ＤＸとは何か
～その導入と実践にあたって～
坂村

健

え、
すでに「デジタル化」や「情報化」

的なキャッチフレーズである。とはい

技術的には正確な定義はないビジネス

Ｄ Ｘ は「 Digital Transformation
」
の略。いわゆる「バズワード」であり、

上、紙と電話の時代に固定化された組

たのが組織内の情報の流れである以

える。デジタル技術が最も大きく変え

るように業務の「やり方」を大きく変

提が大きく変わった──それを活かせ

ジタル技術の進歩で業務のやり方の前

もちろん単なる構造改革でなく、デ

そこにメスを入れられなければＤＸの

足かせになっていることを意識して、

超えてＤＸが求められるときに大きな

──それが、単なる「デジタル化」を

変えなければならないのに変われない

本当はネット時代に合わせてやり方を

意味部分最適化しすぎた。
そのために、

が、その結果としての効率化が、ある

「日本は現場が優秀」とよく言われる

だからと一件ずつ人間の手でマウスを

指示書にするときに、別のウインドウ

きても、送られた部署では個々の作業

を管理する部署に送るのにネットでで

とめた修理依頼リストを、修理作業者

理依頼を受け付ける部署が表形式でま

例えば、古い企業では顧客からの修

くれるようなソフトウェア。

スの操作をそのままプレイバックして

間の行う単純労働のキーボードやマウ

ＩＮＩＡＤ（東洋大学 情報連携学部）学部長
東京大学名誉教授

という言葉があるのに、わざわざ「Ｄ

織構成まで見直し、ネットワーク時代

成功はありえない。

ないと考えるべきである。

Ｘ」という言葉が使われるのは、単に

に初めて可能になったカタチの全体最

ＤＸとは何か

目新しさのためだけでない理由があ

適を目指す──それがＤＸである。

に項目ごとにコピー＆ペーストするよ

操作し、修理作業指示書作成システム

る。手書きをワープロにするとか、Ｆ

ＲＰＡはＤＸではない

そこにあらわれた救世主がＲＰＡ。

日本でのコンピュータの導入は世界
や中小企業まで、各部門がパソコンを

）が 救 世 主 の よ
Process Automation
うに言われて「ウチはＲＰＡでＤＸし

ＲＰＡはコピーしたデータに合わせて

ＡＸの代わりに電子メールを使うよう
道具立てとしてパソコンを使うという

導入し、個々の考え方で業務のデジタ

ています」
などと言われることもある。

ペースト先を変えるような単純な判断

うなことをやっている。さらに同じよ

ようなものが従来的な意味での「デジ

ル化を進めて来た。パソコンを入れ、

しかし、ＲＰＡはＤＸではないし、む

もしてくれるので、この作業に一人割

的にも早く、九〇年代後半から自治体

タル化」
。それに対し「構造改革」と

エクセルで計算表を作り、ワードで穴

しろＤＸと真逆の存在であることに注

り当てていたような組織では導入した

な、業務の「やり方」は変えずに単に

いう意味を本質的に含んでいる動きだ

埋め可能な雛形を作るようなことをし

意が必要である。ＲＰＡはまさに、人

うなことは自治体でもよくあると聞く。

という点がＤＸのポイントであり、む

て、
各部門が工夫して効率化してきた。

変われない現場ではＲＰＡ
（ Robotic

しろ構造改革が伴わなければＤＸでは
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先の転記の例で言えば、仕事のやり

対してまさに真逆の動きといえる。

る弥縫策であり、その意味ではＤＸに

構造なのに、改革せずに生き延びさせ

対しＲＰＡの導入は本来望ましくない

の作り直しをするべきなのだ。それに

かすように部署の再統合とかシステム

らデジタル技術の可能性を最大限に活

しかし、繰り返しになるが、本来な

パゲッティ・プログラム」というが、

のシステムをプログラミングでは「ス

とになるからだ。このような継ぎ接ぎ

合ったシステム全体が足を引っ張るこ

うとしても、それらの複雑怪奇に絡み

ト環境を生かしたサービスを導入しよ

な部署に残ることにより、新しいネッ

（遺産）
システムがゾンビのように様々

などで継ぎ接ぎしたようなレガシー

この種の弥縫策の問題点は、ＲＰＡ

だとのことだ。

手間のかかる紙を残している分野だけ

──いわば頭を冷やすために、わざと

引のように双方の意思確認が重要で

問題ではなく、婚姻と離婚や不動産取

い電子化していない行政手続も技術的

のやり取りも電子で完結する。数少な

手続も電子化され、省庁間連携も民間

はじめとして、銀行手続や多くの民間

エストニアでは行政手続の九九％を

話になる。

日本の自治体ならできるのか、という

は人口でいうと奈良県程度──つまり

のは一面の真実であるが、エストニア

小さいから素早くＤＸできる」という

になる。もちろん「エストニアは国が

ニアのようになれないか」という話題

の日本の自治体──当然「なぜエスト

軽減のためにも政府のスリム化が急務

少子高齢化で人手が足りず、税負担

政コストは英国の〇・三三％、フィン

方から見直して部署間でネット連携で

一部を直したつもりでも予期せぬとこ

税金は税務当局のコンピュータがネ

というようなセミナーもよく行われて

きるシステムに変えれば、人間が行う

ろに影響が波及し収集がつかなくな

ットワーク経由で取得した情報から自

うな現場が多い。

操作をなぞらなくても、やりたいこと

る。その結果、せっかく動いているの

動計算され、国民は内容チェックのみ

エストニアと違うのは日本では自治

その日から一人分の効率化ができる。

をストレートに実現できる。そもそも

だから触らないでこのままにしようと

で処理終了。以前は三か月以上かかっ

体にとって上位の国の制度が足かせに

ランドの三％というから驚く。

の「やり方」を変え組織もカスタマー

いう判断になり、さらに新サービスを

た還付金振込も今では数日──このよ

いた。

サポートに一本化して、一つのデータ

導入しにくくなるのである。

うな利便性が、初期段階での電子政府

なっているというのも確かであろう。

ための手段の提供を始めているのであ

しかし、だからこそ国では国家戦略特
二〇一七年の報告ですら、国内九〇

り、それらを積極的に生かして自治体

化への国民合意への大きな推進力にな

日本における行政ＤＸ
の課題

ベースに作業依頼が蓄積し、それをも
とに作業指示を振り分けるプログラム
を作り、それが作業員のスマートフォ

企業以上に日本の行政──特に自治

〇以上の機関の一五〇〇種類にもおよ

主導で大きなＤＸをすることは、いま

区やスーパーシティなどの構造改革の

るようにすればいい。ＲＰＡやワープ

体のＤＸは世界に比べ大きく遅れてい

ぶ公共サービスが電子化されており、

や不可能ではない。事実、スーパーシ

ったという。

ロでの指示書作成など介さず本質的な

る。この分野で特に進んでいるのがエ

それ以前と比べ一年間で
「八二〇年分」

なぜエストニアのように
なれないか

効率化が可能になる。こちらがＤＸの

ストニアと言われており、コロナ禍以

ンにチャットで直接メッセージングす

本筋だが、日本ではそれをしないで済

ティの第一次応募では全ての自治体提

のＤ Ｘ 推 進 に向 け て

の労働時間削減効果。エストニアの行

インフラ分野

前は
「行政ＤＸでエストニアに学ぼう」

集

ますためのＲＰＡに飛びついているよ

特
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縦割り行政の中で様々なシステムがバ

抗が予想される。電子はわからないか

また、紙をやめるとなれば多くの抵

可能にした。

ニア大統領イルベス氏だといわれる。

ラバラに作られるしかない。ＤＸを行

ら嫌という高齢者、ずっとやってきた

いなら、予算の方式が求めるように、

のときの評価会議では「マイナンバー
ソ連占領から両親が逃れた先のスウェ

うとなれば、これは部署の統廃合まで

仕事のやり方を変えたくない役所の担

ル国家たらしめたのは、第四代エスト

法の利用目的の限定列挙を外し多角利
ーデンで誕生、米国に渡りプログラミ

関係してくる変革であり、組織の抵抗

案が再検討・差し戻しとなったが、そ

用して自治体ＤＸを行うような大胆な
ングを学ぶ機会を得たという電子技術

の計画や、電子化に対応できない高齢

提案が期待される」という意見が多か

さらに行政内部だけでなく住民から

者のための電子化補助員とかデジタル

当者──これらの抵抗に対しては、電

による「タイガー・リープ・プロジェ

も──例えばマイナンバーの利用拡大

民生委員のような新しい人員導入な

勢力との戦いも必要になる。そのため

また、従来型の行政の予算の組み方
クト」──教育環境の電子化と、初等

には当然個人情報の不当利用の恐れを

ど、期限を明確化し権限や責任を制度

系の大統領だ。そのイルベス氏が大統

では、システム構築においては目的の

中等からのコンピュータ教育義務化計

言っての抵抗も考えられる。しかし、

化してフォローする必要がある。

ったぐらいであり、その方向での提案

明示とそれにぴったり適合した最低価

画だ。この「タイガー・リープ・プロ

エストニアでは個人情報へのアクセス

ＤＸには当然負の面もあるが、それ

子化が一方的な首切りにならないよう

格の開発を良しとする──という問題

ジェクト」が採択され、一九九六年か

をむしろ一本化し、通常でないアクセ

を補うために制度改革も、より広義の

首長にかなり強い意思とリーダシップ

もある。そのような予算組では、局所

らすぐ開始され、二〇〇〇年前後に多

スはその個人に自動通知する機能をシ

ＤＸだと考えるべきなのだ。局所最適

領になる前に提案したのが、一三歳か

最適なシステムの方が適しており「こ

くの先進的な取り組みがなされた。そ

ステムの基本レベルに埋め込んだ。例

を壊して全体最適に移行する──その

がまさにスーパーシティでは求められ

れにも使えるし、さらに他の部署でも

の結果が現在のエストニアであり、そ

えば警察が陸運局システムに自動車ナ

ための痛みを示しながら、その先のビ

に、業務が変わることに向けた再配置

使えます」のような全体最適を目指す

の背景はソ連崩壊後の祖国の将来を考

ンバーで照会をかけると、即時に持ち

ジョンを語り行政改革に住民の合意を

がないとできないであろう。

システムの導入は難しくなる。一つの

え国の発展のためにリスクを取りにい

主の携帯にその通知が来て、不当なア

取り付けられる、強いリーダシップが

らプログラミングを学んだ自身の経験

システムでできるだけ多目的利用でき

くというマインドセットを持つ人々が

クセスであれば提訴もできるという。

ているのである。

る汎用性──さらには当初予定しなか

多かったからといわれる。

必要となるのである。

齬が大きな課題なのも確かだ。

対し従来型の行政の予算の考え方の齟

ない。目指すのは局所最適でなく全体

すれば勝手にうまくいくという話では

「行政のＤＸ」とは、環境整備さえ

かすことで逆に行政システムを透明化

のではなく、むしろＤＸを積極的に活

停止して「とにかく利用禁止」という

は、ＤＸのメリットがなくなる。思考
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