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第１章第１章第１章第１章    調査結果分析調査結果分析調査結果分析調査結果分析    

第１節第１節第１節第１節    調査概要調査概要調査概要調査概要        

· 目的：ＩＴ投資の現状およびＩＴ活用の実態と効果、人材投資の実態把握 

· 方法：郵送およびウェブによるアンケート調査 

· 期間：2014年 11月 13日～2015年 1月 19日 

· 対象：日経リサーチ社保有の企業データベース 3,536社 

· 有効回答数：615件（回収率 17.4％） 

· 調査項目： 

Q1：2014 年の情報化投資額の実績（万円） 

Q1SQ：情報化投資額のうち外注費の占める割合 

Q2：2014 年の情報化投資額を 100 とした場合の 2013 年の実績 

および 2015～17 年予算見通し 

Q3：３年前（2011 年）と比較したＩＴ投資額の変化 

Q4：2015 年以降のＩＴ投資額を長期的視野で見た今後の推移 

Q4SQ：上記（Q4）の理由 

Q9：PC や端末の導入状況及び対象範囲 

Q10：業務のＩＴ対応の実施状況 

Q10SQ：上記（Q10）の社外向けのシステム対応の有無 

Q11：取引先・顧客等を含めた自社を超えたネットワーク化の実施 

Q11SQ：ネットワーク化を実施していない理由 

Q12：現在実施・利用しているＩＴサービス 

Q13：社外向けの日本語以外の外国語のホームページの開設 

Q14：社外向けのＳＮＳアカウント開設 

Q14SQ：社外向けのＳＮＳでの顧客の意見や反応の収集及び活用 

Q15：ＩＴ活用の目的 

Q16：ＩＴ活用で得られた効果 

Q17：ＩＴ化の進め方 

Q18：ＩＴ活用に伴い実施した取組み 

Q19：ＩＴシステム担当の専任部門 

Q20：ＩＴシステム担当全体の人数および海外人員数 

Q21：ＣＩＯやＩＴ担当役員の設置 

Q21SQ：ＣＩＯやＩＴ担当役員の経歴・ＣＩＯの職務内容 

Q22：ＩＴ活用に伴い実施した人材投資の取組み 

Q22SQ：ＩＴ教育研修一人あたり年平均時間数（全体／ＩＴ専門人材） 

Q23：ＩＴ化支援に関する公的助成制度の利用（物的／人的ＩＴ投資） 

Q23SQ：物的／人的ＩＴ投資に関する助成制度を利用していない理由 
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Q24：ＩＴ活用上の目下の課題 

Q25：今後のＩＴ利用の方向性 

Q26：ＩＴ投資やＩＴ化の阻害要因や課題 

F1：回答者役職 

F2：回答者所属部署 

F3：設備投資総額に占める過去 3 年間の年平均の情報化投資額の割合 

F4：売上高に占める過去 3 年間の年平均の情報化投資額の割合 

F5：直近（1 年間）の売上高に占める海外売上比率 

F6：直近（1 年間）の売上高に占めるｅコマースの金額の比率 

F7：直近（1 年間）のｅコマースの 3 年前と比較した変化 

F8：本社以外の事業所数（国内及び海外） 

F9：資本に占める海外の企業等の出資比率 

F10：現在の社長の年代 

・財務データ項目（日経リサーチ社保有回答企業データおよび日経 NEEDS、東京商工リサ

ーチデータを統合）：売上高・営業利益・純利益・資本金・期末従業員数・研究開発費・

設備投資額（過去３期分） 

・回答者属性： 
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第第第第２節２節２節２節    調査調査調査調査結果結果結果結果分析分析分析分析    

１１１１....    ＩＴ投資及びＩＴ活用ＩＴ投資及びＩＴ活用ＩＴ投資及びＩＴ活用ＩＴ投資及びＩＴ活用に関する動向に関する動向に関する動向に関する動向    

（（（（1111））））ＩＴ投資額ＩＴ投資額ＩＴ投資額ＩＴ投資額    

 従業員一人あたりＩＴ投資額を算出したところ、「10 万円～50 万円未満」が最も多い。  

ＩＴ人材（ＩＴ専門人材、ＩＴ部門とコミュニケーションができる人材）の不足感の有無

別にみても、同様の分布となっている。 

 

    

ＩＴ投資額は、昨年の実績額に対し、今年は 15％強の減少となった。今後は、2015年を

ピークに再び増加し（13％強）、その後 2年間で今年並みに収束する見通し。 
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（（（（2222））））ＩＴ投資額ＩＴ投資額ＩＴ投資額ＩＴ投資額：：：：３年３年３年３年前との比較前との比較前との比較前との比較    

３年前（２０１１年）と比較したＩＴ投資額の変化については、一社あたりのＩＴ投資額

の規模に関わらず概ね「増加した」企業が最も多く、「減少した」「変化なし」と続く。 

 

「小売・飲食業」「その他サービス業」「金融・保険業」で「増加した」が多い。「食

品」「商社・その他卸売業」「鉄鋼・非鉄金属・金属」では「増加した」が少ない。 
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 売上高の伸び率について、３年前と比較したＩＴ投資額の変化でみたところ、「増加した」

企業において、最も伸び率が高い結果となった（売上高伸び率 10％以上が 45.5％）。 

ただし、「研究開発費」や「設備投資額」が「増加した」企業と比べると、ＩＴ投資額の

売上高伸び率への影響は弱い（売上高伸び率 10％以上がそれぞれ 65.4％、55.7％）。 

    

 

注）研究開発費・設備投資額は財務データより算出。「変化なし」の該当がなく、
「増加した」「減少した」の２項目での比較となった。 
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なお、2015 年以降のＩＴ投資額の長期的視野でみた推移については、「情報・通信」にお

いて「かなり増えていく」「徐々に増えていく」との回答が少ない。 
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（（（（3333））））ＩＴ活用を阻む障壁：過半数に強いＩＴ人材不足感。ＩＴ投資のガバナンスにも課題ＩＴ活用を阻む障壁：過半数に強いＩＴ人材不足感。ＩＴ投資のガバナンスにも課題ＩＴ活用を阻む障壁：過半数に強いＩＴ人材不足感。ＩＴ投資のガバナンスにも課題ＩＴ活用を阻む障壁：過半数に強いＩＴ人材不足感。ＩＴ投資のガバナンスにも課題    

ＩＴ活用上の目下の課題をたずねたところ、「ＩＴ専門人材が不足している」、「ＩＴ部門

とコミュニケーションが出来る人材が不足している」が上位となった。企業のＩＴ導入の段

階を問わず、ＩＴに関する人材不足感が高いことがうかがわれる。さらに「コストの割には

適切な投資効果が得られない」「自社ニーズを踏まえた戦略立案ができない」が続いており、

設備投資や研究開発費と比べ、ＩＴ投資による業績向上への影響が見えにくく、それにより、

経営者がＩＴ投資の戦略的な意思決定を行うことが難しいことがうかがわれる。 

 

従業員規模別にみると、規模が大きい企業ほど、「ＩＴ部門とコミュニケーションできる

人材が不足している」と回答する割合が強い。 

また「100～500人未満」において「ＩＴ専門人材が不足している」割合が比較的低い。 
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３年前と比較したＩＴ投資額の変化でみると、「経営トップによる意思決定や戦略立案が

できない」とする企業において、ＩＴ投資が減少している割合が高い。 

    

また、ＩＴ活用上の目下の課題として回答のあった項目について、ＣＩＯを設置していな

い割合の高い順にみると、「課題は特にない」「経営トップが意思決定できない」「社内での

協力が得られない」が上位となった。ＣＩＯの設置がない場合、課題の把握や共有・意思決

定が難しいことがうかがわれる。 
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 さらに、ＩＴ活用上の目下の課題としてあげた項目数を「課題スコア」として、ＣＩＯ設

置の有無でみたところ、課題スコア２以上において若干ではあるがＣＩＯ設置企業の割合が

高く、ＣＩＯを設置している場合、より多くの課題の把握をしていることが示唆される。 

 

    

 なお、回答者全員をＣＩＯ設置の有無別に分け、それぞれのグループのなかでＩＴ利用上

の目下の課題としてあげた割合を項目別に見たところ、ＣＩＯ設置企業の回答割合が上回る

項目数が多かった（９項目中６項目）。ＣＩＯを設置している場合、より多くの課題を把握

しているという上図の分析に符合する。 
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（（（（4444））））ＩＴ投資の傾向：積極的企業でＣＩＯ設置、自社を超えたネットワーク化ＩＴ投資の傾向：積極的企業でＣＩＯ設置、自社を超えたネットワーク化ＩＴ投資の傾向：積極的企業でＣＩＯ設置、自社を超えたネットワーク化ＩＴ投資の傾向：積極的企業でＣＩＯ設置、自社を超えたネットワーク化を推進を推進を推進を推進    

各企業におけるＩＴ投資額をたずねたところ、「取引先・顧客等を含め自社を超えたネッ

トワーク化をしている」、「ＣＩＯを設置している」企業において比較的高い。これらの企業

においてＩＴ投資が積極的に行われていることがうかがわれる。 

また、「ＩＴ専門人材」「ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材」の不足感がある企業

でも、ＩＴ投資額は大きい傾向が見られる。ＩＴ投資に積極的な企業ほどＩＴに関する人材

不足感が高いことがうかがわれる。 
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（（（（5555））））ＣＩＯの設置ＣＩＯの設置ＣＩＯの設置ＣＩＯの設置    

従業員規模 1000 人超、売上高 500 億円超の企業で、ＣＩＯ設置企業が過半数を占める。 

 

 

業種別に見ると「食品」、「金融・保険業」、「建設」でＣＩＯの設置割合が高い。 
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（（（（6666））））ＩＴ導入状況：ＩＴ導入状況：ＩＴ導入状況：ＩＴ導入状況：戦略戦略戦略戦略対応対応対応対応への活用への活用への活用への活用が後手が後手が後手が後手にににに。。。。ＣＩＯＣＩＯＣＩＯＣＩＯ設置企業で設置企業で設置企業で設置企業ではははは幅広く対応幅広く対応幅広く対応幅広く対応    

業務のＩＴ対応の状況をたずねたところ、「経理・会計処理」「人事・給与管理」「社内情

報管理・文書管理」等、社内の管理業務が上位となっている。一方、「経営戦略サポート」

「市場分析・顧客開発」「商品・サービスの企画・開発支援」などは下位となり、「攻めのＩ

Ｔ投資」といわれる戦略的対応が、各社において後手になっていることがうかがわれる。 

 

なお、各社が「ＩＴ対応をしている」項目数を「ＩＴ対応スコア」とし、ＣＩＯの設置の

有無による分布を見たところ、ＣＩＯ設置企業で「スコア 10」、ＣＩＯを設置していない企

業で「スコア６」が最多となった。ＣＩＯ設置企業において、幅広くＩＴ対応を行っている。 
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業務のＩＴ対応を「全社的に統括して実施」しているとの回答について、ＣＩＯ設置割合

の高い順にみたところ、ＣＩＯを設置している場合、全社的に統括した取組みがされやすい

ことがうかがわれる。なお、「経営戦略サポート」「商品・サービス企画・開発支援」など、

「攻めのＩＴ投資」とされる項目が上位となっている。 

 

 なお、業務のＩＴ対応を「事業部門主導で実施」しているとの回答については、上位は「市

場分析・顧客開発」「商品サービスの企画・開発支援」などとなる。事業部門主導の取組み

としては、ＣＩＯ設置により、事業部門主導での市場分析・顧客開発や、企画・開発支援が

より積極的に取り組まれていることが垣間見られる。 
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さらに、回答者全員をＣＩＯ設置の有無別に分け、それぞれのグループのなかで業務の 

ＩＴ対応を行っているとする割合を項目別に見た。「全社的に統括して実施」している項目

については、前頁（上図）と符合して、全てでＣＩＯ設置企業の回答割合が上回った。特に

「経営戦略サポート」はＣＩＯ設置のない企業群との差が大きい（差異 18.7 ポイント）。 

 

 

次に、「事業部門主導で実施」している項目については、全体的な結果とかなり異なる傾

向が見られた。ＣＩＯ設置の有無に関わらず、事業部門主導では「技術情報管理・設計支援」

「顧客情報管理・営業支援」への取組み割合が高い。特に、「市場分析・顧客開発」「商品・

サービスの企画・開発支援」はＣＩＯ設置のない企業群との差が大きい（それぞれ差異 12.1

ポイント、10.2 ポイント）。なお、ＣＩＯ設置企業では、人事・経理などの管理業務を事業

部門主導で実施しているという割合は必然的に低くなる。 
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（（（（7777）社外向けのＩＴシステム対応）社外向けのＩＴシステム対応）社外向けのＩＴシステム対応）社外向けのＩＴシステム対応    

業務のＩＴ対応について、社外向けのＩＴシステム対応をしている業務は「経理・会計処

理」「人事・給与管理」等管理的業務が上位。 

但し、ＣＩＯ設置割合の高い順にみると、「顧客情報管理・営業支援」が上位となり、上

図で上位であった「経理・会計処理」は最下位となる。一部ではあるが、「攻めのＩＴ投資」

実現には、ＣＩＯの設置が有効であることが示唆される。 

 

 

さらに、回答者全員をＣＩＯ設置の有無別に分け、それぞれのグループのなかで業務の 

ＩＴ対応について、社外向けのＩＴシステム対応をしているとする割合を項目別に見た。項

目によってばらつきがあるが、特に「顧客情報管理・営業支援」ではＣＩＯ設置の有無によ

る差が大きく（差異 14.4 ポイント）、社外向けＩＴ対応がＣＩＯによって推進されているこ

とがうかがわれる。 

 

    

    



20 

（（（（8888））））取引先・顧客等を含め自社を超えたネットワーク化取引先・顧客等を含め自社を超えたネットワーク化取引先・顧客等を含め自社を超えたネットワーク化取引先・顧客等を含め自社を超えたネットワーク化    

取引先・顧客等を含め自社を超えたネットワーク化を実施しているかについて尋ねたとこ

ろ、「実施していない」がやや上回った。    

 

なお、生産性（一人あたり売上高）とのクロスでみたところ、「2 億円以上」で 57.8%に上

る。生産性の高い企業ほど、自社を超えたネットワーク化を実施していることがうかがわれ

る。 
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２．２．２．２．ＩＴ活用の目的と効果ＩＴ活用の目的と効果ＩＴ活用の目的と効果ＩＴ活用の目的と効果    

（（（（1111）ＩＴ活用の達成度とスコア分析）ＩＴ活用の達成度とスコア分析）ＩＴ活用の達成度とスコア分析）ＩＴ活用の達成度とスコア分析    

ＩＴ活用の目的は何か、そしてＩＴ活用によりどのような効果があったかについてたずね

たところ、目的・効果ともに「業務プロセスや作業効率の改善」が上位となった（下図・左）。 

さらに、カテゴリー別1にみたところ（下図・右）、「業務面（コスト削減）」及び「職場面」

が目的・効果とも高い。なお、「経営面」以下のカテゴリーでは、効果があった割合が上位

２つに比べ大きく低下し、目的と結果の大きな開きがでている。これらのカテゴリーについ

ては、効果があったという実感が得られていないことがうかがわれる。 

 

                                                   
1 Q15（ＩＴ活用の目的）および Q16（ＩＴ活用による効果）のカテゴリー別分析における選択肢項目（共通）の分類は以下の通り。 

 

 
 

カテゴリー 項目

経営面

経営トップの意思決定の正確性や迅速性の向上

組織構造の改善または改革
経営計画の立案と実行能力の向上

海外展開
海外企業との関係の強化
海外子会社・現地法人・海外支店の開設

海外市場に適した製品投入の迅速化

収益面

新市場の売り上げの向上

既存市場の売り上げの向上

投資収益率（ROI）の向上

顧客面
新規顧客の開拓
既存の顧客の満足度の向上

顧客の意見を吸い上げ、新しいビジネスを創り出す能力の向上

業務面（コスト削減）
在庫の圧縮

人員の削減
業務プロセスや作業効率の改善

業務面（付加価値）

商品企画力や顧客への提案力の向上

他社との協働・連携の促進
異業種間の交流の活発化

職場面
一人あたりの作業能率の向上
従業員の意欲や満足度の向上

社内の情報活用や情報交流の活発化
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そこで、ＩＴ活用の効果があったとする項目に対し、ＩＴ活用の目的とした割合（達成度）

を算出した（下図・左）。「業務プロセスや作業効率の改善」や「一人あたりの作業効率の向

上」が上位だが、「顧客の意見を吸い上げ、新しいビジネスを作り出す能力の向上」「投資収

益率（ＲＯＩ）の向上」「新市場の売り上げの向上」「新規顧客の開拓」が下位となり、攻め

の手段となる項目について特に達成度が低い。 

カテゴリー別に見ても（下図・右）、ＩＴ活用の目的としての割合順（前頁・右図）では

中盤であった「収益面」「顧客面」が、最下位となった。収益・顧客開拓への結果に直結し

ていないＩＴ活用の課題が浮き彫りとなった。 
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ＩＴ活用の目的として回答した項目の数を「目的スコア」、ＩＴ活用の効果として回答し

た項目の数を「効果スコア」として分布をみた。 

ＩＴ活用の目的の上位となっている「業務面」「職場面」の項目がスコア１～４に含まれ

ると仮定すると、スコア５以上では「経営面」「顧客面」「収益面」の項目が含まれると推測

される。しかしスコア５以上では軒並み、目的スコアが効果スコアを上回っており、多くは

ＩＴ活用の目的として想定したような効果が得られていないことがうかがわれる。 

  

さらに、目的スコアおよび効果スコアについて、３年前と比較したＩＴ投資額の変化別に

分布を見た。ＩＴ投資額を「増加した」企業に比べ、「減少した」企業の目的スコアは比較

的高いところに分布している一方（下図・左）、効果スコアは「増加した」企業を若干下回

って分布している傾向がみられた（下図・右）。「減少した」企業の目的スコアは比較的高い

ものの、効果スコアが比較的低いことがＩＴ投資の減少に影響していることがうかがわれ、

前述（上図）と符合するように、攻めのＩＴ投資がままならない企業において、ＩＴ投資に

消極的になっていることが考えられる。 
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（（（（2222））））ＩＴ活用の効果：ＩＴ活用の効果：ＩＴ活用の効果：ＩＴ活用の効果：ＩＴの戦略的投資の実現には、ＣＩＯの設置が鍵ＩＴの戦略的投資の実現には、ＣＩＯの設置が鍵ＩＴの戦略的投資の実現には、ＣＩＯの設置が鍵ＩＴの戦略的投資の実現には、ＣＩＯの設置が鍵    

さらに、ＩＴ活用の目的とした項目について、３年前と比較したＩＴ投資額が「増加した」

割合の高い順でみると、「新規顧客の開拓」「海外企業との関係強化」が上位となった。すな

わち、全体では、業務プロセス改善などがＩＴ活用における最大の目的であったが、新規顧

客や海外企業との関係強化を目的とする企業では、ＩＴ投資により積極的な傾向がみられた。 

 
また、ＩＴ活用の効果があったとする項目について、同様にＩＴ投資額が「増加した」割

合の高い順でみると、「投資収益率（ＲＯＩ）の向上」、「新規顧客の開拓」が上位となった。

すなわち、ＩＴ活用の目的と同様に、全体では、業務プロセス改善などでＩＴ活用で得られ

た効果が最大となっているが、投資収益率（ＲＯＩ）や新規顧客といった効果が得られてい

る企業では、ＩＴ投資額を増加している割合が高い。 

 



25 

ＩＴ活用の目的とした項目について、ＣＩＯ設置の割合の高い順にみたところ、「投資収

益率（ＲＯＩ）の向上」「海外企業との関係の強化」「新しいビジネスを作り出す能力の向上」

などが上位となった。全体では、業務プロセス改善などがＩＴ活用における最大の目的とな

っているが、投資収益率の向上や海外との関係強化を目的とする企業では、ＣＩＯを設置し

ている割合が高い傾向がみられた。 

なお、「人員の削減」を目的とする企業では、ＣＩＯ設置割合が最低となった。 

    

ＩＴ活用により効果が得られたとする項目について、ＣＩＯ設置割合が高い順にみたとこ

ろ、「投資収益率(ＲＯＩ)の向上」、「海外子会社・現地法人・海外支店の開設」「新しいビジ

ネスを創り出す能力の向上」「商品企画力や顧客への提案力の向上」が上位となった。一部

ではあるが、ＩＴが新たな付加価値創造に結びついているという企業では、ＣＩＯ設置率が

高い。ＩＴの戦略的投資を実現するためには、ＣＩＯの設置が有効であることが示唆される。 

また、「人員の削減」に効果があったとする企業では、ＣＩＯ設置割合が最低となった。 
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そこで、目的スコアおよび効果スコアについて、ＣＩＯの設置の有無別に分布をみたとこ

ろ、ＣＩＯ設置企業では、目的・効果ともにより高スコアに分布しており、特に効果スコア

においてはスコア７～８において、多く分布している。すなわち、スコア５以上で「経営面」

「顧客面」「収益面」の項目が含まれるという仮定（p.23 参照）に基づくと、ＣＩＯ設置に

より、攻めのＩＴ活用における効果が得られていることが推測される。 

 

さらに、回答者全員をＣＩＯの設置の有無別に分け、それぞれのグループのなかでＩＴ活

用の効果があったとする割合を項目別に見たところ、ほぼ全てでＣＩＯ設置企業の回答割合

が上回った（21 項目中 18 項目）。ＣＩＯ設置企業では、ＩＴ活用の効果をより強く認識し

ていることがうかがわれる。なお、特に「経営トップの意思決定の正確性や迅速性の向上」

「既存顧客の満足度向上」はＣＩＯ設置のない企業群との差が大きい（各々差異 10.8 ポイ

ント、9.7 ポイント）。その一方で、例外的にＣＩＯを設置のない企業群の方の割合が高い

のは、「人員の削減」や「一人当たりの作業効率の向上」など守りのＩＴ施策となっている。 
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次に、ＩＴ活用の効果があったとする項目について、ＩＴ専門人材の不足感が高い順でみ

たところ、「新しいビジネスを創り出す能力の向上」「他社との協働・連携の促進」「商品企

画力や顧客への提案力の向上」が上位。付加価値向上や外部連携に努める企業において、攻

めの手段として必須となるＩＴ専門性をもった人材のニーズが高いことがうかがわれる。 

 

ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材の不足感の高い順では「海外企業との関係の強

化」「海外子会社・現地法人・海外支店の開設」「他社との協働・連携の促進」が上位。ＩＴ

化により自社組織内外の連携強化に努める企業において、ＩＴ知識を持ち、部門間でコミュ

ニケーションができる人材のニーズが高く認識されていることが読み取れる。    
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 同様に、ＩＴ人材の不足感の有無別に効果スコアの分布を見た。ＩＴ専門人材やＩＴ部門

とコミュニケーションできる人材に不足感がある企業は、より高いスコアに分布し、ＩＴ活

用の効果をより強く認識している。そのためＩＴ人材ニーズも高いことがうかがわれる。 

    

さらに、回答者全員をＩＴ人材の不足感の有無別に分け、それぞれのグループのなかでＩＴ

活用の効果があったとする項目別に見た。ほぼ全ての項目で人材不足感のある企業の割合が上

回っており、ＩＴ専門人材やＩＴ部門とコミュニケーションできる人材に不足感のある企業は、

ＩＴ活用の効果をより強く認識しているという上図（右・左）の分析に符合する。 

特にＩＴ人材ニーズの有無により差異があったのは、ＩＴ部門とコミュニケーションできる

人材に不足感のある企業において、「業務プロセスや作業効率の改善」（差異 11.6 ポイント）

であった。ＩＴ活用による業務改善に、ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材のニーズが

大きく関連することがうかがわれる。 
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３．３．３．３．ＩＴ活用に伴う取組みＩＴ活用に伴う取組みＩＴ活用に伴う取組みＩＴ活用に伴う取組み及び人材投資及び人材投資及び人材投資及び人材投資    

（（（（1111）ＩＴ活用に伴う取組）ＩＴ活用に伴う取組）ＩＴ活用に伴う取組）ＩＴ活用に伴う取組みみみみ    

ＩＴ活用に伴って、どのような取組みを実施したか尋ねたところ、「全社員への情報発信・

周知徹底」「事業部門（現場）への訪問・情報収集」が上位となった。    
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ＩＴ活用に伴う取組みについて、過去３年間のＩＴ投資額の変化の「増加した」割合が高

い順にみると、「経営トップとの会話」「社内ＩＴ戦略の明確化」が上位。すなわち、全体で

は、情報発信・周知徹底や事業部門（現場）での情報収集が上位だが、経営トップや戦略策

定・体制整備を実施している企業では、ＩＴ投資により積極的な傾向がみられた。    

 

ＩＴ活用に伴う取組みについて、ＣＩＯ設置割合の高い順では、「ポータルサイトの設置」

「アウトソーシング」「導入評価」「既存の取引関係の見直し」などが上位となっている。全

体では、情報発信・周知徹底や事業部門（現場）での情報収集が主な取組みの上位だが、ポ

ータルサイトによる効果的な情報共有やアウトソーシングや導入評価、既存の取引関係の見

直しに取組む企業では、ＣＩＯが設置されている割合が高い。 
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そこで、ＩＴ活用に伴う取組み数を「取組スコア」とし、ＩＴ投資額の変化別に分布を見

たところ（下図・左）、ＩＴ投資額が「増加した」企業の分布に対し、「減少した」企業の分

布にはばらつきがみられる。 

ＣＩＯの設置の有無で見ると、ＣＩＯ設置企業はスコア４以上で設置していない企業を上

回った分布となっており、比較的多くの取組みを実施している（下図・右）。 

 

さらに、回答者全員をＣＩＯ設置の有無別に分け、それぞれのグループのなかでＩＴ活用

に伴う取組みを実施したとする項目別に見た。ここでも、ほぼ全ての項目でＣＩＯ設置企業

の割合が上回っている。特に「ＩＴ担当者の定期ミーティングの開催」「経営トップとの対

話」においてＣＩＯ設置の有無による差が大きく（各々差異18.5ポイント、16.0ポイント）、

これらの社内コミュニケーションがＣＩＯによって推進されていることがうかがわれる。 
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ＩＴ活用に伴う取組みについて、ＩＴ専門人材の不足感が高い順でみたところ、「意思決

定権限の分散」「既存の取引関係の見直し」等が上位。ＩＴ活用に伴い、自社組織内の現状

をいかに改善し、活用していくかについて、取組みを行っている企業において、ＩＴ専門性

をもった人材のニーズが高いことがうかがわれる。 

 

 ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材の不足感の高い順では、「効果測定・導入後の

評価を社内で実施」「業務の国内でのアウトソーシング」等が上位となった。ＩＴ専門人材

のニーズの有無による分析と比べ、より部門間ないし組織内コミュニケーションへの取組み

に重きが置かれており、そのことがＩＴ部門とコミュニケーションできる人材のニーズの高

さに繋がっていることがうかがわれる。 
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次に、取組スコアについて、ＩＴ人材の不足感による分布を見たところ、ＩＴ専門人材や

ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材に不足感がある企業は、ＩＴ活用の効果（p.28

上図）と同様、より高いスコアに分布し、ＩＴ活用に伴う取組みをより多く実施している。

ＩＴ活用に伴う取組みの試行錯誤により、ＩＴ人材のニーズが生じるものと考えられる。                                                              

 

さらに、回答者全員をＩＴ人材の不足感の有無別に分け、それぞれのグループのなかで 

ＩＴ活用に伴う取組み項目別に見た。ほぼ全ての項目で人材不足感のある企業の割合が上回

っており、ＩＴ専門人材やＩＴ部門とコミュニケーションできる人材に不足感のある企業は、

ＩＴ活用に伴う取組みをより多く実施しているという上図（右・左）の分析に符合する。 

ＩＴ専門人材の不足感のある企業では、「全社員への情報発信・周知徹底」（差異 12.6 ポイ

ント）、ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材の不足感のある企業では、「事業部門（現

場）への訪問・情報収集」（差異 15.6 ポイント）であった。 
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（（（（2222））））人材投資の取組み人材投資の取組み人材投資の取組み人材投資の取組み①：ＩＴ投資の変化とＩＴ人材ニーズによる分析①：ＩＴ投資の変化とＩＴ人材ニーズによる分析①：ＩＴ投資の変化とＩＴ人材ニーズによる分析①：ＩＴ投資の変化とＩＴ人材ニーズによる分析    

ＩＴ活用に伴い、どのような人材投資の取組みを実施したかたずねたところ、「従業員の

社内研修の充実」「ＩＴ専門人材の中途採用」が上位となった。なお、無回答（取組みなし）

は２割弱にのぼる。 

 

人材投資の取組みについて、３年前と比較したＩＴ投資額が「増加した」割合が高い順で

みると、「ＩＴ専門人材」の派遣・要件定義・中途採用・人事評価などが上位となっている。

全体では、「従業員の社内研修の充実」への取組みが最多だが、ＩＴ専門人材の社外からの

獲得に取り組んでいる企業では、ＩＴ投資に積極的な割合が高い。 

なお、ＩＴ投資額が「減少した」企業の割合が高い順では「雇用者の社内における流動性

の促進」が最多で「ＩＴ専門人材の人材会社からの派遣」が続いている。一部の企業では、

ＩＴ人材の外部化を進めており、ＩＴ専門人材のポートフォリオのあり方が課題となってい

ることが考えられる。 
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人材投資の取組みについて、ＩＴ専門人材の不足感が高い順でみたところ、「ＩＴ専門の

人材派遣会社からの派遣」「ＩＴ専門の人材を新卒採用」等が上位となった。全体で最多の

「従業員の社内研修の充実」は下位となった。ＩＴ専門人材の不足感が高い企業では、派遣・

新規採用などで対応していることがうかがわれる。 

    

ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材の不足感の高い順では「人事評価項目へのＩＴ

関連能力等の組み込み」「ＩＴ専門人材の行動特性・能力要件の定義」等が上位となり、 

ＩＴ人材に係る社内関連制度の整備に取り組んでいる企業において、ＩＴ部門とコミュニケ

ーションできる人材のニーズが高いことがうかがわれる。    
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そこで、ＩＴ活用に伴う人材投資の取組み数を「取組スコア」とし、ＩＴ人材の不足感に

よる分布を見たところ、ＩＴ専門人材やＩＴ部門とコミュニケーションできる人材に不足感

がある企業は、効果スコア（p.28 上図）や取組スコア（p.33 上図）と同様、より高いスコ

アに分布し、ＩＴ活用に伴う人材投資の取組みをより多く実施している。ＩＴ活用に伴う人

材投資の取組みの試行錯誤により、ＩＴ人材のニーズが生じるものと考えられる。  

 

さらに、回答者全員をＩＴ専門人材の不足感の有無別に分け、それぞれのグループのなか

でＩＴ活用に伴い実施した人材投資の取組みの割合を項目別に見たところ、「従業員の社内

研修の充実」「在宅勤務等柔軟な就業規則・勤務形態の導入」といった社内関連制度の取組

み以外の全てで、ＩＴ専門人材が不足している企業の回答割合が上回った。 

また、特に差異が大きく、ＩＴ専門人材が不足している企業で多く取り組まれていたのは、

ＩＴ専門の人材派遣・中途採用・新規採用であった（それぞれ差異 8.7 ポイント、7.8 ポイ

ント、5.2 ポイント）。 
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同様に、回答者全員をＩＴ部門とコミュニケーションできる人材の不足感の有無別に分け、

それぞれのグループのなかでＩＴ活用に伴い実施した人材投資の取組みの割合を項目別に

見たところ、「ＩＴ人材育成を目的とした社内補助制度の導入」以外の全てで、ＩＴ部門と

コミュニケーションできる人材が不足している企業の回答割合が上回った。 

また、ＩＴ部門とコミュニケーションできる人材が不足している企業で多く取り組まれ、

不足していない企業との差異が大きい項目は、従業員の社内研修の充実であり（差異 7.6

ポイント）、ＩＴ専門人材が不足している企業の傾向と比べ、社内体制の充実への関心の高

さがうかがわれる。 
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（（（（3333））））人材投資の取組み人材投資の取組み人材投資の取組み人材投資の取組み②：従業員の社内研修、ＩＴ人材の社外の教育機会活用②：従業員の社内研修、ＩＴ人材の社外の教育機会活用②：従業員の社内研修、ＩＴ人材の社外の教育機会活用②：従業員の社内研修、ＩＴ人材の社外の教育機会活用にＣＩＯが貢献にＣＩＯが貢献にＣＩＯが貢献にＣＩＯが貢献    

ＩＴ投資に伴い実施した人材投資について、ＣＩＯ設置割合の高い順にみると、社内補助

制度の導入、柔軟な勤務形態の導入、ＩＴ専門人材の能力要件や職種の定義などが上位とな

った。社外の教育機会の活用やキャリアパスの明確化に、ＣＩＯ設置が有効とうかがわれる。 

    

 

人材投資スコアをＣＩＯの設置の有無別に見たところ、ＣＩＯ設置企業ではより高スコア

に分布しており、より多くの取組みをしている。 
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さらに、回答者全員をＣＩＯの設置の有無別に分け、それぞれのグループのなかでＩＴ活

用に伴い実施したとする人材投資の取組みの項目別に見た。ここでもほぼ全ての項目でＣＩ

Ｏ設置企業の割合が上回っている。ＣＩＯ設置企業は、より多くの取組みをしているという

前頁の分析と符合する。特に差異が大きく、ＣＩＯ設置企業で取り組まれていたのは「従業

員の社内研修の充実」（差異 8.9 ポイント）、「ＩＴ人材育成を目的とした社内補助制度の導

入」（差異 5.2 ポイント）であった。人材の外部調達に限らず、育成や人事制度整備に注力

していることがうかがわれる。 

    

    

    人材投資スコア別ＩＴ投資額でも、取組み数が多いところでＩＴ投資額も高い。「人材

投資スコア４以上」の企業で「ＣＩＯを設置している」企業の割合が最多。 
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（（（（4444））））効果スコア：人材投資や取引先・顧客を超えたネットワーク化により効果上昇効果スコア：人材投資や取引先・顧客を超えたネットワーク化により効果上昇効果スコア：人材投資や取引先・顧客を超えたネットワーク化により効果上昇効果スコア：人材投資や取引先・顧客を超えたネットワーク化により効果上昇    

社内での情報共有・事業部門での情報収集など、ＩＴ活用に伴う取組みの数により２グル

ープに分け（取組スコア（高・低））、効果があったとする項目数を効果スコア（10 点満点

換算）として算出したところ、人材育成や採用などの人材投資、および取引先・顧客を超え

たネットワーク化の取組みが積極的な場合、効果スコアの上昇がみられた。人材投資やネッ

トワーク化を積極的に並行することで、ＩＴ活用のより高い効果が得られることが分かった。 

 

 

同様に、一人あたり投資額（高・低）により２グループに分け、効果スコアを見たところ、

業務のＩＴ対応を「全社的に統括して実施した」とする項目が多い場合（全社統括スコア

（高））、効果スコアの上昇が見られた。全社的に統括した進め方を採用することで、ＩＴ活

用のより高い効果が得られるものと考えられる。 
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 また、ＣＩＯの設置の有無により２グループに分け、効果スコアを見たところ、人材投資が

積極的な場合、効果スコアの上昇がみられた。人材投資を積極的に並行することで、ＩＴ活用

のより高い効果が得られることが分かった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.113 効果スコア集計表参照 




