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CIO は企業のデジタルの潜在能力
を最大限に高めるべきである

2014年グローバル・デロイト
CIOサーベイに関するルクセンブ
ルクの展望

ICTセンターとしてのルクセンブ
ルク ―「ポスト ICTインフラ
時代」：ルクセンブルクの未来の
基盤となるか？

クラウドの適応およびオーケスト
レーション ― 容量のクラウド
から機能のクラウドへの移行

サイバー脅威インテリジェンス 
― インテリジェンス主導の
サイバーセキュリティ・モデル
への移行

デジタルが保険のあり方を変える

保険業界における営業力の有効性
およびデジタルへの移行の影響

最高データ責任者 ― それは自
由席か？

ソルベンシー II により、貴社の
事業に収益成長およびコスト削減
をもたらす ― 保険業界が直面
する課題

単一監督メカニズム

規制報告 ― 見えているのは
氷山の一角か？

 

IT は今後数年でプライベートエク
イティおよび不動産業界における
最大のホットトピックの一つとな
るか？

モバイル機器 ― セキュリティ
の視点

身元照合における課題およびトレ
ンド

積層造形 ― 3Dプリントの
影響

継続的統合 ― ビッグバン統合
の時代の終わり

EUにおけるソーシャルメディア
からソーシャルアクティベーショ
ンへの移行

ペーパーレス化および文書コラボ
レーション

イスラム金融 ― テクノロジー
の視点

自動的な情報交換の時代 ― 
グローバルな税の透明性に向けた
動き

CIO 2.0 のリーダーシップモデル
および役割の内容

特 集 号CIO

注：本資料は Deloitte Luxembourg が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。 
　　この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、オリジナルである英語版の補助的なものです。
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An interesting observation is that more than 30 years 
of research have shown that the development effort 
required for each of the skills listed above is not equal. 
The graph included shows the relative development 
complexity for each of the competencies listed. 
Whereas a skill like customer focus is something 
that can be acquired fairly quickly, learning effective 
interpersonal communication is something that will take 
a lot more time before a person becomes fully skilled in 
that area. It may even be argued that both ’motivating 
others’ and ’interpersonal skills’ are so critical to the 
role of the CIO 2.0 and take such an effort to develop 
that they should  be prerequisites. This would mean 
that these skills are integrated into the pre-screening 
of internal and external candidates and are tested 
during the assessment centres for future CIOs in the 
organisation.

So far, we have looked at the CIO role from a leadership 
model perspective whereby we consider it important 
that the individual has all three leadership styles. Next, 
we look at the typical role description of the CIO. While 
there are a number of different models that can be used 
to describe this, we normally identify three key areas: 
responsibilities, experience and technical skills, and 
behavioural skills. As we covered the behavioural skills 
at length in the first part of the article, we will explore 
the responsibilities of the CIO in more detail below.

In a recent study carried out by Deloitte, we looked  
at the four main responsibilities or the ‘four faces’ of 
the CIO:

1. Catalyst, investigates innovation through 
transformational change to business architecture, 
strategy, operations and technology

2. Technologist, assesses technologies and designs
technical architectures to increase business agility 
and manage complexity

3. Strategist, partners with the business to align 
business and IT strategies and maximise the value of 
technology investments

4. Operator, operates and delivers efficient IT services 
and solutions to support the business while 
managing risks and protecting core assets

A recent Deloitte survey looked at each of these 
aspects and measured both where CIOs see themselves 
today and where they would like to put their focus 

going forward (see graph). Unsurprisingly, the findings 
fully concur with the key message in this article, as 
the typical CIO spends too much time on ’operator’ 
responsibilities—essentially, twice as long as they would 
like—and are left with only half of the time they would 
like to spend in the ‘strategist’ role.

It is true that the complexity of the CIO 2.0 role and the 
attendant expectations can appear overwhelming, and 
it is—quite understandably—difficult to balance the 
operational, daily activities and the strategic component 
of the role. Depending on the size and complexity of 
the organisation, it may be necessary to appoint a 
Chief Technology Officer (CTO) to take care of the more 
operational aspects of the IT department. This can give 
the CIO time to work on the strategic and coaching part 
of the role and add value by managing the key business 
stakeholders.

Development complexity of leadership skills

Customer
focus

1
2 2

3

Total quality 
and performance

management

Organisation 
and priority 
management

Motivating
others

4

Interpersonal
communication

Catalyst Strategist Technologist

21%
16% 14%

36%
41%

22%21%

30%

Current Desired

Operator

Average time in role (in %)

1352
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本誌では、各号で特定のファンクションに
焦点を当てます。 
今後、本誌でスポットライトを当てる
ファンクションは以下の通りです。 
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興味深いのは、上に列挙したそれぞれのスキルのため
に必要となる開発の労力が等しくないということを、
30年以上にわたる研究が示していることです。ここ
に掲げたグラフは、列挙されたそれぞれの能力に係る
開発の相対的な複雑度を示しています。顧客重視のよ
うなスキルはかなり迅速に獲得できる一方で、効果的
な対人コミュニケーションについては、その分野にお
けるスキルを完全に身に付けるまでに格段に多くの時
間を要するものとなっています。さらには、「周囲の動
機付け」と「対人スキル」は両方ともCIO 2.0 の役割
にとって極めて重要であり、かつ、開発に大変な労力
を要することから、これらを前提条件にすべきとさえ
言えるかもしれません。これは、これらのスキルが内
部および外部の候補者の事前スクリーニングに統合さ
れ、将来の組織のCIOに係る評価においてテストされ
ることを意味するかもしれません。

ここまで私たちはCIOの役割をリーダーシップモデル
の視点から見てきましたが、CIO は 3つのリーダー
シップのスタイルをすべて持っているということが重
要だと考えています。次に、CIO の一般的な役割の内
容を見てみましょう。これの説明に用いることのでき
る多くの異なるモデルが存在するものの、私たちは通
常、3つの主要な分野―責任、経験および技術的スキ
ル、ならびに行動スキル―を認識しています。本レポー
トの前半では行動スキルを詳しく取り上げたため、以
下ではCIOの責任についてより詳細に検討します。

デロイトが実施した最近の調査において、私たちは
CIO の主な4つの責任、または「4つの顔」に目を向
けました。

1. カタリスト：ビジネスアーキテクチャ、戦略、業務
およびテクノロジーの転換的な変化を通じたイノ
ベーションの探求

2. 技術者：ビジネスの機動性を高め、複雑性を管理す
るためのテクノロジーの評価および技術的なアーキ
テクチャの設計

3. 戦略家：ビジネスと IT の戦略を整合させ、テクノ
ロジー投資の価値を最大化するためのビジネスとの
連携

4. 運用者：リスクを管理し、中核的な資産を保護する
と同時に、ビジネスを支えるための効率的な IT サー
ビスおよびソリューションの運用および提供

最近のデロイトのサーベイでは、これらの側面それぞ
れに目を向け、CIO が現在自分をどこに位置付けてい
るか、および今後どこに重点を置きたいと考えている

かの両方を測定しました（グラフを参照）。驚くことで
はありませんが、結果は本レポートの重要なメッセー
ジと全面的に一致しており、典型的なCIOは「運用者」
の責任に余りにも多くの時間―実質的に、望ましい時
間の2倍―を費やしており、その一方で「戦略家」の
役割において費やすことのできた時間は望ましい時間
の半分にとどまっています。

CIO 2.0 の役割の複雑性および付随する期待が圧倒
的に見えることは確かであり、この役割の日常の業
務活動と戦略的な構成要素とのバランスを取るのは
―極めて当然のことながら―難しいことです。組織
の規模および複雑度によっては、IT 部門のより運用
的な側面を担当する最高テクノロジー責任者（Chief 
Technology Offi  cer：CTO）を任命することが必要
かもしれません。これは、CIO がその役割の中の戦略
およびコーチングの部分に取り組み、重要なビジネス
の利害関係者を管理することによって付加価値を生み
出すための時間を、CIOに与えることができます。

リーダーシップスキルの開発の複雑度

顧客重視

1
2 2

3

総合的品質
および

パフォーマンス
の管理

組織
および

優先順位
の管理

周囲の
動機付け

4

対人
コミュニ
ケーション

カタリスト 戦術家 技術者

21%
16% 14%

36%
41%

22%21%

30%

現状 望ましい

運用者

役割における平均時間（単位：％）
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the CIO time to work on the strategic and coaching part 
of the role and add value by managing the key business 
stakeholders.
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読者の皆様へ

市場の注目を集めるホットトピックを取り上げたデロイトの四半期刊行物である「Inside」
の最新号をここにお届けできることをたいへん嬉しく思います。

本号は、今年の最終号となります。2014 年は本誌がその創刊後年間を通して刊行された最
初の年であり、この機会に、これまでの本誌の実績を振り返りたいと思います。当初のコン
セプトから進んで、新たな号では四半期ごとに、特定の経営幹部レベルの機能に関連するト
ピックを取り上げています。2014 年の最初の号では、リスクおよびガバナンスの要素に重
点を置いて、取締役会、取締役会の委員会、最高リスク責任者、最高情報セキュリティ責任者、
最高コンプライアンス責任者および主任内部監査人の役割に固有の問題について検討しまし
た。2014 年の第 2 号では、最高執行責任者および最高人事責任者の役割を取り上げました。
夏前のルクセンブルク・ホライズン会議の開催時には、外部寄稿者およびデロイトの各分野
の専門家が、最高経営責任者および最高財務責任者の活動に関する問題に取り組みました。

2014 年の終わりを迎えるにあたっては、最高情報責任者（Chief Information Officer：
CIO）の役割に立ち戻り、見解、分析および考察を共有したいと思います。これまでと同様に、
本号には、デロイトの活動の多様性を反映した幅広いレポートが含まれています。一部の IT
のトピックにおいて読み手は必然的に技術的なコンセプトの考慮を求められるため、一部の
レポートは他と比べてより技術的なものとなっています。しかし、今日のビジネスの世界に
おいて、IT のトピックはすべての経済プレーヤーにとって最大の関心事であると私たちは確
信しています。また私たちは、これらの問題は経営幹部のアジェンダの筆頭にあると理解し
ています。

本号をお楽しみいただければ幸いです。

ジョエル・ファノーフェルシェルデ
（Joël Vanoverschelde）
パートナー
アドバイザリー・コンサルティング・
リーダー
デロイト

パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
戦略、規制＆コーポレート・
ファイナンス
デロイト

ベンジャミン・イベール
（Benjamin Hiver）
コンサルタント
オペレーション・エクセレンス
＆人的資本
デロイト

はじめに
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親愛なる読者の皆様へ

本質的かつ現実的な市場のトピックを取り上げたデロイトの「Inside」第 6 号へようこそ！昨年の CIO
特集号に続く本号では、いくつかのホットトピックにハイライトを当ててこれを詳細に検討し、私たちの
分析を提供することにより、最高情報責任者が直面する課題を再点検していただきます。
私たちは専門家が執筆した多数のレポートを集めましたが、その中には昨年の CIO 特集号において提
起されたアイデアを発展させたものもあれば、全く新しい道を追求するものもあります。2013 年の
特集において私たちは、CIO が自身を最高イノベーション責任者（Chief Innovation Officer）と位
置付けるよう促しました。この黄金律は依然として時宜にかなっており、実際に IT の領域を超えて適
用することができます。現在、ルクセンブルクは国として CIO が直面する課題を完全に具体化しており、
政府は電子サービスの普及を主導し、革新的な企業が同国に拠点を構えるよう促すことにより、国を
ポスト ICT インフラの時代に向けて推進するという強いコミットメントを示しています。

誰もが承知しているように、デジタル革命は本格的に進行しています。経済と情報技術は密接に結び
付いています。すべての組織は生き残るため、この広い範囲に及ぶデジタル化に適応しなければなり
ません。したがって、改革が進行する世界において市場のリーダーの地位を欲する企業は、テクノロ
ジーの見方を再検討しなければなりません。IT はもはや純粋なコストセンターではなく、戦略分野お
よび有効性、差別化、イノベーションの領域とみなすことができます。この視点において CIO は、「企
業のデジタル能力を引き上げ」、デジタル化に伴う技術、政治、組織およびセキュリティ上の課題に取
り組むのに最適な立場にあり、果たすべき重要な役割を担っているといえます。このため、本号冒頭
のいくつかのレポートでは、さまざまな形態（クラウドオーケストレーション、サイバー脅威インテリジェ
ンスなど）におけるこのデジタルの特質を取り上げています。
 
この文脈において、コスト削減が過去のものであり、デジタルがアジェンダの筆頭にあることを裏付
けるデロイトの 2014 年 CIO サーベイの結果もご紹介します。しかしながら、イノベーションへの道
は依然として長い道のりです。多くの CIO は、新たなテクノロジーへの投資に要求される能力の構築、
または自身の組織をコストセンターからプロフィットセンターに転換することを優先的に実行するのにい
まだに苦心しています。優先事項は依然としてビジネスの成果を実現することですが、規制上の問題
がこれまでになく重要になっています。

実際に、金融危機は、特に金融セクターにおけるより厳格なルールの必要性を浮彫りにしました。そして、
さらなる規制に伴い、新たな法的要件を満たすためのさらなるデータおよび投資の拡大の必要性が生
じます。本号では、AXA の CIO であるオリビエ・ファンスティーラント（Olivier Vansteelandt）氏が、
規制主導のデータインフラ投資を、現在すべてのビジネスラインの成長を支えているエンタープライ
ズ・データ・ウェアハウスに活用した経験を紹介しています。
CIO が現在直面する課題を検討するにあたり、これら二つの主要な分野―デジタルおよび規制／デー
タ―が、他の重要な側面に影を落としてはなりません。したがって本号では、通常の多様な取り組む
べきトピック―新たなビジネスのトレンド（イスラム金融）、新たなテクノロジー（3D プリント、文書コ
ラボレーションなど）および人事上の課題―を取り上げており、これらはすべて、今日の CIO 機能の
高度な複雑性を満たすために注意深く分析しなければならないものです。
本号を楽しんでお読みいただければ幸いです。 

パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

チボー・ショレ
（Thibault Chollet）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

エルベ・マイヨ
（Hervé Maillot）
シニアマネジャー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

連絡先：

Patrick Laurent  
Partner 
Technology & Enterprise Applications 
Tel: +352 451 454 170 
Mobile: +352 621 198 584 
palaurent@deloitte.lu

Thibault Chollet 
Director 
Technology & Enterprise Applications 
+352 451 452 656 
Mobile: +352 621 173 293 
tchollet@deloitte.lu

Hervé Maillot 
Senior Manager 
Technology & Enterprise Applications
Mobile: +352 621 214 752 
hmaillot@deloitte.lu

Deloitte Luxembourg 
560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg 
Grand Duchy of Luxembourg 
www.deloitte.lu

読者の
皆様へ
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CIO は企業の
デジタルの潜在能力を
最大限に
高めるべきである

パスカル・マルティーノ
（Pascal Martino）
パートナー
戦略、規制＆コーポレート・
ファイナンス
デロイト

パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆エンタープ
ライズ・アプリケーション
デロイト

チボー・ショレ
（Thibault Chollet）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープ
ライズ・アプリケーション
デロイト

エリック・ベーメルマンス
（Eric Bemelmans）
デロイト元職員

今日、顧客は仕事、買い物、飛行機や休暇の予約、
社交や人脈作りなど、その日常生活において、デジ
タルの特性を利用しています。今やすべての世代が、
スマートフォン、タブレットおよびアプリを積極的に
使用しています。眼鏡や腕時計などのウェアラブル
端末は、ユーザーが拡張現実を通じてサービスおよ
びグッズとインタラクトすることを可能にし、これに
より常時オンラインの機会を増やそうとしています。
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デジタルテクノロジーは、ゴールポストを大きく移動
させました。ビジネスにとっての問題は、もはやデジ
タル化するかどうかではありません。問題は、デジタ
ルへの移行を支えるため、ビジネスおよび IT をどのよ
うに転換すべきかということです。市場シェアに悪影
響を及ぼさないためには、プロセスおよびチャネルは
どの程度まで、およびどれだけ速く、デジタル化され
るべきでしょうか。

デジタル化は、単に IT テクノロジーが可能にする追
加的な顧客インタラクションチャネルというだけでな
く、現代のビジネスに不可欠な特性とみなされるべき
です。実際に、最高の顧客体験を提供し、デジタルテ
クノロジーの最大の恩恵を受けるためには、リーダー
は全面的なデジタルへの転換を追求しなければなりま
せん。リーダーは、新たなデジタル製品・サービスに
引き付けられた顧客の獲得および維持によって収益を
増加させるためにデジタルのスイッチを押すだけでは
なく、中核的プロセスの自動化およびデジタル化を通
じてコストのベースラインを削減すべきです。

デジタルディスラプションが市場の力学を根本的に変
化させる中で、競争力の維持のために求められるスピー
ドおよび努力は、業務モデルおよび IT インフラの見直
しを要求します。デジタルへの転換を実現するリーダー
だけが、革新させ、デジタル支出を持続可能な競争優
位に変えることのできる立場にあります。これは、業
界やセクターに関わらず当てはまります。

モバイルの普及は、1990 年代におけるウェ
ブの普及の 8 倍のスピードで進んでいます

2013 年末までに、携帯電話の台数
は世界の人口を超えているでしょう

消費者の 80％が、今後 12 ヶ月間にモバイ
ル商取引を行うことを予定しています

モバイルの
普及スピード

モバイルの所有

モバイル商取引
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プライベートバンクおよび生命保険会社にとって、イ
ンターネットアプリケーションを用いた自動ポート
フォリオアドバイスを提供することは基本的な機能と
なりつつあります。市場に後れを取らないために、リ
テール銀行は現在、個人資産へのモバイルのアクセス
を提供し、ルクセンブルクにおけるデジキャッシュの
ようなデジタル支払プラットフォームの新たな利用方
法を提案することが必要となっています。また、特に
先進的な銀行は、より遊び心のある方法で情報を提供
し顧客とインタラクトする「ゲーミフィケーション」
の時代に入りつつあります。

リテール業界において、店舗は売上を増加させるため
にデジタルタッチポイントを備え始めています。また
店舗は、店舗検索機能の利用によってデジタルのチャ
ネルにおける認知度を高めつつあり、これは在庫およ
びプロモーションについてオンラインで調べることを
可能にします。

家庭においては、私たちは自身が見る番組の能動的な
視聴者兼参加者となりつつあり、ビデオ・オン・デマ
ンド（VOD：Video On Demand）およびテレビ・オン・
デマンド（TOD：TV On Demand）がすべての機器
で人気を博し、双方向テレビの利用が増加しています。
私たちは自分自身の旅行代理店となり、最も安い飛行
機、空室のあるホテルおよび地元のレストランを探し
ます。また私たちは、消費したサービスを評価しよう
とします。デジタル旅行プラットフォームの数は急増
しており、新たな情報収集プラットフォームが生まれ
ています。伝統的な旅行代理店は、生き残っていくた
めに、自身のビジネスをどのように転換するかを検討
しなければなりません。

自動車メーカーは、BMW コネクトなどのテクノロジー
を用いた双方向自動車のための新たなデジタルのダッ
シュボードを開発しています。アウディは、ロンドン
およびベルリンにおいて、自動車販売の新たなコンセ

プトストアであるアウディシティを試みています。
 
BMW および SIXT は、ドイツ全国でレンタカー代理
店なしにスマートフォンのみを用いて自動車を貸し出
すジョイントベンチャーを立ち上げました。

また、公共セクターもデジタルディスラプションの影
響を受けており、これを機会ととらえています。ルク
センブルクにおける市民へのサービスは今のところド
バイのような都市と比べてかなり限定的かもしれませ
んが、ますますデジタル化されたサービスを開発する
ための取組みとして、「デジタル・ルクセンブルク」グ
ループが作られています。

これらすべての新たな可能性は通信セクターに支えら
れており、同セクターでは、多くの場所にあるホット
スポットのアクセスに補完される拡大された 4G の
サービスエリアを提供することにより、いつでも、ど
こでも、リーズナブルな価格での接続を可能にしてい
ます。

これらすべての例は、変化のスピードが高まっている
ことを示しています―競争はより激しくなり、市場に
出るまでの時間は短縮され、消費者はより賢く自主的
になっています。優勢を維持したいと望む企業は、新
たなデジタルのサービスを革新し提供するだけでなく、
自身のプロセスおよび IT を端から端まで転換しなけれ
ばなりません。業務および IT のデジタル化を検討しな
い企業は、失敗する可能性が高いでしょう。

デジタルへの転換における真の課題は、既存のチャネ
ルを補完するモバイルおよびタブレットのアプリケー
ションを開発できることではありません。真の課題は、
既存のレガシー環境の中で、最も適切なデジタル化さ
れた業務モデルを用いて特定の顧客体験を提供するこ
とです。
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デジタルの時代における CIO の 2 つの役割

デジタルテクノロジーの急速な普及は、IT 組織に新
たな圧力をかけています。クラウド、モバイル、アナ
リティクスおよびソーシャルテクノロジーへの支出が
急増する中で、CIO は戦略、イノベーションおよび収
益成長の推進を支援する機会を有しています。同時に、
これらのテクノロジーは IT の伝統的な領域における重
要な新たな課題―信頼性の高い安全なインフラをコス
ト効率良く運用しながら、情報システムを構築および
統合すること―を提示しています。今日の CIO の役割
は、テクノロジーの構築者とビジネスの構築者の二役
となっています。

IT 組織は変化しつつあります。従来は主として IT インフ
ラの構築および運用ならびにビジネスプロセスの自動化
に重点が置かれていましたが、CIO は現在、ビジネスに
価値をもたらすための新たな方法を探しています。今日
の IT 組織は、収益成長、顧客体験およびデータに基づ
く洞察にますます重点を置くようになっています。

この変化は、リーダーたちが、「デジタル化」の力―
生産性および反応性の向上、顧客に関する洞察の発見、
新たなビジネスモデルの革新および創造のためにデジ
タルテクノロジーを用いること―を認識したことによ
るものです。

デジタル化のトレンドは、接続および処理能力に対す
る費用の継続的な下落、ならびにソーシャルメディア
やモバイルメディアなどのデジタルテクノロジーの消
費者への普及が進んだことに支えられています。例え
ば、2011 年から 2013 年までの間に、米国におけ

るスマートフォンのワイヤレス契約件数は 70％増加
して 2 億件となり、同じ期間に 1 人当たりの平均月間
モバイルデータ使用量は 80％増加しました。

クラウド、モバイル、アナリティクス、ソーシャルメディ
アなどのデジタルテクノロジー市場の好況は、これらが
企業に及ぼす影響の高まりを示す指標となっています。

• クラウドサービス市場は、伝統的な IT 支出の約 5 倍
のスピードで拡大しています

• 2013 年における全世界のモバイル機器およびワイ
ヤレス接続の台数は 70 億台となり、1 年間で 5 億
台増加しました

• 2013 年に、全世界の企業はビッグデータのハードウェ
ア、ソフトウェアおよびサービスに 300 億米ドル超を
支出し、2011 年から 25％の増加となりました

• 広告主によるソーシャルメディア広告への支出は
2011 年から 2013 年までの間に 60％増加し、
60 億米ドルとなりました

デジタル化の影響を全体像の中で捉えることは重要で
す。例えば、クラウドサービスが IT サービス市場に占
める割合は、依然として 10％未満にとどまっていま
す。レガシーアプリケーションおよびインフラが、一
夜にして消滅することはないでしょう。CIO は、これ
らを今後何年にもわたって管理、維持および統合しつ
つ、例えば何をクラウドに移行し、何を引き続きオン
プレミスとするかに関する意思決定を主導しなければ
なりません。

デジタルテクノロジーの力は、CIO が自身の役割をよ
り広い視野で見るよう導きます。CIO の仕事はもは
や、単にビジネスが機能するために必要なテクノロジー
の構築および運用にとどまりません。CIO はますます、
自身の役割を、収益の増加、顧客体験の向上、企業の
デジタル業務が生み出す増大するデータからの洞察の
導出、および戦略の構想を支援するものとして見なけ
ればならなくなります。

デジタルテクノロジーの急速な普及は、 
IT 組織に新たな圧力をかけています

シグナル

• クラウドサービス市場は、伝統的な IT 支出
の 5 倍のスピードで拡大しています

• 2013 年に、全世界の企業はビッグデータ
のテクノロジーおよびサービスに 300 億米
ドル超を支出しました

• 主導的な CIO たちは自身の役割を、「イマジ
ネーション」、「最高イノベーション責任者」、

「収益創出型 CIO」などの表現を用いて説明
しています

• CIO の半数が、デジタルテクノロジーがも
たらす変化のスピードに対処できないと感
じています
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米国のいくつかの大手企業の CIO の言動に目を向ける
と、CIO の考え方および優先順位が変化しつつあるこ
とがわかります。

コカ・コーラカンパニーの CIO は、自身が「収益創出
型 CIO」と呼ぶ存在を目指しています。コカ・コーラ
はデジタルマーケティングに毎年数億ドルを支出して
おり、そのほぼすべてが IT に関連しています。同 CIO
は、マーケティング組織はしばしば、顧客へのよりよ
いリーチの方法に関するアイデアを IT 組織に求めると
述べています。

デルでは、IT 組織およびマーケティング組織が、CMO
と CIO の両方に直属のチームを共有しています。

ウォルグリーンの CIO は、2 つの追加的な CIO の肩
書―最高イノベーション責任者（chief innovation 
officer）および最高改善責任者（chief improvement 
officer）―を有しています。

このように、CIO はますます、テクノロジーの構築
者とビジネスの構築者という 2 つの役割を果たさ
なければならなくなっています。しかし、すべての

CIO が後者の役割を果たすことができる、または果た
したいと思っているわけではありません。一部の組織
は、成長志向のデジタル戦略を定義し実行する個人の
ために、最高デジタル責任者（Chief Digital Officer：
CDO）の職位を別個に設ける可能性を探っています。
CDO は今後より一般的になるかもしれません。しかし、
すべてのビジネスがデジタルビジネスとなる中で、企
業はその別個の CIO と CDO の職位を最終的に統合す
ることになるかもしれません。

デジタルテクノロジーが CIO に対する新たな期待を
生み出している一方で、これらのテクノロジーは新た
な問題も生み出します。アプリケーションの統合、パ
フォーマンス、コスト管理およびセキュリティという
伝統的な IT の懸念事項は、現在新たなアプローチを必
要としています。デジタル化は、政治および組織上の
課題も生み出します―そのうちのいくつかは以下に示
す通りです。

役割および関係の拡大：デジタルテクノロジーは、ま
すます企業戦略を形作り、これを可能にするようになっ
ています。このことは CIO を、最高マーケティング責
任者、場合によっては最高デジタル責任者が同じ領域
で果たしているような戦略的な役割に置きます。また
デジタルは、一部の企業に中核的なプロセスおよび業
務を再設計するよう促し、チェンジマネジメント上の
課題を生み出しています。CIO は、潜在的な対立およ
び競争を切り抜けながら、経営幹部レベルの利害関係
者とますます緊密かつ生産的な関係を構築すべきです。

レガシー IT インフラ：デジタルテクノロジーを導入す
る企業はしばしば、準備のできていない、拡張性、高
いパフォーマンスおよび柔軟性の要求に直面します。
これはしばしば、レガシー IT インフラおよびアプリ
ケーションが、機動性および拡張性を損なう「技術的
負債」を抱えているために起こります。

アーキテクチャおよび統合：クラウドコンピューティ
ングを採用する企業は、IT アーキテクチャに関する新
たな問題に直面します―どのシステムをクラウド基盤
とし、どのシステムをオンプレミスで運用すべきでしょ
うか？パブリッククラウドが適切なのはどのような場
合で、プライベートクラウドが望ましいのはどのよう
な場合でしょうか？

パフォーマンス管理：クラウドのプロバイダーは、パフォー
マンス保証付きのサービス水準合意を提供しています。
しかし、多くの IT 組織は、ファイアウォールの外にある
リソースのパフォーマンスの監視および検証に慣れてい
ません。IT 組織は、ビジネスが要求するサービス水準を
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満たすため、クラウドのプロバイダーが提供するサービ
スを増やすことが必要になるかもしれません。
 
新たなスキルの不足：あらゆる新たなテクノロジーと同
様に、デジタルテクノロジーの利用は多くの供給不足
のスキルおよび知識を必要とします。これにはクラウ
ドのベンダーの管理、モバイルおよびクラウドのセキュ
リティの設計、ならびにクラウドアプリケーションの開
発が含まれますが、クラウドアプリケーションは、新
たなツールを必要とし、またソフトウェア開発と IT 業
務間の協力を重視する新たなソフトウェア開発手法で
ある DevOps をますます利用するようになっています。

セキュリティ：企業は、セキュリティ要件と簡単で魅
力的なモバイル体験に対するユーザーの要求とのバ
ランスを取るにあたり、大きな課題に直面しています。
これは、モバイル機器が多様化し、認定された企業の
アプリケーションと並行して出所不明のソフトウェアを
実行し得る場合に特に当てはまります。クラウドコン
ピューティングは、独自のセキュリティ上の課題を提示
しています。組織は自身のネットワークが複数のクラ
ウド・サービス・プロバイダーのネットワークに接続す
ることを可能にすべきですが、これにより新たなベクト
ルが生まれ、サイバー攻撃のリスクが高まります。

大きく考え、小さく始め、すぐに失敗し、素早く展開
する：デジタルテクノロジーは破壊的であり、またデ
ジタルの能力は既存の業務環境に挿入される必要があ
るため、デジタルへの転換はビッグバン型のアプロー
チを取ることはできません。それよりも、ステップ・バイ・
ステップの道のりであるべきです。CIO は、デジタル
開発のプロトタイプを作るための専用かつ機動的な環
境を別個に提供すべきです。これらの準備は、レガシー
IT インフラを破壊させたり不安定化させたりすること
のないよう、レガシー IT インフラと並行して行うべき
です。ビジネスおよび IT 組織がこれらをマスターおよ
び検証し次第、デジタル開発を中核的なビジネスプラッ
トフォームの中で統合することができます。また CIO
は、自身の役割を拡大し、リスクを伴う投資または意
思決定において新たな賭けに出て、成功のための失敗
を自ら許容する必要があります。CIO がビジネスのリー
ダーからの革新の許可を待つ必要があると感じている
としたら、組織は好機を逃していることになります。

では、あなたはビジネスのリーダーとして、デジタル
への転換をどのようにはじめますか？パズルのピース
がすべて揃うまで始めるのを待っていてはなりません。
機動性を持ち、小さく始めましょう―貴社のデジタル
の成熟度に応じて、パイロットおよび概念実証を用い
てデジタルのエコシステムにおける貴社の製品・サー

ビスをリポジショニングすることに目を向けましょう。
戦略をステップ・バイ・ステップで精緻化しましょう。

デジタルへの転換プログラムを主導し、組織自身の内
部におけるデジタル文化を推進するため、CMO を利
用しましょう。他の人々を啓蒙し、デジタルをビジネ
スの中核的な構成要素とみなすように促すため、デジ
タル推進派を利用しましょう。

新たなデジタル業務モデルの導入と、デジタルのユー
ザー体験の創造を通じて、顧客との間に確立された信
頼および信用を維持しなければなりません。貴社の新
たなデジタル業務モデルが強固かつ安全であることを
引き続き確実にしましょう。

デジタルへの転換はコストなしには成り立たず、多額
の投資を伴います。成功は、コストを収益および効率
性に転換することによりもたらされます。

デジタルへの転換の便益をどのように測定するか

デジタルポートフォリオの純額ポジションについての
ビジネスの上級幹部および同僚への報告は、事業価値
に対する投資の全体的な貢献を明確にします。重要業
績評価指標（Key Performance Indicator：KPI）お
よびメトリクスと結び付いたデジタル戦略、ロードマッ
プおよび投資計画は、デジタルへの転換に不可欠です。
これらの KPI は多くの側面について報告することがで
きます。これらの KPI は、企業の損益について検討す
るだけでなく、収益創出、顧客満足、顧客維持、コス
ト削減、生産性および効率性について報告し、競合他
社に対する顧客体験の差別化を測定します。これは経
営幹部に、デジタルのビジネスケースの実現を監視す
る手段を与えます。

デジタル業務モデルを展開するために「テストアンド
ラーン」のアプローチを採用することは、実証済の方
法です。概念実証およびパイロットを柔軟な方法で取
り入れることは、新たなデジタルの製品またはサービ

ウォルグリーンの CIO は、2 つの追加的な
CIO の肩書 ― 最高イノベーション責任
者（chief innovation officer）および最高
改善責任者（chief improvement officer）
―を有しています
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生産性
- 業務の効率性
- 生産性の向上
- 同数のFTEによる成長

コスト
- 転換およびプログラムのコスト
- 開発コスト
- テクノロジーの運用
- 人事コスト

収益
- 新たな顧客の獲得
- 顧客の維持
- 販売収益

差別化要因
- 新たな取組みが市場に出るまでの時間
- 新たな顧客のオンボーディングまでの時間
- ブランド
- USP DCX利益率
- ゲーミフィケーションのアプローチ

顧客満足度
- 満足度
- 顧客1人当たりアクセス数
- ソーシャルメディアにおける
「いいね！」の数

スが市場に出るまでの時間を短縮し、売上の増加、認
知度の向上、プロジェクトの落とし穴などの投資利益
率の早期指標を提供します。これは、目標が達成され
ていないことをメトリクスが示している場合に、リー
ダーがロードマップおよび業務モデルを迅速に精緻化
することを可能にします。

あらゆるデジタルのビジネスケースは、企業のガバナ
ンスおよび文化ならびにビジネスの種類により異なっ
ています。しかし、ビジネスケースへの資金提供の可
能性を高めるためのいくつかのベストプラクティスが
あります。

• ブランドおよび顧客のレベルでコストおよび便益を
測定する

• 1 年以内のリターンを期待しない

•  投資の意思決定を四半期および 1 年ごとに再評価 
する

• 戦略を精緻化し、デジタルへの転換を支える支出お
よび投資戦略を再編するために、落とし穴および成
功を評価するためのパイロットおよび概念実証を取
り入れる

ビジネスケースにおいて検討すべき一般的な側面

ビジネス
ケース
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新たなデジタル業務モデルの導入と、デジタルのユーザー体
験の創造を通じて、顧客との間に確立された信頼および信用
を維持しなければなりません
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2014 年グローバル・
デロイトCIO サーベイ
に関するルクセンブルクの
展望

パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

チボー・ショレ
（Thibault Chollet）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ホアオ・ドス・サントス
（João Dos Santos）
シニアマネジャー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト
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はじめに

デロイトは、2 年連続で最高情報責任者（Chief Infor-
mation Officer：CIO）および同等の情報技術（Infor-
mation Technology：IT）リーダーを対象としたグ
ローバルサーベイを実施し、南北アメリカ、欧州、中東、
アフリカ、アジアおよびオーストラリアの 49 ヶ国に
わたる 900 人超の CIO の知見を収集しました。ルク
センブルクのテクノロジーリーダーたちがこれに参加
したことは、ルクセンブルクの IT 組織が現在世界各国
の IT 組織と比べてどう違っているかを理解する機会を
与えてくれました。

昨年、私たちはビジネスパートナーとしての CIO の有
効性、および CIO が役員室においてより大きな影響力
を及ぼすために前に踏み出す必要性について検討しま
した。今年、私たちはこのコンセプトを拡大し、イノベー
ションを通じた成長のビジネスリーダーとしての CIO
の役割にスポットライトを当てます。

グローバル・デロイト CIO サーベイは、28 の質問
を対象として 2 ヶ月間にわたり実施され、参加者は
2013 年と比べて約 20％増加しました。世界中で高
い回答率が得られたことにより、よりよい地理的比較
を行い、地域および国固有のトレンドに関してより強
力な結論を導き出すことが可能になりました。

私たちの国内市場に関する知識に基づいて、サーベイ

におけるいくつかの暫定的な重要な発見事項をここに
提示し、ルクセンブルクに的を絞った知見をお届けで
きることを嬉しく思います。私たちはルクセンブルク
の国内市場に係る結果を注意深く選び出しましたが、
これらは国内の結果に関してか全世界の結果に関して
かに関わらず、皆様にとって興味深いものと思います。
本レポートはサーベイの主要なテーマを中心として構
成されており、分野ごとに一つのセクションを設けて
います。

デロイトは近日中に、今回の国際サーベイの発見事項
一式を、デロイト CIO サーベイ・レポートとして別途
公表する予定です。

本レポートを、信頼される IT リーダーとしての皆様の
役割のさらなる発展に役立つ有益なツールと感じてい
ただければ幸いです。2014 年デロイト CIO サーベイ
に情報を提供して下さった多くの経営幹部の皆様の時
間および知見に感謝申し上げます。

ルクセンブルクの CIO は、引き続き 
予算の最大部分をルーチンの IT 活動に 
割り当てています
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IT priorities
In next 12-18 months

IT 予算のトレンド

ルクセンブルクの CIO の 79％が 2014 年に予算が
増加したかまたは横ばいであったと回答しており、昨
年の 71％と比較すると、ルクセンブルクにとって非
常に明るい結果となっています。
今回のサーベイの結果は、IT 予算削減の最悪期は過ぎ
去ったという 2013 年のレポートにおける観察結果
を裏付けており、予算が減少したと回答したのはルク
センブルクの CIO の 21％にとどまっています。ルク
センブルクの CIO の 30％が予算は増加したと回答し、
49％が IT 予算は前年から横ばいであったと回答しま
した。国内の金融サービス（Financial Services：
FS）セクターにおける IT 予算のトレンドの分析は、
国内市場がグローバルなプレーヤーと変わらないこと
を示しています。国内の FS の回答者の 84％が予算は
増加したかまたは横ばいであったと回答し、減少した
と回答したのは 16％にとどまりました。この結果は
全世界の結果と一致しており、全世界の CIO の 19％
が予算は減少したと回答しています。

ルクセンブルクの CIO は、引き続き予算の最大部分
をルーチンの IT 活動に割り当てています。2014 年
におけるルクセンブルクの IT 予算の 56％が平常業務

（Business As Usual：BAU）活動に、44％が変革

活動に費やされています。

昨年の結果とは対照的に、今回の国内の結果は、平常
業務ための IT 予算が 3％増加していることを明らかに
しています。2013 年の CIO サーベイでは、国内のプ
レーヤーが IT 予算の 53％を BAU 活動に、47％を変
革の支援に割り当てていることが観察されました。

全世界の CIO は変革および成長活動を若干前向きに重
視するようになっていると回答しており、昨年と比べ
て BAU 活動からの 3％の移行が見られました。この
若干の移行は、ビジネスの成長および拡大というマク
ロ経済トレンドを裏付けています。

これは、全世界の結果との比較において、ルクセンブ
ルクには残念な結果となっています。

ルクセンブルクの CIO は、幅広い業界にわたり、IT 予
算の同じだけの部分をサービスの転換に割り当ててい
るでしょうか？予想通り、答えはノーです。FSセクター
が予算の 46％をビジネスの成長および変革活動の支
援に割り当てている一方で、公共セクターがこの分野
に費やす予算は 29％にとどまっています。

22%

78% 昨年から
横ばい
または増加

2013

昨年から減少

全世界の結果と異なり、国内の IT 予算のうちルーチン
の IT 活動に費やされる部分が昨年と比べて増加してい
ることが見て取れます

IT 予算
年ごとの変化

予算の割当て
平常業務対変革および成長

平常業務 変革および成長

23%
ビジネスの

変革の
支援

22%
ビジネスの

成長の
支援

55% 45%
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IT priorities
In next 12-18 months

ルクセンブルクの IT リーダーにおける IT の優先順位

ルクセンブルクの CIO のアジェンダにおけるイノベー
ションの優先順位は引き続き低い一方で、新たなビジ
ネスニーズへの対応は、国内の CIO にとっての優先順
位が再び最も高くなっています。
全世界および国内の CIO の大部分が、依然として新た
なビジネスニーズへの対応は今後 12‐18 ヶ月間にお
ける最優先事項であると述べています。昨年のCIOサー
ベイの結果を裏付けるように、IT ソーシング戦略の策
定および IT 機能のオフショアリングの強化は、国内と
全世界の両方で、多くの CIO のアジェンダにおいて優
先順位の極めて低い事項とみなされています。

しかし、全世界と国内の結果を比較すると、デジタル
戦略の推進は、全世界の結果と比べてルクセンブルク
における優先順位が極めて低いことがわかります。デ
ジタル戦略の推進は全世界の CIO のアジェンダにおけ
る優先事項のトップ 3 に入っていますが、ルクセンブ
ルクにおいては 7 位にとどまっています。

イノベーションの優先順位は、依然として高くありま
せん。全世界の結果と同様に、国内の CIO の約 40％が、
イノベーションに投じる予算を 10％未満に抑えてい
ます。興味深いことに、全世界の結果は、10％超を投
じているのは従業員数が 2,000 人未満の比較的小規
模な組織である傾向があることを明らかにしています。
これは、小規模な組織の起業家的な考え方を反映した
ものかもしれません。

IT の優先順位
今後 12‐18 ヶ月間

新たなビジネス
ニーズの支援

デジタル戦略
の推進

ITコストの
削減

リスクおよび
セキュリティの強化

新たなビジネス
ニーズの支援

デジタル戦略
の推進

ITコストの
削減

リスクおよび
セキュリティの強化

2013

VS

2014
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CIO のポートフォリオ管理

CIO のポートフォリオは成長よりも IT サービスの提
供を優先しており、自身の組織をコストセンターから
プロフィットセンターに転換する能力を欠いている可
能性があります。
昨年のサーベイと同様に、CIO は引き続きイノベーショ
ンおよび成長よりも IT サービスの提供を優先していま
す。例えば、CIO が IT の提供を優先する割合は、「IT
のコストセンターからプロフィットセンターへの転換」
または「新たなテクノロジーへの投資」の 2 倍となっ
ています。この固定化した視点は、自身の IT ポートフォ
リオを通じた成長のアジェンダを追求しようとする
CIO に対して抑制的な役割を果たす可能性があります。

ルクセンブルクは、テクノロジーを通じて顧客体験を
向上させようとする強い意欲において、全世界の結果
に差をつけています。テクノロジーを通じた顧客体験
の向上は、公共セクターを除くすべてのセクターにお
いて、サービスの提供に次ぐ 2 番目の優先事項に挙
げられています。また、ルクセンブルクの国内市場は、
より機動的な IT 提供モデルの構築をさらに重視するこ
とを示しています。

重大な能力のギャップが、全世界のイノベーション志
向の CIO による自身のポートフォリオのより効果的な
管理および評価を妨げてしまう可能性があります。新
たなテクノロジーに投資したり、自身の組織のコスト
センターからプロフィットセンターへの転換を優先
したりすることのできる業務能力を有しているのは、
CIO の 5 人に 1 人にとどまっています。また、CIO
はデータの収益化に関する能力のギャップを認識して
おり、この点において「成熟した能力」を有している
のは 10 人中 4 人未満となっています。ルクセンブル
クの数字は、全世界の結果よりもさらに残念な値を示
しています。

ルクセンブルクは、テクノロジーを通じて顧客体験を 
向上させようとする強い意欲において、全世界の結果に
差をつけています

75%

78%

「私は、自分の長期と短期両方のすべてのプロジェ
クトおよびプログラムのポートフォリオにわたる明

確な見通しを持っています」

「私は、新たなテクノロジーへの投資を行っているか、
または外部の事業体（例えば、テクノロジー系

新興企業）とのパートナーシップを検討しています」

はい

いいえ

各側面の重要性 各側面の成熟度

50%

36%

29%

20%

27%

21%

18%

65%

54%

37%

34%

14%

13%

43%

ITサービスを通じた
ビジネスの成果の実現
テクノロジーを通じた

顧客体験の向上
より機動的なIT提供モデルの構築

組織内に保有するデータの活用

ITのコストセンターから
プロフィットセンターへの転換

新たなテクノロジーへの投資

複数のサプライヤーの
シームレスな統合
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IT リーダーはポートフォリオ管理に関する成熟度は高
いと回答しているが、投資利益率の測定結果を向上さ
せる機会は存在する

ルクセンブルクの IT リーダーの約 80％が、自身のプ
ロジェクトおよびプログラムのポートフォリオ全体に
わたる明確な見通しを持っており、これは全世界の結
果と一致しています。ルクセンブルクの公共セクター
の結果はこれより高く、100％のスコアとなっている
一方で、民間セクターは 61％という芳しくない結果
となっています。その反面、公共セクターのリーダー
は自身のポートフォリオの優先順位を状況の変化に対
応して適応させることができていないように見える一
方で、FSI セクターにおいては、このスコアは 80％
を超えています。これは、この領域に大きなばらつき
があることを示しています。全体として、ルクセンブ
ルクは、全世界の結果と比べて市場の状況の変化に適
応するための機動性にやや優れているという結果を示
しています。

また結果は ROI の測定において大きなばらつきがある
ことを示しており、これを用いているのは全世界で回
答者の 3 分の 1 以下となっていますが、例外的にル
クセンブルクの公共セクターでは、すべてのリーダー
が積極的に自身のテクノロジーポートフォリオのパ
フォーマンスを価値、リスクおよび報酬に関して評価
しています。ビジネスケースにおいて定義された明確
かつ測定可能な期待値を持つ適切に設計された需要管
理プロセスは、技術的な視点からかビジネスの視点か
らかに関わらず、いくつかの軸にわたってプロジェク
トのポートフォリオの分析を始めるにあたり役立ち得
ます。

テクノロジーの普及およびトレンド

ルクセンブルクの IT リーダーたちは全世界の IT リー
ダーたちと比べてより類似した技術的優先事項を共有
しており、デジタルの重視が強まっている一方でパブ
リッククラウドおよびアナリティクスはあまり重視さ
れていません。
今年の結果は、昨年観察されたトレンドを裏付けてい
ます。新たなテクノロジーの普及は全世界で比較的緩
やかに改善しており、最大の増加はアナリティクスの
領域で見られます。国内市場はプライベートクラウド
の普及に引き続き明確に重点を置いており、これに続
いて今年はデジタルが 2 位となり、個人所有機器の持
込み（Bring-Your-Own-Device：BYOD）およびモ
バイルアプリケーションを上回っています。ルクセン
ブルクは、アナリティクスおよびエンドユーザー機器
コンバージェンスの普及不足、ならびにゲーミフィケー
ションおよび拡張現実への関心の低さにおいて、全世
界の結果との違いを示しています。
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プライベートクラウドは引き続き全世界および国内で
最も幅広く採用された新たなテクノロジーとなってお
り、その普及率は昨年の 32％に対して現在 40％に達
しています。普及は、CIO がより厳格な規制の制約を
遵守しなければならない FS において特に進んでいま
す。民間セクターがこれに続いており、その普及率は
現在 20％を超えています。公共セクターは、依然と
して今年クラウドテクノロジーに関する研究活動を試
行するにとどまっています。

デジタル戦略は、ルクセンブルクの CIO にとっての優
先順位が比較的低いにも関わらず、普及率が 20％を
超えて 2 番目に多く採用されたテクノロジーとなって
おり、モバイルアプリケーションが昨年と同様に 2 位
となった全世界の結果と異なっています。この展開は、
多くのビジネスが直面するデジタルディスラプション
を積極的に支えようとするルクセンブルク市場の意欲
を示しています。それでも、このトレンドにはサーベ
イの参加者の間で大きなばらつきがあります。デジタ
ル戦略は特に公共セクターにおいて間違いなく必須の
ものと認識されており、最も高い導入率を示していま
す。BYOD はサーベイの結果において 3 位に挙げら
れており、普及率は全世界の結果を上回る 20％となっ
ています。モバイルアプリケーションおよびソーシャ
ルメディアがこれに続いており、これらにおいてルク
センブルクは依然として全世界の普及率に後れを取っ
ています。
 

最後に、アナリティクス／ビッグデータの分野におい
てルクセンブルクは明らかに後れを取っており、全世
界の普及率が 12％であったのに対して、採用してい
ると回答した参加者はいませんでした。しかしながら
国内市場は前進しており、参加者の 14％が導入段階
にあり、また 26％がデジタルおよびプライベートク
ラウドより先にこの分野にさらに投資することを望ん
でいます。

CIO は CEO との関係の強化のためにもっとできるこ
とがある

サーベイは、CIO と内部の利害関係者、特に最高経営
責任者（Chief Executive Officer：CEO）との関係
に関するルクセンブルクの結果が、全世界の結果とさ
ほど違わないことを示しています。CIO は周囲との良
好な関係の重要性を広く確信しているものの、CEO
と強固な関係を持っていると述べたルクセンブルクの
CIO は、全世界の結果が約 43％であったのに対して、
40％をわずかに下回りました。したがって、ルクセン
ブルクの CIO は正しい方向に向かってはいますが、依
然として IT 投資の便益について CEO を納得させるた
め、関係を強化する方法を見付ける必要があります。

ビジネス戦略を共有し、IT をビジネスニーズとより的
確に整合させることは、CIO および CEO にとって大
きな相互利益となるでしょう。
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ルクセンブルクの CIO の約 37％が、CEO と極めて
良好な関係を持っていると述べました。
興味深いことに、サーベイは、クラウド、BYOD、モ
ビリティ、ビッグデータなどの新たな技術トレンドの
世界において、経営幹部の新たなメンバーが、全世界
とルクセンブルクの両方の結果で脚光を浴びているこ
とも示しています。これらの役割には、最高データ責
任者、最高デジタル責任者および最高マーケティング
責任者が含まれます。しかし、ルクセンブルクの CIO
の多くは、これらの新たな利害関係者との関係を、一
緒に働き慣れた他の最高○○責任者との関係ほどに重
要または強固なものであるとみなしたり、評価したり
はしていません。

ソーシャルメディア、その他のデジタルテクノロジー、
ならびにデータおよびアナリティクスがビジネス情勢
の変革において今日持つ重要な力の台頭と共に、イノ
ベーションの育成およびビジネスの成長への貢献のた
めに新たな利害関係者との仕事上の関係を構築するこ
とが、CIO にとって極めて重要になりつつあります。

したがって、この分野における考え方を転換し、今日
のペースの速いデジタル化された環境への対処のため
に要求される新たな役割を受け入れる必要があります。

外部の利害関係者との機会の逸失

全世界の結果を裏付けるように、ルクセンブルクの
CIO の多くは、提携先、テクノロジーアナリストおよ
び CIO ネットワークとの関係を重要なものとみなして
いません。また、ルクセンブルクの CIO は依然として、
外部の顧客、サプライヤーおよびベンダーとの関係の
強化を必要としていることも裏付けられています。

ルクセンブルクの IT リーダーは、外部の利害関係者と
の強固な関係から得られるものが多いことを認識する
必要があります。サプライヤーおよびベンダーとの強
固な関係は、サービスの質の向上、契約上の価値を超
える価値の提供、またはコストの削減による追加的な
利益の獲得という形で、提供されるサービスの価値の
向上を CIO にもたらし得ます。また、テクノロジーア
ナリストや CIO ネットワークなどのその他の外部の利
害関係者は、ビジネスにさらなる価値を提供するため
の新たなテクノロジーのトレンドおよび革新的なアイ
デアを CIO に紹介し得ます。

CIO は依然として真のビジネスパートナーとなるべく
努力している

今回のサーベイの結果は、ルクセンブルクの CIO の多
くが、ビジネスの成長の推進において IT が果たす戦略
的な役割を意識し、ビジネスのリーダーおよび戦略的
パートナーとして関与することの重要性を認識してい
ることを明らかにしています。しかし、彼らは依然と
してこの役割を達成するのに苦心しています。

今年、CIO の約 47％が、自身を優れたビジネスパー
トナーとみなしています―これは昨年の 26％からの
大きな進展です。現在、この分野におけるルクセンブ
ルクの結果は、全世界の数字と一致しています。これ
は重要な前進といえるものの、このトピックに関して、
IT ／ビジネスの関係を強化するためのさらなる進展の
必要性を依然として浮彫りにしています。

最高
データ
責任者

5%

10%

最高
デジタル
責任者

37%

最高
経営
責任者

35%

最高
財務
責任者

15%

最高
マーケティング

責任者

49%

最高
執行
責任者

本グラフは、内部の利害関係者の一部と極めて良好な関係を持って
いる CIO の割合の違いを示すことを目的としているため、割合の合
計は 100％になりません。

ITとビジネスの連携
有効性

47%
自身を優れた
ビジネス
パートナーと
評価
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CIO の心理

行動およびスタイルの改革
ルクセンブルクおよび全世界の結果は、CIO の 4 分の 1 が自身は状況の主導権を握っ
ていると述べていることを明らかにしており、これは CEO および最高執行責任者

（Chief Operating Officer：COO）が認識している能力と著しい対照を示していま
す。また、3 分の 2 が直感的というよりも合理的である傾向にあります。これは多く
の状況において極めて有意義であるものの、ビジネスの成長のための革新においては
おそらくあまり有利ではないと思われます。自身の組織の制約を考慮して、CIO の 3
分の 2 が、IT 機能が持つビジネス支援の役割に沿ったリスク許容度に傾いています。

リスク回避的

リスク許容的

直感的

合理的

弾力的

直線的

言語的

数値的

信頼する

懐疑的

協調的

主導権を握る

想像的

計画的
100%

80%

60%

40%

20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CIO がさまざまな異なるビジネス環境において独自のスタイルの自己認識を自由裁
量で発達させることは、他のビジネスのリーダーに対応し経営幹部の中で影響を及
ぼすにあたって行動を適応させるために不可欠です。

CIOとしてのご自分を評してください：スペクトルの位置関係

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   22 2015/04/13   11:39:46



23

よりリスクの高い IT 投資対 IT 予算の制約

全世界の結果と異なり、ルクセンブルクの CIO の
41％は、IT 予算をよりリスクの高い IT 投資の主な制
約要因とみなしています。
サーベイの結果は CIO が IT 投資に関してインテリジェ
ントリスクを負担することに前向きであることを示し
ていますが、よりリスクの高い投資を可能にするため
には、2 つの主な要因をより詳しく観察すべきです。

まず、全世界の結果と対照的に、ビジネスのリーダー
たちのリスクに対する姿勢よりもむしろ IT 予算が、イ
ノベーションおよび成長のためのリスクの高い IT 投資
に着手するにあたっての最大の制約となっています。

第 2 に、ルクセンブルクの CIO の 32％が、ビジネス
のリーダーたちのリスクに対する姿勢を障害とみなし
ています。このトレンドは全世界の結果と異なってい
ます。さらにルクセンブルクでは、ビジネスのリーダー
たちがイノベーションを通じた成長を促進するための
リスクポートフォリオを採用する傾向にあります。

金融サービスセクターにおいては規制が第 3 の制約で
あり、24％となっています。

事業価値に対する投資の全体的な貢献を明確化するの
に効果的に役立ち得る一つの戦略は、正味の事業価値
についてビジネスの上級リーダーに報告することです。

IT 組織内におけるイノベーション

テクノロジーのイノベーションを通じて成長すること
を目指すビジネスにおいては、姿勢を改め、イノベー
ションの文化を IT 組織に組み込むためにすべき仕事が
依然としてあります。全世界の結果によると、IT のイ
ノベーションを IT 機能にとって重要なものとみなして
いるのは、CIO の 3 分の 1 未満にとどまっています。
CIO の 47％は、イノベーションを自身の組織にとっ
て重要なものとみなしていますが、IT 予算においてこ
れを効果的に実現するための資金提供をほとんど受け
ていません。民間セクターにおけるイノベーションの
文化は、格段に形式化され、体系的なアプローチおよ
びプログラムを持つ傾向にあります。

テクノロジーのイノベーションの中心にいることは、
ビジネスの直感を研ぎ澄まし、成長の機会を識別する

のに役立ち得ます。すべての投資が利益を生むわけで
はありませんが、CIO の投資ポートフォリオの多くが
引き続き BAU の IT サービスにとどまる可能性が高い
という事実があるにしても、それらの投資の成果はビ
ジネスの成長のための革新によって損なわれるべきで
はありません。

予算の制約 ビジネスのリーダーたちの
リスクに対する姿勢

規制

41% 32% 26%

投資の障壁
ITリーダーが直面

イノベーションの文化の認知

47%

18%

IT予算における資金提供を
ほとんど受けていない

IT機能内におけるアプローチおよび
プログラムを形式化している

6%

29%

イノベーションはIT機能の基礎であり、
自分たちが行うすべてのことに組み込まれている

イノベーションはIT機能のための
優先事項とみなされていない
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ホットトピック：アナリティクス―重要な発見事項

全世界のレベルにおいて、CIO の 63％が、アナリティ
クスはビジネス戦略を支えるものであり、さらにはビ
ジネス戦略の導出の強力な推進力であると認識してい
る一方で、ルクセンブルクの CIO の 60％が、アナリ
ティクスは主として戦術的なものであり、ビジネス戦
略との密接な関連はないと回答しています。アナリティ
クスが何らかの競争優位を提供することができると述
べているのは、ルクセンブルクの CIO の 16％にとど
まっています。

全世界のトレンドと同様に、サーベイの結果は、アナ
リティクスにおける CIO の役割が主として洞察ではな
くテクノロジー能力の提供に重点を置いていることを
示しています。加えて、ルクセンブルクの CIO の 3 分
の 1 が、アナリティクスの提供について負っている責
任が限定的であるか、またはアナリティクスの提供に
おける自身の役割が不明確であると述べています。全
世界のレベルにおいては、この指標が占める割合は
回答者の 5 分の 1 にとどまっています。したがって、
CIO の責任を、より総合的な洞察および情報主導の役
割に変える機会が存在しています。

サーベイのすべての指標が、ルクセンブルクが世界的
なアナリティクスの力の認識に後れを取っていること
を示している
全世界のレベルにおいて、CIO の 3 分の 1 が、アナリ
ティクスに係る経営幹部レベルの支援者を知らないか、
または単独の支援者が定められていないと述べていま
す。この割合はルクセンブルクではさらに劇的であり、
CIO の半数が同様の状況を挙げています。
 

全世界とルクセンブルクの両方のレベルにおいて、サー
ベイは、単独の明確な支援者がいないことが広範な普
及の主な障害と見られることを示しています。ルクセ
ンブルクでは、回答者の 40％超が、最も重要な障壁
はデータの捕捉および分析に対する集中型のアプロー
チの欠如であり、かつリーダーたちはアナリティクス
の利用を理解も支援もしていないと述べています。

同等の重要性を持つその他の主な課題は、予算の制約、
適切なテクノロジーおよびインフラの欠如、ならびに
広く知られたアナリティクス能力を持つ人材の不足と
なっています。

ホットトピック：アナリティクス―洞察

ソルベンシー II、バーゼル III、単一監督メカニズムな
どの最近の規制および欧州指令の影響は、直感ではな
く事実に基づく重要な意思決定のためのデータの重要
性を浮彫りにしています。課題は、品質チェック済の
データを整理、分析および解釈し、結果を意思決定プ
ロセスに適用することです。

CIO は、アナリティクス戦略をビジネスと整合させる
にあたって中心的なハブの役割を果たすという独自の
立場にあります。アナリティクスに対する首尾一貫し
たアプローチの欠如は、データまたはテクノロジーの
問題ではありません。それはガバナンス、人員および
プロセスの問題です。CIO は一連の多様な利害関係者
のニーズを管理しこれに対応しており、また CIO は企
業データの管理者であるため、CIO は最適なソリュー
ションの創出のために多様な当事者をまとめるのに適
した立場にあります。

CIO は、アナリティクス戦略をビジネスと整合させるにあたって
中心的なハブの役割を果たすという独自の立場にあります
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長く続いた景気低迷が終わり、ルクセンブルクの
組織の大部分は、IT 予算の安定または増加の恩恵
を受けています。それにも関わらず、新たなビジ
ネスニーズへの対応ならびにリスクおよびセキュ
リティ管理の強化が今後 12 ヶ月から 18 ヶ月間
における最優先事項となっている一方で、予算の
最大部分が BAU 活動に割り当てられています。イ
ノベーションの優先順位は引き続き極めて低く
なっており、国内の CIO は IT 予算をよりリスクの
高い投資に対する主な制約とみなしています。

全世界の CIO と比べて、ルクセンブルクの CIO
はテクノロジーのトレンドの適用においてより一
貫性がありますが、彼らはいち早い導入者という
よりも追随者であるように見えます。プライベー
トクラウドは最も幅広く採用されているテクノロ
ジーのトレンドであり、かつ成長を続けています
が、すべての指標は、アナリティクスおよびビッ
グデータに関してルクセンブルクが世界に後れを
取っていることを示しています。デジタル／マル
チチャネルは、ルクセンブルクにおいて 2 番目に
多く採用されているテクノロジーのトレンドであ
り、最大限の範囲まで展開されておらずかつ金融
サービス業界にとって必須のものであるにも関わ
らず、今後数ヶ月間における優先事項ではないよ
うです。

CIO の予算において中核的な IT サービスの提供が
優先されているにも関わらず、CIO のプロジェク

トのポートフォリオに係る ROI の測定およびその
リスクの視点からの分析に関しては、依然として
改善の余地があります。しかし、国内の CIO は全
世界の CIO と比べて市場の変化に適応する能力に
より優れています。

テクノロジーとビジネスの両方の能力の組合せを
持つ人員を要求する CIO の役割は、新たなテク
ノロジーと共に変化しつつあります。これは次に、
内部と外部の両方における自身の諸関係の再検討
を CIO に強いるでしょう。すなわち、革新的なア
イデアを育成しビジネスの目標の実現を加速する
ため、内部的には信頼される戦略的なビジネスパー
トナーとなり、外部的には新たなトレンドを活用
し経験を共有することです。

ビジネスの目標を支えるためにテクノロジーを提
供するだけでなく、CIO は自身の責任をより総合
的な位置付けに変え、ビジネスのリーダーとなる
機会を利用することができます。より高リスクで
はあるが透明性の高い監視された投資を行うべく
ビジネスを誘導し、新たなテクノロジーの能力を
通じたビジネスの機会を実証することのできる機
会があります。

今こそ、CIO は中核的な IT システムの管理者にと
どまるか、技術的なイノベーションを通じた成長
の推進力となるかを選択する時です。

結　論
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ICT センターとしての
ルクセンブルク

「ポストICTインフラ時代」：
ルクセンブルクの未来の
基盤となるか？

マーク・ホームズ
（Marc Halmes）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ジェスパー・ニールセン
（Jesper Nielsen）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト
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情報技術は私たちの暮らしのあらゆる側面に普及して
いますが、ビジネスではその傾向がさらに強いと言え
ます。ルクセンブルクにおける技術インフラは、現在
非常に高い水準にあり、またその他の要因もルクセン
ブルクを魅力的なビジネスの場としています。しかし
ながら、世界は立ち止まっているわけではありません！
テクノロジー、特に情報通信技術（information and 
communication technology：ICT）の進化は変化の
波を引き起こしており、昨日までの強みが明日の障壁
となりかねません。

それではルクセンブルクは、どのような方法で ICT へ
の期待に応えているのでしょうか？現在のこうした変
化は、この国を向上させ、より一層魅力的なビジネス
の場にするものなのでしょうか？新規事業の誘致を目
指して、技術的な基盤はさらに強化されるのでしょう
か？ルクセンブルクの企業および ICT を推進するため
の 2 つの領域は、イノベーションと、「デジタル・ル
クセンブルク（Digital Lëtzebuerg）」と称される政
府構想です。この 2 つの領域によって違いを生み出す
ことができるのでしょうか？ルクセンブルクの事業環
境および ICT 環境を、強固かつ活力溢れる環境のまま、
確実に維持することができるのでしょうか？私たちは
これらを新たな目で見直し、専門家に意見を求めました。

ルクセンブルクで何が変化しているのか？

欧州における ICT センターの一拠点というポジション
から、ルクセンブルクを優位に立たせるために何がで
きるでしょうか？ルクセンブルクのステータス向上に
向けて、さらにできることはあるのでしょうか？発展
の機会はどこにあるのでしょうか？

大規模かつ安定したグローバル・ビジネス・コミュニ
ティを誇るルクセンブルクでは、新しい産業が既存事
業を支持し、尚且つ既存事業の成功を妨害しないこと
が極めて重要になります。大きな潜在的価値は、新し
いデジタル産業と伝統的な事業とがコンバージェンス
する点に見出すことができ、またこれこそがルクセン
ブルクにとって重要な焦点であるべき部分です。

先に触れた通り、ICT 関連サービスが大きな割合を占
めるイノベーションの中枢へとルクセンブルクを発展
させるため、長年にわたり多大な労力が費やされてき
ました。一部の領域は、今後のルクセンブルクの ICT
情勢に影響を与え、変化させる構えを見せています。

「デジタル・ルクセンブルク」

「デジタル・ルクセンブルク」と称される政府の新たな
取組みは、多種多様なプロジェクトを集結して調和さ
せ、政府の「デジタル」に対する総合的なアプローチ
を生み出すことを目指しています。民間セクターとの
緊密な協調は、在ルクセンブルク企業のデジタル技術
向上のソリューション創出を目的とするものです。

この新たな政府の取組みは、「ICT インフラ時代」と呼
ぶにふさわしい、ここ数年の ICT 重視の流れを踏まえ
ています。そして、新たな「ポスト ICT インフラ時代」
の目標は 2 つあります。1 つ目の目標は、ICT センター
としてのルクセンブルクの地位を強化すること、2 つ
目の目標は、ルクセンブルクが特定の産業および業界
にとって「ハイテク」なセンター・オブ・エクセレン
スとなることです。

ここ数年間の事業環境は、国際的にもルクセンブルクにおいて
も劇的な変化を遂げています。こうした変化は、政府のみな
らず民間セクターによる貢献に支えられたものです。新事業の
立ち上げに必要な投資は軽減され、業界参入時の障壁が消
滅している事例もあるなど、世界における競争基盤は変わりつ
つあります。こうした変化を受け、新しい産業が創出される一
方で、一部の業界は全面的な見直しを迫られています。
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「デジタル・ルクセンブルク」の枠組みは、ルクセンブ
ルクに企業誘致することを目的として、公的および民
間セクターの関係者間における最大限の連携を目指し
ています。FinTech や関連する構想は、電子決済や仮
想通貨などに関する金融 IT センターとしてのルクセン
ブルクの優位性を生み出しています。ゆえに、「デジタ
ル・ルクセンブルク」（すなわち、ルクセンブルク・プ
ライバシー・クラスター構想）を活用することによって、
ICT セクター全般に同様の優位性が生み出されるはず
です。

現在、新しい形態の事業運営を可能とするべく、イン
フラ、研究およびイノベーションへの継続的な投資が
微調整の段階にあり、ICT、データおよびプライバシー
については的を絞った法改正を可能とするための法整
備が行われています。こうした取組みは、新しい形の

事業運営を実現できる革新的なテクノロジー企業を魅
了するだけでなく、既存産業の発展も促進することで
しょう。

「デジタル・ルクセンブルク」構想には 2 つの要素が
あります。一つ目の要素は、さまざまな省庁が提供す
る行政サービスにあり、政府のサービスや機能のデジ
タル化を目指して重点的に取り組まれています。特に
政府の電子サービスにはより一層の重点が置かれてお
り、3 つの省庁（下記を参照）が先導役となって、他
の行政機関への「導入方法の指導」を担当します。も
う１つの要素は、ルクセンブルクにおけるデジタル機
能の開発に民間セクターをどのように巻き込んでいく
か（例えば ICT ルクセンブルクを介して）に重きを置
いています。

この取組みは、３省の関係者が公的機関の視点から主導しています。国務省のジャン＝ポール・ゼン氏、経済省
のマリオ・グロッツ（Mario Grotz）氏（およびロマン・フアルジュ（Romain Fouarge）氏）ならびにルクセ
ンブルク・フォー・ファイナンスのニコラ・マッケル（Nicolas Mackel）氏です。

選択されたフォーマットは、必要と考えられる場合に特定のトピック／分野に関するワーキンググループを利用するこ
とを含みます。

「全体的な目標は、ルクセンブルクが、オープンで現代的、 
かつ高度につながったデジタル経済となることです。」 
ジャン＝ポール・ゼン（Jean-Paul Zens）

• 通信への投資
•  インフラ＋研究 

＋イノベーション
＋法令

•  「メディア」＋「商取引」 
＋「デジタル事業」 
＋「クラウド」 
＋「ビッグデータ」 
＋「電子決済」を重視する
革新的なテクノロジー企業
の誘致

• 政府サービスのデジタル化
• 電子スキル
• 財政支援の手段
• ニッチ市場の開発

ICT インフラ
の構築

1 2 3 4
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この枠組みの１つ目の要素は、8 つの明確なステージに分類されています。当該ステージでは、既存のプロジェ
クトを吟味し、現在の状況と望ましい将来の形の間に潜むギャップを正確に突き止めます。これを経た上で、戦
略を策定し導入することが可能になります。作業が開始されると、国際的なコミュニケーションおよびターゲッ
ト戦略を網羅するべく、戦略の焦点が拡大されていきます。

87
ターゲット国における
国外プロモーション

ターゲット国の定義

6
対外的なコミュニ
ケーション戦略の策定

5
戦略の実行および
モニタリング

43
戦略の定義および合意進展の新たな軸の

分析および評価

2
既存プロジェクトの
状況およびプランニング

1
政府の進行中
プロジェクトの
洗い出し
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現在と将来における技能問題の解決には、はるかに大
きな調整が求められます。将来的に求められるスキル
セットの多くは現時点で認識できるものではなく、ゆ
えに経験を通じて習得するしか方法はありません。教
育システムの変更には時間を要するため、新たな外国
人材を受け入れて、かつ彼らを惹きつけることは、官
民両セクターにとって非常に重要なことです。

この構想の 2 つ目の要素は民間セクターに特化してお
り、以下の 2 つの領域に重点を置いています。

• 既存企業におけるデジタル ICT 利用状況の改善

• 革新的な ICT 企業のルクセンブルク定着促進

この 2 つ目の要素は明確なロードマップが策定されて
いないため、この点の連携が今後どのように進んでい
くのか、その対策を練るための試みを集結しています。

ここで、重要な問題がひとつあります。この産業にさ
らなる優位性を生み出すに際し、ICT 企業に「最前列席」
を用意すべきか否かという点です。例えば、政府が資
金調達者となって支援し、新興企業に投資をするべき
なのでしょうか？ルクセンブルクにとっての最善のア
プローチがまだはっきりとわかっていないため、現在
は実行可能な戦略を生み出すための多大な労力をこの
問題に注ぎ込んでいる段階です。

在ルクセンブルクの既存企業、またはルクセンブルク
での創業を望む人材にとって、セキュリティおよびデー
タ保護は、さらなる優位を生み出すための非常に重要
なトピックであるとともに、実現に向けた鍵であると
考えられています。ここでの問題のひとつが、間近に
迫った EU データ保護規則をどのように導入していく
かです。この規則は、他の管轄区域に先駆ける形でル
クセンブルクから導入される可能性があるため、ここ
で、「強化されたデータプライバシー」というアプロー
チが生み出されるかもしれません。新 EU データ保護
法は、国内法令の現行のつぎはぎの置き換えを目的と
しています。
 

米国のデータスパイ・スキャンダルを受けて、データ
のセキュリティおよび保護は、企業にとってますます
競争上の優位性となります。SnT（securityandtrust.
lu、ルクセンブルク大学の学際センター）によるプラ
イバシー・ケイパビリティ・クラスターの提案は、デー
タのセキュリティおよび保護がどのように調整され、
今後ルクセンブルクに流入するであろう ICT の資産お
よび投資の方向性に影響を及ぼす可能性があるのかを
示すひとつの例となります。

こうした要素のすべては、ルクセンブルクの今後のデ
ジタル政策を形成する「デジタル・ルクセンブルク」
の枠組みの中で、非常に重要な役割を担っています。

イノベーション―長期的な成功に必要なもの

ルクセンブルクが「ポスト ICT インフラ時代」を迎え
るためには、検討を行った上で一体化させる必要のあ
るいくつかの要素があります。単なる ICT インフラセ
ンターの地位に踏み留まることは、将来的に十分とは
言えません。イノベーションとテクノロジーの発展を
活用して、具体的な価値ある提案やソリューションの
中に組み入れていくことが不可欠となります。

ルキノベーション（Luxinnovation）の目的は、研究、
イノベーション、創造性およびデザインを通じて、ル
クセンブルク経済の競争力を促していくことです。同
機関は一般企業に対し、特に革新的な新興企業に対し
て、幅広いサービスを提供しています。とりわけ、知見、
資金調達およびテクノロジーへのアクセスや、研究イ
ンフラおよび市場へのアクセス、業務提携や商機への
アクセスを容易にし、企業のイノベーションプロジェ
クトの具現化や導入の支援を行うことが同機関の目的
です。

ルキノベーションの ICT クラスター・マネジャーであ
るジャン＝ポール・ヘンゲン（Jean-Paul Hengen）
氏によると、新興企業および起業家がルクセンブルク
を選ぶ主な理由は以下の通りです。

• ローカルビジネスの運営や国際的な事業展開に適し
た、将来性のある経済および法律環境

• 会社設立を支援する多くの官民提携イニシアチブに
支えられた、活力溢れる創業環境

• さまざまな分野で充実している公的研究機関。ルク
センブルク大学のセキュリティ、信頼性および信用
に係る学際センター（Interdisciplinary Centre for 
Security, Reliability and Trust：SnT）は、IT セキュ
リティの分野で高い水準の研究に従事し、連携先の
民間企業と協調しながら幅広い取組みを見せている

「データ保護は欧州で生まれたものです。
厳格なデータ保護規制こそ、欧州のトレー
ドマークでなければなりません。」 
ビビアン・レディング（Viviane Reding）
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• 企業が実施する研究開発およびイノベーションプロ
ジェクトに提供される政府補助金。さらに、個々の
企業が実施するプロジェクトだけでなく、提携先数
社が関与する共同研究開発も推奨されている

テクノポート（Technoport）は、ルキノベーション
を次の段階へと発展させ、具体的なアイデア／特定の
人々に対して実践的な場を提供しています。テクノ
ポートは、技術的かつ革新的なビジネスアイデアのイ
ンキュベーターとして機能しています。ここでは、さ
まざまな開業プログラムへの参加や、執務スペースお
よび開発スペースの利用（プロトタイピング・ラボや
ファブ・ラボの利用も可）、また類似するビジネスアイ
デアを持つ人々との連携が可能となります。テクノポー
トの CEO であるディエゴ・デ・ビアシオ（Diego De 
Biasio）氏によると、テクノポートは以下の 2 つのワー
クプログラムを提供しています。

• 商業化前（またはチャレンジングなアイデア）のプ
ログラムは、4 ヶ月間まで無料（法人化していない
場合）である。2013 年には 130 件の応募（65％
が ICT 関連）があり、2014 年度上半期には 84 件
の応募があった

• 創業（または「事業の立上げ」）のプログラムは、よ
り正式で長期間に及ぶ有料プログラムとなり、この
中で実際に事業が形成される。テクノポートの支援
を受けた企業は、2013 年は 9 社であり、2014 年
度上半期には 3 社の新企業が支援を受けた

テクノポートのベルヴァールの施設は、主に ICT の起
業家に利用されています。4000 平方メートルのオ
フィススペースは、こうした起業家の支援に十分適し
たものです。外国企業は主に、ルクセンブルクにおけ
る研究開発やイノベーション活動の確立を目的に訪れ
ます。彼らのイノベーションを形にするための施設と
してテクノポートは利用されています。

「新しい何かを望むのであれば、
古いやり方を捨てなければなり
ません。」 
ピーター・F・ドラッカー 

（Peter F. Drucker）
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さらにディエゴ・デ・ビアシオ氏は、国際企業がルク
センブルクおよびテクノポートを創業の場として選ぶ
主な理由を以下の通りに説明しています。

• 一部の業界にとって、ルクセンブルクは中立的な地
（すなわち、セキュリティアプリケーション）であり、
また新しいスタンダードを迅速に適用する地（すな
わち、モバイル決済）でもある

• 新興企業の大多数は国際市場への参入を目指してい
るため、ルクセンブルクは優れたテスト市場となっ
ている

• テクノポートの成功率が高く、35 社の企業のうち
11 社が買収され、新たな親会社の下でさらに発展し
ている

以下のサクセスストーリーがあります。

• Desktop Standard（米国）による NeoValens の
買収

• MSC Software（米国）による e-Xstream 
Engineering の買収

• MusicMatic（英国）による Jamendo の買収

• Weinig Group（ドイツ）による LuxScan 
Technologies の買収

2009 年以来、さまざまな新興企業が、4,900 万ユー
ロ超の投資を獲得しています。

起業ならびに新たな事業およびサービス創出の場とし
てルクセンブルクを魅力的に発展させることに対して、
多くの人々やリソースがはっきりと焦点を合わせてい
ます。こうした取組みはこれまでに成功を収めており、
インタビューに応じたすべての関係者も、当該プログ
ラムの未来および成功の可能性について楽観的な考え
を述べていました。ただし、こうしたイノベーション
構想から既存企業がどのような支援を受けているかに
ついては、あまり明らかになっていません。
 

ビジネスの視点

デジタル時代は今に始まったものではなく、最初の電
子計算機が開発された 50 年代から続いています。た
だ今日においては、電子計算機ではない全くの別物
が存在しています。モバイル、解析、ソーシャル、ク
ラウドおよびサイバーのセグメントでは驚くべきイノ
ベーションが起こっており、これらの勢力が集結され
るポイントにこそ、貴社が競争から抜け出す可能性が
隠れています。

こうした変革の結果、勝者と敗者が生まれることにな
ります。しかし、私たちはすでに、この変革の今日
における証拠を目の当たりにしています。多くの企業
が繁栄しているのと同様に、自社事業を変えることも、
新たな現実に適応することもできずに、結果として消
滅したかまたは買収された組織の事例も多くあります。

これらの課題は、ヤピタル（Yapital）のような新事
業では異なります。強力な親会社の後ろ盾を持ったり、
ベンチャーを成功に導くだけの十分なリソースを備え
ていれば、状況は一変するのです。ヤピタルの CEO
であるニルス・ウィンクラー（Nils Winkler）氏は、
ルクセンブルクに定着する主な理由を以下の通りに説
明しています。

• ルクセンブルクの法的状況は電子決済企業に好意的
である

• 一般税制が企業に有利である

• ルクセンブルクはビジネス面で高い評価を得ている

• 求められる役割のほとんどを遂行する可能性を秘め
た、高スキルの労働力が存在する（ただし、一部で
は労働力を「外国から受け入れる」必要があった）

• 多くの法域と比べて、規制当局との接触が複雑では
なく、また必要な場合、規制当局は企業への対応と
支援を惜しまない

• 低遅延および超高可用性が前提となる事業であるた
め、一流の ICT インフラは選択肢の中で非常に重要
な項目であった

それでもなお、革新的かつ純然たるデジタル事業をル
クセンブルクで創業することに問題がなかったわけで
はありません。起業家の努力を付加価値活動に向ける
ためには、新規企業が多大な支援を受けるべき場面に
おいて、改善を要する部分が残っています。

デジタル時代は今に始まったものではなく、最
初の電子計算機が開発された 50 年代から続
いています。ただ今日においては、電子計算
機ではない全くの別物が存在しています
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状況および見通し

「ポストICTインフラ時代」は現実のものです。イノベー
ション、デジタル事業のアジェンダ、金融テクノロジー
の重視ならびにデータのセキュリティおよび保護に関
する取組みを組み合わせることで、力強い調和は確実
に生まれます。しかし、その他の変化のマイナス効果
を解消する場合には、これで十分と言えるのでしょう
か？そしてそれは、ICT センターとしてのルクセンブ
ルクをどこに向かわせるのでしょうか？

私たちの議論からは、ICT センターとしてのルクセン
ブルクの未来や、ビジネスの実現を後押しする存在で
あり、かつ重要基盤としての道を切り拓くルクセンブ
ルクの力量について、相当な楽観論を見出すことがで
きます。起業家と既存企業の双方の発展と協働の支援
によるイノベーションの重視と、「デジタルのロード
マップ」の推進とを組み合わせることが、ルクセンブ
ルクにおける「ポスト ICT インフラ時代」を加速させ
る鍵となるという新たな確信を、インタビューに応じ
た全員が表明しました。

イノベーションの能力および測定可能な実績を測定す
るグローバル・イノベーション・インデックス 2014
年版 * によると、ルクセンブルクは昨年の 12 位から
9 位へと躍進しました。これは明らかに、数々の取組
みが実を結びつつあることの証拠です。

議論の中で、私たちはいくつかの改善を要する部分に
気付きました。

• CIO は「イノベーション意識」を持ち、可能な場合
にはデジタルアジェンダに関与しなければならない。
CIO は新たな組織との連携を進んで取り入れ、新た
なビジネスチャンスを構築しなければならない

• 強固で面白みのあるビジネスモデルを展開するため
に、技術的に深い知識を持つ人 （々ハッカー）のコミュ
ニティと共に仕事をすることは興味深い

• 新規企業が事業展開に専念（管理業務や今後進むべ
き道の模索ではなく）できるよう、ルクセンブルク
への招致方法を検討する

ICT 業界におけるイノベーションの大々的な推進に
よって、デジタルアジェンダは普及しました。今後も
発展を続けることでしょう。デジタルアジェンダと、
現場の革新的な取組みやプロジェクトとを組み合わせ
ることで、大きな変革に向けた土台が業界およびセク
ター全体にわたって構築されています。

そのため企業は、従来の可能性を活用しつつ、「ポスト
ICT インフラ時代」の中での自社事業の発展に繋がる
新しい方法を探し出すため、デジタルおよびイノベー
ションのアジェンダに関与し、積極的に取り組むこと
が非常に重要になります。

情報および知見を共有して下さった以下の方々に感謝の意を表します。
• ジャン＝ポール・ゼン氏（国務省　メディア・コミュニケーション局長）
• マリオ・グロッツ氏（経済通商省　研究・知的財産・新技術総局長）
• ニコラ・マッケル氏（ルクセンブルク・フォー・ファイナンス CEO）
• ロマン・フアルジュ氏（経済省　情報通信技術局長）
• ジャン＝ポール・ヘンゲン氏（ルキノベーション　ICT クラスター・マネジャー）
• ディエゴ・デ・ビアシオ氏（テクノポート CEO）
• ニルス・ウィンクラー氏（ヤピタル CEO）

* www.wipo.int/pressroom/en/articles/2014/article_0010.html#top
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クラウドの適応および
オーケストレーション
容量のクラウドから
機能のクラウドへの
移行

ジェスパー・ニールセン
（Jesper Nielsen）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・アプリケーション
デロイト
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ジェスパー・ニールセン
（Jesper Nielsen）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・アプリケーション
デロイト

こうしている間にも起こっている革命があります。 
最後の産業革命に間違いなく匹敵する規模の 
グローバルな革命です。
ただし今回の革命は、IT をその原動力とし、私たち
の働き方や私たちの期待、また私たちの行動を変え
て、物理界全体の有効性や効率性も変えていくでしょ
う。クラウドサービスは、こうした変化を可能にする
根本的な勢力のひとつです。

組織の機能の維持、構築および拡大はすべての IT 部
門の目標ですが、IT の提供モデルは長きにわたって停
滞しています。現在、IT 界の景観を変える非常に大き
な 5 つの勢力が存在しています。それは、ソーシャル、
モバイル、分析、クラウド、およびサイバーです。こ
れら 5 つの勢力は、IT におけるパラダイムシフトを約
束するものです。

IT 界で、あまりに長い期間にわたって軽視されてきた
領域―総合的なデータ管理、エンタープライズアーキ
テクチャおよびサービスの統合―を、これ以上放置し
たままにもできません。これらの領域はさらに複雑化
しつつあり、またすべての IT 部門において非常に重要
な中核的分野であることもわかってきています。

しかし、クラウドソリューションにはさまざまな形態
があります。クラウド導入を成功に導くためには、今後、
オーケストレーションが非常に重要な要素となると考
えられています。実際、一連のクラウドと自社運用シ
ステムとの統合、アグリゲーションおよびオーケスト

レーションに関する戦略は、すべての組織で策定され
るべきと言っても過言ではありません。

クラウドのオーケストレーションが、必ずしもビジネ
スに混乱を生じさせるわけではありません。しかし、
IT のサービスモデルを変化させ、人員、プロセスおよ
びテクノロジーに幅広い影響をもたらします。

全社的なクラウドの採用は、急速に現実味を帯びつつ
あるとはいえ、自社運用システムに置き換えるもので
はなく、これに追加するという採用方法がほとんどで
す。その結果、これらのクラウドサービスは、従来の
財務システム、受注管理システム、在庫システム、人
事システム、製造システム、その他のエンタープライ
ズシステムといった、内部の基幹システムへの統合が
ますます必要になっていきます。

企業はストリング、クラスター、ストームなどでクラ
ウドに接続し、エンド・トゥ・エンドなビジネスプロ
セスを創り出すために、個々のサービスを繋ぎ合わせ
て対応しています。クラウドサービスの戦術的な採用
は、システムの連動やオーケストレーションといった
戦略の必要性－またビットやバイトといった容量の観
点ではなく、ビジネスの成果に合わせて構築された新
しいクラウドの提案－に移行しています。
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本質的な特徴 サービスの
種類 展開モデル

• オンデマンドのセルフサービス
• 幅広いネットワークアクセス
• リソースの貯留機能
• 迅速な拡張性
• 測定可能なサービス

• ソフトウェアを提供する
サービス

• プラットフォームを提供
するサービス

• インフラストラクチャを
提供するサービス

• パブリッククラウド（外部）
• プライベートクラウド（内部）
• ハイブリッドクラウド
• コミュニティクラウド

クラウドとは何なのか。どのように発展していくのか？

「クラウド」は新しい言葉ではありません。誰もが話題
にしていることかもしれませんが、実際にクラウドを
導入している企業はそれほど多くありません。欧州・
中東・アフリカにおけるクラウドの適応は、世界の他
の地域から大きく出遅れています。調査結果を信じる
ならば、クラウドは今日の IT 業界における最大のテク
ノロジートレンドであり、かつ可能性を実現する鍵と
なるものです。ここで疑問が生じます。組織（より具
体的にはルクセンブルクを拠点とする組織）は、なぜ
クラウドに飛びつかないのでしょうか？

私たちはまず、「クラウド」という言葉が厳密に意味す
るところを明確にし、それが現在どのように変化しつ
つあるかについての議論から始めるべきでしょう。同
様に、現職の CIO にどのような影響があるのか、また
CIO としてのシリアスな見地から、クラウドの採用と
その統合の本質をどのように見据えるべきかについて
の検討も重要かもしれません。

「クラウドソリューション」という言葉は、世間で受け
入れられた特徴とあまり一致していないにもかかわら
ず、一般的に使われている言葉です。したがって、「ク
ラウド」に関する私たちの定義を定めることは、本号
の目的に沿う行為だと言えます。NIST がクラウドを
どのように定義しているかについては以下の図の通り
です。これは、クラウドを 5 つの特徴、3 つのサービ

スの種類および 4 つの展開モデルで構成されるものと
して捉えています。

クラウドソリューションはそのため、列挙されたすべ
ての特徴を備え、展開モデルのいずれかを利用し、サー
ビスの種類のいずれかを提供しなければなりません。
貴社のクラウドソリューション（すでに運用または利
用している場合）がこれを満たしているかどうか、ま
たすべての特徴が網羅されているかどうかを検討する
価値はあります。

クラウドソリューションは立ち止まっているわけでは
ありません。新しい事例は、これまでを上回るペース
で生まれています。特に、ソフトウェアを提供するサー
ビス（Software-as-a-service：SaaS）のカテゴリー
におけるソリューションは多種多様です。さらに、旧
型ソリューション（2006 年が一昔前とされるのであ
れば）も成熟しつつあり、適切なソリューションを探
し出せる可能性は高まっています。

しかし一体、なぜクラウド路線を進むべきなのでしょ
うか？調査結果によると、現時点では IT 活用の向上、
資本モデルの変革および業務モデルのさらなる最適化
が大部分を占めていることがわかります。ただし、ク
ラウドモデルの利用に問題や課題がないというわけで
はありません。

クラウドソリューションについて考えるとき、近頃頻繁に思い
浮かぶのは、インフラストラクチャを提供するサービスまたは
ソフトウェアを提供するサービスに関するソリューションです
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データ
ガバナンス

管理

統合

- 整合性、復旧、
  プライバシー、職務分離
- 各国の法令
- 規制の遵守

- パフォーマンスの管理
  およびモニタリング
- サービス水準の保証
- 合意（SLA）

- ローカル／リモートの
  統合シナリオ
- クラウド・トゥ・クラウドの問題
- ダイナミックなリソース

セキュリティ

課題- 不正アクセス
- データの損失
- 障害復旧

クラウドの課題

現在、クラウドの導入やクラウドへの移行に関連して
考えられる課題は多数あります。しかし、最新の調査
結果をいくつかの領域に要約すると、4 つの主なカテ
ゴリーが浮かび上がってきます。それは、セキュリティ
に対する懸念、データガバナンス上の問題、管理面の
問題および統合に際しての課題です。

セキュリティに対する懸念が依然として適応を阻む主
な障壁となっているようですが、ガバナンス上の課題
が僅差でこれに続いています。プライベートの企業環
境とパブリッククラウドの両面におけるセキュリティ
をどのように実現するかについては、検討する価値が
あるでしょう。企業は往々にして、セキュリティやそ
の防御システムが侵害されていることを実際に検知
しない限り、自社はハッカーの制圧に成功していると
考えています。またクラウドプロバイダーについては、
敵対的な攻撃に対して無防備ではないかとの意見を
持っていることも多く聞かれます。調査結果ではこの
点を、非常に誤解を招きやすい意見であると指摘した
上で、最新のセキュリティおよびリスク管理のソリュー
ションの提供の面において、クラウドプロバイダーは
多くの企業の社内インフラよりも優れていることを示
唆しています。

すべては、本質的な問題に回帰します。その本質的な
問題とは、貴社のデータ管理における規律です。貴社
のデータおよびその属性について、あなたはどの程度
理解していますか？データはどこで、どのように利用
されていますか？そして、関連するリスクはどのよう
に管理されていますか？

上記のすべての課題には明らかな関連性があるだけで
なく、おそらく重要性も存在しているかもしれません。
ただし、この点がクラウドの適応を阻止しているわけ
でもありません。したがって、これらの障害を乗り越え、
クラウドの適応を実現するためのソリューションを正
確に指し示す役目は、やはり CIO が果たさなければな
りません。この役目を CIO が果たさずして、組織の他
の誰がやるのでしょうか！

また、クラウドオペレーターについても同様で、自社
よりも低い成熟度で運用されていると考えている企業
が多く、プロバイダーに対する信頼という切に待たれ
る側面が改善していない点は明らかであると言えます。
したがって、クラウドソリューションの利用（たとえ
プライベートクラウドの展開であっても）を目指して
いる多くの企業にとって、ホスティング候補の選択に
は困難を伴います。

広く知られている容量のクラウド

クラウドソリューションについて考えるとき、近頃頻
繁に思い浮かぶのは、インフラストラクチャを提供す
るサービスまたはソフトウェアを提供するサービスに
関するソリューションです。これは、私たちの思考を
遮断し、いちかばちかのアプローチに追い込みます。
それだけではなく、設備投資やソリューションまでの
スピード、拡張性を重視せず、運用コスト優先の IT ア
ジェンダを推進する傾向を作り出してしまいます。こ
れによって、企業業績や業務プロセスを検討する機
会が失われます。インフラストラクチャを提供する
サービス（Infrastructure-as-a-service：IaaS）、プ
ラットフォームを提供するサービス（Platform-as-a-
service：PaaS）、および一部の SaaS はすべて、IT
上 の利点を兼ね備えた IT ソリューションです。ソ
リューションが提供する特性はさまざまに異なります
が、主に既存のサービスと同様のサービスをニーズの
変化に合わせて調整したものであるため、これは現在、
容量のクラウドと呼ばれています。

アライド・マーケット・リサーチの最近の調査によると、
世界のクラウドサービス市場は約 18％の年平均成長
率で成長し、2020 年には 5,550 億米ドルに達する
と予想されています。この期間に、プライベートクラ
ウドが急速な成長を遂げることが予想されていますが、
コミュニティクラウドもそれに続く勢いを見せ始めて
おり、勢力を拡大しています。
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民間セクターにおける成長が最大の伸びとなった米州
は、アーリーアダプターの座を依然として維持してい
ます。中でもヘルスケアセクターは、クラウドを採用
した初めてのセクターです。

欧州・中東・アフリカでは、クラウドのインフラへの
支出は 2014 年末までに 40 億米ドルに達し、2018
年までには 19％の年平均成長率での成長が続くと
予想されています。2014 年のインフラ支出総額の
15％がクラウドへの支出となり、これは 2018 年ま
でに 22％に増加すると予想されています。投資額は
現在、プライベートクラウドとパブリッククラウドの
ソリューション間で比較的均等な分布となっています。
 
機能のクラウドおよびクラウドのオーケストレーション

機能のクラウドは、IT ソリューションではなく、ビジ
ネスに重点を置くことを約束します。機能のクラウド
は重要なビジネス価値に目を向けるため、会議の議題
が、結果を出すまでの時間短縮や革新的な機能、ビジ
ネスモデルの促進へと変わっていくことを約束します。

「より安く、より速く」の議論から、より良いサービス
や利点に関する議論へ、すなわちビジネスに関連する
議論へと移行させます。

機能のクラウドは単に容量を構成するだけの要素では
なく、事業目標に対応する完成されたサービスを提供
するものであり、一般的には「分析クラウド」、「セー
ルスクラウド」、「マーケティングクラウド」などとい
う名称で呼ばれています。機能のクラウドにより、柔
軟性、適応性および事業プロセスの合理化や見直しが
可能となります。ビジネスの隅々に至るまでが十分に
考え抜かれ、変化、イノベーションおよびビジネス開
発を育てる環境の提供が可能になります。

これらのクラウドソリューションやその種類はここ数
年で成熟してきており、多くのエンタープライズ対応
型商品の利用が可能です。セールスフォース社の最新
の年次報告書によると、同社の収益は前年比で 33％
増加の 41 億米ドルとなり、1 日当たりの平均取引件
数は 15 億件となっています。

将来のクラウド環境の複雑性は、すでに利用できるさ
まざまなサービスの多様性を貴社が検討する段階で、
その全容を現わします。多くのサービスが企業の成熟
度に急速に近づいている状況の中で、すでにその水準
に達しているサービスも一部あり、現在は他のサービ
スとの接続、統合および相互運用性といった機能を開
発している段階にあります。組織は、自社のプライベー
トクラウドサービスを展開する一方で、中核的なバッ
クエンドソリューションも引き続き運用しています。
ビジネスに首尾一貫した技術サービスを提供するため
には、これらすべてのクラウドソリューションを統合
しなければなりません。

しかし、こうしたさまざまなサービスのオーケストレー
ションがなくては、クラウドコンピューティングの潜
在力を最大限に引き出し、新たなサービスを迅速に提
供することが即在に困難となります。オーケストレー
ションは、ビジネス上の要求をアプリケーション、デー
タおよびインフラと整合させることによって、システ
ムリソース、作業負荷およびサービスを調整します。

ホスティング型専用プライベートクラウドへの支出
オンプレミス型プライベートクラウドへの支出
パブリッククラウドへの支出
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欧州・中東・アフリカにおけるクラウド種類別のクラウドハードウェア予測
（2011年‐2018年）1

収益（単位：百万米ドル）

1  出典：http://www.cloudcomputing-news.net/news/2014/jul/21/cloud-hardware-spending-passed-4bn-across-emea-2014-idc-
asserts/
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さらにクラウドのオーケストレーションは、マニュアルで
の作業や管理を伴うソリューションの運用に必要なリソー
スを大幅に削減する可能性を持っています。クラウドの
オーケストレーションの重要な特徴は以下の通りです。

• サービス展開の簡素化、自動化および最適化に向け、
異機種環境や異機種インフラを越えたクラウド機能の
統合

• 既定義された商品の一覧からストレージやネット
ワーキングを含むクラウドサービスを選択する、セ
ルフサービスのポータル

• 物理サーバーおよび仮想サーバー管理者の介入率低
下を可能にする、人為的介入の必要性を削減

• リソースの自動的な再利用によって仮想マシン上の
拡散を管理するための、ポリシーに基づくツールに
よる自動化された大規模なリソースのプロビジョニ
ングおよびデプロビジョニング

• 協調を高めて通信遅延を抑えるため、テクノロジー
のサイロを超えてワークフローおよび承認チェーン
を統合する機能

• システム使用量を追跡し、かつ最適化するための、
クラウドの物理リソースおよび仮想リソースならび
に使用量のリアルタイム監視と、課金のチャージバッ
ク機能

• ベストプラクティス採用の円滑化および移行時間の
最小化のための、最も一般的なリソースタイプのパッ
ケージ化された自動化テンプレートおよびワークフ
ロー

 

組織内のより高い付加価値活動に再割り当てできる財
務、人的および技術的なリソース量を検討すれば、社
内の IT 組織の役割が変わっていくであろうことがすぐ
に明らかになります。

容量のクラウドおよびソリューション（ゆえに、「より
安く、より速く」）についての議論を続けることは、こ
れらがクラウドのロードマップ上、容易に達成できる
性質であることから、間違いではありません。しかし
今は、ビットやバイトといった容量についてではなく、
業務拡大に向けた議論へと移行させるべき時です。こ
れは、ビジネスに同調できる言語を用いることや、技
術的な課題ではなくクラウド適応による成果を議論す
ることでしか成し得ません。

ソフトウェア定義によるネットワーク

その勢力を拡大しつつあり、クラウド適応に影響を及
ぼす可能性を秘めたもう一つのテクノロジーは、ソフ
トウェア定義によるネットワーク（Software-Defined-
Network：SDN）です。これは、制御機能をネットワー
クハードウェアから分離することにより、ネットワークサー
ビスをより低い技術階層から抽出することを約束します。
このようなアーキテクチャは、テクニカルなレイヤーが影
響を受けない状態を保ちつつ、アプリケーションレイヤー
からの直接的なプログラミングを可能にすることで、ネッ
トワークサービスの機能を有効にします。

このテクノロジーを検証するための企業の取組みはす
でに始まっており、テクノロジーを展開する場やその
展開方法のスイートスポットを見出すことを目指して
います。調査結果によると、企業の 87％が今後 2 年
以内に当該テクノロジーを実際に稼動させるため、現
在 SFN 計画を試行中であることがわかっています。
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SDN が主流となるまでに仕上げるべき事項は多くあり
ますが、作業は急速に進んでいます。非常に重要な要
素のひとつが、相互運用を可能にするオープンフロー・
プロトコルであり、これは多くのネットワークベンダー
の支持を得ています。

しかしこのテクノロジーは、制御上の利点という可能
性を切り開くだけではなく、ネットワークリスクとい
う新たな潜在リスクも引き出すため、セキュリティへ
の影響も懸念されています。アプリケーションと識別
に基づいて、許可および拒否されたすべてのデータフ
ローを明確に定義する能力は利点になります。その一
方で、SDN の制御装置（スイッチやルーターなど、制
御装置としての装置サービス）への侵入に成功したあ
らゆる攻撃者が、ネットワーク全体を制御することが
できてしまうことから、相当なリスクも提起されます。

SDN 導入の牽引力は、ネットワークの管理機能を向
上させること、アプリケーションのパフォーマンスを
強化すること、およびハイブリッドクラウドのアーキ
テクチャによるソリューションを可能にすることです。
アプリケーションによって、弾力的なネットワークサー
ビスのレイヤーから必要なリソースを割り当てること
が可能になり、これは一般的に、ハイブリッドクラウ
ドのソリューションにおいて非常に重要な側面となり
ます。

CIO（およびその他）に対する影響

IT 運用のコスト削減は、IT における第一の目標では
あります。しかし、クラウド適応に際した場合、今後
これが主要な、または唯一の牽引力ではなくなります。
機動性やイノベーションを提案する事業戦略は、大抵
の場合、牽引力と考えられます。多くのビジネス関係
者が、IT を完全に無視して「発注しやすい」クラウド
サービスへと突き進んだために、クラウドコンピュー
ティングの台頭は、すでに多くの企業の IT リソースを
IT 部門の管理下から外す動きを引き起こしました。ビ
ジネス関係者は概して、クラウドのオーケストレーショ
ンはもちろんのこと、複雑なクラウドソリューション
に対するオーケストレーションやセキュリティの確保
および運用への対応能力を備えていないため、こうし
たトレンドは持続しないでしょう。

クラウドの適応によるビジネス面の成果として、新た
な市場への参入、複雑性の軽減、従業員の生産性の向上、
および全体的なビジネスコストの削減が可能になる点
が挙げられます。現在のクラウド展開による IT 面での
利点としては、社内業務の簡素化や社内リソースのよ
りよい伝達、また従業員にとって新しい働き方やつな
がり方、連携方法が挙げられます。

容量のクラウドおよびソリューション（ゆえに、「より安く、よ
り速く」）についての議論を続けることは、これらがクラウド
のロードマップ上、容易に達成できる性質であることから、
間違いではありません

API オープンフロー

アプリケーション
レイヤー

インフラレイヤー

ビジネスアプリケーション ネットワークサービス

制御レイヤー
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それでは、CIO はどこに向かえばいいのでしょうか？
CIO は何に重点を置くべきなのでしょうか？そしてど
のような変化を起こすべきなのでしょうか？クラウド
適応を経た後、IT の使命はどうなるのでしょうか？
オーケストレーションされた機能のクラウドというこ
の新しい世界では、企業は、統合、データ管理および
エンタープライズアーキテクチャを IT の中核的分野に
据えることを確実にしなければなりません。これによ
り、効果的なサービスのオーケストレーションや、効
率的なサービスの提供を実現できます。

また、信頼性がありポータブルで拡張可能なサービス
を提供するためには、セキュリティおよびコンプライ
アンスを統合プロセスの最優先事項に据え続けること
も非常に重要です。単純な技術上のタスクや行動から
脱却し、事業上の重点事項や優先項目（リスクも同様）
を管理することは、まさに CIO のアジェンダにおいて
中核を成さなければならない部分です。

企業は、一連の社内および社外のサービスが効果的か
つ効率的な価値をもたらすことを確実にするため、統
合、アグリゲーションおよびオーケストレーションを
中心とした戦略を策定するべきです。

それでは、どこから始めればよいのか？

クラウドの大きな問題は、「もし」ではなく「どのように」
です。多くの新しいテクノロジーと同様に、回避すべ
き潜在的な落とし穴や袋小路が存在しています。多く
のクラウドベンダーは、自社のソリューションが提供
できることや、自社のサービスのロードマップがどの
ようなものなのかについて誇大な宣伝文句を用いてい
ます。しかし今後は、成功の秘訣として上述した機能
性とともに、クラウド使用量やオーケストレーション
を大きな売りとして推し出していくでしょう。

クラウド・トゥ・クラウド・トゥ・コアのコンセプト
に基づいた、より洗練されたモデルは、CIO が慎重に
検討を重ねた上で変化を起こし、投資の新しい形の実
行を要求します。大胆な措置を講じることが求められ
ますが、これによって今後の勝者と敗者を生み出すこ
とになるでしょう。

クラウドの恩恵を受けるために始めるべきことについ
ては、多くのアドバイスが存在しています。講じるべ
き措置、段階、さらには目標や目的に関してまでのさ
まざまな提案があることから、CIO の多くはアプロー
チの選択に依然として苦心しています。

クラウドの大きな問題は、「もし」
ではなく「どのように」です。多く
の新しいテクノロジーと同様に、回
避すべき潜在的な落とし穴や袋小
路が存在しています
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クラウドへの移行のアプローチ方法に関する提案を以下に解説します。この解説は、上述の課題や変化に沿う形で、
また多くの既発表ガイドに基づくものです。

非技術的な観点から
定義されたクラウドの
ビジョンの策定

事業上および
IT上の目標と目的を
達成するための方法の説明

目標達成に向けて
求められる方法と
事項の決定

クラウド導入
準備の評価

クラウド
ソリューションの
評価モデルを
用いたサービスの
パイロット／
プロトタイプ

 どんどん構築し、
早めに失敗する。
ただし、より早く
チームを形成する

サービスモデルおよび
出口戦略を含む
ロードマップおよび
ガバナンス構造の策定

ロードマップの
導入の開始
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1. 非技術的な観点から定義されたクラウドのビジョ
ンを策定する

2. 当該ビジョンが事業上および IT 上の目標と目的
をどのように達成するかについて説明する

3. 目標達成に向けて求められる方法および事項を決
定する（サービスの種類および提供モデル、ビジ
ネスへの影響の評価、コストのベンチマークおよ
びサプライヤーのレビュープロセスを含む）

4. クラウド導入の準備状況を評価し、重要なギャッ
プを埋める手段を計画する（オーケストレーショ
ン、サービス組織、スキルの均等化、リスク管理、
コンプライアンス、データ管理、エンタープライ
ズアーキテクチャ、ビジネス・プロセス・リエン
ジニアリングなど）

5. クラウドソリューションの評価モデルを用いて、
選択したサービスのパイロット／プロトタイプを
実施する

6. どんどん構築し、早めに失敗し、より素早く習得
すること！落とし穴に陥った経験やその際の知見
を活用し、クラウドプロバイダーを選択する

7. サービスモデルおよび出口戦略を含むロードマッ
プおよびガバナンス構造を策定する 

8. ロードマップの導入を開始する。並行して、継続
的なサプライヤーのレビューおよびビジネス事例
のフォローアップを続ける
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サイバー脅威インテリジェンス
インテリジェンス主導の
サイバーセキュリティ・モデル 
への移行

サイバー脅威の情勢の進化

組織が成長、イノベーションおよびコスト最適化を追
求する過程で導入するビジネスやテクノロジーのイノ
ベーションの結果、サイバーリスクは増大することに
なります。これらのイノベーションは、テクノロジー
のエコシステムに新たな脆弱性および複雑性を持ち込
んだものと思われます。例えば、ウェブ、モバイル、
クラウドおよびソーシャルメディアのテクノロジーの
一連の導入が、攻撃者の攻撃機会を増やしたことは疑
う余地がありません。同様に、コスト削減要求を背景
としたアウトソーシング、オフショアリングおよびサー
ドパーティ契約の波は、IT システムおよびアクセスポ
イントに対する組織的統制をさらに弱めた可能性があ
ります。このような傾向は、組織が業務を営む活動範
囲のさらなる無境界化、ひいては脅威の行為者に、よ
り広範な「攻撃」の機会をもたらしています。

ステファン・ユールト
（Stéphane Hurtaud）
パートナー
ガバナンスリスク 
＆コンプライアンス
デロイト

ローラン・デ・ラ・ヴェシエール
（Laurent De La Vaissière）
ディレクター
ガバナンスリスク 
＆コンプライアンス
デロイト

セバスチャン・ベッソン
（Sébastien Besson）
ガバナンスリスク
＆コンプライアンス
シニアコンサルタント
デロイト
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脅威の行為者は、常に一歩先を行くためにますます幅
広い攻撃方法を展開しています。例えば、犯罪組織
や国家はその活動に潜入技術を併用し、悪意のある内
部者をますます利用するようになっています。デロイ
ト トウシュ トーマツ リミテッド（Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited：DTTL）によるグローバルな金
融サービスエグゼクティブに関する調査1 において報
告されたところによると、多くの金融サービス企業が、
進化する脅威に対抗するために要求されるサイバーリ
スク対策の成熟度の達成に苦心しています。全世界の
金融サービス企業の 75％が自社の情報セキュリティ
プログラムの成熟度はレベル 3 以上であると確信して
いたものの2、組織の情報資産が外部の攻撃から保護
されているという強い自信を持っているのは当該回答
者の 40％にとどまりました。これらの数値に含まれ
るのは、比較的大規模で洗練された金融業の企業です。
中小企業の場合には状況は格段に深刻となり得ますが、
これは特に資源がより希少なケースが多く、かつ攻撃
者からより容易な標的とみなされる可能性があるため
です。同様に、スノーデン事件も内部者の脅威に対す
る意識を高めたものと思われます。

安全性、警戒力、および回復力は必須である

組織は、伝統的に投資の重点を安全性に置いてきまし
た。しかし、脅威の情勢の急速な変化に対して、この
アプローチはもはや十分ではありません。つまり、組
織は、3 つの不可欠な能力（安全性、警戒力および復
旧力）を実現するために、サイバーリスクの管理プロ
グラムの構築を検討する必要があります。
 

「深層防護」戦略による安全性の強化：既知の脅威およ
び統制、業界標準ならびに規制を十分に理解すること
は、組織が、予防的でリスクインテリジェントな統制
の設計および導入を行い、システムを保護するのに役
立ち得ます。リーディングプラクティスを基に、組織
は、既知の脅威および新たな脅威に対処するための「深
層防護」のアプローチを構築することができます。こ
れには、多重性を提供し、進行中の攻撃の進行を阻止
はできないとしてもこれを潜在的に失速させることの
できる、相互に強化し合う多数のセキュリティの層が
含まれます。

有効な早期発見および警告システムによる警戒の強化：
新たな脅威と攻撃者の動きの両方を発見するためのプ
ログラムを強化し、早期発見を行うことは、損失を阻
止し軽減する上で不可欠なステップとなり得ます。イ
ンシデントの発見に高機能な適応型警告・報告システ
ムが取り入れられている場合には、大量の IT データ
やビジネスデータ、さらに多様な脅威の指標について、
関連付けおよび分析を全社的に自動化することができ
ます。組織の監視システムは、効率的なインシデント
の処理および是正プロセスに係る十分な体制の下、24
時間／年中無休体制で稼働させる必要があります。

シミュレーションテストおよび危機管理プロセスを通
じた回復力の強化：破壊的な攻撃能力が勢いを増す
中で、回復力はより重要になっているかもしれません。
組織は伝統的に、物理的な攻撃および自然災害に対す
る回復力のための計画を立ててきました。サイバーに
関する回復力も、ほぼ同じように取り扱うことができ
ます。

1 Deloitte Global Services Limited「2012 DTTL Global Financial Services Industry Security Study」（2012 年 9 月）
2  調査では、組織の情報セキュリティプログラムの成熟度をレベル 1‐5 で定義している。レベル 3 ― 定義済（定義および文書化された一連

の標準プロセス、一定程度の経時的な改善）、レベル 4 ― 管理済（プロセスのメトリクス、効果的な管理統制、品質の低下を伴わない適応）、
レベル 5 ― 最適化済（継続的な改善の重視、イノベーション）
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それでは、組織はどのようにしてこのダイナミズムを生み出し、インテリジェンス主導のサイバーセキュリティ・モ
デルに移行することができるのでしょうか？

「実行可能」なサイバー脅威インテリジェンスの開発

経営幹部たちは、インテリジェンスが行動を主導する
習熟した組織になることが、あらゆる面で成功のため
に一層重要になると認識しています。サイバーセキュ
リティの領域でも何ら違いはなく、リアルタイムの脅
威インテリジェンスは、安全性、警戒力および回復力
の実現において極めて重要な役割を果たすことになり
ます。

「リアルタイムのインテリジェンスが利用可能であること
は、組織がサイバー攻撃の影響を防止および阻止するの
に役立ち得ます。ポネモン・インスティテュートによる
最近の研究 3 では、調査に参加した IT エグゼクティブは、
セキュリティの侵害に関する事前通知が 10 分前を切っ
ても、脅威を無効化するのに十分な時間であると考え
ていることが判明しました。たとえ不正アクセスの 60
秒後の通知しかなくても、セキュリティ侵害に係るコス
トを平均で 40％低下させられる可能性があります」。

インテリジェンスとは、多くのベンダーが脅威インテ
リジェンスフィードという形で提供しているような、
既知の脅威の指標に関する一連の生データのみを指す
ものではありません。脅威インテリジェンスとは、自
動化された手段および人間の直接的関与を通じて、内
部・外部両方の幅広い情報源から敵に関する意味のあ
る見識を導き出す能力でもあります。

実行可能であるには、脅威に関するデータは組織にとっ
て意味のある視点から検討すべきです。企業のデータ
収集および処理の能力の成熟度が高まるにつれて、重
要なリスク分野に直接関連する情報をより適切にフィ
ルタリングするために、自動化を活用することができ
ます。この方法により、脅威インテリジェンスは企業
が安全性、警戒力および回復力を構築する基盤となり
ます。

3 ポネモン・インスティテュート「Live Threat Intelligence Impact Report 2013」（ノース・コーポレーションの後援による）（2013 年 7 月）

+
状況の認識
• 継続的な監視
•  リスクの警告と指標の関連付け

成果
リアルタイムのインテリジェンスにより、組織はサイバー脅威をダイナミックに管理することができる

経験に基づく学習
•  企業および業界内での知識の共有
•  他の業界のリーディングプラクティス

安全性
プログラムの予防的側面

警戒力
新たな脅威／侵入の早期発見

回復力
インシデントの分析および対応
／復旧プロセス

脅威を知る 予測可能な脅威 予測不可能な脅威

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   46 2015/04/13   11:39:48



47

経験に基づく学習
サイバー攻撃者が標的の弱点に付け込むように、組織
も攻撃者をしっかりと理解すれば、その弱点を識別す
ることができます。組織は、各企業内部や業界レベル
の過去の侵入から学ぶことができます。また企業の多
くは、新たな手法、脚本および統制を導入すべく、他
の業界の教訓からも学ぶことができます。これらの教
訓には、攻撃の内容、戦術およびパターン、ならびに
封じ込め戦略の理解が含まれます、また当該教訓につ
いて、組織がサイバー攻撃の襲来から自らを守るため
に検討すべき以下のような疑問が生じます。

• 誰が潜在的な攻撃者で、その動機は何か？

• サイバー攻撃者は、このような高い攻撃成功率をど
のようにして達成しているのか？

• 単なる攻撃者の専門技能か、それとも被害者がイネー
ブラーに気付いていないのか？後者の場合、どのよ
うな方法で、どのように修復することができるのか？

 

• 攻撃者が組織のシステムに侵入する際に直面する一
般的に困難な点にはどのようなものがあるか？

• 他の組織／業界はかかる攻撃にどのように対処して
いるのか？

状況の認識
組織は、外部と内部両方の脅威を対象とした継続的な
監視プログラムにより、過去の経験に基づく知識を補
うことが考えられます。継続的な監視は、脅威に関す
る状況認識を高めるための、エコシステム全体にわた
るリスクの警告および指標の把握に有用な場合があり
ます。継続的な監視は、組織が、攻撃パターンを識別
する際、また防御および対処時の受身的な姿勢から積
極的な姿勢へ移行する際にも有用です。また、継続的
な監視を行うことにより、攻撃者が金融業界に対して
用いている反応速度の問題に対処することにもなりま
す。

サイバー脅威インテリジェンスの獲得および分析

サイバー脅威インテリジェンスの収集および分析プロセスの概要は、以下のとおりです。

• 商業的フィード
• 法律の執行
• 業界団体
• セキュリティ研究者

• 地下フォーラム
• ハッシュデータベース
• GEOIP データ

内部の脅威インテリジェンスフィード

積極的な監視

• 不正調査 
• セキュリティ事象データ
•  アビュースメールボックス

情報

• 脆弱性データ
• サンドボックス
• 人的インテリジェンス

• ハニーネット
• マルウェアフォレンシック
• ブランドの監視

• P2P の監視
• DNS の監視
• 警戒リストの監視

• ビジネスラインのチーム
•  セキュリティ、不正およ

び業務リスクチーム
• サードパーティ、子会社

サイバー脅威
インテリジェンス
収集、研究および
分析プロセス

リスク評価
プロセス

緊急セキュリティ
統制アップデート

脅威インテリ
ジェンスの
報告

インフラのログ
アプリケー
ションのログ

テクノロジーのコンフィ
ギュレーションデータ

外部のサイバー脅威インテリジェンスフィード
• リスクの許容プロセス
• リスクの軽減
• リスクの是正
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インテリジェンスの収集
インテリジェンスの収集は継続的な活動です。インテ
リジェンスの収集には、どの外部環境を精査しどの
内部環境を監視すべきかの選択が含まれます。これ
は、「チャンネル」（ラジオまたはテレビのチャンネル
と同様のもの）として考えることもでき、これを通じて、
外部および内部環境を監視することができます。監視
対象の選択またはチャンネルの例としては、外部およ
び内部のサイバー脅威インテリジェンスフィードに相
当するものが挙げられます。

広く網を投げれば、コストの問題や、広さを求めるが
ために深さを犠牲にしてしまう危険は常に存在しま
す。よって、貴社の業界、ニーズおよび能力を踏まえ
て、貴社の「餌／フィード」を選別すべきです。すべ
ての情報源がすべての組織にとって有益なわけではな
く、ある組織にとって、一部の情報源が他のものより
も有益となります。

積極的な監視は、インテリジェンスの収集の取組みを
強化することになります。ここでのリソースには、ハ
ニーネット、マルウェアフォレンシック、ブランドの
監視、DNS の監視および警戒リストの監視が含まれま
す。

脅威の研究において重点を置くべき具体的なテクノロ
ジーには、以下が含まれます。

インターネットアプリケーション：オンライン取引、
人事システム、有線システム、ウェブサイト

モバイルコンピューティング：スマートフォン、モバ
イルネットワーク、テキスト・メッセージ・サービス

パーソナルコンピュータ：オペレーティングシステム、
サードパーティのアプリケーション、USB 記憶装置

バンキング機器：ATM、キオスク、RFID 対応スマー
トカード

電話：音声応答装置、VoIP 電話および PBX、ボイスメー
ル

身元管理および認証：ログオン、パスワード、ユーザー
コードおよびその他の IAM テクノロジー

その他にインテリジェンスの情報源となり得るのは、
潜在的な敵が利用しているリソースでしょう。ここで
も、組織の最も価値のあるデータ、プロセス、活動お
よびインフラを最大のリスクにさらしている機器およ
びアプリケーションに重点を置くようにすべきです。
十分な複数のインテリジェンスが得られた時点で、分
析に取り掛かります。

インテリジェンスの分析
幅広いインテリジェンスの収集によって得られたデー
タは膨大な量になる可能性があります。したがって、
分析には人によるレビューだけでなく、発見事項の解
析、正規化および関連付けための統計的手法が含まれ
ます。

外部のインテリジェンスフィード 内部のインテリジェンスフィード

• 出版物

• 法律執行のソース

• 業界団体

• セキュリティベンダー

• 地下フォーラム

• ハッシュデータベース

• GEOIP データ

• 不正調査

• セキュリティ事象データ

• アビュースメールボックスの情報

• 脆弱性データ

• サンドボックス

• 人的インテリジェンス
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この分析では、以下の 6 つが論点となるはずです。

1.  状況の理解度をどのように改善することができるか？

2.  どの新たなテクノロジーを注視および監視する必要
があるか？

3.  自分たちは脆弱なテクノロジーおよびデータを持っ
ているか？

4.  既存の統制はどの程度自分たちを守ってくれるか？

5.  サイバー犯罪者はどの業界を標的としており、彼ら
はどのような手法を利用、および／または利用を計
画しているか？

6. 実行可能な情報をどのように識別できるか？

この分析は、明確に定義されたリスクの識別、防止、
発見、伝達および軽減のための活動を中心として構築
された、リスク管理プロセスの中で実施する必要があ
ります。サイバーリスクの管理プロセスでは、脅威の
優先順位付け、脅威の分析、脅威の実際の発生前、発
生中または発生後の検知、適切な対応の具体化を行い
ます。適切な対応とは、是正、統制のアップデート、
ベンダーもしくはパートナーへの通知、またはその他
のアクションから構成されています。欠陥モード、影
響解析などの分析は、実施される分析の有効性を継続
的に向上させるための、フィードバックのメカニズム

（得られた教訓など）を提供します。

学習する組織になる

多くの企業にとって、学習する組織になるということ
は、攻撃者の動機および手法を理解して、弱点に対処
するためのアプローチの策定が必要になることを意味
します。個々の経験から学習し、組織の中外で情報を
共有することは、多くの組織が攻撃を識別し、攻撃か
ら復旧する能力の不備に対処する上で役立つでしょう。

その他にインテリジェンスの
情報源となり得るのは、潜在
的な敵が利用しているリソー
スでしょう
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デジタルが
保険のあり方を
変える
ジャン＝ピエール・メサン

（Jean-Pierre Maissin）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ティエリー・フラマン
（Thierry Flamand）
パートナー
ガバナンスリスク 
＆コンプライアンス
デロイト

セバスチャン・ジェンコ
（Sébastien Genco）
マネジャー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

1 ユーロモニター、オーバム、イーマーケター、IDC、EIU（2014 年）
2 「Cisco VNI Forecast 2014」

デジタル経済がやって来ました。世界には現在、67 億人の携帯電話
ユーザー、27 億人のインターネットユーザーおよび 17 億人のソーシャ
ルメディアユーザーがいます1。テクノロジーの普及曲線は加速しつつ
あり、モバイルデータ通信量は 2018 年までに 11 倍に増加すると予想
されています。2013 年と比べて、スマートフォンおよびタブレットは、デ
ジタル通信量の 85％に迫っています2。このオンライン接続人口は、情
報へのアクセス、利便性、選択、コミュニティなどのトピックに対して全
く異なる視点を持つ新たなクロスボーダー市場を形成しています。

デジタルはすでに保険市場でのゲームのルールを変化させており、今
後数年間にわたってさらなる混乱を生み出すと予想されています。そ
の特異性にも関わらず、ルクセンブルク市場もさまざまな点でデジタルの
トレンドの影響を受けています。
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顧客体験からオペレーショナルエクセレンスまで、デ
ジタルの影響は至るところに見られる

最も分かりやすい例はインターネット取引に関連する
ものであり、顧客は現在ではオンラインで直接取引を
行うことができます。保険会社の主たる目標は、可能
な限り多数の顧客との接点を生み出し、双方向性を高
めることです。販売プロセスは概してすでに十分に対
応しており、顧客はオンラインで加入することができ
ます。オンラインでの保険金の請求や追跡などのセル
フサービスおよび販売後のサポートの分野においては、
保険会社間で違いがあります。国内市場において、保
険会社は販売活動を支えるモバイルアプリ（例えば、
全方位レビューやホワイトレーベル）の需要があるに
も関わらず、引き続き見積りおよび加入についてブロー
カーのネットワークを優先しています。しかし、一部
の国内のプレーヤーは、フランスおよびベルギーのも
のと類似した保険金請求管理のためのワン・ストップ・
ショッピングのモバイルアプリを近日中にリリースす
る予定です。これらのアプリでは、顧客が保険金の請
求を行う際に自身の車の損傷の写真を撮ったり、基本
的なはい／いいえの質問表に回答したり、さらには音
声メッセージを追加したりすることができます。

2 つ目の例はソーシャルネットワークの成功から生ま
れたものです。消費者は、商品および体験を比較する
ために、一層協力し交流するようになってきています。
これは保険サービスにも当てはまります。ソーシャル
ネットワーキングサービスは、保険会社において主と
してマーケティング目的で用いられていますが、そこ
では個別のオンラインサービスおよびデジタルでの顧
客とのコミュニケーション需要が増加しています。市
場で抜きん出るための重要な方法は、単一のコミュニ
ケーション戦略を導入し、「いいね！」を「ほしい！」
に転換することでしょう。例としては、個人向けの広
告の提案に際してフェイスブック活動を分析すること
や、従来の方法の代替手段としてより低コストな企業
の宣伝に個人からのフェイスブックの「いいね！」を

利用することが挙げられます。その他の例としてはソー
シャルメディア活動を分析して、（例えば、極限スポー
ツをしている顧客の）リスク格付けを見直すことも考
えられます。国内市場においては、顧客とそのブロー
カー間の特有の関係は、ソーシャルメディア上の対話
が優先事項とされていないことを意味しています。ル
クセンブルクで見られる最も近い例は、ある国内企業
が提供する保険商品に関連するものであり、顧客がル
クスエアツアーズで旅行を予約した際に自動的に提案
されるものです。また顧客体験も拡大しつつあるトレ
ンドであり、これは特に、「ゲーミフィェーション」と
いう、ゲームの思考やゲームの仕組みを利用して、課題、
誘因および報酬により顧客の関与を高め、期待される
行動を促すことが行われています。保険会社はこれを、
例えば行動（車両保険）を拡充させるための誘因を生
み出すなどの、いくつかの用途に適用しています。

デジタルの影響は顧客との関係にとどまらず、中核的
なプロセスおよび仲介人も影響を受けている

保険会社は、オペレーショナルエクセレンスの実現と
いう目標を掲げ、デジタルのサプライチェーンを導入
しつつあります。極めて重要なプロセスがデジタルに
転換されつつあり（例えば、ストレート・スルー・プ
ロセッシングやペーパーレス化の取組み）、また新商品
の設計および価格戦略の定義にあたってはデジタルが
考慮されています。例えばフランスでは、一部の保険
会社が、情報を自社に送り返すためのボックスを設置
し、運転者の保険料をその運転習慣に従って調整する
こと（すなわち、「従運転量課金制」）を可能にした車
両保険商品を作りました。

またデジタルは、保険会社のバックエンドシステムと
のリアルタイムな全面的相互接続を可能にするモバイ
ルツールを販売ネットワークに備えさせることにより、
仲介人の保険会社への統合にも影響を及ぼしています。
現在のところ、これは国内のプレーヤーにとって重要
な改善を要する分野となっています。代理人に顧客と
のやりとりを支援するアプリを提供することは、明ら
かにユニーク・セリング・プロポジションです。当該
アプリでは、簡単な質問に対する回答を利用して、会
社の中核システムから商品リストを抽出し（必要な場
合、当該リストを顧客管理の記録に追加することが可
能）、顧客への提案を電子メールで送付します。電子署
名を用いることもできます。加えて、企業と顧客の間

保険会社はこれを、例えば行動（車両保険）
を拡充させるための誘因を生み出すなどの、
いくつかの用途に適用しています
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の対話がますます直接的になる中で、仲介人は自身の
役割を再定義する必要があり、ホワイトラベル化はそ
の一案となるかもしれません。

最後の例として、モノのインターネット（Internet of 
Things) には無線通信を併用したセンサー技術が関
わっており、インターネットに接続される機器やオブ
ジェクトの増加を促しています。保険会社にとっての
真の課題は、利用可能になるであろう新たに増加する
データを活用することです。例としては、非伝統的な
保険データの分析することにより、新たなリスク要因
を明らかにし、価格の差別化または新たな価値提案が
可能になるかもしれません。

結論
ルクセンブルクの場合、生命保険以外の保険会
社にとっての主な課題は、デジタルによって可
能になる顧客との直接的対話と、仲介人の役割
の再定義との適切なバランスを見い出すことで
しょう。生命保険との関係では、規制の要求に
従い、デジタル化により対応が向上し、顧客が
情報や文書にアクセスするための新たなチャネ
ルが生まれるでしょう。

当該アプリでは、簡単な質問に対する回答を
利用して、会社の中核システムから商品リスト
を抽出し、顧客への提案を電子メールで送付
します
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保険業界における
営業力の有効性
およびデジタルへの
移行の影響

パトリック・キャロワット
（Patrick Callewaert）
パートナー
テクノロジー
デロイト

シャルル・ド・ブラバンデール
（Charles de Brabandere）
シニアコンサルタント
テクノロジー
デロイト

保険会社は、デジタルの領域で自身を差別化するため
に、新たなテクノロジーを活用すべきである

オランダの保険会社に係る最近のデジタル化の指標は、
基本的なインターネット販売およびサービス取引の支
援やソーシャルネットワークへの進出が順調に進展し
ていることを示していました。しかし、多くの保険会
社がモバイルの性能に苦心しており、保険金請求の通
知の分野で基本的な機能を上回る機能を提供している
のは数社にとどまっています。

調査対象の保険会社の 36％がモバイルの一部を体験
できるウェブサイトを提供しており、アプリの大半は
保険金請求の申請のみに絞っています

指標の調査は、モバイルのウェブサイトおよびアプリ
を通じたモバイルの世界において、保険の存在は限定
的であり、現在提供されている機能が極めて基礎的で
あることを示しています。
 
モバイルの利用のし易さに目を向けると、モバイルの

（一部）を体験できるウェブサイトを提供しているのは、

調査対象の保険会社の 36％にとどまっています。保
険会社のモバイル・ウェブサイトで提供されている機
能は限定的であり、ここでも保険契約管理および保険
金請求に係るセルフサービス・サポートではなく、効
果的な販売（計算、引受）に焦点を合わせています。
顧客がモバイルのウェブサイトを通じて自身の契約を
管理できるようにしている保険会社は、数社にとどまっ
ています。

さらに、保険金請求に係る追跡については、ほとんど
対応がされていません。これは、国際的な保険会社の
ベストプラクティスとの最大の違いです。モバイル・
ウェブサイトを通じて追跡機能を提供しているのは、
私たちのデータセットに含まれるオランダの保険会社
の 10％未満であるのに対し、国際的な保険会社では
40％超となっています。ヒューマナ、カイザー、エト
ナなどの医療保険会社は、高度な追跡能力を持つモバ
イル・ウェブサイトを通じて保険金請求を申請する選
択肢を提供しています。
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消費者による新たなテクノロジーの利用割合が加速す
る中で、保険会社は、デジタルの性能向上を加速させ、
オンライン、特にモバイルに対する保険消費者の継続
的ニーズの増加に対応する必要があります。しかし、
インターネットの性能をモバイルですぐに再現するに
はコストがかかり、またこれによる他の保険会社との
差別化は限定的であるため、その成功の可能性は低い
ものと思われます。保険においてモバイルを上手く利
用するには、保険会社と消費者との典型的な交流の乏
しさを解消すべく、創造力を一層働かせることが必要
となります。

デジタル経済は浸透しています。世界には現在 67 億
人の携帯電話ユーザー、27 億人のインターネットユー
ザーおよび 17 億人のソーシャルメディアユーザーが
いますが、2017 年までにこれらの数字は 80 億人の
携帯電話ユーザー（全人口 1 人当たり 1.2 台）、33
億人のインターネットユーザーおよび 25 億人のソー
シャルメディアユーザーへと増加するでしょう。私た

ちの国では、インターネットはすでに広く利用されて
おり、最も高い成長が予想されるのは、スマートフォ
ンおよびタブレットです。こうした機器の利用の増加
や、消費者が新たなテクノロジーを迅速に取り入れよ
うとする意欲は、新たな機能が驚くべきスピードで発
達するきっかけとなるでしょう。つまり、デジタルに
よる保険のバリューチェーンの混乱は、起こり得るも
のではなく、必然です。保険会社は、この新たな現実
を拒絶するのではなく、これらの新たなデジタルテク
ノロジーが提供するであろう機会を活用すべきです。
これにより、極めて一般商品化され、価格競争に支配
された環境において差別化が可能となります。ゲーミ
フィケーション、テレマティックスおよびモノのイン
ターネットのようなトレンドの活用は、真に差別化し
た価値の提供機会をもたらし、これにより保険会社は、
顧客ロイヤルティを取り戻すと同時に、収益性を高め
ることが可能となるでしょう。デロイトは現在、ベル
ギーのある大手保険会社のこの移行への取り組みを支
援しています。

請求の提出

補償の変更

オンライン承認

折り返し電話

追跡

基礎的

50% 17% 33%

50% 42% 8%

83% 17%

75%

92%

17% 8%

8%
中程度

優位的

先進的

最上級

モバイルの
プラットフォームを
持たない保険会社

モバイルの
プラットフォームを

持つ保険会社

64% 36%
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このベルギーの保険会社は、消費者の習慣および技術
環境の変化に追随するために、顧客管理（customer 
relationship management：CRM）を変えることを
決定しました。同社は現在、CRM エンジンとしてセー
ルスフォース・ドットコムを利用しており、これによ
り顧客の見易さが改善し、伝達力が強化されています。
またチャター（セールスフォース・ドットコムのコラ
ボレーションプラットフォーム）およびこのプラット
フォームへのモバイルアクセスを通じて、オペレーショ
ナルエクセレンスおよびコスト削減につながる効果的
な内部コラボレーションおよびコミュニケーションも
可能となっています。同様に、同社は最近、自社の顧
客が自動車事故の報告を自身のスマートフォンで行う
ことを可能にするモバイルアプリケーションを開発し
ました。

上記のイノベーションにより、このベルギーの保険会
社は、デジタルによる顧客対話への道のりに大きな一
歩を踏み出しており、今後それによる恩恵を享受する
ことになると思われます。

他者（情報収集サイトやグーグルなど）が顧客とのデ
ジタルによる接点の大半を掌握する前に、デジタルの
領域に一歩を踏み出すためのビジョン、勇気および忍
耐力を有する保険会社が、デジタルのメガトレンドの
恩恵を実際に享受することができるでしょう。

Accident
Step: 4/5 Indicate the zone of damage

Cancel 112

3G 14.30 85%

Home Contact Profil Info

Back Next

デロイトは、あるベルギー最大手の保険会社のセールスフォー
ス・ドットコムの導入および顧客向けモバイルアプリの開発に
よるデジタル化への移行を支援しています

出典：デロイトデジタル「The digital insurance benchmark」（2014 年 6 月）
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最高データ責任者
それは自由席か？

ピエール・バウエンス
（Pierre Bauwens）
ディレクター
オペレーション・エクセレンス
＆人的資本
デロイト

ベンジャミン・イベール
（Benjamin Hiver）
コンサルタント
オペレーション・エクセレンス
＆人的資本
デロイト
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ビジネスはデータで溢れています。データの処理、取扱いおよ
び利用に関するプロセスおよびシステム上の統制は、関連コス
トを合理的な範囲に抑える上で、 「あれば便利」なものではな
く、 「マストアイテム」となりつつあります。一部の市場利害関係
者にとって、データは新たな収益を生み出し得る戦略的な差
別化要因となっています。最高データ責任者を任命し、上記
すべての課題への取り組みのきっかけとすることが新たなトレ
ンドとなっていますが、これは同時に多くの問題を引き起こし
ています。

状況の説明

現在の規制、経済および技術の変化は、金融業界にか
つてない課題をもたらしています。

データ管理自体に、これらの課題が要約されています。
規制当局は透明性を追求し、大規模なデータ利用とな
る新たな報告を課しています。データの取得コストが
金融機関の予算のかなりの部分を占め、金融危機以降、
企業の利益は低下していると思われます。

多くの組織が業務の効率化プログラムを立ち上げてい
ますが、多くの場合、全面的導入や最大限活用される
ことはなく、データは引き続き複数の部署の「データ

エリア」で管理され、各部署では独自のアプリケーショ
ンや場合によっては応急的アプリケーションが利用さ
れています。このように緊急に構築され、その後ビジ
ネスに不可欠な優先順位の高い IT 開発であるとされた
臨時的なデータ抽出や報告の多くは、その当初の臨時
的な形式のままとなっています。

また、多くの企業は企業規模のサービス指向アーキテ
クチャ（Service-Oriented Architecture：SOA）の
構築ならびに全社的なアプリケーションおよびシステ
ムの統合に投資しているため、個別のデータ領域を作
成し、それぞれについて異なる基準やポリシー、手続
を設けることは、もはや効率的ではありません。
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データ管理の課題だけを説明するのは、静的かつ単純
過ぎる見方となってしまうでしょう。企業は情報技術、
ビジネスインテリジェンスおよびデータの統合の価値、
ならびに企業資産としてのデータの価値をますます強
く意識するようになっています。データ管理は現在、
独自の金銭的価値を持つ資産として認識されています。
資産サービサーは、データおよびリアルタイムデータ
の収集、分析および新たなビジネスチャネルへの提供
を通じて、追加的なサービスの構築にまで踏み出すこ
とができます。
 

関連コストを合理的範囲に抑えるデータ管理プロセス
の最適化や、基準、手続およびビジネス戦略の定義お
よび導入が、現在議題となっています。これは、「デー
タの代弁者」に経営幹部レベルを任命することが金融
機関にとって重要であることを強調しています。

「データの代弁者」としてのデータ担当上級経営幹部

データ管理部門の責任者は、通常、監督者的立場に追
いやられています。データ管理が極めて重要になりつつ
ある中で、この部門のリーダーは、戦略的ビジョンを有し、
ビジネスについて明確に理解した、組織の経営幹部レベ
ルの地位にある者が務めなければなりません。

以下の表は、金融業界の「利害関係者」が直面するデータ管理に関連する課題を列挙したものです。

課　題 組織に対する影響

規制 • 規制要因

ビジネス • データの性質の変化
• データの洪水

収益性 • 競争の圧力

組織 • 情報および予算の縦割り
• 情報中心のビジネスおよび役割
• 不適切なデータの所有

テクノロジー •  グローバルな業務およびテクノロジーシステムの乏しさ
• テクノロジーの進化

弱い 強い 出典：デロイト
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CDO

 規　制

規制環境およびその課題の理解：指令および規制はもはや弁護士だけの領域ではありません。これらを理解するには、確かに高い法務スキ
ルが必要となりますが、それらを業務に適用するにはビジネスおよび技術上の専門知識も必要となります。それぞれの規制単独ではなく、
規制全体について検討することが、データを効率的に管理する上で必須となります。例えば、AIFMD および EMIR の報告に従い要求される
データには、大幅な（約 40％）重複があります。

 ビジネス

ビジネスの知識：企業内の多数の事業単位で、データの作成、利用および管理が行われています。つい最近まで（場合によっては今でもそ
うですが）、事業単位はデータを独自に管理しており、データの余剰、重複または不要なデータを取得・保管するリスクは高い水準にありま
した。データ担当上級経営幹部は、事業単位の異なるニーズを理解するとともに、財務、リスク管理、財務データの作成・報告などのさま
ざまな領域に精通していなければなりません。大まかに言えば、データ担当上級経営幹部は、データ戦略をビジネスのガバナンスモデルな
らびにソースと整合させ、管理に必要なツールを導入し、将来の利用可能性および妥当性を推定しなければなりません。

 収益性

企業の財務マージン向上のための取組み：
• ビジネスと IT 技術双方の活用によりデータコスト（取得、作成および保存）の削減または抑制
•  データの収益化：データ担当上級経営幹部は、データ分野における新たなサービスの提供（ファシリティの収集、分析、指標の作成、相

互化など）を開発することにより、戦略的ビジョンおよび起業家的な考え方に従い行動しなければなりません。

 組　織

交渉、優先順位付けおよび権限付与：データ担当上級経営幹部は、データの優先順位について、さまざまな部門や事業単位と交渉し、結果
を促進、進展および実現させることができなければなりません。データ担当上級経営幹部は、戦略的方向性およびビジネスの優先順位を共
有できるよう、経営幹部レベルの職位に就いてなければなりません。この職位であれば、部門や事業単位を導く十分な権限があります。

 テクノロジー

情報管理スキルおよびテクノロジーに対する理解：データ担当上級経営幹部は、重要な情報管理プログラムを主導するスキルおよび経験を
行動で示す必要がありますが、同時に技術的トレンドおよび革新的なソリューションも理解していなければなりません。現在生じている「デ
ジタルの混乱」は、新たな問題提起や解決策を生み出すとともに、新たな収益源も創出しています。組織には、これを実現させる権限を有
した推進者が必要です。

伝統的なデータ管理責任者への偏見を持たずに、データ担当上級経営幹部を決定する前に、その職務内容自体が金融業界の現在の規制、経済
および技術的状況に合致していなければなりません。
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最高データ責任者

米国では、最高データ責任者（Chief Data Officer：
CDO）の役割が急速に浮上しています。最高データ責
任者は、経営幹部レベルの地位にあり、全社的なデー
タ管理およびデータ戦略を運営する権限を与えられて
います。その職務内容は上記の内容と合致しています。
したがって、データ担当上級経営幹部の肩書は、最高
データ責任者（CDO）となることが分かりました。
 
ガートナーが 2014 年 1 月に実施した調査によると、
米国では、最高データ責任者を有する大企業の数が

2013 年に 2 倍になりました。欧州でもこのトレンド
を観察することができますが、そのスピードは同じで
はありません。これは主としてアングロサクソン系お
よび大規模なデータ主導の組織の場合です。

組織では内部の議論が盛んに行われており、よくある
疑問としては以下があります。

• 現任のデータ管理責任者が CDO の役割を引き受ける
ことはできるのか？

• 最高情報責任者（Chief Information Officer：CIO）
がこの CDO の役割を果たすことはできるのか？

これらの疑問に答える前に、私たちは、これらの疑問
はビジネスの規模、業界区分および企業が生み出すデー
タ量を踏まえて検討する必要があることを認識しなけ
ればなりません。CDO の役割は、金融セクター、高付
加価値技術セクターおよび公的機関においてより顕著
に高まっています。

よくある疑問に戻りましょう。

現任のデータ管理責任者が CDO の役割を引き受ける
ことはできるのか？

この疑問に答えるには、EU の資産サービサー向けの
さまざまな業務を通じて得られた実務経験を参照する
ことが考えられます。伝統的なデータ管理責任者は、
多くの場合において、依然として問題解決者の役割を
果たしています。日常的な要求に応えるべく、伝統的
なデータ管理責任者は、情報を収集し内外の顧客に提
供するためのプロセスや中核的または応急的システム
の変更および「破損」については問題解決力を発揮し
ていますが、緊急の懸念事項は、より組織的かつ技術
的なものです。国内外のさまざまな事業体（支店およ
び／または子会社）にサービスを提供するツールでデー
タ管理プロセスを実行する中心的なセンター・オブ・
エクセレンスとして、データ管理を体系化することです。
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この状況は、変化する運命にある役割に要求される能
力を示しているだけでなく、多くの企業が依然として
データを戦略的な差別化要因ではなく、ビジネスのイ
ネーブラーとみなしていることを示しています。

したがって、スキルの評価は、この段階で不可能では
ないとしても、複雑です。しかしそれでも、伝統的なデー
タ管理責任者は、イノベーション分野の能力を高める
べく、管理、テクノロジー、規制および概念的思考（も
しこれが学習を通じて獲得できるのであれば）のスキ
ルを伸ばすことによって、自身のキャリアプランの舵
取りをしなければなりません。

最高情報責任者（CIO）がこの CDO の役割を果たす
ことはできるのか？

多くの組織は、IT とビジネス、テクノロジーと戦略の
間のバランスを取るにあたって困難に直面しています。
これらすべての分野は（関与の程度は異なるものの）
CDO のロードマップ上にあり、これによりこの役割の
定義が依然として曖昧である理由も説明できます。デー
タに圧倒されている組織においては、CDO の役割がそ
の既存の任務に追加される形で CIO に与えられるとい
う未成熟な傾向があります。

CDO を CIO と平行して、または CIO の責任の延長と
して設置するいずれの場合でも、CDO を設置する際に
は、CIO の職務内容について再検討することになるで
しょう。

• データ管理は、ビジネスと IT に共通だが別個の職責
である。CDO は CIO よりもこれら 2 つの世界をま
とめるのに適した立場にある

• 現在の CIO の多くは、データ管理における豊富な専
門知識を有していない

• 完全かつ具体的な規律としてのデータ管理は、CIO
にとって優先事項ではない

• CDO になることを望む CIO は、さまざまなビジネ
スの分野、すなわちデータが収集および作成される
分野ならびにクライアントとしてデータを利用およ
び受領する分野の知識を高めるべきである。このこ
とは、ビジネスに合ったデータのガバナンスモデル
を定義するにあたっての必須条件であり、CIO が当

該モデルの導入に必要なスキルを有していることは
疑いの余地がない。加えて CIO は、自身の管理スキ
ルを活用し、さらに発展させなければならない。組
織内の異なるさまざまなデータ領域をまとめること
は、おそらく最も困難な課題の一つである

データ担当上級経営幹部が「データの代弁者」である
という前提、具体的には概説された職務内容を参照す
ると、CDO および CIO がデータ戦略の定義、導入お
よび実行において補完し合う役割であることは明確で
す。この点において、考え方はより情報戦略に関する
ものとなっています。データは情報の構成要素なのです。

以上から、現任の CIO は、同僚が自ら任務のうち中
核的ではない活動の一部から解放してくれる可能性が
あるため、自らの職務内容について再検討すべきです。
この際、両者はお互いに支援・補完し合い、一緒に自
らの活動を検証すべきです（データの代弁者、より適
切には情報の代弁者として）。

結　論
金融機関はデータに飲み込まれており、ガバナ
ンスモデルの定義ならびにプロセスの再検討お
よび合理化はすべて、コストを抑制するため
の必要悪です。データを使いこなしている組織
が最終損益で競争相手をしのいでいることが
次第に明らかになってきており、多くの組織
が CDO の職位を設置したか、または設置を目
指しています。CDO の役割は依然として発展
中であり、進化していくことは間違いありませ
ん。これはメインストリームのトレンドとなり、
エネルギー、輸送、医薬品などの他のビジネス
にまで、さらにおそらく、あえて言うとすれば、
政府にまで波及するでしょう。

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   63 2015/04/13   11:39:52



6464

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   64 2015/04/13   11:39:52



6564

ソルベンシーII により、貴社
の事業に収益成長および
コスト削減をもたらす
保険業界が
直面する課題

保険会社は現在、グローバル市場における競争を困難にする
さまざまな力にかつてないほどに直面しています。これらの力
には、業界の低成長、提供商品のコモディティ化、低コストの
競合他社からの価格圧力、顧客対話のためのチャネルの転換、
マーケティング支出の増加、および顧客の透明性の要求が含
まれます。保険会社は今すぐアクションを起こし、成長のため
のポジショニング、ビジネスプロセスの最適化、およびリスク
の管理を行う必要があります。

ジャン＝ピエール・メサン
（Jean-Pierre Maissin）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ティエリー・フラマン
（Thierry Flamand）
パートナー
ガバナンスリスク
＆コンプライアンス
デロイト

ローナン・ファンデル・エルスト
（Ronan Vander Elst）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト
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1. 引受け

• 損失リスクのより適切なセグメンテーション

• より適切な手段を通じた引受カテゴリーの最適化

• 引受けの効率性の向上

2. マーケティング（リードジェネレーション／クロスセル）

• 伝統的な購入見込みのモデルを超えた動き

• 引受けの意思決定に負の影響を受ける対象への提案
を廃止することによるマーケティング費用の削減

• ベストリスクに対してのみ販売することによる損失
へのエクスポージャーの改善

3. 顧客の維持

• リスクのある顧客に係る一時払いの構成要素の識別

• データ主導の介入戦略の策定および展開

• 維持の取組みにおいてベストリスクに焦点を合わせ
ることを通じた収益性の向上

4. 商品開発

• 特定の集団に向けた、新しく革新的で価格重視の商
品の開発

5. 顧客の生涯価値

• 顧客の生涯価値のより深い理解

• すべての商品ラインにわたるすべての顧客に係る将
来利益の現在価値総計の作成

6. プロデューサーの採用

• 主観的なプロセスに対する分析上の厳密さの適用

• ルールに基づく候補者の優先順位付け

これらの課題に積極的に対抗するために、分析および情報管理が重要な競争優位として浮上しています。
保険会社は、バリューチェーン全体にわたって得られたデータからビジネスの価値を抽出するための分析
の利用を学習することにより、競争優位を獲得してきました。

業界の低成長

提供商品の
コモディティ化

規制の圧力

保険会社は市場における競争のために
データを活用しなければならない

マーケティング
支出の増加

低コストの
保険会社からの
価格圧力

対話のための
チャネルの転換
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大量のデータがあるにも関わらず、多くの企業は自社
のデータを価値ある知見に転換するのに適した状況に
ありません。

• 多くの保険会社は、情報を戦略的資産として取り扱
う代わりに、自社の引受け、保険金請求、課金、お
よびその他のビジネス機能を支える個別の縦割り型
サイロの中にデータを保持している

• 顧客に対する首尾一貫した全方位的な見方を生み出
すため、複数のバージョンの顧客情報および全く異
なるデータソースが要求される可能性がある

• データの定義に関するビジネスと IT の間の不一致が、
根拠のない複雑性を生み出す可能性がある

• アクチュアリーおよびリスク管理者はしばしば、異
質な業務システムからの IT 抽出物とビジネスが管理
するさまざまなエンドユーザー・コンピューティン
グ・ファイルの組合せを用いており、照合上の課題、
ひどい頭痛の種およびその他多くの問題をもたらし
ている。さらに、しばしば分散的な形による多くの
手作業の調整が実施されており、追跡可能性の大幅
な喪失をもたらしている。データの質のチェック―
実施される場合―は通常非公式であり、データは一
貫性のあるセットとして保存されず、特定のインプッ
トセットの再利用を極めて困難にしている

 

最後に、私たちは皆、現在の経済環境においてこのよ
うなプロジェクトを開始することがいかに困難となり
得るかを知っています。しかし、それはこの問題を狭
い視野で見た場合にのみ当てはまります。

ソルベンシー II の投資を活用しつつ、これらの課題に
どのように対処するか

保険業界は近年、強まるソルベンシー II などの規制の
圧力を受けてきました。簡単に言えば、ソルベンシー
II は保険会社が自社のリスクを管理する方法に影響を
及ぼします。ソルベンシー II は厳格な規制であり、企
業のすべての分野、例えば資本、ガバナンス、プロセス、
およびシステムに数々の影響を及ぼします。結果とし
て、データはソルベンシー II における重要かつ横断的
なトピックとなっています。さらにデータはソルベン
シー II 規制の直接の標的となっており、追跡可能であ
ることは言うまでもなく、正確、網羅的、かつ適切で
あることが要求されています。これが言うは易く行う
は難しであることは言うまでもありません。これは特
に、規制当局が厳格かつ重大な制裁を課す可能性が高
いと思われるためです。例えばデータの質が不十分で
あった場合、保険会社は資本要件の計算における潜在
的な誤りをカバーしこれに対するマージンを積むため
の追加的な資本の積み増しおよび維持を強いられるで
しょう。結果として、データガバナンスおよびデータ
統制が、ソルベンシー II の要件を満たすための必須条
件となっています。
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多くの企業が、全社に恩恵をもたらしビジネスケース
を作るための方法により幅広く目を向けることはせず、
ソルベンシー II 固有のソリューション（レベル 3 以下）
によってこれに対応することを選択しています。

実際に、エンタープライズ・データ・ウェアハウスに
基づくアーキテクチャは、それが要求する追加的な限
界コストに対して以下のような多くの恩恵をもたらし
ます。

• ビジネスラインへの恩恵― 文書化および監査済
の質の高いデータがビジネスインテリジェンス、パ
フォーマンス管理および高度な分析のために利用可
能になる。これにより、このセットアップは、一般
的な割合―すなわち、80％の時間をデータの収集に、
残る 20％の時間をデータの活用に費やす―を反転さ

せることを可能にする

• アクチュアリーおよびリスク管理者への恩恵 ― ソ
ルベンシー II のために要求されるデータが業務上利
用されることになる。これは継続的な品質の監視お
よび問題の解決における品質の向上を意味する。し
たがって、完了までの時間は短縮され、アクチュア
リーおよびリスク管理者は、データの収集、データ
の品質問題の解決、およびデータまたはデータ品質
の不足のために実施されたすべての調整の文書化で
はなく、その中核的なビジネスに集中することにな
る

• IT への恩恵 ― すべての部署からの繰り返される多
数のデータ抽出の要求を減少させることになる。ま
た古いデータの抽出プロセスの廃止を可能にし、こ
れにより企業は技術的負債を削減することができる

これらの要件を遵守するために、異なるさまざまなレベルにおける洗練または成熟を採用することができます。

プロセスのアプローチ
手作業の業務（品質チェック、追跡可能性、
監査可能性）を追加することによるプロセスの
リエンジニアリング

1
2

3
4

文書管理のアプローチ
品質ならびにファイルの
追跡可能性および保存の
自動化のための、手作業の
業務を伴うプロセスの
リエンジニアリング

ソルベンシーIIの
中央リポジトリ
既存のファイルレイアウトを用いて設計された
中央リポジトリのアーキテクチャ全体にわたる
品質、プロセス処理の監査可能性および追跡可能性
の自動化によるプロセスのリエンジニアリング

エンタープライズ・データ・ウェアハウス
標準的なデータ・エンタープライズ・モデルを用いて設計されたデータウェアハウス
（data warehouse：DWH）のアーキテクチャ全体にわたるプロセス処理の監査可能性
および追跡可能性のリエンジニアリング
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保険会社の経営幹部にとっては、分析によって何かが
できるなら自分の組織はそれをとっくにやっている
はずだと信じることは容易かもしれません。結局のと
ころ、保険会社は分析の最初の開拓者なのです。しか
し分析は保険数理およびプライシングの壁を超えて拡
大し、リスク管理、マーケティング、商品開発、販売、
請求、および顧客サービスにおいて現在戦略的な役割
を果たしています。最後に、この業界は現在、ソルベ
ンシー II をイネーブラーとしてすべてを実現させるた
めのツール、テクノロジー、およびプロセスへのアク
セスを手にしています。

データはソルベンシー II にお
ける重要かつ横断的なトピッ
クとなっています。さらにデー
タはソルベンシー II 規制の直
接の標的となっており、追跡
可能であることは言うまでも
なく、正確、網羅的、かつ
適切であることが要求されて
います
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AXA ルクセンブルク

オリビエ・	
ファンスティーラント

（Olivier Vansteelandt）
IT ＆組織ディレクター 
経営委員会メンバー
AXA ルクセンブルク

Q：貴社のエンタープライズ・データ・ウェアハウスが
貴社にもたらした恩恵は何でしょうか？

私たちの目標は 3 つあります。成長のを支えること、
オペレーショナルエクセレンスを向上させること、お
よびオペレーショナルリスクを軽減することです。

成長の視点から見ると、将来において違いを生み出す
企業は、最良の価格で利用可能な適応済の商品を通じ
て極めて優れたサービスを顧客に提供する企業になる
でしょう。具体的には、この目標を達成するためには、
私たちの顧客に関する深い知識が要求されます。この
知識は、適切なマスターデータを持つことから始まり、
接続された機器から行動データを収集することにまで
及びます。エンタープライズ・データ・ウェアハウス

（Enterprise Data Warehouse：EDWH）は企業の
情報管理の基盤となり、商品のイノベーション、マー
ケティング、販売、および顧客関係の利害関係者の日
常業務にサービスを提供します。

オペレーショナルエクセレンスの視点から見ると、こ
の新たなアーキテクチャは、当然のことながらデータ
の分析および報告のセルフサービス文化を推進するで
しょう。これは、私たちのプロセスをレビューし最適
化するためのまたとない機会となるでしょう。

この転換の間、データガバナンスが目標を達成するた
めの重要な柱となるでしょう。私たちはこの勢いを利
用して、全社にわたり用いられる重要な用語を定義し、
データおよびデータアーキテクチャに対する共通の理
解を獲得する予定です。これらの要素の組合せは、デー
タの取得および照合に費やされる時間を大幅に削減し、
したがって意思決定を裏付ける分析のために利用可能
な時間を増加させるでしょう。

オペレーショナルリスクの視点から見ると、このプロ
ジェクトは、構築済―はるか昔に―の、会社のテクノ
ロジーおよび文書化の基準に整合していなかったデー
タ抽出を廃止する機会でもあります。

AXA ルクセンブルクが EDWH の導入は将来の成功の
重要な要因になると決定したのは、このグローバルな
情報管理の文脈においてです。
 

Q：貴社の EDWH とソルベンシー II のプロジェクトの
間の点と点をどのように結んだのですか？

ソルベンシー II は、データの品質および追跡可能性に
関して非常に厳格な要件を設けています。さらに、報
告すべきデータの量は、AXA のような多角的な企業に
おいては極めて大量です。これに基づき、私たちはソ
ルベンシー II のデータ処理を実施するために要求され
るであろう追加的なワークロード―および確保すべき
リソース―を見積もりました。この試みにより、この
プロセスにおいて私たちの保険数理およびリスク管理
のチームを支援するためには投資が要求されているこ
とがすぐに明らかになりました。この段階で、ソルベ
ンシー II 固有のソリューションと EDWH のソリュー
ションの 2 つの選択肢が残されていました。私たちが
今見てきたすべての付加価値に基づき、かつ追加的な
コストを踏まえて、AXA ルクセンブルクは規制の遵守
に加えてビジネスの価値を提供するため、EDWH のプ
ロジェクトを開始することを決定しました。

Q：貴社のプロジェクトから得られた主な教訓は何で
しょうか？

私たちは、既存のプロセスおよび IT の情勢をレビュー
する機会に関連して、以下の 2 つの主な教訓を得ました。
1.  技術的負債、特にソースシステムからのデータ抽

出に係る技術的負債を削減する機会は素晴らしい
ものである。したがって、レガシーからではなく
白紙から出発することが不可欠である。また、アー
キテクチャのチームをこのプロセスに関与させる
ことも、新たに開発された抽出がベストプラクティ
スおよび会社の IT ロードマップに整合しているこ
とを確実にするための鍵である。

2.  既存のプロセスをレビューすることは重要である
が、同時にプロジェクトチームがプロジェクトの
実現から焦点をそらさないことも不可欠である。
したがって、議論を支配しプロジェクトが計画に
従って実現することを確実にするための強いプロ
ジェクト管理が要求される。これと密接に関連し
て、チェンジマネジメント活動を早期に設置し、
これを適切に支援することも要求される。これは、
ビジネスケースにおいて計画された価値を獲得す
るために、ユーザーがこの新たなソリューション
を採用しその日常の任務において活用することを
確実にするための唯一の方法である。

クライアントの声
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クレディ・アグリコル生命保険ヨーロッパ

Q：貴社のエンタープライズ・データ・ウェアハウスが
貴社にもたらした恩恵は何でしょうか？

プロジェクトの目標は、ソルベンシー II の遵守の支援
に加えて、以下の 3 つのビジネス上の恩恵をもたらす
ことでした。

1.  パフォーマンス管理、特に販売ネットワークの管
理を向上させる。データウェアハウスは、要求さ
れる重要業績評価指標および活動レポートを作成
するための自動化された集中型の信頼できる情報
ソースを CALIE に提供する。

2.  グループの報告期限が年を追って短縮される決算
早期化の文脈において、報告プロセスを支援する。
データウェアハウスは、決算の複数のステップを
自動化すること、ならびに効率性の向上に加えて
追跡可能性および統制をもたらすことにより、こ
のプロセスにおける重要なイネーブラーとなる。

3.  マーケティングおよび販売プロセスを支援すると
共に、より幅広く、情報管理に関して会社を将来
に向けて準備させる。データウェアハウスは販売
およびマーケティングチームに対し、その分析に
要求されるデータを提供する。

Q：貴社の EDWH とソルベンシー II のプロジェクトの
間の点と点をどのように結んだのですか？

クレディ・アグリコル・アシュアランス（CALIE の親
会社）は、ソルベンシー II の遵守への道を常に強力に
推進および構築してきました。第一に、プランニング
に関して―実際に、第 3 の柱の開示に係る最初のドラ
イランは、1 年以上前にすでに実施されました。第 2 に、
テクノロジーに関して―当グループは、使用または展
開すべきパッケージに関する厳格なガイドラインを策
定しました。グループのガイドラインに従いつつソル
ベンシー II の遵守を達成することは、CALIE にとって
重要な投資に相当しました。したがって、異なるさま
ざまなシナリオに係るビジネスケースを作成した上で、
私たちはソルベンシー II の機会を捉え、これと同時に
会社の情報管理の基幹を構築し、規制の遵守に加えて
ビジネスの価値を提供することを決定しました。
 

Q：貴社のプロジェクトから得られた主な教訓は何で
しょうか？

この種のプロジェクトの実現は、特定のスキルおよび
専門知識を要求します。ベストプラクティスの設計、
規制の遵守、およびテクノロジーの専門知識に関する
外部のアドバイスの入手は、私たちにとって強力なイ
ネーブラー兼重要な成功要因となりました。ただしそ
れでも人事の分野では、ビジネスとテクノロジーの専
門知識を兼ね備えた私たちのプロジェクトマネジャー
の経歴が、私たちの目標を時間通りかつ狙い通りに実
現させるにあたって役立ちました。

多くのプロジェクトにおいてそうであるように、ユー
ザーの賛同およびその日常の任務におけるソリュー
ションの採用を確実にするために、彼らを最初から関
与させることが特に重要でした。この関与における重
要な要素は、私たちのアプローチに柔軟な手法および
プロトタイピングを含めることでした。これは、ユー
ザーが自分の知っているデータに基づいてすぐに結果
を思い浮かべることを可能にし、これにより私たちは
彼らを直ちに引き入れることができました。

最後に、プロジェクト計画では、全体のスケジュール
における早い時期に最初のデリバリーを設けなければ
なりません。その上でこのデリバリーは、改善を要す
る分野を識別するため、生産モードにおいてユーザー
のセットを縮小して直接使用されなければなりません
が、これは全面的な展開の前にソリューションに統合
することができます。

オシン・ベラン
（Hocine Berrane）
IT ＆組織責任者
経営委員会メンバー
CALI ヨーロッパ
クレディ・アグリコル・
グループ
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単一監督メカニズム

単一監督メカニズム（Single Supervisory Mechanism：
SSM）は、2014 年 11 月 4 日より施行される新たな金融
監督システムです。この日、欧州中央銀行（European 
Central Bank：ECB）はシステム上重要な銀行（Systemically 
Important Bank：SIB）の監督を引き継ぎます。

ジャン＝ピエール・メサン
（Jean-Pierre Maissin）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ティエリー・フラマン
（Thierry Flamand）
パートナー
ガバナンスリスク
＆コンプライアンス
デロイト

ローナン・ファンデル・エルスト
（Ronan Vander Elst）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト
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欧州議会

ECB
監督カレッジ

説明責任

SSM共同監督チーム
（「重要なCI」）
情報交換

（すべての CI）

単一の
ルールブック

単一の
ルールブック

金融コングロ
マリット

単一の
ルールブック

マクロ健全性
の問題

EBA EIOPA

欧州理事会

SSM
NCAs

ECB

ESMA ESRB

SSM非参加
NCA

（EUおよび国際）

実務におけるSSM：ECBはどのように既存の監督ネットワークと協力するのか？SSM の主たる目的は、ユーロ圏および参加国の金融
の安定性を確実にするため、銀行システムの監督を
集中および調和させることです。SSM は、参加する
EU 各国の権限ある国内当局（National Competent 
Authority：NCA）と協力してこの監督を実施します。
特に（ECB/2014/17 によると）、「参加する加盟国
におけるそれぞれの重要な監督対象事業体または重要
な監督対象グループの監督のため、共同監督チームを
設置」します。それぞれの共同監督チームは、ECB お
よび NCA のスタッフメンバーで構成されます。

一方で、SSM の設置は、欧州の金融機関およびその
安定性に対する信頼を回復するために欧州レベルで金
融機関を監督するという欧州連合の決意を示していま
す。他方でこれは、より多くの―かつよりよい―デー
タを規制対象の事業体に要求するデータ集約的な規制
へと向かうトレンドを際立たせています。

データ集約的な規制へと向かうトレンド

規制は、金融機関がプロセスおよびガバナンスに関す
る能力を証明することを要求しているだけでなく、金
融機関が適切で正確なデータを適時に提供する能力に
ますます重点を置くようになるでしょう。

例えば単一監督メカニズムは、ECB が、SSM 規制
によって自身に割り当てられた任務を実施するために
必要とするすべての情報を提供するよう法人または自
然人に要求する可能性を ECB に与えています。これ
は、金融機関が臨時の要求に適切なデータの品質水準
をもって、かつ適時に応えられなければならなくなる
ことを意味します。これに加えて、資産品質レビュー

（Asset Quality Review：AQR）の試みは、提供さ
れるデータにおいて要求される詳細度がかなり細かい
ものになり得ることを示しています。実際に、ECB
は銀行が絶えずかつ迅速に提供しなければならないで
あろうより詳細なデータを評価する能力を持つでしょ
う。また、バーゼル III の規制もこのトレンドに寄与し
ています。実際に、BCBS 239 は「実効的なリスク
データ集計とリスク報告に関する諸原則」を導入しま
した。これらの原則の一部は、リスクの計算に先立っ
て実施されるプロセスおよび統制に焦点を合わせてい
ます。これは具体的には、正確性から適時性までのデー

タ品質の多くの側面を考慮した、データ品質の監視な
らびに手続および文書化を通じた証拠の管理に焦点を
合わせています。監督者がより多くのデータを持てば、
照合および比較はより容易になります。これは、監督
者がギャップを識別し、データの合理性を測定するこ
とを可能にします。

最後に、これが SSM が異なる国の金融機関を比較す
るための他にない機会を提供する中で、大量のデータ
の処理を可能にするため―問題への対応においてだけ
でなく、問題を見越して―、分析機能が確実に導入さ
れるでしょう。これは、データの量を管理可能にする
ための、データの構造および定義の標準化を期待でき
ることを意味します。データの量を管理可能にするこ
とは、求められているユーロ圏全体にわたる監督の調
和を ECB が達成するために不可欠です。これに加え
て銀行は、ECB のデータ能力の向上を踏まえ、データ
を臨時の要求に対応してより頻繁に提供できなければ
ならなくなるでしょう。
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それでも、かかるデータ管理の規律は、組織が規制上の課題を満足させると共に業務上の便益を活用することを
可能にします。

資産品質レビュー（AQR）の試みは、提供されるデータ
において要求される詳細度がかなり細かいものになり得る
ことを示しています

このトレンドへの答えは何か？

これらの要件および課題を満足させるには、データ管
理の枠組みを用いた包括的なデータ管理能力が必要と
なるでしょう。

保険業界では何が行われてきたか？

2016 年までに、保険会社はソルベンシー II を遵守
していなければなりません―ソルベンシー II は、デー
タ管理の分野における強い要件を有しています。例え

ば、取組みはデータの適切性、網羅性および正確性を
確実にするためのプロセス、手続および責任を導入し
なければなりません。また保険会社は、IT システムな
らびにデータの収集、保存、送信および処理に用いら
れるチャネルのパフォーマンスを定期的に評価するこ
とを期待されています。これらの要件を遵守するため
に、異なるさまざまなレベルにおける洗練または成熟
が採用されてきています。

エンタープライズ
データ管理

組織の構成要素およびポリシー・プロセスの枠組みを確立すること、
ならびにエンタープライズデータがビジネスの目標を達成するために
正確にかつ首尾一貫して所有および管理されていることを確実にする
ためのテクノロジーを可能にすることに重点を置く

エンタープライズデータ資産をあらゆる
不正な侵害から守ることに重点を置く。
これは、適切なデータのセキュリティおよび
アクセスのポリシー、チェック、および
統制が監視されていることを確実にする

全社にわたるデータ資産の保存、統合、利用、
アクセス、および提供を推進する枠組みを提供する
アーキテクチャの構成要素を識別および配置する

アプリケーションの移行、過去の管理報告、
および規制の遵守を支援するため、
エンタープライズデータ資産の収集、保全、
および除去を管理する

データの品質の問題を適切に診断しこれを
修正するための枠組みならびに支援プロセス
および手続を確立する

全社的なデータのライフサイクル全体
にわたる（すなわち、作成から消費までの）
標準化を推進する

全社にわたってマスターデータに対する
一貫性のある網羅的な見方を確実にする
ために不可欠なエンタープライズデータ
の調和および整合性に取り組む

データの変換、
保持およびアーカイブ

データの品質管理メタデータの管理

マスターデータの管理

データのプライバシーおよびセキュリティ

データのガバナンス

データの戦略およびアーキテクチャ

 

 

私たちはこれらを、以下の特性により、1（成熟度が低い）から4（成熟度が高い）に分類しました。

出典：デロイトのエンタープライズデータ管理（Enterprise Data Management：EDM）メソッド
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エンタープライズ
データ管理

組織の構成要素およびポリシー・プロセスの枠組みを確立すること、
ならびにエンタープライズデータがビジネスの目標を達成するために
正確にかつ首尾一貫して所有および管理されていることを確実にする
ためのテクノロジーを可能にすることに重点を置く

エンタープライズデータ資産をあらゆる
不正な侵害から守ることに重点を置く。
これは、適切なデータのセキュリティおよび
アクセスのポリシー、チェック、および
統制が監視されていることを確実にする

全社にわたるデータ資産の保存、統合、利用、
アクセス、および提供を推進する枠組みを提供する
アーキテクチャの構成要素を識別および配置する

アプリケーションの移行、過去の管理報告、
および規制の遵守を支援するため、
エンタープライズデータ資産の収集、保全、
および除去を管理する

データの品質の問題を適切に診断しこれを
修正するための枠組みならびに支援プロセス
および手続を確立する

全社的なデータのライフサイクル全体
にわたる（すなわち、作成から消費までの）
標準化を推進する

全社にわたってマスターデータに対する
一貫性のある網羅的な見方を確実にする
ために不可欠なエンタープライズデータ
の調和および整合性に取り組む

データの変換、
保持およびアーカイブ

データの品質管理メタデータの管理

マスターデータの管理

データのプライバシーおよびセキュリティ

データのガバナンス

データの戦略およびアーキテクチャ

 

 

また、このようなプロジェクトの導入において、保険
業界は興味深い教訓の得られる源泉とみなされること
があります。例えば保険業界は、テクノロジーは再現
性を可能にし、ビジネスのリソースを節約するが、す
ぐに財務上の悪夢になってしまう可能性があることを
明らかにしています。これは、総所有コスト（Total 
Cost of Ownership：TCO）のアプローチを最初か
ら採用しなければならないことを意味しています。ま
た私たちは、組織全体を考慮することにより、データ
品質のビジネスケースを実現できることに注目してい
ます。
 

確かに、単独で見れば、データの品質は単なる規制コ
ストに過ぎないでしょう―しかしこれは、最初から正
しく導入された場合、組織全体にわたって多くの分野
に恩恵をもたらすことができます。特に、重要な教訓
はガバナンスが鍵であるということです。体温計を使
えば体温がわかりますが、治療ができるわけではあり
ません。問題が監視および解決されることを確実にす
るため、データのガバナンスおよびデータ管理のスキ
ルを導入しなければなりません。

レベル 名称 内容

1. プロセスのアプローチ このレベルは、手作業の業務（品質チェック、追跡可能性、監査可能性）
を追加することによるプロセスのリエンジニアリングで構成される。こ
れが要求する投資は比較的少ないが、もたらす恩恵も少ない。また、こ
れがビジネスを業務上の負担から開放することはなく、これは比較的大
規模な組織においては深刻な問題となり得る。

2. 文書管理のアプローチ このレベルは、品質ならびにファイルの追跡可能性および保存の自動化
のための、手作業の業務を伴うプロセスのリエンジニアリングを提案し
ている。これは、小規模なポートフォリオまたは比較的重要性の低いリ
スクに係る最初の初期妥協である。

3. ソルベンシーIIの
中央リポジトリ

このレベルは、既存のファイルレイアウトを用いて設計された中央リポ
ジトリのアーキテクチャ全体にわたる品質、プロセス処理の監査可能性
および追跡可能性の自動化によるプロセスのリエンジニアリングを可能
にする。これは、データ管理の実施されていない組織の比較的大規模な
ポートフォリオに適したソリューションである。

4. エンタープライズ・
データ・ウェアハウス
（DWH）

これは提案された最も成熟したレベルである。これは、標準的なデータ・
エンタープライズ・モデルを用いて設計された DWH のアーキテクチャ
全体にわたる品質、プロセス処理の監査可能性および追跡可能性の自動
化によるプロセスのリエンジニアリングを提供する。これは、すでに強
力な管理規律を持っているか、またはこれを確立する意欲を持つ企業の
みが採用すべきである。
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article 11

規制報告
見えているのは
氷山の一角か？
サイモン・ラモス

（Simon Ramos）
パートナー
戦略、規制＆
コーポレート・ファイナンス
デロイト

ヴァシリー・シュリコフ
（Vasily Shlykov）
マネジャー
戦略、規制＆
コーポレート・ファイナンス
デロイト
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article 11

新たなミレニアムの始まりに世界を揺るがせた金融危機は、
各国政府が金融システムの統制および規制に対する自国の
アプローチを再検討することを余儀なくさせました。しかし、
何が起きているかを明確に理解せずに、どうやって何かを統
制できるでしょうか？答えは単純―それは不可能です。これ
が、より高い透明性に向けた動きが始まった理由です。

データの利用可能性および正確性

主たる課題はデータを中心としていますが、データは
組織全体にわたって拡散することがあります。データ
はレガシーのメインフレームに保存されていたり、従
業員の内蔵ハードドライブに隠されていたり、新たに
作り出されたプライベートクラウドで迷子になってい
たり、さらには企業の外に保管されていたりします。
良いニュースは、データの管理、保存およびアーカイ
ブのプロセスの簡素化および合理化のため、データウェ
アハウスのプロジェクトに投資する組織が増加してい
ることです。組織は、報告データが正確かつ最新であ
ることを確実にしなければなりません。例えば、古い
市場データに基づくデリバティブ契約のバリュエー
ションは、企業の真のエクスポージャーが不正確にな
り、結果として規制当局に対する情報の虚偽表示につ
ながるでしょう。正確なデータの報告を怠ると、監査
人および権限を持つ検査官が後にその不正確なデータ
を明らかにした場合に、財務的な制裁だけでなく、法
務リスクおよびレピュテーショナルリスクにもつなが
る可能性があります。したがって、報告データの品質
は組織の一番の優先事項である必要があります。品質
保証のためのグッドプラクティスは、内部統制ポリシー
を確立し、報告に関与するビジネスラインに説明責任
およびデータの所有の原則を導入することであると思
われます。
 

アウトソーシング対社内報告

正確なデータを報告のために利用可能にすることは極
めて重要ですが、これは私たちの報告の道のりにおけ
る最初の一歩に過ぎません。次の一歩は、どの報告モー
ドを用いるべきか、すなわち報告を社内で実施すべき
か、またはこれをサードパーティにアウトソースすべ
きかを決定することです。企業が他の企業に報告サー
ビスを提供している場合を除いて、報告活動は組織の
ためにいかなる利益も生み出さないため、報告に関連
するコストは回収可能とはなりません。

他の企業に報告サービスを提供することがアジェンダ
にない場合、企業は既存の人的リソースおよび技術リ
ソースを用いてこれらの追加的な報告のコストを吸収
できるかどうかを分析する必要があります。人的リソー
スの視点から見ると、これには現在の従業員の利用可
能性、ならびに彼らがデータの抽出、作成、承認およ
び提出の追加的な責任を引き受ける能力が含まれます。
修正および照合が必要になる可能性があるため、報告
の提出が報告プロセスの最後の一歩となることはめっ
たにないことを、企業は明確に理解すべきです。技術
の視点から見ると、報告のバリューチェーン全体が対
象に含まれているかどうかを理解するため、ソフトウェ
ア／ハードウェアの能力の注意深い評価が要求されま
す。技術用語で言えば、これには該当する報告の特定
のニーズに合わせて設定および適応済の抽出・加工・
読 込 み（Extraction, Transformation, Loading：
ETL）ソフトウェアが含まれます。
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十分に確立された IT のプロセスおよび手続は新たな報
告サービスの統合の円滑化を促進することから、社内
報告に適した候補は、そのようなプロセスおよび手続
を有する企業になるでしょう。ある種類の報告を実施
している企業は、既存の社内報告サービスを他の種類
の報告に再利用する可能性を調査することができます。
例えば、米国および欧州に事業体を有するグローバル
銀行は、相対的な類似性を考慮して、自行のデリバティ
ブ契約に関連するドッド・フランク法および EMIR の
報告の相互化を目指すことができます。同様に、EMIR
および AIFMD の報告のために提供されるデータの
40％近くが同じであり、これには標準識別子（LEI、
ブローカー ID、商品 ID など）、バリュエーションのデー
タ、清算の詳細および商品のタクソノミが含まれます。

その一方で、企業はアウトソーシングの機会を検討す
べきです。企業は通常、完全な報告のバリューチェー
ンを策定するための十分な時間またはリソースを有し
ていないため、時間の制約がしばしばアウトソーシン
グの選択肢を選ばせます。また私たちは、一部の企業
が自社側のさらなる関与が要求されないものと考えて

「安易な」アウトソーシングのソリューションに引き付
けられているのを目にしています。これは誤った仮定
です。報告が社内で実施されるかまたはアウトソース
されるかに関わらず、企業は依然として生データを抽
出および作成する必要があります。しかし、利用可能
なアウトソーシングの提供サービスを分析することは、
コストの視点から見て価値があります。
 

アウトソーシングのプロバイダーの選択

提供サービスは、一種類（または極めて限られた数）
の報告の提供を専門とする企業、ならびに複数の法域
内および複数の業界に係る報告を含むはるかに幅広い
報告サービスを提供している企業（「全部込み」の報告
プロバイダー）に分類することができます。

専門の報告プロバイダー
専門の企業は、データの形式に関してより高い柔軟性
を提供していたり、より反応の早い積極的な顧客関係
を提供していたりすることがあります。その一方で、
専門の企業は報告のバリューチェーンにおけるすべて
のステップを対象に含めておらず、企業を追加的な活
動に内部で対処させることがあります。これらの中に
は、データの変換、照合、およびエラーの処理という
特定のステップがあります。加えて、貴社が複数の種
類の報告の対象となっている場合、 他の報告プロバイ
ダーを探すかまたは報告を社内で実施する以外の選択
はなく、これは追加的なコスト、新たなインターフェー
ス、補完的なコミュニケーションチャネル、ベンダー
との関係などが必要となることを意味します。しかし、
多くの専門の報告プロバイダーは徐々に「全部込み」
のプレーヤーとなりつつあり、追加的な種類の報告を
提供するようになっていると言っても差し支えないで
しょう。

修正および照合が必要になる
可能性があるため、報告の
提出が報告プロセスの最後
の一歩となることはめったに
ないことを、企業は明確に理
解すべきです
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「全部込み」の報告プロバイダー
これらの企業は幅広い報告サービスを提供しており、
通常報告のバリューチェーン全体を対象に含め、また
場合によってはデリバティブのバリュエーション、閾
値または資本要件の計算、その他のデータ作成および
変換サービスなどの追加的なサービスを含めています。
一部のプロバイダーは、分析およびデータマイニング
のサービスを提供していることがあります。加えて、「全
部込み」のプロバイダーは通常複数の法域およびそれ
ぞれの法域内の異なる規制当局に係る報告を対象に含
めています（例えば、ムーディーズが提供する銀行の
ための規制報告のソリューションは 50 ヶ国超を対象
に含めており、約 3,000 の報告を提供しています）。
これらのプロバイダーはしばしば異なるさまざまな業
界のための提供サービスを有しており、これは複数の
ビジネスセクターにまたがる持株会社にとって興味深
いかもしれません。企業は確立され認知された報告プ
ロバイダーと契約することにより（規制当局の見地か
ら潜在的に）恩恵を受けられることがある一方で、生
データの形式に関して一定の制限および柔軟性の不足
に悩まされることがあります。また、他の顧客が多数
存在することの結果としてのプロバイダーの反応の悪
さも考えられます。

結論
現在の金融機関は規制上の義務に圧倒されてお
り、規制当局への適時かつ正確な報告を含む多
くの課題に立ち向かわなければなりません。報
告データが利用可能で正確であることを確実に
することは、規制報告における最初の、かつ最
も重要な一歩です。報告を社内で実施するか、
またはアウトソースするかの選択は、ビジネス
の特性および企業がこれらの規制コストを吸収
するための内部能力によって決まります。アウ
トソーシングのプロバイダーを選択するにあ
たって企業は、特に複数の種類の報告の対象と
なっている場合、相互化の機会を追求すべきで
す。この場合、企業は幅広いサービスを提供す
る「全部込み」の報告プロバイダーと協力する
ことをよりコスト効果的とみなすかもしれませ
ん。規制報告は、特に私たちのますます規制さ
れていく世界において、真剣に受け止められる
べき活動です。
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Will IT be one of the 
biggest hot topics for 
the private equity and 
real estate industry in 
the years to come?

IT は今後数年で
プライベートエクイティおよび
不動産業界における
最大のホットトピックの
一つとなるか？
ジェラール・ローラン

（Gérard Lorent）
ディレクター
アドバイザリー＆
コンサルティング
デロイト

ジョヴィ・テレス・オトガロン
（Jovy Thérèse Otgalon）
シニアマネジャー
アドバイザリー＆
コンサルティング
デロイト

アレック・クワピアン
（Arek Kwapien）
マネジャー
アドバイザリー＆
コンサルティング
デロイト

本レポートは、プライベートエクイティおよび不動産セクターに
おける資産運用会社およびサービスプロバイダーの IT に求め
られるものと適切なビジネスのソリューションについて、市場
慣行、規制および法律、ならびに報告基準（これらについて
は本誌の他の箇所ですでに取り上げています）に照らして検
討します。また本レポートは、IT の視点から見た業界の課題、
ならびにソフトウェア開発者およびその他の市場のプレーヤー
にとっての潜在的な機会についても詳しく見ていきます。
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Will IT be one of the 
biggest hot topics for 
the private equity and 
real estate industry in 
the years to come?

IT は今後数年で
プライベートエクイティおよび
不動産業界における
最大のホットトピックの
一つとなるか？

プライベートエクイティおよび不動産に影響を及ぼす
変化の風

プライベートエクイティ（Private Equity：PE）およ
び不動産（Real Estate：RE）セクター、そしてより
一般的にいうオルタナティブファンド市場は、現在規
制のスポットライトを浴び、規制当局と投資家の両方
からのより厳格な精査と透明性の圧力の矢面に立たさ
れています。ここ数十年間におけるリテールファンド
業界のグローバルな転換と同様に、PE および RE の資
産運用会社およびそのサービスプロバイダーでは、フ
ロント／ミドルオフィスからバックオフィスまでの業
務を対象とした新たな業務モデルが浮上してきていま
す。そしてこれらは、現在の法令および業界のガイド
ラインへの適応のために必要とされるだけでなく、ビ
ジネスの継続可能性、サービスの市場性および拡大の
ためにも不可欠とされるものです。

資産運用業界における根本的な変化の引き金となった
主要な規制には、米国のドッド・フランク法および
FATCA、ならびに欧州の AIFMD が含まれます。ビー
クルの組成および投資戦略の策定を行う多くの PE お
よび RE が、この新たな一連の法律、指令およびその
適用規定に従うための変化を起こすことを必要として
います。さらに、投資家および業界の基準設定団体で
あるインスティテューショナル・リミテッドパート
ナーズ・アソシエーション（Institutional Limited 

Partners Association：ILPA）、INREV、EVCA、
IPEV などは、分裂が進み、自動化が不十分な、極め
て多様化した PE および RE セクターの業界改革と標
準化を要求するにあたり、等しく影響力を持っています。

集約的アプローチは、GP および資産運用会社におけ
るポートフォリオおよびリスクの管理を前進させる方
法である

投資運用会社を支えるテクノロジーは一般にここ十年
間にわたって大幅に進化し、主として伝統的な規制対
象ファンド向けに、フロントからバックまでの総合的
なソリューションを提供するようになっています。よ
り多くのオルタナティブ資産クラスへの対応がなされ
るようになってきており、地理的分布および地域の特
徴が考慮されています。PE および RE の領域におい
て、ポートフォリオおよびリスクの分析および評価の
モジュールが標準となりつつある一方で、程度はやや
低いものの、新たな市場の要求に対応するために、専
用のツールが開発または強化されてきています。

資産運用会社にとって、ポートフォリオおよびリスク
の管理を構成する IT インフラ、ならびに会計および
管理システムが鍵であることは疑う余地がありません。
PE および RE のプレーヤーはますます多くの課題に直
面しており、高度なテクノロジーがなければこれに対
処することは困難です。
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ポートフォリオの管理、リスクエクスポージャーの評
価、パートナーシップ会計およびデータ管理、ディー
ルフローの管理またはデューデリジェンスの支援に関
連するさまざまなアプリケーションおよびモジュール
は、ディールのソーシング、投資のデューデリジェン
ス、投資の選択および管理、投資家／パートナー関係
管理などの伝統的な PE および RE のビジネス上の要
求、そしてより具体的には、規制上および投資家主導
の報告のニーズへの対応を可能にするため、継続的な
強化を必要とします。

GP および PE ／ RE の資産運用会社にとってのポー
トフォリオおよびリスクの管理における重要な問題お
よび課題には以下が含まれます。

• ディール管理：投資パイプラインの追跡、タームシー
トのレビュー、デューデリジェンスおよび投資のス
トラクチャリング

• 資金調達および投資家サービス：CRM、投資条件、
コミットメントの処理および報告

• ポートフォリオの分析および管理：取引の処理、資
産の保全および帳簿記録、会計、再評価、ウォーター
フォール計算、回収ならびに清算

• リスク管理：流動性の評価、投資の制限、投資の種類、
地域またはストラクチャーに対するポートフォリオ
の集中およびエクスポージャー、レバレッジの計算
および監視

• 報告：データの一貫性およびさまざまな詳細度が要
求される財務報告、規制報告および投資家固有の報
告

資産運用会社は常に、その義務を適時に履行し、正し
いツールまたはサービスプロバイダーを選択すべく苦
心しています。これらの企業は、レガシーシステムに

よる統合上の問題、ならびにエクスポージャーおよび
ポートフォリオのリターンの計算、ディールフローの
管理、報告の統合、投資家とのコミュニケーションな
どの追加的な機能を提供する新たなソフトウェアの導
入に対処しなければなりません。システムの分断およ
び相互接続性の欠如、ならびに投資ディールの機会、
評価およびストラクチャリングに関連するビッグデー
タは、プロセスに負担をかけ、情報フローおよび報告
の作成における業務の複雑性および手作業による処理
のニーズを高めていることから、これにより作成のリ
スクおよびコストが増大しています。

用いられるシステムの増加は PE および RE の資産運
用会社および GP に新たな問題を引き起こしていま
す。これらは投資の評価に用いられるデータの互換性、
および計算手法の違いによりしばしば生じる差異に関
連するものです。例えば、マーケティングチーム、会
計部門およびリスク部門が、それぞれのシステムのパ
ラメータの違いおよび統合されたデータの欠如により、
同じ投資に対して異なる数値を算出してしまう可能性
があります。

GP または PE ／ RE の投資会社が内部の利害関係者、
規制当局、株主および顧客に対して行う報告におい
て統合および統一された見解を提供することは、異な
るさまざまな当事者の間におけるデータの混乱および
誤った解釈を軽減するための鍵となります。多くの企
業はシステム報告の不足によってもたらされた負の影
響を経験していますが、これは主として追加的な照合
の作業負荷に関連しています。報告の明確性は、特に
多層的な PE および RE のストラクチャーならびにそ
の複雑な評価方法を考慮すると、もう一つの重要な要
因となります。

資産クラスに固有の特徴、ならびに投資の資金調達、
ストラクチャリングおよび管理の複雑性は、特に報告
に関して、PE および RE 業界にさまざまな課題を課
しています。しかしこれらの側面は、ソフトウェア開
発者に対しては、その提供商品を拡充する機会を提供
しています。これらのニーズに対応することの緊急性
は、多数の PE ／ RE の資産運用会社、GP および資
産サービサーが、包括的なソリューションまたは一連
のソリューションを探していることによって裏付けら
れています。

PE および RE のプレーヤーはますます多くの
課題に直面しており、高度なテクノロジーがな
ければこれに対処することは困難です
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しかし、プラットフォームは、それぞれの PE また
は RE の資産運用会社における独自の成功要因に適合
し、例えば以下のような報告上の課題に対応するため
に、高度な柔軟性を提供する必要があります。

• ディールの評価

• ポートフォリオの網羅性

• ポートフォリオ分析とおよびパフォーマンス分析： 
複数法域の SPV および子会社の追跡、適時の報告

• リスク報告： エクスポージャーの表示、例外処理と
伝達

• アクセス性： オンラインかつリアルタイムの報告、
内容のカスタマイズ

課題に対して立ち上がる PE および RE の資産サービサー

現在のビジネス環境においてアウトソーシングのパー
トナーを探す GP ならびに PE および RE 企業が増え
る中で、新たな規制の影響はサービスプロバイダーに
まで及び、オペレーショナルリスクを管理しながらも、
ますます複雑化する多数の顧客の要求に対応するため
に、業務モデルの変化をもたらし、IT のアップグレー
ドおよびビジネスプロセスの最適化プロジェクトの引
き金となっています。

ルクセンブルクの大手資産サービシング企業に係る最
近のサーベイにおいて、私たちは回答者に、PE およ
び RE のサービスに関連して彼らが行った主な投資に
ついて尋ねました。最優先事項は「スタッフの育成と
採用」でしたが、回答者の過半数において投資の優先
事項の 2 位となったのは「テクノロジー」でした。こ
れは米国および欧州の確立された PE および RE 市場
の後を追う形で、このビジネスに対するルクセンブル
ク市場の関心が高まっていることを反映しています。
テクノロジーをそのビジネスの最優先事項の一つとす
るサービスプロバイダーの増加は、業界全体で広く観
察される資産の保全、会計および報告に係る、手作業
または限定的に自動化された手法から、より洗練され
統合されたシステムへの転換を反映しており、規制対
象投資ファンド業界における現在のサービスプロバイ
ダーのシステムとよく似ています。

しかし、多くの PE および RE の資産サービサーは現在、
ベンダーもしくは社内のいずれかのプラットフォーム
または特定の活動のために開発されたプラットフォー
ムという多数（少なくとも 2 つ）の資産サービシング

システムを用いており、これらは MSExcel を用いて
手作業で処理されています。これは、ルクセンブルク
においてだけでなく、全世界の PE および RE の資産
サービシングの情勢において標準となっているようで
す。またこれは、それぞれの PE および RE の顧客の
端から端までのプロセスおよび複雑性に対応できる単
一のベンダーのソリューションが現在市場にないこと
を示しています。

資産サービサーによる投資家向け報告

資産サービシングのバリューチェーンにおいて、資産
運用会社または GP に求められる重要事項の一つは投
資家向けの報告です。サービスプロバイダーのシステ
ムは、レイアウト、ファイル形式、および提出方法（郵
便、電子メールまたはウェブへのアクセス）といった
技術的要件から投資のポジション、パフォーマンスデー
タ、諸報酬および利益の配分、税務関連情報などのデー
タの内容にわたる特定の投資家の報告ニーズに対処で
きなければなりません。しかし、PE および RE 業界で
は、これは依然として主にオーダーメードの形で実施
されており、UCITS などの規制対象リテールファンド
の標準化された投資家向け報告とは対照的です。しか
し、INREV、IPEV、EVCA、ILPA などの国際基準が
業界においてますます用いられるようになり、かつテ
クノロジープロバイダーが投資家の要求に追い付きつ
つあることから、より標準化された報告がいずれ実現
可能になるでしょう。
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PE ／ RE のサービスプロバイダーの重要な IT 関連の
課題は、以下のように分類することができます。

• 限られた、またはコストのかかる PE ／ RE のシス
テムおよび PE ／ RE の IT の専門知識： PE およ
び RE に対応するプラットフォームはほとんどなく、
よって取得、導入および維持に非常にコストがかか
る。また、業務と業界の両方の専門知識が要求され
る PE ／ RE の IT セットアップの固有の特徴を踏ま
えると、社内プラットフォームの開発も大掛かりで
コストのかかる取組みとなる可能性がある

• ユーザー主導の変更に係る限られたシステムの柔軟
性： 一般に、サードパーティの開発したプラット
フォームの利用については、テクノロジープロバイ
ダーとサービスプロバイダーの間でソフトウェア・
ライセンス料の取決めが結ばれている。このような
取決めには通常、標準ユーザー数、定義済のパラメー
タおよび機能が含まれる。あらゆるユーザー主導の追
加または変更には、通常追加的なベンダーフィーが
課される。その他のコストとしては、成功報酬、ウォー
ターフォール計算、大量のキャッシュ・フローの監視、
資産の評価、（リ）ファイナンスおよび利息の計算ま
たは調整、カスタマイズされた報告、連結などを含む、
より複雑なパラメータのセットアップに係るサービ
スフィーが挙げられる

• 限られた機能： 多くの資産サービシングシステムは、
PE ／ RE のライフサイクル全体を対象としていない。
追加的なモジュール、機能および大規模なカスタマ
イズが要求されるが、これは極めて複雑になる可能
性があり、ベンダーの開発または調達コストは途方
もない額になり得る

• 複数のシステムの管理ならびに限られた自動化およ
びインターフェース： 複数のシステムが用いられ、
システムの統合が限定的である場合、迅速および／
またはリアルタイムの報告に対する顧客の要求の増
大を踏まえると、サービスプロバイダーの IT チーム
の予算および作業負荷は管理が困難になる可能性が
ある

 

サービスプロバイダーとテクノロジープロバイダーの
間における機会および競争

PE および RE のサービスプロバイダーは、統合され、
多機能で柔軟性の高い、カスタマイズ可能なシステム
が、自身のビジネス上の要件にとって、極めて重要で
あると認識しています。これらは、標準の貸借対照表、
損益計算書および NAV レポートから、例外報告と伝
達を裏付けるカスタマイズされたポートフォリオおよ
びリスクの分析にわたる顧客の要求に適合したもので
す。加えて顧客は、ポートフォリオ、キャッシュ・フロー
などに関するリアルタイムまたはオンデマンドの報告
を求めて、ウェブポータルにオンラインでアクセスす
ることをますます選択するようになっています。この
ような報告は、資産運用会社または GP がその投資ファ
ンドのポートフォリオ、リスクおよび流動性を適時か
つ適切に管理するために極めて重要です。GP および
資産運用会社が資産サービシングのパートナーを探す
にあたってはシステムが重要な選択規準の一つである
ことを踏まえると、それぞれのプロバイダーが強固な
プラットフォームを用いてこれらのビジネスソリュー
ションを提供する能力は、ビジネスの拡大および顧客
の維持のために不可欠なものです。

PE および RE の資産サービシングにおける競争は激
化しており、会計および財務報告のソリューションに
係る幅広い市場の情報と分析のツールを提供する比較
的小規模なベンダーが、これらのセクターを対象とす
る知名度の高い支配的なプラットフォームに参加して
います。また、テクノロジープロバイダーのビジネス
およびマーケティングモデルも、永久的なライセンス
の下で初期コストおよび継続サポート料を伴うソフト
ウェアの販売を行う伝統的な実務から、より洗練され
たソフトウェア・アズ・ア・サービスのアーキテクチャ、
ならびにデータ管理およびクラウドコンピューティン
グのサービスへと進化しています。

ビジネス競争の激化は、幅広い規制報告の要件と相まっ
て、資産サービサーと PE および RE のソフトウェア
ベンダーの両方にとっての課題（および機会）となっ
ています。データ品質の向上および透明性の高い適時
の報告は、PE および RE の領域で見られる多くの進歩
のうちのごく一部に過ぎません。規制が厳格化し、投
資家の要求が高まり、市場のベストプラクティスが進
化する中で、これらの課題が軽減されることは当分の
間予想されていません。しかしこの競争は、業界の継
続的な発展および全体的な前進のために重要かつ必要
なものとして、市場のプレーヤーに歓迎されています。

データの標準化、透明性、
頻度および網羅性が成功の
鍵です
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テクノロジーがサービスプロバイダーにおける新たな、
またはアップグレードされた業務モデルの基盤となっ
たことは疑う余地がありません。正しいプラットフォー
ムを持つことは、資産サービサーがそのサービスの訴
求力を高め、顧客サービスとデリバリーのモデルを最
適化するために不可欠です。また一部のサービスプロ
バイダーは、成熟した伝統的な所在地事務、会計、名
義書換代行および報告サービスを超えて提供商品を拡
大するためのツールを取得または開発しています。こ
れらは現在、端から端までのワン・ストップ・ショッ
プのビジネスソリューションを持つことにより、より
高いマージンとさらなる商業的影響力を生み出す可能
性のあるフロントオフィスの支援およびミドルオフィ
スの機能にまで及んでいます。

同じ言葉を話す―統合されたシステムは、PE ／ RE
の資産運用会社およびサービスプロバイダーにとって
効率的なデータ管理の鍵である

資産運用会社の主な懸念（資産サービサーの懸念と同
様の）は、ポートフォリオおよびリスクの管理、コン
プライアンスならびに報告のニーズのために要求され
るデータの品質に関連するものです。データの標準化、
透明性、頻度および網羅性が成功の鍵です。接続性を
向上させ、データ管理を合理化し、正確な報告を確実
にするためのプラットフォームの継続的なアップグ
レードが必須のものとなりつつあります。しかし、一
貫性および信頼性のある効率的なデータ管理の基準を
策定することは依然として PE および RE 業界におけ
る課題であり、ここではさまざまなデータのソースお
よび形式が、この困難な任務の核心となっています。

レガシーの理由によるものであれ、PE ／ RE セクター
の複雑性または投資のストラクチャリングおよび持株
会社の所在地が複数の国外法域にあることによる地理
的複雑性によるものであれ、システムの分断は、複数
の場所と複数のシステムのデータを統合できないこと
の主な原因となっています。その一方で、報告義務の
増大、多数の報告先および詳細度の要件は、利用可能
な情報を収集、分析および統合するための追加的な取
組みを要求しています。

PE ／ RE 企業およびそのサービスプロバイダーの大多
数が、IT インフラ、規制の変化への適応力、拡大のた
めの柔軟性、およびさまざまな資産の所在地における

複数のシステムからの複雑化し増大するデータ量の管
理に対処する能力について懸念していることは驚くに
当たりません。データの品質および管理への投資、な
らびにデータウェアハウスは、包括的なポートフォリ
オおよびリスクの管理システムと共に最優先事項と
なっており、これは統合された効率的なデータ管理の
アプローチを提供する適切なシステムが強く求められ
ている理由となっています。資産運用会社とサービス
プロバイダーの両方が、その内部、規制遵守および顧
客の要求を満たす包括的なソリューションを導入する
ことにより、データの収集や照合に費やされる時間を
抑制することを望んでいます。

結論

• 全面的に統合された包括的なシステムは PE お
よび RE 業界においてまだ一般的ではなく、こ
れは PE ／ RE 企業および資産サービスプロバ
イダーにとっての重要な課題であると同時に、
より発達したプラットフォームを供給すること
のできるテクノロジープロバイダーにとっては
良い機会となっています

• 合理化されたデータ管理システムは、PE ／ RE
企業のポートフォリオおよびリスクの管理にお
いて不可欠です

• 増大し複雑化した顧客の要求に応えるため、PE
／ RE の資産サービシングの世界においては自
動化がますます求められています

• さまざまなオルタナティブ資産クラスおよび強
化されたリスクメトリクス機能を支援する能力
は、PE ／ RE の資産運用会社およびサービサー
が新たなシステムを選択するにあたっての重要
な規準となりつつあります

• 報告の要求事項の増加およびより高い透明性の
推進は、データの一貫性、多数の報告先（例えば、
経営者、規制当局、株主）に関連するニーズに
対処するための柔軟性を提供し、業界標準の適
用およびさまざまな規制の遵守を可能とするソ
リューションを要求しています
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モバイル機器
セキュリティの
視点

ステファン・ユールト
（Stéphane Hurtaud）
パートナー
ガバナンスリスク＆ 
コンプライアンス
デロイト

マキシム・ベラック
（Maxime Verac）
マネジャー
ガバナンスリスク＆ 
コンプライアンス
デロイト

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   86 2015/04/13   11:39:56



87

セキュリティの脅威から貴社のモバイル戦略を確実に
保護する方法

スマートフォンやタブレットなどの最近のモバイル機
器は、従業員がいつでもどこでも働くことを可能にし、
電子メール、文書、連絡先および予定を含む多くのビ
ジネス活動・データを処理する十分な能力を持ってい
ます。またこれらは、ソーシャルメディアおよびクラ
ウドに保存されたデータへのアクセスのために幅広く
用いられています。この一つの機器でビジネスデータ
へのアクセスと私的なソフトウェアアプリケーション
の使用が混同して行われることにより、紛失または盗
難が起こりやすくなることに加え、モバイル機器をハッ
カーの主要な標的とし、新たな攻撃の侵入地点を提供
しています。

モバイル機器は IT の無境界化の結果としてもたらされ
る新たな情報セキュリティのパラダイムの良い例であ
り、ここでは IT の資産、ユーザーおよびデータは、伝
統的な情報システムの境界の外へと移動しています。

すべての業界にわたる多くのルクセンブルクの組織が
現在この種類のプロジェクトに取り組んでおり（新た
なサービスとして、または古いシステムからの移行と
して）、IT の無境界化がもたらす新たなセキュリティ
の課題に直面しています。

脅威の情勢の理解

2013 年ノートンレポート 1 によると、スマートフォ
ンのユーザーの 38％が 1 年間のうちにモバイルのサ
イバー犯罪を経験しており、また成人の 27％が自身
のモバイル機器を紛失したか、または盗難されています。

例えば、テクノロジー・メディア・通信業界の組織は、
現在モバイル機器を自身の 2 番目に大きいセキュリ

ティリスクと捉えており、74％がこれを「高水準」ま
たは「平均的」な脅威に挙げている 2 ことは驚くに当
たりません。

ユーザーの 57％ 1 が自身のモバイル機器のためのセ
キュリティのソリューションが存在することを知らず
にいることを考慮すると、特に大部分がモバイル機器
に固有である以下の脅威 3 を検討した場合、BYOD の
プロジェクトに取り組むにあたってセキュリティが重
要なトピックであることが容易に理解できます。

• 物理的なセキュリティ統制の欠如： モバイル機器は、
企業の施設の物理的な境界によって保護されていな
い。さらに、そのモバイル性（携帯可能性）のため、
これらは他の機器と比べて紛失または盗難される可
能性が高い

個人端末の業務利用（Bring Your Own Device：BYOD）、業務端末の私的
利用（Corporate Owned Personally Enabled：COPE）または個人端末の
選択（Choose Your Own Device：CYOD）は、それらの名称がしばしば複
雑なモバイル機器の管理プロジェクトの提供アプローチを説明しているに過
ぎないとしても、最終的に従業員が使用するモバイル機器に企業のデータを
置くことを目的としたプロジェクトの名称としてしばしば用いられます。

図表1：モバイル機器に係る「提供」アプローチ：
柔軟性と統制の間のトレードオフ

統制

柔軟性

企業主導のCOPE
- 承認済の機器のリスト
- 企業が策定した計画
- 高度なサポート

ハイブリッドのCYOD
- 承認済の機器のリスト
- 企業および／または従業員
 が「所有」する計画
- 承認済の機器のサポート

ユーザー主導のBYOD
- 「あらゆる」機器（オペレーティング
 システムの制約のみ）
- 従業員が所有する計画
- 限定的なサポート

1 シマンテック「2013 Norton Report」http://www.symantec.com/about/news/resources/press_kits/detail.jsp?pkid=norton-report-2013
2  デロイト「2013 TMT Global Security Study」http://www2.deloitte.com/content/www/global/en/pages/technology-media-and-telecommunications/

articles/2013-tmt-global-securitystudy.html
3  NIST 特別刊行物 800-124 改訂第 1 版「Guidelines for Managing Security of Mobile Devices in the Entreprise」http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/

SpecialPublications/NIST.SP.800-124r1.pdf
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図表2：モバイル機器に関連する主なリスクの概要

• エンドユーザー（企業の経営幹部を含む）が機器に関する意思決定を推進するケースが増えている
• 複数のモバイル OS およびキャリア固有の導入による極めて多様なモバイルのエコシステム
• 「モバイル対応」のサポートおよび業務プロセス、インフラの不足
• 社内のリソース、スキルセットおよび技術的能力の不足

• 社員の活動、機器の使用（位置情報サービス）、データエクスポージャーなどによる潜在的なプライバシー問題
• 監視、機器のデータ消去、従業員の退職時における機器・データの保護などを巡る倫理および法律上の問題
• 電子情報開示、監視およびデータのアーカイブに関する規制要件の考慮の必要性

• 機器、メモリーカードおよび OS レベル（特定の OS について）におけるネイティブ暗号化の不足
• エンドユーザーによる無許可および未承認のアプリケーションのインストール。統制は困難である
• 他のシステムとの相互作用（クラウドストレージ、パーソナルコンピュータの同期など）
• モバイル OS のパッチおよびアップデートの強制の不足
• 信頼できない機器の使用：エンドユーザーによる機器のセキュリティ統制の変更または迂回（ルート化または改造）

• モバイルのユーザーおよび機器を標的とするさまざまな精緻化された攻撃経路（信頼できないネットワークおよ
び QR コードなどの信頼できないコンテンツを含む）

• 多様なモバイルのエコシステムは、結果として攻撃面またはエンタープライズリスク特性の拡大をもたらす可能
性がある

• サードパーティのアプリケーションの脆弱性、目的の疑わしいアプリケーション
• 物理的なセキュリティ統制の不足（リモート消去は、紛失および盗難されたモバイル機器に対してはしばしば失

敗しているため、万能なソリューションではない）

オペレーショ
ナルリスク

法務＆
規制リスク

テクノロジー
＆データ保護
リスク

インフラ＆
機器リスク

４ 「RiskIQreport」http://www.riskiq.com/company/press-releases/riskiq-reports-malicious-mobile-apps-google-play-have-spiked-nearly-400

• 信頼できないモバイル機器の使用： 適切にセキュリ
ティが設定され、継続的に監視されている場合を除
き、モバイル機器は信頼できないものと判断するべ
きである（改造、ルート化など）

• 信頼できないネットワークの使用： モバイル機器に
よって一般に用いられる公衆 Wi-Fi への接続は、盗
聴または中間者型の攻撃のためにしばしば選ばれる
経路である。したがって組織は、モバイル機器と自
身の間のネットワークは信頼できないものと想定す
べきである

• 信頼できないアプリケーションの使用： エンドユー
ザーは、悪意のあるアプリケーションを含んださまざ
まなアプリケーションを、アプリケーションストアか
ら直接、容易に（潜在的に高度な権限付で）インストー
ルすることができる（リスク IQ によると、2013 年
までに、グーグルのストアにおける 42,000 件超の
アプリがスパイウェアおよび情報を盗み出すトロイ
の木馬プログラムを含んでいた 4）

• 他のシステムとの相互作用： モバイル機器はしばし
ばパーソナルコンピュータに接続されるが、これら

には脆弱性があり、接続により影響を及ぼす可能性
がある。加えて、モバイル機器は一般にそのコンテ
ンツをクラウドストレージのソリューションに自動
的にバックアップするよう設定されるが、これはデー
タの漏洩につながる可能性がある

• 信頼できないコンテンツの利用： クイックレスポン
ス（Quick Response：QR）コードは、特にモバ
イル機器のために設計されたものである。残念なこ
とに、かかる QR コードはモバイル機器を悪意のあ
るウェブサイトに誘導するために用いられるケース
が増えている

• 位置情報サービスの利用： スマートフォンの GPS
機能は、標的を絞った攻撃を計画している攻撃者に
価値ある情報を提供してしまう可能性がある。また、
位置情報サービスの無制限な利用は、プライバシー
の侵害につながる可能性がある

以下の表では、上記の脅威および脆弱性を 4 つのリス
クカテゴリーに分類しています。
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重要な統制は何か？

あらゆるモバイル機器の管理プロジェクトの初期段階
において講じるべき最初の手段は、専用の情報セキュ
リティのリスク評価です。この評価では、貴社のビジ
ネスおよびコンテンツを標的とする具体的な脅威を考
慮し、当該モバイル機器を通じてアクセスされるリソー
スについて検討すべきです。

リスク分析によりもたらされる固有の統制に加えて、
あらゆる機会において以下の統制を検討すべきです。

• モバイル機器を管理するための集中型システムの使
用： これを行うには一般に 2 つのアプローチがあ
り、メッセージングサーバーの管理機能に依拠する
か、または専用のエンタープライズモビリティ管理
ソリューション（従来はモバイル機器管理ソリュー
ションと呼ばれていた）を導入するかのいずれかで
ある。後者のアプローチは通常、より高度な機能を
持ち、異なるオペレーティングシステムを持つ複数
のベンダーの機器をサポートすることができる。こ
のようなソリューションは、モバイル機器のセキュ
リティポリシーに詳細に定められた統制を実施する
ために用いられるべきである

• 専用のモバイル機器のセキュリティポリシーの導入： 
このようなポリシーは、組織のリソースの中でモバ
イル機器を通じてアクセス可能とするものはどれか、
ならびに認められるモバイル機器の種類（および提
供プロセス）を定義し、かつ組織の集中型モバイル
機器管理ソリューションをどのように運用するかを
定めるべきである

さらにこのポリシーは、以下に対応するために実施さ
れる統制を詳細に定めるべきです。

• ユーザーおよび機器の認証（パスワードのポリシー、
モバイルのロックアウトなど）

• アプリケーションのセキュリティ（認められるアプ
リケーションなど）

• データおよびコミュニケーションのセキュリティ
（Wi-Fi および Bluetooth の制限、データの暗号化、
リモート消去機能など）

• 機器およびオペレーティングシステムのセキュリ
ティ（パッチの管理など）

 

モバイル機器のライフサイクル全体に係るセキュリ
ティを、以下の通り検討すべきです。

• 商品の選択においてセキュリティを検討する（モバ
イル機器および管理ソリューション）

• ユーザーによるアクセスを認める前に、それぞれの
機器に対して全面的にセキュリティを設定する

• モバイル機器のセキュリティを定期的に保守する（セ
キュリティのアップデート、アプリケーションのアッ
プデートなど）

• 再割当てまたは廃棄の前に、機器のデータを完全に
消去する

結 論

あらゆる精密な IT プロジェクトにおいてそうで
あるように、セキュリティは貴社のモバイルプロ
ジェクトの初期の段階で検討されるべきです。ま
た、貴社のセキュリティのアプローチが組織の長
期的なモバイルのロードマップと整合しているか
どうかを評価するため、承認されたモバイル戦略
の決定にビジネスが関与することを確保すべきで
す。
ユーザーが私的データと業務データの両方を単一
のモバイル機器に保存することを認めることによ
るリスクを軽減するための最も実際的なアプロー
チの一つは、専用のセキュリティコンテナに依拠
することです。このコンテナは、エンタープライ
ズモバイル管理ソリューションによって管理され
るべきです。
提供の選択肢を検討すると、ハイブリッドのアプ
ローチは、エンドユーザーに一定の自由を認める
一方でサポート対象の機器の数を制限することに
より、オペレーショナルリスクの軽減に最も適し
ています。
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身元照合における
課題およびトレンド

パスカル・エーバー
（Pascal Eber）
パートナー
アドバイザリー &
コンサルティング
デロイト

マクシム・ヘッケル
（Maxime Heckel）
ディレクター
アドバイザリー &
コンサルティング
デロイト

パスカル・エレンス
（Pascal Aerens）
商品戦略責任者
フィルコソフト

今日、私たちは自分が行うほぼすべての取引において、自分
の身元がチェックされているという事実を受け入れるようにな
りました。銀行、商店、税関、空港などが実施するチェック
の多くは、制裁対象企業または高リスクの人物のリストに照
らして名前をチェックすることを含みます。あなたが最近銀行
口座を開設したのであれば、口座の使用の承認に先立って、
あなたの名前はこうした国内および国際のリストに照らして
チェックされているでしょう。同じことは、あなたが飛行機に
乗る際にも、携帯電話の契約にサインする際にも、さらには
コンサートのチケットを予約する際にも当てはまります。
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規制が一層厳格化される中で、名前のスクリーニング
はますます多くのセクターにおいて、かつますます多
くのリストに照らして実施されなければならなくなっ
ています。電子的な名前のスクリーニングが（主とし
てキューバに対する禁輸措置の実施または麻薬密売人
の取引阻止の目的で）導入された 90 年代には、制
裁リストにはわずか数百の名前しか含まれていません
でした。21 世紀の夜明けを告げたテロ攻撃を受けて、
制裁プログラムはテロへの資金供給およびマネーロン
ダリングを発見するために強化されました。結果とし
て、現在世界中には何百ものリストがあり、「政治的人
物」から「国家所有企業」、さらには「二重用途物品」
まで、名前の数は合計で何百万にも及びます。アラブ
の春の期間におけるリビアに対する制裁、一部のアフ
リカの指導者に対する制裁、および最近のロシアに対
する制裁は、制裁プログラムが現在各国政府の外交政
策における不可欠な一部を成しており、可能な範囲で
軍事行動に置き換わっていることを明確に示していま
す。現在の世界の情勢の中で、このトレンドが継続し、
将来においておそらく加速するであろうことは明確で
す。

制裁の実施に当たって、銀行は事実上の金融システム
の門番となっています。したがって銀行は、口座の開
設または取引の実行のいずれかの時点で身元をチェッ
クするという極めて重要な役割を当局から与えられて
います。最近では大手企業は、たとえ自社の諸関係先
のスクリーニングを銀行に委任できるとしても、自社
の評判の重要性に照らすと、独自の予防的チェックを
導入することが相応であろうと考えるようになってい
ます。
 

課題

身元の解明、特に名前の照合の複雑性は、しばしば過
小評価されています。それは「単に」名前のリストか
らある名前を見付けることだというのが一般的な意見
です。これは明らかにとてつもなく過度な単純化であ
り、この特定の活動には固有の多くの技術的課題があ
るのです。

第一に、名前は単なる文字列ではありません。名前は、
多くの文化的および地域的要因の影響を受けた構造およ
び類型を持っています。人間である私たちはフランス語、
英語、アラビア語または中国語の名前を瞬時に認識しま
すが、この文化的な区別を機械に教えることは極めて困
難です。名前の照合を処理するために開発された単純な
アルゴリズムは、類似性、および警報を発するかどうか
に係る線形閾値を計算するため、統計に依拠しています。
これらの単純なアプローチは正確な結果を生み出すこと
に失敗し、しばしば多くの「誤判定」（発出されたが関連
性がなかった警報）をもたらしています。より洗練され
たアプローチは、一方で関連性のあるヒットを見落とさ
ないことを確実にし、他方で手作業の警報のレビューに
係る業務コストを管理するため、言語学および機械学習
の手法に基づくアルゴリズムを用いています。また、言
語学に基づく手法には、翻訳および翻字も含まれます。

「翻訳（Translation）」 は、「Jean」、「John」および
「Juan」、ま た は「Germany」、「Allemagne」お よ び
「Deutschland」など、異なる言語で同じものを意味す
る多様な名前を保持するために用いられます。その一方
で、「翻字（Transliteration）」とは、異なる文字体系
における名前を比較する能力（キリル文字で書かれたア
ラビア語の名前を英語のリストから見付けるなど）です。
この機能は、ウクライナ危機に起因した最近の制裁の導
入により、これまでになく有益となっています。
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処理すべきデータの純粋な量は、もう一つの課題を
示しています―何百万ものカウンターパーティおよ
び／または取引を持つ何百万ものリストされた名前
を比較することは、10 年前に必要とされた能力と比
べて桁違いに高い処理能力を必要とします。この期間
中に私たちは、数千の名前を米国の制裁リスト（例え
ば、OFAC に係る約 5,000 の名前）と比較すること
から始まって、顧客のデータベース全体（数千万もの
潜在的なカウンターパーティ）を、100 万から 300
万の名前が含まれる政治的に重要な人物（Political 
Exposed Person：PEP）のリストと比較するように
なりました。これは、最初に思い浮かぶ単純な検索手
法を除いて、潜在的な比較対象が 10,000 × 5,000
から 107 × 106 に増加したことを意味します。これ
らの量に対処するためには、専門的な検索手法と並列
処理の両方が必要とされます。

検討すべき第 3 の要素は、時間と共にスクリーニン
グシステムが業務フローの中に全面的に組み込まれる
ようになり、極めて重要な構成要素となったことです。
現在のスクリーニングのソリューションは、1000 分
の 1 秒の間にチェックの処理および信頼性のある結果
の提供が可能でなければならない「スクリーニングの
ハブ」です。これらのソリューションは、金融機関の
ビジネス機能の中心において導入され、すべてのデー
タストリームに接続されており、計算の負荷を共有し
ピーク時の量に対処できる十分な拡張性を提供するた
め、クラスター化された高可用性プラットフォーム上
で実行されています。さらに、グローバルな仮想化の
トレンドは、これらのアーキテクチャにさらにもう一
つの柔軟性の層を提供しています。

トレンド

名前の照合におけるイノベーションは、今後生じるで
あろう重要な問題であるコンプライアンスの業務コス
ト、制裁環境の不安定さおよび地理的な制裁の複雑性
の解決に焦点を合わせています。

大量データのスクリーニングプロセスに係る複雑な計
算を行うための処理能力が利用可能であるという事実
により、研究開発は照合後のプロセスへと移行しまし
た。考えられるすべての照合を計算することと、それ
らに対処することは別問題です。照合プロセスが（十
分に許容可能な）1％から 5％の検出記録を生み出
し、かつ顧客のデータベースが 1,000 万件である
場合、これは依然として手作業で処理すべき警報が
100,000 件以上あるであろうことを意味します。し
たがって、次のアルゴリズム上の課題は、これを許容
可能な数値まで引き下げることです。最近の数十億の
罰金の例は、規制当局が制裁への違反を深刻に捉えて
いることを示しました。これにより金融機関は、巨額
の罰金のリスクと、手作業で何十万もの警報を調査す
るという耐え難いコストの間で圧迫されています。

この難しい方程式を解くため、現在のイノベーション
のトレンドは、意思決定のプロセスを部分的または全
面的に自動化することによる、調査プロセスにおける
人間の支援に焦点を合わせています。1960 年代以降
進化してきた人工知能（Artificial Intelligence：AI）
の手法、特に機械学習は一定の成熟度に到達しており、
現在では誤判定の削減および自動解決への利用に適し
たものとなっています。

ほんの数例を挙げれば、たった数年間のうち
に中欧の地理は著しく変化し、中東における
政治情勢は劇的に変動し、アフリカにおける変
化は何百万もの人 に々影響を及ぼしています
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5 年以内に、警報に関する意思決定の大半は人間の調
査担当者から知識を獲得したロボットによって実際に
行われるようになり、人間の調査担当者はより深い経
験が要求される複雑な事例に専念するようになると予
測することは理にかなっています。

世界的な政情不安は、近年の歴史を決定づける特徴と
なっています。ほんの数例を挙げれば、たった数年
間のうちに中欧の地理は著しく変化し、中東における
政治情勢は劇的に変動し、アフリカにおける変化は何
百万もの人々に影響を及ぼしています。結果として、
制裁および禁輸措置は数日のうちに制定および実施さ
れ、その後状況が改善されれば、始まった時と同じ素
早さで解除され得ます。金融機関が最新の規制の遵守
を可能にするためにスクリーニングのソリューション
において要求される反応性の水準は、過去と比べて劇
的に高まっています。これは、参照データのアップデー
ト、検証および導入のサイクル全体が、合理化され全
面的に自動化された強固なプロセスでなければならな
いことを意味します。自動化されたエージェントはこ
こでも、規制のウェブサイトの変更を監視し、参照デー
タのダウンロード、テストおよび再現を行う自動化さ
れたプロセスを起動させ、変更および考えられる影響
についてユーザーに警告し、アップデートの品質を評
価するために複数のソースをクロスチェックすること
により、役に立ち得ます。スクリーニングシステムの
参照データの管理は、現在用いられている多かれ少な
かれ静的な構成から、要求に応じて起動し瞬時に応答
できる、大規模な一式の利用可能な構成で、異なるさ
まざまな危機のシナリオに対応すべくあらかじめ設定
されているものに移行する可能性が高いと考えられま
す。

最後に、制裁に関する状況の複雑性の増大は重要な問
題であり、ソリューションはこれに対処するためにさ
らに精緻なメカニズムを導入しつつあります。最初に
明らかになった複雑性は、全面的な制裁の対象国（例
えば、キューバ）から的を絞った制裁（すなわち、特
定の企業、特定の取引、特定の物品など）への移行で
した。これにより金融機関は、名前の照合を検討しな
ければならないかどうかを決定するための複雑なルー
ルを展開することを余儀なくされました。最近では、
状況は一層複雑化しています。一般に、スクリーニン
グのプロセスに必要なのは、個人の属性情報のデータ

ベースまたは取引における名前を警戒リストに示され
ている制裁対象の名前と（効率的に）比較することだ
けでした。リストにない名前は制裁対象ではなく、し
たがって検出されません。

これは、最近ロシアに対して相次いで行われた制裁に
より変化しました。OFAC は、制裁対象の人物が直接
または間接に 50％超を所有している企業（たとえそ
れらの企業がリストに含まれていなくても）も、制裁
対象であると定めています。

これら間接的な企業に対するこの制裁の拡大は、異な
るさまざまなオンラインのソースからの情報を収集
する方法を組み込み、かつリストされた企業とされて
いない企業の間の関係を検出するためのデータを検索、
保存および分析する「ビッグデータ」の構成要素を導
入するための、将来的なソリューションを要求するで
しょう。これは明らかに、情報の収集、データの相関
および視覚化を網羅する非常に興味深い研究分野です。

結論

制裁が小さな政治のツールから外交政策の延長
線上へと進化しつつある中で、基礎となるテ
クノロジーは、私たちの急速に進化する世界に
おけるこれらの課題に対処するために適応して
いかなければなりません。身元照合のためのソ
リューションは誕生から 20 年しか経ってい
ませんが、この期間に遂げられてきた変化は目
覚ましいものです。規制が拡大しつつある中で、
私たちは今後 5 年間に研究への投資がさらに
増加すると予想しています。銀行は巨額の罰金
のコストに危機感を募らせ、極度にリスク回避
的になっていますが、厳格なコンプライアンス
ポリシーに関連する業務コストは莫大です。こ
れらの銀行にとってテクノロジーの進歩は、こ
うしたコストと自行のリスク選好度のバランス
を取るための唯一の希望となっています。
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積層造形
3D プリントの影響

マーク・ホームズ
（Marc Halmes）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ローラン・ピエルー
（Laurent Pierreu）
ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

積層造形はしばしば 3D プリントとも呼ばれ、1984 年以降着実
に発展してきた造形プロセスです。チャールズ・ハル（Charles 
Hull）氏によって確立されたこのプロセスは、デジタルデータ
から3 次元の物体をプリントすることを可能にします。
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こ の プ ロ セ ス は、 通 常 コ ン ピ ュ ー タ 支 援 設 計
（Computer-Aided Design：CAD） ソ フ ト ウ ェ ア
または既存の製品のスキャンによって作られる物体
の 3D モデルから始まります。専門のソフトウェアは、
このモデルを横断面の層にスライスしてコンピュータ
ファイルを作成し、これが 3D プリンターに送られま
す。すると 3D プリンターは、素材の層を物理的な物
体が出来上がるまでそれぞれの上に積み重ねることに
より、物体を作り出します。3D プリンターは、イン
クジェットプリンターと同じような働きをします。イ
ンクの代わりに、3D プリンターは好みの素材を連続
的な層に積み上げ、デジタルファイルから物理的な物
体を作り出します。

積層造形または 3D プリントを裏付けるテクノロジー
は、誕生から 30 年を超えています。特許期間の満
了によって最近の人気に火が付いたこともあり、消費
者の好みに合わせたプリンターの波を起こしています。
価格は下落し、このテクノロジーをアーリーアダプター
の手の届くものとしています。3D プリントは造形プ
ロセスを大衆化し、私たちが設計できるもの、および
私たちが作り出せるものについての根本的な変化をも
たらしています。

3D プリントの応用

3D プリントは、ユーザーが伝統的な造形に付き物の
コストのかかるプロセスに取り組む前に製品を迅速に
開発および修正することを可能にするため、このテク
ノロジーの応用は膨大です。

3D プリントの独自の造形プロセスにより、人々は現在、
製品を徹底的に革新する能力を持っています。3D プ
リントは積層的なプロセスであるため、伝統的な造形
手法を用いてこのプロセスを模倣することはできませ
ん。これは、個人と企業が同じように、内部の骨格構
造および物体内の独自の形状を作り出せることを意味
しています。

3D プリントが世界的に手に入りやすくなったのと同
時に、消費者はさまざまな業界にわたって革新を起こ
し始めました。結果として、積層造形のプロセスは業
界の混乱を生み出し始めており、新たなビジネスを創
出する一方、停滞気味の確立されたビジネスを行き詰
まらせています。この混乱を切り抜け、この新たなテ
クノロジーを採用するには、今後 10‐20 年にわたる
利益および成長の戦略的な展望が必要となります。問
題は、「対応できるビジネスがどれだけあるか？」とい
うことです。

より具体的には、3D プリントのプロセスは、自動車、
製造、航空および医療業界を含む多くの業界に及びま
す。3D プリンターの能力は年を追って飛躍的に向上
しているところですが、すでにこれらの機器を用いて
さまざまな素材をプリントすることができます。

これには、ウレタン、金属、人体組織、さらには食品
が含まれます。以下の図表 1 は、多数の異なる業界に
わたって生じつつある 3D プリントのグローバルな機
会を示しています。

ターゲットユーザー

消費者 中小企業 大手企業

プリンターの対応

さらなる研究
開発が必要

• 臓器移植（300 億ドル） • 家具（200 億ドル）
• 家電（2,890 億ドル）

商業利用間近 • 米国産食品（230 億ドル） • 自転車（60 億ドル）
• 銃および銃弾（110 億ドル）
• グローバルアパレル（1 兆ドル）

• 生命科学の研究開発（1,480 億ドル）
• 住宅建設および修繕（6,780 億ドル）
• 電動工具（220 億ドル）

利用中 • 工芸および趣味（300
億ドル）

• ア ニ メ お よ び ゲ ー ム
（1,220 億ドル）

• 医療用補装具（175 億ドル）
• 小売金物（220 億ドル）
• 米国の自動車部品店（400 億

ドル）
• 玩具（800 億ドル）

• 工業用研究開発（プロトタイピング用） 
（230 億ドル）
• 航空機および防衛の研究開発（90 億ドル）

図表1：グローバルな機会：3Dプリント

出典：フォーブス
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その本質において、3D プリントは造形の複雑性を無
償にし、他では不可能な設計の実現を可能にします。
物体は一層ずつ作り上げられ、100 ナノメートルとい
う小さな素材が、必要とされる正確な場所に正確なタ
イミングで積み上げられます。可動部品を持つ機械品
目は、一つのステップでプリントすることができます
―組立ては必要とされません。自然の意匠法を模倣し
た絡まり合った構造は、無限に近い自由な幾何学模様
を実現することが可能です―工具、セットアップまた
は切り替えは不要です。さらに、物体をジャスト・イン・
タイムで、必要とされる場所および必要とされるタイ
ミングで作り上げることができます。この能力は、在庫、
輸送費、および廃棄物を削減することにより、極めて
持続しやすい方法でビジネスのパフォーマンスを引き
出します。3D プリントの価値は複雑な物体に限られ
ません。インベストメント鋳造または構造金型の現場
での作成は、伝統的な造形手法を補完することができ
ます。

3D プリントは、プロトタイプおよびモックアップの
ためだけのものではありません。多くのセクターが、
すでにこのテクノロジーを最終的な部品および製品に
利用しています。航空宇宙業界では、マニホールドな
どのジェットエンジンの部品は、最終製品になるまで
に個別に製造、設置、溶接、研磨およびテストされる
20 を超えるピースが要求されます。3D プリントされ
た代替品は作成および供給がより容易であり、かつ全
体的なシステム負担を軽減します。医療用具は、歯の
被せ物から補聴器、さらには人工装具までのあらゆる
ものをカスタマイズし、個人向けに調整するため、3D
プリントを用いています。その潜在力はこれで終わり
ではありません。「プリント・アット・ホーム」の購入
オプションによる、日用品から玩具、さらにはファッ

ションにわたる個人向けの製品を含めた消費財のマス
カスタマイゼーションなどのより想像上のものであっ
た利用事例が現実になり始めています。
 
食品のプリンターまでもが市場に参入しており、これ
はチョコレートならびにその他の砂糖およびでんぷん
食品から始まって、食肉およびその他のタンパク質へ
と進んでいます。臓器、神経および骨は人体組織から
完全にプリントすることができ、医療を臨床診療から
部品の交換へ―さらには寿命の延長へと転換させてい
ます。一流の思索者たちが、自己組織化物質および魔
法のような特性を持つ素材について研究しています。
その一例はすでにあります―変形して姿を変える能力
を持つ複合材料で作られた飛行機は、伝統的なフラッ
プならびにそれに付随する油圧システムおよび制御の
必要性に終止符を打ちます。

業界の成長

1980 年代半ば以降、3D プリントは大きく変化して
きました。全米家電協会が述べたところによると、「消
費者利用から自動車、航空宇宙、工業、医療などの市
場までのあらゆるものに向けた需要が拡大することか
ら、3D プリンターの売上は 2011 年の 17 億ドルか
ら増加して 2017 年には 50 億ドルに迫る」とされて
います。

図表 2 が示すように、3D プリントは 2012 年から
2020 年の間に 300％成長すると予想されています。
ウェブサイト「On 3D Printing」は、「3D プリント
業界は、それが関わるほぼすべての業界を変え、伝統
的な製造プロセスを全面的に混乱させると予想される。
結果として、この業界の予測価値は近い将来急上昇す
ると予想される」と述べています。

物体は一層ずつ作り上げら
れ、100 ナノメートルという小
さな素材が、必要とされる正
確な場所に正確なタイミング
で積み上げられます
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図表2：3Dプリントの成長（単位：十億米ドル） 3D プリントの採用：イノベーションの新たな媒体

3D プリントの便益および課題
3D プリントは多くの便益を提供しますが、同時に伝
統的な造形には存在しなかったこのテクノロジーの利
用に特有の課題もあります。

これらの便益および課題は、3D プリントが消費者お
よび多くの業界にわたる企業に提供する用途および応
用に関連して生じます。これにはとりわけ、ラピッド

（迅速な）プロトタイピング、ラピッドマニュファクチャ
リング、マスカスタマイゼーションおよびマスプロダ
クションが含まれます。

3D プリントの便益 3D プリントの課題

ラピッドプロトタイ
ピング

単一の品目を、伝統的な造形における金型および工具のコス
トを発生させることなく安価に生産することができる

エントリーレベルの 3D プリンターが作り出す物品
は、しばしば伝統的な手法を用いて生産されたもの
に劣っている

リードタイムの短縮 物品を比較的迅速に生産することができ、結果としてリード
タイムを短縮することができる

特になし

ラピッドイノベー
ション

3D プリントは反復的なプロセスであるため、新たなイノベー
ションを迅速に生み出したり修正したりすることができる

特になし

ラピッドマニュファ
クチャリング

ジャスト・イン・タイムの在庫は容易に管理および設置する
ことができる

プリンターの種類によっては、大量の製品の生産速
度が遅いことがある

間接費の削減 各品目を必要に応じてプリントすることができるため、在庫
への投資および倉庫保管に要求される間接費が削減される。
伝統的な造形手法では、一般により多くの在庫を一度に生産
し倉庫保管することが要求される

特になし

マスカスタマイゼー
ション

製品を単一の目的でカスタマイズしたり、小規模かつ経済的
な生産工程で生産したりすることができる

商業生産向けに 3D プリンターを通じてプリントで
きる素材は限られている

マスプロダクション 伝統的な造形手法を用いて作ることのできない独自の製品を、
マスプロダクションのために生産することができる

伝統的な造形は天然資源の輸送用のパイプラインな
どの極度に大きな製品を生産することができるが、こ
れは多くの 3D プリンターには不可能である

独自の素材の使用 3D プリンターを用いて、人体組織などの素材をプリントする
ことができる

特になし

規模の経済 特になし 3D プリンターを用いると、一部の製品を大量に生
産するコストが高くなる可能性がある

出典：On 3D Printing
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製品の生産に 3D プリントを用いるコスト
3D プリントを通じて大量の物品を生産するコストは、
常に経済的なわけではありません。しかし、規模の経
済が要求されない場合、物体のプリントに用いられる
素材によっては、少量の物品の生産は安価となり得ます。

3D プリントの取組みの設置：イノベーションを通じ
た価値の創造

3D プリントの枠組みの採用
ビジネスがこれらの新たなイノベーションの機会を活
用できるようになるには、成功のための枠組みが必要
です。
 

3D プリントは多くのビジネスにとって依然として異
質なものであるため、戦略および運用、人的資本、テ
クノロジー、財務アドバイザリーなどのプログラムの
成功のために要求されるすべての要素を整合させるこ
とは困難かもしれません。つまずきを避けるためには、
十分に考え抜かれた 3D プリントの枠組みを採用する
ことが重要です。

以下の枠組みには、5つの重要なステップが含まれます。

取組みの
設置

• 3D プリントはどのよ
うにして私たちの会社
または業界に直接的な
影響を及ぼし得るか？

• 業界の混乱についてど
のような将来的影響が
あるか？

• 3D プリントを私たち
の組織内でどのように
確立することができる
か？

• 3D プリントの取組み
を設置するためにどの
ようなテクノロジー

（ハードウェアおよび
ソフトウェア）が要求
されるか？

• 私たちの規模および能
力に基づいて、テクノ
ロジーにいくらを費や
すべきか？

• テクノロジーをどこか
ら調達できるか？

テクノロ
ジーへの
投資

• 3D プリントの成功を
確実にするため、どの
ような重要なパート
ナーシップを確立すべ
きか？

• 私たちが利用できる公
共セクターの助成金ま
たは給付金があるか？

• 3D プリント業界にお
ける重要な利害関係者
は誰か？

• 知的財産を保護するた
め、ガバナンス統制を
変更する必要がある
か？

ネット
ワークの
作成

• 3D プ リ ン ト の イ ノ
ベーションをどのよう
に市場に出すか？

• 拡大が必要とされる場
合、製品を 3D プリン
トを通じて生産すべき
か、または伝統的な造
形を通じて生産すべき
か？

• 当該イノベーションは
既存の市場のための新
たな製品か、または新
たな市場のための新た
な製品か？

• これらの製品は私たち
の既存の取扱製品にど
の程度適合している
か？

• ターゲット市場は誰で
あり、この製品を当該
市場にどのように提示
するか？

イノベーション
の導入

• 3D プリントの取組み
を開始および実行する
ため、どのような重要
なスキルおよび能力が
必要か？

• 組織構造を変更する必
要があるか？

• 新たな事業単位を設置
する必要があるか？

• 私たちの取組みを管理
し、組織のための価値
の創造を支援すると見
込まれる重要な利害関
係者は誰か？

• 取組みを管理するため、
どのような新たな仕事
および役割を作らなけ
ればならないか？

組織の変革1 2 3 4 5
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3D プリントの将来的な影響：今後の業界の見通し

3D プリントは、産業革命以降のすべてのイノベーショ
ンを合わせたよりも大きな影響を今後 20 年間にわ
たって世界に及ぼす可能性があります。

3D プリントは過去 30 年間にわたって大きく発展し、
現在では消費者および企業がラピッドプロトタイピン
グを実施し、さらには個別の品目を生産して利益を上
げることを可能にしています。商業用の3Dプリンター
がより小さく、より携帯が容易になるにつれて、新た
な産業革命が到来しつつあります。3D プリンターの
コストはここ数年間に大きく下落したため、このテク
ノロジーは多くの業界にわたるビジネスにとってアク
セス可能なものとなりました。この価格の下落は、ハ
イエンドの 3D プリンターをマス市場にとってアクセ
ス可能なものとしつつあります。結果として、一般消
費者は 3D プリンターを用いて、自宅にいながらにし
て独自の品目を生み出しています。それどころか消費
者は、大きな組織からの財務、技術または人的資本上
の支援なしに、新たなイノベーションを生み出してい
ます。

将来、3D プリントは医療から建設に至るまで、また
これを超えて、幅広く応用されるようになるでしょう。
例えば医療においては、特にコストが上昇し移植手術
のリソースが希少であり続ける中で、3D プリントは
真に価値破壊的な力に相当します。人間の臓器および
人体組織のバイオプリントまたは 3D プリントが商業
的に実現可能になれば、患者は自身が必要とする大き
さおよび有機的構造を用いてプリントされた単一の臓
器を使うことができるようになります。手術のリード
タイムが短縮され、医療のコストが低下するにつれて、
これらのイノベーションは新興経済国と先進経済国の
両方にとって重要なものとなるでしょう。

今後、3D プリントの応用および機会の恩恵を受ける
ためには、実質的にすべての業界の企業が、自社のビ
ジネスの本質に対して 3D プリントが及ぼすであろう
影響を理解するための迅速さ、柔軟性および能力を持
たなければなりません。これを怠った場合、市場を変
える価値破壊的なイノベーションを生み出す新たな企
業との競争の激化による潜在的な市場シェアの喪失に
つながるでしょう。そして、競争はそこで止まりません。
ますます多くの個人消費者が独自の物品を設計して作
り出す能力を獲得し、3D プリントがより効率的かつ
コスト効果的な物品の生産方法となるにつれて、個人

が新たなイノベーションを生み出し、業界を混乱させ、
潜在的に新たな富の源泉を作り出す機会が生じるで
しょう。テクノロジーがアクセス可能である限り、新
たなビジネスは生まれ続けるでしょう。

伝統的な造形は今後も依然として競争の情勢における
地位を維持すると思われるものの、今後 10 年から
20 年間においては、3D プリントが可能にしたイノ
ベーションの急速な拡大が実現することが約束されて
います。これらの機会を全面的に活用するために、多
くの政府が 3D プリントを学校や図書館などの無料の
公共サービス区域内で幅広くアクセス可能にすること
を選択するかもしれません。民間セクターは、グロー
バルな富の新たな源泉の創出を促すことにより社会を
前進させる新たなビジネス、ビジネスモデル、製品お
よびサービスを生み出すためのプラットフォームとし
て、このテクノロジーの採用に引き続き取り組むこと
を望むでしょう。

結論
3D プリントは強力なテクノロジーですが、万能
薬ではありません。特定のビジネスおよび業務
上の成果を達成すべくその潜在力を活用するた
めに、ビジネスのリーダーは以下のような問い
に答える必要があります。

• 材料費および組立費を削減するため、3D プリ
ントを用いて製品および部品をどのように再設
計することができるか？

• 3D プリントによって製品のパフォーマンスを
向上させたり、生産の品質問題を減少させたり
することができるか？

• 3D プリントは、どのようなサプライチェーン
上の課題（市場に出るまでのスピードなど）の
克服に役立ち得るか？

競争は、明らかにこれらの問いを投げかけてい
ます。このように、3D プリントは今すぐにすべ
てを変えることはできないものの、その影響力
は高まっており、時間が最も重要な点となって
います。
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継続的統合
ビッグバン統合の時代の
終わり

パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

マリオ・デセラーノ
（Mario Deserranno）
マネジャー
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

継続的統合とは何か？

継続的統合とは、高い水準の統合された継続的な開発
活動に到達することを目的とするソフトウェアの開発
プラクティスです。その目標は、統合上の問題の範囲
を縮小することです。「継続的統合」という用語はエク
ストリーム・プログラミングの開発プロセスから来て
おり、ここではこれは当初の 12 のプラクティスの一
つとなっていました。このプラクティスはユニットテ
ストの自動化を目的としており、メインラインにコミッ
トする前にすべてのユニットテストに通っていること
を検証するものでした。その後このプラクティスの拡
大により、ユニットテストの起動前に開発者が変更を
チェックインするたびにコードのビルドプロセスを自
動化するためにビルドサーバーを使用することが含め

られました。自動化された品質管理を継続的に適用す
ること（それぞれのソースコードの変更と共に）により、
組織はソフトウェアの品質の向上および納期の短縮を
目指します。

継続的統合のコンセプトは数年前から存在しています
が、ソフトウェア業界の専門家は、これが現在のビジ
ネス環境におけるソフトウェアの開発においてますま
す不可欠なものになると考えています。コンピューティ
ングのコストは低下し続けていますが、人件費は多か
れ少なかれ一定しています。継続的統合は、全体的な
コストを削減するため、労力を開発者からソフトウェ
アへと移行させることを目的としています。

ソフトウェアシステムの統合はしばしば長く苦痛を伴うプロセス
であり、多くの場合、異なる構成要素が個別に構築および提
供されるまで先送りされます。これは必ずしも必要なことではあ
りません。統合は、ソフトウェアのモジュールが単独で開発さ
れプロジェクトの終了時に統合される「ビッグバン統合」を通
じてではなく、プロジェクトの開始時から反復的な方法で実施
することもできます。
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継続的統合を達成するプロセスは以下の原則に基づい
ている

集中型のコードリポジトリ
ソフトウェアのプログラマーは、プロジェクトコード
を含む、リビジョンに基づく集中型のコントロール
システムを使用します。プロジェクトのビルドに必要
とされるすべてのプロジェクトのアーティファクトは、
このリポジトリ内に保存されなければなりません。集
中型のリポジトリの主な特徴の一つは、異なるさまざ
まな開発ストリームに対処するための複数のブランチ
の作成が認められることです。開発中のプロジェクト
に係る単一のブランチであるメインラインは、プロジェ
クトのすべてのプログラマーによって使用されなけれ
ばなりません。

ビルドの自動化
コードリポジトリ内のソースは運用システムになる必
要があります。運用システムの作成は、コードのコン
パイル、ファイルのコピー／移動、データベースへの
スキーマのロードなどのタスクを含む複雑なプロセス
となり得ます。しかし、このプロセスはビルドスクリ
プトによって自動化することができます。ビルドスク
リプトは、リポジトリのソースおよび単一のコマンド
を用いることにより、新たなマシン上で運用システム
を作成することができなければなりません。大きなビ
ルドには長い時間がかかるため、ビルドツールは一般
に、何をリビルドする必要があるかを分析します。こ
れは、行われた変更が小さなもののみである場合に、
プロセスのすべてのステップを実施する必要性を排除
します。多くのビルドシステムソフトウェアは、バイ
ナリをコンパイルするだけでなく、文書およびウェブ
ページも作成します。
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ビルドのセルフテストの実施
バグを効率的かつより迅速に識別する最善の方法は、
自動化されたテストをビルドのプロセス内に含めるこ
とです。これらの自動化されたテストはセルフテスト
コードの支援により実行され、ここではテストはソフ
トウェア内で自動化されます。これらの自動化された
チェックは、コードの大部分のバグをチェックするこ
とができなければなりません。テストは単一のコマン
ドで起動できる必要があり、かつセルフチェック式で
なければなりません。実施されたテストの結果がテス
トケースの失敗であった場合、ビルドも失敗するでしょ
う。

この方法による作業は、プロジェクトの開始時からさ
まざまな開発チームによるソフトウェアのすべての
ピースを統合しますが、これらは伝統的には統合の段
階まで単独で進められます。

継続的統合の便益

• ビルドはアーティファクトになりつつある：開発者
が手作業でチェックインした際だけでなく、新たな
コードがメインラインに追加され、すべてのテスト
に通るたびに、新たなビルドが作成される。このプ
ロセスは、プロジェクトのデリバリーの準備ができ
るまで、新たなビルドのフローを可能にする

• テストの自動化：自動化されたテストは、ビルドの
品質のチェックに適した方法である。自動化された

テストは、開発者が統合上の問題を継続的に発見お
よび解決し、リリース日（皆が自身の一部互換性の
ないバージョンのチェックインを試みている際）の
土壇場の混乱を回避するのに役立つ

• チームのコラボレーション：これはチームの力の向
上をもたらし、ソフトウェアチーム、コードテスター
および開発者はいずれも、テストケースの作成およ
び実行に責任を負う。このシステムの下で、これら
の者はお互いに対立するのではなく、活動的なチー
ムの中で協力し合う

• 自動化されたテストレポート：継続的統合ツールに
よって作成される自動化されたレポートは、テスト
の進捗に関するよりよいコミュニケーションにつな
がる

• バージョンコントロールの使用が標準となる：継続
的統合のサーバーはテストのビルドおよび実行につ
いてバージョンコントロールに依拠しているため、
開発チームは現在、従来は大企業および大きなチー
ムのみが利用可能であったバージョンコントロール
のツールへのアクセスが可能である

• KPI：KPI は自動化されたテスト（例えばコードカ
バレッジ、コードの複雑性および完成した機能の数）
により作成され、開発者が品質の高いコードの作成
に焦点を合わせるのに役立ち、またチームに勢いを
付けるのに役立つ

継続的統合のコンセプトは数年前から存在していますが、ソ
フトウェア業界の専門家は、これが現在のビジネス環境にお
けるソフトウェアの開発においてますます不可欠なものになる
と考えています
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進化し続けるトレンド

その導入当初以降、継続的統合の基礎となるテクノロ
ジー、特にブランチングおよびマージングの分野なら
びに分散開発において、いくつかの改善がありました。
現状では、それぞれのブランチはメインラインにマー
ジして戻される前にテストされ、壊れたビルドが発生
するリスクが軽減されています。また開発者は現在、
すべての機能開発においてマスターブランチではなく
専用のブランチで行う「機能」ブランチを使用してい
ます。この分離は、複数の開発者がメインのコードベー
スに支障を来たすことなく特定の機能に取り組むこと
を可能にします。これはマスターブランチに壊れたコー
ドが決して含まれないことを意味しており、継続的統
合の環境の大きな利点となっています。

分散型のバージョンコントロールは、開発者が中央サー
バーへの一切の接続なしに独自のリポジトリをローカ
ルで実行することを可能にする、伝統的なソースコン
トロール管理に対するピアツーピアのアプローチです。
開発者はもはや接続の遅さの問題を抱えることがなく
なるため、これは開発プロセスを加速するでしょう。

統合サーバーおよびその基礎となるバージョンコント
ロールのシステムの変更は、継続的統合が迅速に進展
し続け、頻度およびプロジェクトの安定性をリリース
するためのさらなる改善を提供していることを意味し
ています。
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継続的統合の未来

「継続的デリバリー」とは、開発の出荷準備が整った時
点において、ある環境に対するビルドシステムの絶え
間ないデリバリーを可能にする一連のプラクティスを
表すのに用いられる用語です。例えばこれには、ユー
ザーの承認テストのため、またはステージングのため
の、ある環境に対するデリバリーが含まれ得ます。こ
れの目標は、QA の目的であるか、または顧客の絶え
間ないレビューおよび検収のためであるかに関わらず、
ビルドをユーザーベースに対して継続的に提供するこ
とです。

継続的デプロイメントは継続的デリバリーの次のス
テップです。これは、自動化された承認テストに通っ
た時点でプロダクション環境に自動的に展開します。

継続的デプロイメントはすべての企業にとって必ずし
も正しい選択ではないかもしれませんが、その一方
で継続的統合は可視性の向上およびよりよいコミュニ
ケーションをもたらし、同時に統合上の問題を軽減す
ることによってより迅速なソフトウェアのデリバリー
を可能にします。

ビルドスクリプトは、リポジトリ
のソースおよび単一のコマンドを
用いることにより、新たなマシン
上で運用システムを作成するこ
とができなければなりません
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EUにおけるソーシャルメディアから
ソーシャルアクティベーション
への移行

チャールズ・デランクレー
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ディレクター
テクノロジー＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

ラーラ・ロルティワ
（Lara Lorthiois）
デロイト元職員
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しかし、欧州の機関およびそのソーシャルメディアの
ツールの利用についてはどうなのでしょうか？彼らは、
ソーシャルメディアを重要なメッセージを広めるため
に用いることのできる伝統的なメディアとみなしてい
るのでしょうか？彼らは、ソーシャルメディアのツー
ルおよび交流を自身の日常的なグローバル業務に織り
込もうとしているのでしょうか？欧州懐疑論が高まる
中で、ソーシャルメディアは欧州をすべての市民に近
付けることに貢献できるのでしょうか？実際のところ、

「他人がある組織のメッセージを自身のネットワークに
対して独自の言葉で主張する時、ソーシャルアクティ
ベーションの力は解き放たれる」 2 ことを踏まえ、欧州
の機関は、EU 市民に欧州の機関のメッセージを自身
の仲間のネットワークに対して独自の言葉で主張する
気を起こさせるような方法で、ソーシャルメディアの
ツールを活用できるのでしょうか？「伝統的な」マー
ケティングのメッセージに対する市民の失望の強まり
を考慮すると、最後の問題は特に重要です。
 

今後の成功のために、欧州の機関はグローバルなリー
チと国内の足場の正しいバランスを取ることが必要
になると思われます。これらは、問題の発生時におけ
るこれに対する意識の高まり、およびこれに対応して
自身の業務を迅速に再構成できる柔軟性を要求するで
しょう。欧州の主要機関は、お互いに、および他の当
事者と協力することにより革新を行うでしょう。現在、
ますます多くのシニア・スタッフ・メンバーが、「ソー
シャルビジネス」―伝統的なビジネスモデルの中で
ソーシャルメディアのプロセスおよび手法を用いると
いうコンセプト―が、これらすべての側面にわたっ
て進展を約束すると認識するようになっています。欧
州の機関はこのソーシャルビジネスへの進化の一部と
なっていますが、ソーシャルビジネスとは人々をその
働きの中心に置くソーシャルメディア戦略であり、こ
れは重要なテーマを巡るデジタルコミュニティを発展
させ、専門家の知識およびスキルを活用し、重要な事
柄に市民を関与させます。

「デジタル経済は経済のその他の部門の 7 倍の成長率で成
長している」―この声明は、EU の欧州デジタルアジェンダ

（Digital Agenda for Europe：DAE）から採ったものです。
DAE は、「欧州経済を再起動し、欧州の市民および企業がデ
ジタルテクノロジーを最大限に活用できるよう支援する」ことを
目指しており、「これはスマートで持続可能かつ包括的な成長
を実現させるための EU の戦略である欧州 2020 の下における
7 つの旗艦的な取組みの第一弾である」としています 1。

1 http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe
2  デロイトユニバーシティプレス「Tech trends 2014: Inspiring disruption」（2014 年）http://d2mtr37y39tpbu.cloudfront.net/wp-

content/up-loads/2014/02/Tech-Trends-2014_FINAL-ELECTRONIC_single.2.24.pdf
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これだけでなく、ソーシャルメディアは欧州の機関に
とって重要なデータの機会を示しています。ソーシャ
ルデータのマイニングとビッグデータの組合せは、機
関が市民の優先事項および関心について理解する助け
となり、機関が反応性を高めることを可能にするでしょ
う。しかし、それだけではありません。内部のソーシャ
ルデータのマイニング（すなわち、欧州連合の異なる
機関にわたる場合を含め、欧州の機関の従業員の間に
おけるソーシャルメディアのコミュニケーションから
ソーシャルデータを引き出すこと）は、自身の組織の
プロセス、強みおよび弱みに関するより深い知見を欧
州の機関に提供することができます。機関の従業員は
どの分野で協力し合っているのでしょうか？この仮想
的な協力は、「現実世界」におけるどのような種類の
変化を促しているのでしょうか？どのような縦割りが
残っており、それらは機関の有効性をどのように低下
させているのでしょうか？機関の従業員の誰がオンラ
インで市民と関わっているのでしょうか、彼らはそれ
をどのように行っているのでしょうか、そしてそれは
どれだけ効果的なのでしょうか？ソーシャルの分析は、

「以前は見えなかった対話のパターンを見えるようにす
る」3 ことにより、業務のパフォーマンスの向上、改革
を要する分野の識別、および機関が市民と対話する方
法と機関同士が対話し協力する方法の両方におけるイ
ノベーションの可能性の開拓のために利用することの
できる知見を生み出します。

デロイトのアナリストたちは、ビジネスの世界におい
て、「ソーシャルソフトウェアのプラットフォームとビッ
グデータの分析のコンバージェンスが、ビジネスのパ
フォーマンスを推進する要因を探るための新たな道を
どのように作り出しているか」に注目しています。同じ
ことは、自身の業務のパフォーマンスおよび有効性の
背後にある推進力に関する知見を求めている欧州の機
関にも当てはまります。

このトレンドの背後には何があるのか？

欧州の機関のソーシャルメディア戦略を推進している
根本的な変化は、過去十年間にわたるソーシャルメディ
アの爆発的な成長、および直近のモバイル機器の同様
な成長です。2012 年から 2013 年のわずか 1 年間
で、全世界のソーシャルメディアのオーディエンス数
合計の見積りは 18％増加し、14.7 億人から 17.3 億
人になりました―これは、世界人口の 4 分の 1 近くが、
現在オンラインでソーシャルメディアのネットワーク
を利用していることを意味しています 4。フェイスブッ
クおよびユーチューブが最大級のソーシャルメディア
のプラットフォームであり、中国の QQ 空間が 3 位と
なっています 5。この普及が及ぼす重要な影響は、世
界的な人々のつながりです。北米および西欧は、ソー
シャルメディアの浸透がその割合において最も進んで
いる地域です。これは、欧州の機関がその市民により
近付くための極めて大きな機会を提供しています。

欧州の機関および加盟国は今何をやっているのか？

各国政府は、政策の立案および評価への関与および参
加を高めるために新たなソーシャルメディアを利用す
ることにますます関心を寄せています。ソーシャルメ
ディアは、「情報を広める」という古い観念から、「貢
献し、交流する」ことへと進化しています。コミュニケー
ションを双方向の対話に変えるためのウェブベースお
よびモバイルのソーシャルメディアの利用は、インター
ネットフォーラム、ウェブログ、ソーシャルブログ、ウィ
キ ､ ポッドキャスト、画像、動画、格付けおよびソーシャ
ルブックマークを含め、多くの異なる形を取り得ます。
特に一般的に利用されているソーシャルメディアには、

3  デ ロ イトユ ニ バー シ ティプ レス「From invisible to visible... to measurable: Social analytics extends enterprise performance 
improvement」http://dupress.com/articles/from-invisible-to-visible/

4  デ ロ イトユ ニ バー シ ティプ レス「From invisible to visible... to measurable: Social analytics extends enterprise performance 
improvement」http://dupress.com/articles/from-invisible-to-visible/

5  Cooper Smith「The planet’s 24 largest social media sites, and where their next wave of growth will come from」（Business 
Insider：2013 年 11 月 29 日）http://www.businessinsider.com/a-global-social-media-census-2013-10（アクセス日：2014 年 1
月 22 日）

6  Eurobarometer Qualitative Studies「Journalists and Social Media」（ 要 約 レ ポ ー ト 第 5 頁：2012 年 ）http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/quali/journsm_en.pdf

7  ユーロスタット「Social media in statistical agencies」（ワーキングペーパー第 4 頁：2011 年）http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
portal/page/ portal/pgp_ess/0_DOCS/estat/Social_Media_Guidelines_Sep_2011_SpComm.pdf

「今日、独立した「デジタル経済」などという
ものはありません。あるのは一つのデジタル的
な経済です。」 
欧州委員会副委員長兼デジタルアジェンダ 
担当委員　ネリー・クルース（Neelie Kroes）
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代表者 概要 「いいね！」
2011年 7月

「いいね！」
2011年 8月

変動
（絶対数）

変動（％）

欧州連合理事会 27 の EU 加盟国政府が共同で意思決定を行う 2,765 2,888 +123 +4.45%

欧州委員会 欧州委員会は欧州連合の行政府である 13,215 13,268 +53 +0.40%

欧州議会 欧州議会は直接選挙で選ばれる唯一の EU 機関であ
る

166,578 166,634 +56 +0.03%

欧州議会議長 42,852 42,913 +61 +0.14%

欧州経済社会評議会 欧州経済社会評議会（European Economic and 
Social Committee：EESC）は、1958 年に設置
された欧州連合（European Union：EU）の諮問機
関である。EESC は雇用主（雇用主の組織）、従業
員（労働組合）およびその他さまざまな関係者の代
表者で構成される諮問会議体である。その所在地は
Jacques Delors building on 99 Rue Belliard in 
Brussels であり、地域委員会と共通である。

145 147 +2 +1.38%

欧州対外行動局 欧 州 対 外 行 動 局（European External Action 
Service：EEAS）は EU の独立した外交政策部門で
ある

3,210 3,298 +88 +2.74%

欧州連合理事会
2011 年
議長国ハンガリー

2011 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までの間、ハン
ガリーは欧州連合理事会議長国を初めて務めている

2,342 2,561 +219 +9.35%

EU キャリア EU の機関におけるキャリア機会 51,289 52,874 +1,585 +3.09%

出典：Oberer, B.、Erkollar, A.、Sersc.org (2012)「The European Social Media Gov. Board: How to connect with the European Union on Social media」（ International Journal of 
Education and Learning, vol. 1, No. 1 第 21 頁：2012 年 3 月）http://www.sersc.org/journals/IJEL/vol1_no1/2.pdf

ツイッター、フェイスブック、マイスペース、フリッカー
およびユーチューブが含まれます 6。

公共セクターによるこの分野の活用の最も良い例の一
つ（ソーシャルメディアのダイナミックな世界を直
ちに連想させるような例ではおそらくないものの）は、
統計の分野です。ユーロスタットによると、国立統計
機関によるソーシャルメディアの利用はここ数年間で
急速に増加しており、今後も増加し続けることはほぼ
間違いないでしょう。国家統計局（英国）は、重要な
統計出版物について議論しこれをユーザーの理解を深

めるために音声および視覚で説明しているユーチュー
ブの動画を導入しており、また国際連合は、世界統計
デーの認知度を高めるために、ツイッター、フェイス
ブック、ユーチューブなどのさまざまなプラットフォー
ムを利用しました 7。

以下の表が示しているように、このトレンドは決して
統計当局に限られたものではありません。これらの欧
州の機関それぞれがアクティブなフェイスブックのア
カウントを持ち、いずれも 2011 年のわずか 1 ヶ月
間にプラスの成長を記録しました。
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ブロードバンド接続を持つ世帯の全世帯に対する割合
欧州連合 欧州連合およびフランス
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刺激的なソーシャルメディアの機会を提供しているも
う一つのソーシャルメディアのツールは、EU チュー
ブです。EU チューブは自身を、「欧州の景色と音」を
英語、ドイツ語およびフランス語で共有するユーチュー
ブ上の EU チャンネルとして売り込んでいます。EU
チューブは現在 26,000 人を超える登録者を持ち、こ
れまでの再生回数は 23,000,000 回と膨大です。

統計に戻ると、欧州連合は、日常的に利用するユーザー
に対して、重要な政策統計をアクセス可能にし、有益、
さらには愉快にする方法さえも発見しています。デジ
タルアジェンダのウェブサイトにおいて、市民は EU
のデジタルアジェンダに関連する統計の完全なリスト
を見ることができ、さらに、新たなチャートをオンデ
マンドで作成することができます。

出典：EU チューブ http://www.youtube.com/channel/UCMPaviJxybo1RTdzvYcU91A

前進するために、組織はそのソーシャルメディアの取組みを整合させるための
戦略、ガバナンス構造および教育プロセスを設けることが必要となるでしょう

出典：ロイター、ブルームバーグ 出典：ロイター、ブルームバーグ
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成熟のプロセス

ソーシャルネットワーキングの激増が至る所で起こっ
ているにも関わらず、伝統的な構造およびヒエラルキー
は常に革新的なトレンドを発展または加速させるとは
限らないことから、欧州の機関の適応には時間を要し
ています。しかしその一方で、一般の人々はソーシャ
ルメディアのネットワークを通じて利用可能な幅広い
活動を受け入れています。彼らはソーシャルメディア
のネットワークを用いて豊かな交流に関わったり、好
きな他人のコンテンツを共有したり、関係を深めたり、
自分自身を表現したり、集団行動を起こしたりしてい
ます。その優れたグローバルな対応範囲にも関わらず、
欧州の機関には依然としてソーシャルメディアを大き
く活用する余地があります。欧州の機関は累積的に見
て、いくつかの世界最大級の人的ネットワーク、およ
び対面、電話、電子メール、ウェブなどの伝統的なコ
ミュニケーションチャネルを通じた極めて長い対話の
歴史を持っていますが、同時に（他の大規模な組織と
同様に）価値のためにソーシャルメディアのネットワー
クをタップすることに関して、依然として自分自身の
従業員および市民に先を越されています。

最近のグローバルな調査において、デロイトおよび
MIT の研究者は、組織はソーシャルメディアのツール
の利用にあたって以下の 3 つの段階を通じて進歩して
いくと結論付けました。

• 初期段階：組織は、フェイスブックのページ、ツイッ
ターのアカウント、その他のプラットフォームへの
参加などのソーシャルメディアのプレゼンスを確立
済であり、これを用いてマーケティングメッセージ
または基本的な商品情報を共有したり、顧客の質問
および苦情に対応したりしている。サーベイに参加
した組織の 50％超がこのカテゴリーに該当していた

• 発展段階：組織は、自身が参加しているソーシャル
メディアのネットワークを監視し、オーディエンス
の会話に耳を傾け、パターンの識別のためにデータ
をまとめている。これらの組織は、自身のソーシャ
ルの投資に対するリターンを測定し、ソーシャルメ
ディアのツールおよびアプローチによってビジネス
上の問題に対処したり、プロセスを改善したりする
ための新たな方法を識別している。サーベイに参加
した組織の約 30％がこの段階にあった

 

• 成熟段階：組織は、自身の業務の多くの側面におい
てソーシャルの能力を構築している。これらの組織
は、語られていることを追跡するだけでなく、自身
の商品、パートナー、業界および問題に関して進行
中の会話に積極的に関与している。これらの組織の
アプローチは、マーケティンググループが組織の中
でソーシャルメディアを通じて外部の人々と関わっ
ている唯一の部門でないことを確実にしている。サー
ベイに参加した組織の 17％がこのカテゴリーに該当
していた

簡単に言えば、多くの組織が「聞くこと」から「会話
すること」へ、さらには「協力すること」へというソー
シャルの進化を経験しており、この過程で、これらの
活動それぞれをより適切に管理できるようになりつつ
あります。

より高いレベルでの協力

ソーシャルメディアのネットワークの力に関する熱意
の急速な高まりおよびより包括的な思考は、マネジャー
およびリーダーたちが、これらに参加することにより
さらなる経験を積んでいることの結果と思われます。

ソーシャルメディアのネットワークにおいて活動する
EU 市民の数は増加しています。このことから欧州委
員会は、紙媒体、放送局、EU の出版物およびウェブ
サイトなどのより伝統的なチャネルを通じて行われて
いるコミュニケーションに加えて、ソーシャルメディ
アのプラットフォームを用いて市民および利害関係者
と接触し、つながり合っています。

多くの組織はそのソーシャルの道のりを、限定的で直
線的な方法でこの新たなツールキットを使うことから
始めました。今ではその多くが、より豊かで創造的な
つながりへと進んでいます。現在、多くの欧州の機関
には革新的なリーダーがおり、彼らのソーシャルメディ
アにおける実験は成果を生み、彼らがスマートなソー
シャル行動を起こすたびに彼らのフォロワーは増加し
ています。例えば欧州委員会は、いくつかのソーシャ
ルメディアのプラットフォームに登場しています。コ
ミュニケーション総局のウェブサイトの説明による
と、「最新の政策立案や、欧州委員会およびその報道官、
委員長、委員ならびに代表部の動向の経過を追うこと
ができます」8。

8 http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/journalist/social-media_en.htm
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出  典  ：  デ  ジ  タ  ル  ア  ジ  ェ  ン  ダ  に  関  す  る  ユ  ー  チ  ュ  ー  ブ  の  動  画 
http://www. youtube.com/watch?v=R24Tk69hr6Q

欧州委員会は、以下の目的によるソーシャルメディア
の利用を区別しています―政治的な優先事項に関する
コミュニケーション、利害関係者およびキャンペーン
に係るコミュニケーション（この種類のコミュニケー
ションの目的は、市民への情報提供から、経験の共有、
政策またはキャンペーンの推進および利害関係者との
関わりまでさまざまである）、ならびにスタッフメン
バー自身の立場におけるソーシャルメディアの利用。

欧州の機関は現在、何百もの異なる形によるソーシャ
ルメディアのプレゼンスを有しており、これは多数の
ブログ、プラットフォームおよびサイトから成ってい
ます。この大きなデジタルの足跡は、イメージの一貫
性と実際的な価値の間のバランスを取ることに関する
課題を示しています。機関は正しい情報を正しいオー
ディエンスに届けられていないかもしれず、またソー
シャルの対話を効果的に監視するためのリソースまた
はインフラを欠いているかもしれません。

影響

欧州の機関は、ソーシャルビジネスにさらに進出する
につれて、共通の障壁にぶつかるでしょう。これら
の課題には、より具体的な戦略の策定、セキュリティ
上の懸念および従業員の教育訓練、ならびにソーシャ
ルメディアの可能性およびリスクの管理が含まれます。
また、ソーシャルのキャンペーンの有効性を正確に測
定し、自身のソーシャルメディアへの投資に対する真
のリターンを決定する方法を理解することも必要にな
るでしょう。

前進するために、組織はそのソーシャルメディアの取
組みを整合させるための戦略、ガバナンス構造および
教育プロセスを設けることが必要となるでしょう。

追求しうる重要な機会がいくつかすでに存在しま
す。欧州の機関は、市民と公務員の間におけるソー
シャルメディアの会話から得られた情報―個人的な興
味から他の機関の提供物に関する経験、さらにはい
つもの習慣および期待するものまで―の捕捉を予想
し、これを顧客関係管理（Customer Relationship 
Management：CRM）システムに含まれるエンター
プライズデータに関連付けることができます。点と点
が結ばれると、専門のチームは、市民のニーズを予測し、
サービスおよびサポートを強化し、さらにはオーダー
メードのコンテンツの提供を自動化するために必要と
される知見を得ることができます。

人事においては、ソーシャルメディアは市民ではなく
人材市場とのつながりのネットワークとして、極めて
実用的なものとなり得ます。ソーシャルメディアのツー
ルは現在民間セクターの採用担当者に多用されており、
かつ従業員の意欲向上および慰留においてますます重
要な役割を果たすようになっています。欧州の機関お
よび加盟国においては、プロジェクト、職位および専
門的な役割に係る最も優秀な候補者の発見を支援する
ためのソーシャルメディアの応用はどうなっているで
しょうか？

成功の指標

欧州の機関は、ソーシャルメディアの機会を効果的に
利用するために何をすべきなのでしょうか？少なくと
も欧州連合はそのグローバルなコミュニケーションに
関してかなりうまくやっているように見えますが、異
なるさまざまな機関、およびその具体的なニーズにつ
いてはどうでしょうか？取組みに対して予想できる最
高のリターンは、ソーシャルメディアが双方向のコミュ
ニケーションを超えて進歩し、組織のさらなる機能的
なニーズの充足へと進化すること、すなわち、ソーシャ
ルメディアが組織の日常的な生産性の一部になること
です。上記の 3 つの段階（初期段階、発展段階およ
び成熟段階）を通じて、私たちは機関がどのようにそ
のソーシャルメディア戦略において受動的から能動的、
そして職業的にまで進化していくことができるかを見
ることができます。
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初期段階 発展段階 成熟段階

目　標

• プレゼンスの確立

• フォロワーおよびメンバーの
「オーディエンス」の呼込み

• 興味深いコンテンツおよびメッ
セージの開発へのコミットメント

• 対話の維持

• 利用の測定

• 組織の課題への対処の開始

• ビジネスプロセスへのソーシャルメ
ディアの直接的な組込み

• クラウドソーシングなどの協力を通
じた組織の課題の（支援ではなく）
解決

KPIの分野

• プラットフォームにおけるプレゼンス

• フォロワー数

• フォロワー数の増加

• 対話（「いいね！」、投稿および
再投稿）

• 関与（議論）

• 時間の投資

• 費やされた時間と得られた対話
の比率に基づく ROI の追跡

• ソーシャルメディアによって支
えられた基本的なビジネスニー
ズ（例えば、採用、入札、催事管理、
よくある質問など）の数

• ソーシャルメディアによって解決さ
れたビジネスの課題

• ソーシャルメディアを正式に活用し
ているプロセス（顧客サービス、問
題の解決など）

• ソーシャルメディアから入手した研
究およびデータ（履歴書、データ、
専門家の意見）

私たちの社会には、関与、透明性およびアクセス
性に対する高まり続ける期待が存在します。硬直
的な役割および利害関係者との関係を特徴とする
リーダーシップのヒエラルキーは、さらなる柔軟
性およびコミュニケーションの必要性に重点を置
いて再検討されるでしょう。すべての組織におい
てそのソーシャル活動を管理するための適切なガ
バナンス構造の定義が必要となりますが、欧州の
機関にとっては、その業務が多くの国および地域
にわたるために、規模、文化、言語およびビジネ
スプロセスに関する最も重大な課題を経験してい
ることから、この課題は一層大きなものになるで
しょう。

私たちは、欧州の機関がソーシャルビジネスとし
てより効果的に働く方法を見出し続けるであろう
と予測しています。欧州の機関は、そのイノベー
ションにおいてより協力的かつ開放的になり、そ
の市民サービスにおいてより親身かつ迅速になり、

危機対応においてより巧みになり、社会責任にお
いてより透明になり、議論の的となっている事項
についても加盟国の市民とより直接的に関わるよ
うになると思われます。例えば、欧州委員会の委
員長は最近、ウラジーミル・プーチン氏と外交問
題に関して会談したという内容を投稿しました。

ソーシャルビジネスは透明性および分散型のイノ
ベーションを促し、そこでは誰もが価値を創造す
る力を与えられています。機能の障壁、組織の障
壁およびグローバルな障壁を破壊することにより、
これは仕事の本質をひっくり返すでしょう。対話
はもはや公務員仲間または市民との二者間の会話
ではなく、世界との継続的な会話です。ソーシャ
ルビジネスは今後、欧州の機関、その生産性、さ
らにはその世界における将来的な地位を私たちが
どのように考えるかについて注目すべき転換をも
たらすと思われます。

結論
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article 18

ペーパーレス化および
文書コラボレーション

マーク・ホームズ
（Marc Halmes）
パートナー
テクノロジー
＆エンタープライズ・
アプリケーション
デロイト

アンドレ＝ルイ・ジャド
（André-Louis Jadot）
シニアマネジャー
デロイト

手紙、契約書、招待状、請
求書、広告 ― 雪崩のよう
に押し寄せる紙の文書は、そ
の重要性、法的要件、承認
のワークフロー、配布先リス
トおよびその保管にかかる時
間に従って管理する必要があ
ります。
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article 18

過去数十年間に、IT はプロセスをより適切に管理す
るためのデータの構造化に多大な労力を費やしてきま
した。多くの企業が、エンタープライズ・リソース・
プ ラ ン ニ ン グ（Enterprise Resource Planning：
ERP）、 顧 客 関 係 管 理（Customer Relationship 
Management：CRM）、エンタープライズコンテンツ
管理（Enterprise Content Management：ECM）、
マスターデータ管理（Master Data Management：
MDM）、またはその他何らかの構造化されていない
データを管理することのできるソフトウェアを用いて、
そのプロセスを改善しています。しかし、構造化され
たデータの作成を支えるプロセスも、電子メール、写真、
動画、手紙、苦情、電話などの多くの構造化されてい
ないデータ交換を生み出します。また、構造化されて
いないデータをより適切に管理するために IT の取組み
も変化していますが、これはしばしば上記のプロセス
主導のソフトウェアにおける変化とは別に起こってい
ます。アナリストは、作成されるデータの 90％が構
造化されていないと見積もっています。構造化された
データと構造化されていないデータの両方の世界を調
和させることが、次の IT の課題です。ワークフローを
用いて、構造化されたデータと構造化されていないデー
タの両方のデータコンテンツを相互にエンリッチ化す
ることができます。

今日、ビジネスの転換は、コンテンツおよびコンテン
ツが可能にする対話により、より大きく中心的な役割
が与えられることにより達成されます。私たちのデー
タ交換はますます電子的になりつつありますが、紙の
文書の入力は依然として組織内における主な出発点の
一つです。紙の文書が姿を消すことはおそらく決して
ないでしょうが、紙の文書のフローから電子文書のフ
ローへの切り替えは、ペーパーレス化が始まる地点で
す。誰もがペーパーレス化について話していますが、
これはどうすれば達成できるのでしょうか？どのよう
な影響があるのでしょうか？何を考慮すべきでしょう
か？

電子文書のフローを設計または再設計する際に重要と
みなされるであろう、異なるさまざまな側面に注意を
向けてみましょう。これには、物理的な組織化、法律
を遵守した紙保管のガバナンスおよびプロセスフロー、
ならびにこれらすべてを取り巻く IT 組織が含まれます。
 

物理的な組織化：紙のフロー

文書のペーパーレス化は文書のスキャンだけの問題で
はありません。皆が自分の文書をスキャンしていたら、
ペーパーレス化は何の恩恵ももたらしません。このよ
うな分散的なアプローチは、多くの都市や地理的立地
にわたって広がる小規模なオフィスにおいては受入れ
可能です。ペーパーレス化は一つの物理的な建物内の
特定の機能を集中させることから始まり、これはしば
しば組織化がより容易です。これは特にグローバルな
シェアードサービスの立地の場合に妥当です。

やって来る紙を処理する人物／チームは、まず異なる
さまざまな文書を整え（ホチキスの取外しなど）、文書
が片面か両面かを確認し、文書本体をその添付物（付録）
から分離し、文書をその性質に従って分類しなければ
なりません。注文書、請求書または催促状の他に、広告、
招待状、案内状などもあるでしょう。文書の性質に基
づき、異なるさまざまな文書のバッチが、買掛金勘定
ごとに、単純な電子文書のフローまたは追加的なデー
タケースにより管理されます。

スキャンのための異なるさまざまなバッチの準備は、
セパレーターおよびそれぞれの文書に対する固有のス
テッカー番号の割当てを伴います。異なる請求書は、
システムがそれが新たなサプライヤー／注文書である
ことがわかるよう、白紙の紙のようなもので分離する
必要があります。パッチコードや白紙のページなどの
その他の手法を用いることもできます。しかし、バー
コードはプロセスの後の段階で再利用することのでき
る情報を含むという利点を持っています。スキャン担
当チームは、スキャンのためのハードコピーの準備お
よびスキャンバッチの起動に責任を負います。
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スキャナは、スキャンした文書を適切なコンテンツ管
理システムに保存するため、異なる種類の文書を（セ
パレーターを用いて）識別します。この最初のステッ
プは、主に pdf または画像の保存から成ります。次に、
ステッカー番号を用いてスキャンされた画像と物理的
に保管された文書が確実に合致するようにします。ま
た、法律を遵守した保管により紙のバージョンを処分
することができ、これが最終的な目標となるでしょう。
この段階で、スキャンされた文書を単純にネットワー
ク上の場所に保存することができます。しかし、さら
なるプロセスのステップが続きます。

オペレーターは、このデジタル文書を送り手に電子
メールで流すことができます。このステップは、単純
なワークフローおよび文書ごとの最小限のメタデー
タを用いて自動化することができます。メタデータ
を埋めるため、スキャナは通常、最小限のデータの
セットを認識する光学文字認識（Optical Character 
Recognition：OCR) ソフトウェアとリンクしていま
す。このソフトウェアは、文書の種類に従って特定の
情報（例えば、請求書番号、VAT 税率、銀行口座など）
を取り込むようにできています。

一部の文書は追加的なプロセスのワークフローを要求
します。したがって、このワークフローを開始するた
めに、追加的なメタデータを抽出するよう OCR をカ
スタマイズしなければなりません。

 

オリジナルの文書は、良好な保存条件（適切な温度お
よび湿度）で物理的に保管しなければなりません。以
下の要因を考慮する必要があるため、保存のコストは
極めて高額になる可能性があります―すなわち、スペー
ス、保存条件、インフローおよびアウトフローの管理、
特定の期間満了日経過後の破棄、コンテンツの内密性
および機密性です。

法律上要求されていない場合に物理的な紙の保管を避
けるため、物理的な保管に関するグローバルなポリシー
または手続を内部で確立しなければなりません。マス
ターデータのガバナンスに関しては、物理的な保管に
関する紙のガバナンスは大量の不必要な紙の保存を避
けるための優れた方法です。

認証済のスキャンされた文書

現在、ルクセンブルクではスキャンの後に法的文書／
オリジナルの文書を破棄することはできません。他の
各国ではルクセンブルクと違ってこのやり方が認めら
れており、認証済文書のスキャンを選択することがま
すます多くなり、物理的な保管を最小限にすることが
市場における実際のトレンドとなっています。破棄は、
スキャンされた画像が外部の組織または手続による承
認または認証を受けることができる場合にのみ可能で
す。スキャンされた文書の認証は、法的文書について
はまだ実施されていません。このトピックについては、
いくつかの追加的な法律改正および認証済のラベルが

文書のペーパーレス化は文書
のスキャンだけの問題ではあり
ません
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必要です。この分野におけるテクノロジーは絶え間な
く向上していますが、法律は依然としてルクセンブル
ク政府において議論中の状態です。

このトピックに関するさらなる情報については、
http://www.chd.lu/wps/portal/public に掲載され
ている法律草案を参照し、「  T  r  a  v  a  i  l    à    l  a    C  h  a  m  b  r  e  」 
‐> Recherche‐> Rôle des af aires をご覧ください。

構造化されたデータおよび構造化されていないデータ

書類仕事はさておき、レコードには電子メール、電話、
紙の文書（内部および外部）、動画、画像などが含まれ
ます。構造化されたデータおよび構造化されていない
データの管理は、いくつかの特性を要求します。電子
的なコンテンツのメッセージは、スキャンを避け、処
理時間を節約します。これらの文書のワークフローは、
強固な手続および／またはワークフローを分類し導く
運用係によって統制されるべきです。

これらの文書は異なる形式を持っているため、同時に
異なるソース―EDI、電子メール、xml、ウェブサー
ビスのキューなど―を持っています。これらのソース
は特に一般的な種類の入力ですが、他の形式も存在し
ており、対応することができます。紙の文書が集中し
ている場合であっても、レコード管理は ERP、HR、
CRM、アクセス、シェアポイント、オラクル、ピープ

ルソフト、ナビジョンなどの異なるさまざまなレガシー
システムからデータを収集します。したがってコンテ
ンツ管理システムは、市場に出ている多くの一般的な
システムとの間の柔軟性のある標準化されたインター
フェースを持つことができなければなりません。コン
テンツ管理システムは、複雑な追加的ステップなしに
同期されたレガシーシステムとの間のデータ構造を保
持することができなければなりません。

この分野で市場に出ている既存のソフトウェアプロバ
イダーの提供商品は日ごとに改善されています。新し
い「OpenText Extended ECM」ソフトウェアを例
にとって説明しましょう 1。

コンテンツ係によって収集または入力された OCR の
メタデータは、コンテンツ管理システム内のレコード
および文書リンクを構造化するために用いられます。
メタデータはさらなる処理のために追加的なデータに
よってエンリッチ化されることがあります。また、メ
タデータはフローが処理されることでエンリッチ化さ
れます。

法務リスクおよびブランドリスク

大規模なデータの漏洩を取り巻く最近のメディアの関
心またはブランドリスクは、集中型のデータストレー
ジが不正アクセスまたは望ましくないアクセスから保

プロセスフローの重要な要素

データのソース
• 紙

• オフィス

• ウェブ

• モバイル

紙の物理的な保管
• 保存のための追加的なコスト

コンテンツ管理サーバー
• 安全なアクセス

• メタデータ

• ワークフロー

• 共有

• エンリッチ化

メタデータ
OCR、手作業によるエンリッチ化、
プロセスフローのエンリッチ化

安全なアクセス
許可、区分、印刷、抽出

ワークフロー
人員、役割、行動

共有
国内、国外、内部、外部

エンリッチ化
ロ  ー  ド  時  （  O  C  R  、  手  作  業  ） 、 
プロセス中

期間満了
• 破棄、リサイクルなど

1 出典：http://www.opentext.com/what-we-do/products/opentext-suite-for-sap/opentext-extended-ecm-for-sap-solutions
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護されていなければならないことを示しています。ア
クセスの許可、期間満了日の管理および維持期間満了
後の機密データの破棄を含む適切なデータ管理は、法
律の「不遵守」および機密データ漏洩のリスクを軽減
します。

クラウドなどの新たなテクノロジーは、どこからでも
アクセスすることができます。結果として、私たちの
データは悪意のある攻撃にさらされています。保護さ
れたリンク、暗号化、一時的な場所へのダウンロード
およびログオフ時の消去、ならびに保護されていない
接続からの文書の更新の回避は、考慮すべき重要なポ
イントです。これは、企業がクラウドに移行するかま
たは文書をオンプレミスに維持するかを決定する際の
真の障壁です。

プロセスの影響

紙の文書がデジタル化されると、追加的な電子メー
ル、動画、文字および画像は類似のメタデータを持つ
一つのレコードにまとめられます。これら一連の文書
は情報の集中化のためだけにあるわけではありません。
それらの多くはビジネスプロセスにリンクしているか、
またはビジネスプロセスを開始させるものです。レコー
ドはこのビジネスプロセス全体にわたって他の文書に
よりエンリッチ化され、メタデータは調整されます。

ビジネスのスピードが増す中で、意思決定者は最新の
正確なデータを必要としています。これは、私たちの
加速する世界において効率的かつ最上級のビジネスプ
ロセスを確実にするために極めて重要です。コラボレー
ションおよびワークフローは、革新的なプロセスの恩
恵を受けるために導入されるべき重要な要素です。

プロセスを始める前に、BPM プロセスの説明のため
にするように、システムの定義、役割の管理、ワーク
フローなどを含め、ビジネスプロセスを正確に説明す
ることが重要です。良いソフトウェアが市場に存在す
る場合であっても、プロセスの変更は過小評価される
べきではなく、ワークフローの定義は IT の情勢に統合
されるべきです。
 

コラボレーション

世界中に所在する人々の間におけるコラボレーション
が最も重要であるという事実を踏まえ、プロセスはユー
ザー志向のソフトウェア（ウェブブラウザまたは類似
のもの）を用いてどこからでも安全なアクセスを提供
するように設計されるべきです。クラウドのコンテン
ツ管理へのアクセスは保護されなければならず、また
あらゆる文書の暗号化が推奨されます。

オープンシェアード文書データベースは諸条件によっ
て管理されています。これは組織が所有することも、
クラウドの提供物の一部となることもできます。一般
条件および使用条件は重要ですが、現実には、一体誰
が―特にこの新たなソーシャルメディアの時代におい
て―本当にそれらを読むというのでしょうか？この点
においては、外部のオープンシェアード文書データベー
スを選択する前に、時間を取って諸条件を読み、法務
部門にアドバイスを求めるべきです。あなたは IT 上
の問題について明確に理解している必要がありますが、
あなた自身のデータの公の利用についても同様に理解
している必要があります。データ交換のための優れた
ツールがいくつか市場に存在しますが、その多くはコ
ンテンツがアップロードされるとその所有権を獲得し
ます。これらのツールは、あなたの許可なくコンテン
ツを利用することさえします。上記のように法務リス
クおよびブランドリスクが存在するため、注意する必
要があります！

プロセスは、コンテンツを作成および／または転換し、
これをワークフローを通じて移動させ、これを利用
するかまたは新たなプロセスを始動させ、既存のコン
テンツまたは新たな（構造化された）文書もしくは構
造化されていないデータを維持および保存します。コ
ンテンツに基づいて新たなプロセスを構築するポテン
シャルは絶大です。革新的なソリューションを発見す
ることができた場合、新たなテクノロジー、ワークフ
ロー、コンテンツ管理および構造化されていない情報
の収集に対する恩恵は潜在的に巨大です。この新たな
テクノロジーを利用しないことは、21 世紀のビジネ
スが転換する中であなたが取り残されてしまうことを
意味するでしょう。

ビジネスが円滑に進むために、意思決定者は最新の正確な
データを必要としています
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ワークフロー

プロセスが導入されるとワークフローが立ち上げられ、
これはワークフローを利用する人々の間の対話を促し
ます。文書は保存されたメタデータにリンクされます。
典型的なワークフローは受け取った請求書のチェック
です。予想される請求書は注文数量および価格に関し
て正確なはずであったとしても、価格および数量が異
なる場合、または一般条件が異なる場合には請求書が
多くの余計な仕事を生み出すことを経験しているはず
です。

請求書のチェックのためのレガシーシステムは、スキャ
ンされたベンダーの請求書の画像によって裏付けられ
る必要があります。割り当てられた請求書の処理者は、
依然として承認または却下の前に請求書をチェックす
る必要があり、ベンダーに追加的な情報を要求するか、
または貸方票を発行しています。

ワークフローは、文書の処理および取るべきアクショ
ンを高速化および最適化するため、ならびにプロセス
フローの中で生じ得る問題に対処するために定義され
ます。これは、請求書の検証の場合において特に重要
です。請求書のプロセスの自動化に関して言えば、自
動的かつ柔軟性のあるルーティング、プロセスに関与
する異なる人々の間のコラボレーション、およびビジ
ネスルールを用いたリスクの排除が必須です。例とし
ては、オープンテキストによる SAP Vendor Invoice 
Management が挙げられます 2。

このプロセスには異なるさまざまな電子メールの交換、
電話、ワード文書、手紙および追加的な文書がおそら
く含まれることから、網羅的な請求書処理のレコード
は、網羅的かつ正確な監査証跡を確実なものにするた
め、請求書の検証においてエンリッチ化されなければ
なりません。

その上で、メタデータは全面的な検証ワークフローの
推進のために用いられます。

結論
ペーパーレス化の道のりは複雑なものとなる
可能性があり、これは組織、プロセスおよび
IT の多くの側面に取り組みます。また、シ
ステムのアーキテクチャ、ビジネスプロセス、
データのアクセス制御、ハードウェアおよび
ソフトウェアも影響を受けます。 一からやり
直すよりも、むしろ市場に出ている既存のソ
フトウェアがプロセスの自動化に役立ち、既
存のベンダー専門家との統合を通じてベスト
プラクティスのプロセスを利用することがで
きます。ソフトウェアプロバイダーはすでに
IT の統合に貢献してきているため、あなたは
新たな法律を遵守した構造化されたプロセス
および構造化されていないプロセスにおける
革新のためのツールおよびそこから引き出す
ことのできる便益に集中すべきであり、そこ
ではコラボレーションおよび効率的な文書の
ルーティングが鍵となります。

2 http://www.opentext.com/what-we-do/products/opentext-suite-for-sap/opentext-vendor-invoice-management-for-sap-solutions
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イスラム金融
テクノロジーの視点

マルコ・リヒトファウス
（Marco Lichtfous）
パートナー
ガバナンスリスク＆ 
コンプライアンス
デロイト

パトリック・ローラン
（Patrick Laurent）
パートナー
テクノロジー＆ 
エンタープライズ・ 
アプリケーション
デロイト

パトリック・ニールス
（Patrick Nieles）
シニアマネジャー
オペレーション・ 
エクセレンス＆人的資本
デロイト

シャリフ・エル・ババ
（Charif El Baba）
シニアマネジャー
オペレーション・ 
エクセレンス＆人的資本
デロイト

今日、イスラム金融のテクノロジーソリューションは
成熟し、シャリア遵守商品を標準化するための業界全
体にわたる協調した取組みが存在します。ここでは、
金融機関が本格的なイスラム銀行または窓口業務のみ

（すなわち、イスラム商品を提供する従来型の銀行）を
開設することを検討する際に直面し得るさまざまな課
題に目を向けます。

しかしまず、このコンセプトにまだ馴染みのない読者
のために、イスラム金融に関するいくつかの背景情報
から始めましょう。

イスラム金融を理解する

イスラム銀行は、シャリア（Sharia）として知られる
およそ 1400 年前に成立したイスラム法によって支配
されています。イスラム銀行は、シャリアの境界内に
とどまりながら銀行サービスを提供することを目指し
ています。同法は、不正行為および搾取を排除しつつ
健全な通商を促すために特に定められました。シャリ
アはあらゆるイスラム教徒が従うべき完全な一連の法
律ですが、イスラム金融に適用されるのは銀行取引に
関する限られた部分のみです。
 

従うべき基本的なルールは以下の通りです。

• リバー（riba：一般に利子と訳される）の禁止。あら
ゆる形の利子は不労所得、すなわち不当に獲得した
ものとみなされるため、禁止されている。あらゆる
無リスク投資または保証された所得は不法な金利と
みなされる

• 金銭は有形資産の購入のために用いられない場合に
は本質的価値を持たないため、金銭は商品ではなく、
商品として売買することはできない

• いかなる費用も厭わない正義の普及。金融業者が起
業家から搾取することはいかなる方法においても認
められない

• 不確実性またはガラル（gharar）はいかなる形にお
いても禁止されている。したがって、投機または賭
博の要素を含むあらゆる契約は禁止されている。例
えば、先物およびオプションまたはデリバティブは、
かかる投資のリターンが発生するかどうか分からな
い将来の事象に依存しているため、認められない。両
方の当事者が特定の契約の条件に合意していなけれ
ばならず、シャリア法は対象または価格を前もって
確定し合意することのできない取引を禁止している 

現代のイスラム金融は実質的に 1960 年代に始まりましたが、
十分に発達したのは過去 20 年間のことであり、銀行が洗練
されたイスラム商品および金融取決めの提供を開始してから
です。
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• 銀行の純収益のうち一定の割合はザカート（zakat）
と呼ばれる救貧税としてコミュニティに支払われ、
通常コミュニティプロジェクトへの資金提供に用い
られる

• 投資はリスク共有の原則に基づいて行われ、利益
および損失は事前に合意された割合に基づいて共
有される。イスラム金融機関（Islamic financial 
institution：IFI）は利子を課したり支払ったりする
ことはできないものの、その主たる目的は利益の追
求である。イスラム銀行はビジネス、業界および不
動産に投資し、利益および損失を所有者および投資
家と共有する。銀行の利益はビジネスの成功と関連
しているため、搾取のリスクは大幅に軽減される

• 特定のビジネスおよび契約はイスラムの教えに反す
るため、シャリアによって禁止されている。例えば、
賭博またはアルコールや薬物のような有害な物質の
売買、金利に基づく契約、高い予想変動率に基づく
契約、割引による債務契約および先物外国為替取引
は禁止されている（「ハラム（haram）」）

イスラム諸国は金融取引に関して長い間シャリア法に
従ってきましたが、これを適用して実現可能な銀行シ
ステムを形成することは、過去わずか 20 年間に勢い
を増してきたトレンドです。
 

金融機関は経済の変動および顧客の期待に対処するた
めに絶え間なくルールを改革していることから、必然
的にイスラム銀行に係るいくつかの手法および形式が
進化してきました。

現在のイスラム金融市場の概要

• イスラム金融資産は 1 兆 6,000 億米ドルと見積も
られている。世界のイスラム教徒の人口は 20 億人
を超えていること、および非イスラム教徒の投資家
の関心が高まっていることを考慮すると、イスラム
銀行の潜在力は巨大である

• 従来型の銀行における債券と同等の商品であるス
クーク（Sukuk）の発行は、2005 年以降成功の度
を増している

• イスラム金融は毎年 15％から 20％の成長率で成長
しており、主としてアジアから中東にわたっている
が、西洋にも進出を始めている。その大部分について、
主として基礎となる指針原則のために、業界はグロー
バルな金融危機の影響を受けていない

• 世界の約 75 ヶ国において 700 を超えるイスラム金
融機関が営業しており、うち 75％が本格的なイスラ
ム金融機関、25％が従来型の銀行の一部としての窓
口業務である
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イスラム銀行は、シャリアとして知られるおよそ1400 年前に
成立したイスラム法によって支配されています

出典：各中央銀行 出典：ロイター、ブルームバーグ
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• 直近の金融危機の後、より社会的責任のある銀行の
代替を探す非イスラム教徒の顧客および投資家が増
加しており、これはリスクテイクの制限のために回
復力が格段に強いことが証明されている

• 56 のイスラム諸国がイスラム開発銀行（Islamic 
Development Bank：IDB）に加盟している 1

• 主要なイスラム金融センターはバーレーン、ドバイ
／ UAE、クアラルンプール、リヤド、カタール、シ
ンガポール、ロンドンおよびルクセンブルクである

• イスラム銀行の経営幹部はイスラム諸国出身者に限
定されず、欧州、米国、極東および中東にわたって
いる

従来型の金融対イスラム金融

イスラム金融と従来型の金融は、その能力の約 80％
が重複しており、かつ同じビジネス、規制およびテク
ノロジーの要件が用いられていることから、大きな違
いはありません。

イスラム銀行は従来型の銀行と同じ機能を果たしてい
ます― イスラム銀行は個人および企業から金融リソー
スを呼び込み、それらの資金を、自身の活動を支える
ための外部からの資金提供を必要とするビジネスに投
資します。ただし、イスラム銀行はビジネス活動の利
益および損失を共有しており、借り手からの利子の支
払いには依存していません。

1    IDB はサウジアラビアに本店を置いており、その目的は、シャリアの原則に従い加盟国およびイスラム教徒のコミュニティにおける個別および共
同の経済発展および社会の進歩を促すことである

金融機関は経済の変動および顧客の期待に
対処するために絶え間なくルールを改革して
いることから、イスラム銀行に係るいくつかの
手法および形式が進化してきました
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従来型の銀行 イスラム銀行

満期変換および金銭のプライシングにより価値を
創造する

実際の経済活動を表す財およびサービスをプライ
シングする

バランスシートの両側における固定リターンに基
づく（差異が銀行の「スプレッド」利益となる）

利益およびリスクの共有に基づく

取引およびビジネスに直接関与しない 取引および生産に積極的に参加する

預金者は銀行の収益性に関わらず固定金利を受け
取るため、銀行の本当のパフォーマンスから切り
離されている

利益は預金者と共有され、銀行の利益が大きいほ
ど預金者の所得も大きくなる

イスラム金融が直面する課題

• イスラム商品は契約に基づいているため、それらの
契約はシャリア法と相反する可能性のある国内法令
の下で実行され、追加的なコストが発生する可能性
がある

• イスラム金融は包括的にシャリア遵守に基づいてい
ることから、不正行為や誤って処理された取引が重
大な結果をもたらす可能性がある

• イスラム銀行においては支払遅延フィー、ペナル
ティ、当座貸越、借越利息および借越勘定は存在せず、
これはリターンの低下につながる可能性がある

• 特定の取引がシャリアを遵守しているかどうかにつ
いて疑念がある場合、すべての利益をチャリティに
寄付しなければならず、これは銀行にとって追加的
なリスクであり、リターンに影響を及ぼす可能性が
ある

• 包括的な銀行間イスラム金融（貸出）を欠いている
ことにより、イスラム金融機関は短期および中期の
流動性の問題に直面する可能性がある

• イスラム金融において用いられる語彙、金融商品、
文書化およびプライシング方式は標準化されていな
いか、または標準化が限定的である

• 一般に、銀行は顧客に代わって財を取得する。顧客
が契約から手を引いた場合、財はサプライヤーに返
還する必要があり（例えば自動車ローンの場合）、こ
れはコストおよびリスクに影響を及ぼし、かつビジ
ネス慣行および商法の変更を要求する可能性がある

金融システムに対する影響

銀行がイスラム銀行の原則の遵守を直接的な方法で証
明したり、銀行アプリケーションがシャリアを遵守
しているかどうかを評価したりすることを可能にする、
世界中で適用可能なイスラム銀行の一連の基準は存在
しません。その代わりに、イスラムおよびシャリア法
ならびにその解釈についての教育訓練および認定を受
けたメンバーで構成される独立のシャリア諮問委員会
が、IFI のシャリア委員会に参加します。諮問委員会は、
銀行の商品およびサービスがシャリアを遵守している
かどうかを決定します。

ベンダーおよびそのシステムは、シャリアの商品およ
び指針原則に整合していなければなりません。

しかしながら、この2種類の銀行の間には以下のようないくつかの根本的な違いが残っています。
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上記の通り、イスラム銀行と従来型の銀行は多くの点
において異なっていますが、同じビジネス、規制およ
びテクノロジーの要件が用いられています。両者は類
似の顧客チャネルを利用しており、かつ機能的に同じ
商品と言えるものを提供しています。

今日の銀行は、そのビジネスプロセスを支え、業務の
効率性を向上させ、規制要件を遵守するために、中核
的な銀行システムを展開しています。あらゆる中核的
システムの転換は全社にわたるプランニング、コミッ
トメントおよびリソースを要求しますが、これは、金
融商品との整合のために要求されるカスタマイゼー
ションのため、シャリア遵守システムにとってさらに
一層複雑なものになる可能性があります。この困難は、
イスラム金融市場全体にわたる商品の標準化の不足お
よびシャリア委員会の解釈から生じています。

これは従来型の中核的な銀行システムがイスラム銀行
活動を支えるために微調整されるイスラムの窓口業務
の場合に特に当てはまります。こうした場合において、
銀行は顧客用および報告用に別個の事業体帳簿を保持
し、資金の分別管理を確実にすることを要求されます。

イスラム銀行は常に、革新を起こすことならびに、個
人金融、ウェルスマネジメント、銀行カード、保険お
よびコーポレート・ファイナンスにおける新たな商品
およびサービスを考え出すことを目指しています。こ
れは、銀行が新たな商品を迅速に、かつ競合他社に先
んじて構築することを可能にする、中核的な銀行ソ
リューションを要求します。

イスラム銀行ソリューションは、以下を満たさなけれ
ばなりません。

• 投資、融資、支払い、銀行カード、財務管理、貿易金融、
アンチ・マネー・ロンダリング（AML）サービスな
どのすべてのビジネスラインを網羅する

• プールの定義、プロフィットシェアリングのスキー
ム、収益準備金の配分および分配における柔軟性を
提供する利益分配のエンジン、ならびにこれと並行
して「もし～だったら」のシナリオを利益の分配前
に実施する能力を持つ

• シャリア法、ならびにイスラム金融機関会計監査機
構（Accounting and Auditing Organization for 
Islamic Financial Institutions：AAOIFI）の会計
基準および国際的な会計基準または国内の会計基準
を遵守する

• ムラーバハ（murabaha）、ムシャラカ（musharaka）、
ムダーラバ（mudarabah）、イスティスナ（istisna）、
イジャーラ（ijarah）などのイスラム商品／契約の基
本的な機能に対応する

• 上記の通り、短期および中期の流動性のニーズを満
たすために市場で潜在的に利子に基づいた融資を受
けることは認められないため、流動性リスクを軽減
するための厳格な財務管理を必要とする

• ザカートの計算および太陰暦による祝日の取扱い（い
ずれもイスラムの原則の下で義務付けられている）
に備える

• 銀行が既存の商品／プロセスを再定義、またはコピー
およびカスタマイズすることを可能にし、新たな商
品の投入を支援する、強力かつ柔軟性のあるワーク
フローを提供する

諮問委員会は、銀行の商品およびサー
ビスがシャリアを遵守しているかどうか
を決定します

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   125 2015/04/13   11:40:04



126

• シャリア委員会のルーチンの監査において役立つ報
告を提供またはカスタマイズする

• 資金を分別管理する：これは窓口業務の場合に特に
重要である。これは、イスラム銀行から生じた資金
がリバー、ガラルまたはハラム活動が関わっている
可能性のある従来型の銀行から生じた資金と混ざっ
てはならないことから、すべての取引の道徳上の純
粋性を維持することを目的としている。これは、特
にイスラム金融の層が従来型の中核的な銀行システ
ムに追加されている場合において、時に困難なこと
がある。したがって、銀行はそれぞれの種類の銀行
について異なる中核的システムを用いる選択をする
ことが一般的である

• 資金をスクリーニングする：投資する前に当該企業
をスクリーニングするというコンセプトは、イスラ
ム教徒はイスラムの教えを遵守していない活動に参
加すべきでないというシャリアの原則に由来してい
る。これに含まれるスクリーニングには以下の 2 つ
の種類がある。

1. ビジネス活動のスクリーニング（企業はその総収
益の 95％以上がシャリアを遵守しているとみな
される活動から生み出されていることを示さなけ
ればならない）

2. 財務比率のスクリーニング（レバレッジ、受取債
権および受取利息の最低許容水準を満たしていな
い企業は除外される）。サードパーティのアプリ
ケーションを通じてスクリーニングのプロセスを
自動化することが現在可能になっている

イスラムおよび従来型の中核的な銀行システムの導入
は、企業の目標を達成するための機動的なプラット
フォームを提供することにより、情報技術をビジネス
のイネーブラーへと転換させるに違いありません。
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これはしばしば、以下のような重要な銀行の問題に対
処するビジネスの転換プログラムにおける不可分の一
部を成しています。

• 独自のポジショニングを通じた市場シェアの拡大

• 総所有コスト（Total Cost of Ownership：
TCO）の削減

• 単一の顧客ビューおよび関連する活動、ポート
フォリオ、商品などの提供、ならびに顧客に対
する銀行の商品およびサービスに関する単一の
ビューの提供

• 複数のチャネルにわたる一貫性のある顧客体験の
提供ならびに銀行の販売およびサービス代理人に
関する完全な可視性の提供、さらにこれらによる

「いつでも、どこでも」バンキングの実現

• 規制報告およびリスク管理に関連する全社にわた
る情報の提供

• IT への依存の軽減およびビジネスのユーザーのた
めの柔軟性の向上

イスラムの中核的な銀行ベンダーは、一般に 2 つのグ
ループに分けられます―すなわち、その既存の商品を
転換させた従来型のシステムベンダー、およびイスラ
ム銀行のシステムのみを提供するベンダーです。

従来型のグローバルな中核的システムのベンダー（テ
メノス、アバロク、SAB、ソプラ、マイシス、オラクル、
TCS など）の多くは、その従来型のプラットフォーム
をベースに、シャリアの要件に適合するイスラム銀行
のシステムの作成に成功しています。もう一方のセグ
メントは主としてイスラム銀行のシステムのみを有し、
主に湾岸協力会議（GCC）地域および東アジアで事業
を営むベンダー（ITS、BML イスティシャラット、パス・
ソリューションズなど）で構成されています。

シャリア遵守のシステムを提供しているベンダーはお
よそ 30 以上あり、金融商品の絶え間ない開発と共に、
それらのシステムの成熟度は向上していくでしょう。
 
さまざまな要件およびニーズを踏まえ、開始時から正
しいテクノロジーのサプライヤーを選択すること、ベ
ンダーのデューデリジェンスのために十分な時間およ
び労力を準備すること、ならびに包括的な RFP プロセ
スに取り組むことが重要です。

設定を通じて容易に変更することも可能なイスラム銀
行モデルを提供しているベンダーは、ベンダーの評価
において高い順位を維持するでしょう。さらに、ベン
ダーが国内の規制要件に関する知識および現地サポー
トを備えた拠点を国内に構え、スキルの高いイスラム
銀行の専門家を抱えていることは極めて重要です。ベ
ンダーおよびそのリソースをいくつかの導入に関与さ
せることが、役に立つのは明らかです。

イスラム金融の未来

新たな市場がイスラム金融に扉を開いていることから、
このセクターは過去に例のない成長を達成すると予想
されています。それらの市場に進出することは素晴ら
しい結果を生み出すでしょう。ただし、国内の規制当
局および法律制定者はイスラム金融の具体的なニーズ

（例えば、英国におけるモーゲージローンに対する印紙
税の二重課税など）に対応するために法制を適応させ
る必要があることから、これにはある程度の時間がか
かるかもしれません。

主要なイスラム金融組織は、すべてのイスラム金融機
関にわたって世界中で導入することのできる一連の標
準化された規制を策定することを目指しています。

テクノロジーの視点から見ると、市場シェアは常に、
柔軟性および拡張性を提供するより顧客中心のシステ
ムを持つベンダーの方へと傾くでしょう。

テクノロジーの視点から見ると、市場シェアは常に、柔軟性
および拡張性を提供するより顧客中心のシステムを持つベン
ダーの方へと傾くでしょう

トーマツ_0556635 Inside 6.indd   127 2015/04/13   11:40:04



128

自動的な情報交換の時代
グローバルな税の
透明性に向けた動き

パスカル・エーバー
（Pascal Eber）
パートナー
オペレーション・ 
エクセレンス＆人的資本
デロイト

アラン・ベルベケン
（Alain Verbeken）
ディレクター
クロスボーダー税務
デロイト

脱税の減少を目指して、自動的な情報交換はますます税務当
局間における標準的な交換システムとなりつつあり、OECD の
共通報告基準（Common Reporting Standard：CRS）など
の取組みに参加する国の数は急速に増加しています。世界中
の金融仲介機関（広義の、すなわち銀行だけでなくファンド、
保険および監督対象でない投資ストラクチャーも含む）は、
既存の自動的な情報交換の枠組み（FATCA の政府間協定

（Intergovernmental Agreements：IGA）の下における枠組
みなど）を導入し、来たるべき追加的な情報交換義務（OECD
の共通報告基準の下における義務など）を予測する必要があ
ります。
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本レポートでは、まず急速に進化する取組みの世界的
状況の概要を示した上で、ルクセンブルクにおけるこ
れらの変化の影響に焦点を当てます。

世界的状況

数年前まで、自動的な情報交換の見通しは、以下のよ
うに比較的暗いものでした。

• 要請に基づく情報交換（OECD の原則に従い、かつ
一般に二重課税防止条約に定められている）は、税
務当局間における標準的な交換システムとみなされ
ていた。このような要請に基づく情報交換では、条
約相手国がその法域内の納税者に関する情報を提供
する義務を負うに前に、一連の厳格な条件が満たさ
れる必要がある。また、国内法によっては、情報の
保有者および／または納税者はこのような要請に対
して法的手続を開始することができる

• 自動的な情報交換は、EU の税務当局（ならびに特
定の非 EU 国、および類似または同等のルールを適
用する EU 加盟国の属領・関連領）の間における自
動的な情報交換を要求する EU 貯蓄課税指令（EU 
Savings Directive：2005 年より発効）の範囲に

限定されていた。しかし、同指令の適用範囲は極め
て限定的であり、受取利息（ならびに特定の種類の
ファンドにおける分配および償還）のクロスボーダー
の支払いのみが影響を受ける。加えて、特定の銀行
秘密の法域（オーストリア、ルクセンブルク、当初
のベルギーなど）は、これに代わって匿名の貯蓄源
泉徴収税制を一時的に適用することを認められてい
た

2010 年に、OECD はグレーリストの公表を利用する
ことで、銀行秘密の法域（それまでこの種類の交換の
適用についてその二重課税防止条約の下で留保してい
た）およびその他の「非協力的な」法域が、要請に基
づく情報交換の規定を受け入れ、それに応じてその二
重課税防止条約を改正するよう説得するため、協調し
て圧力をかけました。結果として、一連の国（スイス、
ルクセンブルクおよびベルギーを含む）がその二重課
税防止条約に対する追加的な議定書に合意し、これに
よりこのような交換を認め、OECD のグレーリストか
ら削除されました（リストへの掲載は濫用防止規定お
よびその他の措置の引き金となり、ビジネスに税務上
の悪影響をもたらすことにつながる可能性があるため）。
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最近では、税の透明性への転換が起こっており、自動
的な情報交換が標準として選択されています。この
転換は、金融危機および米国の外国口座税務コンプラ
イアンス法（Foreign Account Tax Compliance 
Act：FATCA）によって大幅に加速されました。

• その標準のバージョンにおいて、FATCA は、IRS
が金融仲介機関（銀行だけでなくファンド、特定の
保険会社および特定の監督対象でない投資ストラク
チャーも含む）から、米国人の身元、これが保有す
る金融資産およびこれの投資所得に関する情報を入
手することを認める制度である。これらの報告義務
の遵守を怠った金融仲介機関（またはそれらの金融
仲介機関に対して FATCA の目的における正確な区
分のための十分な情報を提供することを怠った当該
仲介機関の顧客）は、その直接的な（およびより後
の段階では間接的な）米国所得の源泉に対する懲罰
的な 30％の FATCA 源泉徴収税の対象となる可能性
がある

• EU 内（および G20 各国間）における自動的な情報
交換へと向かう既存の政治的圧力を考慮して、EU 加
盟国 5 ヶ国が、国内の税務当局を通じた自動的な情
報交換に基づいて FATCA の義務を課すための枠組
協定について米国と交渉した（政府間協定（IGA）と

して知られる）。その一方で IGA の 2 番目のモデル
が利用可能であり、ここでは自動的に交換される情
報は依然として IRS を通じて直接送られる

• IGA のコンセプトは成功し、世界中の多くの国が米
国との IGA に調印した（または交渉のプロセスの過
程にある）

• 加えて、EU 貯蓄課税指令の改正が、2008 年に始まっ
た長い交渉のプロセスを経て、今年欧州連合理事会
によって承認された。現行の EU 貯蓄課税指令にお
ける抜け穴を塞ぐことを目的として、新たなバージョ
ンでは適用範囲が大幅に拡大され、2017 年 1 月 1
日より適用される

• その他、とりわけ EU 加盟国の「ビッグ 5」（ドイ
ツ、フランス、英国、イタリアおよびスペイン）が
主導する取組みの結果として、OECD は情報交換
に係る国際基準を公表した。これは共通報告基準

（CRS） と 呼 ば れ、2014 年 2 月 に G20 に よ っ
て承認され、これに続いて「早期適用国」となるこ
とを望む 44 の法域が声明を発表した（2016 年
の適用を目指している）。EU 加盟国の「ビッグ 5」
は、2014 年 10 月のベルリンにおけるグローバ
ルフォーラムの会合で、希望するすべての早期適
用国と共に CRS に正式に調印することを望んでい
る。現在のところ、OECD の税務行政執行共助条約

（OECD Convention on Mutual Administrative 
Assistance in Tax Matters）は、ルクセンブルク
およびスイスを含む 60 を超える法域によって調印
されている

• 最後に、EU行政協力指令（EU Admin ist rat i ve 
Cooperation Directive） は（ さ ま ざ ま な フ ェ ー
ズにより）2015 年より発効し、EU 圏内の税務当
局間における給与、年金、役員報酬、保険および不
動産に関する自動的な情報交換を含む諸要件を課す。
欧州委員会の目的は、同指令の適用範囲をすべての
種類の金融所得に拡大することである

金融仲介機関に必要とされるのは一般に、単にルクセンブル
クの FATCAの IGAを導入する（または導入を継続する）こ
とにとどまらないため、手続および IT システムの重要な変化
につながります
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結果として、自動的な情報交換は以下のような方向に
向かっています。

• 自動的な情報交換に係る実質的にグローバルなシス
テム

• すべての種類の金融所得に関する幅広いデータの交
換

• 異なっているが一部重複しており、いずれかの時点
で単一の標準への統合が必要となるであろう複数の
枠組み。OECD によって策定された CRS が、いず
れかの時点で EU 貯蓄課税指令を「吸収」すること
もあり得る

ルクセンブルクの状況

ルクセンブルクもまた最近、自動的な情報交換への全
面的な参加へと転換しました。米国と IGA について交
渉するという政府の決定は、一種のドミノ効果の引き
金となりました。

• ルクセンブルクは、米国と IGA モデル I を締結す
ることを決定した。これは基本的に、ルクセンブル
クの金融機関（銀行、ファンド、特定の保険会社お
よび特定の監督対象でない投資ストラクチャー）と
ルクセンブルクの税務当局間における、米国人に関
する自動的な情報交換の制度を確立するものである。
ルクセンブルクの税務当局はこの情報を IRS に転送
する

• また、米国との自動的な情報交換を受け入れた上で、
ルクセンブルクは EU 貯蓄課税指令の下における
35％の貯蓄源泉徴収税を廃止する措置を講じた（実
際のところ、講じなければならなかった）。ルクセン
ブルクは、EU 貯蓄課税指令の下における自動的な情
報交換を 2015 年 1 月 1 日より適用する（この点
において法律草案第 6668 号が承認されることを条
件とする）

• ルクセンブルクは現在、共通報告基準の 44 の早期
適用国には含まれていないものの、OECD の税務行
政執行共助条約（の議定書）の調印国であり、その
結果として、CRS に基づく自動的な情報交換にもい
ずれかの時点で参加することとなる

• ルクセンブルクおよびオーストリアが EU 貯蓄課税
指令の改正への反対を取り下げ、これにより同改正
が今年欧州連合理事会によって承認されたため、同
指令の適用範囲の拡大は 2017 年 1 月 1 日より適
用される（ルクセンブルクは―上記の通り―貯蓄源
泉徴収税を 2015 年より廃止することから、自動的
な情報交換を含む）

 

ルクセンブルクの業界への影響

銀行、ファンドおよび保険業界、ならびに特定の監督
対象でない投資ストラクチャーが、これらの動向を注
意深く見守り、自動的な情報交換義務の適時の導入を
確実にする必要があることは明確です。

実際、金融仲介機関に必要とされるのは一般に、単に
ルクセンブルクの FATCA の IGA を導入する（または
導入を継続する）ことにとどまらないため、手続およ
び IT システムの重要な変化につながります。これらの
仲介機関も関連する動向による影響を受ける可能性が
高いため、同様に手続および IT システムの変化が引き
起こされます。これには以下が含まれます。

• 現行の EU 貯蓄課税指令の下で行われる、2015 年
1 月 1 日の貯蓄源泉徴収システムから自動的な情報
交換への移行

• 2017 年 1 月 1 日より適用される改正後の EU 貯蓄
課税指令の適用範囲の大幅な拡大がもたらす一層重
大な変化

• 共通報告基準―これは、FATCA の IGA の下で適用
される仕組みと類似の（ただし全く同じではない）
仕組みに基づいて、自動的な情報交換義務を格段に
多くの国へと大幅に拡大する可能性がある。さらに
複雑なことに厳密な導入日はまだ不明であり、協調
の動きは、将来のいずれかの時点で（改正後の EU
貯蓄課税指令の導入日の前または後）、CRSによる（改
正後の）EU 貯蓄課税指令の吸収につながる可能性が
ある

上記の金融仲介機関とは別に、サービスプロバイダー
は、自身の提供サービスがこの分野における支援に係
る専門的な要求の高まりに対処できるよう、これを適
応させる必要があります。

導入コストを抑制し、かつこれらの関連する動向の間
におけるシナジーを可能な限り活用できるようにする
ために、これらの動向を注意深く監視する必要がある
ことは明確です。
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CIO 2.0 の
リーダーシップモデル
および役割の内容
フィリップ・ギルバート

（Filip Gilbert）
パートナー
オペレーション・
エクセレンス＆人的資本
デロイト

カリーヌ・ポンテ
（Karine Pontet）
ディレクター
オペレーション・
エクセレンス＆人的資本
デロイト

新しい CIO が持つ役割における主要な展開は、テクノロジー
中心の役割から、ビジネス中心のイノベーションの役割への
転換です。過去の CIO を特徴付けていたスキルおよび技術
的な能力は依然として不可欠ですが、今後この機能に対する
すべての期待を満足させるのにもはや十分ではありません。

CIO 2.0 は、インフラおよびテクノロジーに重点を
置いた組織から、プロセスのアプローチを用いて機動
性を生み出し、変化の加速するビジネス環境に迅速に
対応する組織へと移行しつつある部門を運営するにあ
たっての自身の成功を定義付けるであろう、追加的な
リーダーシップスキルを必要とします。

元々の CIO の役割が IT の業務および部門の円滑な管
理に重点を置いていたのに対して、現在の CIO はこれ
らの管理スキルと、新たなリーダーシップの役割にお
いて要求されるイノベーションおよびコーチングのス
キルの間のバランスをとる必要があります。効果的な
最高情報責任者を可能にするのは、これら 3 つのリー
ダーシップのスタイルの間における選択ではなく、こ
れら 3 つのバランスの取れた組合せであることに留意
することが重要です。

その役割におけるイノベーションの構成要素は、CIO
がビジネスの期待と整合した効果的な戦略を定義する
ことを可能にします。今や組織のすべての部分がテク
ノロジーのイノベーションの影響を受けているため、
イノベーションの構成要素はその役割の中で重要性を

増し続ける極めて難しい部分です。研究は、この役割
の中の革新的で起業家的な部分が、CIO の純粋に技術
的な IT スキルと比べてより重要性を増していることを
示しています。

その役割におけるコーチングの構成要素は、聞くこと、
動機付けること、そして今日要求されるビジネスの重
視および機動性を四方に広める強い影響力を持った IT
組織を発展させることが中心となっています。IT 製品
中心のアプローチからビジネスソリューションのアプ
ローチへの転換は、CIO の機能自体にとどまらず、間
違いなく情報部門全体に影響を及ぼす転換です。IT の
ビジネスパートナーがビジネスの課題を理解し適切な
ソリューションを考え出すために内部または外部の顧
客組織に深く組み込まれる中で、新たな役割が浮上し
つつあります。IT 部門におけるこれらの新たな役割の
管理が、より強いリーダーシップおよび人的管理スキ
ルを要求することは明らかです。さらに、これらの新
たな役割が常に IT 機能自体の監督下にあるとは限らな
いため、CIO 2.0 のコーチングおよび影響力行使スキ
ルはますます重要になっています。
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3 番目の構成要素はその役割における管理の部分であ
り、通常最も深く理解されている側面です―しかし残
念なことに、これはしばしば CIO の機能において余り
にも支配的な存在感を持っています。効果的に実行す
るための構造、組織およびガバナンスを欠いたビジョ
ンを持つことは、組織にとっても明らかに助けとなら
ないでしょう。

しかし、近頃では余りにも多くの IT 部門が単に受動的
に運営されており、それによって優先事項は短期、中
期およびより長期の戦略の実行に導かれるのではなく、
外部の IT 製品の進化および内部の IT 上の諸問題―「火
消し役」という言葉が思い浮かびます―によって決定
されています。

上記の 3 つのリーダーシップ行動は、CIO の成功度
を高めるために評価、測定および開発することのでき
る、より具体的なリーダーシップ能力に明確に置き換
えることができます。このリーダーシップ行動からの
置換えを確実にし、それぞれの重要なリーダーシップ
スキルのための具体的な開発の道筋を定義することは、
CIO 2.0 の役割だけでなく、IT 組織全体がこれらの
スキルを獲得するために役立つでしょう。上記のモデ
ルを導入するためには、個人の開発、コーチングおよ
びチェンジマネジメントが極めて重要な成功要因です。
候補者の評価、開発のプランニング、後継者の育成お
よびスタッフの評価においてリーダーシップ能力主導
のアプローチを用いることは、要求される技術的な能
力を持っているだけでなく、これまでになく要求の厳
しくなっている顧客を支えるための正しい行動をする
人々のチームを作り出すために役立つでしょう。
 

CIO にとって極めて重要と私たちがみなしている具体
的なリーダーシップスキルは以下のようなものです。

• 顧客重視：CIO が顧客のニーズを満たしていなけれ
ばならないことは明らかである。CIO は、信頼、顧
客の要求を聞くこと、および必要とされているもの
を理解することに基づく関係を通じて、これを達成
することができる

• 総合的品質およびパフォーマンスの管理：CIO は、
現在利用可能な手法、ツールおよびテクノロジーを
用いて、IT 部門とより幅広い組織の両方の業務プロ
セスを最適化すべきである。役割の目標の達成を確
実にするのに役立つ、リーンシックスシグマなどの
複数のモデルおよびアプローチが現在利用可能であ
る。加えて CIO は、明確な目標、ならびにその目標
の達成を測定するための関連するパフォーマンス指
標および KPI を定義することができなければならな
い

• 組織および優先順位の管理：CIO は、定義された戦
略を導入するために要求されるリソースを動員する
ことができなければならない。これは、継続的な業
務と特定のプロジェクトの両方に当てはまる

• 周囲の動機付け：CIO は、自身のチームに困難かつ
意欲を高めるような目標を与えることにより、効果
的に権限を委譲することができなければならない

• 対人コミュニケーション： CIO は、自身のコミュニ
ケーションのスタイルを、話している相手の個人ま
たはグループに応じて適応させることができなけれ
ばならない。CIO は、組織の内部と外部両方のあら
ゆる種類の人々と建設的な関係を作り出すことがで
きなければならない

私たちは CIO の役割をリーダーシップモデルの視点から見て
きましたが、CIO は 3 つのリーダーシップのスタイルをすべて
持っているということが重要だと考えています
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An interesting observation is that more than 30 years 
of research have shown that the development effort 
required for each of the skills listed above is not equal. 
The graph included shows the relative development 
complexity for each of the competencies listed. 
Whereas a skill like customer focus is something 
that can be acquired fairly quickly, learning effective 
interpersonal communication is something that will take 
a lot more time before a person becomes fully skilled in 
that area. It may even be argued that both ’motivating 
others’ and ’interpersonal skills’ are so critical to the 
role of the CIO 2.0 and take such an effort to develop 
that they should  be prerequisites. This would mean 
that these skills are integrated into the pre-screening 
of internal and external candidates and are tested 
during the assessment centres for future CIOs in the 
organisation.

So far, we have looked at the CIO role from a leadership 
model perspective whereby we consider it important 
that the individual has all three leadership styles. Next, 
we look at the typical role description of the CIO. While 
there are a number of different models that can be used 
to describe this, we normally identify three key areas: 
responsibilities, experience and technical skills, and 
behavioural skills. As we covered the behavioural skills 
at length in the first part of the article, we will explore 
the responsibilities of the CIO in more detail below.

In a recent study carried out by Deloitte, we looked  
at the four main responsibilities or the ‘four faces’ of 
the CIO:

1. Catalyst, investigates innovation through 
transformational change to business architecture, 
strategy, operations and technology

2. Technologist, assesses technologies and designs
technical architectures to increase business agility 
and manage complexity

3. Strategist, partners with the business to align 
business and IT strategies and maximise the value of 
technology investments

4. Operator, operates and delivers efficient IT services 
and solutions to support the business while 
managing risks and protecting core assets

A recent Deloitte survey looked at each of these 
aspects and measured both where CIOs see themselves 
today and where they would like to put their focus 

going forward (see graph). Unsurprisingly, the findings 
fully concur with the key message in this article, as 
the typical CIO spends too much time on ’operator’ 
responsibilities—essentially, twice as long as they would 
like—and are left with only half of the time they would 
like to spend in the ‘strategist’ role.

It is true that the complexity of the CIO 2.0 role and the 
attendant expectations can appear overwhelming, and 
it is—quite understandably—difficult to balance the 
operational, daily activities and the strategic component 
of the role. Depending on the size and complexity of 
the organisation, it may be necessary to appoint a 
Chief Technology Officer (CTO) to take care of the more 
operational aspects of the IT department. This can give 
the CIO time to work on the strategic and coaching part 
of the role and add value by managing the key business 
stakeholders.

Development complexity of leadership skills
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focus
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2 2
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Total quality 
and performance

management
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management
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36%
41%
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興味深いのは、上に列挙したそれぞれのスキルのため
に必要となる開発の労力が等しくないということを、
30年以上にわたる研究が示していることです。ここ
に掲げたグラフは、列挙されたそれぞれの能力に係る
開発の相対的な複雑度を示しています。顧客重視のよ
うなスキルはかなり迅速に獲得できる一方で、効果的
な対人コミュニケーションについては、その分野にお
けるスキルを完全に身に付けるまでに格段に多くの時
間を要するものとなっています。さらには、「周囲の動
機付け」と「対人スキル」は両方ともCIO 2.0 の役割
にとって極めて重要であり、かつ、開発に大変な労力
を要することから、これらを前提条件にすべきとさえ
言えるかもしれません。これは、これらのスキルが内
部および外部の候補者の事前スクリーニングに統合さ
れ、将来の組織のCIOに係る評価においてテストされ
ることを意味するかもしれません。

ここまで私たちはCIOの役割をリーダーシップモデル
の視点から見てきましたが、CIO は 3つのリーダー
シップのスタイルをすべて持っているということが重
要だと考えています。次に、CIO の一般的な役割の内
容を見てみましょう。これの説明に用いることのでき
る多くの異なるモデルが存在するものの、私たちは通
常、3つの主要な分野―責任、経験および技術的スキ
ル、ならびに行動スキル―を認識しています。本レポー
トの前半では行動スキルを詳しく取り上げたため、以
下ではCIOの責任についてより詳細に検討します。

デロイトが実施した最近の調査において、私たちは
CIO の主な4つの責任、または「4つの顔」に目を向
けました。

1. カタリスト：ビジネスアーキテクチャ、戦略、業務
およびテクノロジーの転換的な変化を通じたイノ
ベーションの探求

2. 技術者：ビジネスの機動性を高め、複雑性を管理す
るためのテクノロジーの評価および技術的なアーキ
テクチャの設計

3. 戦略家：ビジネスと IT の戦略を整合させ、テクノ
ロジー投資の価値を最大化するためのビジネスとの
連携

4. 運用者：リスクを管理し、中核的な資産を保護する
と同時に、ビジネスを支えるための効率的な IT サー
ビスおよびソリューションの運用および提供

最近のデロイトのサーベイでは、これらの側面それぞ
れに目を向け、CIO が現在自分をどこに位置付けてい
るか、および今後どこに重点を置きたいと考えている

かの両方を測定しました（グラフを参照）。驚くことで
はありませんが、結果は本レポートの重要なメッセー
ジと全面的に一致しており、典型的なCIOは「運用者」
の責任に余りにも多くの時間―実質的に、望ましい時
間の2倍―を費やしており、その一方で「戦略家」の
役割において費やすことのできた時間は望ましい時間
の半分にとどまっています。

CIO 2.0 の役割の複雑性および付随する期待が圧倒
的に見えることは確かであり、この役割の日常の業
務活動と戦略的な構成要素とのバランスを取るのは
―極めて当然のことながら―難しいことです。組織
の規模および複雑度によっては、IT 部門のより運用
的な側面を担当する最高テクノロジー責任者（Chief 
Technology Offi  cer：CTO）を任命することが必要
かもしれません。これは、CIO がその役割の中の戦略
およびコーチングの部分に取り組み、重要なビジネス
の利害関係者を管理することによって付加価値を生み
出すための時間を、CIOに与えることができます。

リーダーシップスキルの開発の複雑度
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CIOs should raise companies 
to their full digital potential

A Luxembourgish outlook on the 
Global 2014 Deloitte CIO survey 

Luxembourg as an ICT centre—
The ‘Post-ICT-Infrastructure Age’: 
the foundation of Luxembourg’s 
future?

Cloud adaptation and orchestration
—Moving from the capacity cloud 
to the capability cloud

Cyber Threat Intelligence—Move to 
an intelligence-driven cybersecurity 
model

When Digital changes the way 
insurance works

Sales force effectiveness in the 
insurance industry and the impact 
of the digital transition

Chief Data Officer—Is this seat free?

Bring top line growth and cost 
reduction to your businesses 
thanks to Solvency II—Challenges 
faced by the insurance industry

The Single Supervisory Mechanism

Regulatory reporting—Are you only 
seeing the tip of the iceberg?

Will IT be one of the biggest hot 
topics for the private equity and 
real estate industry in the years 
to come?

Mobile devices—A security 
perspective

Challenges and trends in identity 
matching

Additive manufacturing— 
The effects of 3D printing

Continuous integration—End of 
the big bang integration era

From social media to social 
activation in the EU

Dematerialisation and document 
collaboration

Islamic Finance—A technology 
perspective

The automatic exchange  
of information era—Moving 
towards global tax transparency

A leadership model and role 
description for the CIO 2.0
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CIO は企業のデジタルの潜在能力
を最大限に高めるべきである

2014年グローバル・デロイト
CIOサーベイに関するルクセンブ
ルクの展望

ICTセンターとしてのルクセンブ
ルク ―「ポスト ICTインフラ
時代」：ルクセンブルクの未来の
基盤となるか？

クラウドの適応およびオーケスト
レーション ― 容量のクラウド
から機能のクラウドへの移行

サイバー脅威インテリジェンス 
― インテリジェンス主導の
サイバーセキュリティ・モデル
への移行

デジタルが保険のあり方を変える

保険業界における営業力の有効性
およびデジタルへの移行の影響

最高データ責任者 ― それは自
由席か？

ソルベンシー II により、貴社の
事業に収益成長およびコスト削減
をもたらす ― 保険業界が直面
する課題

単一監督メカニズム

規制報告 ― 見えているのは
氷山の一角か？

 

IT は今後数年でプライベートエク
イティおよび不動産業界における
最大のホットトピックの一つとな
るか？

モバイル機器 ― セキュリティ
の視点

身元照合における課題およびトレ
ンド

積層造形 ― 3Dプリントの
影響

継続的統合 ― ビッグバン統合
の時代の終わり

EUにおけるソーシャルメディア
からソーシャルアクティベーショ
ンへの移行

ペーパーレス化および文書コラボ
レーション

イスラム金融 ― テクノロジー
の視点

自動的な情報交換の時代 ― 
グローバルな税の透明性に向けた
動き

CIO 2.0 のリーダーシップモデル
および役割の内容

特 集 号CIO

注：本資料は Deloitte Luxembourg が作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。 
　　この日本語版は、読者のご理解の参考までに作成したものであり、オリジナルである英語版の補助的なものです。
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