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✓ DX（Digital Transformation）とは、「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」¹です。

DXの定義

企業・ビジネス変革戦略策定 優位性の確立

Digital Transformation

IT化

✓ データの利活用・連携

✓ エコシステム化

✓ 事業構造の変革

✓ 経営戦略・ビジョン

✓ コミットメント

✓ 迅速な意思決定

✓ 現場の理解

✓ 社内全体での連携

✓ ビジネスへの応用

必
要
要
素

IT導入・活用

✓ IT・システムの刷新

✓ IT人材・ITリテラシー

1. 経済産業省より引用、「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン」. 平成30年10月. URL）https://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181212004/20181212004-1.pdf

IT化が生産性や業務の効率化を目的とする一方で、DXはテクノロジーを手段として活用し、企業のビジ
ネスモデルや事業構造を変革し、優位性を確立することを目的としています。

1. 

DXとは



© INTLOOP inc All rights, reserved. 無断転載・引用は禁止いたします。

日本におけるDXの推進状況

進まないDX

デジタル成熟度ワースト3

出典元：日経BP 「デジタル化実態調査」
URL）https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20191125/

出典元：Dell Technologies 「Digital Transformation Index II」

調査時期：
2019年7月～8月

調査時期：2018年8月 サンプル数：4,600人

インターネットやSNS普及に伴う「消費行動の多様化」、デジタル化

に対応できない「既存システムの限界」、コロナ禍で加速した「業務フ

ローのデジタル化」などを背景に、日本の経済成長にはDXが求めらて

いますが、海外と比べて日本のDXに対する意識は低いという現状が

あります。米Dell Technologiesの調査によると、日本のデジタル

成熟度（DXの進捗状況）は42ヵ国中最下位であることがわかっ

ています。また、日経BP総研の調査では約6割の日本企業がDX

を全く推進していないということが明らかになっています。

現状のまま日本のDX推進が叶わなかった場合、2025年以降年間

で最大12兆円の経済損失（現在の約3倍）が生じる可能性があ

ります。経済産業省はこれを「2025年の崖」として警鐘を鳴らしてお

り、2025年の壁を乗り越えるためのシナリオとして、2020年までが既

存システム刷新の経営判断及び先行実施期間、2021～2025年

がシステム刷新の集中期間としており、DX推進に時間を要すことは

明白です。

2. 

DX推進の現状
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「組織・人材」に着目

DXでは戦略策定からIT導入・活用、変革と様々な工

程があるため、推進を阻害する要因も様々に考えられま

す。しかし、米国企業を対象に実施されたアンケートでは

比較的共通した課題が明らかになっています。同アンケー

トでDXの阻害要因として多かったのは「人材不足」が

61％と「社内の抵抗」が58％でした。また、同アンケー

トでDXを推進するリーダーが懸念する事項としては「企業

文化の変化」が最も多く67％でした。この結果から、DX

推進の阻害要因として「組織・人材」の面が大きく影響し

ていることがわかります。

比較的DXが進んでいる米国企業が課題と感じている

「組織・人材」の側面は、今後DXを推進する日本企業

においても大きな障壁となると考えられます。言い換えれ

ば、DXに対応できる人材、組織・文化の変革をいかに

実現するかが日本のDX推進のカギを握るでしょう。

DX推進リーダーの懸念事項

出典元：Constellation Research 「Constellation Research 2018 Digital 
Transformation Study」

調査時期：2018年4月～9月 サンプル数：81組織

DXの阻害要因
DX人材不足

社内の抵抗

企業・組織
文化の変化

3. 

DX推進の阻害要因
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アジャイルな風土

DXの推進には経営層から現場まで皆が同じゴールに向かって連携できる風土が必要です。同時に、ビジネス変革及び

プロセスの刷新等が伴うため、変化・改革に急速に対応できる企業文化が必要です。適応性が高く協力的な文化を

醸成できるかがDX推進の重要なカギとなるでしょう。

IT人材不足

DXの実現には、様々な先進テクノロジーの活用が必須となり、当然ながらIT人材が必要となります。しかしながら、旧

来のIT組織は業務システムを中心としたスキルセットで構成されていることが多く、DXの実現にはIT組織・人材の変革

が必要となる場合が多くあります。

経営層の危機感

DXには全社を挙げて取り組む必要があり、経営層による舵取りが重要になります。また、IT技術導入を検討する際に

ITへの理解が無く危機感を持てないがゆえ、現状維持で構わないというマインドのまま企業のDX推進が叶わないことも

あります。

リーダーシップ

DXの推進には様々な要素が絡んでおり、マーケティングや営業、管理等の各部署で変革を率いて実行に移せるリー

ダー人材が必要です。企業のDXの方向性や必要性を現場に共有し、社内外の協力を仰いで連携しながら戦略と現

実のズレを埋められるようなリーダーシップが求められます。

DX推進時の「組織・人材」においては、4つの課題が存在します。

4.

「組織・人材」における課題
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▪ DX推進体制

の構築

▪ 報酬システム

の刷新

▪ ITスキルの

教育

▪ IT人材の採用・

外部調達

▪ 戦略・ビジョン

の刷新

▪ CDOの採用

▪ 行動指針の

明文化

▪ DX推進リー

ダーの任命

アジャイルな風土IT人材不足経営層の危機感 リーダーシップ

「組織・人材」の課題を解決するために各社様々な取り組みを行っています。

DX推進の課題解決には企業内部で様々な取り組みがあります。しかし「現体制では開始できない」「採
用や育成には時間がかかる」などの悩みを抱える企業も多く、初めから内製化するには限界があります。
そのような場合は、必要に応じてアウトソーシングを検討し、足りない部分を補うことから始め、DXの定
着を目指すことも有効な方法です。

5.

課題解決に向けた取り組み
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Kao

DAIKINNEC

FUJITSU

富士通はIT企業からDX企業への転身を方針に掲げています。DXビ

ジネスを本格化させる取り組みとして新会社を設立し、社内改革を進

める取り組みとして新プロジェクトを始動させています。プロジェクトでは

新設されたCDXO（最高DX責任者）職が筆頭となってリーダーシッ

プをとり、富士通グループ横断での変革を目指しています。また、マネジ

メントやオペレーションの最適化を目的としてデータドリブン経営¹を採

用しています。

社内DX人材育成プログラム

現場主導型のDX推進

既存CSOの廃止、DX人材採用強化

DX推進における新会社設立＆CDXO任命

花王はデジタル先端技術戦略の立案及び実行を行うSIT（先端技

術戦略室）を発足させ、事業部門を拡張させました。SITは既存部

署との兼務を奨励しており、活動内容を共有財産化させることを方針

としています。また、先端技術を活用する主体は現場の全社員であ

り、SITはあくまでもシステムを設計・提供する部門であることを強調して

おり、意識改革にも注力しています。同部門のデータレイク構想では、

各部門で散在していたデータをデータレイクに集約し、活用しやすい仕

組みが設けられています。
1. データを収集し、分析した結果を基に意思決定・経営を行うこと

ダイキンは自社内での人材育成に注力しています。同社は、DX推進

を担う人材1000人の育成を目標にしており、取り組みの一つとして企

業内大学であるダイキン情報技術大学を設立しました。教育機関や

先端研究機関等から講師を招き、新入社員、社員、管理職それぞれ

に向けた講座を開設しています。DX人材の育成だけでなく、DX人材

の受け入れ態勢やDX推進体制の整備を目的とした啓発及び意識向

上も行っています。

NECはDX事業を支援・加速させるためのDX専任組織としてDigital

Business Officeを新設しました。同組織にはNECグループのDX関

連のエキスパートとナレッジが集約されており、全社横断で推進する体

制を確立すべく、各部門と連携して活動する構えを取っています。同社

はCSO（最高戦略責任者）を廃止し、DXを核とした戦略の責任を

担うCDO（最高デジタル責任者）を設置しています。また、DX事業

の強化に向けて計画していたDX人材3000人の目標を達成し、新た

に5000人に増員しています。

業界各社の代表的な取り組みの例として新たな部署・組織の設立や人材育成などが報告されています。

6.

各社取り組み事例
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コンソーシアム

DXに対して他社と共通の目的を持っている際には、コンソーシアムという形も一つの方法として考えられます。松竹・LINE・Sprootは映画館・

劇場などにおけるDXの推進とマーケティングの高度化を目的として松竹DXコンソーシアムを新設しました。エンターテインメント業界のDXを牽引

すべく、新たな顧客体験の創造に取り組んでいます。

M&A

DXを推進するためにIT企業を買収することも選択肢の一つとして考えられます。リクルートHDによる米Indeed社の買収は例の1つです。グ

ローバル市場への進出とデジタルカンパニーへの転身を目指していた同社は、2011年に人材領域のテクノロジーである求人検索エンジンを持つ

indeedを買収しました。現在では、同社のHRテクノロジー事業はIndeedのプラットフォームをベースとして、M&Aをした時の100倍近い成長を

遂げています。

ジョイントベンチャー

戦略的なパートナーシップを組むことでDXの推進を行う方法もあります。味の素とアクセンチュアは2020年に合弁会社味の素デジタルビジネス

パートナーを設立しました。新会社では、味の素のコーポレート組織が持っていたオペレーション業務を集約し、デジタル技術を組み合わせて抜本

的な業務改革を実現する狙いです。

また、富士通・ファナック・NTTコミュニケーションズは、製造業におけるDXと新たなデジタルビジネスを支援する場をクラウドサービスとして提供する

狙いで、新会社DUCNETを設立予定です。業界全体の視点に立ち、世界的に遅れている製造業のデジタル革新を加速させるという共通の

目的に対して、各社の強みを持ち寄って業界全体の持続可能性に貢献することが期待されます。

DXに対して協業や買収といった会社単位で人材不足のカバーや風土の刷新を行うケースも考えられます。

7.

協働での取り組み
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人材支援・採用支援

弊社には、経験豊富な自社コンサルタントに加え、フリーランスとして活躍する15,000名

以上のコンサルタント/ITエンジニアがおり、依頼内容、参画形態、費用、期間、参画率な

ど、貴社のニーズに合致したプロフェッショナルな人材を1名からアサインすることが可能です。

また、弊社はプロフェッショナル人材支援後も、アサインしたメンバーの稼働期間中における

品質管理を徹底しております。

スポットコンサルティング

弊社が展開する総合ポータルサイト「QEEE」では、専門知識を持つ「アドバイザー」と専門

的な情報を必要としている企業や個人をマッチングするスポットコンサルティングサービスを提

供しています。元上場企業役員を含め、DX領域の専門家など、当社で審査済みの信頼

できるアドバイザーが多数在籍しており、DX推進に関する相談はもちろんM&A等の経営

戦略支援の対応も可能です。

DX初期診断、DX戦略の策定・実行など、様々なDXコンサルティングを提供しています。

弊社コンサルタントと弊社登録のフリーランス人材をミックスすることで、DXに必要となる多

様な専門性をカバーした最適な体制を構築し、様々な業界のお客様に伴走し支援してい

ます。

DXコンサルティング

8.

弊社DX支援サービス
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ソリューション

ヘルスケア関連メーカー 年商250億円

『EC』＆『デジタルマーケティング』による顧客開拓

課題

ECサイト
構築

SEO対策
SNS活用

ROI適正化

当社コンサルティングの役割

戦略立案・
EC構築

デジマ運用
＆改善

デジタル
人材育成

企業

デジタル・ECに精通した弊社メンバーとお客様の協働プロジェクト体制主要成功要因

成果(一部) EC事業円滑立上 EC月商3,000万円突破 メンバーのDXスキルアップ

施策

成果

• マーケティング部門には、トリプルメディアの活用などWEB
マーケティングの知見がない

• IT部門には、WEBやEC構築についての知見がない
• ECの運営・PDCAをまわしていくための、スキル・体制が社

内にはなくデジタル人材の育成も行いたい• デジタルを活用し、ブランディングと消費者への情報発信
を強化したい

• 会社の成長エンジンとなるBtoC事業を立ち上げたい

頭うちとなった
BtoBチャネル依存からの脱却

再成長

推進課題

9. 弊社DX推進事例

攻めのDX ～ EC＋デジタルマーケティング
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ソリューション

製造業 年商650億円

IT部門起点での『提案型』DX戦略 ~会計＆SCM業務をERPで刷新~

DX
2025年
の崖

海外製ERP
経営分析

ツール
業務標準化
Fit to Standard

当社コンサルティングの役割

経営層・事業
部とのブリッジ

ITグランド
デザイン支援

ベンダー選定
/PJ管理支援

経営層の早期巻き込み・経営トップ指揮での全社推進主要成功要因

• システムのスパゲティ状態化
• レガシーシステム保守切れ
• IT部門の人材不足・スキル不足

• 経営意思決定の迅速化阻害要因
• グローバル化・M&A戦略の阻害
• IT費用の多重投資

• 業務複雑化
• 属人化
• 事業部KPI未達

成果(一部) PJ予算：25% ↘ PJ期間：1年圧縮(3年→2年) レガシー運用費：ゼロ円

全社一丸 売上/利益向上

9. 弊社DX推進事例

守りのDX ～ 基幹システム刷新

課題

企業

施策

成果
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ソリューション

食品メーカー 年商480億円

「Quick Winによる調達・物流コスト削減」と「全社業務変革」

コスト削減
AI/IoT
/RPA

マルチ
クラウド化

当社コンサルティングの役割

改革構想
策定

プロジェクト
プランニング

プロジェクト
推進

経営トップによる積極的関与と外部人材積極活用主要成功要因

成果(一部) コスト削減:1億2千万円/年 経常利益率1.2%/年向上 Smart Factory構築

• 少子高齢化による市場縮小
• 原材料費の高騰
• 利益率の低下

• 変化を迫られている
• 抜本的な改革が必要
• これまでも取り組んだが失敗

• 取り組むべき全体像が見えない
• 目指すべきゴールが不明確
• 何から着手すれば良いか不明

事業全体の構造改革

9. 弊社DX推進事例

攻め&守りのDX ～ DXによる全社改革

課題

企業

施策

成果
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事業戦略・デジタル

戦略, 27%

マーケティン

グ・営業, 

16%

財務・

M&A, 

13%

SCM, 

10%

その他, 

34% プロジェクト

管理, 40%

ソリューション, 

23%

AI・データ

分析, 

7%

セキュリティ, 4%

その他, 

26%

経営・戦略コンサルタント ITコンサルタント

弊社は、大手ファームだけでなくSlerや広告代理店等の様々な専門領域を持つ約100名の社内コンサルタントと約

15,000名のフリーランスのコンサルタントとエンジニアのネットワークを有しています。そのため、DX推進に必要となる人材の

ご要望に合わせた「人材の数×職種×業界」の最適なチーム体制をご提案させていただきます。

戦略から実行までイントループが全てのフェーズを最適なチーム体制でカバー

マーケティングコンサルタント

DXにおいて必要となるDX戦

略の立案から組織改革やオ

ペレーション改革等を、高い

専門性とネットワークを活かし

て支援いたします。

IT技術及びシステムの導入

、設計、開発から事業変革

等をDX・ITに精通したコンサ

ルタントが支援いたします。

クラウド、AI、アジャイル開発

といった高いデジタル技術を

持つプロフェッショナル人材が

現場をサポートいたします。

DXを活用してどのようなサー

ビス・プロダクトを、どのように

顧客に届けるかといった課題

を伴走して解決いたします。

10.

弊社DX関連人材

広告・PR, 

22%

データ分析, 

18%
SNS運用, 

14%

サイトUI&UX, 

13%

MD, 13%

ブランド戦

略, 10%

CX/CS, 

10%

アプリケーショ

ン, 35%

インフラ, 

24%

パッケージ, 

17%

組み込み, 6%

AI, 3%

その他, 

15%

ITエンジニア
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ITコンサルタント マーケティングコンサルタントデジタル戦略コンサルタント

小売や消費財業界を中心にデジタル関連の

コンサルティングを多数経験。

全社のデジタル戦略の立案・実行、デジタル

を活用した新規サービス・新規事業の立ち上

げ、デジタル組織の構築など、多くの企業のデ

ジタル化を伴走支援。

コンサルティングだけでなく、テクノロジーベン

チャーのマネジメント経験も有する。

事業会社・広告代理店にてWEBプロモー

ションを中心にWEBマーケティングを経験。

ITや消費財など幅広い業界にて、オウンドEC

におけるWEB広告戦略の提案と運用を実

施。WEB・スマートフォンアプリケーションにお

けるデータ分析を通し、プロモーション戦略立

案、コンテンツ企画から仕様書の作成及び開

発進行、クオリティ管理などを経験。

SIer、ITコンサルティングファーム、事業会社

において、ITの企画から導入まで多数経験。

システム導入・開発においては、基幹システ

ム、ビッグデータ分析基盤、IoTソリューション

など、数多くのシステム導入・開発を成功に導

く。また、ITコスト削減、ITガバナンスの構築

など、ITマネジメントの経験も豊富

11.

弊社人材例

弊社は、様々なバックグラウンドでの経験を有するコンサルタントがおります。
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社名

設立年月日

資本金

代表取締役

事業内容

本社所在地

イントループ株式会社

2005年4月1日

５,000万円

代表取締役 社長 林 博文

事業戦略・業務改革コンサルティング

ITコンサルティング

プロジェクトマネジメント支援

プロコンサル派遣・人材紹介

新規事業開発・営業推進支援

海外進出・販路開拓支援

〒107-0052
東京都港区赤坂2-12-31 赤坂GHSビル5F

拠点
東京（本社）、札幌、仙台、大阪、福岡、沖縄、
上海、香港、ホーチミン

その他、アジアを中心にパートナー多数

2005年にアクセンチュア（旧アンダーセンコンサルティング）出身

者が中心となり設立された会社です。経営コンサルティングをはじ

め、業務改革、IT領域などのコンサルティングだけでなく、プロコン

サル紹介、新規事業支援など幅広いサービスを各種企業にご提

供しています。

会社紹介
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下記よりお問合せいただきましたら、担当者からより詳しい事例をご説明させていただきます。

フォームからお問い合わせ

03-5642-3667

お問い合わせ：
活用事例等につき、より詳しくお聞きになりたい企業様へ


