説を全社的な戦略にまとめ上げる

 > DXを実現できる人材の育成・登用

 > 上記人材が活躍できる組織整備

 > DX戦略仮説（活用技術・提供価値・事業モデルの組み合わせ）
を幅出し

DX戦略仮説の検証・進化

DX戦略をかたちにする人材ポートフォリオや組織の整備

呉　    昌志
プリンシパル　

横山   浩実
プリンシパル

石毛   陽子
シニア プロジェクトマネージャー　

A

 中長期経営ビジョンの設定

ビジョンを支えるDX戦略仮説の構築

具体的な DX戦略仮説のアイディア幅出し
～既存事業革新・新規事業・オペレーション進化～

グローバル先端事例、
技術動向の調査

自社のデジタル基盤・
データアセットの把握

DX戦略仮説の
検証・進化

　実現に向けた人材ポートフォリオ・組織整備

全社的な DX戦略への
まとめ上げ

実現可能性 ・
市場性の検証

仮説絞り込み ・
見直し

※ IPA ：独立行政法人情報処理推進機構の調査にもとづく

DX仮説
アイディア

A
A

C
C

D

D

B
B



Think:Act
DXを成し遂げる人材・組織のあり方

特に、4 つ目について、自社の状況を深く理解しながら、テクノロ

ジーと経営、ビジネスモデル及びオペレーションを結び付けて考

えられる人材は非常に貴重である。常に先端のテクノロジーを理

解していることが重要となるが、必ずしもリーダー自身がその実装

ができる必要はない。知見を持つDXメンバーと共同してプロジェ

クトを主導できることが肝要だ。

DX人材が機能できる組織はどうあるべきか。文化や風土形成、

組織や権限、そしてマネジメントの仕組みを整備していく必要がある。

●　変革を志向する「文化・風土」の醸成

何のための DXなのか。 トップが強くコミットした上で、全社が目指

すビジョンや DXのゴールを発信し社内で共有することで、方向

性のずれを防ぐ。

また、DXは全社が対象の取り組みとなる中、社員一人一人が最

適な判断をし、行動していくために、デジタル・リテラシー教育で

知見の底上げ・意識改革を行っていくことが望ましい。

●　ヨコ串を指し、挑戦意志を具体化する「組織・権限」の設計

組織・権限の設計について、DXを推進する「出島」を作るのか、

IT部門や経営企画がリードするのか等、体制パターンは複数考

えられるが、いずれにしても以下の観点がポイントとなる。

① 全社的な観点と現場目線のバランス： DXは全社最適、部

門横断で推進すべきであるが、現場のペインポイントや

顧客、オペレーションを深く理解していなければならない。

例えば出島を設けつつも、混合のタスクフォース組成等により

ローランド・ベルガーはドイツ、ミュンヘンに本社を置き、ヨーロッパを代表する戦略立案とその実行支援に特化した経営コンサ

ルティング・ファームです。1967年の創立以来、成長を続け、現在2,400名を超えるスタッフと共に、世界34カ国50事務所を構え

るまでに至りました。日本では1991年に設立以来、日本企業に加え、政府機関など数多くのクライアントとの長期的な信頼関係

を構築してまいりました。

株式会社 ローランド・ベルガー

広報担当：  岡田

〒107-6023　 東京都港区赤坂1-12-32　
 アーク森ビル23階
電話  03-3587-6660（代表） 
ファックス  03-3587-6670
e-mail: strategy_tyo@rolandberger.com
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プリンシパル

横山   浩実 Hiromi Yokoyama
hiromi.yokoyama@rolandberger.com

東京大学大学院工学系研究科修了。米系会計系コンサルティング
ファーム、欧系ソフトウェア会社等を経て現職。内閣官房IT総合戦略
室にてIT戦略調整官としても勤務。
公共業界、IT分野を中心に、デジタル事業戦略、標準化を通じたコスト・
ビジネスモデル刷新、業務プロセス改革及びシステム導入など多岐に
わたるコンサルティングプロジェクトに従事。

プリンシパル

呉　昌志 Masashi Go
masashi.go@rolandberger.com

京都大学経営管理大学院修了。国内大手システムインテグレータを
経て現職。
モビリティ／デジタル・IT分野を中心に、成長戦略、新規事業開発、
海外市場参入戦略、BPRなど多様なコンサルティングサービスを展開。
また、2016年より3年間、当社ソウルオフィスへのトランスファーを経験。

シニアプロジェクトマネージャー

石毛  陽子 Yoko Ishige
yoko.ishige@rolandberger.com

東京大学卒、日系投資銀行を経て ローランド・ベルガーに参画し、
東京及び シンガポールオフィスにて日本企業のアジア展開を支援。
その後ITベンチャーの戦略担当役員を経て 再参画。 DX、未来構想、
人事組織改革、スタートアップと大企業の連携、新興国を含む海外
展開戦略 やM&A支援等、幅広いプロジェクトを手掛ける。

事業部門とのコミュニケーションを活性化するなど、全社的な

観点と事業部の連携のバランスを取る工夫が有効である。

② 十分なリソース・権限を割り当てる： 経営者は長期的な観点

で、十分な予算の配分やエース人材の投入を考慮していく

べきである。 特に外部の DX専門人材を活用する場合は、

報酬や評価設計が既存の制度と合わないケースが多く、

業界相場や商慣習に沿って基準を見直す必要がある。

●　DXの成功をナビゲートする「仕組み」の整備

トライ＆エラーのサイクルを迅速に回すためには、中長期の目標

を定め、その達成度を管理するための KPIを設定する。プロジェ

クトや事業単位の KPIのみならず、例えば「デジタルサービス売

上が全社に占める割合」など、DX推進のための全社的な取り組

みまでを KPIに落としこむことが有効だ。

また、社内の技術・知見やデータを最大限活用できる仕組みの

整備により、より効果的な DXに繋げることができる。

以上、DXにあたっては、適切な DX人材の育成や確保、また、

DX人材が機能するための組織の整備が欠かせない。ローランド・

ベルガーは様々な DXプロジェクトの推進、また、人材・組織基

盤の構築にかかる豊富なプロジェクト実績や知見を有している。

ご関心をいただいた方は、ぜひ以下までご連絡いただければ

幸いである。


