
 DX花盛りである。各省庁、産業界、学術機関、その他団体も、「○○
DX」などと、新たな取り組みをDXで飾る。本誌のテーマで⾔えば、「ま
ちづくりDX」「インフラDX」「建設DX」などであろうか。
 デジタル転換を意味するDX（デジタルトランスフォーメーション）
は、デジタル化を通じて新たな展開が⽣まれる期待を⼈々に抱かせる。
だからこそ、これだけ多くのDXの取り組みが⾏われる。⼀⽅で、何が
どのように転換するのか、その意味するところが曖昧で、空虚な感すら
ある。新しい展開が何⼀つないのに、イニシアティブに「DX」とだけ
付けて、それで済ませる⾵潮もある。
 国家の推進するSociety 5.0につながる取り組みとして、省庁横断的に
これだけ多くのDXのイニシアティブが推進される中、それらが漠然と
なされ、クリアな⽬標の達成に繋がらなかったとしたら、とても残念な
話である。
 ここでは、DX実現の⽬安を新たに定義し、インフラ分野のDXに実際
に当てはめてみることを通じて、DXの実質的な推進に少しでも寄与を
したい。
 なお、本⼩論は拙著ブログ 海外⼤学事情「mihoチャネル」に先に紹
介している。そちらは、⾼等教育セクターにおける適⽤を検討している
ため、関⼼ある⽅は合わせて参考にされたい［ 1 ］。

■DXの定義（通説）
●元祖DXに関わる言説は正しい?!

 DXは2004年、スウェーデンのウメオ⼤学教授のエリック・ストル
ターマンが以下のように提唱したとされる。ウィキペディアにこう紹介
されているためか、この説が⼀般に流通している。
【エリック・ストルターマンのとされるDXの定義】

ITの浸透が、⼈々の⽣活をあらゆる⾯でより良い⽅向に変化させ
る。

（出典）ウィキペディア「デジタルトランスフォーメーション」
（Last accessed 2022. 7. 25）

 ⼀⽅、同教授がこの概念を提唱したとされる原著論⽂に当たると、⾊々
な齟齬が⾒られる。まず、この論⽂は、インターネットが普及しだした
時代において、「情報システム研究（IS research）」を推進することの重
要性やその⽅法論を論じたものであり、DXの概念を提唱することを⽬的
としたものではない。DXは、「情報システム研究」を推進する根拠とし
て、論⽂のある段落の中にさらっと⾔及されている程度である。さらに、
原著論⽂においては、「デジタル技術が、⼈々の⽣活をあらゆる⾯で影響
を与える」とは⾔っているものの、それが「良い影響」であるとは⾔って
いない。同論⽂のタイトルは「情報技術と良い⽣活」というものであり、
情報技術を通じて良い⽣活が⽣み出されることへの期待はあるものの、

DXの定義に「良い」というニュアンスは含まれていないのである［ 2 ］。
 このように、元祖DXの通説には混乱が⾒られるが、何はともあれ、
この2004年段階のDXの定義はフワっとしていすぎて、ある取り組みを
通じてDXが実現したかの評価に使うのに難しいことは、ご理解いただ
けるかと思う。
●評価が難しい経済産業省のDX

 経済産業省が「DX推進指標（サマリー）」に⽰した、以下のDXの定
義も⽇本ではよく紹介されている［ 3 ］。
【経済産業省のDXの定義】

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。

（出典）経済産業省「DX推進指標（サマリー）」［ 3 ］

 しかし、このDXの定義は、まず、企業による取り組みを前提として
おり、その他のセクターには使いづらい。また、仮にその前提に⽴った
場合でも、この定義ではDXが実現した⽬安が「競争上の優位性を確⽴
すること」となるため、DXの⽬標が競争相⼿に依存して流動的で、DX
が捉えどころのないことに変わりはない。

■評価可能な「DX」を定義する
●デジタル化とDXの違い

 既存のDXの定義では、DXが実現できたかの評価が難しいため、DXの
定義を改めて考えてみたい。DXは「デジタル」という⾔葉を内包する
ため、評価可能な「DX」を検討するに当たり、まず、デジタル化とDX
の違いを検討してみる。
 DXは、「デジタルトランスフォーメーション」であるから、デジタル
技術を⽤いて何らかの転換や変⾰を⽣み出す。とすれば、デジタル技術
を⽤いて物理世界の情報をデジタル情報に移⾏する「デジタル化」は、
DXのはじめの⼀歩と考えられる。
 狭義の意味での「デジタル化」は、アナログ情報をデジタル情報に移
⾏することであるが、もう少し広く、「物理世界のワークフロー（⼿続
き）を、オンラインに移⾏すること」と捉えることもでき、このような
捉え⽅のほうが現在ではむしろ⼀般的である。
 この意味でのデジタル化は、⾊々なところで⾏われている。例えば、
企業のホームページやオンライン商店は、物理世界の「会社概要」パン
フレットや実店舗をデジタルに模したものである。近年、各種の⾏政⼿
続きがオンラインで可能となっているが、これらも、紙で⾏なっていた
申請や審査・承認⼿続きをそのまま、オンラインに移⾏したものである。
 こうした、物理世界の⼿続きをそのままオンラインに移⾏するだけの
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「デジタル化」だけでも、物理世界の空間的・時間的制約から解き放た
れ、利便性が⾶躍的に⾼くなることは確かである。また、⼿続きが部分
的にでも⾃動化されるために、省⼒化につながるということは、素晴ら
しい進展である。しかし、これらが何らかの「転換」につながっている
と捉える⼈は少ないであろう。
 これに対して「DX」は、⼈間世界に何らかの転換が⽣まれることを
求める。筆者は、この転換を、「物理世界に存在しないサービスやワー
クフローが、オンラインで実現すること」に求めると良いのではないか
と考える。
 例えば、先の「会社概要」パンフレットと、これに対応するホーム
ページは、いずれも企業の情報を⼀⽅的に発信しているだけであるが、
近年、ボットが対応し、閲覧者の質問に合わせて、必要な情報を提⽰す
る機能を有するホームページが⽣まれている。これは、「会社概要」パ
ンフレットにない双⽅向性や、閲覧者のニーズに合わせた情報提⽰を
可能としている。オンライン商店においても、過去の購買者の購買記録
から、オンライン商店の訪問者に対して商品を⾃動提案するようになっ
ており、このようなレコメンデーション機能も、実店舗では実現できな
い、デジタル技術の賜物の機能である。
 このように、物理世界では実現し得ないサービスやワークフローが実
現した時に、「DXが実現」した、とするとよいのではないだろうか？
【デジタル化とDXの違い】

ICT

●DXの 3段階

 前節ではDXを、「ICT（情報通信技術）やデジタル特性を活かし、物
理世界に存在しないサービスやワークフローがオンラインで実現」と定
義した。これをもう少し詳細に吟味すると、DXは 3 段階で実現すると
捉えることができる。
 DXの第 1 段階（＝DX①）は、前節にも紹介した「デジタル化」であ
る。物理世界のワークフローをそのままオンラインに移⾏するだけのデ
ジタル化には「転換」の要素がないため、これは「DX」ではないとも
いえる。しかし、「DX」が実現するための前提条件、すなわち、情報や
⼿続きがデジタルかつオンラインで実現するというDXの基礎が形成さ
れるため、これをDXの第 1 段階とする。

 DXの第 2 段階（＝DX②）は、「DX①に、デジタルの特性ではじめて
可能となる新たな機能が付加」した段階と定義する。つまり、前節で説
明した、ホームページへのボットによる対応機能や、オンライン商店に
おける商品のレコメンデーション機能の付加は、DX②である。物理世
界の「会社概要」パンフレットや実店舗をデジタルに移⾏しただけの
ホームページやオンライン商店（DX①）に、デジタル技術を⽤いては
じめて可能となる機能が付加されている。
 これに対してDXの第 3 段階（＝DX③）は、DX①やDX②などの物理
世界のサービスやワークフローの延⻑線上にあるのではなく、「物理世
界には存在しないサービスやワークフロー」がオンライン上に新たに実
現する。例えば、「会社概要」パンフレットやホームページは、会社や
企業体に関わる固定化された情報が⼀般に提⽰されるが、ブログサイト
はその時々の新しい情報が随時発信される。さらに、ブログサイト運営
者からの情報だけでなく、サイト閲覧者からもコメントや「いいね！」の
発信をすることができ、双⽅向のコミュニケーションが実現する。紙の
パンフレットやチラシでは、このような随時の情報発信や顧客との緩や
かな関係構築はできないため、ブログサイトはDX③であると考えられる。
 実店舗とオンライン商店（DX①）の例では、同オンライン商店上で
ユーザの嗜好に合わせて商品を提⽰するレコメンデーション機能がDX②
だとした。この場合、例えば、そのオンライン商店から離れて、特定の
商品をGoogleで検索した場合に表⽰される、複数のオンライン店舗にお
ける同⼀商品の価格表⽰と購買可能性は、DX③と捉えることができる。
 そのほかにも、「⼿紙」をデジタル化した「電⼦メール」がDX①、電
⼦メールに備わる「メール転送機能」や「Cc, Bcc機能」がDX②だと
したら、同様に⼈々の間のコミュニケーションをとりもつ「Facebook, 
Twitter, LINE」などのサービスは、物理世界に対応するサービスがない
ため、DX③と捉えることができる。Facebookでは、友達候補がレコメ
ンドされ、オンライン上で「友達」と結ばれたり、繋がった友達にのみ
にメッセージが表⽰されたりするが、このようなサービスは物理世界に
は存在しない。
【DXの 3段階】

DX

1
DX

2
DX

3
DX
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● DXを如何に生み出すか？

 社会には現在、DXを⽣み出さなくてはいけないという圧⼒が強く存
在する。⼀⽅、DXという⾔葉の下に想像される、何かスゴイ社会変⾰
を⽣まなくてはいけないと思うと、頭が真っ⽩になり、思考が停⽌す
る。しかし、どんなに⼩さくても良いから、デジタル技術を⽤いて物理
世界に存在しないサービスやワークフローが実現できれば良いと考える
と、⽐較的容易にDXに取り組むことができる。また、その際に無理に
デジタル技術を当てはめるのではなく、解決したい課題やニーズから着
想すると良いように思う。
【DXの生み出し方】

DX

 物理世界のサービスやワークフローをそのままオンラインに移⾏す
るデジタル化（DX①）は、誰でも簡単に思いつく。気張るのではなく、
まずはここから始めるとよい。DX①のシステムを運⽤しているうちに、

「もう少し、○○ができるとよいのに」と必ず欲が出てくる。そうした
ら、そのようなニーズを解決できるデジタル技術を探せばよい。オンラ
イン商店のレコメンデーション機能や、双⽅向のコミュニケーションを
可能とするSNSサービスはそのようにしてできてきた。
 物理世界に存在しない機能を実現するデジタル技術としては、以下に
挙げるようなものがある。このようなデジタル技術は、技術の発展とと
もに拡⼤していくため、これらに限定すべきではないが、とりあえず、
ニーズを満たすことのできるデジタル技術をこの中で当たってみるのも
よいと思われる。
【デジタル技術により実現する機能（例）】

・双⽅向コミュニケーション     ・情報共有、共同編集
・パターン認識、機械学習      ・レコメンデーション
・解析・推論・シミュレーション   ・三次元マッピング
・即時処理、同報          ・システム連携  等

■「インフラDX」の評価
 さて、DXを「ICT（情報通信技術）やデジタル特性を活かし、物理世界
に存在しないサービスやワークフローがオンラインで実現」と定義した
ところで、世の中で流布されているDXが実際に条件を満たしているのか、
評価してみたいと思う。建設の分野においては、国⼟交通省が令和 4 年

3 ⽉に「インフラ分野のDXアクションプラン」（以下、DXアクションプ
ラン）を取りまとめているため、これを吟味してみる。以下は、同DXア
クションプランに挙げられている、インフラ分野のDXの柱と主要事例
である［ 4 ］。なお、筆者は建設やインフラの分野では全くの素⼈のため、
施策の理解が不⼗分でDXの評価に誤りがあってもご容赦いただきたい。
【インフラDXの柱と主要事例】

(1)　行政手続のデジタル化

   ⼿続のリモート化、ペーパーレス化、タッチレス化
   システム上の⼀元処理、システム連携、即時処理
(2)　情報の高度化とその活用

   3 次元データ（BIM/CIM）、XR、WEB会議システムの活⽤
    関係者間の正確でリアルな情報共有、インフラデータの公

開・活⽤等
(3)　現場作業の遠隔化・自動化・自律化

    施⼯作業・出来⾼確認・災害復旧・点検等の遠隔化・⾃動
化・⾃律化

   各種技術基準類の標準化、開発環境･プラットフォームの整備

（出典）国⼟交通省「インフラ分野のDXアクションプラン」［ 4 ］

●「（1）行政手続のデジタル化」のDX評価

 「⾏政⼿続のデジタル化」は⼀般に、物理世界において紙の申請書を
ベースに⾏われていた⼿続きをデジタルに移⾏するところから始まるた
め、このインフラDXの柱はDX①である。DXアクションプラン別冊の個
別施策集にも、そのような事例が並ぶ。
 しかし⼀⽅で、柱の説明には「不必要に煩雑化したプロセスを簡易化
し、システム上で⼀元的に処理することを⽬指す」とある。このような
システム連携は、物理世界では実現できないことから、この柱ではDX
②やDX③が視野に⼊っていることが分かる。また、このように電⼦化
された情報システムには、審査等における⼈の判断が蓄積され、遠くな
い将来にAI等を⽤いて、⼈の判断を省⼒化する仕組みが構築されると予
想される。このため、この柱では今後、DX①段階を経て、DX②の事例
も育ってくるものと思われる。
●「（2）情報の高度化とその活用」のDX評価

 この柱では、 3 次元データ（BIM/CIM）や、現実と仮想の世界を融
合して疑似体験を提供するXRに強い期待が寄せられている。これまで
は、 2 次元の設計図⾯等や⼩規模な模型に表現が限定され、現実のリア
ルな感覚に基づく認識や判断が難しかった。また、施⼯にあたっては2
次元情報を3次元に復元しながら作業をする必要があったため、作業効
率が低かった。BIM/CIMやXRを実現・活⽤することを通じて、関係者
間で正確でリアルな情報共有が可能となり、作業効率が⾶躍的に上がる
ことが期待されている。
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  3 次元データや仮想現実等を利⽤した疑似体験はこれまで紙の設計
図⾯では提供されていなかったことから、BIM/CIMやXRは、DX②であ
ると⾔うことができる。物理世界にはない機能が新たに提供されている
ため、DX③ということもできるが、これらの情報が現段階においては
2 次元の設計図⾯等が果たしてきた機能の延⻑線上に提供されることか
ら、とりあえずはDX②段階にあるとした。
 しかし、BIM/CIMでは、測量から施⼯の段階だけでなく、その後の
⻑期にわたる維持管理においても、蓄積された情報の活⽤が想定されて
いる。また、関係者間の情報共有にとどまらず、プラットフォーム上で
のコミュニケーションや合意形成が想定されている。さらには、建物の
維持管理段階においては、BIM/CIMを通じて、過去の関係者とコミュ
ニケーションを取ることになる。このようになると、単に建物の 3 次元
情報の共有という域を超え、プラットホームは関係者間のコミュニティ
活動の場となるため、DX③へ移⾏すると⾔える。
 国家プロジェクトとして推進されているPLATEAUは、⽇本全国の3D
都市モデルデータを整備しようというもので、この段階においては、 2
次元のGIS情報を3D都市モデルデータとして構成し直しただけのDX①
と⾔える。しかし、PLATEAUはこのようにして整備した情報をオープ
ンデータとして流通させ、⺠間企業等における利活⽤を期待している。
利活⽤の事例としては、都市計画や災害時の利⽤、物流や熱流のシミュ
レーションなど、様々なユースケースが想定されており、これらは、物
理世界の既存のサービスに付加する形で整備された場合はDX②、全く新
たなサービスとして開発された場合はDX③と捉えることができる［ 5 ］。
●「（3）現場作業の遠隔化・自動化・自律化」のDX評価

 この柱では、施⼯作業・出来⾼確認・災害復旧・点検等の現場作業の
遠隔化・⾃動化・⾃律化が想定されている。代表的な事例として、ド
ローン/UAVの利⽤が多くの場合、引き合いに出される。ドローンは、⼈
が⽴ち⼊ることの難しい場所にも⼊り込むことができる上、きめ細かで
確実な測量・検査を⼈⼒で⾏うより短時間で効率的に⾏うことができる。
 ドローンは基本的に⼈が⾏っていた測量・検査を代替するため、DX
①であるが、計測されたデータを吸い上げ3Dモデリングをしたり、解
析・シミュレーションに役⽴てたりすると、それはもうDX②である。
さらに、これまで⾏うことができなかった、⼈間が⽴ち⼊り困難な場所
における構造物の点検にもドローンを役⽴てるとなると、それは、物理
世界では実現することができなかったサービスをデジタル技術を⽤いて
実現しているため、DX③である。

■結び―DXのポテンシャルを感じるインフラ業界
 DXが実現しているかを簡便に評価できるように、「物理世界にない
サービスやワークフローが実現しているか否か」をDX実現の評価指標

とし、この物差しをインフラ分野のDXに実際に当てはめてみた。当て
はめたのは、DXアクションプランの「DXの柱」に記述してあった概要
説明のレベルであり、別冊の個別施策集に挙げられた50以上の事例⼀
つ⼀つを吟味したわけではない。このため、極めて雑駁な評価ではある
が、全般に、物理世界のサービスやワークフローをそのままデジタルや
オンラインに移⾏するデジタル化（＝DX①）の取り組みが多く、物理
世界にこれまで存在しなかったサービスやワークフローをデジタル技術
で実現するDX②、DX③は⼀部の先進事例において取り組みが始められ
ている程度であったように思う。
 しかしそれでも、⾼等教育セクターにいる筆者から⾒ると、インフラ
分野のDXは取り組みが進んでいるように⾒える。それは、DX①レベル
であったとしても多数の取り組みが⾒られること。また、多くの取り
組みがDX②、DX③を視野に進められているためである。おそらく、建
設業界における深刻な⼈⼿不⾜および、3Kからの脱却の必要性が、デ
ジタル技術導⼊に向けての真剣な取り組みを促しているのであろう。実
際、インフラDXに先⾏して進められている「i-Construction」はそのよ
うな問題意識を背景に推進されている。
 業界内の⼈から⾒ると、インフラ分野のDXは⽣ぬるいのかもしれな
いし、デジタルでかえって⼿間が増えている⾯もあるのかもしれない。
しかし、DXに向けての種は確実に蒔かれている。現在進⾏中のDX①の
取り組みは、将来のDX②、DX③のベースとなる。新しいDXの取り組み
が実を結ぶように、期待を持って⾒守っていきたい。
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