
 
 



 

日本語版発行に寄せて 

DeloitteはGlobalで毎年Tech Trendsを発行し、今後のビジネスを変革するイネーブラーと

なり得るテクノロジーの動きについて我々なりの見通しを発表してきた。本年より日本語化を

行うとともに、Deloitte Japan として日本企業があるいは日本の社会が新しいテクノロジーを

どのように使っていくべきかについて、我々の視点から発信していきたいと考えている。 

日本企業は激しさを増すグローバル競争の中で、生き残りをかけた変革を続けてきている。

しかし、日本のマーケットを重視してきた戦略から、グローバルという広い範囲且つ異なる文

化への対応という課題に対して、トランスフォーメーションは思い通りに進んでいない企業が

多いのではないだろうか。特に、その改革のスピード、意思決定のスピード、オペレーション

そのもののスピード、などあらゆるスピードが他のグローバル企業に比して十分でないと考

えている経営者は多い。そのスピードの差はどこで生じているのか。様々な側面があり、各

企業の置かれているビジネス環境に左右される面も多いため、単純に要因を特定すること

はできない。しかしながら、グローバルで競争力を発揮している企業に共通しているのは、テ

クノロジーをビジネスにうまく活用しているということは間違いがない。テクノロジーの進化に

より、グローバルの情報をリアルタイムに収集したり、逆に顧客に対してタイムリーに情報を

発信したり、様々なテクノロジーを使って物理的な距離をゼロにすることでグローバル市場で

ビジネスを展開することを可能になってきた。テクノロジーが企業にもたらすスピードは日々

進化しており、この技術をうまく活用できる企業が新しい競争優位を得るといって差し支えな

いであろう。 

過去においては、このようなテクノロジー進化の波は欧米に比べて数年遅れで日本にやって

きていた。ERP導入の波、オープン化の波、Business Intelligenceの波、など欧米のモデル

を参考に日本企業が横並びに変革を進めるというのがこれまでのトレンドである。しかし、テ

クノロジーが物理的な距離や情報伝達のスピードを劇的に変えたことを背景に、グローバル

に競争を繰り広げていくためには、グローバルで起こっているテクノロジーの進化をタイムリ

ーに捉える必要が生じている。つまり、他のグローバル企業と同時に、あるいはもっと速くテ

クノロジーの変革を進めていかなければ競争に勝つための武器を失ってしまう状況にあるこ

とを認識しなくてはならない。今回、我々が日本語版を発行する理由もここにある。 

 

 



 

 

Tech Trends 2015では8個のカテゴリについて、トレンドに関する解説や事例紹介を載せて

いる。読んでいただければ気付くことではあるが、それぞれのトレンドは企業経営という立場

から読むと密接に関連している。ビジネスとテクノロジーをどのように融合させていくのか。

様々な技術の連携が可能になったことにより、不可能が可能になっているという事実をどう

読み解き、実際の経営に活用していくのか。CIO を含む経営者に求められる役割は変化し

ている。今回のTech Trends 2015で日本企業が特に注目すべきポイントは、CIOの役割が

大きく変化しているという点と、これから押し寄せる Cloud化の波の中で、システム統合に二

の足を踏んでいた日本企業が適切なテクノロジーを選択できるかどうかにあると私は考えて

いる。CIO は単にシステムの保守運用、更新や新規導入といった IT の面倒を見る責任者と

してではなく、企業競争力をテクノロジーを使って生み出すために、様々な社内外の部門と

連携し、リードしていく役割を担わなければならない。Chief Information Officerだけではなく

Chief Integration Officer の側面を今後強くしていかなければならないということである。一

方でAPIや仮想化といった技術の進歩により、より速く、より広範囲な統合システムを構築す

ることができるようになった。ビジネスを加速させるためにこの技術の進歩をどうビジネスに

活用していくのかを早期に判断し、早期に実行していかなくてはならない。しかし、新しいテク

ノロジーの活用によって考慮が必要な新たなポイントが出てきていることを忘れてはならない。

サイバーセキュリティに関してである。これまで企業内に閉じていた情報システムが、顧客と

の双方向性を高めていくとともに情報流出やサイバーアタックのリスクをはらむこととなる。

企業は全体のバランス（ビジネスと IT のバランス／利便性とセキュリティのバランスなど）を

最適化し、グローバルビジネスを展開しなくてはならない。これをリードするのは CIO をはじ

めとする経営者であり、このチャレンジはテクノロジー活用の面で遅れを取っている日本企

業にとっては困難を伴うものになる。しかし、やらなくてはならないチャレンジである。 

日本の企業経営者が Tech Trends 2015日本語版を通じて、グローバル競争に生き残る武

器を自ら創造していくことを期待するとともに、その変革の手助けとなればと考えている。そ

して、将来の Tech Trendsで日本企業が最先端事例としてグローバルに取り上げられること

を願ってやまない。 

安井 望 

デロイト トーマツ コンサルティング パートナー 

Japanテクノロジープラクティスリーダー 
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Introduction 

 
たちの人生でただ一つ普遍なことは、常に起こり続ける変化だといえる。しかし、日々私たちが目

の当たりにしている変化の大きさや、物事が変わっていく圧倒的なスピードに対して、“普遍”とい

う言葉はもはや適さないのかもしれない。私たち自身が身の回りで変わりゆく世界は何かを定義し、理解

しようとしているのだ。 

例えば10年前、航空機メーカーが遠方の生産ライン現場ではなく、格納庫内で交換パーツを“プリント”で

きることを誰が想像しただろうか。また、医師が人工知能を使い、ガンの診断や治療方法を改良してきた

ことや、センサーとロボット工学が組み込まれた予防保全システムが、機械の故障を未然に防止できる例

は想像できただろうか。 

多くの場合、イノベーションが原動力となり、ビジネスとテクノロジーの力が掛け合わさって、こうした変化

がもたらされる。ビジネスのグローバル化はますます進み、貧困層の何十億人もの人々が新興マーケット

を創り出し、新たな消費者層として大きなうねりとなっている。あらゆる市場への参入障壁は崩れ、わずか

な資本しか持たない起業家が老舗企業に挑んでいる。 

テクノロジーにおいて変革をもたらす大きな力として、デジタル、アナリティクス、クラウド、コアシステムの

再生、変わる企業内 ITの役割の 5つがある。これらはイノベーションをもたらし、新しいビジネスモデルを

生み出す推進力となり、さらには、素材、医療、製造科学、その他多くの領域で歴史的な進歩に貢献する

ものとなっている。 

DeloitteのTech Trendsレポートは、こうした事象への理解を深めるための一冊である。今年で 6年目に

なる本レポートでは、8 つのテクノロジートレンドに焦点をあてている。先進企業がどのように API（アプリ

ケーションプログラミングインターフェイス）を使ってサービスを拡張し、新たな収益源にしているのか、コ

ネクティビティやアナリティクスがデジタルマーケティングにもたらす劇的な影響とは何か、そして CIO の

役割がどのように進化し、必要とされる ITスキルやサービスモデルがどう変わってきているかについてま

とめている。 

今後1年半から2年間において、このようなトレンドがカスタマエンゲージメントのあり方、私たちの仕事の

やり方だけでなく、マーケットや産業を破壊的に創造する可能性を秘めている。 

今年のテーマは『ビジネスと IT の融合』である。破壊的な変化を受け入れてビジネス戦略プランを立て、

変革をチャンスと捉えて実行に移していくためには、経営層と CIO とが協働するやり方を根本的に変えて

いかなければならない。 
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Deloitte では、次のような幅広い情報ソースから継続的に情報収集し、議論を重ね、毎年発表するトレン

ドを選定している。 

 現在および将来の優先課題に対する、クライアント企業の経営層からのフィードバック 

 業界および研究機関における有識者の見解 

 テクノロジーパートナー、業界アナリストおよび競合企業による調査結果 

 クラウドソーシングから得られたアイディア、Deloitteのグローバルネットワーク内での実例 

昨年のレポートでは、イノベーションの法則は、ムーアの法則よりも速いスピードで進化し、その実質的な

影響は広範囲に及ぶことについて言及した。 

今後 1年半から 2年間で、CIOや他の経営層は、こうしたトレンドやテクノロジーに自社の IT環境、さら

には経営戦略や既存のビジネスモデルが脅かされる事態に気付くことになるかもしれない。 

次年度、またその翌年度に向けて、ここで理解できたことをどう役立て、どんな対応策を練るか?また、立

てた計画に対して、実際にどう行動するか?さらに重要なことであるが、こうしたトレンドや Disruptive 

Technologies（破壊的な技術革新）を、自社の将来にどう活用していくのか? 

行動するのは今しかない。認識していない、準備ができていない、という事態を避けるためにも。 

 

Bill Briggs 

Chief Technology Officer 

 

Craig Hodgetts 

US National Managing Director-Technology 
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CIO as chief integration officer 
チーフ“インテグレーション”オフィサー 

としての CIO 
新しい CIO像とは 

 

 
 
 

くの企業にとって、経営戦略とテクノロジー

を別々に扱うことは困難になりつつある。

今後多くの業界・企業において、新しいテ

クノロジーを活用することで、ビジネスモデルの転

換を迫られるようになるであろう。また、グローバ

リゼーションや新しい顧客価値、法規制やコンプ

ライアンス対応、といったマクロレベルのテーマと

もテクノロジーは密接に関係してくる。 

結論として、CIO はビジネス戦略と IT アジェンダ

をつなぐ橋渡し役としての重要な役割を果たしつ

つ、新しいテクノロジーを識別し、見極め、自社の

経営戦略に活用することが求められている。そし

て、CIO は自社のビジネスが今後どう変化しそう

か見定めた上で、実現可能性や複雑性、リスクを

勘案し、先進的かつ現実的な独自の最適解を見

出さねばならない。 

しかし、今のCIO達にその役割を積極的に担う準

備は十分整っているのだろうか？57％のビジネ

スおよびテクノロジーのリーダーが「IT は革新と

成長のドライバである」と見なしている 1一方、51 

％の CIOは、「デジタル化の波が自社のビジネス

の成功と IT部門の存立を脅かしている」と考えて

おり、また、42％の CIOが、「自社の IT部門では

複雑なデジタルビジネスの要求に応えられない」2

と考えている。 

CIOが現在のポジションを維持しながら影響力の

あるビジネスリーダーになるためには、3つのエリ

アにおいてケイパビリティを構築することが求めら

れる。1 つは内部にある技術の棚卸をすること、2

つ目にイノベーションを推進するために新しいテ

クノロジーを活用すること、3 つ目に技術偏重型

のマネジメントから、より経営戦略にフォーカスす

るように自身の役割を見直すことである。 

多くの場合、これらのケイパビリティを構築するの

は簡単ではない。実際問題、現在の組織構造や

視点、ケイパビリティを根本から変えていく気構え

が必要である。以下のアプローチはCIOが、社内

の政治的な抵抗や無関心に直面した際に有効で

あろう。 

進化し続けるテクノロジーによって、ビジネスモデルの転換と創造が日々引き起こされてい

る。このような中で CIOの役割は急速に進化し、その使命も変化している。CIOは現状の

業務と今後のニーズのバランスを取った上で、新しいテクノロジーをビジネスに活用する必

要がある。更にデジタル、アナリティクス、クラウドといった先端分野に取組む際には、特定

の部署や業務に閉じた考え方ではなく、企業全体を俯瞰した統合的なソリューションを実現

するという発想がCIOに必要である。この新たなチャンスとチャレンジが交錯する時代にお

いて、これからの CIOは単なる組織のパイプ役に留まることなく、“インテグレーション（統

合）”、つまり関係組織を束ねて IT イニシアチブを推進する原動力としての役割が期待され

る。今後、もしCIOが進化を遂げられなければ何が起こるだろうか？将来的には他のCXO

がコモディティ化したテクノロジーを自分の管理下に取り込んでしまい、CIO自身は窓際へ

追いやられてしまうかもしれない。 
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 ベンチャーキャピタリストの手法を取り 

入れる 

IT バランスシートと IT 投資戦略に、ベンチャ

ーキャピタリストが用いるポートフォリオ管理

の手法を取り入れることで、IT によって生み

出される価値やリスクを可視化できる 3。この

アプローチはまた、自社の IT を整理するた

めのチェックリストやスコアカードを作成する

際にも有効である。 

 ITバランスシートを見える化する 

IT バランスシートというのは、IT に関連する

あらゆる物を、会計のバランスシートのよう

な形で整理する手法のことである。IT バラン

スシートには、ハードウエア、ソフトウエアは

もちろん、現在進行中のプロジェクトや、デー

タ、契約、ベンダ、協力会社、保守運用組織、

人材、プロセスといった物までが含まれる。

CIO が注力すべきは、これらの IT 資産に係

るコストやリソース配分、期待されるリターン、

想定されるリスクといった項目を可視化し、

戦略的に取組みの優先順位を決めることで

ある。 

 ビジネスの優先順位に合わせて IT資産を 

配置する 

IT 部門はどうすればビジネスの現場のニー

ズに対して、より良く対応できるのだろうか？

IT サービスの品質に対してユーザ部門から

評価されれば、CIO に対する社内の信用を

高めることができる。反対に、ビジネスニー

ズに対して的外れな対応をした場合、それま

でのあらゆる努力が水の泡になってしまうこ

とだろう。 

従って、ビジネスの最前線で直面している課

題を正しく理解した上で、IT ポートフォリオを

整理し、IT メトリクス（達成指標）を策定する

ことが肝要である。そして、IT ポートフォリオ

と現在の業務課題、更には今後の経営戦略

との間にある関係を誰もが理解できる言葉

で明確に説明できなければならない。Intel

社の CIO、Kim Stevensonもこう述べている。

「CIOは、何はともあれ、まずは IT部門のオ

ペレーショナルエクセレンスの確立を目指す

べきである。オペレーショナルエクセレンスを

実現することによって、事業部門とコラボレ 

ーションすることが可能になる。そして、事業

部門とコラボレーションする際には、ただ単

に彼らの要求に応えるのではなく、彼らにと

って本当に必要なものを提供しなければなら

ない。そのノウハウをマスターできれば、IT

部門がビジネスの変革そのものを主導する

ことも決して夢ではないのである。」 

 柔軟性とスピードにフォーカスする 

ビジネスは俊敏さを求めている―それもアジ

ャイル開発というソフトウエア開発手法の話

に留まらず、構想、計画、導入、運用といっ

た ITライフサイクル全体に対して求められて

いるのである。このニーズに応えるためには、

常日頃から年度予算や四半期計画の枠組

みとは別で、パイロットプロジェクトやイノベ

ーション活動を進めておくことが必要である。

一方で、事業計画と IT アジェンダのインテグ

レーションをより強固なものにするためにも、

事業部門の責任者をプロジェクト活動の中

にしっかり組み入れるべきである。また IT に

求められている俊敏性は、開発サイドと運用

サイドの相反する立場を調和したいというニ

ーズにも起因している。これは DevOps*の

考え方に沿って、統一的なルールを作ること

にもつながる 4。 

（*「DevOps」とは、開発（Development）と運

用（Operations）を組合わせた合成語であり、

開発担当者と運用担当者が連携して協力す

る開発手法を指す。） 

ベンチャーキャピタルのノウハウはチーフ・インテ

グレーション・オフィサーを目指す CIO にとって、

変革の基盤として取り入れることができる。即ち、 

 総合的な視点での IT バランスシートを定める

こと 

 ビジネスと本質的なコミュニケーションをする

ための共通の言葉を定めること 

 新しく定義したミッションに対して速やかに実

行するために改めてコミットメントを定めるこ

と 

これらのケイパビリティは、急速に発展するテクノ

ロジーの世界には欠かせないものである。 
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新しい取締役会議の形 

直近のForrester社の調査によると、37％の企業でCXOレベルがデジタル戦略の推進を担っているものの、44％

は SVP、EVPレベルに頼っている。しかしながら、CDO（Chief Digital Officer）を置いている、もしくは置こうとして

いる企業は 25％に満たない。このことは、多くの企業においては、デジタル対応を担当する人間を現職と兼務させ

ようとしていることを表している a。CIO はデジタル対応を彼ら自身で担うか、全てのテクノロジーに関するポジショ

ンを統合する接着剤的な役割を演じなければならない。 

 

 
 

 

出所 a：Martin Gill, Predictions 2014: The Year Of Digital Business, Forrester Research, Inc., December 19, 2013. 

CEO 自社のケイパビリティと最新

のトレンドに基づいたアドバイスに沿

って、テクノロジーを経営戦略に取り

入れる。 

 

CFO  IT イニシアチブについて、

ROA やリスクマネジメントの観点か

ら、投資、オペレーション、デリバリ、

予算などを評価する。 

COO アナリティクス、ビジネスプロ

セス、オペレーションにおける改善点

を把握し、優先順位付けして、取組

む。 

CMO 基幹システムのデータを活用

した新しいマーケティングツールの開

発や、新しいデジタルソリューション

の展開に向けて協働する。 

Chief Digital Officer 共同でビジョ

ンおよびロードマップを定義し、イン

テグレーション、セキュリティ、データ

サービスを提供する。 

Chief Data Officer 求められる新

しいケイパビリティと内部・外部およ

び構造化・非構造化のデータソース

のガバナンスについて、計画し、実

施する。 

 

 
Chief Innovation Officer テクノロ
ジードリブンの革新的なアイディアを

立ち上げ、“art of the possible（可能

性の追求 ） ” と “ realities of the 

feasible（リアリティさ） ”を両立させ

る。 

 

 Chief Customer Officer 顧客の

ペルソナとストーリーを定義し、テクノ

ロジーを活用して顧客体験を向上さ

せる方法を探索する。 

ChairPerson テクノロジーを収益性向上、オペレーション改善、成長のための 

戦略的な資産として扱い、取締役会の議題に載せる。 
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科学の進歩と先端テクノロジーの 

融合がイノベーションを促進する 

CIOの最も重要な使命の1つは、今ビジネスの現

場で当たり前になっていることが将来どのように

変わっていくのか見通すことである。ブレークスル

ーは ITの分野だけでなく、科学や医療、製造とい

った分野でも起こっている。 

 精査し、試す仕組みを創る 

“what”―まず新しいテクノロジーを把握し、 

“so what”―それがどのようなインパクトを

持つのか理解し、“now what”―今何をやる

べきかをビジネス側に提示して導く、というプ

ロセスを定着させなければならない。現代経

営学の父であるPeter Druckerはこう述べて

いる。「イノベーションのプロセスは仕事その

ものである」。イノベーションは斬新なアイデ

ィアを考え付いた瞬間に生まれるのではなく、

地道なアイディアの検討や検証、まさに仕事

を通して生まれるものなのである 5。 

 失敗を恐れない文化を創る 

未知のテクノロジーや効果が証明されてい

ない手法を取り入れたプロジェクトは本質的

にリスクを伴うものである。そのため、このよ

うなプロジェクトでは「think big, start small, 

and scale quickly」（大きく構想し、小さく始

め、素早く展開する）の精神で運営すること

が望ましい。この精神を組織に定着させるに

は CIOのサポートと励ましが不可欠である。

「失敗するのは早い方がいい」という表現は

受け入れられにくいかもしれないが、これは

「失敗を祝福する」という意味では決してなく、

トライ＆エラーを繰り返して学習することによ

って、迅速に成功に近づくという意味なので

ある 6。 

 積極的にコラボレーションする 

“インテグレーション”が示すもう 1 つの意味

は、アイディアや人材、潜在的なソリューショ

ンの機会を発掘するための新しいエコシステ

ムの実現である。まずは、既存のベンダやパ

ートナー企業との関係構築から始めるのが 

よいだろう。また、スタートアップ企業やイン

キュベータ、大学、ベンチャーキャピタルとい

った自社と毛色が異なるプレイヤ達とコラボ

レーションする機会を積極的に作っていくべ

きである。Singularity University 基金の

executive director、Salim Ismailは、「自分

達の周りの世界を利用する、即ち多様な考

え方、価値観、組織を取り入れる」ことによっ

て驚異的なスピードで成長できるとコメントし

ている 7。 

新しいテクノロジーを評価するノウハウは、CIO

が後世に残すことのできる最も大きな財産かもし

れない。それは、先端テクノロジーという輝かしい

原石達をふるいにかけ、迅速にアイディアを吟味

し、試行し、ROA を最大化するというサイクルを

組織に根付かせることである。逆説的だが、変化

することこそが進化し続けるテクノロジーの中で、

唯一不変な法則なのである。新しいテクノロジー

を評価し、採用する過程でいかに不確実性を解

消できるか―「見込み」を「確信」に、「可能性」を

「現実」に転換すること―それこそがこれからの

CIOが担うべき“インテグレーション”なのである。 

（ITのリーダーではなく）ビジネスの 

リーダーになる 

グローバルに目を向けると、ここ数年で、IT に関

連した新しいリーダーシップの役割が数多く生ま

れている―Chief Digital Officer, Chief Data 

Officer, Chief Growth Officer, Chief Science 
Officer, Chief Marketing Technology Officer, 

Chief Analytics Officer など。これら各々の役割

は IT の進歩によって新たに定義され、従来の

CIO が担っていた範囲と重なる部分も多い。この

ことは、IT 領域の成長によって新しい役割を担う

機会が増大した一方、同時に、既存の CIO のリ

ーダーシップでは満たされないニーズがあること

を表している。従来の CIO は新しい、戦略的な取

組みについては消極的な態度を示しがちであり、

もしくは取組む意識はあっても、確固としたビジョ

ンがないため、新しいテクノロジーに対する信頼

感を持てず、結果的になかなか前に進むことがで

きていなかった。 
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 社内のキーパーソンと積極的に交わり、彼・

彼女らの CIO観を改めさせる 

上記で挙げたようなCIOを補完するような新

しい役割がない組織では、CIO は更なる複

雑さに取組む意志をはっきり言葉にして社内

に伝えるべきである。ただ CIO は IT のコア

サービスを想定通りに、確実に、そして効率

的に提供するという実績を上げられない間

は、新しい領域の取組に対する理解を得る

ことは難しいことを認識しておかなくてはなら

ない。 

 あらゆるテクノロジーをつなぐ接着剤として

の役割を果たす 

一方、CIO に関連した新しい役割が定義さ

れ、配備された組織においては、CIOは、そ 

の目的と求められている成果を理解するた

めにも積極的に彼・彼女らと関わるべきであ

る。IT 部門は単にデリバリセンターとしての

役割だけでなく、企業の新しい旅路のパート

ナーとしての役割を担うことができるはずで

ある。よって IT部門は、領域や部門、事業を

横断する組織としての視座を持つ必要があ

る。Chief Integration OfficerとしてのCIOは、

様々なイニシアチブをつなげる接着剤として

の役割―具体的には、セキュリティ対策や拡

張性の優れたシステムの検討、信頼性の向

上といったテーマから、グランドデザインやア

ーキテクチャ、インテグレーションといったも

のまで、総合的な IT サービスを提供する“プ

ラットフォーム”として―を果たさなければな

らない。 
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最前線からの学び 

 
 

ITの現場より 

Intel社のCIO、Kim Stevenson が、近年の

「C-suite」（＝経営幹部レベルの役職を指す

呼称：“Chief XX”という肩書きが多く使われ

ることに由来している）の急激な増殖につい

て、次のような意見を述べている。「CIO とい

う役職は、業界や企業毎にそれぞれ異なる

定義のされ方をしており、非常にユニークな

ポジションといえるのではないか。私自身は

企業が自社の CIO の役割を変えていこうと

するのはあまり望まない。多くの場合、CIO

が果たすべき役割についての理解不足に基

づくものだからである。」 

Stevensonは、膨大なテクノロジーの渦の中

で将来のあるべき IT を考えあぐねている

CEOや経営陣に対して、時折、次のようなア

ドバイスをしている。「もしあなた方がこれら

「C-suite」を必要としているなら、たぶんあな

たには良い CIOがいないのだろう。」 

“良い CIO”は、優秀な人材の獲得に力を注

いだり、全てのシステムのパフォーマンスに

注意を払うといった地道な改善活動を続けて

いくことで、オペレーショナルエクスレンスを

目指すべきである。Intel 社では、IT 部門が

事業部門のリーダー達とコラボレーションし、

コアとなる業務プロセスのオペレーショナル

エクセレンスを実現した。 

事業戦略を達成するためのソリューションを

検討する際に、CIO はこのようなコラボレー

ションを通して、社内の影響力を拡大させる

ことができるのである。これは CIOが事業部

門のリーダー達とコラボレーションすることで、

彼らがしてほしいと思っていることに応えると

いうだけでなく、彼らが本当に必要としている

ことを発見する手助けすることを意味する。

Stevenson は、「社内の“顧客”が IT 部門の

“売り物”を欲しがるようにならなければなら

ない」と述べている。そして、そのためには

CIO は積極的に事業部門のリーダー達と協

働し、期待以上の成果を出し、変革を推進し

なければならない。Stevensonはシニアバイ 

スプレジデント（SVP）とのある会議において、

次のようなフィードバックを受け取ったという。

「あなたが今取組んでいることについて我々

は全て満足している。」Stevenson が SVP

達と今後の事業戦略について議論した際に、

その戦略を達成するためのケイパビリティは

IT 無しにはほとんど実現不可能であるという

ことが分かった。さらなる戦術的コラボレーシ

ョンを通じて信頼を得たことで、より一層野心

的な施策を合意するに至った。 

Intel 社はまた、IT 部門の評価に、納期と品

質という観点に加えて、事業部門と協働した

成果を反映している。IT 部門は、優先順位、

期待値、インセンティブに沿って事業部門と

共通の目標を達成するための責任を負う。 

そして最終的に、IT 部門と事業部門が戦略

目標とその成果を共有し、コラボレーションを

進めることにより、CIO は変革を推進する機

会 を 得 ら れ る の で あ る 。 Intel 社 の

Stevenson が 、 モ バ イ ル SOC

（system-on-a-chip）で改善機会を見出した

事例を紹介したい。彼女の IT チームが製品

のライフサイクル（要件定義から生産まで）を

観察し、なぜ Intel 社が市場に SOC を投入

するのに、競業他社と比較して時間がかか

っているのかを分析したことがあった。 

Stevenson と彼女の ITチームは、事業部門

や海外の工場と密に連携して、ボトルネック

となるプロセスを識別し、スループットを増大

させるための施策を立案した。最終的にその

事業部門は 10 種類の SOC にフォーカスす

ることにし、ITチームは基本的な対処方法か

ら複雑な対策まで多くの改善策を提示した。 

このコラボレーションの成果は目を見張るも

のだった。2014年において、SOCの開発期

間が、およそ 3 ヶ月も短縮されたのである。

「この成果は私たちにとっても大きな変化を

もたらした。今回の成功を受けて、事業部門

のリーダー達の IT 部門に対する意識は、

『我々を邪魔する組織』から、『我々を導いて

くれる組織』へと変わった。」 
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クレームからイノベーションへ 

世界的な保険企業である AIG 社は、他の多

くのグローバル企業と同様に、デジタルエコ

ノミーへの対応について、複雑な問題と機会

に直面している。AIG 社における IT 部門は

会社を構成する一組織という位置づけのみ

ならず、グローバルビジネスの世界で変革を

続けていくための戦略ドライバとして見なさ

れている。AIG社CEO、Peter Hancockは、

IT部門のリーダー達がより深いレベルでビジ

ネスと“インテグレーション”するための施策

を講じている。Hancock は、CEOのポストを

引き継いで間もなく、直接自分に報告する権

限を持ち、自社のイノベーション委員会の議

長も兼務する新しいCIOを指名した。以前は

IT 部 門 の ト ッ プ は 、 CAO （ Chief 

Administration Officer）に報告していた。 

AIG のクレーム（保険金支払請求）管理シス

テムである OneClaim
TMは、まさにこの施策

により実現されたものである。 

CIOのPeter Beydaは、AIGの中にある多く

の独立したクレーム管理システムをグローバ

ル全体で一元的に運用するシステムに切り

替えた。その使命は必要に応じてローカルな

部分を残しながら可能な限りグローバル統

一で運用することであった。標準化されたデ

ータとプロセスがオペレーションの効率化を

産み出し、グローバル統一でのデータ分析

を可能にした。だが一方で、IT 部門はビジネ

スニーズに速やかに対応する必要もある。

例えば中国のケースでいうと、素早く市場へ

参入するため OneClaim システムの展開前

に、別のパッケージソリューションが活用され

た。そしてグローバル視点での整合性や可

視性を保つために、システムバックグランド

でデータ照合を行っている。 

AIG社はOneClaimを延べ20か国に展開し、

2017 年迄に全ての国に展開することを目指

している。プロジェクトを通して IT 部門への

注目度は上がり、IT のリーダー達はこの変

革において重要な役割を演じたのである。 

OneClaim システムはまたデジタル化構想

の根幹を実現している。それは、モバイル会

員サービス、今後多くのアジャスター（査定

人）、インスペクター（監査人）、アンダーライ

ター（引受人）によって所持されるであろうウ

ェアラブルツール、ビッグデータ分析、クラウ

ドソーシングの手法などが含まれる。IT 部門

は革新的な取組みについて事業部門と議論

を盛んに行っている。OneClaimの事例は、 

AIG社の IT リーダーシップが、いかにデジタ

ルやアナリティクス、先端テクノロジーを活用

した事業戦略策定を手助けしているのか、い

かに事業部門と IT 部門間、あるいは事業部

門同士を統合しているのか、そしていかに今

日の複雑化したオペレーションと未来の産業

ダイナミクスを統合しているのか、を示す好

例である。 

Digitalが組織をミックスする 

Brown-Forman 社は、他の多くの食品会社

と同様に、かつては製品ライン毎に組織が

別れていた。各ビジネスユニットはそれぞれ

のグローバルブランドに責任を負っており、

個別に広告代理店と契約し独自にマーケテ

ィング戦略を展開していた。IT 部門は従来、

基幹システムと営業用ツールをサポートして

おり、顧客エンゲージメントやブランドポジシ

ョニングといった活動にはあまり関与してい

なかった。しかし、デジタル化の波が従来の

マーケティングのあり方を一変させ、これが

CIO と CMO（Chief Marketing Officer）が手

を取り合う契機となった。 

ここ 10 年間での新しいテクノロジーの進展

および消費行動の変化に対応すべく、IT 部

門とマーケティング部門は今の組織のあり方

を変革する必要があった。2000 年代の初め、

IT 組織とマーケティング組織が別れていた

Brown-Forman 社では、IT 部門が最初に

web サイトを構築した時に、一方のマーケテ

ィング部門では従来の郵便を使って CRM を

行っていた。この 10 年間でソーシャルメディ

ア が 爆 発 的 に 普 及 し た こ と で 、

Brown-Forman社のマーケティング部門は、

アジャイルマーケティングに大きな可能性を

見出し、これを推進するために IT 部門と密

接にコラボレーションする必要性を認識した。

これまでは外部の専門機関にクリエイティブ

な製作物やデザインの依頼をしていたが、

Web サイトの運営やデジタルキャンペーン

の実施など新時代のマーケティングにおい

ては IT チームのサポートが不可欠であると

判断したのである。両者は、トレーニングや

Facebookや Twitterなどのソーシャルメディ

ア企業との勉強会などの活動を速やかに立

上げた。それは後に ITとマーケティングの混

成チームであるメディア＆デジタルグループ

という組織の創設につながったのである。特

に注目すべきは、IT とマーケティングそれぞ

れが持つ強みを 1つのチームに統合したと 
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いう点である。マーケティング部門は顧客と

ブランドに関する深い見識を提供し、IT 部門

は幅広い視点と優れた運営力を発揮した。

そして、このコラボレーションによって、

Digital Program Manager という、デジタル

事業を統括する新たなリーダーを生み出し

た。 

チームとして一緒に汗を流すことで、新しい

アイディアが組織を駆け巡り、実現に至った

例もある。Woodford Reserve 社の Twitter 

Wall キャンペーンでは、例年外部の専門機

関に依頼して多額の投資を行っていたが、マ

ーケティング部門と IT 部門の間でコミュニケ

ーションをした結果、「外部に手を借りずに

我々自身でやれるのではないか」という思い

を持つに至った。数日の内に、IT とマーケテ

ィングの混成チームが出来上がり、ソーシャ

ルストリーミング（SNS 上での広告動画配信）

を製作するために、クラウドベースのプラット

フォームとオープンソースのツールを新たに

導入した。自社内にソーシャルストリーミング

の製作機能を保有したことで、広告費を削減

できただけでなく、コンテンツを容易に他ブラ

ンド向けに変更して再利用できるようになっ

た。 

Brown-Forman 社 の 話 に 戻 ろ う 。

Brown-Forman 社では、現在、統合された

顧客管理を実現する新たなCRMシステムを 

導入しようとしている。これは、グローバルか

つブランド横断で、カスタマインサイトやデジ

タルコンテンツ、更には新しい顧客獲得手法

をも共有しようとするもので、グローバルレベ

ルで競争が激化した食品業界において、こ

のプラットフォームは非常に強力な武器にな

りうる。この取組みの成否は、マーケティング

サイドからのビジネス視点のインプット、そし

て IT サイドでのイノベーションにかかってい

るといえるだろう。 

こ の “ one team ” ス ピ リ ッ ト が 、

Brown-Forman社を次世代の顧客管理に向

かわせたのである 。 この活動によ り

Brown-Forman 社は多くのベネフィットを享

受した。一例をあげれば、広告代理店によっ

て最初に製作されたコンテンツは、編集がで

きるプラットフォーム上で Brown-Forman 社

自身の手により再利用されることとなった。

更に、これまで独自のデジタルキャンペーン

を展開できないでいた小さなブランドのおい

ても、他ブランド向けに製作されたコンテンツ

を編集して利用することができるようになっ

た。また、IT とマーケティングの協働により、

正確な ROI が測定できるようなった。そして、

何よりも大きいのは、部門やブランドの縦割

りの弊害を乗り越える企業文化を作りあげた

ことである。 

 
 



CIO as chief integration officer 

13 

 
 

Pat Gelsinger, CEO  
VMware 

 
私は、毎週のように様々な会社の CIO 達と面会し、
その回数は年間で数百に上る。彼らと会うことで彼
らのビジネスを理解し、そのゴールの達成をサポー
トするためである。CIO 達の各社における役割は、
近年急速に進化している。もちろん、中には“仕事を
しろ！予算を守れ！”という旧来のマインドセットを
持ち続けているCIOも存在するが、多くのCIO達は
IT サービスにおけるポートフォリオの創出を支える
サービス・プロバイダーの役割を受容するようになっ
てきた。また、他方では依然として CIO はストラテジ
スト・意思決定者として CEO の側近の中で誰よりも
テクノロジーに詳しい人材であることが求められて
いる。これらの前向きな CIO 達は、ビジネスとテクノ
ロジーの深い洞察を適用することで IT 資産を価値
あるものとし、その結果としてイノベーションを促進し
て企業全体における価値の創造を実現しているの
である。 

CIO 達は様々な戦術を駆使することで、彼ら自身の
役割を拡大・再定義している。各事業部門の専門家
と協力し、既存の ITインフラを活用することでビジネ
スの価値を創造しようとしているチームがある一方
で、イノベーションの創出に注力する他とは異なる
独立したチームを発見することがある。注目すべき
ことに、私たちは更に全く新しい組織の枠組みを構
築した企業をも発見した。それは、Chief Digital 

Officer のようなテクノロジーに基づくリーダーが、企
業にとってストラテジストでありインテグレーターであ
るという共通理解のもと、CIO と協働するという取組
みである。 

一体何が進化を促進しているのであろうか？簡単
に言えば、破壊的なテクノロジーである。モバイル、
クラウド、アナリティクス、そして、その他多くのソリュ
ーションは、企業の新製品・新サービスの開発とマ
ーケティングという分野において革新的な変革を可
能としている。今日では、スタートアップ企業とその
従業員たちは、新しいアプリケーションを開発するた
めに必要なインフラだけでなく、莫大な数の潜在顧
客との接点をインターネット／クラウドを通じて得る
ことができるのである。そしてその全てはローコスト
で実現することが可能となっている。 

このような急速で実現可能性の高い変革を実現する
能力は、いわゆるテクノロジー・スタートアップ企業の
専売特許という訳ではない。伝統的なビジネスモデ
ルを有する多くの企業にも、おそらく既に少数の革新
的な開発者たち－週末に“何かを試してみたくて”シ
ステム壊してしまうような－は存在している。これら
の小さな起業家達ともいうべき人々をチームとして編
成し、CIO のスポンサーシップやいくつかのクラウド
ベースのツール、必要なガイダンスを与えることで、
この創造的な人々はその情熱を高い革新的な価値
の創出に傾けることができるようになるのである。 

VMware 社ではこのアプローチを“EVO:RAIL”の開
発において適用した。VMware 社の最初の高度集
積型インフラ設備とスケーラブルなソフトウエア定義
型データセンタは、様々な種類の IT 環境をサポート
する必要があった。この製品の開発に当たり、私た
ちは少数精鋭の開発チームと高い創造性を有する
リーダーを招集し、one team として対応させた。加
えてプロジェクト全体にわたり強力なトップダウンの
サポートを提供したのである。その結果、プロジェク
トは成功し、プログラムの最初の一行目が書かれて
から僅か 9 ヵ月後には“EVO:RAIL”をマーケットに
送り出すことができたのである。 

もちろん、このようなラピッド・ファイア型の開発
はすべてのプロジェクトに適用できるもので
はない。しかしながら、そこには明確にア
ジャイル的な開発手法への転換が存在
しているのである。同様に、企業は新
しい収益構造の確立のためアプリケ
ーション・プログラム・インターフェイ
スの利用を増加させている。その他
にも、新サービスの開発に向け各
企業はそのビジネスのコアとなる部
分の近代化を推し進めている。ここ
で重要なのは、彼らのこうした取組
みは、その大部分は競合他社のイ
ノベーションに遅れないようにするた
めに講じられているということである。
しかし、VMware社では、これをユーザ
エクスペリエンスの向上のために活用し
ている。 

スマートフォンやタブレットでの直感的な操作に
よる経験を有している顧客たちは、私たちの製品
にも同様のインターフェイスや経験を求めている。こ
の期待に応えるため、私たちはアートとテクノロジー
の両面を強調することができる、これまでとは異なる
開発アプローチを採用した。私たちの CIOはユーザ
が期待する直感的な経験を実現するアーティストと、
アーティストのデザインをインターフェイス、プラット
フォーム、システムに落とし込むことができる技術者
を一同に集め、チームを編成した。これらの全く異な
るスキルセットを有した 2つの集団が、手を取り合っ
て作業に当たった。このどちらもが、私たちの成功
にとって必要不可欠であったのである。 

CIO 達による彼らの役割の拡大と再定義は、急速
に進化するビジネスとテクノロジーの要求に応える
為のものであった。また、これまででは考えられない
ようなトップダウンのサポートを伴うアプローチは、
新しい競争市場における成功を必要としている企業
のイノベーションを加速するものなのである。 
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CIO 達はビジネスの変革において欠かすことの出
来ない役割を担うことができる。一方で、一般的に
は彼らはまず IT の知見と基盤を固め、日々のビジ
ネスの遂行を確実にすることを第一にすることが求
められる。私は、これまでのキャリアの中で IT に関
わる様々な分野を経験してきた。Starbucks 社の
CIO としては、初めて旧来の IT の枠組みから一歩
踏み出しデジタル・ベンチャー・ユニットの立ち上げ
を行った。加えて、既存のデジタルの仕組みを活用
することでこの組織は成長し、これまでの伝統的な
既存の部署では成し得なかった新しいアイディアを
実行することができた。2012年に Best Buy社にデ

ジタルマーケティング／オペレーションの最高責
任者として参画した際には、デジタルマーケ
ティングと ITが協力して顧客ニーズの変化
に対応することができるようなトレーニン
グを実施した。 

私はこのような過去の経験を背景に、
直近では Symantec 社の COO を
経験した。Symantec 社においてビ
ジネスの変革について議論を重ね
た際には、単に会社から求められる
新製品に関して議論を交わしただけ
では無く、より発展した意見交換を
行うことができた。真の変革は、何も
顧客に関連するものだけでは無かっ
たのである。私たちは、より顧客の心
に響く製品や体験を提供したいと考えた。
それは、顧客情報を反映し、製品やサー

ビスとの間で相互に影響し合い、顧客の購
買意欲を刺激するものである。企業という枠組み

の中で顧客中心のミッションを遂行するということは、
不必要な技術的複雑性やエグゼクティブたちの相
反を招く傾向にあるため、その取組みは複雑になっ
てしまいがちである。そのため、私たちはまず既存
の枠組みを取り払い、新規開発への障害を除外し
たのである。その後、データ・ブランド・デジタルそし
てその他の重要なドメインの責任者である CIO と
CMO、そして COO である私を含めて議論を重ね、
私たち共通のミッションはあらゆる戦略・資産・知
見・テクノロジーの力を合わせ、顧客の期待を超え
る統合された市場向けシステムの開発と顧客プログ
ラムの構築を行うということであるという共通認識を
得たのである。 

これまでの経験から、私たちは“タイガー・チーム”と
いうアプローチを取り、専任のメンバーを配員するこ
とで、トレンド調査や実験の実施、迅速なプロトタイ
ピングを担当させたのである。これにより、私たちの 

業界で今日どのようなこと－業務プロセス、ツール、
テクノロジー、人材の分野において－が起きている
のかを知ることが出来たのである。そして、その知
見を私たちのコアとなるビジネスに適用することが
出来た。CIO が認識しているゴールと見通しがビジ
ネスと顧客の要求に根付いている限り、このような
変革を彼らの領域においてリードすることができる
のである。そして同時に、彼らはこのような取組みを
提唱し、プロジェクトがもたらす価値を他の者に伝え
るべきなのである。 

私の CIO 達へのアドバイスは、自らが向かおうとし
ている方向性を認識し、ビジョンを明確にするため、
漸進的に取組みを推進するということである。もしあ
なたが広大な海原に浮かぶ一隻の船の船長であっ
たなら、最もやってはいけないことは、180 度転換し
て新たな目的地を設定することである。そのようなこ
とをすれば船は転覆してしまう。急いで舵を切るより
も先に、あなたの船に修正する時間を与える必要が
ある。まずは、あなたの組織において従業員や顧客
にとって厄介だと認識されている大きなプロジェクト
を 1～2つピックアップし、解決するのだ。Symantec

社において私たちは、メールボックスサイズの増強、
新しい IT サポートの設立、携帯電話修理受付窓口
の設置などから改革を始めた。その後、VPN 品質
の強化、個人所有端末の業務での利用許可
（BYOD）によるエンドユーザの利便性向上などの
施策を実施し、その勢いをもって同時に ERP の導
入までをも成し遂げたのである。小さな問題をまず
解決することで、私たちはより大きな問題や課題に
対して対処することができる組織的な IT体制を獲得
することができるのである。 

CIO 達が私に、どのように大きな変革へのスタート
を切ればよいのかのアドバイスを求めることがある。
その際には私は、彼らの IT 組織の品質について質
問をするようにしている。あなたの会社の業務部門
は、IT の品質に対して A ランクの評価をつけている
のであろうか？もし、基本的なことをおろそかにして、
一足飛びにデジタル・イノベーションへと向かおうと
しているのであれば、社内においての理解や協力を
得ることは出来ないということを覚悟しなければなら
ない。もし、あなたが CIO としてやるべきことが何も
無い、ただ“あなたの考えを聞かせて欲しい”という
会議に招待をされたのであれば、それはあなたと IT

の現状が十分に成熟しており、企業戦略におけるよ
り多くのパイを獲得するためのドアが開かれている
ということを意味するのである。 
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サイバーリスクの視点から 

くの業界において、ボードメンバー、CXO レベルのエグゼクティブ、経営層メンバーは IT と関係な

い世界でそのキャリアの大半を構築してきた。そのため、CIO はビジネスの重要な中核を担って

いるにも関わらず、IT 事情に精通していないといったケースが発生している。しかしながら、サイ

バー空間における違反行為はあらゆる業界において日ごとに増加しており、重要なステークホルダー達

は CIOや関連する組織に対してビジネスが安全・確実であることを常に求めている。 

ガバナンスとリスクマネジメントの重要性の観点から IT 関連分野の優先性を説明し、サイバーリスクとプ

ライバシーを強調することができる CIOは、IT と他ファンクションとの強い連携を創出することができる非

常に重要な人材である。一方で、ハッカー対策を講じている組織は皆無に等しく、サーバ攻撃は IT の進

歩と密接な関係を有している 8ことから、しばしばCIOはセキュリティ事故発生時に－少なくとも部分的に

は－その批判の矢面に立たされている。サイバーセキュリティを強化するということは、CIO を Chief 

Integration Officerへと変革するための第一歩なのである。 

これらの取組みの一部として、情報とテクノロジーに関連したリスク－とりわけ、ビジネスの戦略的イニシ

アチブに関連するもの－へ率先して対処することが重要となっている。成長とパフォーマンスの観点から

重要なプロジェクトは、同時に組織を高いサイバーリスクの影響下に置いてしまうことがある。これらプロ

ジェクトにおけるトップレベルの目標を性急に達成しようとすることで、プロジェクトのスケジュールは想定

よりも短縮されることが常である。このような状況下においては、不幸なことにセキュリティとプライバシー

の問題はプロジェクトの通過すべきコンプライアンス関連タスクの 1 つとしてしか認識されない。加えて、

セキュリティ担当者は仮定の統制とポリシーに対して基準を適用するという難しい立場に置かれており、

新しいソリューションを構築しようとする開発者と現場担当者との板ばさみになっているのが現状である。

IT セクション内部における開発チームと運用チームの融合も含め、CIO レベルで IT とビジネスの融合を

勘案して、Chief Information Security Officer（チーフ情報セキュリティオフィサー）を任命し、プロジェクト

のライフサイクル全体―計画、設計、実装、テスト、定着化―に積極的に関与させることが肝要である。 

CIOと IT部門は、サイバー犯罪の脅威を識別し、適切な対応を指揮することが求められる特殊な位置づ

けとして認識されている。プロジェクトの目的とテクノロジーの影響を統合して検討している場合には、リ

スクとリターンについての議論が主題となってくる。すべての想定しうるリスクに対する対抗策を講じるの

ではなく、組織は受容可能なリスクは受け入れることが必要となる。また、その際には CIO が他ビジネス

ユニットや法務、財務、営業、マーケティング、エグゼクティブスポンサーとコミュニケーションをとり、想定

されるリスクとそのトレード・オフ、各チームへの影響を説明し、理解させなければならない。リスク許容度

は、そのリスクに関連する人々の認識度合と想定される結果に対する理解により定義することができる。

すなわち、組織のマインドセットを変革することが必要なのである。経営層はリスクに関連する問題が、

単なるプロジェクトレベルでのスケジュールやコスト／ベネフィットの問題では無く、ビジネス全体におけ

る課題であるという認識をもつことが求められている。そして、CIO はその議論をリードし、最高責任者が

必要な対応を行う手助けをすることができる立場にあるのである。 

これらの取組みを行うことで、チーフ・インテグレーション・オフィサーは、“サイバーセキュリティと迅速な

イノベーションや実験的試みは両立できない”という誤解と戦うことが可能となる。この両立が難しいとい

う認識は、コンプライアンス偏重で一面的なマインドセットの元では事実となりうる。しかし、サイバーディ

フェンスを企業統制の一部として統合し、サイバーセキュリティに関わる意思決定を企業全体レベルでの

リスクマネジメントの一環として認識することで、サイバーセキュリティはシェアホルダーの価値に直結す

るバリュードライバとなることができるのである。 
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C 

 

始め方 

 

IOがChief Integration Officerとしての潜在

能力を発揮するにはいくつかのステップを経

る必要がある。まずは、現在の IT 組織の地

位、評価、成熟度を棚卸しすることから始めるべ

きであろう。そして、ステークホルダー毎に優先順

位や目的、効果を検討し、IT がどのようにして彼

らのミッションに貢献できるか思いを巡らせよう。

以下に述べるいくつかの指針を参考にして頂きた

い。 

 先を見通す 

IT バランスシートを可視化しよう。IT 資産を

管理する上でも、ポジションニング戦略、リス

クの識別、ROI の分析をする上でも、IT バラ

ンスシートの可視化は非常に有効である。予

算、プロジェクト、ハードウエア、ソフトウエア、

取引先、契約、人材、組織構造、オペレーシ

ョンモデル、ビジネスパートナー、その他自

社に影響を及ぼす関係者をバランスシート

上に載せなければならない。ステークホルダ

ーの関心とビジネスの広範な目標を比べ、ど

こに時間とリソースを割くか、ビジネス展開に

沿って限られた IT資産をどう配分するかとい

う難しい選択を行う。また、IT 投資に関して

は、一過性なものにならないよう、全体的な

見通しを持つことが重要である。そして、現

在進行形の IT 戦略については、バランスシ

ートのパフォーマンスを定期的にモニタリン

グしていくことが大切である。 

 ケイパビリティを向上させる 

現状維持するだけでなく、継続的に改善を図

っていくためにも、ケイパビリティ開発に投資

しよう。投資対象としてポテンシャルが大きい

のはDevOpsであろう。具体的な検討テーマ

としては、環境のセットアップと公開、要求管

理とトレーサビリティ、開発、テストの自動化、

変更管理、リリース管理、サーバの監視、ビ

ジネス活動のモニタリング、課題管理、障害

管理、等々が挙げられる。個人に依存した能

力を自動化したり統合するツールは今後更

に発展していく。その結果、組織のあり方が

激変し、最大の困難に直面するかもしれない。

たとえそうだとしても、その価値はあるはず

である。事業部門の効率性と有効性を改善

することはもちろん、IT部門のパフォーマン 

スと評判を高めるためにも、組織は変えてい

くべきものなのである。 

 積極的に周りと連携する 

組織のリーダー達と直接関わり合いを持とう。

彼らにとって、優先度が高く、かつ IT がカギ

となるような取組みを支援することが大切で

ある。IT に関するビジョン、オペレーション、

デリバリモデルを見直すにあたって、彼らに

フィードバックを求めることが望ましい。そし

て、日々進化するニーズを把握するためにも、

IT 部門の活動の状況を報告するためにも、

定期的に彼らと会合を持とう。 

 エコシステムを活用する 

可能な限り、組織の壁を打ち破ろう。従業員

のアイディア、熱意、関心はうまく活用したい。

問題の種類を問わず、クラウドソーシングな

ど外部にあるノウハウを利用することも考え

るべきである。アイディアを集めたり、才能の

ある人材を獲得するために、インキュベータ

やスタートアップ企業、研究機関などの組織

と新しい関係を構築することは重要である。

新しいアイディアや提案を持ってくるベンダに

対しては明確に期待内容を伝えることも必要

だ。業界横断型でコンソーシアムを組むのか、

業界内でコラボレーションするのか、どちら

が適しているか検討する機会を設けるべき

である。最後に収益を拡大するため、エコシ

ステムのプレイヤが持つマインド、環境、幅

広い資本を統合することが肝要である。 

 言うのではなく“見せる” 

新しいアイディアが湧き出た時には、既存の

考えや技術に縛られないようにしよう。プロト

タイプの公開やデモを積極的に実施し、現場

の意見を聞くことが大切である。実地でのイ

ンタラクティブなコミュニケーションによって、

新しい、実践的なアイディアが生まれるので

ある。それはまた、人々が複雑性の中に可

能性を見出し、未来の新しいテクノロジーを

生み出す手助けにもなる。その最終目標は、

ビジネスの世界に、“realm of the feasible

（リアリティさ） ”を考慮しつつ、“ art of 

possible（可能性の追求）”を持ち込むことで

ある。 

 
  



CIO as chief integration officer 

17 

 イノベーションを工業化する 

Innovation Funnel モデル（イノベーションフ

ァンネル：イノベーションが起こる過程を図式

化した概念）の中の、具体化、プロトタイピン

グ、インキュベーティングといった段階に注

意を払おう。エコシステムは重要な役割を担

っている。特に、大学や、スタートアップ企業、

ベンダ、パートナー、政府、その他の会社組

織が交わっているところで重視される。外部

組織のインセンティブと、あなたの組織の目

標を結び付けて、イニシアチブを特定し、具

体化し、拡大することへの支援が必要である。

外部のファンドと組んで、投資リスクの軽減

を図ることも検討したい。コモディティ化した

サービスに対しては地道に価格交渉しつつ、

リスキーだがハイリターンが見込まれる分野

では、一部の戦略的パートナーに働きかけ、 

 

予算や調達方針、契約に関して見直しを図

るべきだ。そして、積み残っているプロジェク

ト や イ ニ シ ア チ ブ を 地 道 に 取 組 む

“innovators of record”を考慮した調達戦略

に進化させなければならない。 

 人材 

CIO は部下達と同程度での優秀さでしかな

い。チーフ・インテグレーション・オフィサーと

して、旧態依然の IT から脱却し、新しいスキ

ル、新しいケイパビリティ、新しい規律、新し

い組織運営、新しい働き方にシフトしよう。ポ

テンシャルの高い IT エンジニアに対して、新

しいスタンダードを定義することも必要だ。そ

して、新規採用、引き留め策、能力開発のた

めにも、教育プログラムを整備すべきであ

る。 
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今 

 

要点 

日のCIOは、テクノロジーの革新により世界が日々ダイナミックに変化する時代に生きて

いる。進化・発展し続けるテクノロジーは、全ての地域、全ての産業、全ての業務に影響

を及ぼしている。CIOはビジネスと ITをうまくつなげ合わせて、現状を変え、未来を作り

出す役割を担っているのである。そして、CIOはまた、デジタル、アナリティクス、イノベーション

の中心的存在としてビジネスのあらゆる側面において活躍することができる。それは、決して単

独での孤立した取組みではないはずだ。Chief Integration Officerは、利益が相反する可能性

のある施策を調整でき、その力を全体的に、戦略的に、成果を出し続けることに役立てることが

できるのである。 

 

執筆者 

Khalid Kark, director, Deloitte LLP 

Kark is a director with Deloitte Consulting LLP, where he leads the 
development of research and insights for the CIO program. Kark 
has served as a trusted advisor to large, multinational clients, and 
has decades of experience helping technology leaders anticipate 
and plan for the impacts of new technology. Previously, Kark led the 
CIO Research practice at Forrester Research. His research has 
been widely featured in media outlets such as MSNBC, the Boston 
Globe, and CIO magazine. 

 

Peter Vanderslice, principal, Deloitte Consulting LLP 

Vanderslice is a principal in Deloitte Consulting LLP, leads 
Deloitte’s Technology Transformation offering, and co-leads the 
CIO program. 
He has over 25 years of experience in high technology and 
strategic IT management consulting, including the alignment of 
business and IT strategy and the structuring of large-scale IT 
transformation programs. Vanderslice has authored and driven 
many thought leadership programs globally to help clients take 
advantage of changing market forces and trends. 

日本担当者 

石綿 眞亊 シニアマネジャー 

米系および日系のコンサルティング会社を経て現職。グローバル企業

を中心に、大型クロスボーダー案件に主に従事。多くの業務改革・IT 構

築プロジェクトに関与し、基本構想、企画、導入、保守運用までの幅広

い経験を有する。 
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ア 

API economy 
APIデジタルエコノミー 

開発技術から収益を産むビジネスサービスへ 

 

 
 
 

 

プリケーションとデータは、様々な組織にお

いて長い歴史を持つ重要な礎であった。し

かしながら、しばしばそれらは内部の R&D

部門や IT 部門のみのテリトリーにあった。コンピ

ュータが台頭し始めた頃から、システムは物理

的・論理的な境界をまたいで情報を共有するため、

また多くのビジネスシナリオに内在する相互依存

性を解決するために、互いに情報連携させる必

要があった。統合に向けたトレンドは、ここ数年で

着実に加速してきている。それは、カスタマイズし

たソフトウエア、インハウスのアプリケーション、さ

らにはクラウドなどのサードパーティサービスをま

たがる複雑な相互連携を可能とする洗練された

エコシステムとビジネスプロセスによって牽引され

ている。 

APIの成長は、情報を要約・共有する便利な方法

として、また、アプリケーション層におけるエレメン

ト間のトランザクション実行という基本的なニーズ

によってドライブされてきた。不幸なことに、API

は比較的最近までしばしば単に技術的な IT 資産

として扱われてきた。APIや EDIや SOA
1のその

後継技術およびウェブサービスは、プロジェクトの

一技術要素と位置づけられ、小規模集団もしくは

個人開発者のノウハウに基づいてデザインされ

てきた。そして周囲のビジネスの進化が進むにつ 

れて、API と残りの既存システム環境は、徐々に

技術上の負債となってしまった 2。 

今日の多様なテクノロジーに話を移すと、多くの

業界ではエコシステムを巡る活発なプラットフォー

ムを作ることを企業のビジネス戦略の心臓部に

位置づけてきた。一方、ラピッドデリバリモデルの

適用は、迅速なテストと開発に重きを置き続けて

きた。加えて、アプリケーション開発における 

DevOps
3（開発担当者と運用担当者が連携して

協力する開発手法）の適用はテクノロジーデリバ

リのスピードアップやインフラ品質と堅牢性の向

上に寄与してきた。しかし、インターフェイスは、し

ばしば開発サイクルにおける最大のハードルとな

り、メンテナンスの複雑性の源となったままである。

すなわち、API の管理と製品化をテクノロジーロ

ードマップだけではなく、ビジネス戦略上の重要な

コンポーネントと位置付けるという形が必要であり、

リーディングカンパニーはそれを実践している。デ

ータとサービスは、新たな API デジタルエコノミー

を刺激する通貨となり得るからである。 

ここでの問いは、「あなたの組織は、このオープン

でダーウィンの進化論説が適用されるであろう自

由な市場の中で、戦う準備ができているかどう

か？」ということである。 

アプリケーションプログラミングインターフェイス（API）は単なる開発技術から経営層の関

心事であるビジネスモデルドライバになりつつある。組織の主要な情報資産は APIを通じ

て再利用、配布、 収益化が可能であり、既存サービスの範囲を拡大し、新たな収益源をも

たらすことができる。よって APIは既存システム、サードパーティシステムや各種データを

含む複雑な技術基盤の上に位置づけ、収益を目指した自社の製品同様に管理されるべき

ものである。 
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デジャブ（いつか見た夢）か新たな 

世界か? 

API革命の成功可否は私たち次第である。パブリ

ック API は 18 か月の間に倍増しており、10,000

以上が今まで公開されている 4。革命はすでに広

がっており、ハイテク業界だけではなく、テレコム・

メディアからファイナンス、トラベル、さらには不動

産業界までに広がり、業界ごとのAPIが存在する。

そして、それは商用の世界だけではなく、国や地

方公共団体も API プログラムを通じて予算の決

定や公共活動の実施、刑罰や法律の管理、その

他のデータやサービスの管理を行っているのであ

る。 

私たちが目にしているのは、デジタル世界の混沌

そのものであり、また、多くのケースでは業界の

民主化、自由化とも言える動きとなっている。金

融サービスのプレイヤ達は、API を活用したサー

ビスをペイメント業界に持ち込む PayPal、

Billtrust、Tilt、Amazon など新たな参入者に対抗

するために、支払、クレジット、投資、ロイヤルティ、

ローンサービスを別々に扱うことができるオープ

ンなバンキングプラットフォームを探求している。

Netflix はパブリック API に日々50 億件以上のリ

クエストを受けている 5。そのボリュームは、企業

のサービスとその評価向上の重要なファクターの

ひとつである 6。British Airways、Expedia、TripIt、

Yahoo Travel などの多くの旅行業界の企業では、

APIを外部の開発者に対しオープンにしてきた 7。 

 
 

 
 

APIの進化 

API に関するアイディアはコンピュータの黎明期から存在していた。しかしながら、直近の 10 年間においては、数

の側面だけではなく、洗練さという意味で大きな進化を遂げてきている。API はよりスケーラブルとなり、ユビキタス

となり、収益化されてきている。グローバル APIディレクトリを管理する Programmable Webには 12,000件以上

の登録がされている a。 

 
 

1960～1970 1980～1990 1990～2000 2000～today 

基本的な相互運用性により、

プログラムされた情報交換が

可能となった。ネットワークプ

ロトコルをつなぐシンプルな相

互接続であり、セッションは情

報を交換するものとして設定

されていた。 

機能とロジックを持ったインタ

ーフェイスが作られた。情報は

意味のある形で共有され、

Object brokersやプロシージ

ャコール、プログラムコールに

より、ネットワークをまたがるリ

モートのインタラクションが可

能となった。 

新たなプラットフォームがミド

ルウエアを通じた情報連携を

強化した。インターフェイスは

サービスとして定義され、各種

ツールはメッセージの整合性

や信頼性を管理した。 

ビジネスは APIを作成するこ

とで、新サービスの開発とオフ

ァーの加速を可能としている。

APIレイヤは統合における

OSS/BSSを管理している。 

関連技術 関連技術 関連技術 関連技術 

ARPANET、ATTP、 

TCPセッション 

P to P インターフェイス、 

スクリーンスクレイピング、

RFC、EDI 

メッセージオリエントなミドルウ

エア、エンタープライズサービ

スバス、SOA 

Integration as a service、

RESTful services、 

API管理、 

クラウドオーケストレーション 

 

 

出所 a：ProgrammableWeb, http://www.programmableweb.com, accessed January 7, 2015. 
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Zillowの CEO である Spencer Rascoff は、「特

定のマーケットにおいて、データが迅速かつ自由

に活用可能な時、それが不動産であれ株式であ

れ、消費者にとってはよい結果をもたらすものだ」

と指摘している 8。 

原材料から機械、冷暖房機器から輸送機までを

統括するデバイスを操るプラットフォームやスタン

ダードは、IoT（Internet of Things
9：モノのインタ

ーネット）の初期の戦場となり、API は、その屋台

骨を支えるものである。誰が管理し収益化しよう

とも、IoT のサービスは業界を侵食し、変革をもた

らすであろう。Intel Services のマネジャーであり、

IoT サービスや API 管理を担当している Raine 

Bergstrom は、ビジネスは IoT もしくはそれに近

いものを採用するであろうと信じている。彼は、

「API は IoT が成功するための基礎的なビルディ

ングブロックのひとつである」と語っており、また、

「顧客が API を活用することで IoTによりさらなる

効率性の実現やコスト削減という結果を得ている

ことを私たちは把握している」と語っている。 

スマートフォンやタブレット、ソーシャル関連製品

や組み込み式センサー、各種結合デバイスに関

する将来のシナリオにおいては、データとサービ

スに内外の依存性を持つことが想定される。API

は新製品やサービスへの特性やコンテクストの付

加をするもの、もしくは、製品やサービスそのもの

にもなりうるだろう。 

熱気に囲まれる中で、現実は変わっておらず、

API は新たな発展からは遠く離れたままである。

実際のところ、構造化されたプログラミングが始ま

った当初とたいして変わらない状態にある。現在

は何が違うのか、なぜ API について業界や投資

家が熱狂しているのか？このトピックについての

会話は、技術的なニーズからビジネス上のプライ

オリティを持つものにまで広がってきている。App 

Dynamics の創業者でありCEOの Jyoti Bansal

は、APIは企業のイノベーションを加速し、新製品

や新顧客を導くものと信じている。Bansal は「API

は企業がしたいことを実現する手段のひとつとし

てスタートしたが、それはいまや次のレベルに移

行しつつある。API は企業が提供する製品やサ

ービスそのものになりつつある」と語っている。

API を使った新たなビジネスチャンスによって多く

の業界におけるイノベーションアジェンダはよりバ

リエーションが豊富になってきている。API は、新

たなビジネスモデルとして未利用の知的財産や

各種資産・商品、サービスへのアクセスを提供す

るデジタルチャネルとして捉えるべきである。そし

て、API 管理に向けた新たなツールや規制は潜

在的な価値を実現するために進化するだろう。 

トランスフォーメーションの管理 

オープン性、俊敏性、柔軟性、スケーラビリティは

単なる日常の健康状態の問題ではなく、生きるか

死ぬかを賭けた優先度の高い項目へと変化して

きている。現代的な API への要求はもはや企業

からの命令となりつつあり、時には組織外の人間

の手によることも想定した上で、簡単に結合でき、

コードの記述を必要とせず、スピードを備え、さら

にはそれらが再利用されることを期待している。 

スピードと品質向上に苦心するテクノロジーチー

ムは、ついに API 管理の根幹部分に投資を行う

ようになりつつあり、それはすなわち以下を行うプ

ラットフォームを指す。 

 API の作成、管理、適用（利用時に検索しや

すく、利用のための範囲や目的が明示され、

きちんとバージョン管理がされている） 

 使用方法の保全、モニタリング、最適化（ア

クセス管理、セキュリティポリシー管理、ルー

ティング、キャッシング、スロットリング、機器

管理、分析ができる） 

 資産の収益化、サポート（営業、プライシング、

測定、請求、トークンプロビジョニングができ

る） 

多くのテクノロジー企業は、API 管理は業界の大

きな隔たりを超え、新たな世界において競争力を

持つ原動力と認識している。Intel は Mashery と

Aeponaを、CA Technologiesは Layer 7を買収

し、そして SAP は Accenture からの資金提供を

受け Apigee とパートナーとして活動している。 

しかし、各種ツールの価値は、API の IT 構築・管

理におけるビジネス価値の範囲に限定されてい

る。IT 組織は、まずは「今日」頻繁に利用される

か、「明日」再利用される可能性のあるインターフ

ェイスやデータのカプセル化に焦点を当てるなど、

優先順位をつけて対応すべきである。テクノロジ

ーリーダーはここ 10年成功を収めていない SOA

イニシアチブを思い出し、IT 内だけに孤立する取

組みをしがちであるが、それは避けなければいけ

ない。 

「製品管理」へのシフトは最も大きなハードルかも

しれない。プライシングやプロビジョニング、測定、

請求を管理するツールは主要な要素であり不可

欠だが、それはそれが API 戦略の基礎的な部分

として適用されている場合に限る。製品マーケテ

ィングやエンジニアリングのための開発方針は未

知の領域と言える。プライシング、ポジショニング、

コンバージョン、そして収益化に向けた計画は重

要な要素である。顧客へのオファリング（提案）は 



Tech Trends 2015:The fusion of business and IT 

24 

好みのサービスを選ぶアラカルトか組み合わされ

たバンドルか？従量制か定額制か、契約条件と

して定めるか？プレミアムモデルは妥当か？アッ

プグレードや新機能・サービス、オファリングのロ

ードマップはどうか？これらの意思決定は初期の

段階ではやりすぎに思えるかもしれないが、API

デジタルエコノミーの進化を考えた際、実行能力

の成熟化という観点からは必要な準備事項とな

る。 

ギャップを意識する 

文化や制度面からくる遅滞は API デジタルエコノ

ミーへのハードルとなるかもしれない。もし APIの

ビジネス価値を明確に強調できなければ、知的

資産や IT 資産の共有を進めることは抵抗にあう

ことだろう。それを避けるために API を収益を産

む製品の様に扱うことはその抵抗を和らげる手助

けとなるだろう。特定のニーズを持つ潜在顧客を

ターゲティングすることにより、企業はビジネス価

値を明確にし、実行に向け優先順位付けを行うこ

とが可能となる。さらに、この外から見る視点は、

内部の複雑性や、サイロ化された組織・テクノロ

ジーではなく、顧客の視点にフォーカスすることを

手助けする。 

API のスコープは今までより広い視野で管理され

るべきものである。例えば社内外どちらでの使用

かに関わらず、API は再利用や展開を意識せず

に設計されコーディングされたために意図してい

ない悪影響を及ぼすかもしれない。また既存の IT

資産に眠っているセキュリティ面の脆弱性が発現

するかもしれない。システムはフィールドにいるそ 

の当時のプレイヤ向けに構築されてきたものであ

り、そのフィールドに別の人が乱入することや、急

遽関与することになった人向けに構築されてきた

わけではないからである。また追加的に発生する

利用ケースは十分に考慮されるべきである。これ

らにより API のコードを修正するか、再構築する

かどうかの意思決定は非常にタフな選択であり、

事実をしっかりと把握した上で決断されるべきも

のである。 

潜在的な法的債務の発生リスクを最小化すること

はスコープをきちんと管理するもうひとつの理由

である。オープンソースやAPIの利用は各国の法

律に影響される。知的財産の保護やコピーライト、

健全な使用に関する法律や規制は API デジタル

エコノミーに大きく影響を与えうる。API 作成にお

いて何を使っているのか、どんな条件にさらされ

ているのか、データやサービスがどのように使わ

れているかは、重要な検討要素である。 

フォーカスすべき最も重要な根拠は、Netflix の

Edge Engineering のバイスプレジデントである

Daniel Jacobsonの主張である「早く動け、そして、

速く反応しろ」10に企業が追従することを可能にす

る点にある。そして、外部のパートナーや内部の

開発チーム双方にもそれを可能とすることにある。

チームをこの考え方に移行させることや APIの基

礎的な要素へ投資することは、企業に競争力をも

たらしうるだろう。しかしながら、もしそれが使われ

なければ、プラットフォームや個別のサービスに

は本来価値はない。企業は強固で理解しやすく

API を取引するマーケットプレイスを作り、API デ

ジタルエコノミーの果実を得ることにコミットするべ

きであろう。 
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最前線からの学び 

 
 

第 2次ウェブブームを加速させる 

APIはここ 20年のクラウドやウェブの成功に

おいて重要な役割を担ってきた。例えば、 

2000 年に設立された Salesforce.com は

SaaS 領域におけるパイオニアであり、ウェ

ブベースの APIを活用し、顧客がセールスフ

ォースのサービスを自社ビジネスに合わせ

ることや、主要なシステムとの統合、新たな

ソリューションや提案の開発に向け最短距離

で辿り着くこと支援している 11。さらには、

Salesforce.com は提案するサービスポート

フォリオのイノベーションや拡大を加速させる

ために、一貫してプラットフォームと API を活

用してきており、今やそれは Force.com や

Heroku、Chatter、Analytics、Salesforce1

を含むものとなっている。 

2005年、GoogleはGoogle Maps APIを公

開しており 12、これは無料のサービスで、開

発者がGoogle Mapsを組み込み、他のデー

タをあわせてマッシュアップを作成することを

可能にしている。2013年には同社は 100万

を超えるアクティブなサイトやアプリケーショ

ンがその API を使っていると報告している 13。

このような成功は、他のマッピングサービス

のAPIのスタンダードを作るだけではなく、他

のウェブベースの企業にとってAPIがいかに

広く採用されるかの理解にも役立っている。 

2007年には、Facebookは APIを中心に据

え、開発者がサードパーティアプリを構築す

ることを可能とする Facebook Platform を公

開した。重要なことは、それはソーシャルデ

ータへの広範なアクセスをも可能としたこと

である 14。また、API は 1,000 近いサードパ

ーティアプリケーションとほかの企業との戦

略的な統合によってFacebookのリーチを広

げている。 

2000 年代後半までには、合理化された API

開発のプロセスにより、FlickrやFoursquare、

Instagram、Twitter といったウェブベースの

スタートアップ企業が半年以内に APIを公開

することやサイトを立ち上げることが可能に

なった。開発は徐々に標準化され、開発者

はAPIベースのサービスを使用し、新サービ

スやアイディアを創出するイノベーティブな手

段を迅速に手に入れることが可能になった。 

組織が成熟化されるにつれて、進化するビ

ジネス要求に応えるために彼らはAPIポリシ

ーを改訂した。例えば、Twitter はユーザ獲

得から、ユーザエクスペリエンスの管理や収

益化にフォーカスを移した。このシフトは最終

的にはパブリック API の廃止につながり、よ

りダイレクトにコンテンツをコントロールするこ

とを志向するようになった。 

APIオンデマンド 

2008 年、5 千万人を超える購読者を持つメ

ディアストリーミング企業である Netflix は、

初めてのパブリック API を公開した 15。公開

当時、サポートされた API は比較的少なく、

開発者はいまだ RSS フィードを使い、カスタ

ム開発における初歩的な手法を使用してい

た。Netflix のリリースは、新たな開発ツール

を用いて開発者が何をしたいのか、何ができ

るのかを発見する大きな機会を提供した。

NetflixのEdge Engineeringのバイスプレジ

デントである Daniel Jacobsonは、APIの公

開を「内部サービスと開発者のデータブロー

カーとなる」16 よりフォーマルな方法と定義し

た。その手法はうまく機能し、外部の開発者

は様々な目的でその API を利用し、購読者

が Netflix の提案を構造化し、確認し、レビュ

ーする新たな方法を提供できるようになっ

た。 

それからの数年間で Netflixは限られたデバ

イスでのストリーミングサービスのオファーか

ら 1,000 を超える様々なデバイスによって拡

大する購読者を支援することへシフトしてい

った 17。企業がマーケットの要求に応えるた

めに進化するにつれて、API は拡大する

様々な開発者の要求に支持されるメカニズ

ムとなった。Netflix は当初 API をパブリック

の要求のために使用していた。ところがその

パブリックの日々2 百万件のリクエストに加

え日々の内部のリクエストに対処することで

リクエストは増加していき、2014 年の中旬ま

でには 50億件のリクエストを処理するように

なっていた 18。そしてその同じ期間において

はストリーミングサービスの売上はメール送

付による DVD提供を上回ることになった。こ

うして Netflixのプレゼンスはスマートフォン 
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やタブレットを含む広範なデバイスにまたが

るものとなったのである 19。 

今日、Netflixのおおよそ 99.97％の API トラ

フィックはサービスとデバイス間で発生して

いる。かつて新たなユーザへリーチしたり、

新たなことをしたりするためのツールと思わ

れていたものは、現在は戦術的に使用され、

全社的なビジネス戦略を、より良くするため

のものとして活用されている 20。 

2014 年 6 月、拡大するグローバルのメンバ

ーや多様化するデバイスへの対応を向上さ

せるため、同社はパブリック API プログラム

を廃止する計画であることを公表した。これ

は、巨大なテクノロジー企業がトレンドから脱

線した例のひとつとなる意思決定であると批

判された 21。しかしながら、 2012 年、

Jacobson は「API について人々に話すほど、

よりパブリック API の人気やビジネス機会は

衰え、その内部利用のケースが未来の波で

あることが明確になる」22と述べている。ほか

のマーケットと同様 APIデジタルエコノミーは、

リーディング企業によって知的財産を管理し、

広め、収益化するダイナミックかつ慎重なア

プローチによって進化を続けるであろう。 

政府の強化とその先へ 

2010年 3月 23日、バラク・オバマ大統領は

米国におけるヘルスケアと保険業界を改革

する Affordable Care Act（ACA）にサインし

た。ACAの導入を促進するために、政府は、

各種証明、報告、登録データの交換のため

の様々な政府・州のエージェンシーや発行体

が IT システムにアクセスする堅牢なプラット

フォームとなる「連邦データサービスハブ」

（FDSH）を構築した。 
 

そのハブは、いかなるデータの保管もなしに、

政府や州、サードパーティのデータソースに

アクセスできるシングルポイントとして機能し

た。ハブがいかに機能したかの例としては、

ACA の下で州は保険プログラムのための申

込者の適格性を照合することを求められて

いたことが挙げられる。このハブは、ソーシャ

ルセキュリティナンバーや所得・税務申告、

イミグレーションステータスの確認といった他

システム間のやりとりを含むほぼリアルタイ

ムの照合サービスを提供している約 12の異

なるエージェンシーをまたがる政府のシステ

ムを州毎の保険情報とつないでいる。州は、

複数の政府のエージェンシーへの登録レポ

ート提出のためのシングルエントリーポイント

としても、このハブを使用している。 

ハブをテクニカルなアーキテクチャから見る

と、API を通じて外部システムが呼び出す、

拡張可能でセキュアなウェブサービスを含む

ものであるといえる。このシステムは、ほぼリ

アルタイムの情報交換を可能とするようにデ

ザインされており、今までのバッチベースの

プロセスやポイント毎のコネクションでは何

日も、場合によっては 1週間以上かかってい

た適格性の判断を州がわずか数分で行える

ようになった。さらに、データやトランザクショ

ンサービスのレポジトリの拡大によって、ハ

ブは新製品やソリューション、新たな提案の

開発を加速することが可能となった。そして、

共通の APIにより、州は資産を共有し、再利

用し、導入にかかる間接費やソリューション

コストの削減を可能とした。またこのハブは

統合を標準化及び単純化することに成功し、

システム導入とメンテナンス双方にとって複

雑化させる要因となっていた技術的な負債を

払拭することを促進した。 
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多くの年月にわたり、企業は顧客や製品、サプラ

イチェーン、オペレーションなどに関する価値ある

データを構築してきたが、それらは常に効果的に

使えるわけではなかった。そして、それは良くて機

会の逸失、悪くて致命的なエラーとなるものであ

った。今日のデジタルエコシステムの中では、適

時に適切な人に情報がわたることでビジネスはド

ライブされる。競争優位を持ち続けることは、いか

に多くのアプリケーションを持つかや、いかに多く

の開発者を雇っているかとは関係ない。それは、

いかに効果的に知見やサービスを使えるかにか

かっている。 

最近になるまで、もしくは、ある CIO達にいたって

は今日まで、統合は必要な頭痛の種であるとみ

なされてきた。しかし、APIを使うことは、内部から

のイノベーションを加速し、CIO はいまや統合を

競争優位をもたらすものへと認識を変化させてき

ている。それは既にうまくやっていることを広範囲

に広げるというレバレッジ効果を生む。組織の内

外において、どの資産が再利用可能か、新たな

目的を与えられうるか、再評価できるか、考えて

みる必要がある。伝統的なビジネスモデルが衰

退するにつれて、API は成長に拍車をかけ、さら

には新たな収益への道を作るものになりうる。 

API をこのように捉えるには、考え方をシフトする

必要がある。新たな統合のマインドセットは単に

アプリケーションをつなぐという視点ではなく、組

織の境界を越えて情報をもたらすことにフォーカ

スすることだ。それは、どのように IT を活用する

かというよりも、どのようにビジネスを行うかという

視点である。 

API デジタルエコノミーの商業的なポテンシャル

は、CEOがそれをトッププライオリティに位置づけ、

経営層が関与することで本当に出現してくるもの

である。グローバル化、カスタマエクスペリエンス、

オムニチャネルへの取組み、法的遵守はビジネ

スの根幹となる課題であり、API を通じてサービ

スに関与し、方針を与え、収益化することを通じて

より効果的に取組むことが可能となる。 

過去にはこの技術的なインターフェイスは統合と

SOAについての議論に集約されていた。しかし、 

収益を産む製品同様にこのサービスを捉えると、

それらはビジネスの規律を超え、企業を超え、機

能を超える可能性を持つものとなる。明らかに、

CIO はこの課題解決に取組む重要なロールを担

っており、この新たな考え方に向けた先導者とし

て、API の周囲のアーキテクチャやプラットフォー

ム、ガバナンスの管理者としての役割を持つこと

になる。 

CIOにとって、新世代のエコシステムのデザイン

に向けたファーストステップは、まずはそれ

に向けた人材を準備することにある。開

発者の教育プログラムをリセットし、ス

タッフに API に関する教育を行い、

マインドセットをシフトし、IT と言っ

た際に、ただ構築し、テストし、実

行するものとしてのみ考えるので

はなく、データをデリバリするもの、

すなわち、価値のある資産として

考えるように変化させるべきであ

る。同時に様々なシステムを競争

力のある新たなビジネスに適合さ

せることができるクロスファンクショ

ナルなプロジェクトマネジャーという

新たな役割を担うべきである。 

APIを導入する場合には 2つのアプローチ

がある。1 つ目は、新製品のオファリングを構

築する際にデータ、IT資産、メディアを扱う APIを

ゼロから創造するアプローチである。そして 2 つ

目はプロジェクトベースでなくAPIを構築するため

に、あらかじめ内部規律を設定しておくアプロー

チである。最初のAPIの構築のためにチームをセ

ットアップし、API が組織に対して価値を生むよう

に定義し、共通の扱い方を決め、毎回再投資しな

くて済むようにする。この方法は典型的には、個

別の構築が効率的に行われるように多少の調整

作業を必要とする。しかし、究極的には、組織が

どの資産が本当に重要かに目を向けることがで

き、価値あるデータセットをオープンにすることで、

IT が新製品やサービスを作る支援をする機会を

与える。このようにして、API はデジタルエコノミー

における IT イノベーションの不可欠な触媒となる

のである。 

 

私の見解 
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A 

 

サイバーリスクの視点から 

 PI はデータ、サービス、トランザクションを扱うことで、共有され、再利用される資産を作る。アップサ

イドの側面は、内外の構成要素による新製品や新たな提案を作るための創造的なエナジーを活用

するという能力である。一方ダウンサイドの側面は、保護される必要がある重要なチャネル、すなわ

ち、リスクにさらされる可能性のある敏感な知的財産への直接的なアクセスが可能なチャネルの延長で

ある。サイバーリスクの問題は統合や API 戦略の中心にすえるべきものである。セキュリティを考慮した

API は全てのアプリケーションのより強固な土台となり、もしそれが考慮されていなければ、アプリケーシ

ョンリスクは倍増するだろう。 

コントロールの範囲、すなわち、誰がAPIへのアクセスを許されるのか、何をすることが許されるか、どの

ように行うことが許されるかを決めることは主要な懸念点のひとつである。最も高いレベルにおいては、

この懸念の管理は API レベルの権限やアクセス管理という形にて行われる。すなわち、誰が閲覧、管理、

サービスの呼び出しをできるかという管理である。より戦術的な懸念は、プロトコル、メッセージ構造、ペ

イロードにフォーカスする。またルーティング、スロッティング、ロードバランシングは同様にサイバー関連

の懸念である。例えばサーバを空のリクエストで一杯にし、通常の業務を行えなくすることは、ウェブサイ

トをターゲットとするのと同様の簡単さで、APIで指揮することが可能である。 

インフラ同様、ネットワークトラフィックは通常のオペレーション理解の一助として管理することができ、

API 管理ツールは典型的なサービス要求のベースラインとして使うことが可能である。 システムイベント

管理はAPIレイヤまで拡張されるべきで、予期しないインターフェイスコールをフラグを付けて探知するこ

とを可能にする必要がある。ビジネスデータやトランザクションの特徴に基づくと、レスポンスは API が危

険にさらされた場合に備えておく必要がある。例えば、小売のオンラインのオーダー処理をローカルのバ

ックアップシステムに移すことなどである。 

API デジタルエコノミーにとっての別のセキュリティ上の懸念はサービスレイヤを通じて未発見の脆弱性

が判明するかもしれないことにある。組織によっては、セキュリティプロトコルを階層化し、システム利用

状況に基づき、異なるレベルの認証を必要としている。内部向けでオンラインのバックオフィスのオペレ

ーション向けに開発されたアプリケーションは、一般消費者と対峙する e コマースのソリューションのよう

に厳密な検査はパスしていないかもしれない。もしこれらのバックオフィスシステムが API を通じてフロン

トエンドにさらされた場合、バックドア（セキュリティ上の脆弱性）やその他利用できるデザインパターンに

よってその気はなくとも危険にさらされるかもしれない。同様に、プライベート顧客、製品、市場のデータ

が意図せずに共有される可能性があり、潜在的に国や業界の規制違反となる可能性もある。 

これは重大な問いを我々に投げかけるものである。すなわち、オープンになるものを守れるのか？入っ

てくる情報を信頼できるのか？出ていく情報をコントロールできるのか？といった問いである。特に API

デジタルエコノミーが発展し、デジタルがよりビジネスモデルの中止になればなるほど、統合は企業の根

幹にかかわるものとなりうる。資産を共有することは、分断され、制約された世界における期待にかかわ

るサイバーレスポンスに負荷を与えうる。新たなコントロールとツールは、契約上のサービスレベルの合

意における正式なコミットメントの内容に従って、エンドトゥーエンドの効果を提供する際には、分断された

潜在的な使用ケースを保護する必要があるかもしれない。これらの技術的な問題は、サイバーリスクが

API構築の際の重要な考慮事項とされている限りは、複雑だが解決可能なものである。 
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A 

 

始め方 

 

PI デジタルエコノミーに参入することは、勇 

気のいる挑戦に思えるかもしれない。しかし、

そこには堅実なステップがあり、企業は先人

の経験からの学びを活用することができる。 

 誰が利用者か？ 

API を「製品」としてポジショニングするため

に以下の点を明瞭にしていく必要がある。ま

ずは明確な意図、整合性のとれた価値とそ

の定義、そしておそらくより重要なのは利用

者を定義することである。それはよく知った

開発者の小さな集団なのか、未知の開発者

の大きな集団なのか、もしくはその両方なの

か。信頼できる範囲はどこまでなのか。パブ

リックか、セミプライベートか、完全にプライ

ベートなものとするのか？これらをひとつひ

とつ定義することでサービスの範囲や方針を

決定することができるのである。 

 組織で誰が最初に動くか？ 

トップダウンかボトムアップか。API 構築を進

めるにあたって何がドライバとなるか。ビジネ

スモデルイノベーションか技術的なサービス

か。特に APIが幅広い ITデリバリの変革や

技術的に古い負債の刷新、もしくは DevOps

（開発担当者と運用担当者が連携して協力

する開発手法）プログラムの一部としてなの

か。後者ならばこのイニシアチブは ITエグゼ

クティブにとっては難しいことではない。つま

りサービスコールやパフォーマンス、標準の

遵守、開発タイムの短縮、メンテナンスコスト

の削減などにフォーカスすることによって、期

待される成果への道をより簡易化することも

可能となる。 

しかしながら前者のいかにビジネスサービス

と APIが新たなビジネスモデルを切り開いて

いくかにフォーカスを当てるなら、よりトリッキ

ーな課題となるであろう。しかし、イニシアチ

ブを加速することは、成長やイノベーションと

関連し、それらをより良いものとしうる。伝え

られるところによると、Amazonの初期の頃、

Jeff Bezosは企業全体にわたる全ての技術

者に API を活用しろと指示を出した。例外な

しだと。それが EC2 クラウドコンピューティン

グプラットフォーム、S3 ストレージクラウド、

ウ ェ アハウス管理 、サー ビ ス実行 、

Mechanical Turk、その他のイニシアチブの

ための基礎としての役割を果たした 23。 

 やるべき事をまずやる 

意図している利用者（企業内部、パートナー、

広くパブリックなど）を想定したうえで、どのよ

うな統治モデルの構築が必要かを考慮しな

ければならない。またこのプログラムが IT で

ドライブされるのかビジネスでドライブされる

かも考慮されなければならない。また API管

理プラットフォームのようなツールによってソ

リューションの全体の動きを可視化すべきで

ある。そしてそれは既存システムやデータに

またがるコアサービスの依存度やパフォーマ

ンスのよりよいコントロールを可能とする。 

 技術的な聖域化は避ける 

プロジェクトを進めるためには、多くの意思

決定をしなければならないことがある。そし

て、それが気を散らせることもあるだろう。サ

ービスプロトコルは、RESTか SOAPか？デ

ータフォーマットは、JSONか XMLか？デザ

イン哲学はリソースベースか経験ベース

か？パスセグメント、クエリストリング、ヘッダ

ーを通じたバージョニング（もしくはそれ以外）

か、Oauth2.0か Open ID Connectセキュリ

ティか？どの API 管理プラットフォームベン

ダを使うべきか？これらは当てはまる回答が

ない質問かもしれない。そして、さらなる熟慮

やベンダランドスケープの統合は続くのであ

る。企業の短期的なニーズを満たすために

は、杓子定規に判断するのではなく、実用主

義の観点から適切な意思決定をしなければ

ならない。 

 簡単に実行する 

業界横断の協業を生かすビジネス機会は入

り口のすぐ近くにあるかもしれない。しかしな

がら、その機会がその選択肢が、後から起こ

りうる複雑性に勝る価値があるかどうかを判

断しなければならない。企業は大きくプラン

は立てなければならないが、一方で小さくは

じめるべきである。理想的には、オープンで、

よくドキュメントが揃っているサービスを使い、

プロトタイプにかかる時間を短縮する手段を

選択した方がよい。継続的に発生する変更

やスピーディーな実行を期待することは、

API デジタルエコノミーへのシフトの一部分

である。 

企業の最初の挑戦は、新たな「ビジネス」を

支えることになるかもしれない。 
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 実現に向けて 

もしあなたが外部向けの API やプラットフォ

ームを初めて立ち上げようとする際には、あ

なたは認知度の向上、購読、サポートをドラ

イブするための継続的なキャンペーンの準

備をしなければならない。コアとなる API や

周囲の管理サービスを準備するだけでなく、 

 

企業は必要とされる補助的なコンポーネント

を忘れてはいけない。すなわち、ドキュメンテ

ーションやコードサンプル、テストや証明ツー

ル、サポートモデル、モニタリング、メンテナ

ンスに関わる事項である。利害関係者に影

響を与えるインセンティブや各種の試みは対

象とする利用者と結びつき、それに従い構成

されている必要がある。 
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私 

 

要点 

達は、APIデジタルエコノミーの先端にいる。すなわち技術的に古い過去の IT資産の刷

新、さらに破壊的なテクノロジー（例えばコグニティブコンピューティング 24やマルチディメ

ンショナルマーケティング 25）や IoT（Internet of Things）の真っ只中である。企業はこの

準備のために継続的に投資を行う可能性がある。しかし大切なことはビジネスサービス基盤と

なる APIを使ってどのように仕事の完遂し、組織を成熟化していくのかという観点からの教育や

動機付けを行うことに投資をすることである。これはすなわち APIをデータを通じたシステムとい

う観点からだけでなく APIデジタルエコノミーの新たな現実への変化として捉えることを意味する

のである。 
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I 

Ambient computing 
アンビエントコンピューティング 

IoT（モノのインターネット）の活用に向けて 

 

 
 

 

oT はいよいよ成熟期を迎えようとしている。15

年余り前にこの言葉を作ったとされる Kevin 

Ashton 氏は、インターネット上のデータを生成

し処理、解釈するのは、人間でなくネットにつなが

った機器類に置き換わっていくだろうと予測した。

それほど前の時代でも、既に IoT は事業変革の

動きに潜在しつつあった。Ashton 氏が IoT に触

れたのは、ある消費財グローバル企業に対し

RFID を用いたサプライチェーン変革に関するプ

レゼンテーションを行った際のことだった 1。また

IoT の実現イメージは数十年にもわたり、SF アニ

メでも描かれてきている。 

2015 年において IoT は、クラウドやビッグデータ

と並び、大きな IT変革をもたらすキーワードとして

誰もが注目している。段々とベンダの誇大広告か

ら現実味を帯びた話へと変わってきたとはいえ、

この変革は、今までありそうでなかったモノ、出来

そうで出来なかったサービスが新たなビジネスモ

デルとして次々登場してくるのを待っている状態

だ。今どの企業も IoT の可能性を探っているが、

その活用の姿については曖昧な理解しか得られ

ていないことが多い。この可能性を現実のものと

するには、物理的な「モノ」や、センサー、機器類

の果たす役割だけに注目していてはならない。こ

れらに注目することは間違いなく重要だが、大き

なパズルの 1 パーツだけを見ていることにしかな

らないのだ。イノベーションは、これらのパーツを

組み立て直すことによって初めてもたらされ、従

来と違った方法で価値を生み出してくれる—自力 

で、もしくは人間に代わって世界を見つめ理解し

世界に反応したりするのだ。 

Ambient computing とは、現実世界の出来事に

反応するモノのエコシステムを用い、何らかの意

味を検出しアクションを起こすための仕組みを、ビ

ジネスモデルやユースケースの実現に向けて最

適に協働させることである。—それは静的なもの

ではなく、事前に定義されたワークフローやスクリ

プト、運用手順のようなものとは全く異なる。それ

には、次の 4つのケイパビリティが必要となる。 

 世界中のメーカーの様々な機器類から流れ

出てくる情報の統合技術 

 シグナルを検知し影響を予見するための、

物理オブジェクトや詳細イベントの管理とア

ナリティクス 

 複合的なイベントや業務プロセスを形成する

ための、上記オブジェクトやシグナルの調和 

 機器やネットワーク接続などシステム全体の

保全と監視 

Ambient computingは、これらの要素が揃ったと

き現実のものとなる。IoT は情報を生み収集する

手段であるだけでなく、世界に張り巡らされた機

器やシグナルから事業価値を生み出すことがで

きるようになる。単に接続されインテリジェンスの

組み込まれた目新しいモノから、ビジネスモデル

の変革へ焦点が移るのだ。 

家庭、企業、そして世界へ目覚しいスピードで埋め込まれていくセンサー、ネットにつながっ

た機器は、これからどのような可能性を見せてくれるのだろうか。この可能性がビジネスで

革新をもたらすには、目的に集中することが重要である。目的に向けて、バラバラだったパ

ーツをつなぎ合わせ、分析手法とセキュリティとデータを良く吟味し、スマートに“モノ”を結

合するのだ。 

Ambient computing とは、IoTを構成しているセンサー、機器、インテリジェンスを活用

し、事業価値にとって最適となるよう協働させることである。 
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何が検知できるのか 

IoT の“T”、つまり“モノ”とは何か、に注目するの

は自然なアプローチである。技術の進歩により製

造業、素材業は、より少ないコストでより高いパフ

ォーマンスを発揮するようになってきた。今日のセ

ンサーや計算処理、ネットワーク技術は、我々の

身の回りのモノほとんどにインテリジェンスを埋め

込むことを可能としている。ジェットエンジンから

サーモスタットまで、医薬品から溶鉱炉まで、送電

網から自動運転トラックまで、今や企業と消費者

との間でカネの循環の妨げとなる技術的な制約

は殆ど無い。これら個々のモノから生み出される

データやサービスも、進化してきている。例を挙げ

てみよう。 

 状態情報： 

死活監視情報や、診断情報、追加レポーティ

ング（例：バッテリーレベル、CPU／メモリ使

用率、ネットワークシグナル強度、遅延監視、

ソフトウエア／プラットフォームバージョン） 

 場所情報： 

GPS や GSM、三角法などの技術による地

理的情報の取得 

 物理的属性情報： 

機器の据え付け地点における、高度、方角、

温度、湿度、放射線量、空気の質、騒音、 

揺れなどの監視 

 機能的属性情報： 

機器の据え付け目的に即してビジネスプロ

セスや負荷の状態を出力する、ハイレベル

のインテリジェンス  

 起動サービス： 

遠隔で機器の物理的属性の変更やアクショ

ンを開始したり、変更、停止したりする機能 

新たな製品には、セールスポイントとしてインテリ

ジェンスが組み込まれることが多くなっている。革

新はすぐそこまで来ているのだ。既に凡そ 110 億

個のセンサーが、工場の生産ラインや、送電網、

自動車、貨車、オフィス、家庭に埋め込まれてい

る。しかしその多くはネットワークにつながってい

ない 2。これらセンサーをどのように活かしていく

かが課題だ。まず世界に 1.5兆個とも言われるモ

ノのうち、どれを、何のためにネットワークへつな

げていくべきか決めなければならない 3。 

何もかもがつながった Internet of Everything

（IoE）をゴールにすべきではない。目的に照らし

て選ばれたモノがつながった状態を目指すべきだ。

革新の機会は、街や地域コミュニティ、製造業や

小売業、医療、保険、石油・ガスなど、あらゆる産

業、地域の垣根を超えてふんだんに存在してい

る。 

モノの先を見据えよう 

検知対象の選択と目的の検討は、Ambient 

computing の広い視野の中で熟慮しながら行う

必要がある。アナリティクスは、データをシグナル

に変え、シグナルから洞察を得るという意味で、

その視野の大きな部分を占めることになるだろう。

輸送業における事例を挙げてみよう。米国の 2万

4千の機関車、36万 5千の貨車、「クラス 1」と呼

ばれる 14万マイルの路線に埋め込まれたセンサ

ーや制御機器は、改善のきっかけを作っているに

過ぎない。しかし GE に代表される企業は、セン

サーを埋め込むだけでなく、列車や貨車の価値を

向上させる、先見性のあるモデルを作り上げた。

このモデルにおいては、重量やスピード、燃費、

地形、他の輸送状況などを考慮に入れて、輸送

スピードの最適化を行った。これにより、列車の

回転率向上、メンテナンスの効率化、積み下ろし

時間の短縮といった成果が実現された 4。 

この GE の事例は、多種多様な機器、ベンダを協

働させることの必要性を示している。関係者も、

協力会社から競合会社、顧客から通信・モバイル

事業者のような企業まで多岐にわたる。Ambient 

computing の影響力は、部分的にメトカーフの法

則が働き、ネットワークの価値のように参加者数

の二乗に比例すると考えられる。今後強力なビジ

ネスモデルは、その多くが組織や企業の垣根を

超えて産まれてくるであろう。曖昧になった境界

は、出資関係を分解し、新たな競争を呼び起こす。

その結果、孤立主義あるいは漸進主義的な動き

に陥ってしまうおそれがある。各組織の取組みは、

直接の指揮命令を出す組織のコントロールが効

き易いため、洗練された Ambient computing の

実行のためのアナリティクスや統合、調和のケイ

パビリティは二の次になってしまうからだ。今後の

IoT のエコシステムには、業界標準を確立し、業

界団体を通した知見やリソースの共有を促進し、

サードパーティのオープンな製品の使用を推奨す

ることによって、専有的な傾向を阻止することが

期待される。 
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一つの同心円状のシステム：IoTから Ambient computingへ 

IoT（モノのインターネット）は、デバイスに組み込まれて物理的かつ機能的に情報をやりとりするセンサーやアクチ

ュエータ（作動装置）によって実現されている。Ambient computingは、このコミュニケーションをコアとし、ビジネス

プロセスやビジネスに有益な洞察を得られるよう、コアを更に組合わせ協働させる。 

 

 

 
 

 

出所 a： Deloitte Development LLC, The Internet of Things Ecosystem: Unlocking the business value of connected devices, 

2014, http://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/internet-of-things-iot- 
enterprise-value-report.html, accessed January 7, 2015. 
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Ambient computing は、実世界の動きから情報

を自動的かつ完璧に収集し生成するだけではな

い。その情報を蓄積し、また外部の情報とつなぎ

合わせ、有意なパターンを発見し、将来を予測し、

改善をもたらすものである。データの取り扱い方

は今後益々重要となり、マスタデータの整備はも

ちろん、新たな接続先から洪水のように流れてく

る新たな情報を感知し蓄積するための戦略が必

要だ。それぞれのオブジェクトは毎日数テラバイト

のデータを産み出すので、速やかに意思決定に

役立つ情報として処理されなければならない。ア

ーキテクチャのパターンも様々な考え方が出てく

るであろう。インテリジェンスを組み込む先が、ほ

ぼ全ての機器となる場合もあれば、ネットワーク

側であったり、クラウドブローカーやエンタープラ

イズハブの中に仕掛けられることもあるだろう。導

入規模も、活用する組織ごとに異なるはずだ。ユ

ースケースや事業上期待される効果によって決

められるべきものである。 

最後の検討事項がもっとも重要だ。どのようにイ

ンテリジェンスの組み込まれた端末やそこから得

られる洞察を活用するかである。ここでも幾つか 

の道がある。一つ目は集中的アプローチというべ

きものであり、ネットワークにつながる限りのモノ

に対して検知し処理し反応するためのプロセス管

理エンジンを中央で単一のものとして持つことで

ある。一方、分散されたオートメーションというアプ

ローチもあり、ルールエンジンを幾つかの端末毎

に埋め込み、個々の動作を認める考え方である。 

いずれにしても多くの場合、Ambient computing

が、より強力となったインテリジェンスに洗練され

た活用の道を与えることになる 5。そしてアプリケ

ーションや可視化の仕組みが人間に従来と異な

る活動を促すことに成功している。「第2の機械時

代」は我々の目の前までやってきている。我々は、

今何が起きているのか常日頃から注意し記録し

続けることから解放されるだろう。しかし、機械に

よる自動化は、それを可能としてくれているに過

ぎない。真の革新は、それがビジネス上のもので

あれ生活上のものであれ、人々の生活をより良く

できるように、また仕事の成果が目覚しく改善で

きるように、競争の論理が変えられるように、デー

タやセンサーの組合わせや、モノ、そして人から

生み出されてくるものなのである。 
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最前線からの学び 

 
 

電気メーターからネットワークへ 

イリノイ州北部で 380 万人の顧客に電気を

供給するのが、米電力大手エクセロンの一

企業である ComEd 社だ 6。現在、陳腐化し

たインフラを刷新し 2018 年までに全顧客に

スマートメーターを導入する 26億ドルのプロ

ジェクトが進行中である 7。この取組みの主

たる目的は、効率性の向上、さらには顧客に

エネルギー消費量とコストを知ってもらい自

らの利用に反映してもらうためのツールを提

供することにある。AMI（advanced meter 

infrastructure）と呼ぶこの新たなメーターは、

盗電や使われていないメーターでの電力消

費を減らし、見積りによって行っていた請求

件数を減らし、人手によるメーター点検の必

要性を減らすものだ。効率性が大きく改善さ

れることになりそうである。現にシカゴ南部に

おいては、AMI による使用量報告の占める

割合が既に 98％に到達している。昨年、

ComEd 社はこのスマートメーター計画の推

進についてイリノイ州通商委員会からお墨付

きを得られ、計画より 3 年前倒しで完了見通

しとなったものだ 8。 

スマートグリッドの取組みは、ComEd 社全

体のインフラ保守能力をも強化する。変圧器、

フィーダー、メーターの状況をリアルタイムで

確認可能となれば、同社は発生するインシ

デントに対し効率的に対処できるようになる

だろう。さらに、現場技術者、作業従事者、

場合によっては顧客も含めたコミュニケーシ

ョンを実現し改善するための仕組みも用意さ

れている。アナリティクスは、イベント処理レ

イヤの頂点に構成されており、同社の

Ambient computingプラットフォームの中心

的な部分を成す。セキュリティおよびプライ

バシー保護への対応についても、同社から

各メーターへのリモートアクセスを提供する

ことによって不正な攻撃からの防御が図られ

ている。 

ComEd社は更に、新たなサービスを開発中

だ。顧客が自分自身で電力使用量（電化製

品ごとの電力コストも含む）を見られるように

するというものである。このサービスの目的

は、消費者にプロアクティブに電力消費をコ 

ントロールしてもらいつつ、電力消費のピー

ク時間帯における電力消費の効率性を向上

させることにある。 

スマートグリッドプロジェクトが進んでも、

ComEd 社の経営者は引き続き戦略的かつ

柔軟な姿勢を保っている。新たな技術の適

用を検討できるタイミングが訪れた際も、自

分たちのアプローチへ上手く取り込んでいる。

例えば、AMI のネットワークを構築する際、

同社は当時求められていたものより物理的

に高いスペックのものを用意するよう意思決

定していた。何故そのようにしたのだろうか。

活用の機会が今後も現れ続ける以上、地域

に張り巡らすネットワークに異なる用途を加

えられるようにしたかったためだ。実際 1 年

後に同社は、このネットワークを活用した新

たな LED 街路灯を試験運用して見せてい

る。 

Ambient computingは毎年進化を続けるた

め、ComEd 社の経営者たちは、今後現れる

新たな技術革新、機器、機会を活用できるよ

う、様々なオプションや新たなスマートグリッ

ドシステムを可能な限り柔軟に取り入れられ

るよう、弛まぬ努力を続けている。 

何と気が利く、我が家よ 

Nest Lab 社で製造に携わるメンバーは誰も

が、製品にセンサーを埋め込んでいるのは

目的を達成するための手段であって、目的

そのものでないということを肝に銘じている。

彼らのビジョンは「気が利く家（conscious 

home）」というものであり、その言葉で強調さ

れるのは、快適性、安全性、そしてエネルギ

ー節約といった価値観だ。広い意味での IoT

の関連製品が技術面に焦点を合わせている

のに対し、Nest 社のプロダクトマーケティン

グ部長の Maxime Veron氏は次の通り語っ

ている。「ネットワークにつながっているという

ことだけでは、製品は少しも良いものにはな

らない。」 

この点を表す良い例が、Nest Learning 

Thermostatという次世代型の壁掛け式温度

調節機だ。ここには、人感知センサー、自己

学習機能、クラウドベースのアナリティクス、 
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保有者のスケジュール学習機能が組み込ま

れている。同社では、カスタマエクスペリエン

スをユーザが機器を据え付けようとする時点

に始まると捉え、使い勝手にこだわって設計

している。このサーモスタットの接続線はは

め込むだけのコネクタ形式となっており、簡

単に作業を終えられるように大工仕事はす

べて完了してユニットに収まった状態で出荷

されている。そして元の調節パネルを簡単に

外せるよう、複数種のヘッドを持つドライバま

でセットになっている、といった具合だ。そし

てこのサーモスタットが動き始めるとユーザ

は Ambient computing としての品質にはっ

とさせられることになる。センサーから多種

多様な情報を得ていること、ユーザの習慣か

ら自己学習していることだけでなく、手動設

定機能さえもがユーザの目には触れにくくな

っているのだ。Veron 氏は「ユーザにプログ

ラムしてもらう必要のあるものは提供したくな

かった」と語っている。 

Nest Labs 社は常に、個々のデバイスだけ

ではなく、より広範なプラットフォームやサー

ビスを見据えている。同社は既にパートナー

プログラムを立ち上げ、サードパーティ製品

がNest製品と連携することを可能としている。

ゴールは、ユーザの振舞いや嗜好を学習し、

それに反応するための直感的な方法を作り

出すことにあるのだ。例えば、毎晩の帰宅途

中、ある地点を過ぎると室温を下げておくよ

う自動的に車がサーモスタットへ知らせる。

家に入ったそのとき既に快適な温度になって

いるが、一日中点けたままにするような無駄

はしていないというわけだ。Nest Lab社の 2

番目の製品Nest Protectは、ユーザがNest

のサーモスタットでガス暖房を利用している

場合にアラームをモバイル機器に送信でき

る煙／CO（一酸化炭素）の感知器で、暖房

をオフにしたり、同社の Dropcam というビデ

オカメラへ検知時点の室内画像を連携したり

することができる。 

これらシナリオは、接続性や互換性を実現し

ているだけでなく、アナリティクスや高度なオ

ーケストレーションを行い、洗練されながらも

シンプルなユーザ体験を重視する取組みを

行っているのがポイントである。Nest Labs

社は 2014年に Google社に買収されたが、

引き続き大半のサービス開発を社内で行い、

同じ基準を適用し、ハードウエア・ソフトウエ

ア・外部データ・センサー・アプリケーション開 

発まで徹頭徹尾これまでのデザインプロセス

にこだわり続けている。これが、我が家は気

が利く、と顧客に最も強く体感してもらえる結

果につながると信じているからだ。 

さらば駐車場ツアー 

誰もが駐車場探しで不快な思いをした場合

には、以後その地域を避け、駐車場ツアー

の必要ないレストランや店舗を選ぶことだろ

う。そして、駐車できた場合の料金の支払先

はパーキングメーターを管理する自治体で

あったり駐車場を管理する個々のオーナー

であったりするため、ドライバの感じるストレ

ス、アイドリングによる排ガスの影響、駐車

場を提供できなかったことによる機会損失と

いった広い視野での管理は、実態として適正

に行われていないか、完全に見落とされてい

る。Streetline 社のサービスに目を向けてみ

よう。同社はサンフランシスコのベイエリアに

拠点を構え、ネットワークやリアルタイムデー

タ処理技術、アプリケーションの提供を通じ、

駐車に関連する課題の解決に取組んでい

る。 

Streetline社のアプローチは 3つのレイヤか

ら構成される。第一に、新たな場所へこのプ

ラットフォームを導入する際には、同社が

個々の駐車スペース毎に空車か否かを検知

するセンサーを埋め込んでいく。第二はミド

ルウエアレベルの学習性を持ったプラットフ

ォームで、センサーから集められたリアルタ

イムおよび過去のデータを元に、駐車イベン

トの有効性（本当に車の到着や出発があっ

たのか）を判定して各スペースの最新状況を

バックエンドシステムへ送信するというもの

だ。この過程にあるエンジンが、駐車スペー

ス上の空き缶や、一瞬スペースに入っただ

けの車といったようなデータを排除してくれて

いる。第三はアプリケーションレイヤであり、

多様なモバイル、Web ベースのツールで、

最新の駐車状況データを分単位で、ドライバ、

関連ビジネスのオーナー、駐車場の管理者、

駐車取締監視員へ届けるというものである。 

Streetline’s Parker™というアプリでは、ドラ

イバを空いている駐車スペースへ誘導し、移

動時間・距離の短縮とドライバのストレスの

軽減を図っている。モバイル決済サービスと

の連携によって、このアプリはオンラインから

パーキングメーターを“フィード”することも可 
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能だ。ドライバは精算機を探して行ったり来

たりする必要もない。更に、ドライバは離れ

たところから駐車時間を追加することが出来

て、違反切符を切られてしまう恐れも回避す

ることができる。次に、ParkerMap™は、地域

の店舗や企業が駐車スペースの地図を作る

ことを可能とする。そこでは、駐車の可否、駐

車時間単位、単位あたり料金を表示させるこ

とができる。ParkerData™の空車状況 APIを

利用すれば、町は周囲に配置した標識へ空

車状況を表示させることも可能だ。 

これらのアプリケーションの効果が組合わせ

られ、ドライバはより早く駐車場を見つけられ、

また駐車場の回転率も向上するようになる。

これまで車から降りられていなかった潜在的

なお客が車から降りて地域を巡り歩き店舗

の売り上げにつながるわけだ。実際、

Streetline社のサービスを採用した街の一つ

では、スマート駐車システムの導入後、消費

税額ベースで 12％増という地域経済の活性

化をもたらしたことが明らかにされている 9。

さらに、このシステムを導入した地域で駐車

場を保有する自治体や大学、店舗は、駐車

場の使用状況だけでなく、利用者のトレンド

や最適な駐車料金の提案といった情報提供

を受けられる。行政側も同様の情報を入手

可能で、監視・取締り実施の効率性や生産

性が実に 150％も改善されている 10。 
Streetline社の製品は、全世界 40の地域で

導入され、新たな活用方法や提携、APIのビ

ジネスモデル化のペースを速められるよう検

討が進められているところだ。ごく一例を挙

げれば、地表音や騒音レベル、空気の質、

水圧、などの新たなタイプのデータの取得に

も取組んでいる。 

サンフランシスコの混雑した道路で、ドライバ

の生活を少しでも快適にしたいという思いで

始まったこの事業は、急速に、スマートシティ

や世界の IoTの地盤へと進化しつつある。 

製造からプラットフォーム構築へ 

独 Bosch グループは、今後起きる破壊的な

技術革新とそのビジネス上の潜在的な可能

性を認識しているようだ。世界有数の製造 

業として、同社は一般消費者向けの商品か

ら産業向け機器類まで多様な品目を製造し

ている。製品には Ambient computingの仕

組みが含まれており、2014年にはMEMSと

いうセンサーが延べ凡そ 10億個も組み込ま

れて出荷されている。以前から IoTの潜在的

な力を認識し、企業のビジョンの一つとして、

350 以上もの部門に跨って、製品に相互接

続性やインテリジェンスを埋め込む取組みを

続けてきていたのだ。 

2008 年、同グループは Bosch Software 

Innovations（Bosch SI）社を立ち上げていた。

産業の現場における IoT や Ambient 

computingによるソリューションを開拓するこ

とを使命としていた。Bosch SI アメリカ CTO

の Troy Foster氏はこの使命を次のように表

現する。「我々はこれまでの 130 年にわたる

製造経験を、接続性の拡がりに活かそうとし

ているのだ。」Bosch SI 社は、企業向けソフ

トウエアの観点から、機器の先にあるものを

見据え、データから価値を引き出せるような

ビジネスインテリジェンスやプロセス、意思決

定支援の類を可能としようとした。 

この目的を達成するため、Bosh SI社の IoT

プラットフォームは主に次の 4 つのレイヤか

ら構成されている。機械のレイヤ、プロセス

管理のレイヤ、業務ルールのレイヤ、そして

アナリティクスのエンジンである。この IoT シ

ステムは将来のセンサーの増加に応じたデ

ータ量の変化に対応し切れるよう設計されて

いる。設定や条件に応じたアクションも、将

来の進化に併せて変更が可能となってい

る。 

例えば、Bosch SI 社は現在予防保守ソリュ

ーションを開発している。このソリューション

は、産業機器に埋め込まれたセンサーでパ

フォーマンスデータを収集･分析するものだ。

ゴールは、機器の故障を事前に検知し、顕

在化していない問題点に対して適切に保守

を行うところにある。工場の生産ラインが停

止したり、遠隔地にある機器類に故障が発

生した場合、復旧に必要なコストはあっとい

う間に膨れ上がっていくものだ。インシデント

を未然に防ぐことが顧客にとっても大きくコス

トを削減することにつながる。 
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もう一例として、工場設備から自動販売機に

いたるまで、販売後の機器の状態の可視化

を図ったことが挙げられる。Bosch SI社は自

動車業界やそのサプライヤに対しても支援

を行っている。このためには、例えばトランス

ミッションシステムがどのように稼動している

か、といったことを理解するため、実際に動

いている車からデータを収集する必要がある。

従来こういったデータが得られるのは、車が

点検保守に入ってる間のみだった。しかし今

は、センサーがデータを直接製造元へ送信

してくれる。同様の技術を活かして、Bosch

は保険会社に対して、商品モデルを旧来の 

リスク見積りに基づくものから使用量ベース

のものへ移行する支援を行っているところ

だ。 

IoT は、既存製品を改善したり製造現場を効

率化したりするだけでなく、新たなビジネスモ

デルを可能としている。Foster 氏は次のよう

に述べた。「我々は、スマートホーム、マイク

ログリッド、使用量ベースの自動車保険など、

異なるものを組合わせることを狙ってきた。

これまで非現実的だとかコストがかかりすぎ

ると思われてきた多くの新たなビジネスアイ

ディア、ビジネスモデルが、今 IoT の進歩に

よって実現可能となってきている。」 
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Richard Soley, PhD 
Chairman and CEO, Object Management Group 
Executive director, Industrial Internet Consortium 

 

世界最大の技術標準化団体である Object 

Management Groupの責任者として、IoT（モノのイ

ンターネット）に関する技術標準はいつ確立される

か、という質問をよく受ける
11
。この質問は、一般家

庭やビジネスなど社会全体で急増する様々なセン

サーや装置、接続デバイスの相互運用を容易にす

るための言語がいつ現れるか、と言い換えることが

できる。 

IoT 標準の開発における問題として、簡単なもので

は、オブジェクトからオブジェクトへのビット、バイトデ

ータのやり取りが挙げられるが、このほとんどは既

存のプロトコルやテクノロジーによって解決すること

ができる。一方、扱いが難しいものでは、セマンティ

クスに関わる問題が挙げられる。この問題の解決に

は、共有される情報や生成される要求の意味、条件

についてあらゆる関係者から合意を得る必要がある。

そのため、我々は各業界と処理領域ごとに協議を

進めているところであり、範囲を限定したユースケー

ス、つまり、実際に起こる問題のアクター数を絞った

検証を行うことで、具体的な成果を出しつつある。 

こうした基本的アプローチ－即ち、何が機能し、何が

機能しないかを明らかにするためのテスト環境のプ

ロトタイプを構築するために、業界関係者、システム

インテグレーター、起業家、学会関係者、各ベンダ

の連携を促す取組み－はまさに Industrial Internet 

Consortium（IIC）が設立された所以である
12
。IIC

は、より注目度の高いシナリオには、エコシステム

へ参加者を巻き込み、ビジネスモデルを根底から変

える力があると考えてきた。 

例えば、今日の自動車は、それ自体は IoT のソリュ

ーションではない。むしろ、ドライバに代わる自己完

結型の自律システムである。しかしながら、もし、他

の自動車や道路センサーと連携したり、分析やオー

ケストレーション、イベント処理などの Ambient 

Computing サービスを利用するなどし、走行ルート

や運転動作の動的な最適化が可能になったとする

と、自動車は IoT普及の立役者となるだろう。 

自動車が相互連携した場合の影響は、タクシードラ

イバや通勤・通学者のみならず、物流や貨物輸送な

ど広範に及ぶだろう。例えば、今日生産される食料

品のおよそ三分の一は、産地から食卓に輸送され

る途中で廃棄されている
13
。我々は、作物の収穫ス

ケジュールや食料品店の在庫レベル、顧客の購買 

傾向の既存データを統合、分析し、より需要に適し

た供給を分析することで、持続可能性を飛躍的に高

めることができるかもしれない。 

私にとって最も興味深いのは、保守をテーマとする

例である。IoT を用いれば、ジェットエンジンや医療

機器、物流システムなどの稼働機器に発生するあら

ゆる事象を計測・監視することで、予期せぬメンテナ

ンスコストの削減、あるいは、排除までもが可能にな

るかもしれない。エンジニアは、機械やシステムの

故障に対して事後的な対応を迫られるのではなく、

完全な機能不全に陥る前に前以て予防措置

を取ることができるようになる。企業は失敗

することなくシステムを導入できるように

なる。産業へのインパクトを想像して

みて欲しい。定期補充や定期交換に

より成り立っているビジネスモデル

は全面的な見直しを迫られることに

なる。保守することが目的ではなく

なり、保守することで得られる結果

に目が向けられたとき、スペアパー

ツメーカーやリペアサービス事業者

は完全に姿を消すことになるかもし

れない。波及効果の可能性は驚異

的である。 

将来像に描く相互接続性が実現した時、

サプライチェーンの各ステップは誰が握る

ことになるだろうか。End-to-end のコントロー

ルは絶大な好機をもたらす可能性があるが、その

実現は極めて難しい。IoT が発展すれば、1980 年

代から 1990 年代に起こったような、新しいサプライ

チェーンへの統合化の動きが見られるかもしれない。

サプライチェーンを完全に掌握している企業は存在

しないが、どの企業も、どの様にすればサプライチェ

ーン情報の共有と安全性を両立し、関係する事業

者間で便益を享受できるのか、ということに興味を

持っている。 

今、IoT 投資について企業にアドバイスできることは、

待っていてはいけない、ということである。プロトタイ

プを試行し、標準を作り上げるために、協力を始め

るべきである。そしてそれらが用意されれば、IoT 施

策はビジネスモデルを根底から揺さぶるほどの絶大

な効果を発揮するだろう。我々はどうすべきか正確

には分からないが、これだけは分かっている。IoT

から目を逸らすことは出来ない。 

私の見解 
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I 

サイバーリスクの視点から 

 oT を実現するためには、論理的および物理的なレイヤが互いにシームレスに機能していることが求められ

る。センサー、コミュニケーションチップ、ネットワークは単なる序章に過ぎない。Ambient computingによっ

てもたらされるサービスには、更なるレイヤが追加される：それらは、統合、調和、アナリティクス、イベントプ

ロセッシング、そしてルールエンジンである。 

更に、ビジネスレイヤも忘れてはならない。人間とプロセスの両輪があってこそ、ビジネスシナリオが初めて生

かされるのである。それぞれのレイヤの間には継ぎ目があり、個々のレイヤおよび継ぎ目において、サイバー

セキュリティのリスクが存在するのである。 

より明白なサイバーセキュリティへの影響の一つは、潜在的な脆弱性の飛躍的な拡大であり、その様な脆弱

性は、過去にネットワーク接続が失われていたり、インテリジェンスを埋め込んだりしたオブジェクト内に存在

するのである。例えば、機械、設備、貨物、従業員などは複数のセンサーやシグナルを有する可能性があり、

それらは全て不正アクセスをされる可能性を秘めている。CIO は IT 環境にそれらを配置する前にサイバー環

境を熟考することで、アセットを安全に保つべきである。理想的には、こういったセキュリティは製造および輸

送プロセスの内部で適切に確保されていることが望ましい。そうなっていない場合、デバイスを安全な状態に

保つには、リスキーで破壊する可能性もある補強や修正が必要となる。互いにつながっているデバイスへの

物理的アクセスが担保されることが困難であるという事実から、このような予防処置は非常に複雑なものとな

る可能性があり、新しい種類の脅威が入り込む余地を残すことになる。さらに、機械が組織やその顧客の意

図や嗜好に反して有害な行動を起こさせないように、IT リーダーは Ambient computing のシナリオがシグナ

ル検知からアクチュエーションへと移行する際に、細心の注意を払うべきである。ここでいうアクチュエーション

とは、企業に代わり、デバイスが自動的に意思決定し、行動に移す状態のことを指す。 

Ambient computing を安全なものにするためには、受動的にルールやポリシーへ従うだけでなく主体的なリ

スクマネジメントへ移行する必要がある。予測可能な行動の基準に対して継続的に活動を計測することは、レ

イヤ間あるいは継ぎ目における可視性を提供することによって、異常値の発見に寄与してくれる。ある建設現

場の装置を例とした場合、この装置の一部が接続された環境にあるとき、その装置は、その装置の位置情報、

稼動時間、平均速度、装置からレポートされるデータの種類など、非常に多くの期待される行動群をもってい

る。これらの予測範囲から外れたものを発見することで、幅広いレスポンスを引き出すことが可能となる。例え

ば、問題を引き起こしそうな事象をログに取ること、装置の動作を停止させる信号を送ることなどである。 

セキュリティ標準は時間を掛けて策定されていくだろう。しかし短期的にはその有効性はWeb関連においての

みだと捉えておいたほうが良い。今日のネットワークで物理的・論理的コンポーネントにわたってアクセス制御

や監視がされているように、Ambient computing でも、レイヤを跨った連携ポイントを重点的に制御するなど

の、よりエレガントなセキュリティ手法が最終的には生まれてくるかもしれない。 

その一方で、行動などのトラッキング、データの所有権、高度な分析による二次的データの作成などのプライ

バシーに関する懸念は残ったままだ。さらに、まだ解決されていない法的な義務に関する懸念も多く存在する。

例えば、自動走行をする自動車が事故を起こした場合、誰の責任となるのだろうか。そのデバイスの製造元だ

ろうか。アルゴリズムを制作した人物だろうか。あるいは、人間の「オペレーター」だろうか。進歩が遅くなるの

は正しいことではないが、透明性を確保しておくことは絶対に必要である。それと同時に、企業や規則を作る

機関は、安全で世の中に受け入れられる形で未来の Ambient computing を創造するための土台を作らねば

ならない。 

最後に、フィードバックを得るための高度なデザインとエンジニアリングは、人間が機械とより良い形でやり取

りをするために、また機械も同様に人間とスムーズにやり取りをするために、必須となるだろう。Ambient 

system のパフォーマンスと信頼性をモニタリングすることは、しばらくは続く課題であり、そこには 3 つの要素

が必要となる。1つは人間と機械がより密接に関わるインターフェイスのデザイン、2つ目は効果的な自動化ア

ルゴリズムの実装、そして 3 つ目は、人間と機械の協業パフォーマンスを増加させるための効果的な意思決

定支援の仕組みである。これらはハイブリッド（人間の観点とテクニカルな観点）に安全で、慎重で、かつ障害

に強いという特性を備えている必要がある。 
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A 

 

始め方 

 

mbient Computing の可能性は、今改めて 

問われるものではない。最近の研究結果に

よれば、75％の経営者は IoT に関するイニ

シアチブを推進中とのことだ 14。企業やアナリスト

たちは、そのチャンスを得ようとして鼻息が荒くな

っている。 

Gartner 社は次のように予測している。「2020 年

までには、全世界で 260億個超の IoT端末・セン

サーが使われる。企業は今後、インテリジェンス

の無い商品を製造したり、企業システムと連携し

ないモバイルを導入したりすることは無くなってい

くであろう。」15
 

またAmbient Computingの経済効果については

次のような予言もある。「2020年までにおよそ7.1

兆ドル」16、「続く 20年間で 15兆ドル」17、「うち実

に14兆ドルが2022年までに生まれる。」18しかし

ながら、まだ見えない潜在的な力に対して企画を

具体化し投資していくことには、非常に高いハー

ドルがある。 

先行して導入を試みた企業がこれまでに得た 7

つの教訓を紹介しよう。 

 バラバラの方向へ動かないよう注意する 

Ambient computing による影響力のあるユ

ースケースは、組織の垣根を跨ぐものとなり

がちであろう。例えば、小売で「未来の商店」

というイニシアチブがあった場合、店舗管理、

商取引、在庫管理、物流センター、オンライ

ン取引、マーケティングといった各関連部署

に跨り、意思決定者を交えて社内政治上・フ

ァイナンス上の調整を行う必要がある。市場

には丁度あてはまるソリューションが無いた

め、各部門がそれぞれの利害関係に従って

動いてしまう結果、大きくコストが重複したり

しながら効果が限定的になってしまうことに

気をつけなければならない。 

 目的・課題を明確化する 

事業視点で達成したい効果を最初に具体的

に固めておくと、つなぐべきモノが何か、どの

ようなレベルのインテリジェンスや自動化が

必要か、といったスコープ定義が進めやすく

なる。“Shiny object syndrome”から抜け出

し、空想的な想いを巡らし続けることをやめ、

具体的な効果を見定めるべきである。 

 ユーザ第一で考える 

ソリューションの多くの部分が自動化されて

いるとしても、サービスのビジョンやデザイン、

具体的な導入、継続的な保守の計画は、ユ

ーザビリティの観点で策定される必要がある。

企画の際には、登場人物とプロセスマップを

用意して一気通貫でユーザエクスペリエンス

を確かめるべきだ。そこでは、どのように埋

め込み機器が動作し、人は自動化されたレ

イヤへどのように関与するのかが明らかにさ

れなければならない。 

 視野を広く持つ 

接続されていなかったものを接続しようとす

ると、コストを増加させ、業務プロセスにも影

響し、技術的な課題をもたらす恐れもある。

これらを解消するための種蒔きをいかに行う

か、将来展開された際の収穫をどのように得

るか、良く考えるべきである。例えば、コスト

は自部門が単独で負うべきか、それともイン

ダストリーやエコシステムへ分散できるか、

一部を消費者に転嫁できるか、という論点で

ある。事業のアイディアは必要なものだが、

ゆくゆくは創造性の敵となってくるものなの

だ。 

 最新ネットワーク技術を考慮する 

モノに注目するあまり、ネットワーク接続の重

要性を決して見落としてはならない。

Forrester社は次の通り強調している。「今の

無線通信やプロトコルの技術には多くのもの

があり、携帯電話、Wi-Fi、Bluetooth LE、

ZigBee、Z-Wave、といった様々なものだ」
19。 

計画には IPv6 の適用も織り込まれるべきだ
20。来る 10 年間で IPv4 のアドレスが枯渇し

ながら、同じ期間で増加するインターネットベ

ースの機器が数十億個ともいわれるため、

必須として認識すべきである。 

 業界標準を最大限活用する 

業界標準が存在すると、企業間の協働や相

互互換的なエコシステムが生まれやすくなる。 

今後も IoTの互換性やコミュニケーション、セ

キュリティに関する標準が進化し、数々の行

政機関、産業、ベンダが連携してこのような

異質なものの集合体に生じがちな課題の解

決に取組み続けることが期待される。 
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直近の 2 年間で、AllSeen Alliance や

Industrial Internet Consortium 、 Open 

Interconnect Consortium、Thread Groupと

いった IoT 標準策定に携わる幾つかの団体

が結成されている 21。策定される標準の中

から基礎となる標準の確立を待ちつつ、これ

を積極的に活用することが重要になる。すべ

ての標準が最終化され公のものとなるまで

投資を控えるべきではない。自らの事業に影

響があると思われた範囲では、寧ろ積極的

に IoT 技術に取組んで標準の形成を後押し

する位のほうが良いだろう。 

 全社を挙げて取組む 

多くの企業が、職場で新たな端末を導入し監

視しセキュアな状態に置くかという点で、いま

だにスマートフォンやタブレットの導入で格闘

を行っている。このような課題は、Ambient 

computing で一層激化することになる。絶え

ず変化し増加するネットワーク接続機器や複

雑化していくプラットフォームやOSの組合わ

せを整理し、在庫を整え、利用ポリシーを策

定し、監視するといった作業に、部外の協力

を得られないか一度検討してみるべきだ。 
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A 
要点 

mbient Computing を、単なるモバイル技術の延長であるとか、スマートフォンやタブレット、

ウェアラブルデバイスを先行して活用しただけの結果として捉えてはならない。これらのケ

ースは、先例のない発想によって、ビジネスにおける真の価値を技術や機能から引き出し

たものなのだ。 

Ambient Computingは、これまで余り日の目を見てこなかった端末やパーツに、相互接続性や

インテリジェンスを加えるものに過ぎないため、今見えている業務や課題に注目して改善機会を

探すアプローチが採用されやすい。しかしそのようにしていては、限りない可能性や、小売・製

造・衣料・公共など各産業のビジネスモデルに与えるインパクトが、将来大きな困難として降りか

かってくるであろう。 

だが、この危機を乗り越えることは可能である。これまでの事例によれば、価値というものは、効

率性やイノベーション、コストと売上とのバランスの何れかに見出されるものだ。従って、今日の

経営者は、解決すべき経営課題を識別し、価値を定量的に見極め、真の破壊と創造に向け新た

な「機械時代」を興す気概を持ってこのテーマに取組まなければならない。ビッグデータや IoT と

は何かという議論を、Ambient Computingによって何ができるのかという議論へ昇華させる必

要があるのだ。 
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M 

Dimensional marketing 
ディメンショナルマーケティング 

デジタル時代における新しいルール 

 

 
 
 

BA のテキストによると、マーケティングは

「ターゲット市場の選定、優れた顧客価値の

創造・提供・コミュニケーションを通じた顧客

維持・育成を行うための芸術と科学である」1 とさ

れている。この本質は今後も変わらないであろう。

しかし、過去 5 年で顧客・デジタルマーケティング

テクノロジーが急速に融合したことにより、マーケ

ティングは大きな進化を遂げた。企業はかつてな

いデータ量を扱えるようになり、顧客はオフライ

ン・オンラインに関わらず様々なタッチポイントや

チャネルを通じて行動できるようになった。そして、

顧客の声はソーシャルエンゲージメントへと進化

した。（※ソーシャルエンゲージメントとは、顧客が

企業活動に参加し、協働する相互関係を意味す

る。） 

こうした進化は、様々な面で顧客の期待を拡大さ

せた。企業はマスマーケットに対してマーケティン

グを行うことが困難になり、個人やソーシャルネッ

トワークに対してマーケティングを行うようになり

つつある。実際にマーケティングは、顧客への一

方向的なメッセージの伝達から、対話によって顧

客とつながりを持つことに変化している。そして、

その対話において企業は、個人の要望を予測し、

迅速に対応できるよう準備している。世界中のど

んな企業であっても、顧客の興味を通じて、また 

顧客との関係に基づいて、今まで以上に顧客と

深いつながりを持つことができる。また、顧客は、

B2C・B2B 企業に関わらず、それが当たり前のこ

とと思っている。 

CMOとCIOにとってこれらのことは何を意味する

のだろうか。まず、CMO と CIO は、少なくとも従

来のマーケティング手段が今までと同じように機

能しないことを理解する必要がある。次に、マー

ケティング部門を顧客とのエンゲージメントやコネ

クティビティに重点を置く組織へと変革する必要

がある。つまり、顧客の嗜好や行動、購買履歴に

基づいて個人を識別し、その個人にとって最適な

情報を提供することを目的とした組織へと変革し

なければならない。 

同時に、マーケティングを支援する部門について

も、新しいテクノロジーを活用してデータとアナリ

ティクスに基づいたキャンペーンやコンテンツを素

早く実行・作成し、自動化を実現できる組織へと

変革する必要がある。デジタル化時代におけるこ

れらの新しいディメンション（エンゲージメント、コ

ネクティビティ、データ、テクノロジー）は、新しいマ

ーケティングの先導役となっており、これらを用い

たマーケティングをディメンショナルマーケティン

グと呼んでいる。 

 

マーケティングは過去 5年間において大きな進化を遂げた。デジタル化に伴い顧客の思考

や行動は変化し、顧客と企業の関係や取引も劇的に変化した。 

その変化の中、マーケティングオートメーション・次世代オムニチャネル化・コンテンツ開発・

顧客分析・新しい商取引の施策などを実現するために、CMOや CIOはテクノロジーへの

投資を行っている。マーケティングの新しいビジョンは、こうしたテクノロジーへの投資によ

って形作られている。 

現在のマーケティングは、顧客エンゲージメント、顧客とのコネクティビティ（つながり）、デ

ータ、テクノロジーといったディメンションにおける新しい挑戦に直面している。 
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4つのディメンション 

マーケティングの 4P（product, price, promotion 

and place）のような概念は、従来、マーケティン

グ戦略の基礎的な要素として役立ってきた。しか

し、これからのディメンショナルマーケティングの

時代においては、企業は自社独自のマーケティン

グミックスに 4 つの新しいディメンション（エンゲー

ジメント、コネクティビティ、データ、テクノロジー）

を加えるべきである。そして、4 つのディメンション

をどのように統合し相関関係を持たせるのか、と

いうコンセプトの設定が重要となる。 

エクスペリエンスが全て： 

エンゲージメントの変革 

アメリカ人の86％以上がインターネットにアクセス

しており 2、その中の 58％がスマートフォンを持ち、

42％はタブレットを持っている 3。消費者は商品を

探す際、また様々なチャネルを通じて買い物をす

る際に、新しいテクノロジーを活用している。イン

ターネットを利用している消費者は、地理的要因

や店の開店時間に左右されることなく商品を購入

することができるのである。どのような仕組みを設

け、どのように機能させるのか、それらの仕組み

と機能のバランスの上に消費者の経験は成り立

っている。消費者は、最適な方法で、且つ最適な

表現で情報を受け取ることにより、個人に合った

経験をすべきである。これは、企業がただ情報を

提供するだけの時代から、デモグラフィック情報

や顧客セグメントに基づいて情報提供を行う時代

への変化といえるだろう。企業は消費者個人に関

する深く詳細な知見を持っており、個人に合わせ

た情報を提供すことができる。それを通じて消費

者個人は複数のチャネルにアクセスできることも

また重要である。Gartner の 2014 Hype Cycle 

for Web Computingは、「ビッグデータの活用事

例の大部分はカスタマエクスペリエンスに集中し

ている。企業はカスタマエクスペリエンスをパーソ

ナライズ化するために、個人についての広範な情

報を利用し、顧客とのより深い関係を創り、著しい

収益向上を図っている。」4 と述べている。全ての

チャネルにおける、ブランド、キャンペーン、商品、

セールス、サービスそしてサポートが、カスタマエ

クスペリエンスに影響を与える。カスタマエクスペ

リエンスと優れたビジネスデザインは、ビジネスと

IT における相互作用や新たなスキルセット、デリ

バリモデルを必要とするソリューションの基礎とな

る。そして、キャンペーン、セールス、サービス、

サプライチェーン、CRMなどのシステムがシーム 

レスに統合するためには、コンテンツ管理とデジ

タルアクセス管理が不可欠である。 

企業と顧客の関係： 

コネクティビティ（つながり）の変革 
消費者への一方向的なコミュニケーションは過去

のものとなった。マーケティング担当者は、個々

の顧客に対する深い理解を通じ、効果的で持続

的な関係を構築すべきである。そうした関係は、

顧客のロイヤリティを促進し、コミュニティを構築し、

人々に影響を与える人々を増やすだろう。ただ、

そのような効果的で持続的な関係においても、対

話を行うことは必要である。オムニチャネルから、

チャネル横断のオムニディレクショナルコミュニケ

ーション（次世代オムニチャネル）への変化は、コ

ミュニティや個人に対してさらなる段階のエンゲー

ジメントを創る機会を与えるだろう。eBayより委託

された Deloitte の最近の研究によれば、顧客の

購買プロセスのあらゆる段階において、様々なチ

ャネルを幅広く提供し、各々のチャネルで顧客に

サービス（情報）提供することにより、顧客のロイ

ヤリティを促進し、ブランド認知度を向上させてい

ることが分かった。この研究では、店舗と ECサイ

トのチャネルに跨って存在感を持つ大手小売企

業が、商品の認知度向上、マーケットシェアの拡

大、売上シェアを競合他社から奪うことを目的に、

EC サイトのセールで人を引き付け、急成長する

チャネルの獲得に成功したことも分かっている 5。

ソーシャルテクノロジー（ブログや SNS、コミュニ

ティなど、インターネット上で不特定多数の人々が

情報を発信したり、共有したりする仕組み）及び

現実世界でのソーシャル活動は、顧客に関連す

るコンテンツを顧客自身の表現や言葉で提供す

ることにより、顧客からの情報発信を活発にする

ことや顧客の関心を維持することまたは高めるこ

とに、重要な役割を果たしている 6。 

目標となるインテリジェンス： 

インフォメーション変革 

企業が優良顧客・セールス・商品に関する洞察を

得るためには、膨大なデータのアナリティクスが

必要である。Gartner の Hype Cycle for Digital 

Marketing は、「データドリブンマーケティングに

関連する広告のほとんどは正しいことを伝えてい

る。データドリブンマーケティングは、企業の目標

に基づいた測定基準ではなく、信頼性に優れた

多くの測定基準を提供する。そのため、マーケテ

ィング担当者はより良く、より速く、費用対効果に

優れたマーケティングを行えるようになる。」7 と述

べている。 
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また、Teradata の最近の調査では、マーケティン

グ担当者のうち 45％がマーケティング部門の資

産であるデータを十分活用できていないと回答し、

78％のマーケティング担当者は、データドリブン

マーケティングをしなければならないことに躊躇し

ていると回答していることが分かった 8。データドリ

ブンマーケティングがもたらす情報は、データを利

用・解析するために複数の方法を提供し、メッセ

ージが正しく伝達されたことを確認するとともに、

実際の業績を測定するための技術的な手段を企

業に与えてくれる。また、顧客ライフサイクル全体

におけるより適切なターゲティングやビジビリティ

（可視化）を可能とし、個人もしくは広範なセグメン

トのターゲット把握が必要なキャンペーンの自動

化や WEB 広告の入札管理システムなどの分野

において、ツールの活用が促進されるだろう。 

マルチディメンショナルなチャネル構成： 

テクノロジーの変革 
チャネルや顧客とのタッチポイントは常に増加し

続けている。マーケティング担当者は全てのチャ

ネルにおいて一貫性のあるカスタマエクスペリエ

ンスを提供するためのマーケティングプラットフォ

ームやアーキテクチャを管理する必要がある。マ

ーケティングは、一方向的なコミュニケーション（1

対多数）から、双方向的なコミュニケーション（1対

1）に進化し、さらにデジタルコミュニケーション（多

数対多数。デジタルテクノロジーの進化による顧

客と企業の協働関係。）へと進化した。それにも

関わらず、多くの企業のケイパビリティはその企

業内に留まったままである。 

 

 

 
 

マーケティング変革 

従来のモデル 

従来のマーケティングは、製品中心のビジネスプロセ

スの最後に存在する独立したステップであった。ERP、

データ、アナリティクスのようなテクノロジーは、必要に

応じてマーケティングに利用されていた。 

 

新しいモデル 

現代のマーケティングは、ビジネスサイクルや製品サ

イクルの全てのステップと関連している。顧客が主役

であり、パーソナライズ化されたカスタマエクスペリエ

ンスを提供するためにエンゲージメント、コネクティビテ

ィ、データ、テクノロジーを統合する。 
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ディメンショナルマーケティングを実現するために、

慣習、顧客、デジタル、ビジネス構造は統合され

たサービスにまとまっていく。複数のデバイスとタ

ッチポイントに対応するため、統合においては時

間と手間をかけてプラットフォームを設計すること

が必要となる。そのプラットフォームにはデータ、

イメージ、ビデオおよびトランザクションを動的に

提供できるアーキテクチャが必要であり、そのア

ーキテクチャは、顧客が誰であるかだけではなく、

顧客はどこにいて、何をしていたか、次に何を欲

しがるかに基づいている必要がある。 

デジタルプラットフォームの分類 

今後、テクノロジーとアナリティクスはより重要な

役割を果たすようになるだろう。自動化、精密性、

効率性といったテクノロジーのケイパビリティを通

じてマーケティング部門の職務を代理店から取り

戻す手助けをし、ターゲット顧客や見込顧客に対

して、一人一人に適した経験を提供してくれる。

CMOは、CIO と協力し、多様な顧客タイプと顧客

の目的に応えるため、複数のチャネルに跨ってキ

ャンペーンやプロモーションを行わなければなら

ない。そのためには、デジタル資産を効果的に活

用し、データに基づいて活動を実施する必要があ

る。顧客の認知・獲得・維持は、最優先事項であ

り注意と投資が必要である 9。 

対象となるデジタル資産をセットアップし、配置し、

測定する全組織的なプラットフォームが必要であ

り、チャネル、コンテクスト、キャンペーン、コンテ

ンツは横断的に統合されるべきである。 

 チャネル： 

オフラインとオンライン、ペイドメディア（TV、

新聞などのメディア）、アーンドメディア（ブロ

グや SNS などのメディア）、オウンドメディア

（自社サイトや広報誌などのメディア）全体 

 

 コンテクスト： 

個々の行動、嗜好、ロケーション、そして 

その他の情報に基づいたコンテクスト 

（※コンテクストとは、顧客の状況、心理、 

背景など幅広い顧客の情報を意味する。） 

 キャンペーン： 

特定のタイミングで個人に合わせたサービス、

価格及びプロモーション 

 コンテンツ： 

ソーシャルメディア、ビデオ、モバイルの最適

化に重点的に取組むこと、及び企業や顧客

が作ったコンテンツ 

CIOは、金融やサプライチェーンにおけるオートメ

ーション化の潮流と同様に、マーケティングの世

界においてもテクノロジーが主導的な役割を果た

すようになることに備えるべきである。マーケティ

ングスコープの拡大により、従来のマーケティン

グで使われているシステムは大きな変化を求めら

れることになる。価格管理、在庫管理、注文管理、

そして商品の研究開発などの分野における CRM

システムや ERP システムとの統合、そしてデジタ

ルマーケティングの主戦場であるアナリティクス、

モバイル、ソーシャル、WEB といった分野で、

CIO は積極的に変革を推し進めることが期待さ

れる。これらの変革を推し進めることにより、各領

域の企業戦略に影響を与える可能性がある。

CIO は、改革において質疑応答に安住するので

はく、戦略家として、そしてカタリスト（促進する働

きをする人）として振舞う必要がある。 
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最前線からの学び 

 
 

顧客先導型の保険会社 

保険業界の競争が激化するなか、B2B の保

険会社は、より顧客中心のアプローチを行う

マーケティングを採用することによって、自社

のブランド差別化、および市場シェア拡大の

ための対策を講じている。従来の商品中心

の戦略とは対照的に、この顧客中心の戦略

は、様々なプラットフォームを跨いだ個人に

適した情報のやりとりを可能とする。そのた

め、カスタマエクスペリエンス、顧客関係、デ

ータ分析、テクノロジーなど、ディメンショナル

マーケティングの様々な点を統合する。この

顧客中心の戦略を、業界のトレンドウォッチ

ャーは、B2Bマーケティングのコンシューマラ

イゼーションと呼んでいる 10。 

保険サービスやリタイヤメントサービス（退職

年金サービスなど）についてブランドパリティ

（ブランドが混在してどれがいいか分からなく

なってしまった状態）が、ますます増えている

ことに直面したある保険会社は、市場で自社

のブランドをより差別化するために、デジタ

ルポジショニングと資産運用を改善する必要

があると判断した。その保険会社は、顧客の

ためにWEB体験のリデザインや家計状況を

診断するツール、そして新しいCRMのソリュ

ーションを開発し、商品情報についてただ伝

えるだけだったことを止め、他の顧客からの

口コミを強調して伝えることができるようにし

た。この新しい顧客中心のマーケティングツ

ールによって、リテンションが 40％増加し、ま

た、ブランドの再認と購入意思を改善するこ

とが期待されている。 

別の保険会社は、複雑であるが故に、これ

まで大手保険会社が十分なサービスを提供

できていなかった中小企業の分野において、

保険を直接販売することを検討していた。こ

の分野は、地理的要因や産業の違いに基づ

く固有のリスクと規制があり、また重要な引

受要件をアドバイスするためには高度な分

析と予測モデルが必要となり、オンライン見

積をリアルタイムに提供するには、多くの知 

識が必要とされる。この課題を念頭に、保険

会社は、複雑で長い見積もりプロセスに退屈

している顧客を逃さないために、ユーザフレ

ンドリーな WEB サイトの画面設計に取組ん

だ。最終的には、予測モデルを用い、レスポ

ンス速度に優れ、直感的に操作できるサイト

を作り上げた。顧客はこのサイトを通じて、見

積もりプロセスに加え、保険契約のカスタマ

イズ、購買、管理を簡単にそして一人で進め

ることができるようになった。 

「B2B マーケティングにおけるコンシューマラ

イゼーション」傾向の影響は、メッセージ性と

リブランディングの域を超えている。B2B 企

業は、B2C 企業のようにマーケットにアプロ

ーチする。そして、顧客企業はB2Cにおける

顧客と同じように、より密なエンゲージメント

と直感的なアプローチによる情報のやりとり

を求めてくる。このことは、とりわけ保険会社

において、顧客が複雑な金融商品に接する

際に感じるフラストレーションを削減するため

に、メッセージ性とテクノロジープラットフォー

ムを単純化、合理化、ヒューマナイズ化する

ことを意味する。 

ディメンショナルプラットフォーム 

今まで、マーケティング担当者は、他部門と

連携を取らずにどのチャネルを使うかを企画

したり、従来の測定基準に従って広告を最適

化したりする点に重点をおいて取組んできた。

例えばネットなどの below the lineとTVなど

の above the lineなどである。メディアバイイ

ングは、マーケティング担当者がオーディエ

ンス分析やセグメント設定を行うプロセス、ま

たは、多くの人に関わるようなコンテンツ、バ

ナー広告、サービスを各セグメントに対して

実行する際のプロセスへと進化した。そして、

新しいチャネルやセグメントとともに、プロセ

スの複雑さ、コンテンツの再配列の必要性は

増加している。（※メディアバイイングとは、メ

ディアの広告枠を購入することを意味する。） 
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Enter Rocket Fuel Inc.は、メディアバイイン

グとメディアの配置を自動でプログラムする

ために、AI エンジンを使ったマーケティング

プラットフォームを開発した。あらかじめ定義

された顧客セグメントとアルゴリズムは、静

的な情報に頼る代わりに、リアルタイム情報

に基づいてメディアバイイングと配置を判断

する。つまり、オーディエンス分析、キャンペ

ーンマネジメント、価格最適化、動的な予算

配分を一体化させている。 

Rocket Fuel もまた、顧客ライフサイクルに

おける企業と顧客がリンクできるチャネルを

提供している。顧客が利用するプラットフォー

ム上では、もし顧客が一日に何度も企業の

サイトを訪れるのであれば、直接カスタマサ

ービス担当者と話すことができるよう、メール

による情報提供時に限定的なバナー広告を

設置することができる。 

Rocket Fuel の副社長 John Nardone は、

「ゴールは、パーソナライズしていく事ではな

く、関係をもつことである。」と言う。消費者は、

単に自分宛の情報に反応するのではなく、

自分の生活、嗜好、欲求に関連した情報に

反応する。迷惑メール、スパム広告、どこに

でもあるバナー広告があふれる中、消費者

が誰であるか、消費者を動機付けるものは

何か、消費者個人のニーズは何か、を理解

することがこれまで以上に重要である。

Rocket Fuel のプラットフォームは、オンライ

ンとオフライン、全てのチャネルにおいて、個

人に最適化された情報でやりとりを行うため

の手助けとなっている。 

デジタルファースト 

6 年前、オーストラリア最大のテレコム事業

者である Telstra は、競争力を維持するため

に新しい戦略を必要としていた。そして、

2010年に Telstraは売上と利益の減少に直

面した。顧客が固定電話から離れたことでテ

レコム市場全体が変化した。その変化の中、

長きにわたった民営化作業を終えたこと、市

場の競争が激化したこと、そしてデジタル領

域で新たな競争企業が現れたことにより、

Telstraの内部環境と外部環境は変わった。 

Telstra Digital のエグゼクティブディレクター

Gerd Schenkelは、「Telstraは、顧客中心に

考えることを最優先事項として決定した。そ

れは、その後もずっと変わっていない。」と述 

べている。テレコム市場の変化の一つとして、

顧客が選択できるデジタルチャネルとサービ

ス オプ シ ョ ンの増加があ っ た 。 Gerd 

Schenkel はまた次のように述べている。「デ

ジタルを選択する顧客が増え続けたため、

私達は顧客にとって、価値のあるデジタルソ

リューションを提供する必要があった。」 

データ、デジタルツール、ディメンショナルマ

ーケティングの考えを応用した Telstra の多

面的なアプローチは、顧客に高品質なデジタ

ルエクスペリエンスを提供した。Telstra にと

って最初のステップは、顧客がデジタルエク

スペリエンスにおいて何を求めるかについて

もっと学ぶことであった。つまり、顧客が受入

れるかではなく、顧客が価値を感じるかどう

かという点において、どのような業務データ

を我々の気づきに変えることができるのかを

学ぶことであった。スマートフォンユーザを例

にとると、データを消費し続ける顧客に対し

て、通信料が高額になり支払困難或いは支

払不能になることを防ぐために、顧客のデー

タ使用量を分かりやすくすることが重要であ

った。デジタルチャネルを通じ、Telstra は、

料金の見込通知および個人のニーズに合わ

せたサービスを率先して顧客にアプローチす

ることができるようになった。ディメンショナル

マーケティングにより、マーケティング、販売、

サービスの間にあった従来からの境界線は

なくなり、価値ある気づきを見つけたのだ。そ

して、顧客との大抵のタッチポイントは、マー

ケティング、セールス、サービス提供の機会

をもたらした。サービスを改善することで、顧

客満足度は上昇し、売上も恐らく上昇するだ

ろう。 

顧客へのサービス領域で、Telstra は前述し

たような積極的かつデータを主軸としたアプ

ローチを取っている。企業のレガシーシステ

ムにあった顧客のサポートデータをトラッキ

ングし分析することで、Telstra は、顧客が頻

繁に請求や似通った問合せに対するサポー

トを必要とすることを発見した。 

Telstra は、現在そして将来期待されるカスタ

マエクスペリエンスを定期的に測定し、課題

を解決することで、顧客に対して積極的にコ

ンタクトしている。販売において Telstra は、

ウェブサイトを使っている顧客に対し、その

顧客に合わせたサービスを積極的に提供で

きるようになった。 
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また、オンラインにいる顧客が助けを必要と

したときに、販売員とのライブチャットを提案

するためのアルゴリズムもウェブサイトに実

装させた。現在、Telstra はサイトのサービス

ページのケイパビリティを拡大することを計

画し、コネクティビティにも同じように焦点を

当てている。Telstra の“CrowdSupport®”11

コミュニティと“Mobile Insider”プログラムは、

サービス、商品デモ、広範囲なブランドプロ

モーションのためにユーザが作ったコンテン

ツを集めることで、大きな影響を与えるインフ

ルエンサーとアドボケーター（賛同者、支持

者）の積極的な関与や情報発信を促してい

る。 

最近の Telstra のイニシアチブ（“Digital 

First”）は、顧客と企業の双方に権限を付与

することにより、カスタマエンゲージメントを

高めるためのデジタルエコシステムを構築す

ることを目指している。エコシステムは、カス

タマデータをウェブサイト、コールセンター、

店舗、サービスイベントなどオンラインとオフ

ラインのチャネルに跨って使うことができる

単一で詳細なプロファイルに統合することを

目標としている。 

これにより、Telstra の販売員が、顧客の履

歴、購買慣習、サービスにおける課題、嗜好、

過去のやり取りを参照できるようになる。そし

て、顧客の許可があれば、各ソーシャルメデ

ィアのアクティビティや写真も見えるようにな

る。この幅広く詳細な顧客情報は、Telstraが、

より一貫性のあるカスタマエクスペリエンスと、

顧客ニーズを満たすことができるサービス提

供の一助となっている。例えば、利用できる

顧客情報があることで、顧客に「いらっしゃい

ませ。何かお探しでしょうか。」というありきた

りな挨拶に終わるのではなく、顧客の具体的

な関心事に対応するためのカスタマイズした

情報を販売員が提供することを可能とした。 

Schenkelは、「Telstraはまだデジタルジャー

ニーの初期段階にも関わらず、そのイニシア

チブは既に成果をあげ始めている。われわ

れは顧客に重要な価値を提供できるように

なった。さらには、顧客のデジタルエクスペリ

エンスがTelstraの顧客をよりハッピーにさせ

ている。2014 年のデジタルにおける満足度

指数も大幅に改善している。」と述べている。 
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Ann Lewnes, chief marketing officer,  
Adobe 

 

過去数年で、データとデータのビジビリティ（可視

性）は、マーケティングの世界のほぼ全ての領域

に変革をもたらした。顧客中心でデータドリブンな

この新しい環境において、マーケティングは極め

て重要である。Adobe の成功のうち幾ばくかは、

全てのチャネルに跨ってカスタマエクスペリエンス

を約束し、パーソナライズ化したサービスを提供

するというマーケティングアビリティによるもので

ある。 

このようなカスタマエクスペリエンスを創るニ

ーズは、Adobeにより深い顧客への理解を

促し、動的なコンテンツを創造し、配置し、

評価するための先進的なプラットフォ

ームを開発させた。その道程におい

て、Adobe はマーケティング支援

部門の改善にテクノロジーを活用

する機会、同様に従来の代理店と

の関係を発展させる機会も追求し

てきた。 

Adobe の顧客の約 95％、言い換

えると 1 ヶ月あたり 6 億 5 千万以

上のユーザが Adobe のウェブサイ

トを訪れる。さまざまなアプリケーショ

ンによって、誰が顧客なのか、顧客がサ

イト訪問時に何をするのか、また、ソーシャ

ルチャネルとの連携を通じて顧客が誰とつな

がっているかを知ることができる。 

個人の嗜好に基づいたより良いカスタマエクスペ

リエンスを提供するために、Adobe はパーソナラ

イズ化と行動ターゲティングのケイパビリティを適

用した。また、マーケティングキャンペーンの ROI

を評価するために、予測モデルと計量経済学モ

デルのケイパビリティを適用した。10 年前にはマ

ーケティングは実体がないもの、或いは数値化で

きないものとして理解されていたが、Adobe は今、

マーケティングが企業の成功に貢献する確かな

証拠を持っている。 

Adobe は、今後ますますデジタル戦略を推進す

るマーケティングを行うだろう。ディメンショナルマ

ーケティングのスコープの拡大は、いろいろな事

業グループ間のコネクティビティを推進するだろう。

例えば、Adobe では、マーケティング部門と IT部

門は会社全体を進化させるようにコラボレーショ

ンしている。これまでマーケティング部門と IT 部

門は切り離されており、マーケティング部門はテク

ノロジーやソフトウエアを自ら調達し、基幹系シス

テム群から切り離された形で運用を行っていた。

しかし現在、マーケティング部門のシステムは基

幹系システム群に統合されている。もし顧客をデ

ータに基づいて広範囲に見たいのであれば、

CRM や財務データベース、その他システムの顧

客データにアクセスする必要がある。そのため、

マーケティング部門は、ウェブ解析、ウェブインサ

イトを実施するチームを持っていても、統合、デー

タプラットフォーム、可視化、セキュリティの提供に

関しては IT部門を頼っている。 

CIOや IT部門とチームを組むことは重要である。 

幸いにも、Adobe の IT 部門はマーケティング部

門の戦略と活動を支援したいと思っており、両部

門の関係を共同責任の一つに発展させる助けと

なった。 

デジタルマーケティングは、マーケティング部門の

ミッションとそのミッションを遂行するための働き

方について、考え方を根本的に変革した。 

Adobeが現在の状況に到達するには長い時間を

要し、その過程において課題がなかったわけでは

ない。ここに至るまでに、Adobeは組織を改革し、

従業員を再教育しなければならなかった。しかし、

Adobe は今、目的の場所に到達した。そして

Adobe は、マーケティング部門全体に強い自信と

モチベーションを植え付けた。以前、組織は多少

離れ離れであったかもしれないが、Adobe の社

員自らのアイデンティティが、Adobe の組織の構

成全体を組み上げたことを誇りに思っている。 

 

私の見解 
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デ 

 

サイバーリスクの視点から 

ジタルは、マーケティングのスコープ、ルール、そしてツールを変えた。 

その中心は顧客であり、インターネットを利用する顧客の検索、閲覧、買い物などにより残された

データである。これは、マーケティングの新しいディメンション（コネクティビティ、エンゲージメント、

データ、テクノロジー）を推進するための価値ある情報である。しかし、それはまたセキュリティとプライバ

シーに関するリスクも生み出す。 

「公正で、限定的な利用」は、収集したデータ、個人がシェアすることを選択したデータ、派生したデータ、

サードパーティパートナーやサービスから得たデータを利用するための出発点である。 

データを扱う許可を持つ、どの企業でも直面する課題（論点）がある。 

消費者保護法や広範な規制、コンプライアンスに関する一連の法律はジオグラフィック（地理的要因）や

産業によって異なっている。法的責任は、データの取得元やデータの保持に終始しない。規制は、分析

目的のためにスキャンされたフィード情報や、取引増加のために発生するデータやサービスにまで拡大

されるべきである。これは非常に重要なことである。というのは、情報を結びつけることで、個々の無害な

データが法律的に拘束力のある個人情報に変わってしまう可能性があるからだ。 

プライバシーに対する懸念は、法律の範囲内であるときでさえ、サービス提供と個人に適した情報提供

に制限を加えるかもしれない。たとえその情報が公に得られるものだとしても、もし不適切（不適当）なレ

ベルの量の個人情報が収集されたり、企業と顧客の関係のしきい値を超えたりするようであれば、顧客

は不快に感じるかもしれない。生成されたデータは、個人の行動、嗜好、特質を知る上でのきっかけとな

り、マーケティング担当者、プロダクトマネジャーにとって大変貴重なものとなる。サイバーセキュリティの

観点では、これらの顧客情報は企業が潜在的なリスクを確認する手助けにもなる。企業は、どんなデー

タが収集され、それがどのように使用されているかを管理するポリシーと境界線について、顧客と明確に

コミュニケーションすべきである。 

公共政策、プライバシーアウェアネスプログラム、そして、エンドユーザのライセンス契約は良いスタート

である。しかし、それらは明確なガバナンスや、案内・監視・秩序の利用とともにあるべきである。 

ユーザ、システム、データレベルの資格情報と権限付与は、加工されていないトランザクションやローデ

ータへの信頼性と適切なアクセスを管理するために使われる。セキュリティやプライバシーの制御機能

は、CMO とマーケティング部門が先進的な取組みを行えるようにコンテンツ、統合されたシステム、デー

タレイヤの背後に組み込まれる。CISO（Chief Information Security Officer）と CIOは、サイバーセキュ

リティを新しいサービスを提供するための仕組みに組み上げ、適切なレベルのポリシーと制御を設定で

きる。 

あなたの企業の脅威の兆候を理解することは、限られたサイバーセキュリティリソースを最適に配置する

ために役立つ。ディメンショナルマーケティングは、潜在的な価値ある顧客情報を拡大する。デジタル資

産とサービス提供だけに目を向ける企業は物事を複雑にしてしまう。商品やサービスの知的財産とデジ

タルサプライチェーンは、デジタルマーケティング全体のプロセスと切り離して考えるべきではない。 

デジタル化に伴って得られた様々なデータの管理は、根源的な論点を上で述べたように、マーケティング

部門が従来のように対処できない新たな問題かもしれない。企業は、デジタルマーケティングの展望に

おける抜本的な変化、あるいは、企業の取組みを減速させ、蝕むだろうセキュリティとプライバシーの懸

念に対して備えるべきである。 
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デ 

 

始め方 

 

ィメンショナルマーケティングは、自らの変

革の有望さに屈する可能性がある。 

どんな壮大な取組みであっても、目的、優

先順位、期待される効果は明確に定義されるべ

きだ。一流の企業が新しい環境において経営す

る準備の手順（ステップ）を以下に示す。 

 顧客主導 

デジタルエージェンシーは、単一のアプロー

チへの集中やストーリーテリングのような自

分本位の戦術に多くの時間を費やしてしまう

ことがある。もしマーケティング部門が、顧客

が何を求めているのかではなく自社の主張

に集中してしまった場合、あなたの会社は、

顧客の声を聞くこと、パーソナライズ化した

経験を提供すること、エンゲージメントを高め

ることなど、ディメンショナルマーケティングに

おける重要なポイントにフォーカスできない

可能性がある。そのようにはせず、チャネル

全体を通じ、顧客のニーズ、行動、モチベー

ションについて理解をし、顧客の購買プロセ

スのいたるところで何の取組みかをしっかり

と定めるべきである。これは、ある種の戦術

を追求するよりも重要である。「ブランドに対

する顧客ロイヤリティ」ではなく、「顧客に対し

て忠実（ロイヤリティ）に」というブランドのコ

ンセプトを受入れるほうがよいだろう。 

 データ、データ、データ 

顧客情報を獲得し、相互に関連付け、有効

に利用することは、ディメンショナルマーケテ

ィングの核心である。これらのことをあてにし

て、マーケティングテクノロジーベンダは、既

存顧客か潜在顧客のいずれか一方を強調

する傾向がある。しかし、既存顧客と潜在顧

客とは関連性を持っている。初期の取組み

においては、ターゲットに対して明確に焦点

を当てるべきである。次に、対象としたターゲ

ット顧客の履歴、嗜好、コンテクストを分析す

べきである。目先のマーケティングの兆候に

よって、行動に制限をかけるべきではない。

アンビエントコンピューティング 12、ウェアラブ

ル 13、その他のテクノロジートレンドが、新た 

 

な兆候を得るためにどのように活用できるか

を定めるべきである。ビッグデータとそのデ

ータを用いた予測分析を活用することで、対

象となるターゲット顧客や優先事項への適切

な投資を行えるだろう。 

 一斉に 

マーケティングオートメーションは、従来のキ

ャンペーンマネジメントよりもはるかに意味が

ある。ホリスティックアプローチにおいて、

WEB、モバイル、SNS、マスメディア、DM を

必要とすることは、既知の事実である。 

ソーシャルグラフは、Facebook、Twitter、

LinkedIn、Instagram だけでなく、専門的な

ブログ、産業や企業にフォーカスしたコミュニ

ティからも取得すべきだろう。アナリティクス

やデジタルを活用したサービス提供、またリ

ードマネジメント・SEO・プライシングエンジン

のようなマーケティング支援ツールは、オム

ニチャネルやディメンショナルケイパビリティ

に適合させるべきである。 

（※ホリスティックアプローチとは、マスメディ

ア、Web、SNS など、さまざまなメディアを組

合わせ相互関連させることで、広告効果を最

適化するための手法を意味する。） 

 コンテンツは王様 

キャンペーンやサービス提供を構成する要

素として、ビデオやモバイルをはじめとしたコ

ンテンツがある。これらコンテンツを管理する

ことはディメンショナルマーケティングにおい

て非常に重要である。コンテンツ管理の多く

は、テキスト情報かWEBコンテンツだけを対

象としている。これらに対象を絞っていると、

新しい種類のコンテンツが出てきた際に対処

できない可能性がある。 

コンテンツを生成し、提供し、その効果測定

するためには、シームレスなプロセスを築く

必要がある。マーケティング部門の社員や専

門家が協業し、能力を発揮できるようにすべ

きである。また、社内だけに留まらず、パート

ナーとなる代理店とも同様に協業できるよう

にすべきである。 
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 ソーシャルの活性化 

米国における最近のデジタル広告調査では、

ソーシャルメディアが最も重要だと順位付け

られた 14。企業は、受身で顧客の声を聞くこ

とや大衆向けの情報を提供することから、変

わる必要がある 15。顧客を詳細にターゲティ

ングし、その顧客に対して最適な情報を提供

する。また、その効果測定を行えるように、ソ

ーシャルコンテンツ全体のプロセスを構築す

ることが重要である。 

そうすることで、ソーシャルメディア上で、顧

客が積極的に情報発信したり、共有したりす

るような、真のソーシャルキャンペーンを行う

ことができる。要するに、顧客の言葉や顧客

の感情や背景、顧客との関係から、顧客が

何を求めているのかを見出し、提供すること

で、顧客一人一人を活性化させることを意味

する。中身のない測定基準にこだわるので

はなく、企業はソーシャルに関する見識を築

き発展させるべきである。 
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G 

 

要点 

artnerは、2014年 CEOサーベイにおいて、「CEOは今後 5年間の投資において、  

デジタルマーケティングにおけるテクノロジー・ケイパビリティの向上を図ることが、最も重

要だと位置付けた。」16という結果を発表した。マーケティングを行う上で、CRMや ERPを

含んだ統合システムが必要であり、プライシング・在庫管理・受注管理・商品の研究開発など、

様々な分野も統合していくことが求められている。IT部門のミッションは、マーケティング部門とと

もにディメンショナルマーケティングのビジョンを推進し、優先順位を決め、実現するための支援

を行うことになるだろう。IT部門は、このミッションを通じて、デリバリモデルやテクノロジープラッ

トフォーム、そしてビジネスに関わっているシステム全体の再構築を行うことができるだろう。

CMOやマーケティング部門との協業において、CIOがイニシアチブを持って推進することは、

CIOに対する評価を高めるだろう。アナリティクス、モバイル、ソーシャル、ウェブなど企業のデジ

タル化を実現させ、また同時に企業のセキュリティ、信頼性、スケーラビリティ（拡張性）、保全性、

相互運用性を維持することは CIOにしかできない。 
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のビジネス変革を達成すべく構想～企画～業務プロセス再構築～シス

テム化実行支援のコンサルティング活動に従事。変革の実現まで一貫

したサービスを提供するとともに、CEO や CIO に対するアドバイザリー

サービスを手掛ける。 
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仮 

Software-defined everything 
すべてがソフトウエア定義に 

仮想化の最後のフロンティアを切り開く 

 

 
 
 

想化は、過去 10 年に渡って数多くの新し

い技術を取り入れ、主要な ITのトレンドとし

て捉えられてきており、我々も 6 年前に発

行したTechnology Trendsレポートの初刊におい

て、仮想化を強調して取り上げている 1。 

企業における仮想化の導入の多くは、コンピュー

タを構成する CPU、メモリ、インターフェイスなど

のシステム資源を抽象化し、リソースプールとし

て共有化することによる運用の自動化やサーバ

統合に焦点をあてた仮想化であった。サーバ仮

想化の技術は、サーバを物理的な環境から仮想

マシンへ移行し、幅広い範囲の仮想コンポーネン

トを仮想化基盤上で個々に管理することで、それ

らを相互に連携させ、プロビジョニングの自動化、

ロードバランシングの自動化、マネジメントプロセ

スの自動化などを実現し、パフォーマンスとスケ

ーラビリティを飛躍的に向上させた。しかし、サー

バ仮想化の技術が進歩を遂げるのとは対照的に、

ネットワークとストレージにおける仮想化技術の

進歩はほとんど見られず、インフラストラクチャに

おける設定の自動化や動的拡張の実現にあたっ

てのボトルネックとなっていた。 

現在では、仮想化の技術が更なる進歩を遂げた

ことにより、サーバ、ネットワーク、ストレージの全

て の レ イ ヤ で の 仮 想 化 が 実 現 さ れ 、

Software-defined everythingを可能とさせて 

いる。 

Software-defined everything とは、コスト削減や

効率性の向上をもたらすだけではなく、企業のビ

ジネスにおける俊敏性・柔軟性に対する要求へ

の対応を可能とし、経営戦略の武器となり得るイ

ンフラストラクチャの新しい潮流である。 

ネットワーク仮想化 

Software-defined networking （ SDN ） は 、

Software-defined everything の最も重要なコン

ポーネントの 1 つである。サーバ仮想化により物

理サーバに対して仮想化を行うことと同様に、

SDNはネットワーク機器であるファイアウォール、

ルータ、ロードバランサ、スイッチに対して仮想化

を行う。従来のネットワーク機器では、ハードウエ

ア内でデータ転送と経路制御の機能をまとめて

管理していたが、SDN ではデータ転送を制御す

るデータプレーンとネットワーク設定を制御するコ

ントロールプレーンを分離することで、ネットワー

ク設定がプログラミング可能となり、ネットワーク

管理者のみならず、アプリケーションまでもが API

を経由することによって、システムの要求に応じ

たネットワークリソースの制御を行えるようになっ

た。また、従来のネットワークは、通信経路や帯

域が固定化されてほとんど変わらないことを前提

として、ファイアウォール、ルータ、ロードバランサ、

L2/L3スイッチなどの階層的なスキームで構成さ 

モバイル、アナリティクス、クラウドに注目が集まる中で、それらを稼働させるシステム環境

や運用における技術の進歩については、多くのユーザにとっては見落としがちになってい

るものの、仮想化技術の進歩により、サーバ、ストレージ、ネットワークにおいて仮想化が

実現され、ソフトウエア制御による自動化が可能となった。このことにより、データセンタに

おいて、仮想化技術を使ったサーバ統合によるコスト削減の可能性を意味するだけでなく、

システムリソースの割当やネットワークの割当およびソフトウエアの配置などの運用の自

動化を図ることにより、複雑さや煩雑さの低減およびビジネス戦略における俊敏性・柔軟性

に対する要求への対応が可能となることを意味する。Software-defined everythingは、

仮想化技術とソフトウエア制御により、インフラストラクチャへの IT投資を競合他社との差

別化戦略へと変換させる。 
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れており、分散コンピューティングや Web の黎明

期においてのネットワークとしては問題無く機能し

ていたものの、現在のネットワークにおいては、ネ

ットワーク設計の前提が大きく変わり、多くの企業

は自社サーバだけでなく、SaaS、PaaS といった

外部のクラウドサービスやグローバル連携など複

雑性を増したネットワーク要件に対応する柔軟な

構成変更を求められるほか、世界中のデバイス

から発信された膨大な量のデータやスパイク的に

発生するトラフィックの負荷に瞬時に対応する必

要も出てきている。SDN は、複雑性の増したネッ

トワーク要件をネットワークの仮想化・抽象化によ

り、プログラミング化を可能にし、ネットワークの自

動設定や集中制御、API によるデータ転送などソ

フトウエアレベルで、ネットワークの構成全体を管

理するネットワークアーキテクチャである。 

Software-defined everything 

Software-defined everythingを構成するもう1つ

の重要なコンポーネントが、Software-defined 

storage（SDS）である。SDS は、ストレージを構

成する機種や容量、設置場所などを意識すること

なく、要求に基づいてストレージの動的な設定、プ

ロビジョニング、運用管理を行う技術である。 

サーバ仮想化に、ネットワーク仮想化とストレージ

仮想化を組合わせることで、システムを構成する

コンポーネント全てのレイヤで抽象化が行われ仮

想化されることで、設定や運用の自動化と集中管

理を行うことが可能となる。このような技術を使っ

て 、 デ ー タ セ ン タ 全 体 を 仮 想 化 す る 、

Software-defined data center（SDDC）が現実の

ものとなりつつある。Forresterの報告で「2017年

には、オンプレミスの仮想サーバ、オンプレミス型

プライベートクラウド、およびホスティング型プライ

ベートクラウドを合計した仮想サーバのワークロ

ードが、全ワークロードの 58％を占める。この割

合は、物理サーバが占めるワークロードの割合

の 2 倍以上に当たる 2。」と予測されていることか

ら、多くの企業においても、メリットやテクノロジー

のトレンドを意識しながら、Software-defined 

everything を推進していくことを考えるべきであ

る。 

ただし、SDDC の適用範囲を検討するにあたって

は、適用範囲に何を含めて何を含めないかにつ 

いて慎重に検討すべきであり、既存のインフラス

トラクチャ、ビジネスニーズ、アプリケーションニー

ズを踏まえた上で決定すべきである。多くのレガ

シーハードウエアに深く依存しているアプリケーシ

ョンや、サードパーティのサービスと連携している

プラットフォームにおいては、SDDC への移行は

困難であり、改善を意図したはずの SDDC への

取組みが、逆に既存の価値を損なう可能性があ

るためである。 

導入の利点 

2014 年の Computer Economics の調査では、

企業における IT支出の約 18％をインフラストラク

チャと運用のコストで占めていることが分かった 3。

多くの企業においては、SDDC 導入の主目的を

ハードウエアの削減、ならびに運用人員の再配

置による Total Cost of Ownership（TCO）削減と

しており、実際にSDDCを導入することによって、

機器（サーバ、ラック、ディスク、テープ、ルータ、

スイッチ）の撤去、データセンタにおける運用コス

トの縮小（機器の消費電力や冷却電力の低減）、

定期的に発生するメンテナンスコストの削減が可

能となっている。 

また、SDDC 導入の利点はコスト削減のみにとど

まらず、開発プロジェクトにおいてはハードウエア

調達や設定などの環境構築のためのシステム変

更が不要となるため、電源やネットワーク接続に

係る制約の排除、環境準備期間の短縮、スケー

ラビリティの向上といったメリットも享受できるほ

か、戦略的な基盤として俊敏性や効率性などを

最大限に活かすことで、ビジネスパフォーマンス

を高めるメリットも得ることができるだろう。 

先進的な IT 部門では、アジャイルによる反復開

発、アーキテクチャや設計に関する方法論の策

定、DevOps の活用が行われており、これらの取

組みに SDDC をベースとする PaaS ソリューショ

ンを組合わせることによって、サービスやリソース

を共有する堅牢な基盤を提供することが可能とな

る 4。SDDC は、システムレスポンスの高速化や

柔軟性向上を可能とし、本書でも取り上げている

API economy 、 dimensional marketing 、

ambient computingなど、ビジネスに対する革新

的かつ新たな取組みを推進する過程においても

重要なものとなり得る。 
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Software-definedによるコスト削減 a
 

Fortune 50のクライアントに対して、Deloitteが分析を実施した結果、

SDDCの導入により、IT コストの約 20％を削減できることが分かった。こ

の削減効果は、現在の技術で実現可能であり、今後の新しい技術や、更

に高度な機能を持ったツールの出現により、さらに拡大することが可能で

ある。レガシーのインフラストラクチャやカスタムメイドのプラットフォーム

などとの密接な統合が無いシステムは、理想的な SDDCへの移行対象

の候補である。 

 

 
 

 

出所 a： Deloitte Consulting LLP proprietary research. 

出所 b： Hard savings are those that result in direct bottom-line savings, and soft savings are those that result in improved 

productivity and efficiency and the redirection or redeployment of labor and resources. 

 

 

インフラストラクチャ 

アプリケーション開発 

運用サポート 

金額単位：百万ドル 

方法 1：インフラストラクチャの最適化 
規模の経済のメリットを活かし、需要と供給

のバランスを調整することで、十分活用しき

れていない資産を減らし、標準プラットフォ

ームに移行することで、環境の簡素化を実

現する。 

方法 2：運用要員の再編成 
インフラストラクチャについての作業を自動

化して、手作業、ハンドオフ、エラー、プロ

セスに関するボトルネックを削減する。 

方法 3：開発作業の自動化 
開発業務、特に開発支援型の活動を自動

化することにより、生産性を高めて、サポ

ートコストを削減する。 

ITへの 
投資額： 
$5,000 

SDDCに 

係る投資額： 
$3,350 

SDDCによる 
コスト削減額： 

$2,700 

SDDCによる 
コスト削減 

種類別金額
b

 

SDDCによる 
コスト削減 
方法別金額 
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ITを経営戦略へ 

経営層は、Software-defined everything を経営

に関係のない技術的な話であると単純に片付け

るべきではない。今や、IT は企業を経営するうえ

でなくてはならない武器であり、インフラストラクチ

ャは IT にとって、サプライチェーンや物流ネットワ

ークといえるものである。コスト増大、複雑化、ボ

トルネックといった問題を引き起こす場合もあり得

るが、うまく活用することによって競合他社との差

別化を図れる戦略的な武器となる。 

現在、SDDC の導入の目的を TCO 削減以外に

無いと考えていたとしても、企業は自己のデータ

センタ環境への SDDC の導入を検討すべきであ

り、SDDCによって、確実なコスト削減効果を得る

ことができるだけでなく、効率性の向上がもたらさ

れることによりプロアクティブに主力事業の強化

を図ることができる。また将来、クラウドやアナリ

ティクスといった優れた特徴を持ち、新しい価値を

創造する技術を用いたサービスを事業に融合す

ることや提供することを容易に行えることによって、

新事業となり得るビジネスの機会を追い求めるこ

ともできるであろう。 

 



Software-defined everything 

71 

最前線からの学び 

 
 

新しい潮流への先駆け 

Cisco Systems 社は、物理と仮想の緊密な

統合を行うアプリケーション・セントリック・イ

ンフラストラクチャ（ACI）と呼ばれる製品群

の開発を進めており、 Software-defined 

everything をインフラストラクチャのみに適

用するのではなく、アプリケーションや事業

運営にも拡大することを目的としている。ま

た、ACI はネットワークの仮想化や自動化を

行うだけではなく、サーバ、ストレージ、ファイ

アウォール、ロードバランサ、セキュリティポ

リシーとも連携を行う。Cisco Systems 社の

営業副社長である Ishmael Limkakeng氏は、

「ACI によってコストの効率化、柔軟性の向

上、迅速なアプリケーション開発が実現され、

利益の最大化を可能にする。」と述べてい

る。 

Cisco Systems社では、自社内での ACI展

開を 3 年間かけて進めているところであり、

これまでに多数のデータセンタで ACI インフ

ラストラクチャの構築が完了し、現在は、

4,067 個の本番アプリケーションの移行を進

めている 5。Cisco Systems社のCIOである

Rebecca Jacoby氏は、自社での ACI展開

によって、リソースのプロビジョニングや管理

を簡易化して、生産性の向上を実現しようと

している。 

また、Cisco Systems社の ACI展開チーム

は、ネットワークのプロビジョニングでの

58％のコスト削減と、ネットワークの運用管

理での 21％のコスト削減によって、IT運用コ

ストの 41％の削減に向けて取組んでいる。

さらに、ネットワーク帯域幅が 4倍に増えるこ

とにより、ACI の展開前と比較して、設備投

資 25％、電力使用量 45％、物理設置面積

19％の削減につながると予想している。 

最後に、Cisco Systems 社は、IT の生産性

だけでなく、自社ビジネスの生産性の拡大に

もつながるリソースの柔軟性向上を目指して

いる。Cisco Systems 社では、仮想環境の

統合パッケージである Vblock を実装した

CITIESというプライベートクラウドによってパ

フォーマンスを向上させており、ACIを使用し

たビジネスケースでは、サーバリソース 12％ 

の最適化とストレージ容量 20％の改善を実

現した 6。 

PaaSによる専門技術の展開 7 

AmerisourceBergen社の IntrinsiQユニット

は、ガンに関するソフトウエアのリーディング

プロバイダで、治療の提案から薬の処方ま

でのプロセスにおける処理を自動化するソフ

トウエアを提供しており、米国とカナダの 700

以上のクリニックで使用されている。このソフ

トウエアを使用するにはインストールなどの

準備作業が必要となるが、何百という場所で

インストールやメンテナンスを行うには多大

な時間と人手がかかってしまう。 

この負荷を軽減し、開発やメンテナンスのコ

ストを削減するために、IntrinsiQ ユニットは

アプリケーションをクラウドで提供することを

決断した。しかし、80 人という規模のチーム

である IntrinsiQ ユニットは、クラウドベース

のアプリケーション開発の経験を持っていな

いだけでなく、クラウドで業界の厳しいセキュ

リティ規則に準拠するデータ管理が行えるこ

とを証明する必要があった。 

クラウドによるコストの削減、イノベーション

の強化、市場投入までの時間短縮を実現す

るために、IntrinsiQユニットは、PaaSのプロ

バイダである Apprenda 社と提携した。

Apprenda 社のプラットフォームは、マルチテ

ナント、プロビジョニング、開発、そして最も

重要であるセキュリティの機能を提供するも

のであり、IntrinsiQ ユニットはアプリケーショ

ン開発と、新しいデリバリモデルのオファリン

グ作成に注力した。 

ソフトウエア開発者は、クラウドを意識せず

にアプリケーションの機能に焦点を当てた開

発を行い、PaaS の優れた管理ツールを活

用することで、高い生産性を実現でき、新し

いソフトウエアは予定より 18 ヶ月前倒しで市

場に出荷された。さらに、クラウドベースのソ

フトウエアは手頃な価格で提供されたため、

それまで IntrinsQユニットのクライアントでは

なかった小規模なガンクリニックでも購入可

能となり、潜在市場を拡大することとなった。 
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グローバル取引のバックボーン 

毎日、eBay では、数百万におよぶ販売や支

払のトランザクションが発生している。eBay

マーケットプレイスの 1.55 億以上のユーザ

の 2014 年における取引総額は 830 億ドル

であり、また、PayPal の 1.62 億のユーザの

支払総額が 2,280 億ドル以上であった 8。

eBay にとって規模の大きさは全ての事業の

基盤といえるものであり、将来の事業計画を

決定する際の重要な指標である。 

会社の成長にあわせて、インフラストラクチャ

に対するニーズは着実に増加しており、現在

では、数十万という数の IT資産を保有してい

る。また、製品開発チームは、企画からリリ

ースまで数日で終わらせたいと考えているが、

従来の方法では、インフラストラクチャの調

達に時間がかかってしまい、環境の構築に

数ヵ月が必要となってしまう。eBayの事業領

域は、オンラインオークションを超えて、オフ

ラインコマース、決済ソリューション、モバイ

ルコマースまで広がっており、全ての事業領

域において、インフラストラクチャの信頼性と

性能が必要不可欠なものとなっている。 

将来の拡大に向けた基盤を構築して、競合

他社との差別化戦略とするために、eBay は

SDDC への投資を決定し、まず初めに、俊

敏性の向上を目標として、インフラストラクチ

ャの仮想化に取組み、プライベートクラウド

の構築を行うことから SDDC への取組みを

開始した。 

この取組みの最初のステップは標準化であ

り、ネットワーク設計、ハードウエア在庫管理、

および各種手順を標準化することにより、イ

ンフラストラクチャの品質を揃え、自動化と効

率化を実現するための基盤を構築した。 

 

従来は、各チームやプロジェクトでインフラス

トラクチャが必要になると、サーバ、ストレー

ジ、ネットワークなどの機器を個別に調達し

ていたが、クラウドにより、サーバ、ストレー

ジ、ネットワークの調達を共有リソースプー

ルから活用することが可能となった。現在で

は、設定用のポータルを使用することで、1

分以内に仮想環境を構築し、10 分以内にア

プリケーションの登録からデプロイまでを行う

ことが可能となっている。 

「Compute on demand」は、eBayの SDDC

戦略の始まりに過ぎず、次に、同社は、ロー

ドバランサ、オブジェクトストレージ、DaaS

（databases–as–a-service）、コンフィグレー

ション管理、アプリケーション管理のような、

高度な機能をソフトウエアで制御することに

取組み、インフラストラクチャの設定や拡張

などの大部分の運用作業を自動化した。 

eBay は、インフラストラクチャと運用のあら

ゆる面で、Software-defined automation を

実現しており、例えば、同社のネットワーク・

オペレーティング・センタ（NOC）では、インフ

ラストラクチャやアプリケーションから集めた、

毎秒 200万個というメトリクスに対して、高度

な分析機能を導入している。従来の NOC で

は、システムから収集したメトリクスや、シス

テムの安定性に重要な指標を、7 つの大型

スクリーンに 157のチャートで表示して、リア

ルタイムな可視化を実現していた。しかし今

では、同じ 7つの画面において、異常値が発

生した場合のみ信号を表示することで、

5,000 以上の異常パターンをカバーすること

ができ、以前よりも、簡単に潜在的な問題を

検出することが可能となった。SDDC への取

組みによって、現在、同社は事後対応では

なく、事前予防に注力することが可能となり、

インフラストラクチャの開発者は、運用では

なく、新しい基盤の構築へ力を注いでいる。 
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Greg Lavender, 
Managing director, Cloud Architecture and Infrastructure Engineering, 
Office of the CTO 
Citi 

 

Citi グループでは、グローバルに設置している数

千台の物理システムと仮想システムで、顧客へ

の IT サービスを提供しており、このシステムのイ

ンフラストラクチャでは、高度な制御と高い安全性

が要求される。このような、ミッションクリティカル

な金融システムをグローバルに常に展開し続け

るためには、システムに対するパフォーマンス、

拡張性、および信頼性が求められるほか、新しい

事業展開のためのサービスやソリューションの迅

速な提供が求められる。SDDCに対する投資は、

これら全ての要求にメリットをもたらすことになる

と考えている。 

Citi グループのシステムは、21 個のデータセンタ

と、ハイエンドのメインフレームやストレージから、

汎用的なサーバまで、幅広いシステムアーキテク

チャで構成されており、この大規模で複雑なシス

テム構成を、効率的に管理することが重要となっ

てくる。数年前に、アーリーアダプタとして、サー

バ仮想化を行い、その次に、パブリッククラウドで

使用されている二層 Spine-and-leaf の最新型の

ネットワーク構成へと移行することで、ネットワー

クの仮想化を実現した。この新しいネットワーク構

成によって、SDN と SDS が可能となり、ビッグデ

ータ、NoSQL、NewSQL、グリッドコンピューティ

ング、仮想デスクトップ、およびプライベートクラウ

ドサービスといった多くのサービスを、新しいアー

キテクチャで展開している。 

現在、安全性の高いグローバルなプライベートク

ラウドを構築するため、3 つの重要な目標に取組

んでいる。第 1 の目標は、クラウドレベルのスケ

ールのサービスを達成することである。サーバ、 

ネットワーク、ストレージのレイヤを個別に考える

のではなく、1 つのクラウドサービスとして捉える

ことで、データセンタ内で柔軟に水平展開できる

システムを構築しており、そう遠くない将来には、

ハイブリッドクラウドサービスを展開する予定であ

る。第 2の目標は、クラウドレベルのスピードでデ

リバリを提供することである。環境のプロビジョニ

ング、アプリケーションの登録やデプロイの自動

化などを進めており、既に現時点で、クライアント

の満足度向上や、運用・保守作業の省力化という

形で効果が現れている。最後の目標は、クラウド

レベルの経済性である。あらゆる面において ITサ

ービスは必要とされることから、システムアーキテ

クチャの標準化を行い、インフラストラクチャ全体

のサービス提供の汎用化を実現し、事業の成長

を妨げることなく、IT コストを抑えたいと考えてい

る。新しい CitiCloud という PaaS環境は、サービ

スの提供までの時間を短縮して、市場優位性を

担保し、競合他社との差別化を図ることができる

高度なコンポーネントをアプリケーションチームに

提供できるだけでなく、NoSQL、NewSQL、ビッ

グデータなどの新しい技術を採用している。また、

従来の技術と比較して、新しい技術はコンプライ

アンス、セキュリティ、DevOps の基準に準拠して

いるため、CitiCloud は高い信頼性とセキュリティ

が保障されている。 

私たちは、SDDCへのインフラ投資により、クラウ

ドレベルのスケール、スピード、経済性という 3 つ

の目標を実現し、CitiCloud が大きなメリットをも

たらすことができると確信している。 

 

私の見解 
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S 

サイバーリスクの視点から 

 DDC の導入にあたり、改めて、リスクについて検討する必要がある。仮想化されたサーバ、ネットワ

ーク、ストレージに対して、セキュリティを確保しなければいけない。しかし、従来の技術は、オープ

ンであることを前提としており、安全について考慮されずに設計されていることもあるため、SDDC への

適用にあたっては、アクセス、ログ取得、モニタリング、暗号化などの機能を見直し、必要に応じて拡張を

行う必要がある。以下に、SDDCにおけるセキュリティの考慮事項を記載する。 

最初に、セキュリティソフトウエアについての重要性である。SDDC におけるセキュリティについて検討す

る場合、従来のセキュリティソフトウエアの使用を見直す必要があり、既存のソフトウエアを更新するか、

仮想化用に構成されたソフトウエアに置き換えて、所有権やアクセス権のコントロールを新しいものにし

なければならない。これにより、従来からの、アクセス元やプロトコルで判断するゾーニングだけではなく、

仮想化用のゾーニングについても設計を行い、ポリシーを定義するための仮想マシンのグループを構築

して、許可されたゾーンからの変更を承認し、許可されないゾーンからの変更を拒否することができるよ

うになる。 

次に、セキュリティのコンポーネントと DevOps の連携の必要性である。SDDC の目的は、IT コストの削

減だけでなく、効率性の向上でもあるため、俊敏性を損なうことなく、セキュリティを強化しなければならな

い。このため、アプリケーションの開発サイクルの中に、ガバナンスやポリシーのコントロールを埋め込ん

でおくことにより、アプリケーションの構成管理、リリース管理、アセット管理といった自動化アプローチの

中で、リスクの管理を強化することが可能となる。 

最後に、仮想化環境用の、新しい標準化やテンプレートの重要性である。一般的に、パッチを適用してい

ないシステムや、規格に準拠していないソフトウエアの中に脆弱性が潜んでいる。物理と仮想の新しい

技術に準拠した標準や、整合性の取れたテンプレートを用いて、システムを構築することにより、高いセ

キュリティを保つことができる。 
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S 

 

始め方 

 

oftware-defined everythingへの取組みは、 

データセンタを構成する、サーバ、ネットワー

ク、ストレージの全てに影響を及ぼす可能性

があり、ビジネスを支えている基盤に構成変更を

加えることを考えると潜在的なリスクは高い。また、

Software-defined everythingの実現においては、

大規模な IT 投資コストを必要とすることから、短

期的視点においては、投資対効果におけるマイ

ナスのインパクトを与える可能性もある。しかし、

長期的視点においては、機能性、俊敏性および

効率性の向上などから、他社との差別化およびコ

スト削減効果などによる利点の享受があると考え

られる。多くの労力とコストが必要になることを考

えると、予算を取って、優先的に実施する価値が

あるのか？もしそうであれば、どこから始めるべ

きなのか？以下に、アーリーアダプタの経験に基

づく考慮事項を記載する。 

 投資コストに対する新たな方針 

SDDC への投資は、大規模な IT コストを必

要とすることから、これからの投資コストをど

のように回収するかについて、技術ではなく、

金融の観点で、新たな方法を検討する必要

がある。例えば、ある企業は、長い期間にわ

たるコスト削減によって、先行投資のコストを

回収しようとしている。また、別の企業では、

SDDC で構築したプラットフォームを、他社

に提供することにより、収益化を行っている。 

 パターン化 

Software-defined everythingには柔軟性が

あるため、個々の開発チームのニーズや、

状況に合わせた仮想環境を構成することが

可能であるが、自由度の高さが、効率性の

妨げとなり得る場合もある。標準化された設

計書とテンプレートを利用することによって、

メンテナンスが複雑になることを防ぎ、効率

性と柔軟性を同時に向上させることが可能と

なる。また、セキュリティ、コントロール、およ

びモニタリングの標準ポリシーを作成するこ

とによって、アプリケーションのデプロイと実

行を自動化することが可能となる。 

 

 インフラストラクチャとアプリケーションの 

連携 

インフラストラクチャチームは、高い目標を持

って SDDC を推進している。一方で、SDDC

の新しいプラットフォームとインフラストラクチ

ャにおける、最適な設計を決めるためには、

アプリケーションチームとの連携が求められ

ることになる。アプリケーションとインフラスト

ラクチャにおいての各要素を、SDDC にあわ

せて、標準化、パターン化を行い、またそれ

らを実装するためのアプローチを決定するこ

とにより、俊敏性や効率性の向上が可能と

なる。 

 環境移行の難しさ 

SDDC で構築した環境へのシステムの移行

は複雑であり、サーバ、ネットワーク、ストレ

ージなどの設定を修正する必要がある。また、

シングルスレッドで動作するアプリケーション

の動的な拡張や、プロセスの優先度や共有

メモリの制御といった、プリミティブなリソース

管理を行うことが、仮想化の管理ツールでは

不可能である。移行に関連する技術的な検

討事項を決定するためには、既存のアプリ

ケーションとワークロードの分析を行う必要

がある。 

 コモディティ化とオープンスタック 

SDDCにより、ローエンドで、汎用的な、並列

化されたハードウエアで環境を構築すること

ができる。故障や不具合によって、サーバが

ダウンする場合もあるが、障害は自動的に

検出されて、利用可能なリソースプールの中

から新しいサーバに置き換えられる。ハード

ウエアのコモディティ化により、新しくサーバ

市場へ参入する企業が爆発的に増えている。

2013 年に全世界にあるサーバ台数の 7 分

の 1を出荷した Quantaのような比較的新し

いプレイヤだけでなく、大規模なハードウエ

アメーカも、ローエンド市場向けの製品を発

表して、新しく市場へと参入しているため、汎

用的なインフラストラクチャを構成するローエ

ンドなハードウエアを安価に購入できる。 
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また、オープンコンピュートプロジェクト、オー

プンスタック、オープンラック、およびオープ

ンフローなどのプロジェクトにおいて、標準化

を行うための様々な規格と実装パターンが

発表されている。 

 データセンタを超えて 

企業は、SDDC への取組みと、IT 部門の広

範囲な変革を結びつけることにより、多くのメ

リットを得ることができる。DevOpsが 1つの 

例であり、アプリケーションの開発サイクルに

自動化と統合を組み込み、要求管理、継続

開発、設定、およびリリース管理を強化する

ことにより、開発チームと運用チームの双方

の負荷を減らして、迅速な開発を行うことが

可能となる。 

DevOps と Software-defined everythingの

組合わせにより、IT を活用して、ビジネスパ

フォーマンスを向上させるための基盤を形成

することができる。 
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成 

 

要点 
熟した IT組織では、システムを SDDCに移行することで、システムに関するコストを約

20％削減することが可能であり、削減した分の予算を、戦略的な取組みへ投資すること

ができる 9。仮想化を実現するための初期投資を促進することによって、物理から論理へ

の環境のシフトを加速し、TCOを下げることができる。また、運用コストが減少し、効率性が向上

することによって、企業は拡張性が高く、俊敏性を持った IT組織を作ることが可能となり、革新

的な新しい取組みを立ち上げて、既存のビジネスにおける障壁を取り除くことができるようにな

る。このように、Software-defined everything とは、コスト削減や効率性の向上をもたらすだけ

ではなく、企業のビジネスにおける俊敏性・柔軟性に対する要求への対応を可能とし、経営戦略

の武器となり得るインフラストラクチャの潮流と言えよう。 
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長 

Core renaissance 
コアルネッサンス 

基幹システム再生 

 

 
 
 

 

きに渡り、受注管理、需要計画、生産管理、

在庫管理、価格管理、物流管理、会計管

理、人事管理に代表される基幹業務領域

に主眼を置いた IT 投資が行なわれてきた。構築

された基幹システムは、プロセス・データの標準

化や自動化、ビジネスインテリジェンスでの活用

が想定されるデータの蓄積を可能にする一方で、

システム環境の複雑化を招いてきた。 

その結果、多くの企業が時間、労力及び予算の 8

割を既存システムの維持管理に費やしている 1。 

基幹システムには、技術的な制約 2 や成熟度が

異なるシステムの連携がもたらす複雑性などとい

った多くの課題が存在するが、同時に成長の戦

略的な基盤となる可能性を秘めている。先進的な

企業は事業・IT 基盤再生の手段として基幹シス

テム再生（Core renaissance）のロードマップを準

備している。 

 

ビジネス視点で考える 

絶え間なく変化し続けるビジネス環境やテクノロ

ジートレンドの中、企業は基幹システムの現状を

以下の観点で評価し、継続的な改善活動を行うこ

とが求められている。 

 今日のビジネスニーズに応えられているか 

 必要な機能が使いやすい形で提供されて 

いるか 

 ビジネス環境やニーズの変化（アナリティク

スへの対応など）に柔軟に対応できるか 

 業務部門・ユーザの日々の目標達成に貢献

しているか 

抽象的かつ技術的な課題（拡張性・信頼性の担

保など）を業務に与える影響を踏まえて定量化し

て把握することが重要である。例えば、「技術的な

拡張性」は「顧客数、注文・支払伝票数の処理能

力」ないしは「ビジネスの成長に対する阻害要因」

として、「信頼性の課題」は「提供するサービスの

停止による契約違反のペナルティや損失」として、

また「システム環境やデータ管理規約の不整合」

は「既存サービスの改善の足かせ」や「モバイル、

アナリティクス、ソーシャル、クラウド活用の制約

による機会損失」といったように置き換えられる。 

IT リーダーの大半は、基幹システム改善の重要

性を理解しており、Forrester 社の調査によると、

その 74％が主要基幹システムの改修や最新化

を重大なもしくは優先的な検討事項にあげている
3。その上で、ビジネスケースとロードマップに裏

付けられた実行計画を立案し、将来のビジネス戦

略を実現する基盤として基幹システムの強化を推

し進めることに課題を抱えている。 

多くの企業において、業務プロセスの標準化や自動化を目指して、基幹システム構築に多

額の投資が行なわれてきた。今日、基幹システムが持つ成長や新たなサービス創造への

基盤としてのポテンシャルが注目されるようになっている。 

既に多くの企業で、パフォーマンス改善やスケーラビリティ向上を目的にしたソリューション

の再構成のみならず、新たなサービス創造を目的として基幹システムの機能を拡張する取

組みが始まっている。 
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複数のアプローチ 
基幹システムの再生は、ビジネス面の優先事項

と IT 施策案の効果や難易度を評価することが出

発点となる。その結果を踏まえ、以下 5 つのアプ

ローチを組合わせて実現することが一般的だ。 

 プラットフォーム刷新： 

プラットフォーム刷新は、基幹システムのアッ

プグレードないしインフラ面での新しいソリュ

ーション導入を中心に行なわれる。ERP の

テクニカルアップグレードやインスタンス統合、

より先進的なオペレーティング環境（サーバ、

ストレージ、ネットワーク）への移行、インメモ

リデータベースの導入、クラウド導入などが

その選択肢になる。シンプルな作業に見られ

がちだが、一般的に詳細かつ正確な作業計

画が必要である。 

 ソリューション改修： 

プラットフォーム刷新同様、システム内部の

修正に着目した活動である。自社開発ソリュ

ーションのソースコード改修、ERP に対する

カスタマイズ変更、マスタ管理システムとの

連携による個別システムでのマスタ更新の

廃止、更には、モバイル、ソーシャル、クラウ

ド機能との連携を可能にするインターフェイ

スの標準化・共通化などが含まれる。 

 ソリューション活性化： 

既存のソリューションを生かしつつ、ユーザ

ビリティに着目してシステムの使い勝手を向

上させる。フロントエンドをユーザの視点で見

直し、バックエンドのサービスと連携させるこ

とで、旧来型のユーザインターフェイス、シス

テムの反応の遅さ、モバイル機能の欠如な

どを改善することがその一例である。 

 
 

 
 

基幹システム再生の進め方 

 
プラットフォーム刷新 ソリューション改修 ソリューション活性化 ソリューションリプレース 

先進的テクノロジーの導入 

パフォーマンス・拡張性改

善に向けた先進的なイン

フラ基盤導入 

統合 

インスタンスとインフラ統合 

アップグレード 

アプリケーションとインフラ

（ライブラリ、データベース

など）の最新リリースへの

更新 

モジュール化 

データ、インターフェイス、

業務ロジックの再利用・拡

張可能なモジュールへの

変換 

制約解消 

開発課題やアーキテクチ

ャ課題の解決による技術

的な制約の解消 

クレンジング 

データ品質・セキュリティ向

上、コンプライアンスリスク

低減 

UIの再形成 

デジタル対応（Web、モバ

イル、ソーシャル機能導

入）によるユーザ目線での

プロセス再設計 

見える化ツール導入 

レポーティング、分析力向

上を見据えた見える化ツ

ールの導入 

イノベーション 

基幹システムデータ活用

による新しいアイディア、

製品、サービスの創出 

システムランドスケープ 

最適化 

適切なソリューション Mix

実現（カスタム、パッケー

ジ、クラウドサービス）によ

る最適化 

スリム化 

ビジネスプロセス、基幹シ

ステムのスリム化による効

率改善 

統廃合 

余剰、老朽化ソリューショ

ンの統廃合 
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 ソリューションリプレース： 

一部ソリューションの最新テクノロジーでの

置換えが基幹システム再生の最適解となる

場合がある。例えば、保険業界や公的機関

では、市販パッケージシステムの業務の適

合性が低いため、大規模な自社開発が主流

であったが、最新パッケージでは欠点が解

消され、パッケージ導入を再考すべき機会が

訪れている。同様に、クラウドサービスが機

動的な IT 運用や資産のスリム化といった魅

力的な選択肢を企業に提示している。重要

なのは、IT 部門はこれらの選択肢を業務部

門に提示し、適切な IT 投資に導いていくこと

にある。 

 現状維持： 

端的に言うと何もしないことを意味する。特

に業務及び ITの非差別化領域に適用するこ

とが一般的である。これは課題を黙殺するこ

ととは大きく異なり、選択肢とそのリスクを入

念に評価した上で、資源を優先事項に集中

することを意味する。 

非テクノロジー領域の変革 

基幹システムの再生は、テクノロジー面での変革

だけでは実現しない。最新ソリューションに合わ

せた業務プロセスの進化、スタッフの成長や新し

いスキルを有するスタッフの加入、更には刷新さ

れたソリューションを維持・運用できるような IT 組

織とデリバリモデルの変革なども必要である。新

しいテクノロジーの導入は、その運用次第で戦略

実現の鍵にも、次世代の技術的制約の萌芽にも

なりえる。IT 部門はシステムの安定運用に加え、

イノベーションと成長を促すドライバになるべく改

革を進める必要がある。DevOps
4 やイノベーショ

ンを促すアジャイル手法の採用も効果的だが、よ

り広範なビジネスゴールとの協調も同様に重要で

ある。基幹システム再生をリードする CIO
5は、い

かなるテクノロジー投資も、ビジネスの優先事項

や成果と連動するべきであることを理解する必要

がある。基幹システムの再生とビジネスゴールの

同調により、既存資産の活性化や拡張を今日の

ビジネスニーズだけではなく、将来の躍進の土台

とすることが可能になる。 
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最前線からの学び 

 
 

将来の ITプラットフォーム実現 

Sysco社は、毎年 10億ケース以上の食品、

備品を飲食店、医療機関や教育機関などの

顧客に提供する食品販売・流通のリーディン

グカンパニーである。多くのビジネス同様、ス

ピーディーかつ信頼性あるデリバリ体制の構

築と最新テクノロジー活用による成長機会の

追求を同時に目指している。 

Chief technology officerのWayne Shurts

氏はこう述べている。「基幹業務支援と成長

を促す ITプラットフォームの拡張の両立には、

周到な計画立案とバランス感覚が必要であ

る」。Sysco 社の再生アプローチは、基幹シ

ステムを底辺にした三角形に例えられる。

Sysco 社は保有する数十の基幹システムの

安定運用に注力する一方、大量のトランザク

ションデータを戦略立案に役立てている。 

三角形のもう一辺は、業務・顧客のニーズに

素早く応えるアジリティ（敏捷性）基盤によっ

て構成されており、最新のコンセプトや仮説

を早急に検証し、有効なものを早期展開する

ことを意味する。Sysco 社は様々なクラウド

サービスの活用とプロトタイプ型開発手法の

導入により、倉庫や飲食店へのスピーディー

なモバイル、ソーシャルアプリの導入を実現

し、高い付加価値の提供に成功している。 

三角形の最後の一辺は、業務オペレーショ

ン改善に必要な洞察力を生み出すアナリテ

ィクスによって構成されている。Sysco社は、

自社システムやパートナー、顧客、第三者機

関から入手した情報を分析し、顧客、マーケ

ット、販売・マーケティング、業務オペレーショ

ンに関する新しい知見の獲得に成功してい

る。その知見の活用により、飲食店オーナー

に対するメニュー構成改善の提案や在庫管

理、店舗経営の支援を行なっている。これは、

基幹システムの近代化や再生が高付加価

値サービスの提供に貢献する良い事例であ

る。 

Sysco社は、技術やオペレーションの進歩に

合わせ、従業員のスキルを向上させるべく、 

スキル要件を明確に定義し、育成プランを作

成するプログラムとトレーニングを提供して

いる。また、新しいタレント獲得のため、大学

生の採用も活発に行なっている。 

Sysco 社の再生アプローチは着実に成果を

あげており、以下に代表される成功を収めて

いる。 

 スピーディーな与信やクレーム処理の

シェアードサービス化による業務改善 

 アナリティクス活用によるロジスティクス

改善（運送ルート最適化や燃料消費削

減） 

製版・印刷と近代化 

財務省製版印刷局は米国における最大の

公文書製作者であり、何十億ものドル紙幣

や米国パスポートの一部、国土安全保障省

の資料、帰化証明書などを印刷している。印

刷局の既存システムは統合化されておらず、

可視性の低下により、非効率性な業務が蔓

延していたため、マニュアルオペレーション

によりさまざまな不備を補完していた。 

印刷局は 2009 年に、既存のメインフレーム

技術の代わりに、印刷局エンタープライズ・

ネットワーク計画と呼ばれる数年にわたる全

社での変革構想を立ち上げた。経営層は当

計画を、製造領域全体に対して自動化をは

じめとする最新テクノロジーを導入するため

に IT と協働する良い機会と捉えた。 

プロジェクトチームは基幹システムの最新化

にあたり複数のアプローチを併用した。チー

ムメンバは生産・財務のメインフレームシス

テムを、密結合され拡張性の高いオープン

な市販のパッケージシステムと入れ替えた。

また印刷機に計測能力の高いインテリジェン

トデバイスを組み込むことにより印刷プロセ

スの強化を図った。こうした強化により、製造

現場の従業員には、印刷機の処理状況に応

じてアラート通知を行うダッシュボードといっ

たフロントエンド機能を提供できるようになっ

た。 
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加えて、一元化されたデータウェアハウスに

より、製造現場間でのデータ収集にかかる

時間は短縮され、これまで入手できなかった

データがオンラインで手に入るようになった。

こうしたアプリケーションにより提供される良

質のデータにより、チームはリアルタイムに

近いデータ分析を導入し、データに基づく予

測活動をおこなえるようになった。この結果、

業務チーム間の協業の強化や、効率化され

た業務オペレーションが可能になった。印刷

局は 23 の異なるレガシーシステムを廃止し、

業界標準の業務プロセスやツールを導入し

たことで、月次の財務報告作成にかかる時

間を大幅に短縮するとともに、自動入力プロ

セスや予防的なメンテナンススケジュールに

より従業員の生産性や信頼性を向上させた。

加えて、新しいセキュリティ施策により、各種

レポートや製造状況に関する透明性が向上

し、全体的な説明責任を果たすことができる

ようになった。真の変革プログラムを通じて

印刷局はシステムの近代化という目的を達

成し、より情報化された 21 世紀の組織を目

指すビジョンを前進させた。更に、現在の方

向性を推進するため、今後の計画として隠

れたデータトレンドの発見やユーザビリティ

に優れた分析機能の導入を検討している。 

最適ソリューションによるギャップ

の解消 

ある半導体業界のリーディングカンパニーは

近年、変革ニーズに対応するため基幹シス

テムの近代化の必要性を感じていた。当企

業のビジネスが過去数年において大幅に進

化した一方で、その大半のシステムやプロセ

スはアドホックな対応や次善のソリューション 

に頼りきっていた。システムやプロセスの一

貫性や効率性を得るため、経営層は 15％の

効率性向上と 15％の間接費削減を目標に

掲げ、その実現のために、将来性ある技術

を適用する基盤として、クラウドやアナリティ

クス、モバイルなどのテクノロジーを採用して

戦略的な目標に対応することとした。今後 10

年間にわたり最適化を推進するためレポー

ティングプロセスを合理化し、インフラ活性化

に取組むこととした。 

当企業は経営層の目標を実現するために、

新しいテクノロジーの導入が重要な価値を生

み出す可能性を持つ業務領域として、事業

計画、サプライチェーン、B2B 顧客サービス、

ならびに倉庫オペレーションの 4 つを掲げた。

計画担当者は一企業のソリューションでは主

要領域における要件を全て満たすことはで

きないと判断し、一社のベンダと協業するの

ではなく、CRM・物流・需要計画などの業務

領域における ERP 機能のギャップを埋める

ため小規模ベンダが提供する幾つかのクラ

ウドベースのソリューションを組合わせて展

開すべきだと判断した。既存のインフラを活

用するため、サーバやデータベース、その他

のインフラに数千万ドルを投資する代わりに、

プライベートクラウドを構築しインフラ要件の

大半を仮想化することにより約半分のコスト

で済ませた。再生された新基幹システム及

びその周辺システムが今年後半において完

全に運用可能となった際には、これらのクラ

ウド基盤により、一貫性、効率化及び最適化

を実現できるとみている。更に、こうした各々

独立に稼動するシステムと仮想化されたシ

ステムで構成されたインフラは、将来のイノ

ベーション創出につながる基盤としての活用

が可能となる。 
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Terry Milholland, chief technology officer, 
Internal Revenue Service 

 

2014 年は米国歳入庁（IRS）にとって最もスムー

ズに確定申告が実施された年だった。歳入庁の

IT 部門を世界的組織に変革しようとしてきた我々

の努力が実ったことを示す明るい兆候である。

IRS が目指す顧客中心主義への変革を支え、複

雑な業務を簡素化するために IT を進化させたい

と考えていた。予算業務は複雑で透明性の低い

プロセスだった。また、確定申告の厳格な納期に

沿って医療保険制度改革法（通称オバマケア）の

ような税制対応を盛り込む必要があった。数十年

前のテクノロジーは近代化が必要だった。だ

が我々のチームはこうした課題に立ち向

かい、非常に高い成果を得た。 

我々は、社員や業務プロセス、テク

ノロジーに影響を与える IT のレベ

ルを、Fortune100 の企業と同水

準にまで引き上げるというビジョン

を掲げた。ビジョンの中心には

我々の基幹システムが相互に関

連しチームが同じ努力を繰り返さ

なくて済むようなデータやサービス

を据えた。30,000 以上のデータ属

性を明確化することで、今では論理

的・物理的データモデルはプロセス全

体をカバーすることとなった。サービス

指向アーキテクチャを通じて、コアプロセス

上でプロトタイプ構築が可能なアプローチを採

用することにより、必要に応じて新技術を追加す

ることができるようになった。 

ここで手法論の出番だ。我々の近代化と成長の

ために、新しい基準に従いアジャイル手法に全力

で取組んだ。生産性と品質を向上するために組

織が準拠すべき一連の技術基準を選択すること

で、我々は既にCMMIならびに ITILにおいてレベ

ル 3 に到達している 6。品質への影響はとても実

効的で、異なるチームや個別技術の間にある垣

根を取り除く一助となった。 

これらはビジョンや手法にとどまらず、社員にも浸

透していった。私は“これをなすべし”という態度で

リードすることはしない。代わりに、組織のリーダ

ー、つまり現場で影響力があり他人に働きかける

ことができる人材をリストアップした。彼らに我々

の管理に対するフィードバックを求め、詳細な問

題解決に彼らと取組み、問題や対策案、懸念を

受け入れた。こうした“マイスター”達はビジョンを

信じるよう自分たちのチームを説得し、さまざまな

取組みを実施し、社風に良い影響を与えた。オー

プンさは我々の組織の一部となった。プロジェクト

においては、誰でも目標を掲げることができた。

我々はそれを記録し、整理した。彼らの意見に耳

を傾け、“誰も何も聞いてこない”といった態度は

存在しなくなった。 

民間企業、公的機関のいずれにおいても、IT 部

門はプロジェクトに取組むと、既存システムの近

代化はもちろん、過去の技術的な制約に取組む

などの課題と向き合うことになる。昨年度を振り

返ると、確定申告開始時期のシーズンに、政府機

関の機能停止が 16日間発生することで、我々の

機能の 90％がストップすることになり、年間予算

に予期せぬ影響を与えることになった。しかしな

がら近代化への旅路は始まったばかりであり、人

員や予算の制約があったとしても、新しいテクノロ

ジーを取り込んでいくことをやめることはない。テ

クノロジー、手法そして特に人材によって、我々は

既存システムの変革を推進し続ける。 

 
 

私の見解 
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幾 

 

サイバーリスクの視点から 

つかの企業は所有と支配をリスク管理の代わりとして用いる。「基幹システム」は大抵の場合オン

プレミスにより構築された、または調達されたソフトウエアであるために、こうしたアプローチは二

重の誤解を招く。1 点目は既存の仕組みが合理的で安全であるというもの、2 点目はモバイルで

あれ、ソーシャルであれクラウドであれ、新技術への移行は本質的にリスクを増加させる、というもので

ある。いずれも全くの誤解であり、ともにサイバーセキュリティの懸念に対する戦略的な取組みが求めら

れる。 

現時点における IT基盤が充分安全であるというのも危険な考えである。過去のプロジェクトではコンプラ

イアンスや契約条件、リスク要件を適切に検討していないかもしれない、もしくは全く検討していないかも

しれない。戦略的な目標設定や予算の不足により、これまで多くのセキュリティ構想はコンプライアンス

や統制の領域へと追いやられてきた。これに開発工程の後半になって発見された脆弱性に対応するた

めのスコープ追加やリワークが付け加わる。目についた違反、典型的な例として特定の障害に関連した

既知の脅威に対しては保守的な対応が取られる。今後、潜在的な全てのサイバー攻撃から防御を図る

には途方もなく費用がかかることは分かってはいるが、やはりサイバーセキュリティに対するより包括的

なアプローチが必要となる。 

企業は脅威を引き寄せかねないサイバー“標的”を特定すべきである。その上で、攻撃元が最も価値が

あるとみなし得る、または攻撃された場合の被害が甚大になり得る資産に対しリソースが投入されるべ

きである。攻撃に備える傍らで、安全だけでなく安心に対応するため、企業は脅威の兆候の監視を行い、

サイバー標的を変えるような活動にリソースの再配分を行うべきだ。潜在的な障害に対し、検知し、食い

止め、対応しなければならない。ハッカーの侵入確率がゼロだという企業は存在しないが、攻撃が起きた

場合でも素早く回復できることが必要である。希望や幸運に頼るのは戦略ではない。基幹システムが危

険にさらされなかったとしても、それは安全だという意味ではない。サイバーセキュリティ機能を構築する

ことはこれらの乖離を埋める一助となる。 

オンプレミスソリューションは常にクラウドよりも安全であるという神話のせいで、新たなテクノロジーは既

存システムと比較して本質的にリスクが高いという誤解が一般的である。適切なソーシャル行動（規程の

整備、適切な行動を指導するための教育とモニタリング）に関しては、プライバシーに対する懸念が議論

の大半を占めるのが通常である。モバイルに対する懸念は、企業が「個人デバイスの利用」や「個人アプ

リの利用」を採用する場合には特にセキュリティとプライバシーの狭間に位置づけられる。上述のアプロ

ーチはリスク発生の可能性とその許容度合をしっかりと理解する一助になる。ユーザエクスペリエンスに

神経を尖らせるのであれば、デバイスやアプリケーション、更にはデータレベルにおける情報を守るため

の戦略を用意すべきである。大規模な IaaSやPaaS、SaaSプロバイダがサイバー領域の犯罪者達にと

って明らかに金になるターゲットであることを理由として、パブリッククラウド適用の懸念は高まっている。

しかしながら潜在的な損害賠償の大きさから、パブリッククラウドベンダは最新のセキュリティツールや業

務手順、対応人材を抱えており、これらは多くの企業における社内サイバー対策よりも効果がある。サイ

バーリスク対策の取組みにおいて勝ち組となる準備がしっかり整っているのは誰だろうか？障害を未然

に防ぎ対応能力で生き残りを図るクラウドベンダだろうか？これまでセキュリティやプライバシー対策予

算の優先度を上げるのに苦労してきた企業だろうか？いずれにせよ、企業におけるデータ保持者かつ管

理者としての義務がなくなることはない。サイバーが企業の中心的強みでない場合はリスクをアウトソー

スするためにプロバイダを活用したとしても、企業はそのセキュリティに責任があることに変わりがないこ

とを認識すべきである。 

繰り返すが、普遍的な答えはない。セキュリティとプライバシーは基幹システム再生を全面的に否定する

ものではなく、基幹システム再生を正しく位置づけ、将来のビジネスの根幹を担う領域への新規投資の

指針となるよう、包括的なアプローチに含められるべきである。 
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基 

 

始め方 

 

幹システムの再生に手をつけることはスコ

ープが拡張される可能性やリスクに満ちて

おり、価値を見出すことが難しい道程とな

り得るため、ビジネス側が理解できるような言い

換えを行う努力が求められる。大胆なリーダー達

は既存システム構築の機会を享受するかもしれ

ないが、残りの人々にとって努力に値する見返り

が得られるのだろうか？ 

実は、CIO に選択肢はない。テクノロジーの責任

者として、基幹システムの維持と運用をおこなう

責任がある。明らかに“近代化”とレッテルを貼ら

れる努力であっても、予期せぬ障害やシステム停

止への対応であっても、基幹システムは対応を必

要とし続ける。したがって、どう積極的に対応する

か、そしてそれが充分か、ということが問題になっ

てくる。イニシアチブを発揮し得るポイントを下記

に例示する。 

 初めに計画ありき 

基幹システムや既存のシステムに対する懸

念は IT 投資に常についてまつわるもので、

普遍的かつ必然的なものではあるが、取り

返しのつかない状態にあるわけではなく、

「頭痛の種」として捉えるべきものでもない。 

例えば合気道という武術は、複数の敵から

攻撃されたときに相手の力を利用して敵を倒

す武術である。基幹システムの再生によりこ

れまでのシステムへの莫大な投資を相殺す

ることができるが、これは内密に実施するこ

とはできない。十分な情報と検討に基づいて、

既存システムの制約と新テクノロジーの持つ

可能性とを比較してビジネスニーズを具現化

する必要がある。 

 口火を切る 

多額の投資は大いなる負担となる。ビジネス

側に受け入れられるような機会を捉え、今後、

より大きな目標に向けたシステム構築を支

援してくれるような支持者を見出していくこと

が必要である。進め方としては、新組織や業

務プロセスの構築、必要なスキルセットを持

つ人材をボトムアップで立ち上げるのが効果

的である。この場合、事前に方向性をしっか

り定義して、個別の取組みがその方向性と

一致するように取り計らう必要がある。 

 

 種をまく 

Deloitte の研究所の調査によると、新たに任

命されたCIOの時間の63％がシステムの保

守・運用対応に集中していると報告されてい

る。複雑な基幹システムがそのままではこの

状況が持続し続けることになる。リーダーは

この流れに歯止めをかけ、自身の時間の 3

分の 2 を戦略立案、または成長や変革の契

機を創出することに集中できるなら、より会

社に貢献できると考えている 7。基幹システ

ム活用への投資を検討することはこのギャッ

プを埋める一助となりえる。時間はかかるだ

ろうが、持続的な効果へ導くだろう。 

 独りよがりになるな 

大企業は新しいテクノロジーに対し疑いの目

を抱き続けてきた。ベンダによる新奇な技術

のもてはやしに対する倦怠感や嫌悪は頷け

るところも多い。逆に、ビジネス側へ直接売り

込むために IT を回避するという古いやりか

たもいまだに見られ、IT 部門を“影”の存在

にすることが基幹システムのわかりにくさを

招いている。だが変化への抵抗は様々な意

味で無駄である。身を潜めることで影の位置

づけを強めビジネスへ直接入り込ませること

になりかねない。皮肉なことに、全社的なサ

ポートを求めていたり、あるいはビジネスプ

ロセスが基幹システムとの融合を求めてい

たりすることにより、新しいソリューションの

行き場は最終的には IT部門へと回帰するこ

とになる。それよりも、基幹システムの再生

を可能にする戦略的なベンダをパートナーと

することで、製品ロードマップとリスクを共有

し、協同でシステム投資を推進するとともに、

新しいアイディアを先行して試したり、先進的

な活動について業界へ（または業界横断的

に）説明を行ったり、固有のビジネスシナリオ

に対する新しいソリューションの導入の仲立

ちを務めることができる。 
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 言葉だけでなく行動を 

技術的な構成要素は基幹システム再生の確

かに重大な部分であるが、再生への取組み

は、ソリューション構築やサポート方法のや

り方を変えるいい機会でもある。システムや

データからではなくユーザエクスペリエンス

から立ち返ることを基準 8 として設計に組み

込む。 

DevOpsを構成する要素である構成管理の 

自動化、要求管理、継続的な構築／設定管

理、テスト自動化、ワンタッチデプロイ、障害

監視などを取り込む。 

更にはアーキテクチャを生かすために、ソリ

ューションやプラットフォームだけでなく、ユ

ーザの使いやすさや、業務と ITのインテグレ

ーション、データやセキュリティ上の検討事

項などについてもリーダーシップを発揮する

ことが必要だ。 
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グ 

要点 
ローバリゼーションや最先端の技術革新、新規の顧客要件、参入障壁の消滅、新たな法

規制、セキュリティやプライバシーを取り巻く絶え間ない脅威といった破壊的な力が業界

を変革し続けている。これらはテクノロジーと表裏一体であり、基幹システムを中心的な

位置へと押し上げている。ビジネス拡大のために、テクノロジーの最新化を続ける必要があるこ

とに疑いの余地はなく、手持ちのコマの中では、基幹システムの再生は戦略的な差別化要因と

なり得る。組織の革新と成長に向け、基幹システムはビジネスを支える基盤であり続ける。 
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今 

Amplified intelligence 
知能増幅 

人々に力を 

 

 
 

 

日の情報化時代は、親しみをこめて“the 

rise of the machines.”「マシンの台頭」と

呼ばれることがある。データマネジメントや

ビジネスインテリジェンス、レポーティングの基礎

となる部分は、最先端のアナリティクスや予測モ

デリング、機械学習、人工知能に対する膨大な需

要を作り出した。ニアリアルタイムの世界では、膨

大な量の情報に対して複雑なクエリや統計手法

を実行することが可能となる。 

その将来性がなければ、際限なく発生するビッグ

データは、財務的、知性的なフラストレーションや

混乱及び消耗の源となり得るだろう。デジタルの

世界は、50 倍の速度で爆発的に増える企業デー

タのおかげで、2020 年までに 40 ゼタバイト規模

にまで成長すると予想されている 1。最先端の技

術は、適切にフォーカスされなければ道をそれて

しまう場合がある。リーディングカンパニーはこう

主張する。彼らは意味のあるビジネス的な含みを

持った弾むような問題、すなわち、データを導き出

すためにそれらの含みを活用することや、ツール

や技術にフォーカスを当てている。機械の潜在能

力は、ある程度の洞察を導き出す局面において

発揮される。しかし、本当の効果は、意思決定が

なされ必要なプロセスが実行された時点において、

次のアクションや変えるべき振る舞いに対し洞察

を与えることからもたら される 。 Amplified 

intelligence（知識増幅）が活躍する場所はそこに

ある。 

進入口を開けろ 

人工知能や最先端のアナリティクスの倫理性、社

会学的な含みについて議論が及ぶことがある 2。

企業家であり、未来派の Elon Musk は次のよう

に述べている。「我々はAI（人工知能）については

非常に慎重になる必要がある。もしかすると、核

兵器よりも危険かもしれない」3最低でも、キャリア

パス全体がインテリジェントオートメーションに取

って代わられ、消し去られる可能性がある。研究

員は放っておいても学習をする万能な知能を追

い求めるが、それが長い目で見てどのような意味

を持ってくるかは全く明確ではない。しかし、しば

らくは、これらの技術は個人が職務を果たす上で

必要な気づきや分析、説得力を補完するために

用いられる。個人とは従業員であり、ビジネスパ

ートナーであり、お客様のことである。 

それを使う目的は全く利他的なものでなく、また、

自己防衛的なものでもない。Albert Einsteinの有

名な言葉にこのような言葉がある。「数えられるも

のがすべて重要とは限らないし、重要なものがす

べて数えられるとも限らない」4 ビジネスの意味や

文化の特異性、創造性から発する火花はいつの

時代も成文化しにくい。それゆえに、最先端の演

算パワーとアナリティクス技術を持ったシリコンや

鉄の塊（機械のレイヤ）が進化する一方で、カー

ボン的（すなわち人間的）要素は、新しいパターン 

アナリティクスの技術は複雑さという点において成長を続けており、企業ではますます膨大

かつ複雑になってゆくデータを分析する手段として、機械学習や予測モデリングの採用が

進んでいる。Artificial intelligence（人工知能）は今や現実のものとなっている。それは将

来有望なアプリケーションではあるが、労働力にとって代わるものではなく、彼らの能力を

高めるものである。この最先端のアナリティクスは、ビジネスにインパクトを与えるために、

個々人の知識を高めてそれを活用するときにこそ、我々の知能を Amplify（増幅）させるの

に役立ち、それによってより効果的な意思決定が可能となる。 
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の発見や予想される質問を認識する上で危機的

な状態を続けている。ちょうど自動操縦技術が飛

行機のパイロットの需要を置き換えるわけではな

いのと同じように、Amplified intelligence の世界

は労働者の能力を最大限発揮させる。すなわち、

機械によって成文化し自動化された標準ルール

を適用することにフォーカスを当てることが重要な

のではなく、より広範囲の文脈を解釈して応答す

ることが重要なのである。 

このことは、アナリティクスの有用性に対して強い

コミットメントが必要である。例えば、特定の時間

に特定の役割を全うする特定の個人に対し、彼ら

の知能や効率性、判断能力を高めるために、洞

察というものはどのようにして与えられるべきであ

ろうか。モバイルデバイスやウェアラブルデバイス、

Ambient computingからの信号を意思決定に組

み込むことは果たして可能なのであろうか？誰が、

どこで、何をしているのかという情報を基にして、

シームレスにかつ文脈を考慮した解析結果を個

人に提供することは可能なのであろうか？テキス

トや言動、動画はシステムと対話する新しい方法

を提供してくれるのであろうか？仮想現実や拡張

現実のソリューションは人生に洞察を与えてくれ

るものなのであろうか？次世代の仮想化技術は、

データ検索やパターン認識が一番必要とされると

きに、それらをどのようにサポートしてくれるので

あろうか？自然言語処理は、半構造化データや

非構造化データを理解する（意味を解釈したり仮

説を構成する）ためだけではなく、クエリやスクリ

プト、アルゴリズムやレポーティングツールの使用

無しにシステムと対話的なコミュニケーションを進

めるためにはどこで使用することができるのであ

ろうか？ 

Amplified intelligenceは、組織にとって重要な経

営効率化や競争優位性に対する可能性を創出す

る。Amplified intelligence によって、発見やシナ

リオ計画、モデリングが最前線に提供され、それ

らは位置情報や行動履歴、リアルタイムの意思と

いったような、状況から得られる手がかりによって

伝達される。これによって、ビジネスがどのように

起こるかについて、理論的なおおよそのモデルに

従って行動するバックオフィスの少数の専門家た

ちから、アナリティクスの範囲を切り離すことがで

きる。代わりに、知能はリアルタイムに利用され、

潜在的に誰もが手にすることができ、最も関連性

のあるところで利用される。その結果は、条件反

射的な「Sense and Respond（的確にとらえ、素

早く反応する）」の振る舞いから、預言的で積極的 

な解決策への体系的なシフトをもたらす。このシ

フトは、古い経営手順や性質に依存する部分を

少なくすることができる。注目すべき点は、事実を

ベースとした意思決定であり、それらは、洗練さ

れたツールや、洞察を提供できる機械知能によっ

て複雑なデータを単純化し伝えられるものである

ことだ。 

大胆で新しい試み 

Amplified intelligence が登場してそれほど時間

は経っていないが、潜在的な事例は増えている。

医学界は今やウィルスの拡散を予測するために

膨大な数の Web リンクを解析することができる。

インテリジェンス・コミュニティー（情報機関）は、今

や可能性のあるテロリストを検知するために、国

際電話やテキスト、e メールを操作することができ

る。農業経営者は、収穫量を増やすために、機械

から収集されるデータを使用することができる 5。

企業の経理部門や法務部門、厚生部門などの部

門は、最前線の専門家が調査結果や診断結果、

病歴を活用するように仕向けることができる。そし

てこのことは、組織の全てのプラクティショナを、

彼らの学術的、臨床的かつ実践的な経験とともに、

彼らの属する組織がリードする実践的な知識で

武装することができる。不正リスク検知や予防保

全、サプライチェーンを通しての生産性向上は目

に見える代表例だ。戦いの真っただ中でリアルタ

イムに供給される高感度の視覚や聴覚、拡張さ

れた状況認識を実現するために、次世代の兵士

プログラムが設計されようとしている。それらは顔

認識への結び付けから次世代の武器システム制

御機能までに渡る 6。 

また、他の領域でもエキサイティングな機会が多

く 存在す る 。 IT 部門に と っ て 、 Amplified 

intelligence は、彼らがより広範囲のアナリティク

スの旅をドライブし、旅の流れを現実的で計測可

能な効果を持った事例へと向ける役割を担う機会

を与えてくれる。技術的には、これらの進歩には、

コアとなるデータマネジメントやモデリング及び分

析機能を実行するためのデータやツール、プロセ

スが必要となる。しかし、それはまた、歴史的な集

合体を乗り越えて、学習や予測や探究のための

プラットフォームへの移行を意味する。Amplified 

intelligence は、テクノロジーが成文化されたり自

律的に実行される標準的なルールを表現するこ

とを可能とする一方で、労働者がより広範囲の文

脈にフォーカスを当てることを可能とする。 
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NLPや会話式対話の裏にある技術 

会話式対話は、対話の中の質問の文字列を理解し、回答する能力である。アナリティクスエンジンは、構文解析や

意味検索、同義語、そして一番重要である文脈を通じて、意味だけではなくクエリの構造そのものを導き出す a。 

 

 
 

 

出所 a： Danny Sullivan, “Google’s Impressive ‘Conversational Search’ Goes Live On Chrome,” May 22, 2013, 

http://searchengineland.com/googles-impressive-conversational-search-goes-live-on-chrome-160445,  
accessed October 14, 2014.  

出所 b： Abhijit A. Mahabal et al, “United States Patent 8,538,984 B1: Synonym Identifi Based on Co-occuring Terms,” 

September 17, 2013, http://www.google.com/patents/US8538984, accessed October 14, 2014 

 
 

  
 
 

会話式検索プロセス 

STEP 1同義語と文脈のエンジンは、特定のクエリ

条件を受け取り、データベースルールや以前のクエ

リ結果を使用して、ソート結果やそれらの条件に合

致した同義語候補のランク付けを行う。 

STEP 2 その後修正エンジンは、修正されたクエリ

を生成するために、同義語を選択及び使用する
b
。

クエリを拡張するために同義語や文脈を使用するこ

とで、システムが会話に対しもっとも適切で有用な

回答を提供することが可能となる。 
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今こそ、皆一緒に 

有用性や展開のしやすさに重点を置くことは、情

報の優先順位付け（The information agenda）が、

孤立したデータサイエンティストのものから、様々

な専門分野からなるチームのものへと移ることを

意味する。その優先順位付けは、エンドユーザの

解決策への道筋やその理解、仕事を高めたり、

やり直したりする方法を理解する助けとなること

にフォーカスを当てるべきである。昨今のトランザ

クションシステムが経験したユーザエンゲージメン

トにおける革命のように、Amplified intelligence

ソリューションはユーザからスタートして下りてき

たものであり、データモデルやアナリティクスから

上がってきたものではない。ユーザと一緒にその

プロセスをスタートするためには、組織は、特定

の個人の仕事のやり方を著しく改善しうるような

素朴な質問を識別すべきである。そのプロセスは

また、答えが個人のビジネスのやり方にどのよう

に影響するかを理解していなければならない。つ

まり、どこで、どのような形式で、いつ、何のチャ

ネルを通して、彼らはその情報を必要としている

かということをだ。 

意思決定プロセスの改善に興味のある企業リー

ダーたちは、彼らの組織が新しい成長アイディア

を生み出すために機械学習や他の Amplified 

intelligenceのアプローチを利用することができる。

Amplified intelligence は、業界を横断して世界

中の成功している競合他社にとってクリティカル

な存在になりつつある。US-based Uber はカー

サービスと乗客を結びつけるためにビッグデータ

を使用している 7。ヨーロッパの食糧雑貨店の

Tescoは、新しい関連会社や親会社の不釣り合 

 

いな売り上げシェアを発見するためにビッグデー

タを活用している 8。効果的なシナリオが、高い効

果を持って展開されるようにデザインされるべき

である。その効果によって、ますます増えていくソ

リューションが実際の生活シナリオにおいてテスト

され、スコープやソリューションや対話的な開発が

できあがっていく。 

一番良い結果は、そのアナリティクスやテクノロジ

ーが実現不可能であったり、活用が困難に思わ

れるシナリオから来ることが多いようだ。新しいチ

ャンスは、企業が重役室の範囲を超えて情報ベ

ースの意思決定をフィールド部門にまで拡張する

ときに存在する。その拡張によって、複雑なインテ

リジェンスを例外的に利用するシンプルなツール

が、マネジャーやセールスチーム、サービステック、

ケースワーカーやその他の最前線の従業員に与

えられる。そして、理想的には、人々が最先端の

ツールやモデルを拡張していく中でフィードバック

ル ー プ を 作 り 、 集 団 的 知 性 （ Collective 

intelligence）によって計算知能（Computational 

intelligence）が洗練され拡張されていくであろう。

個人の創造性や工夫して解決する能力は今後も

活躍できるし、また、活躍し続けるべきであろう。

しかし、ゴールは、お互いに成長することにある。

すなわち、機械アナリティクスが進歩するにつれ、

ユーザはより違いのある、価値のあるものを追求

する。これらの追求がますます違いや価値のある

ものになるにつれ、ユーザは重要なフィードバック

をシステムに入力するようになる。全体的な結果

として、人工知能は、ビジネスインテリジェンスを

変化させるために、人間の知能を Amplify（増幅）

させることになる。 
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最前線からの学び 

 
 

科学は研究室を抜け出し 

デジタル時代へ 

ミネソタ大学は、50 年以上保健情報科学分

野における革新の後押しを続けている。ミネ

ソタ大学では、科学技術の高まりや、より高

品質・低コストのヘルスケアに対するニーズ

の増加といった動向に対応し、保健情報科

学に関する研究成果を蓄積し続け、当大学

の研究者や医学・保健科学分野のパートナ

ーたちのデータに関する高まるニーズをより

効果的かつ効率的に支えるべく、ついに一

元管理型で企業規模の生物医学保健情報

科学プラットフォーム（以下、BMI）を実現し

た。 

ミネソタ大学の目標は、臨床診療へ研究分

野の発見を応用することを加速する架け橋と

して、より良い公衆衛生を実現するべく、ヘ

ルスケアの実践における科学的な考え方を

転換するための架け橋として、情報科学を確

立することだった。BMI プラットフォームがミ

ネソタ大学にとって目標を達成する一助とな

った点としては、医学の研究者と生化学（遺

伝学）における翻訳の研究者をつないだこと

で医学的データと生物学のサンプルの連携

が可能になったことや、研究を行うのに必要

となる生物医学の統合情報科学に関する情

報源やツールにスムーズなアクセスが可能

となったことにある。 

2010 年に、ミネソタ大学の保健情報科学機

関は、ミネソタ大学の臨床研究機関（Clinical 

and translation science institute）と協力し、

数年間にわたる生物医学情報学のプラットフ

ォームを作る試みに乗り出した。当プラットフ

ォームは、観察研究や予測解析を可能にす

るため、医学的データや財務情報、研究デ

ータを組合わせた分析やデータの保管を行

うソリューションに基づいている。新しいプラ

ットフォームでは、地域のヘルスシステムの

電子カルテから 210 万人を超える患者の緊

急外来に関する診療情報にアクセスすること

ができる。当該プラットフォームはまた、生産

性の高いツールを利用することもできる。 

例えば、身元が不明な患者のカルテに関し

て直接質問することができるインターフェイス、

患者の検査結果を紹介するためのデータキ

ャプチャツール、臨床試験の運営をよりスム

ーズにするための統合型システム、そして約

4,000 人に上る大学の研究者や提携機関の

ための安全なソーシャルネットワーキングア

プリケーションである。要するに、そのプラッ

トフォームは、関係者が連携システムを利用

して協力しあうことで、それぞれの知能を増

幅することを目的としたものなのである。 

企業規模の情報科学プラットフォームに関す

る認知が進むにつれて、研究の数や研究レ

ベルの高度化に対する要求も高まっている。

研究者や、非医療関係のユーザ、IT スタッフ

はかなり広い視野を持ってデータを理解して

おり、そのことは、ミネソタ大学のリサーチア

ジェンダの推進や他のヘルスケアシステム

や大学との提携により、ヘルスケアを改善す

ることに役立っている。 

将来のビジョン 

最新のスマートグラスなどのウェアラブルデ

バイス、そして分析、事務処理ツールの活用

により、グローバルな石油・ガス会社は、従

業員の効率性を高めるためにパイロット的に

プラットフォームを構築した。この試みの目標

は、ハンズフリーの業務支援、意思決定の

サポート、そして遠隔地で働く人々のための

ワークフローの自動化を行うためのものだっ

た。 

プラットフォームは以下のように機能する。石

油掘削装置に関する現場機器の不具合が

発生した際、センサーが問題を発見し、積極

的に近隣のフィールドサービスにスマートグ

ラスで知らせる。そして分析が行われ、その

問題に関する重要な診断情報を提供する。

本情報は、センサーやその他の関連事務デ

ータを応用し、強力な分析能力で強化されて

おり、修理のための step-by-step の手順を

も提供してくれる。 

不具合のあった装置に対して、ノートパソコ

ンや扱いづらい書面マニュアルを利用して 
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トラブルシューティングや対応手順を決める

ような従来のやり方では、フィールドサービ

スの作業者は、確認のためにグローブをは

ずして作業を離れて答えを探さなければなら

なくなる。しかし、スマートグラスは必要な情

報をリアルタイムでその場で確認することが

できるため、従業員の効率性や正確性や安

全性を高めることができる。さらに、手を簡単

に振るだけで、作業者は、ジェスチャーをキ

ャッチするアームバンドを使って本社のサポ

ートを得るためのビデオ会議を開始すること

もできる。遠隔地にいる専門家は、作業者が

見ている状況をそのまま見ることができ、作

業者に話しかけることもできるし、注意書き

付きの作業手順を作業者のディスプレイに

映し出すこともできる。 

作業者は同様に基幹データベースにデータ

を送ることもできる。また、うなずいたり頭を

傾けたりする動きだけでログを更新し、ある

いは完了した作業のチェックリストを作成す

ることができ、修理が完了した旨の音声を通

して記録することができる。そしてその修理

に関するログは、次回の技術者が現場機器

のサービスを担当することになった際に利用

することができる。重要な情報は大量のペー

パーワークにより紛失されることも無い。そし

て、デジタルで管理され、必要とする人がア

クセスできるようになる。 

プラットフォームの活用例は、このような石

油・ガス会社の現場担当者に限られるもの

ではない。例えば流通センターでは、ドライ

バはしばしばエンジンをかける前に車のチェ

ックをする。多くの場合、ドライバは車に問題

がないかチェックをしなければならないが、

チェックの内容は何年ものトレーニングなし

には覚えるのが不可能なほど細かいもので

ある。そんな時、スマートグラスによるバーチ

ャルの説明があれば、全体のプロセスを迅

速かつ正確かつ効果的にドライバの検査を

実行させることができる。 

スマートグラスの技術、分析、そして事務処

理システム（ナレッジデータベースや管理シ

ステム）を組合わせれば、ほとんどどんな産

業やセクターの組織であっても、あらゆる場

所と時間に情報を提供する仕組みで労働力

を強化するというビジョンを実現することがで

きる。 

リアルタイムで犯罪を解決する 

2010 年、ロサンゼルス警察（以下、LAPD）

のデータシステムは、およそ 10,000 人に上

る強力な部隊の知能を強化していなかった 9。

データは組織内の部署に分散し、メンバーは

限られた方法でデータを利用するために複

数のシステムを操作してすばやく統合させ分

析しなければならなかった。手がかりはあっ

という間に無くなってしまいかねなかった。 

例えば犯罪に関する分析では、大型汎用コ

ンピュータシステムから事情聴取のデータを

取り出す一方で、他のシステムから車両関

連を扱う部局の情報を取り出す。別のチー

ムで自動ナンバープレート認識システムのデ

ータを取り扱っていた。LAPDのパトロールカ

ーは運転しながら車両やナンバープレートの

スナップショットを撮影するスキャナを搭載し

ていたが、捜査結果を取得し犯罪を見つけ

るのには数日間かかることもあった。リアル

タイムで犯罪を把握するために 911 や警察

無線の情報を集約することができず、報告は

書面で、かつ手で出さねばならなかった 10。 

これらの問題を解決し、部隊の能力を高める

ために、LAPDは複数の地域、州、連邦政府

の情報源を統合分析し、データを分析・可視

化する試みを始めた。このイニシアチブによ

って、犯罪現場で、取締り中に、あるいは駅

で、必要に応じてあつらえることができる分

析結果を得ることができるようになり、LAPD

の分析官、警官、刑事、指揮官と幅広い

人々に対して意義深い能力強化が行われ

た。 

ある事例では、強盗被害者が、侵入者のナ

ンバープレートの一部とそれがグレーのキャ

デラックだったということしか覚えていなかっ

た。その情報だけでは、何百万台と車がある

町に調査に出ても犯人を特定することは難し

い。しかし、ここで新しいシステムを使うこと

によって、犯罪分析官が該当する車両を絞り

込み、被害者は自動ナンバープレート認識

システムから強盗犯の車両を発見すること

ができた。2 日後、刑事は容疑者のものと思

われる車に目星をつけ追跡していたところ、

別の強盗犯罪を冒そうとしていることが判明

した。容疑者はその場で逮捕された 11。現場

における知能の増幅の結果、手がかりを逃

さずに済んだのである。 
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このような成功は、LAPD の捜査を補強する

最先端のアナリティクスのさらなる高度化を

加速している。LAPD はこのような分析を組

織中に拡大しており、綿密なトレーニングと

サポートにより取組みを強化している。チャ

レンジやコストなしにはこうした試みは成し遂

げられないが、その成果として、それらは

LAPDが人々の命や住民や訪問者の財産を

守るというミッションをこなすのに役立ってい

る 12。 
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コンピュータの発展によって下層・中層スキルの

人の仕事がなくなってしまうことがある。確かに銀

行、旅行代理店などの受付業務、作業ラインなど

ではもはや人の介在を必要とせず、コンピュータ

に任せている割合が増えている。一方で、高スキ

ルを要求されるような仕事に関しては、コンピュー

タに取って代わられてしまうようなことは起きては

いない。確かにコンピュータの出現によって仕事

は変わったが、それは人間がやっていた作業が

コンピュータに取って代わられるというより、

むしろ人間の仕事を増やす方向に変わっ

た、ということだ。 

ガンの判定や信用リスク判定など、

非常に高度な意思決定を正確にで

きるようになるほどまでに分析・認

知コンピューティング技術が高度

に発展した今、高スキルの知識労

働層も、自身の仕事をコンピュー

タに置き換えることができるか迫ら

れつつある。 

しかし、今のところマネジャーや専

門家などの高スキル層の人がその

ような理由、つまり自分の仕事がコン

ピュータと置き換わったなどの理由で失

業することはほとんどない。それは、コンピ

ュータが高度な意思決定ができるからといって

も、仕事の全てを完全にコンピュータだけの自動

処理に任せるのは非常に稀だからだ。ほとんど

のケースでは一部分だけコンピュータによる自動

処理を取り入れているに過ぎない。たとえば、医

療分野における放射線画像診断では自動的にガ

ンかどうかを判定できるが、その判定をそのまま

採用するわけでなく、放射線科の医師が画像を

見て、人の目で診断を行っている。 

とは言ったものの、もし私の子供が将来は弁護士

や医師、会計士、ジャーナリストなど、既に自動化、

半自動化の波が押し寄せ始めている職業になり

たい、と言い出したら、どうせ私はうるさい親だと

思われ無視されるだろうが、次のようにアドバイス

するだろう。 

 自分の選んだ職業において、自動化の波が

どこまで押し寄せているか、そして自動化が

専門領域のどこが侵食されるかを理解する

こと。たとえばジャーナリストを選択した場合

（既に出版業界自体が斜陽であるが）、数値

やデータ、結果を扱うビジネス、スポーツ、選

挙、意識調査分野では自動的にコンテンツ

を生成できてしまうため、自動化の波に侵食

される危険性が多い。趣味や思想など人文

分野などの特定分野は、比較的自動化が浸

透できない領域だと思われる。 

 自分の選んだ職業の中でできる限り早くエキ

スパートを目指すこと。初歩的な仕事はいく

ら専門職だといっても自動化されやすいが、

高度になればなるほど、エキスパートの存在

意義があり、更には自動化を仕掛けるため

の仕組みやルールなどを提供する側にもな

りえる。 

 自分の選んだ業界の中で肝になる技術を理

解し、学び、発展させること。数多ある職種で

言えることだが、Watson（IBM の質問応答

型のシステム）のように問われた情報を理解

し、大量の情報の中から適切な解を選択し、

回答するような仕組みが利用できるため、一

般知識などいくらでもコンピュータに取って代

わられてしまうことになる。 

 自分の選んだ仕事に自動化の波が押し寄せ

たとしても、コンピュータに取って代られるも

のではなく、上手く友達になる（使いこなす）

という視点を持つこと。自動化の仕組みがど

のように動くか、何が自動化の得意・不得意

領域なのか、特にどういう条件のとき自動化

が全く役に立たないのかなどを理解して、上

手く共存をはかっていくというスタンスが望ま

しい。 

短期的な視点では、高度なスキルを持つ知識労

働層が自動化の波によって仕事を失うということ

はないだろう。ただし、上記であげたアドバイスを

考慮に入れると、長期的にみても、自分にしかで

きない、あるいはむしろ自動化を使いこなした価

値のある仕事振りを実現できるであろう。 

私の見解 
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A 

 

サイバーリスクの視点から 

mplified intelligenceによって、ビジネスがどこでどのように起こるかという根幹部分に対して、洞察

結果がより直接的にもたらされることを鑑みると、サイバーセキュリティや情報機密性の検討も、分

析に基づく議論の中で行われるべきである。情報は保存管理状態においても、稼動時においても、

利用時においても、モニタリングされ保護されなければならない。これら 3 つの状態は、異なった利用者

が別々のプラットフォームを使い、それぞれに異なったサイバーセキュリティが必要になる可能性を想像

させうる。さらに、それぞれの状態毎に、どのように乱用を防ぎ、違反や不履行に対応し、より安全なセキ

ュリティと警戒態勢で状況を正常化させるかを知っておかなければならない。 

“保存管理状態”は、従来の情報セキュリティの考え方である。不正アクセスや盗難に対してどのように

資産を守るか、ということである。ファイアウォールのようなウィルス対策ソフトによる侵入検出や侵入防

止システムはまだ必要とされているが、効果は段々と落ちてきている。というのも、犯罪者はツールをど

んどん進化させていく上、手口が一瞬で犯罪を冒すタイプのものから長時間侵入先に滞在するサイバー

犯罪へと変わってきているからである。明らかな痕跡を残していくような明白な攻撃とは異なり、犯罪者

は潜伏してアクセスする。つまり、わずかな活動を少しずつ進めながら脆弱性を見つけ、脆弱な IPにアク

セスするような方法に変わってきている。 

情報セキュリティにおいて“稼動時”や“利用時”を考慮するというのは、組織内の基礎データの利用方法

の変化を反映している。現場で持ち運び可能な、個人所有にもなりうるような機材を用いた情報の消費

が少しずつ増えているのである。その場合には、暗号化が情報の送受信やデータの保持に役立ちうる。

身元情報の利用、アクセス制限や権限設定、特にそのうちの 2要素の認証を利用すると、適切にユーザ

の行動をコントロールするのに役立つ。アプリケーションやデータ、あるいはデバイスレベルの機器は、

攻撃からネットワークやハードウエア、その他の住宅用機器を守ることができる。しかし、犯罪者が作る

製品やサービス、市場がますます高度になっていることを考慮すると、こうした技術もまた十分ではな

い。 

組織は、伝統的な技術と最先端のアナリティクス、つまりサイバーセキュリティ担当者の Amplified 

intelligence とを組合わせて利用すべきである。先駆的なサイバーセキュリティの実行者は、迫り来る脅

威を明らかにし、積極的な対応を行う最先端の技術と、攻撃を受けた場合の反動的な対応方法とをバラ

ンスよく利用している。彼らは様々な情報源を利用するとともに、様々な概念・文脈を取り入れて融合した

情報を取得している。そしてその情報を、「人間を中心とした信号」、例えば場所、身元情報、個人やグル

ープとの社会的交流などといったものに結び付けて把握する。このアプローチは多様な示唆を含んでい

る。まず、このアプローチは、より幅広いサイバーインテリジェンスに関するマインドセットを受け入れる必

要性を生み出す。内外両方のソースから情報を利用するのはその一つである。ネットワークで潜在的に

攻撃的な活動を行う新しい信号が発見されれば、セキュリティ担当者は注力すべき領域を把握すること

ができる。ビジネスオペレーションに対して Amplified intelligenceが教えてくれるアプローチと同様に、こ

のような生のセキュリティデータを分析し、個々人の対応力を高めるために利用すべきである。 

機械学習や予測解析はサイバーセキュリティを一歩前進させることができる。もし平常時の「保存管理状

態」、「稼動時」、「利用時」の動きを標準化しうるのであれば、それらは最先端のアナリティクスにより基

準値からの逸脱を発見するのに応用することができる。感度や閾値の定義に関するトレーニングを受け

れば、セキュリティチームのケイパビリティは、潜在的なリスクが起こった時や起こる前にそれらをリアル

タイムで可視化できるまでに高められる。最初のうちは、能力的には簡単な手作業での調査や対応とな

るが、最終的には自動化に移行しうるであろう。つまり、セキュリティシステムを自動的に脅威に対応する

ようにし、予測・予防するための行動を行う、あるいは攻撃があった場合には即座に敵を発見して隔離し、

攻撃を阻止するといったようになっていくのである。 
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情 
 

報の優先順位付け（ The information 

agenda）は負担なしにはもたらせられない。

しかし幸いにもその負担には Amplified 

intelligence を成し遂げるのに必要な基礎も含ま

れている。今や組織は、一つのやり方だけでは恐

らく全ての問題を解決することができない。これか

らの組織は恐らく、問いかけのあった質問に最適

な、あるいはエンドユーザが好む様々なアプロー

チやツール、技術を必要とするだろう。組織はま

た、それぞれのシナリオ要件に応じて、データの

速度や構造、分析の複雑さ、ユーザインターフェ

イス、展開の手段などを調整しなければならない。

有用性は様々だが、いくつかの包括的なステップ

の中には解決策へ導いてくれるものもある。 

 問いかけ（問題定義）から優先順位をつける 

ビジネスリーダーたちが答えられるような問

いかけから始めればよい。例えば彼らの顧

客、製品、プロセス、人々、市場、設備、ある

いは財務情報などである。知り得ること、回

答しうること、技術的に可能なことをリスト化

する。優先順位をつけ、必要となるデータを

明らかにするような問題を投げかける。内部

情報なのか外部情報なのか、構造化されて

いるのかされていないのか、既に取得されて

いる情報なのか、それともまだ計測や記録

がされていないようなデータなのか。そして

どのような問題解決技術が必要とされるの

かを明らかにする。例えば、データとして保

存されている情報なのか、大量のデータを分

析するために大規模に並行して計算を走ら

せなければならないのか、決定論的モデル

なのか確率論的モデルなのか、見える化な

のか、探索と発見のための模索なのか、予

測解析なのか、仮説設計を自動化するため

の機械学習なのかなど。 

 自分の直感を確認する 

あなたの組織で実行準備ができていないよ

うな洞察結果に対して投資すると、問題を解

決しないよりも悪い事態に陥る。経営陣に下

記のような質問を投げかけてみよう。もし

我々が非常に優先度の高い問題に答えるこ

とができたとして、組織は変化するための体

力を持っているのだろうか？長い間当たり前

だと思われていたことを疑い、これまでとは

異なるアプローチやインセンティブや振る舞 

いが求められるであろう。こういった場合に

は、高いポテンシャルがあるものならまだし

も、初期の対応としては、予測される組織の

反対勢力との意見についてバランスをとるべ

きである。データに基づいた仕事が文化とな

るにはおそらく時間がかかるだろうから。 

 ユーザ目線で設計する 

Amplified intelligence とは、個々の人間の

手に、必要なときに高度な分析力を与えるこ

とである。ユーザは分析結果を提供する方

法として、その形式や粒度や断言の度合い

について決めなければならない 

 形式：手段、通知の仕方、意見交換の

方法 

 粒度：必要とされる文脈（背景情報）と

詳細さ 

 断言の度合い：回答は記述的なのか予

測なのか規範的なのか。度合いは行動

を控えることを示唆するものから対応や

行動を促す決断の補助となるようなも

のまで、多様なものになりうる 

 反対勢力を予測する（無益なものは除く） 

最近の Gartner社のレポートによると、2020

年までに知識労働者の大半のキャリアパス

は良い意味でも悪い意味でもスマートデバイ

スに破壊されるとしている 13。投資家は積極

的に AI やロボット工学に投資しており、ベン

チャーキャピタルの AI への投資は 2011 年

以来毎年 70％以上の割合で増加している 14。

労働組合などは受け入れを拒むかもしれな

い。ロボットや機械学習が雇用を破壊し続け

ているので、未熟練労働者と呼ばれる人々

は大きな影響を受けるかもしれないからであ

る。その場合には、阻害された労働者の一

新や再配置を助けるプログラムと併せて、組

織の意図を明らかにしておくことが重要にな

るであろう。潜在的な Amplified intelligence

をフル活用するための投資とは、テクノロジ

ーを使って末端の労働者の価値を高めるこ

とを意味している。つまり、ある意味では、

Amplified intelligence の構想は、組織に対

する付加価値をより高めようとしている個々

の人々に対する直接的な投資ともいえるの

である。 
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W 
要点 

hat（何なんだ）の分析で煮詰まるのは容易である。たとえば企業の幅広い情報に関する 

課題に関して概念モデルを定義しようとして煮詰まるように。しかし、リーダー的企業の場

合は積極的に so what（だからどうした）の分析を行ってきた。彼らのやり方の重要なポイ

ントは、計測可能な値を使って問題を優先順位付けすることである。Amplified intelligenceでは、

理論上の計算からビジネス的な意思決定の現場で解決策を投じる now what（じゃあどうするん

だ、どうなんだ）をもたらす。有用性や結果というものは、プラットフォームやツール、データ（それ

らは確かに重要な材料ではあるが、レシピのほんの一部である）といったものの存在を超えて正

しく起こるべきである。機械はすばらしい高みへと登り続けているが、ここぞというときのその直

接のポテンシャルは正しい手段と方法を用いたときに生まれるものである。 
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IT worker of the future 
未来の ITワーカー 

新種の労働力 

 

 
 
 

用動向や労働人口の話題になると、まず

話に出てくるのは一般的な人口統計学や、

各世代の典型的な特徴である。実際、マク

ロレベルの動向は、高齢の労働力も含めて将来

の IT 労働力に対し大きなインパクトを持っている。

例えば、2025 年には従業員の 75％が、1983 年

以降に生まれたミレニアル世代になると予想され

ている 1。2020 年までには、ベビーブーム世代の

退職によって 3,100万人の IT職が空くことになる
2。また、男女比の不均衡は、テクノロジー分野で

は変わらぬ悩みの種であり、現在も 30％を女性

が占めているに過ぎない 3。 

STEM（サイエンス、テクノロジー、エンジニアリン

グ、数学）専攻の大卒者は、この 10年に 10万人

ずつ増加しているが、そのうち半分以上が、習得

した STEM の技能を生かす職業には就いていな

い。米国労働統計局は、この傾向から 2020 年に

は 100万のプログラミング職が欠員になると予測

している 4。こういった傾向は重要な要素ではある

が、しかし物語の一部分に過ぎない。 

新テクノロジーの開拓者 

今日、ひと握りの技術発展が ITワーカーに、劇的

なインパクトをもたらしている。 

テクノロジーの変革スピードは、我々Deloitteのア

ニュアルレポート“Technology Trends“発行当初

からの主題であった。テクノロジーの世界に新し

いテーマが現れるたびに、それに応じた教育や能

力も必要となる。だが、このように変化の激しい環

境では、これまでの学習法で、新しいテクノロジー

に関連するカリキュラムを維持していくことは困難

になっている。 

そのうえ、従来の資格制度はこの新しい世界に

適用することができない。各種の証明書も長年の

経験も、新しいテクノロジーの前では意味をなさな

いのである。一方で、達成した成果そのものや、

実践する能力は、それが従来の雇用や大学教育

を通して培われたものであってもなくても、1 枚の

証明書に勝るだろう。新しいスキルを習得する能

力は、その人のもつ知識と同じ位に重要である。

一流といえる組織のほとんどが、継続的な学習を

支援・報奨するなど、IT ワーカーが最新動向に順

応できるようサポートする文化の醸成に取組み始

めている。 

テクノロジーに関連する人材の不足は、多くの産業にとって深刻な懸念事項だ。 

さまざまなテクノロジーの前線では、すでに人材不足に直面している組織もある。従来のス

キルをもつ熟練層が退職を迎えつつある中、企業は、日々現れる新しい技術に必要となる

人材を奪い合っている。この課題に立ち向かうためには、これまでとは違う視点で新種の

労働力を掘り起こさなければならないだろう。未来の ITワーカーはその性質も、動機づけ

や技術の面でも現在とは本質的に異なっている。 
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一方で、年齢や住む場所、教育レベルに関わら

ずテクノロジーから受ける快適さは、かつて経験

したことのないレベルに到達している 5。身近な至

るところにある低コスト、あるいはコスト不要のテ

クノロジーは、起業家精神とあいまって“Maker 

Movement ” を引き起こした 6 。 （※ “Maker 

Movement”は、Chris Anderson により定義され

たデジタル製造の潮流を指すトレンドのこと。「第

三の産業革命」とも言われる。） 

このMovementでは、ソフトウエア開発だけでなく

ハードウエア領域も含む実践的な経験が奨励さ

れている。副産物の一例に、“The Raspberry Pi”

を挙げておこう。35 ドルで販売されているクレジッ

トカードサイズのオールインワンコンピュータが、

素人にプログラミングや製品工学のみならず、セ

ンサーやロボット工学、その他ハード機器の拡張

についてまで教えてくれるのだ。 

思いつくまま、いろいろいじってみる、実験してみ

る、試作してみる。そういった遊び感覚の中から、

イノベーションは生まれていく。理想は、日常業務

のなかで“Maker Movement”を実践できることだ

ろう。商業的な成功例として、Pebble のスマート

ウォッチ、MakerBot の 3D プリンタ、Oculus Rift

の VRヘッドセットなどが挙げられる。 

この“誰もが起こせるイノベーション”は、なにも起

業家の領域だけのものではなく、ビジネス拡大の

ための人材確保の戦いにおいてもまた重要であ

る。Deloitte の“Millennial Survey”によると、企

業がどのようにイノベーションを推進しているかに

ついての評判は、ミレニアル世代の技術者が、就

職先を選ぶ際の最も重要なファクターである。全

世界では回答者の 78％、中国やインドなどの新

興市場においては、実に 90％が最重要視してい

る 7。 

雇用の質は変わりつつある。Yahoo
8 が在宅勤務

を原則禁止としたことが紙面を賑わしたにも関わ

らず、企業はますますバーチャルな労働形態の

整備を進めている。また、最近の調査では、IT ワ

ーカーの 53％がリモート勤務と引き換えに 7.9％

の賃金カットを選ぶ、と回答した 9。別の州にいる

チームメンバとつながるためのバーチャルのホワ

イトボードやモバイルロボット、ビデオ通話などの

技術が開発され、インフラも整備されつつある。 

ここでクラウドソーシングに話を転じよう。クラウド

ソーシングの採用は、参加する労働者と企業双

方にメリットがある。（※クラウドソーシングは不特

定多数の寄与を募り、必要とするサービスやアイ

ディア、コンテンツを取得するプロセスである。群

衆（crowd）と業務委託（sourcing）を組合わせた

造語で、特定の人々に作業を委託するアウトソー

シングと対比される。） 

クラウドソーシングの求人は企業が求めるタスク

に依存する。企業が必要とするリソースはタスク

の内容も規模も変動が激しいので、ローカルであ

れ、グローバルであれ、吟味された人材を適時適

量に選べることのメリットは大きい。また、高度な

専門領域に特化することもできる。ソフトウエアエ

ンジニアリングやデータサイエンス、クリエイティ

ブデザイン、あるいはマネジメントのコンサルティ

ングすら、クラウドソーシングの対象となりうるだ

ろう 10。 

デザインの重要性 

デザインは未来の IT ワーカーの中核である。デ

ザインに重きが置かれることで、IT チームには新

しいスキルセットが要求されるだろう。例えば、グ

ラフィックデザイナーやユーザエクスペリエンス

（UX）のエンジニア、文化人類学者、行動心理学

者なども必要と思われる。 

IT リーダーは、サイエンス（S）、テクノロジー（T）、

エンジニアリング（E）、そして数学（M）に、アート

の“A”を追加するべきだ。これからは“STEM”で

はなく “STEAM”なのである。 

魅力あるソリューションのデザインには、批評力

に優れたクリエイターの力が必要不可欠だ。クリ

エイティビティはアイディアの創出にも重要な役割

を果たす。ビジョンを作り直したり、絵コンテやカス

タマジャーニー、ワイヤーフレーム、ペルソナマッ

プなど、様々な素材・手法を用いて傑出したテクノ

ロジーを開発する際に役に立つからである。ある

組織では、“moonshot 思考”を説明するために、

サイエンスのフィクション作家を雇ったケースもあ

る 11。（※“moonshot”はケネディ大統領が月へ

のロケット打上げについて語った際の言葉。「未

来から逆算して立てられた、斬新な、困難だが実

現すれば大きなインパクトをもたらす壮大な課題、

挑戦」を意味する。） 

デザインは、アジャイル開発やレスポンスの技術

も下支えしている。最近の IT マネジメントや開発

にはユーザビリティ重視の文化が注入されている

が、見た目や操作感などユーザインターフェイス

にのみ集中するのではなく、アーキテクチャ層に

まで本気で取組む必要がある。デザインは、能率

化・自動化の進んだ最近のプログラム開発と運用

において開発者と運用者を結びつける。というの

も、デザインによって end-to-end 設計やエンドユ

ーザエクスペリエンス（UX）、レスポンス、信頼性、

拡張性、セキュリティ、保守性のビジョンが共有で

きるからである。 
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2012－2020年の成長予想：STEM技術者の需要が高い a
 

STEM（サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、そして数学）技術者の需要増大は、ビジネスでの重要性をは

っきりと示している。2009年～2012年において、一般的な求職者と求人数の割合は 3.8：1であったが、STEM技

術者に関してその割合は 1：1.9 であった b。また、米国労働統計局の予測によると、2008 年～2018 年にかけ

STEM関連の仕事は 17％の成長が見込まれるが、それ以外の仕事では 9.8％である c。 

 

 
 

 

出所 a： Dennis Vilorio, “STEM 101: Intro to tomorrow’s jobs,” Occupational Outlook Quarterly, spring 2014, 

http://www.bls.gov/careeroutlook/ 2014/spring/art01.pdf, accessed January 13, 2015. 

出所 b： Change the Equation, “What are your state’s STEM vital signs?,” July 2013, 

http://changetheequation.org/sites/default/files/About%20Vital%20Signs.pdf, accessed January 13, 2015. 

出所 c： United States Department of Commerce, “The state of our union’s 21st century workforce,” February 6, 2012, 

http://www.commerce.gov/blog/2012/02/06/ state-our-union%E2%80%99s-21st-century-workforce, accessed 
January 13, 2015. 
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未来にむけて 

IT 組織の多くは、最新の技術動向や、現代化さ

れたレガシーシステム・開発モデルを理解し、そ

れに対応する能力を進歩させている。組織が、保

有する労働力についてきちんと理解することは本

当に重要な点である。 

振り返ってみてほしい。あなたの会社には、誰が

いて、どういったスキルを持っているだろうか。彼

らは十分にテクノロジーの利用方法を考察し、組

織をイノベーションに導いているだろうか。 

未来の ITワーカーが身につけるべきスキルセット

と振る舞いについても考えてみよう。 

端的な例は、近ごろ流行の“bring your own 

device”だろう。今のところクラウドやモバイル、ア

ナリティクスの分野が主なターゲットのようである

が、ミレニアル世代の70％が、私物の端末を持ち

込んで業務に活用してもよいと考えている 12。 

組織は、外部の機器やアプリケーション、データ、

協力者を採用する際のガイド、統制、支援になる

ようなポリシーを定める必要がある。また、若者と 

高齢者の混成チームによって、新しい雇用形態

への理解やレガシーシステムでの実践経験の共

有が促進されるだろう。 

取り残されコモディティ化されたスキルは、アウト

ソース化、自動化が進んでいくだろう。機械学習

や人口知能、高度なロボット工学が、ブルーカラ

ーやホワイトカラー、そしていわゆる “プロフェッ

ショナル” の仕事にも取って代わろうとしている 13。

この転換期にあっては、プログラマー、設計者、エ

ンジニアが重要な存在となる。また、深い知見を

持つ、マルチスキルのプレイヤが勝敗の決め手

であり続けるだろう。 

今こそ、新しい労働力を見極め大切に育てよう。

チームからチームへ、プロジェクトからプロジェク

トへと、起きている変化を伝えよう。必要な人材を

確保し、育成するためにエネルギーを注いで行こ

う。 

旧来型の組織には、もはや意味はない。古い習

慣に屈することなく、未来の IT ワーカーたちをあ

なたのビジネスで羽ばたかせよう。 
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最前線からの学び 

 
 

未来への保険 

AIGでは、今日の進化し続けるデジタル時代

で先端をいく IT 組織にとって必要なことは、

現在のオペレーションを支援することと、新し

い考え方や技術を取り入れることのバランス

をとることだと考えている。 

ここでいうバランスとは、労働と学習、さらに

それと並行して、新旧世代を上手く扱えるネ

クストジェネレーションの労働力を育成するこ

とだ。 

AIG の SVP であり AIG Global Services 

（ AIGGS ） の 社 長 で も あ る Mark 

DeBenedictus 氏は、まさにそのための
Technology Career Acceleration Program 

（TCAP）プログラムを始めている。このプロ

グラムは高い潜在能力をもつ大学生を対象

にしており、従来とは異なった IT 経験による

キャリア開発と個人的成長の機会を提供し

ている。 

最初のプログラムでは、若い人材を惹きつけ

ることを目標に、プログラムを通して彼らに実

際の業務を教え、効果的な経験をさせ、自ら

のチャンスに気付かせようと試みている。 

28ヶ月の TACPプログラムでは、まずキャン

パスハイアリングとインターンシップで、参加

者を選定する。その後、参加者に従来のよう

な業者によるトレーニングや、e ラーニング、

グループ配属、シミュレーション演習などを

受けさせる。またビジネスと ITいずれの部門

も経験できるようローテーションも行う。 

DeBenedictus 氏の意図により、幅広く深い

学習とハンズオンでの開発演習に重点が置

かれている。 

参加者は、実世界での経験や構造化された

コーチングを通じて毎日スキルと知見の自己

開発にチャレンジすることを要求される。 

またコーチングの効果を確かにするため、

TCAPにはAIGGSの指導層や人事部、プロ

グラムアドバイザー、技術面の第一人者など、

組織横断での協力体制がとられている。 

プログラム参加者は、第一線のリーダーたち

と接触することで貴重な財産を得ることがで

きるのである。このように TCAP 参加者は

AIGGS の従業員とともに作業するので、こ

のプログラムは、社内業務の目標達成にも

寄与している。 

TCAP のミレニアル世代向け施策は、組織

内に新しい考え方や働き方を注入する変革

の中核である。TCAP では、経験者に対しソ

ーシャルメディアとクラウドやウェアラブルデ

バイスなどのコラボレーションツールを通じて、

スキルを最新化したり、新しいテクノロジーに

触れたりする機会を与えている。 

DeBenedictus 氏は、新しいテクノロジーを

導入したとしても、ビジネスが新システムを

構築してくれることも、レガシーシステムを用

済みにすることもめったにないのだとわかっ

ている。IT 組織は、しばしばレガシーシステ

ムと新テクノロジーが混在する状態をサポー

トしなければならない。TCAP プログラムは、

AIGGSが先をいく IT組織となれるよう、予測

しない事象が起きても対応できるような素地

を作るべく設計されている。 

未来の AIGの IT労働力の礎を築くため、最

初の TCAP プログラムは 2015 年に開始さ

れる。 

Evolving the federal foundation 

米国 General Service Administration（GSA）

は 1949年に設立された。6つの政府機関が

統合されたもので、合衆国政府の管理業務

を能率化する任務を課されていた。 

長年に渡る責務の増加と拡大の結果、組織

は局と地域に分割されており、リーダー、イ

ンフラもプロセスもそれぞれに設定されてい

る。GSA のリーダー達は、21 世紀において

その使命を全うするには、業務を効率化する

必要があると認識し、目標を達成するには、

GSA の職員をどのように組織するのか、彼

らがどのように動き顧客にサービスを提供す

るか、そして、GSAの IT組織がどのように新

しいオペレーション戦略をサポートすることが

できるのか、について再考しなければならな

いと考えている。 

GSAの CIO である Sonny Hashimi 氏は、

統合、標準化、ユーザビリティ拡張のための

新しい先例を形作る小規模な投資ロードマッ

プを定義した。Hashimi 氏は、古いシステム

の排除よりも、IT クラウドで先頭に立つため

の施策に集中したが、その施策は、コモディ

ティ化の進んだ“high-touch”領域にあること

が多かった（※“high-touch”は、テクノロジ 
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ー社会に必要とされる人と人との触れ合い。

“high tech”＋“personal touch”を融合した

造語）。 

例えば、e メールや文書管理、プロジェクト間

のコラボレーションは早い時期に成約を生み

出す成果をあげた。これらのプロジェクトの

多くでは、コスト、システムの複雑化を抑制し

つつ、ユーザエクスペリエンス（UX）を改善

するため、クラウドベースのソリューションを

選択した。また、クラウドベースのソリューシ

ョンは、イノベーションとコラボレーションによ

り推進される新しいテクノロジー環境の構築

にも寄与している。 

そして、Hashimi氏は、今、未来の ITワーカ

ーの開拓にも貢献している。GSA は、クラウ

ドやオープンソース、デジタル、そしてアジャ

イル手法を早期に採用した人達が、合衆国

政府における新テクノロジー導入を牽引した

と明らかにした。 

この基礎作りは GSAが IT情報基盤の近代

化を続けるために重要だ。現在進行中のあ

る大規模な取組みでは、1,000 を超えるアプ

リケーションについて 10 倍の合理化を目指

している。コア領域をシンプル化することで、

イノベーションと新テクノロジーに向けるリソ

ースを確保することができる。 

Hashimi 氏は、人材プールの再教育と再活

性にも投資中だ。彼は人材プールを“ただ新

しいスキルのためだけでなく、IT 開発におけ

る基準の変化”に対して準備させている。

GSA の IT チームは、内部ユーザと隣り合っ

て座っており、オープンプラットフォームを利

用して、迅速にイテレーション（短サイクル開

発の反復）できる状態にある。 

彼らは“DevOps”（※デブオプス。開発者と

運用者が連携して協力する開発手法）や、 

ユーザエクスペリエンス（UX）、クラウドコン

ピューティングを用いて、既に実証済みのプ

ロセスを補足する新しいケイパビリティを構

築している。 

GSA ではオフィスの設備も作り変え始めた。

壁を壊し、座席固定を撤廃し、開放されたミ

ーティングルームを作っている。組織の労働

力を考え直したことで、フレキシビリティの拡

大や、アジャイル手法のクロスチームでのコ

ラボレーションに向かうことになった。モバイ

ルテクノロジーの利用により、職員たちは、

今やいつでもどこからでも重要なシステムに

アクセスすることができる。このケイパビリテ

ィはハリケーン・サンディの際に実を結ぶこと

になった。現場の職員は、ホテルのロビーで 

あれ、ビジネスパークであれ、ショッピングセ

ンターであれ、インターネット接続さえ見つけ

ることができれば、どこでも自分の作業を続

けることができたのである。 

Hashimi 氏は、“18F”と呼ばれるデジタルサ

ービス機関の設立にも一役買った。この機

関は、米大統領直属の研究者たちで構成さ

れるイノベーションの中枢である。 

最終的には、GSA における人材の募集・雇

用のアプローチも Hashimi氏は変革した。 

政府の抱える最も困難な問題のいくつかを

解決するためのスキルと経験を備えたシリコ

ンバレーの技術者たちをスカウトすることに

成功したのである。彼のチームには、今、12

人のシリコンバレー技術者が含まれている。

彼らは、チャレンジやインパクトを起こせる可

能性に興奮し、また新しい役割に市民責任

を果たすというスピリットも見出している。 

Reporting the IT Organization 

Deloitte LLP の情報テクノロジーサービス

（ITS）では、Deloitteプロフェッショナル約 21

万人のネットワークを支えるに必要なインフ

ラを供給・維持運用している。 

このグローバルの情報基盤は、広範なアプ

リケーション群で構成されており、会社所有

だけでなく個人私有の機器からのアクセスも

想定している。 

ここ 5 年に渡り、Deloitte は、クライアントの

多くがそうであるように、幾多のテクノロジー

トレンドから強い影響を受けてきた。ITコンシ

ューマライゼーションしかり、モバイル、クラ

ウド、ビッグデータその他もしかりである。 

テクノロジーの変化スピードは著しく、ITS は

開発プロジェクトの加速と合理化を促すべく

組織とオペレーションモデルの変革にチャレ

ンジせねばならなかった。 

業務プロセス視点では、この変革はアジャイ

ル開発手法の採用を意味する。アジャイル

開発では、大規模な投資案件が、小規模な

いし中規模のリリースに分割される。細分化

することで、小さなチームが短サイクル開発

を反復してこなしていくことができる。顧客や

エンドユーザからのフィードバックを仕掛中

の設計に反映することも容易になる。 

もちろん、従来のウォーターフォール型開発

手法も、レガシーのプロジェクトや保守では

有効である。しかし、今、ITSでは “Why not 

agile?”をモットーに新しい施策に取組んで

いる。 
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加えて、リソースの混成化も進めている。以

前は、オンショアのセンターオブエクセレンス

（CoE）が専門領域ベースに組成され、複数

のプロジェクトを横断してマルチタスクで動い

ていた。現在は、自律性をもつ開発ユニット

内で外部協力者、オンショア、オフショアの人

材が密接にコラボレーションするスタジオ型

モデルに移行している。 

スタジオモデルの採用に加えて、ITS は人材

雇用の取組み方も見直している。従来、殆ど

のオフショア開発職では英語が流暢であるこ

とを要件としており、応募者の幅を狭めてし

まっていた。今回のスタジオモデルでは、日

常的にオンショアの開発管理チームとコミュ

ニケーションをとるチームにのみ、英語の熟

練を要求することとしたため、各専門領域に

おける一流の人々を言語スキルに囚われず

に雇用できるようになった。 

さらに、ITS では技術力や IT 経験よりも、そ

の人がチームに何をもたらすかを重視した

採用を始めている。ユーザ本位の設計をより

進めるために、応募者に期待している基本

的特性が3つある。1に共感力に優れている

こと、2 に知的好奇心を持っていること、3 つ

目は特定技能に熟達していること、である。

技能の種類は何であってもよい。 

最近では、様々なバックグランドの人材が集 

まるようになった。国籍は 12 カ国にのぼり、

学位や専攻も様々だ。コンピュータサイエン

ス、情報システム、グラフィックデザイン、心

理学、自然人類学、美術史や社会科学など

の人材も含まれている。 

さらに、ユーザ本位の目線から、共感力を高

めるための技術やデザインなど、従来にない

題材での教育も強化しており、結果、多くの

領域をカバーできるチームになっている。チ

ーム内では、創造性、ユーザエクスペリエン

ス（UX）、エンジニアリング、創造性とイノベ

ーションを拡張するための機能的な知見が

融合している。 

エンドユーザエクスペリエンス（UX）に焦点を

あてると、オンショアスタジオのチームは、ユ

ーザニーズを深く理解するための調査とブレ

インストーミングを実行している。エンドユー

ザの行動とモチベーションを理解するために、

エンドユーザと会話し、会話を通してプロセ

スを end-to-endで確認するとともに、対象デ

ータについての理解を深めている。また、イ

ンスピレーションを探し求めて、世界に現存

する様々な領域に目を向けている。 

変革の後、スケジュール通り完了するプロジ

ェクトの割合は 70％から 94％に向上した。

導入ユーザや契約数も増加しており、ITS 全

体での組織としての満足度も高まっている。 
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全世界レベルでの IT戦略を構築する際に重要な

点は、まず“学ぶ”姿勢を持つ組織にすることであ

る。私たちは日々ビジネスからの要求やテクノロ

ジートレンドの変化に対応できることを期待されて

いる。昨今の急激なテクノロジーの変化に応じて、

人材開発、人材計画に関するアプローチを再考

する必要がある。 

社内に IT に関するコンピテンシーを維持する、と

いうことを決め、その前提で将来の IT業務に係わ

る人材の人数やスキルセットを勘案すると、

結果として将来は現在とは異なる姿になる

であろうと考えている。 

全国レベルで IT業務を提供するにあ

たり、人事、調達、サプライヤ管理

のチームを組成し、新たなる視点

で人材要件、組織の最適化、変革

への準備が出来ているか精査し

ている。さらに、外部・内部を含め

た人材採用プロセスを構築してい

る。我々のゴールは、より効率的

にベンダやパートナーの貢献度合

を測定できるようにし、また、彼らを

サポートするメカニズムを構築するこ

とにある。これは、変革プロセスの中に

おけるアソシエイトや各リーダーの役割

を明確にすることでもある。アソシエイトを仕

事に関与させることにより、私たち管理者はキャ

リア開発をどの様にするべきかという点に集中す

ることができる。これら複数の施策により、私たち

は高い人材維持率と生産性、そしてロイヤリティ

を得ることが出来た。アソシエイト全体に影響を与

えたということである。これは我々の人材開発に

対してのコミットメントであり、コアバリューなので

ある。 

テクノロジートレンドは IT に関わるアソシエイトの

仕事に対するアプローチに大きな変革をもたらし

ている。例えば、カスタムデベロップメントのアプリ 

ケーションから、パッケージや SaaS を基盤とした

ソリューションへの移行は、アプリケーションデベ

ロップメントチームに変革をもたらしている。同様

に、伝統的なサーバストレージネットワークのイン

フラから、仮想化、標準化、そして自動化されたク

ラウド基盤への移行は国全体に対するインフラチ

ームのデザインやシステムの保守のあり方を変

えさせている。 

先を見越した計画立案は、会社とアソシエイトに

スムーズな変革を促してくれる。私たちは将来必

要とされるスキルを 9つの IT専門職と定義した。

それらはアーキテクチャ、アプリケーション開発、

プロジェクト管理といったテクノロジーの主軸ごと

に置かれている。今後の IT のニーズやスキルを

理解することで、将来に向けた変革のロードマッ

プ、アソシエイト教育を行うことができる。さらに私

たちを支援できる外部者も絶えず探している。 

国内に構築した学習組織は、学習のみならず IT

ワーカーの将来を作り出す中心地にもなっている。

私たちは、学習は組織と個人両方に必要だという

考えをより具現化させた。優れた人材を採用し、

人生の糧となる学習の機会を与えるために、私た

ちは多面的な学習アプローチの開発を進めてい

る。IT 学習とテクノロジーの変化のスピードに対

応したリアルタイムラーニングを目指している。 

労働需要の管理に関しては国による制限は受け

ていない。ここコロンバス、オハイオで私は

“Columbus 202”の役員として非営利パートナー

シップに参画しており、地元の企業や学術的研究

機関、政府機関とともに、経済発展を推進してい

る。私たちは“Columbus Collaboratory”を編成し、

ともに、セントラルオハイオにおける労働力の需

要を増やし、サイバーセキュリティ、ビッグデータ

分析といった分野の労働資源を開発するため協

力しあっている。たくさんのイノベーティブな手段

によって IT人材の不足を補い、将来の IT労働力

のニーズを明確化していくことが重要である。 

 

私の見解 
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サイバーリスクの視点から 

クノロジーはユーザビリティ、オープン化、利便性の時代に入った。エンドユーザはシンプルで、直

感的で、かつ使いやすいソリューションを期待している。これは、未来の IT ワーカーだけでなく、全

ての働く人の将来に関わることである。 

同時に、サイバーセキュリティやデータプライバシーの領域においては、サイバーリスク管理を行うことは

業界を跨いで戦略的優先度が高くなっている。従来の技術、例えば、複雑なパスワード、暗号、二段階

認証、そして画像認証などを利用した仕組みは、エンドユーザからみると、ビジネスを円滑に進めること

を阻害するものだ。ユーザはついこれらを迂回してしまい、そこで新たなる脆弱性を生み出してしまう。つ

まり、現在のセキュリティとはユーザが手順をきちんと遵守したときのみ有効なのである。 

セキュリティニーズときちんと統合され、ユーザエクスペリエンス（UX）に適合した目立たないリスクフレー

ムワークを構築し、セキュリティニーズと UX のバランスをとることが重要である 。優れた UX とは、セキ

ュリティのもつ属性と密接に統合されている。例えば、広く一般的に利用されている先進技術の指紋認証

や生体認証、音声認証はユーザの動きを妨げない。 

一方、この UX とサイバーリスク管理の統合には懸念もある。 

最近の脅威は、社内の特定の人材をターゲットとしていて、例えば、スマートフォンに悪意のあるアップデ

ートをさせようとしたり、ソーシャルメディアを使って虚偽サイトに誘導したりする。単に直感的で使いやす

くリスク管理できるシステムがあるだけでは足りないのだ。要は、システムだけでなく、教育と注意喚起が

とても重要なのである。どうかあなたの同僚に“何”だけでなく、“何故”そして“どうして”を伝えてほしい。 

法令順守させるだけではなく、サイバーリスク管理を戦略的、組織的なものにするべきである。そしてソリ

ューションのライフサイクルや業務プロセスを横断的にセキュリティ上の懸念点をチェックし、ユーザに対

しては、懸念点が心に深く留まるようにする必要がある。広範囲な業務領域をカバーする企業のガバナ

ンスは、サイバーセキュリティ手段の重要性と意図を伝えるのに役立つ。ただ単にポリシーやコントロー

ルの手順を遵守するだけではなく、リスクを特定し適切に取り扱えるようにアソシエイトを教育しなければ

ならない。 

これまで述べたように、サイバーリスクが考慮された UX と教育が組み合わさると、セキュリティとプライ

バシーの管理レベルが底上げされ、サイバー攻撃に対してより強力な防衛が可能になる。そして、IT ワ

ーカーはただのエンドユーザではない。彼らはクリエイターであり、ビジネスの根幹を担うシステム・プラッ

トフォームを管理する。IT ワーカーは、如何にソフトウエアが導入されるか、如何にシステムが維持され

るか、如何にビジネスプロセスが実行されるかを勘案したうえで、サイバーセキュリティとプライバシーを

強固に統合しなければならない。また、新しい IT組織や導入モデルが現れるたびにそれらに応じた最新

の強固なセキュリティとプライバシーを構築する必要がある。未来の ITワーカーは必要な情報を入手し、

最新の仕組みを装備し、防衛力を最大化して、あらゆる方向から企業のセキュリティを守るのである。 
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始め方 

 

革というものはどの組織においても難しい

ものだ。特に IT業界にとって将来の要求と

今日の現実とのバランスを取るということ

は、とても難しい。これは現在のコアビジネスを支

える既存の ITシステムに顕著である。 

IT ワーカーの将来を語るのは簡単ではないが、

組織の変革が必要とされる今、この考えを無視す

ることは出来ない。ここでは、必要とされるプロセ

スについて述べていこう。 

 リーダーを探せ 

未来の IT ワーカーが構築する文化はトップ

から始まる。ビジネスにおける IT 部門の評

判はどうか？マーケットは大きいか？深い知

見をもつ技術者は歓迎されるのか、或いは

陳腐化してしまうのか？ 

ロールモデルは組織表のトップにあるべきで

如何に彼らが活発に活動しているかで評価

されるべきである。組織のヒエラルキーや報

告義務よりも人と人とのつながりや教育、ま

た、クリエイティビティやデザイン、テクニカル

スキルに根ざして成長できているかどうかが

重要である。 

 採用を変えろ 

エクスターンシップは候補者を“スピード採用”

する手段のひとつだ。 

採用前に各組織を移動させることで候補者

をよく精査することができる。“決定する前に

試す”というやり方で、候補者も企業側も互

いに資質や適合性、興味を理解することが

できる。また、企業によっては、社内外で“ハ

ッカソン”の日や週を設けているところもある。

（※ハッカソンは、あるテーマについて開発

者が集中的に競技や実際のコーディングを

行うこと。） 

ハッカソンでは、参加者は、短期間で提案、

プロトタイプ、デモのアイディアを競い合う。 

これは、もはや技術的に詳しい人たちによる

スタートアップ企業やテクノロジー大企業だ

けのものではなくなっている。県や地方自治

体やセブンイレブン、AetnaやWalgreensも

ハッカソンを開かれたイノベーションの場とし 

ている 14。採用の意思決定は、結果をみてお

こなわれるべきで、履歴書やインタビューの

受け答えの上手さではない。 

最後にテクニカルバックグラウンドの無い人

材の採用を提言しておきたい。38％の採用

担当者は積極的に採用している 15。グラフィ

ックデザイナー、芸術家、歴史人類学者、行

動心理学者などといった他のバックグラウン

ドを持つ人々は、ユーザエクスペリエンス

（UX）、モバイル、データサイエンスそして他

のスキルに多大な貢献を果たしている。“A”

を STEM プライオリティに追加することは大

きな差別化要因となる。特にデザインに関す

る知識の重要性は IT 部門で増大している
16。 

 イノベーションを産業化せよ 

以前は、エネルギーに満ちた若い従業員の

引き止めに、エネルギーのはけ口を与えたり、

新しくエキサイティングなスキルを探す機会

を与える、というやり方はとられていなかった。

今 で も 、 全 ての企業が 、 Google
17 や

Netflex
18のように、従業員に継続的イノベー

ションのための自由な時間を与えることがで

きるわけではない。しかしながら、企業は、新

しいスキルを探求したり、開発の新たなるア

イディアを提出できるようなメカニズムを持つ

べきである。市場に向けたアイディア競争に

勝つためには、興味をもち、新しいテクニカ

ルスキルに触れることが必要だ。企業は、従

業員が成長し仕事への情熱を注げるよう支

援するべきである。 

 バーチャルを受け入れろ 

リモート勤務をサポートするような文化を醸

成し、必要なツールを供給しよう。 

多国籍チームの生産性、コラボレーションを

念頭に置くと、コミュニケーションツールの拡

充は必要不可欠である。フルタイム、パート

タイムの従業員と同様に、第三者でも選ば

れた人には、特定期間提供すべきである。ま

た高齢者向けには嘱託という契約形態も検

討するべきである。 
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 外から中へ 

良い結果を残すためには、外部の人材活用

システムを活用することを考えるべきだ。 

組織が抱える問題をクラウドプラットフォーム

の利用で解決できるように、クラウドソーシン

グの戦略を策定しよう。また、従業員には仕

事中だけでなく仕事外でもクラウドのコンテ

ンツに参加する許可を与えるべきである。イ

ンキュベータやスタートアップコラボレーショ

ンスペースでは企業スポンサーを募集してお

り、投資家や起業家にとっては新たなる事業

を見つけるチャンスである。また、Singularity 

Universityや MIT Media Lab といった研究

機関では教育プログラムの提供や、先端の

製造業、人工知能、薬、ソーシャルコンピュ

ーティング、ビッグデータ分野で一流のリサ

ーチャーとコラボレーションする機会も提供し

ている。 

 タレントに光を灯せ 

未来の IT ワーカーを惹きつけるためには、

現有の従業員が重要である。ミレニアル世

代の 70％は友人からの情報で仕事の機会 

を知り、ソフトウエアエンジニアの89％は、今

の職場に留まる。過去５年間で複数の仕事

に応募した者は、非常に少ない 19。先端を行

く組織は、フロントラインに立つ人材の集まる

場所でなければならない。目指す組織のビ

ジョンを周知し、タレント戦略を立案し、人材

の維持と紹介のために投資するべきであ

る。 

 人事を変革せよ 

全ての従業員が定年まで雇用されているわ

けでもなく、簡単な仕事ではない。 

未来の IT のワーカー、および他の部門に勤

務するワーカーに、それぞれ必要なサポート

を行い能力開発していくことが今以上に必要

である。将来、育成が間に合わず企業間で

人材の奪い合いになる際に、人事は競争の

武器となる 20。人事部門は、規定管理の部

門から人材獲得の部門へと変革するために、

オーバーホールをする必要があるだろう。こ

の変革の施策は、現在の従業員ではなく、

未来の IT ワーカーを念頭に検討するべき

だ。 
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要点 
激なテクノロジーの変化の時代において、ITワーカーは組織の競争力の源泉となるであ

ろう。しかし、人材不足が過大に表現されているにも関わらず、人材の維持、引き止めや

組織としての能力開発に投資している企業は少ない。企業が、陳腐化していくスキルを

維持しようとする一方で、イノベーションと成長はスキルとビジョンを持つ従業員にかかっている。

既存システムのしがらみや、先進的な新テクロノジーへの理解不足という現実の制約の中で、こ

れからの技術の可能性を想像しビジョンを見直していかければならない。 

将来のテクノロジーは今日まだ存在していないが、ニーズは明確であり可能性は広大である。

今こそ再教育し未来の ITワーカーにする為にスタートする時である。 
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