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コロナ禍で見えてきた
デジタル推進上の課題とシステム監査

第41回システム監査講演会
（配布用）



本日の内容

1. DXの現状

2. コロナ禍で見えてきたこと

3. 経済産業省のDX推進政策

4. DX監査の可能性



DXの現状



• 「デジタル技術が生活のあらゆる面にもたらす、あるいは影響
を与える変化」（エリック・ストルターマン,2004）

 「ITを受け入れることが、私達が対処できないあるいは本当に望んで
いない生活様式に追いやられる恐れもある」※

• 「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」（経済産業省（DXガイドライン））

DX(Digital Transformation)

※”Information Technology and Good Life”,2004



省力化 付加価値化
目的

バックエンド業務

フロント業務

対象

従来のIT領域

新しいIT領域

デジタル技術で
新しいビジネスを

創造する

デジタル技術の指数関数的発展により、既存ビジネスの省力化に留まらず、新しいビジネ
ス創造が可能になった。これがDX推進の必要性につながった。

デジタル技術の発展



7割程度の企業がDXへ取り組んではいるが、その推進度合いは頭打ち傾向にある

※日本情報システムユーザー協会 企業IT動向調査2021
「デジタル化への取り組み状況」

DXへの取り組み状況



既存ビジネスの単純自動化、高度化がその多くを占めており、新しいサービスの創造
革新を目指す取り組みは、企業規模の大小を問わずまだまだ少ない

※日本情報システムユーザー協会 企業IT動向調査2021
「デジタル化への取り組み状況」

DXの実施レベル

実施レベル
A.商品・サービスの

デジタル化
B.プロセスのデジタル化

1.単純自動化
ネットショップやWebチャネ
ルによる顧客へのサービスの
自動化等

RPAなどのツール活用による
単純作業、手作業の自動化等

2.高度化
既存商品のIoT化やAI搭載、
データアナリティクスを活用
した既存サービスの高度化等

AI、アナリティクス、IoTなど
の最新技術を活用した既存業
務プロセスの自動化・高度
化・改革等

3.創造・革新

AI、データアナリティクス、
IoTなどの最新技術を活用しな
いと存在し得なかった新規商
品・サービスの創造等

AI、データアナリティクス、
IoTなどの最新技術を活用し
ないとできなかったこれまで
にない業務革新（プロセスの
創造等）



日本でDXに取り組んでいる企業は約５６％。これに対し、米国では既に約７９％の企業が取り組んでい
る。特に、全社戦略に基づいて取り組んでいるかどうかが大きな違い。

※DX白書2021（IPA）

DXの取り組みに関する日米格差



コロナ禍で見えてきたこと



DXの加速
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デジタル技術は活用されている

• テレワーク：

 2020年4月の時点でテレワーク/リモートワークに取り組んでいる企業は約4割。2020年1月までと
比べて、2020年4月の時点で企業数で2倍以上に増加。特に「ほぼ毎日」利用している人数は、約12
倍に急増している（NTTデータ経営研究所調べ）

• オンライン診療：

 従来認められていなかった、オンライン診療は、今般コロナ対策として時限的に規制緩和された。
全国の13.2％にあたる14,500以上の医療機関において対応中（第8回経済財政諮問会議資料）

• オンライン教育：

 一斉休校時の学習のサポートとして、全国の高専および大学の約80％においてオンライン授業等が
実施されている

 しかし、公立の小中学校においては、授業動画は22～23％、同時双方向のオンライン指導は8～10
％にとどまっている（文部科学省資料※）

“STAY HOME”環境の中、デジタル技術を活用した「非対面・非接触活動」は活
発に行われている

※「新規コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公立学校における学習指導等に関する状況について」（文部科学省,2020.6）
※「新規コロナウイルス感染症の状況を踏まえた大学等の授業の実施状況」（文部科学省,2020.7）
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テレワークへの
取り組み状況

※「働き方改革とテレワーク／リモートワー
クの取り組み状況」NTTデータ経営研究
所調査による（2020年4月時点）

コロナ禍をトリガーに（2020
年2月以降）急速にテレワーク
は普及しつつある
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コロナ禍における企業のIT投資見通し

※企業IT動向調査2021(2020年度調査）～第１回緊急実態調査結果～(JUAS,20200730)

今般のコロナ禍の中、半分以上のユーザ企業は自社売り上げが減少する見通しだと回答している。
一方、IT投資は３５％程度の企業が減少させると答えているものの「この環境だからこそIT投資
を増加させたい」と意欲を持つ企業も18％程度存在している



新しいデジタルビジネスの台頭
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新しいサービスをデジタルでつくる

• コロナ禍で米国を中心に「K字型回復」という言葉
が使われ始めている

• GAFAに代表されるデジタルビジネス企業のみが急
激に業績や株価を上げていき、その他の業種は下降
しつづけるという二極化現象

• 新しいデジタルビジネスの模索はあらゆる業種で必
要不可欠なチャレンジになる

 市場ニーズは「既存のモノ」の効率化でなく
「新しいコト」の創造

 デジタル技術はサービス創造の武器

 加えてコロナ禍での非対面・非接触ニーズ

• 株主等のステークホルダーは、企業に足元の業績低
下の理由ではなく、これから目指そうとしている新
しいビジネスモデルを求めている

一部の企業のみ
が急激に回復

他は落ち込み
続ける
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社会的逆境がイノベーションをつくる

• 社会的逆境がイノベーションを創出することは歴史的によくある現象

 1907年の世界恐慌におけるT型フォードをはじめとする大量生産技術の発明

 2008年のリーマンショックにおけるフィンテック企業群の登場

 1665年ペストの大流行時の、ニュートンによる万有引力の法則等の発見

• 大学休校時に実家に身を寄せていた2年間（「創造的休暇」）

• 確かに日本企業は新しいサービス創造が苦手だと言われていた。成熟しきったビジネスの中で
新しい課題を発見することは難しかったかもしれない

• しかし、新型コロナによって環境は一変した。明確でかつ世界共通的な新しい社会課題が目の
前に山積している。これほど新しいサービスを考えるのに適した時代はない

目の前にある社会課題を解決する、新しいデジタルビジネス創造にチャレンジすべき



「技術以外の課題」の重要性
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コロナ禍における課題の顕在化

• 法制度や業務プロセスがまだまだ紙ベース・対面ベースである

 テレワーク中、ハンコを押すためだけに出社

 感染者モニタリングにおいて、FAXが一部使われており、報告漏れ、重複集計が発生

 電子申請を使っても給付金が届くまでにかなりの日数がかかっている

• デジタル・リテラシーの問題が浮上

 SNSによってデマが拡散（インフォデミック）。医療用品の高額ネット転売も横行

• 感染者・感染経路把握に向けて、公衆衛生とプライバシー保護とのバランスに関する議論が起
こっている

 COCOAはプライバシーを重視。一方、中国では感染者の動線情報なども把握・公開

• ワクチン接種管理業務を支援するシステムが複数開発されたが、連携が取れていない

 ワクチン関連（V-SYS／VRS）、感染状況把握（NESID／HER-SYS等）、医療現場支援（EMIS／
G-MIS）

コロナ禍においてデジタル技術は役に立ったが、一方で社会全体として様々な課題も顕在化した。
その多くは、技術そのものではなくそれ以外の要素である。



技術だけではその技術の持つ本当の効果は創出できない。産業革命においても効果創出
までに遅延（Delay）が起こっている

技術を導入するだけでは効果は生まれない

•ワットの蒸気機関：1712年～
•第１次産業革命：「動力の獲得」
•実際に経済成長するまで …
•効果はＴＦＴ（全要素生産性）が
２倍に

第１次産業革命

•グラムの発電機：1871年～
•第２次産業革命：「動力の革新」
実際に経済成長するまで …

•ＴＦＴが５倍に

第２次産業革命



技術を活用するための「しくみ」

•工場の構築

•工員の育成

•工員の組織管理

• 効果を上げるためには、デジタル技術導入だけでなく、それを活用する「しくみ」
が必要

• 「しくみ」の取得は容易ではないが、組織にとって差異化の源泉になり得る

【図表省略】



経済産業省のＤＸ推進政策



DXの現状を自己評価する
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「DXレポート」

• 企業は競争力維持・強化のためにDXを進めていく必
要があるが、現段階では、実際のビジネス変革には
繋がっていない

• 既存システムが「レガシー化」している状況では、
効果が限定的になる

• また、既存システムの維持・保守に資金や人材が割
かれ、新たなデジタル技術活用にリソースを振り向
けることができなくなる

• 既存システムの「レガシー化」状態を刷新しない限
り、DXが実現できないだけでなく、2025年以降、
最大１２兆円／年の経済損失が生じる可能性がある
（2025年の崖）

※経済産業省「DXレポート（2018）」をもとに作成

【図表省略】



「レガシー化」とは

• レガシー化とは「企業において、自社システムの中身が不可視になり、自分の手でコントロールできない
状況に陥ったこと」 （＝「ブラックボックス化」）

• 不十分なマネジメントが、再びレガシー化を引き起こす

 レガシー化は「技術」だけでなく「マネジメント」の側面が大きな問題

 レガシー化したシステムを技術的に「モダナイズ」しただけでは、レガシー化は解決しない

※経済産業省「DXレポート」をもとに作成



足かせと感じる理由は「データ連携の困難さ」と「試験に時間を要する」こと

※「デジタル化の取り組みに関する調査」（日本情報システムユーザー協会／野村総合研究所,2020）
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レガシー問題の難解さ

• ユーザ企業は、自社システムが「レガシー化」していることを自覚しにくい

 日常的にはシステムはきちんと動いている。（信頼性・安全性・効率性も十分）

 ハードウェアやパッケージの維持限界が来たとき、はじめてレガシー化が発覚する

• レガシーシステム刷新化（モダナイズ）プロジェクトは、経営者の納得を得にくい

 問題なくシステムは稼働しており、当面は誰も困っていない

 抜本的なレガシー解消のためには大きなコストがかかり、難易度が高いためリスクも大きい

 成功したとしても、現場が認識できるような大きな効果が見えにくい

• レガシー化を問題認識したとしても、システム刷新そのものが目的化してしまう

 レガシー刷新の目的はあくまでDX推進のための基盤整備のはず

 経営者がDX推進を自分事として考えないと、単に情報システムを新しい技術に乗せ換えるだけのプ
ロジェクトになってしまう

経営者にDXへの舵を切らせるには、自社のシステム等の状況を客観的に把握する必要がある
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「DX推進指標」

「DX推進指標」は、多くの日本企業が直面しているDXを巡る課題を指標項目としたもので、
企業内部の関係者に気づきの機会を提供するためのツール

※「DX推進指標」（経済産業省,2019)をもとに作成

• 「認識共有・啓発」

 「DXのための経営の仕組み」と「その
基盤としてのITシステムの構築」につい
て、関係者間の認識共有を図り、今後の
方向御制を議論する

• 「アクションにつなげる」

 自社の現状・課題を共有した上で、ある
べき姿を目指すために議論し、実際のア
クションにつなげる

• 「進捗管理」

 定期的に診断を行い、アクションの達成
度合いを継続的に評価し、自社のDXの
取り組み進捗を管理する

【図表省略】
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日本企業のDX推進はまだまだ不十分
2020年の日本企業におけるDX先行企業は、全体の8.6％。2019年から増加はしているが、まだ企
業全体の９割は「未着手（レベル０）」から「一部での戦略的実施（レベル２）」に留まっている

※DX推進指標自己診断結果分析レポート（IPA,2020）をもとに作成

自己診断結果提出企業の「現在」全項目平均値の分布

31.5%

45.6%

18.5%

4.0%

0.4%

30.5%

38.0%

23.0%

7.9%

0.7%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 50.0%

0以上1未満

1以上2未満

2以上3未満

3以上4未満

4以上5以下

2020年 2019年

先行企業（部門横断的推進～持続的実施（レベル３～））

非先行企業（未着手～一部での
戦略的実施（レベル0～2））
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先行企業と非先行企業の差異

全指標 経営視点指標 IT視点指標

先行企業 3.45 3.54 3.35

非先行企業 1.43 1.32 1.56

（差分） 2.02 2.22 1.79

• 先行企業は、「経営視点指標」
は「IT視点指標」より若干評価
は高い。一方、非先行企業は、
「経営視点指標」の方が「IT視
点指標」より低い評価

• また、先行企業と非先行企業を
比較すると、その差分は「経営
視点指標」の方がかなり大きい

• 全体から言えるのは、経営視点
指標の方が向上させるための
ハードルが高いということ。
（戦略・人材・投資意思決定等
が特にハードルが高い）

＜

＞

※DX推進指標自己診断結果分析レポート（IPA,2020）

【図表省略】



DXへの取り組み状況を
ステークホルダーに開示する
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「デジタルガバナンス・コード」

• 我が国企業の本格的なDXは遅れている。企業のDXを進める能力を無形資産と捉えた、経
営者とステークホルダーの対話も不十分

• こうした背景の中、経営者に求められる企業価値向上に向け実践すべき事柄を「デジタル
ガバナンス・コード」として取りまとめる

 企業がDXの取り組みを自主的・自発的に進めることを促す

 経営者の主要な役割として、ステークホルダーとの対話を捉え、対話に積極的に取り
組んでいる企業に対して、資金や人材、ビジネス機会が集まる環境を整備していく

「デジタルガバナンス・コード」に従って行動している企業が、外部のステークホルダー
から評価される環境を目指す

※「デジタルガバナンス・コード」（経済産業省,2020）
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デジタルガバナンス・コードの全体像

※「デジタルガバナンス・コード」（2020）「DX認定制度の概要及び申請のポイントについて
（2021）（いずれも経済産業省）をもとに作成

1. ビジョン・ビジネスモデル

①組織づくり・人材・企業
文化に関する方策

3.成果と重要な成果指標

4. ガバナンスシステム

②ITシステム・デジタル技
術活用環境の整備に関
する方策

2. 戦略

• 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

• 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、デジタル技術を活用する戦略を公表していること

• デジタル技術を活用する戦略において、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

• デジタル技術を活用する戦略において、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

• デジタル技術を活用する戦略の達成度を測る指標について公表していること

• 経営ビジョンやデジタル技術を活用する戦略について、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

• 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

• 戦略の実施の前提となるサイバーセキュリティ対策を推進していること

「経営ビジョン・ビジネスモデル」「戦略」「成果と重要な成果指標」「ガバナンスシステム」の
４つから構成されている
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「DX認定制度」

経済産業省では2020年12月から「DX認定制度」を開始。これは、国が策定した指
針（デジタルガバナンス・コード）を踏まえ、優良な取り組みを行う事業者を、申
請に基づいて認定するもの

「企業がデジタルによって自らのビジネスを変革する準備ができている状態」
（DX-Ready）であることを確認して認定する

• 認定事業者は2021年10月時点で194社

• 認定事業者はIPAホームページで公表される
とともに、ロゴマークが利用可能

• 各種支援措置が受けられる

 税制支援：「DX投資促進税制」

 中小企業者支援：「日本政策金融公庫
融資」「中小企業信用保険法の特例」

※「DX認定制度の概要及び申請のポイントについて（2021）（いずれも経済産業省）をもとに作成

【図表省略】
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「DX銘柄」

経済産業省は東京証券取引所と共同で、上場企業の中から、企業価値の向上につながるDXを推進す
るための仕組みを社内に構築し、優れたデジタル活用の実績が表れている企業を「DX銘柄」として
選定している。これは、目標となる企業モデルを広く波及させるとともに、IT利活用の重要性に関
する経営者の意識変革を促すことを目的としたもの

※https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/keiei_meigara.html

「DX銘柄2021」選定プロセス
• 2015年以来「攻めのIT経営銘柄」選定し

てきた制度を2020年から「デジタルトラ
ンスフォーメーション銘柄（DX銘柄）」
に改変

• さらに「DX銘柄」選定企業の中から、業
種の枠を超えて、“デジタル時代を先導す
る企業”を「DXグランプリ」として選定

• また、「DX銘柄」に準ずる注目されるべ
き取組を実施している企業を「DX注目企
業」に選定

• 「DX銘柄」等に選定されるためには、
「DX認定取得」が必要

【図表省略】



DX人材を育成する
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「デジタル時代の人材政策に関する検討会」
デジタル社会の到来に向けて、企業における人材の活用や個々人の学びの仕方は大きく変化す
る可能性があるという問題意識の元、新たな時代に即した人材政策の方向性について、2021
年2月から経済産業省で検討が行われている

企業・組織内の
リスキリングの促進

企業・組織外における
実践的な学びの場の創出

能力・スキルの見える化

※経済産業省「デジタル時代の人材政策に関する検討会」資料より



「リスキル」への注目

ＤＸ人材育成は、ＤＸビジネス推進上必要ということだけではなく、「リスキル」という観
点から、企業にとって重要なテーマになりつつある

デジタル時代に向けた
リスキルは、企業の義
務と見なされつつある

• 世界経済フォーラム(ダ
ボス会議）で「リスキ
ル推進」が宣言
（2020）

• 米国中心に大企業がリ
スキルに乗り出してい
る(AT&T、Amazon、
microsoft等）

優秀な人材確保のため
には内部人材育成の方
が合理的

• 外部調達しようにも優
秀な人材は少ないし、
採用しても在籍期間は
必ずしも長くはない

• 内部人材の育成の方が、
結局コスパがよく、企
業文化維持にもつなが
る

優秀な人材に継続的に
在籍してもらうために
もリスキル環境の整備
が重要

• リスキル機会が十分あ
る企業は、従業員に
とって魅力的である
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（参考）リスキル環境は転職を防ぐ

※「DX経営戦略」（三谷監訳,2020）

デジタル環境で必要となるスキル取得機会が会社から与えられた環境では、転職希望者は大きく
減少する

デジタルトレンドを考慮して1年に満たないうちに会社を辞めようと考えている回答者の割合



「実践的経験」をいかに積ませるか
ＤＸ人材育成は、知識学習のみではなく「実践的経験」が必要不可欠。社会全体として人材
に経験を積ませるための仕組みが必要

※経済産業省「デジタル時代の人材政策
に関する検討会」（2021）資料より

【図表省略】
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能力・スキルの見える化

• 学習によって向上した能力やスキルを、客観的に「見える化」し、社会
に評価されることが重要。これによって、適切な人材流動化が起こり、
学びと雇用の好循環が作れる。

• 「デジタルバッジ」

 資格や認定、成績を電子的に証明するもの

 企業が応募者の資格を確認する、あるいはLinkedInなどのビジネスSNS上で活用し
自らをアピールするときに活用する

 AWS、Microsoft、放送大学等で実施中

• 「マイクロクレデンシャル」

 学位ではなく特定の資格、技能、学習内容の習得などを認める証明書。学位という形
式にとらわれず、自らの学修成果を示すことができる

 マサチューセッツ工科大学とハーバード大学が共同設立した”edX”によるMOOC(無
料オンライン講座)において提供開始以来、2019年末時点で800種類が存在する

※https://webmagazine.ouj.ac.jp/digital-authentication/

【図表省略】



ＤＸ人材のための環境をつくる

DX人材に活躍してもらうためには、従来とは異なる環境や企業文化が必要になる

要求仕様に基づき開発する 自ら考えながら創る

完成品を創り上げる
試行錯誤しアップデートしつ
づける

品質確保と納期遵守が優先 スピードを優先する

リスクは事前に洗い出し、
可能な限り排除する

ある程度のリスクは容認し、
事後的に対応する

従来のシステム開発の原則 デジタルビジネス創出の原則



ＤＸ監査の可能性
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DX監査の可能性（1/2）

• レガシーシステム化に関する監査：

 企業内の情報システムやマネジメントの環境をもとに「レガシー化」の状況を評価し、
必要に応じた助言等を実施する

• DXの準備度に関する監査：

 企業がDX推進を行う上で必要となる準備が行われているかを評価し、助言する

• DX推進状況に関する監査：

 企業のDX推進状況を情報システムとマネジメントの両面から評価し、助言する

「企業のDX推進状況が、健全かつ有効であることを客観的に評価し助言
を行うこと」、すなわち「DX監査」の必要性は十分にありそう

「DX監査」で想定されるテーマ例
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DX監査の可能性（2/2）

「DX監査」は、その目的や対象範囲から見て、十分、システム監査に含まれる
と考えられる

• 組織体の経営活動と業務活動の効果的か
つ効率的な遂行、さらにはそれらの変革
を支援し、組織体の目標達成に寄与する
こと、又は利害関係者に対する説明責任
を果たすことを目的とする

システム監査の目的

• システム監査とは、情報システムを総合
的に点検・評価・検証すること

• 情報システムとは、組織体及び組織体間
の諸活動を支えるデータ・情報の収集、
蓄積、処理、伝達、利用に関わる活動・
仕組み・体系の総称

• 情報（通信）技術、人間（行為）、制
度・ルールなどによって構成されるもの

システム監査の対象としての「情報システム」

※「システム監査基準」（経済産業省,2018）

ただし「DX監査」を実際に行うためには、監査人はDXに関する深い知見を持つとともに、
新たに必要となる監査項目・観点、監査方法を研究する必要がある
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DX監査における新たな監査観点の例（1/3）

「ビジョンを共有すること」

• 「社内外でビジョンを共有できているか」（DX推進指標）

• 「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」（デジタルガバナンスコード）

• ビジョンが存在して公開されていればそれで十分なのか

• ビジョン策定プロセスが妥当か

 デジタル技術による社会及び環境の変化の影響を考えているか（機会と脅威）

 既存ビジネスモデルの強み弱みを明確にしているか

• ビジョン浸透プロセスが妥当か

 ステークホルダーにわかりやすい内容と方法で外部公開されているか

 ビジョン実現の必要性を含めて、社内共有できているか

• ビジョンの内容そのものは評価は困難だが、その明確さは求めるべきではないか
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DX監査における新たな監査観点の例（2/3）

「レガシーシステムを刷新すること」

• 「既存のITシステムにどのような見直しが必要であるか認識し、対応策が講じられているか」

• 「ベンダに丸投げせずITシステムの企画や要求定義を自ら明確にし、完成責任まで負えているか」
（いずれもDX推進指標）

• どのような状況であれば「レガシー化」していると言えるのか

 レガシー化が起こる原因がどの程度存在するか

• 経営者の姿勢／経営とIT部門とのコミュニケーション／IT部門とベンダとの役割分担 等

 レガシー化といえる現象がどの程度起こっているか

• システム改修に時間がかかる／データ活用や連携に時間がかかる／不要なデータやアプリケーションが未整理 等

• レガシー刷新の方向性は妥当なのか

 刷新の必要性が経営層をはじめ関係者に十分共有されているか

 刷新の方向性は、企業としてのDXの方向性に合致しているか
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DX監査における新たな監査観点の例（3/3）

「チャレンジを尊び失敗から学ぶしくみを持つこと」

• 「挑戦を促し失敗から学ぶプロセスをスピーディーに実行し、継続できる仕組みが構築できているか」
（DX推進指標）

① 存在意義に基づき、実現したい未来価値を構想・定義し、価値創造戦略をつくり、社内外に発信する

② 自社の理念・歴史を振り返り、差し迫る危機と未来を見据え、自社の存在意義を問い直す

③ 経営者自らが、戦略に基づき、情熱のある役員と社員を抜擢し、常に、守護神として現場を鼓舞し、活動を推進する

④ 既存事業の推進と同時に、不確実な未来の中から、事業機会を探索・特定し、短期的には経済合理性が見えなくても、挑戦すべき新規事業に本気で取り組む

⑤ 資金・人材等のリソース投入プロセスを、既存事業と切り分け、スピード感のある試行錯誤を実現する【意思決定プロセス・支援体制】

⑥ 経営状況に関わらず価値創造活動に一定の予算枠を確保し、責任者に決裁権限を付与する【財源・執行権限】

⑦ 価値創造にむけ、社内事業開発と社外連携を通じて試行錯誤を加速する仕組を設ける

⑧ 価値創造活動においては、自由な探索活動を奨励・黙認すると共に、リスクを取り、挑戦した人間を評価する仕組を装備する【人材・働き方】

⑨ 価値創造活動においては、小さく早く失敗し、挑戦の経験値を増やしながら、組織文化の変革に取り組む【組織経験】

⑩ スタートアップとの協創、社内起業家制度の導入等により、創業者精神を社内に育む【組織文化】

⑪ スタートアップや投資家に対して、価値創造活動を発信し、自組織の活動を支える生態系を構築する

⑫ 経営者が価値創造活動を見える化（文書化）し、組織として反芻（はんすう）し、活動全体を進化させ続ける

価値創造マネジメントに関する行動指針

※「日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針～イノベーション・マネジメントシステムの
ガイダンス規格（ISO56002）を踏まえた手引書～」（経済産業省イノベーション100委員会,2019）



静穏な過去に適用したドグマ（教義）は
乱気流渦巻く将来には機能しない

Abraham Lincoln
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