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2 品質保証部の取り組み

デジタルトランスフォーメーションの
品質保証モデル構築
今日の企業では、継続的成長の実現に向け、デジタルトランスフォーメーション（以下、DX）による、ビジネスの変革や新たな
お客様の開拓が求められる。そのインパクトは、単なる業務改善にとどまらない。DX は企業の戦略達成の手段であるため、その
効果が満足できる様に、DX そのものの品質の追及と保証活動が求められる。 現在、NTT データ品質保証部では、お客様の
DX をより良いものとするためのナレッジの収集と体系化、それに基づく品質保証モデル構築に取り組んでいる。

はじめに：
取り組みの目的と概要
近年のデジタル技術の進展によ
り、イノベーションをより効果的に
創出することを目的とし、DX への
取り組みが増加している。
NTT データは、DX で追及する価

株式会社 NTT データ
技術革新統括本部
品質保証部

値を「お客様にとって社会的・経済
的に意味を成す自己実現」と考えて
いる。
お客様の自己実現を DX でより確
かなものにするための仕組み作りを
目指すとともに、DX の品質保証を
「デジタルサービスによるお客様の
自己実現の効果向上と DX を導入し
たお客様の満足度の向上を目指す組
織的な活動」と考え、そのための取
り組みを開始した。
ここで、DX などの一連のサービ
スで追及する価値とは、前述のよう
に「お客様の社会的・経済的に意味

主任

酒瀬川 泰孝氏、課長代理 坪井 豊氏、課長 寺尾 賢司氏

具体的には、社内の DX プロジェ

③ DX 上流工程※ 1 の品質定義の確立

クトの経験者の知識を調査収集しこ

④ AI や IoT などの DX に適用される

れらの知識を明らかにするととも

要素技術の品質保証観点の明確化

に、得られた知識をモデル化するこ
とを当面の目標として活動してお
り、将来的にはこのモデルに沿って
DX の品質を評価する仕組みを構築
し、お客様の DX による変革目的達
成をより確かなものとするためのナ
レッジベースの確立を目指してい
る。特に下記について重点的に取り

⑤ DX 組織成熟度の定義の確立
これらを整備した後は、DX に取
り組むプロジェクトのアセスメント
や人材育成など、社内の DX の品質
マネジメントのレベル底上げを行う
予定である。

DX の普及と
DX リーダー企業の特徴

を成す自己実現」であり、サービス

組んでいる。

とは、
「価値を得るための社会的・

① DX の品質（効果と満足度）の向

DX とは「IT の浸透が、人々の生

経済的・感性的に意味をなす手段・

上要因と低下要因の特定を基にし

活をあらゆる面でより良い方向に変

仕組みの提供」といえる。そして

た DX ノウハウの集約

化させる」という概念である

DX の品質とは、DX よって得られ

② DX 案件ならではのプロジェクト

（Stolterman & Fors, 2004）※ 2。こ

たお客様の自己実現に対する満足度

マネジメントの成功要因と失敗要

れを企業の経営の領域では「企業が

因の集約

テクノロジーを利用して事業の業績

（顧客満足度）と考えられる。
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や対象範囲を根底から変化させた時

つの戦略が求められると考えている。

を取り巻く環境（市場など）の創出

がデジタルトランスフォーメーショ

① ダイナミックケイパビリティの

を行う仕組み作り、達成度の評価お

ンである」という意味合いで用いら

獲得

れる（Clint Boulton, 2017） 。

ダイナミックケイパビリティ

※3

よび改善の仕組みが必要である。ま
た、DX を効果的に推進するため、

とは、ビジ

DX 関連の IT サービスを構築する

推進している企業は、①顧客の評判

ネス組織や企業が優位を獲得続ける

際に頻繁に用いられる方法論や技術

やロイヤルティ、顧客維持率の向上

ために競合他社や市場の変化に対応

（ 価 値 定 義 や サ ー ビ ス デ ザ イ ン、

②生産性向上、③コスト削減、④利

することが必要と考え、そのために

PoC、AI や IoT など）についても

益向上、⑤新しい製品やサービスに

企業の経営資源の形成、再形成、配

品質の作りこみと評価の仕組みの実

よる売上などの向上が調査によって

置、再配置を実現していく模倣困難

現が必要である。

明 ら か に さ れ て い る。
（Infobrief

な能力を指す。

IDC のレポートによると、DX を

（Teece, D. J. 2014）

※ 6、
7

IDC, 2018） 。

DX の視点で見れば、既存市場に

※4

DX を積極的に推進する企業の中

おける脅威と機会をとらえて組織内

でも、マーケットリーダー的な存在

のデジタル資源、データ資源を再利

の企業に目を向けると、DX を効果

用し、デジタルを活用して自らの組

的に活用し、変革を推進するリー

織やビジネスを積極的に変革する能

ダー企業は「すべての企業幹部や従

力である。

業員が考え行動する様式が DX を最

② 知識創造の組織内促進

優先にする（DX ファーストになる）

競合との差別化のためには、知識

NTT データ品質保証部の DX 品
質保証の取り組みは、上記の③を目
指すものである。

NTT データにおける
DX 品質保証モデル構築に向けて
DX を推進する際、前述の③よう
に品質保証の仕組みの構築は欠かせ
ない。

こと」を重視することが指摘されて

（デジタルサービスや新たな体験）

いる。このような企業をデジタルネ

の創造が持続的な競争優位の源泉と

保証の議論に先立って、お客様が

イティブ企業と呼ぶ。

なる。イノベーション研究で著名な

DX により成果を得る過程を 5 段階

デジタルネイティブ 企 業ではイノ

野中郁二郎らは、知識とその創造こ

モデルに整理した（表 1）。

ベーションの拡大により、事業規模を

そイノベーションの源泉であり最大

1 段階：認知

従 来 型の企 業と比 べて、 桁 違いの

の経営資源であると重要性を指摘し

ペースで拡大するなどの特徴があり、

ている

企業文化としては、①お客様中心で

のもの、デジタルを駆使したサービ

常にイノベーションを追求するための

スやデザイン、ユーザ体験の創出な

リスクを取ることを厭わない、 ② IT

ども、組織に根ざす知識と考えられ

技術とデータが成長の源泉で運用効

ており、企業の戦略的に重要なリ

率の向上、 新規事業の拡大、お客

ソースと見なされる。その理由は、

様からの信頼の獲得に投資する、な

知識は模倣が難しいという特徴を持

DX の活用の結果、組織や利用者

どが挙げられる（IDC, 2018） 。

つため、差別化の源泉になりうるこ

の行動変容（思考の変化も含む）。

※5

。今日、デジタル技術そ

※8

とが期待できる。

DX 推進のための 3 つの戦略

③ DX 品質保証の仕組みの構築

NTT データ品質保証では、品質

DX の必要性を認知し、組織の戦
略へ組み込む。
2 段階：導入
組織的に DX を導入する。
3 段階：体験・利用
DX を組織的に活用する。
4 段階：行動変容

5 段階：成果（自己実現）
ビジネス上の変革につながる。

組織が DX を推進する上で、その

DX で最も難しいのは、3 段階から

前節で挙げたデジタルネイティブ企

変革の効果を確かなものにするため

4 段階への転移である。これは、DX

業の様に、DX を加 速させ、より迅

の仕組み、つまり、DX 品質保証の

を導入し利用されてもデジタルによる

速に、より素早くデジタルを活用し、

仕組みを組織内に構築することが必

変容につながっていない、または全く

ビジネスを創出、競合との差別化を

要である。DX の定義から、デジタ

変化がなく、その結果、自己実現に

目指す企業となるためには、 次の 3

ルを活用することで組織や人、それ

至らなかったことを示唆している。
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レベル・段階

1

認知

DXによるビジネス変革、組織変革の必要性を認知

2

デザイン

DX実現の為のサービスデザインのスコープ充足、
デザイン品質、洗練度、新規性、独自性

3

実装

アジャイル開発の品質、
コスト、デリバリースピード、
リリース頻度など

4

行動変容

ビジネス組織の業態や行動に与えたインパクト

5

PoC レイヤ：

内容

成果
（自己実現の達成）

PoC の 実 行、PoC に お け る、 評
価対象の有効性・効率性の評価
技術・開発レイヤ：
アジャイル開発などの開発プロセ
スや AI、IOT などの要素技術と
開発プロセスによりサービスを開
発・実現
ここで、ビジネス戦略レイヤはお
客様の経営戦略や市場の動向に強く

DXがお客様の自己実現に寄与したか
表１

依存する層であるため、一様にモデ

DX 効果の 5 段階モデル

ル化することは難しい。よってバ

よって、DX の品質保証では、こ

次に、DX を構成する要素ごとの品

リュープロポジションレイヤ以下の

の過程を効果的に促進するための促

質という視点も加味する必要がある。

4 つの階層を DX 品質保証の取り組

進要因と阻害要因の特定を明らかに

NTT データが考える DX の構成

することも一つの目標である。

DX 品質保証のための
DX ４レイヤモデル
DX によって企業や組織が新たな
サービスを創出し、既存やビジネス

みの対象と考えている。
次に、4 つの層の品質を高めるポ

要素とは、以下の 5 要素である。

イントを明らかにすることで、DX

ビジネス戦略レイヤ：
変革目標となるお客様の戦略を策

全体の品質を高めることにつながる

定

と考えた。この考えに基づき、DX

価値提案（バリュープロポジション）

関連の IT サービス構築に置ける各

レイヤ：

要素の関係性を考慮したモデル（DX

を変革する際の「品質」をどのよう

戦略に基づき、DX で追求する価

４レイヤモデル）
（図 3）を設定した。

に捉え、どう定義するかについて議

値を定義しその効果を評価

特徴は、お客様と共に描いた変革の

論が必要である。それを整理するた

戦略を起点とし、DX の効果となっ

サービスデザインレイヤ：

めに、DX 品質ツリー（図２）を作

価値実現のためのサービスデザイ

て還流されるまでの循環型モデルと

成した。ここで各要素は、次のよう

ンを実施

なっている点である。

に定義した。
まず、DX に関するサービスやシ
ステム全体の品質（DX のインパク
トと満足度）を定義する必要がある。
どのような情報システムやソフト
ウェア、サービスにおいても品質は

DXにおける品質ツリー

ビジネス戦略レイヤ

お客様が、お客様自身のビジネス
戦略に基づき

変革
（自己実現）
が描けているか ?
そしてそれに基づいた結果が得られているか ?

・デジタルトランスフォーメーション
による変革
（自己実現）
ができてい
るか？
・その結果に満足しているか？

価値提案レイヤ
ビジネス戦略に基づいた価値が適切に定義されているか ?
そして、期待通りその価値が生み出されているか ?
サービスデザインレイヤ

「お客様満足」であることは変わり

お客様の強みを活かし、新規性や独自性のあるサービス
がデザインが出来ているか？

ない。そこで、
DX における品質（全
体）を下記のように定義した。

PoCレイヤ
サービスの実現可能性を効率的に検証が出来ている
か？

① お客様がデジタルによる自己実現
をできているか？（デジタルサー

技術・開発プロセスレイヤ

ビスを用いた変革の実現、経営戦

ビジネス戦略に基づいて、適切な技術を選択できてい
るか、
また、その技術や開発プロセスが期待する効果
を発揮しているか？

略の推進、新たな体験の創出）
② お客様が DX を実行した結果に
満足しているか？
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＜DX 4 レイヤ Model＞
ビジネス戦略レイヤ

売上・シェア
拡大

経営戦略
ビジネスゴール

新しい体験的
価値発掘

新規市場
開拓

コスト効率
生産性向上

ビジネス視点の品質評価項目例

等

品質特性

ビジネスインパクト／効果

ビ
ジ
ネ
ス
視
点

第１層
バリューレイヤ
第２層
デザインレイヤ

価値設定

コスト
バリュー

エクスペリエンス
バリュー

ユーザー
ジャーニー

ペルソナ
サービスデザイン

デザイン
アイデア

開
発
／
技
術
視
点

第３層
PoCレイヤ

生み出された価値

ネットワーク
バリュー

Customer Value
Chain Analysis

品質副特性

Quality
Characteristics

Quality Subcharacteristics

有効性

有効性

効率性

効率性

Eﬀectiveness
Eﬃciency
等

満足性

DXサービス

実用性

Satisfaction

結果検証

Usefulness

信用性
Trust

快適性

Comfort

ISO/IEC25000シリーズ
「SQuaRE」
から引用

PoCプロセス
（仮説検証→要求仕様）
試行／仮説検証

第４層
開発・技術レイヤ

技術アイデア

結果検証

Agile

技術オファリング
要素技術

プロセス

Waterfall

図3

Working Results
（ICTサービス）

DX ４レイヤモデル

を回すことに他ならない（図５）。

対して質的分析手法（KHCoder ※ 10、

ＮＴＴデータグループ内の DX プロ

SCAT ※ 11、12 など）を適用し、ナレッ

ジェクト経験者に内在する高質の暗

ジの抽出に取り組んでいる。この結

DX4 レ イ ヤ モ デ ル に 基 づ く DX

黙知：「善いとされる考え方や行動」

果を DX ４レイヤモデルにマッピン

品質保証の観点や判断基準をどのよ

を経験者から表出化させ、抽出し、

グすることで DX の品質保証の観点

うに明らかにし、組織に展開してい

体系化し、組織の知識資産として展

の体系化を目指している（図６）※ 13。

くかについて紹介する。

開し、組織の人材に内在化させるこ

この取り組みにより、より良い DX

とを意味する。

の実現についてのナレッジマネジメ

DX 品質保証のモデル構築に
向けたナレッジマネジメント

DX の品質保証とは、DX の各過程

ントを実践していく。

のお作法や型（守破離）を見つける

暗黙知の表出化に向けた具体的な

ことであると考え、DX 構築に関す

手法であるが、現在、品質保証部に

るナレッジマネジメントを実践する

おいて、DX 関連のプロジェクト経

こととした。知のピラミッドモデル

験者にインタビュー調査を実施して

によれば、データ、情報、知識、知

いる最中である。インタビュー調査

恵の 4 レベルにおいて、データから

によって経験者の暗黙知を表出化さ

2018 年度から継続的に DX の品質

情報を抽出する「分析」
、情報から知

せると共に、インタビューデータに

について検討を進めてきており、段階

今後に向けて
NTT データ品質保証部としては、

識を創造する「体系化」
、知識を知恵
に昇華するのが知識を実行する「行
為」であるとされている（図 4）※ 9。
DX 品質保証の実現のためには、
「体系化」を行い、DX 経験者がも
つ「情報」を組織で使える「知識」
とすることが必要である。そのため、
ナレッジマネジメントの調査方法を
もちいて、DX の品質保証モデル構
築を目指す。これは、DX に関する
知識創造プロセス（SECI サイクル）
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実行されて、
有効だとわかり、
時間の
試練に耐えた知識

知恵

行為につながる価値ある情報体系

知識

データから抽出された断片的な意味

情報

生命体
（人間）
が創り出した信号・
記号
（文字・数字）の羅列
図4

データ

行為
体系化
分析

知のピラミッドモデル
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的な検討を経て今の形を目指すように

結果、抽出された know-how、そし
て論理モデルの構築は今後の結果が
まとまり次第、NTT データのナレッジ
として現場展開する予定である。

内面化（I)
暗黙知

モデルや
物語を実践し
暗黙知を
蓄積する
（実践）

Individual

I

I

G

I

E

O

Croup
I

I
I

連結化（C)
G
G Org. G

E

G

形式知

形式知

図5

関連する
概念を
モデルや
物語にする
（理論モデル）

組織的知識創造サイクル（SECI サイクル）

Management Perspectives, 28(4), 328-352.
※ 7 ダイナミックケイパビリティは 3 つの能
力 で 構 成 さ れ る。 ① 脅 威 を 感 じ 取 る 能 力
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