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日本語版発行に寄せて

デロイトは毎年 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
動きに対して、我々なりの見通しを発信してきている。
2016 年度版がリリースされ、昨年に引き続き日本でも
Tech Trends 2016 の日本語版として発行する運びと
なった。特に本年は日頃企業改革のコンサルティングに
従事しているコンサルタントの視点から、日本企業にと
ってどういう取組みが必要になってくるのかという点に
ついて、それぞれの分野のエキスパートが解説を加える
形とした。これは昨年の Tech Trends 2015 を発行後、
その内容に対する反響は大きく、様々な日本企業からど
のように取組んでいけば良いのかという質問をいただい
たことから、今年はあらかじめ参考になる見解を盛り込
んで発刊した次第である。

日本企業のビジネス環境に目を向けると、グローバル
経済の荒波に飲み込まれ、原油価格や為替の変動、テロ
や天災によるビジネスへの影響、顧客の変化に対して、
グローバルレベルで然るべき対応が求められている。一方でテクノロジー分野に目を向けると、デ
ジタル化への対応、基幹システムの老朽化問題、サイバーアタックや情報漏洩といったセキュリテ
ィ対策、などなど対応すべき事項は山積みになっている状況である。テクノロジーの進歩もめざま
しく、戦略や業務を実行するツールとして活用されてきたテクノロジーが、海外先進企業を見ると、
いまや戦略や新しいビジネスを創り出すために必須となる基盤になってきている。テクノロジーを
制する者がビジネスを制すると言っても過言では無い状況が目の前にあるのである。

しかし、残念ながらテクノロジーを企業の戦略や新たなビジネス創出に活用できている日本企業
は私が見る限りごく少数である。取組み自体は増えてきているものの、様子見をしている企業が大
半ではないだろうか。ここに海外先進企業との温度差を感じずにはいられない。可能性のある技術
をいち早く試し、実証実験を通じたビジネス活用に対する検証後すぐにグローバルに展開するとい
う海外先進企業の動きを見ると、日本企業の取組みは遅々として進んでいないようにしか見えない。
Tech Trends 2016 では、海外の先進企業がどのように新しい技術を活用しているか、どのよう
なアプローチでその導入を進めてきたかについて事例を交えて紹介している。昨今特に注目が高ま
っているサイバーセキュリティに関しては、昨年と同様トピック毎に見解を述べている。CIO や情
報システム部門に参考になるだけでなく、事業部門（LOB：Line of Business）の方々にも是非一
読いただきたい内容となっている。テクノロジーが情報システム部門だけが理解すれば良いもので
はなく、ビジネスに関わる全ての人が理解していなくてはならない時代になったことを今一度認識
していただければと思う。



本年も大きく 8 つのトピックに分かれている。それぞれのトピックは日本でも良く耳にするキー
ワードが散りばめられているが、そこにある内容は海外の最新事例・成功事例となっている。昨年
のトピックと領域的には同じものが多いが、その内容はこの一年で変化してきており、2015 年版
と対比して見ていただくとテクノロジーの変化（進歩）や活用方法の変化がより理解できるため、
是非参考にしていただきたい。

多くの日本企業が何らかの取組みを始めているという点では、IoT やアナリティクスといったト
ピックについては、グローバルの動きと自社の動きを見比べていただくと参考になるのではないだ
ろうか。今後を見据えるという点では VR（バーチャルリアリティ）やブロックチェーンのトピッ
クにどういったアプローチで取り組んでいくかが議論となるかもしれない。基幹システムの領域は、
海外企業と日本企業で最も大きな隔たりが出てくる領域である。老朽化してきた ERP を抱える日
本企業に取って、次世代の基幹システムをどうするかは非常に重要な検討ポイントとなるため、是
非グローバルの事例を参考にしてもらいたい。

全体を通じて 2016 年度版の最も特徴的な所を挙げるとすると、「アジャイル」である。至る所
で事例に取り上げられている企業の CIO 自らが、その手法の有用性や必然性に触れ、自ら創意工
夫をしながら実現している。それほど海外ではアジャイルを活用した導入が一般化されてきている
ことを示している。一方で日本企業はまだまだウォーターフォール型の手法でシステム導入を行っ
ているが故に、特にスピードの面で海外企業に遅れを取っていると言わざるを得ない。日本企業が
グローバル競争力を持つために、本誌にあるような海外企業のアジャイルによる導入事例を参考に、
日本企業でも様々な局面でアジャイルの手法を活用した「スピード」にフォーカスしたプロジェク
トにチャレンジしてもらいたい。

テクノロジーの変化はとどまることを知らない。日本企業にとってテクノロジーのトレンドを追
いかけることはもはや義務と言って良いだろう。この Tech Trends 2016 がそのような取組みの
一助となることを期待するとともに、2016 年が多くの日本企業にとって、アジャイル手法の導入
元年となることを願っている。

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 Technology Leader
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はじめに

迫りくるデジタル化や矢継ぎ早に起こる技術革新、またそれらによって引き起こされる破壊的な現
象（ディスラプション）に翻弄される今日のビジネス環境において、どの企業もテクノロジーとは無
関係ではいられない。従来、テクノロジーの主な適用範囲は、あらかじめプロセスが設計されたオペ
レーションや定型処理の実行に限られていた。一方で、新たなコンセプトの考案段階から新商品・サ
ービスとして最終消費者の手に届けられるまで、デジタル表現がビジネスの全ての局面を左右するほ
どの力を持ちはじめている。優れたデジタル表現がプロダクトデザインを進化させ、老舗企業が確立
していたビジネスモデルを転覆させ、これまでとは全く異なる競争環境をもたらしている事実は、我々
が日常的に目にしている通りである。

最新テクノロジーの発展は目覚ましく、企業競争力の源泉の一つとして認識されるほどになった。
成熟市場、新興市場のいずれであるかを問わず、さまざまな国・地域でボーダレスな成長を引き起こ
すグローバル化の勢いがとどまる兆しはない。あらゆる市場の参入障壁が完全にはなくならないとし
ても、ますます低くなっている。ニッチ（隙間）市場や特定機能、また普段は見過ごされていた領域
に着目する起業家や新規参入者が、世界の最大手企業が長期間にわたって支配してきたグローバル市
場に無視できない影響をもたらす時代が到来している。

現代の消費者は、個々の状況に応じてパーソナライズされ、自分だけが求める使い勝手や効用を満
たせる進化したモノや高度なサービスを求めるようになった。また、市場で必要とされる新しいスキ
ルが採用時における交渉の切り札となり、雇用の本質も変化しつつある。有能な人材・タレントの欠
乏は、部門や事業を問わず、既存のオペレーションや商品・サービスの流通モデルを再考するための
取組みをより複雑なものにしている。

こうした重大かつ多様な事象を理解するための 1 冊として、今年で 7 回目となるデロイトの Tech 
Trends レポートが役立つものと信じている。本レポートは、今後 1 年半から 2 年の間にビジネスに
大きく影響を与えるであろう 8 つのトレンドに焦点をあてている。ブロックチェーン、AR（拡張現実）、
IoT、そして社会的な責任を負うまでになった他のテクノロジーの適用例など、複数のトレンドがイ
ノベーションを引き起こす偉大な力を持つまでになっている。デジタル、アナリティクス、クラウド、
企業 IT が担う役割の変化など、イノベーションの影響は至る場面で顕在化している。8 つのトレン
ドを解説している各章では、セキュリティ、プライバシー、法規制、そしてコンプライアンスといっ
た観点からサイバーリスクについても検証することでバランスをとっている。つまり、サイバーリス
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クを個別のテーマとして論じるのではなく、8 つの各トレンドが計画・設計・導入される段階におい
て、企業内統制の立場からサイバーリスクをどう捉えておくべきか考察している。

今年のテーマは「デジタル時代におけるイノベーション」である。これは「いつも通りの仕事」を
自社組織のいたる所で変革し、明日を創造していく、という業界・地域・規模を問わず、あらゆる企
業や組織の CIO がつかむべきチャンスを意味している。こうしたチャンスをものにできるリーダーは、
イノベーションを積極的に取り入れ、今目の前にある現実から、時代のニーズに応じるべく思い描い
た未来へと組織を導くことのできる稀有かつ貴重な存在であろう。

本レポートは、クライアント企業の経営層、業界および学術研究機関の専門家、そして我々デロイ
トのグローバルネットワーク内のプロフェッショナルメンバーなど、デジタル時代に直面する企業や
組織内のイノベーション施策に携わる様々な有識者や当事者との議論を重ねることで得られた見解を
まとめている。また、スタートアップ企業、ベンチャーキャピタリスト、テクノロジー業界のリーデ
ィングカンパニーのロードマップや投資の優先順位について精査した結果も反映している。

後述の章を読み進めるにあたり「デジタルトランスフォメーションとは何か？」（きらびやかなもの、
アプリケーション、または能力にあたるもの）という問いに答えるだけでなく、「そもそも何のため
のものか？」（本来のビジネス価値を創造するためには、最新トレンドやイノベーション、ディスラ
プションを自社組織にどう取り入れるべきか）を考えて欲しい。我々は、デジタルトランスフォメー
ション時代という未踏の海原に投げ出された状況にあることを認識すべきである。そこでは、今まで
慣れ親しんでいた常識がいつでも通用するとは限らない。デジタルトランスフォメーションへの道は、
いくつかの現実問題、たとえば基幹システムの再設計・構築、アナリティクス施策の最適化、自律型
プラットフォームの構築などを解決しながら進めていかなければならない。

今後 1 年半から 2 年の間にただ一つ変わらないことがあるとすれば、「常に変化する」という不安
定な見通しではないだろうか。こうした揺れ動く時代の波に遭っても、信念と目的を忘れることなく
テクノロジートレンドを味方につけることのできる企業は、やるべきことを特定し、活性化させ、さ
らに突き進めて素晴らしいチャンスをつかむことができるであろう。そのためには、物事を段階的に
進めるやり方に頼らない発想をしてみてはどうだろうか。従来から馴染んでいることに別のやり方を
試すだけでなく、これまでとは全く違うことを試してみるのもよいだろう。新しいプロセス、製品や
サービスの開発に着手し、市場競争に打ち勝つための新しいやり方を探し出すのだ。どこまでやるに
せよ、行動する時は今しかない。明日を創造する、それは今日から開始することなのだから。

Bill Briggs
Chief technology officer
Deloitte Consulting LLP
wbriggs@deloitte.com
Twitter: @wbdthree

Janet Foutty
Chief executive officer and
chairman
Deloitte Consulting LLP
jfoutty@deloitte.com
Twitter: @janetfoutty

Craig Hodgetts
US national managing
director—Technology
Deloitte Consulting LLP
chodgetts@deloitte.com
Twitter: @craig_hodgetts
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長らく、IT 業界では、「安定性と機動性（ア
ジリティー）の葛藤」といったテーマが注目を
集めてきた。信頼性、拡張性、セキュリティな
どが重要な大規模基幹システム構築では、計画
の立て易さと、リスク管理の観点から、安定性
が重要となる1。他方で、最新の機能やツール
など、テクノロジーを活用した試験的な取組を
進める際には、機動性が極めて重要となる。「安
定性と機動性の葛藤」は、これまであまりに単
純な図式で語られてきた。すなわち、これら 2
つの特性に関するギャップへの対処法について
ほとんど議論されず、システム構築の条件に応
じて、安定性と機動性のどちらか一方を重視す
べき、という見解に終始してきたのである。

それに加えて、システム開発手法には、「ウ
ォーターフォール開発モデル」と「アジャイル
開発モデル」のみが存在し、開発案件ごとにど
ちらかを使い分ける、という 2 つの開発モデ
ルが定着してきた。しかし、この 2 つの開発
モデルには、残念ながら幾つかの誤解がある。
1 つ目は、論点はスピードだけで、規模に必要
な安定性と短サイクルを実現するスピードはト

レードオフにある、という誤解である。この誤
解は、多くの IT 組織を悩ませている従来の基
幹システム構築に表れている。2 つ目は、議論
がしばしば、「ウォーターフォール開発モデル」
と「アジャイル開発モデル」という開発手法に
限定され、まるでアジャイル開発はデジタルイ
ノベーションと企業の成長を実現する救世主で
あるが、大規模な基幹システム構築には向いて
いない、と語られていることである。さらに、
多くの組織にとって、システム開発期間の短縮
は投資対効果を早める、という位置づけでしか
ない。

先進的な企業は、安定性とスピードの双方を
重視しており、個々のプロジェクトに対して多
様なビジネスのニーズに応えるための規律、ケ
イパビリティ、プラットフォームや人材を備え
ることにより、臨機応変で適切なアプローチを
採用する必要がある、と考えている。IT 領域
におけるスピードは、ビジネスの価値、リスク
及び技術的な実現性とのバランスが取れる範囲
で、可能な限り高速化すべきである。さらに、
最適なスピードを管理するのと同様に重要なこ

IT 導入スピードの最適化とは
スピードアップと安全運転の両立をいかに目指すか

多くの IT 組織は従来型の複雑な基幹システム構築のデリバリモデルから、ス
ピードが求められるイノベーションに即したモデルを志向し始めている。基
幹業務システム導入に求められる安定性と、イノベーションに求められるス
ピードの両方を必要としながら、両立の困難さに直面している IT 組織もある
ようだ。そんな中で、多くの CIO が、安定性とスピードの両極のバランスを
取る最適解を見出し始めている。IT による経営を再構築するために、プロセス、
テクノロジー、人材に対して、的確な投資を行うことによって、業務が求め
る最適なスピードでシステムを提供することが可能となってきているのであ
る。
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Finding a balance between high-torque enterprise IT and high-speed innovation IT can allow companies to optimize 
technology operations. CIOs can calibrate the interrelated core capabilities below to find a point along the spectrum 
between the two models that meets the needs of a given program, project, or product. 

Figure 1. Right-speed IT operating model dashboard
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図1. IT業務スピード最適解のモデルダッシュボード
基幹システムに求められる「安定性」とイノベーションITに寄与する「スピード」のバランスを見出すことで、
テクノロジー関連業務の最適化が可能となる。CIOは、2つのモデルの間で各プロジェクトのニーズにマッチする
最適なポイントを見つけるように調整が必要である。
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とは、異なるスピードで働くチーム間に生じる
軋轢を管理する必要がある、ということである。

このいわゆる「スピード調整」という考え方
は、他のシステム構築方法に欠けている決定的
な要素である。この考え方こそが、個々のイニ
シアティブにふさわしい、ソリューションや対
処法を見出すための指針となるのである。

IT 導入スピードの最適化にたどり着くため
には、次の 3 つの広範なカテゴリーについて
熟慮しなければならない。すなわち、「段取り」、

「アーキテクチャ」、「組織体制」というカテゴ
リーである。次節以降で、これら 3 つのカテ
ゴリーについて考察を進める。

手順を超えた「段取り」の重要性
IT 変革を実現するための議論として、開発

方法論が主題として語られることがよくある。
そのため、2 つの開発モデルは、しばしば「ウ
ォーターフォール開発モデル」対「アジャイル
開発モデル」という枠組みで誤解されることが
ある。確かに開発手法は重要な要素ではあるが、
IT における最適なスピードを見出すためには、
それらと同様に、以下で述べる手法や検討も重
視すべきである。

・ ファイナンスマネジメント：厳密さが必要な
年度決算、償却に比べ、予算策定、配賦とい
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った会計処理は厳密さよりも柔軟さが求めら
れる。これらファイナンス業務の違いを認識
しないと、スピードを最適化する機会を手放
すことになる。この様な違いを認識すること
により、業務設計を中心とした上流工程と、
IT 構築が中心の下流工程の効率化が可能と
なる。

・調達とソーシング：同様に、コスト削減のた
めに、数ヶ月かかる RFP プロセス、長期に
わたるベンダ評価やソーシング戦略を検討す
ることもあるが、それだけがコスト削減の方
法ではない。プラットフォーム、ライブラリ
やコードについて、オープンソースのソリュ
ーションを適用することにより、即座にプロ
ジェクトを開始する方法もある。クラウドソ
ーシング、コーダソン（code-a-thon）、学界、
学外研究といった人材獲得の代替案も検討す
べきである。これからは外部にも目を向けて、
個々のイニシアティブにどの様に活用できる
かを検討する必要がある。

・ベンダ、契約のマネジメント：非開示・知的
財産保護条項や従来のベンダの評価を再考す
べきである。請負契約や旧来の SLA の枠組
みを超えた、新しい形を生み出すことを検討
してみるべきかもしれない。ベンダの成果に
対して対価を支払う方法を推奨し、従来のサ
プライヤ／ベンダ、契約者／コンサルタント
といった関係を超えてベンダとの協業シナリ
オも検討し、新たなビジネスを創造してはど
うだろうか。その際に、将来のパートナー関
係を締結する際の足かせにならないよう、非
開示・知的財産保護条項や従来のベンダの評
価を再考すべきである。

・ソリューションの見極め：始まりから終わり
まで全てをカバーするアーキテクチャが望ま
しい、という先入観を捨てて、プロジェクト
や製品の求める最適なスピードを検証すべき
である。IT 統制、管理手法、開発モデル、
プロジェクト推進方法、次フェーズへのゲー
ト管理といった要素を適切に組み合わせる。
これにより、ビジネスへの影響、技術的な方
向性、リスクについて調和のとれたプロジェ
クト管理が可能となる。

・ステークホルダーの期待値：準備に時間をか
けた大規模稼働を行うことが、必ずしも正解
ではない。リリースの回数を増やす、または
トライアル版を提供することにより、ユーザ
に成果を示していくことが重要である。ユー
ザコミュニティに、ゲーム感覚でテストに参
加してもらい、フィードバックを集めること
も一案である。これらのリリースをすぐ本番
環境に適用するわけではないが、ユーザやス
テークホルダーに対して、具体的な成果を見
せることにより順調に進捗している、と印象
付けるものである。

・DevOps：管理レベルの粒度、レビューの
形式や自動化レベルを定義してみるべきであ
る。IT 導入スピードの最適化を実現する一
つの手段として、自動化を促進するプラット
フォーム2 に投資することにより、マニュア
ル作業を減らし、各タスクをシームレスにつ
なぐことが可能となる。その対象範囲は、シ
ステム環境の管理、要件の管理、テストの自
動化（リグレッションテストやそれ以上のも
の）やコンフィギュレーション管理、開発管
理、リリース管理にまで及ぶ。更に、本番環
境にリリースしたソリューションをロールバ
ックする機能も含まれる。

アーキテクチャが肝となる
IT 導入スピードの最適化は、迅速で互換性

の高い IT 化を支える指針やプロジェクトによ
り実現される。結局のところ、指針や各プロジ
ェクトによって、未来のアーキテクチャやアプ
リケーションが決定されるのである。同様に、
エンジニア文化やプロダクト管理のマインドセ
ットを醸成することが重要である。IT のリー
ダーは、これら双方を利用して、相反する制約
の中庸を見出し、眼前の問題に対する最適解を
見出すことができるのである3。具体的には、3
つの領域、すなわち「デザイン」、「マスタデー
タ・インテグレーション」、「運用を見据えたシ
ステム構築」に注力すべきである。

・規律を持ったデザイン4：プロジェクト遂行
においては、ユーザの関与やペルソナをベー
スとしたアプローチが重要である。スピード
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はひとまず脇に置いて、問題解決にはユーザ
目線から取組むべきで、システムやデータに
制約されるべきではない。詳細な行動分析、
行動を可視化するジャーニーマップ、ペルソ
ナ、ストーリーボード、ワイヤーフレーム、
プロトタイプなどの直感的でシンプルなデザ
インが、すべての先進的な取組みに適するわ
けではないのかもしれない。しかし、これら
の技術や付随する成果物を活用することによ
って、ユーザ目線に基づく DNA が、将来の
プロジェクトに貢献するであろう。

・マスタデータとインテグレーション：それぞ
れのプロジェクトで、過去の取組を最大限再
利用することを期待されている。たとえ、こ
の期待がプロジェクトの規模感や種類によっ
て、ばらつきがあるとしても、データやイン
ターフェースの標準化は遵守しなければなら
ない。

・運用を見据えたシステム構築：新規システム
開発時には、現状使用しているシステム監視
やシステム保守の仕組みに合わせて、ツール
を開発すべきである。また、経営ダッシュボ
ード、各種モニタリングの閾値、業績評価の
サマリなどへの影響についての考慮も必要と
なる。管理対象や管理粒度は、システム導入
手法により、変更できるようにしておく必要
がある。また、既存のライブラリやコードを
共有することにより、想定されるシステム監
視のシナリオに、自動的に対応することが可
能となる。

組織の現実
最適なスピードに必要となる 3 つ目のカテ

ゴリーは、人材と組織である。場合によっては、
段取りやアーキテクチャといった、他の 2 つ
のカテゴリーよりも難易度が高いかもしれない。
確かに人材に関わる部分は、より予測がつかず、
影響を与えることが難しいものである。活気が
ないとか動きが鈍いといった IT 組織の評判を、
活発で最適なスピード感でシステムをデリバリ
できる組織だ、という評価に変えるためには、
以下に述べる肝となる 4 つの領域に対して、
目的意識を持って注力することが必要である。

・ マ イ ン ド セ ッ ト と 組 織 文 化： 専 門 家 の
Nilofer Merchant 曰く、「カルチャーこそが、
イノベーションをはじめとする企業で、成し
遂げようとしているあらゆることを促進する。
だからこそ、カルチャーが結果に直結する。
カルチャーとは、ヒトであり、リーダーシッ
プであり、究極的には数字や結果に影響を与
える5」。IT 組織がデリバリまでのプロセスを
高速化することに成功すると、現場に権限が
委譲されるため、説明責任と柔軟性の双方を
重視するエンジニア文化が肝になってくる。
従業員は、新たな働き方や新たな付加価値の
提供方法といったものを、こうしたマインド
セットによって学ぶことになるだろう。

・リーダーシップ：組織文化は、リーダーとと
もに生まれ、リーダーの行動や決断によって
醸成される。リーダーは、「IT 導入スピード
の最適化」を求める中で、各々の試みをどこ
に落ち着けるべきか、正しい決断を下すため
の考え方を定義し、強化する必要がある。リ
ーダーは、プロジェクトに適した統制とより
速いデリバリの双方を実現するために、メン
バに、これまでと異なる働き方、より柔軟な
働き方を指導するだろう。もし、最適なスピ
ードを見出すための戦略や目的といったもの
を理解したリーダーがおらず、リーダーがメ
ンバの牽引やサポートをしなければ、IT ソ
リューションのデリバリ方法の革新に、恐ら
くは失敗するであろう。

・人材：様々な性格やスキルセットが組織に存
在した方が、IT 導入スピードの最適化にお
ける多様なモードを実現することがより容易
になる。世代による傾向の違いといった次元
の話ではなく、組織内の個々人の能力、情熱、
向上心、働き方や姿勢を深く理解することが
求められる。様々なプロジェクトへローテー
ションさせることにより、メンバは幅広いス
キルセットを身につけることができる。しか
しながら、中には比較的腰を据えた配属の方
が、最もよく機能するメンバもいることも知
っておくべきである。いずれにせよ、全体の
選択肢の中で、様々なタイプの配属を希望す
る声があるということを予め把握しておけば
問題ない。また、トレーニングや開発プログ
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ラムの策定も必要である。これによって、メ
ンバが最適なスピードで開発する手法を身に
付けるなど、組織内での新しい能力開発や知
見の共有が可能となる。先進的な高いデリバ
リ方法の経験を持っていたり、その専門性を
持つ他社とパートナーになったりすることも
考慮すべきである。例えば、ベテランのスク
ラム（アジャイル開発手法の一つ）専門家や
UX エンジニアは、アジャイル開発やユーザ
中心のデザインへ移行する際、非常に貴重で
ある。

・組織構造：レポートラインとインセンティブ
に基づいて、損益責任と役割をそれぞれ割り
当てることにより、IT 組織のメンバも他の
部門と同様に、マトリクス型組織で管理され
ることが一般的になってきた。プロジェクト
の目的に沿った評価や、適切なフィードバッ
クを行うことにより、プロジェクトメンバが
持つ誤解を除き、共通のゴールに辿り着くこ
とができる。そのために、組織としての基準、

方法論やツールを整備することも必要である。
同時に、個人の意思決定、迅速な行動やプロ
ジェクトの阻害要因となる障壁は取り除くべ
きである。IT 導入スピードの最適化を実現
するための他の手段として、日々10 分程度
リーダー主催での進捗会議やタスクの優先順
位を確認する会議を実施すべきだ。単に要件
や課題の未決事項を確認するだけでなく、即
座にアクションを決定することが重要である。
こういったメリハリの効いた会議体により、
ボトルネックやメンバのフラストレーション
を和らげることができる。

・動機づけ：定量化できるものだけが実行でき
る。今一度、プロジェクト全体のトラッキン
グから個人のパフォーマンス管理までの指標
や基準を、幅広く検討すべきである。中身の
ない戦略を語るのではなく、製品の完成やビ
ジネスとしての結果に対して、チームを適切
に導くための明確なゴールが必要である。
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最前線からの学び

心が変われば行動が変わる
2015 年に起こった、HP の分社という歴史

的な出来事の一端として、Neeraj Tolmare
は 1,500 以上のグローバルアプリケーション
の分割を担当した。この膨大な量のタスクを、
6ヶ月という限られた期間で完了させるため、
Tolmare のチームは、個人の作業に合わせた
ガイドラインに沿って、異なるスピードで作業
を実施した。Tolmare のチームが取った手法
では、あるチームは時間単位で作業を完了し、
別のチームでは日単位で作業を完了した。各チ
ームは、更に複雑な達成目標を成し遂げるため、
多種多様な方法論やアプローチを駆使して作業
を進めた。「様々なスピード感で作業するスタ
イルには慣れが必要だが、ほとんどのチームメ
ンバは 2-3ヶ月で慣れた。スピード感の違いは
あったが、全員がある一定のタスクを完了しな
ければ、全ての作業が先に進めないことを、チ
ーム全員で認識していたことが大きかった」、
と Tolmare は振り返る。

Tolmare は現在、PC やプリンタを販売する
HP Inc. のデジタルインプリントの変革に尽力
している。このような広域で実施される新しい
試みが、テクノロジー製品の開発方法に新しい
風を送り込む役目を担っている。「既存の作業
モデルは融通が利きにくく、ソリューションの
導入から稼働までに半年かかる状態になってし
まっている」、と HP Inc の vice president で
あり、3 部門（Digital Transformation & IT 
Applications,、Global eCommerce、 お よ
び P&L Management） の 責 任 者 で あ る
Tolmare は語る。「もし技術者達が腰を据えて
戦略的な意思決定に関わることになれば、ビジ
ネスニーズに即応できる柔軟で拡張性のある製
品開発モデルをつくりあげることが可能になる
と考えている」

Tolemare や彼のチームが作っている開発モ
デルは、標準的なシステム開発ライフサイクル

（SDLC：System Development Life Cycle）
モデルの進め方に慣れてしまっている開発チー
ムに、「新しい視点」を与えることを目的とし
ている。新たなモデルをサポートするために、

HP は既存の人材の能力を伸ばしながら、アジ
ャイル方法論にも慣れさせることでスキルを伸
ばしている。

新しいモデルを進めるために、特定のシステ
ムアーキテクチャに詳しい専門家も含めて、既
存の社員と新たな人材の混合チームを構成し、
スピードを求められる作業に配置した。HPでは、
異なるプロジェクト毎に、どの様なスキルや能
力の人材を混ぜ合わせるべきかを試し、開発者
には異なる方法論や戦術に触れさせ、定期的に
人材配置を行い、様々なチームを経験させた。

「プロジェクトが厳格にウォーターフォールや
アジャイルのどちらかの開発手法を取らず、2
つの混合手法で進めることにより、チームが戸
惑う場面もあったが、プロジェクトが進むごと
に、チームの考え方が適応していき、前とは異
なる働き方になっていく姿を見ることができ
た」、と Tolmare は語る6。

最適解のスピードでのコラボレ
ーション

常に変化する環境にある CDW（統合技術ソ
リューションのプロバイダ）の IT 組織にとって、
最適なスピードを探すことは、トレンドという
よりも必須事項となっている。これは、ほぼ常
に変革が起こっているセクタで、既に証明され
た成功への戦略である。CDW は IT がビジネ
スと協業し、顧客のニーズに対応するためのソ
リューション開発モデルを採用した。IT 組織
内の各チームは、プロジェクト固有のゴールや
環境に応じて、それぞれ適切なスピードでプロ
ジェクトを進めている。全力疾走するチームや、
歩く程度のペースで作業を進めるチームもある
が、どのチームも、今までのデリバリモデルで
はなく、アーキテクチャ、セキュリティ、管理
統制、デプロイメントなどを考慮した、ソリュ
ーションフレームワークに沿って仕事が進めら
れている。

この協業モデルを採用することによって、自
社の強みである技術力だけでなく、IT のアプ
ローチが会社の方針に沿ったものになった、と
CDW の operations and chief information 
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officer の senior vice president で あ る Jon 
Stevens が説明する。「IT を本当の意味で迅速
かつ信頼あるものにするのであれば、各ビジネ
スグループが求めている多様なニーズに対応で
きるように、我々の開発チームは尽力する。こ
のような環境下では、一つの凝り固まった形で
は生き抜いていくことはできない」。

例えば、CDW の e-commerce group は、
iterative, innovative, fast-moving の 3 つ の
ビジネスへのアプローチ方法を反映した、製品
グループで分けている。各チームには、次の案
件に頭を素早く切り替えられる、ビジネスリー
ダーや製品マネジャーやテクノロジーリーダー
が含まれており、成功や失敗をともに経験して
いる。また各チームは、DevOps チームと密
接に関わりながら働いている。DevOps チー
ムは、セキュリティやリグレッションテストを
通して新しい製品や製品拡張について考え、本
番環境にそれらをリリースしているグループで
ある。

その様な動きがある中で、CDW の他の IT
組織は、異なるアプローチの開発方法を採用し
ている。具体的には、ファイナンスの担当チー
ムは、厳密な規制への対応として、コンプライ
アンスを適切に管理できる方法論や統率モデル
に従っている。

アプローチに関わらず、全ての IT への施策は、
ビジネス側の価値向上（売上増加、管理費低減、
利益増加、顧客満足度向上、よりよい職場環境）
を目指して実行されている。使用する開発手法
やプロセスに関わらず、IT はグループ全体に
影響するものであり、例えば業務部門、監査や
セキュリティにも関係している。よって、ステ
ークホルダー全体に対して配慮が必要となるこ
とについて、何の違和感もない。このようなス
テークホルダーは、成果物のチェックなど、一
時的に登場するのではなく、構想策定から稼働
中の運用保守まで、プロジェクトライフサイク
ル全体を通じて関与する。

CDW の IT 組織の対応は、新しい技術が登
場し、市場が大きく変革する状態においても、
常に結果を出せるように会社を支えている。こ
のような変化の中でも、CDW のコラボレーシ
ョンを支える理念や、IT への柔軟なアプロー
チは健在である。Stevens によると、「最終的
には、ビジネスや外部のパートナーとどれだけ

の関係を築けたかが重要である。つい最近まで
は、『どのようにチーム内のポジションを取る
か』、ということを全員が考えていたが、今は、

『チームとして働くこと、技術によって、革新
的で他のどことも違う競争力を持つようにする
かを考えること』、が重要となっている7」。

“超”地域特化市場で起こってい
る変化

1921 年の創業以来、State Auto Insurance 
Companies は、最も契約者のニーズに合った、
独立型保険代理店向けシステムを有する会社、
として認知されている。今日に至るまで、独立
保険代理店は、地元の知人や隣人でもある各顧
客のニーズに合わせて、アレンジしたサービス
を提供してきた8。

彼らが築き上げてきた従来の方法は、テクノ
ロジーの進歩によって大きく変わってきている。
具体的には、より魅力的なコスト体系や分析ツ
ールを導入し、またデジタルを活用した顧客エ
ンゲージメントの向上や、販売プロセスの見直
しなどを提供し続けている。State Auto の
CIO である Greg Tacchetti は、「どんなに小
さなことでも我々は変えている」、と胸を張る。

大事なことは、CIO である Tacchetti が、
IT だけでなく、ビジネス戦略の立案にも携わ
っていることである。製品のロードマップを定
義し、それをサポートするための必要なアーキ
テクチャを用いているかどうかを確認するため
に、彼は製品チームと一緒に働いている。

IT は様々な次元で変化し続けているといっ
てよい。その範囲は、インターフェースやデー
タ定義の標準化などに及ぶ。Tacchetti は、企
業全体で起こっている、余分な労力や不必要な
投資を減らすために、プログラムを調整してい
る。また、彼は、ビジネスユーザが新たな環境
で様々な試みができる様なサンドボックス環境、
ツールやプラットフォームを作り上げている。

大きな変革への一端として、Tacchetti は、
複数のアプローチに対応できる IT 組織を作り
上げるための長期計画を作成中である。彼のビ
ジョンは、ビジネス全体のニーズに対応する
IT 組織を作り上げることである。単に、いち
技術者としてのビジョンではなく、アーキテク
チャにも精通した、戦略家としての意見も込め
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られている。加えて、その戦略家としての能力
も高く、効率化推進やシステムのコスト削減を
実現し、State Auto の製品の利益率を上げる
ビジネスプロセスを練り上げたほどである。こ
れらの変化に必要な鍵は、エンドユーザの満足
度と、カスタマジャーニーマップに重点を置い
たデザインと、ユーザビリティである。このよ
うな対応は、IT のバリューチェーンである構
想策定、製品設計、要件定義、開発、稼働後支
援など多岐に渡る。State Auto は、プラット
フォームの改革の真っただ中であり、今年末に
稼働予定である。プロジェクトの範囲は、コア
システムを変えるに留まらず、新しい製品、顧
客のセルフサービス、徹底的に見直された
CSR の実現を含む、将来の基礎となるプラッ
トフォームの構築となる。

12ヶ月を要するようなプロジェクトは今後
なくなるだろうと、Tacchetti は予測する。「1
年後には、迅速な試験的導入や、アジャイル方
法論について話をしていたい。我々はすでに週
単位のリリースについて話し始めている」、と
彼は話す。スピードと戦略に集中しながら、
State Auto の IT 組織は、定義された要件をこ
なすのではなく、ビジネスアジェンダを拾い出
す一助となるために、前進している9。

開発アーキテクチャが全てを決
める

Cisco が、テクノロジーの分野で革新的であ
る、との評価を得ているのは、IT 組織の功績
によるところが大きい。継続的な IT 化と、よ
り迅速な開発への野心的な改革が、業績向上に
貢献している。Cisco の IT 組織は、業務オペ
レーション、セキュリティ、コンプライアンス、
障害耐久性や品質を改善し続けている。これは、
単純な IT 組織の変革とは明らかに異なる試み
といえる。

Cisco Systems の senior vice president
であり、CIO でもある Guillermo Diaz, Jr. は、

「『IT 導入スピードの最適化』、という問いへの
ただ一つの正解は、『より早く、より安全に』、
ということである」と述べている。Diaz の期
待に全面的に応えるために、Cisco はリリース
管理から始まる、主要な開発管理業務を変革し
てきている。今までのやり方では、年間で実施

できる大規模なリリースはわずか 4 回、小規
模のリリースは 12 回が限界だった。継続的に
リリースを行うように考え方を変え、アジャイ
ル方式を取り入れ、開発プロセスの一部を自動
化することで、前年に比べて、リリースできる
回数が 5 倍に増えた。Diaz や彼のチームから
すると、この驚異的な成果も、「道半ばである」、
とのことである。

継続的な開発管理業務の変革の一環として、
バラバラだった開発方式をアジャイル開発方式
へ統一した。6 四半期前、プロジェクトの 62
％は、慣れ親しんだウォーターフォール開発方
式が採用されていた。直近の四半期での調査で
は、82％以上のプロジェクトでアジャイル方
式が採用された。アジャイル方式ではないその
他のプロジェクトは、伝統的な ERP の開発サ
イクルを、凝縮し加速させたハイブリッド方式
で開発された。「数々の貴重な経験から学ぶこ
とにより、革新的なマインドセット、可視化や
迅速なフィードバックなどに重きを置く企業カ
ルチャーへと大きく変貌した。高い技術や自動
化により、開発者が効率的に作業を進めていく
中において、品質への期待に応えることは、ス
ピードのある IT 化を実践していく上で必須で
ある」、と Diaz は語る。

Cisco は、開発アーキテクチャに継続して投
資しており、ソース管理、開発、レビューやデ
プロイのためのプラットフォームをクラウド化
することで、クラウド領域での開発能力を拡張
している。全体的なビジョンを実現するために、
ネットワークで API 群を認識させることや、
抽象化やオブジェクト化するためのモジュール
やミドルウエアを展開することにも、重点的に
投資している。

大事なことは、Cisco が、システム基盤上に、
継続的なシステム導入モデルを作り上げたこと
だ。Diaz は、「IT に求められる最適なスピー
ドとは、各業務アプリケーションに合った、適
切な厳密性や正確性を見極めることだ」、と話す。
ERP 導入の場合、高いレベルの緻密さが求め
られるが、あまり複雑ではないアプリケーショ
ン導入の場合には、ERP の時と同じレベルを
求められることは少ない。「我々は、スピード
が求められるシステム導入のみならず、基幹シ
ステムやセキュリティにも対応した開発アーキ
テクチャを導入した」、と彼は語る。
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Diaz によると、この開発管理業務の変革に
より、Cisco の IT 組織内では、プロジェクト
速度が 97％上がり、品質が 92％上がった。
特に、セキュリティの脆弱性への迅速な対応は、
79％上がったという。「我々は機動性、シンプ

ルさやスピードを追求していたが、セキュリテ
ィを犠牲にするべきではないと考えていた」、
と Diaz は振り返る。「我々の最終的な目標は、
より早くビジネスに価値を与えることである」、
と彼は断言する10。
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私の見解
MARCY KLEVORN
Vice president and CIO 
Ford Motor Company

Ford Motor Company（ 以 下、Ford） は、
112 年の歴史で受け継がれてきた知見を基に、
インターネット対応、モバイル対応、自動運転、
そしてビッグデータやアナリティクスを利用した
カスタマエクスペリエンス管理などへの展開を行
っている。テクノロジーに基づいたイノベーショ
ンにより、新しい製品やサービス、顧客との契約
モデルに対する投資が次々に実施されている。進
化する新しい IT 技術により、これまでの製品の
デザイン方法、製造方法、顧客とのコミュニケー
ションおよび契約モデルが破壊される可能性があ
る。

このことはまた、1 万 1 千人の IT 組織に対す
る投資の必要性を意味している。今日の破壊的な
技術革新の環境下において、IT 組織が、より高
回転で素早い製品展開／開発を支援し、リードし
ていく必要があるためである。私たちは、早い段
階で既存のシステム開発方式モデルを継続させる
必要性に気付いていたため、開発手法を 2 つの
モードに分類した。「エンタープライズモード」は、
厳密にリスクを管理することを求められるコアビ
ジネスの領域に適用している。自動車のデザイン、
製造、サービス提供などのプロセスである。「エ
マージングモード」は、新しいテクノロジーを繰
り返し試しながら、現場で学び、体験したことを
もとに、「新しい何か」を生み出す領域に適用し
ている。

どちらのモードが適切であるかは、スピード感
ではなくリスクで判断している。すべてのプロジ
ェクトに対して、標準的なプロセスで審査するこ
とにより、適切なスピードで完了できるように努
めている。この努力の結果としてプロジェクトが
一定の条件を満たしている場合は、特定の要件や
コントロールを省き、プロジェクト期間を短縮す
ることができる「幸せの切符」を手にする。「エ
ンタープライズモード」と「エマージングモード」
は、そのままウォーターフォール対アジャイルに
置き換えることができない点に注意が必要である。
その理由は「エマージングモード」のプロジェク

トでは、多くの場合アジャイルで進めるが、基幹
システムへのインターフェースを有する場合は、

「エンタープライズモード」を組み合わせたハイ
ブリッド型のアプローチをとることがあるためで
ある。そして今日では、「エンタープライズモード」
のプロジェクトの半数以上は、アジャイルで進め
ている。

私たちの変革はまだ道半ばではあるが、少なく
ともこれまで学んできたことを共有することがで
きる。まず言えることは、IT 開発方式において
万能という概念は存在しないということである。
企業文化こそが、スピードや変革を成し遂げるか
否かに影響する。そのため、モードには関係なく、
われわれは、チームメンバ自身に自分の判断力を
向上してもらうように期待している。そのため、

『ドライバは君だ』、という愛称のプログラムを設
けている。プロジェクトでの成果を向上させるた
めに、チームメンバがアイデアを発言したり、シ
ェアしたりするための能力を強化するトレーニン
グプログラムである。

私たちはまた、常に新しい働き方を探している。
例えば、あるシニア IT マネジャーは、障害対応
を行う会議が急遽開催されることに備えて、毎日
1 時間の空き時間を設けている。この時間では、
プロジェクトチームが問題提起を行い、マネジメ
ントチームとともに作業を行う。徐々に、シニア
ビジネスリーダー達が、シニアマネジャーと同様
にこのプロセスに加わっている。更に注目すべき
は、この活動を通して、チームメンバがその効果
に気づき、新しいチーム間の相互作用やコラボレ
ーションが、従来の縦割り型の考え方や形式的な
課題管理、解決のプロセスに取って代わっている
ことである。

「…IT 開発において万能という概念は存在
しない。企業文化こそがスピードや変革を
成し遂げるか否かに影響する」

このことが、従来の IT 人材モデルに与えるイ
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ンパクトを過小評価しないことが重要である。あ
なたは、長い間活躍した IT 人材を失う危機に遭
うかもしれない。そして、競合他社が人材確保に
血眼になっている人材マーケットから、必要な開
発スキルを持った人材を見つけ出して採用するこ
とが、いかに大変なことであるか理解することで
あろう。Ford の IT エコシステムの規模と複雑さ
を考慮して、これらの問題について考えると、し
ばしば私は眠れなくなる。しかし、われわれは、
この問題に対応する方法を見つけた。特定のスキ
ルや経験を持つ IT 人材を確保するために、新た
なパートナーシップ契約を結ぶことに成功したの
である。また、私たちは、IT 組織の既存メンバ
に対して、新しいスキルを身に着けるプログラム
を提供した。それは、「パワーアッププログラム」
と呼ばれ、新しいスキルと既存のスキルを学ぶ機
会を提供するものである。Ford では、「エンタ
ープライズモード」のプロジェクトと「エマージ

ングモード」のプロジェクトの間で、IT 人材の
ローテーションを行う。IT 領域においては、2
つの異なる階層を分けることができないし、
Ford 社員としての活躍の場を奪わないように、
細心の注意を払っているためである。

そして、IT 技術は、基本原則によってドライ
ブされた時に最も効果を発揮するのだ、と信じる
に至った。Ford では、垂直統合型の開発方式が、
時に顧客ニーズを軽視して、企業側のニーズを強
調した、予期せぬ弊害をもたらす。それは、
Ford が行う、全ての物事の中心には顧客がいる、
という企業原則と一致しないものである。Ford
の「2 つのモード」のアプローチでは、開発は水
平方向で、かつあらゆる新製品は、顧客に与える
可能性のあるインパクトを最優先に考慮して推進
される。野心的なビジョンだが、私たちは、学び
ながら、日々前進しているのである。
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サイバーリスクの視点から
リスクへの深い理解は、CIO が、新しいプロジェ

クトに対して、新しい開発手法や最適な開発スピード
を決定する際に、非常に貴重な判断材料となる。セキ
ュリティ、個人情報、リスク、コンプライアンスに関
する詳細な知識により、CIO は、あらゆる開発とオ
ペレーションの中に、これらへの考慮を織り込むこと
ができるようになる。このことは、サイバーリスクに
焦点を当ててきた IT 組織にあってさえも、非常に高
い目標であるが、IT 導入スピードの最適化の一要素
である、「セキュリティに配慮した設計」を実現する
ことによって、達成することは可能だ。

サイバーセキュリティは、単にコンプライアンスに
焦点を当てることではなく、また、万能なセキュリテ
ィゲートや日々のセキュリティ監視により、実現でき
るものではない。IT 導入スピードの最適化を考える
上では、構想策定から予算策定、計画立案、納
品までのプロジェクトライフサイクルを
通して、検討する必要がある。セキ
ュリティとプライバシーの問題は、
上手く取り扱わないと、いつの
間にかあらゆるプロジェクト、
特に、新しいビジネス機会の
創出や新しく表れたテクノ
ロジーに焦点を当てたプロ
ジェクト、を害する可能性
がある。しかし、サイバー
セキュリティは、本来的に
は技術革新を阻害するもので
はない。実際のところ、先進
企業では、開発プロセス全体を
通じて、セキュリティの専門家を
プロジェクトに関与させている。こ
れは、システム機能、効果が表れるまで
の時間、セキュリティ、プライバシー、法規制、
コンプライアンスに関する要求のバランスを取った
デザインを構築するためだ。それと同時に、IT 導入
スピードの最適化の概念は、各手続きやコントロール
ポイントに対して、改善、セルフチェック、エスカレ
ーション、認証などを行うセキュリティ対策にも応用
できる。

IT 組織は 3 つの段階を経て、設計によってセキュ
リティを担保するという考え方に移行することがで
きる。

・安全：まず、高度に仮想化され、テンプレート化さ
れた基盤を作るためのステップから始めるのが良
い。このことは、パッチ適用の自動化やコンフィギ
ュレーション、サーバセキュリティ対策のソリュー
ション要素といった、IT 基盤環境を作るための標
準を確立することになる。

・用心深さ：監視および脅威情報分析の基盤を構築
する。これにより、IT 側でオペレーション標準を

確立することができる。サイバーセキュリティの
観点から、ユーザ操作、サーバ負荷、データ変換、
アクセス状況、外部接続状況をモニタリングする
ことで、何が「正常」かが、IT 技術をもって判断
されるのである。「正常」を理解することは、問題
が起こった時や、何らかの反応があった時に、リ
スクが高まっているのかどうかを、IT 技術で判断
する際に役立つ。

・跳ね返す力：使用している基盤環境は、外部から
の攻撃を受けた際に、通常のオペレーションに復
旧するための安全策が十分であろうか ? 答えが「い
いえ」だとすると、それは問題である。答えが「わ
からない」だとすると、事態はもっと深刻である。
いずれの場合も、率先して様々な攻撃からリカバ

リするための計画を作成し、入念なテストを行
い、具体的に学んだことを、今後問題が

起こった時に備えて、オペレーショ
ン計画に含める必要がある。

デ ロ イ ト の Global CIO 
Survey 2015 に よ る と、 回
答した CIO の 18％しか、サ
イバーセキュリティ対策を
ビジネス上の最優先事項と
していない。58％は、現在
サイバーセキュリティ対策
に IT 投資をしているところ

であり、個人情報対策は、こ
こ 2 年で、ビジネスを展開する

にあたって非常に大きなインパク
トを与えることを認識しているとの

回答であった11。CIO の課題は、会社全
体に対して 、 IT からビジネス、そして経営層

に至るまで、 「セキュリティに配慮した設計」はビジ
ネスにおける重要事項として扱われるべきだ、とい
うことを理解、浸透させることである。

こういった、サイバーリスク問題に対する将来を
見据えたアプローチは、CIO の知見として後世にも
受け継がれる、素晴らしいものとなりうる。経営層は、
サイバーセキュリティ対策が必要であると認識して
いるし、積極的にサイバーセキュリティを構築する
ことにより、IT 開発手法やオペレーションモデルが
セキュリティを意識したものに修正される。IT 導入
スピードの最適化を検討する上ではセキュリティ対
策の影響についても、考慮すべきである。

サイバーセキュリティのことを考えたときに、ど
れだけ願ったとしても、問題が発生したら「正常に
戻すこと」はできない。問題は、どのようにすれば
組織がリスクを最も理解でき、可能な限りコントロ
ールし、リスクは避けられないものとして、準備や
対応を図るかである。
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始め方
IT 導入スピードの最適化については、既に

多くの組織で取組まれているであろう。その取
組みが一旦始まると、個々のプロジェクトをよ
り全体感を持ってまとめ上げた後、徐々に、単
純な 2 元論に終わらない、プロジェクトの微
妙な違いに対応するように発展していくのであ
る。以下に挙げる先駆者の教訓から、始め方を
考えることとする。2 つのモードの前線で役に
立つはずであろう。

・IT 技術のバランスシート：IT を構成する様々
な資産が目に見えているだろうか ? どのよ
うなプロジェクトが進行中で、ビジネスニー
ズがバックログとしてどのように管理されて
いるか把握しているだろうか ? IT 資産の棚
卸しだけではなく、その価値やリソース、リ
スクに応じて、B/S 上で戦略的な再評価を行
っているだろうか ? IT 技術を通じてもたら
されるケイパビリティを示す、サービスカタ
ログは一覧化されているだろうか ? IT サー
ビスは何か、KPI は何か、どのように契約す
るのかは明示されているのだろうか ? これ
らを含む IT 組織におけるその他の基本的な
要素は、IT 導入スピードの最適化に関する
プロジェクトを成功させるために、非常に重
要な要素である。B/S 及びサービスカタログ
は、特定のプロジェクトに適切なデリバリモ
デルを割り当てる根拠となるものである。

・「持つ者」と「持たざる者」：「2 つのモード」
は、しばしば IT 従事者の担当領域や作業モ
ードによって、「持つ者」と「持たざる者」
という、組織を分断するようなカースト制度
を作り上げる。IT 導入スピードの最適化を
検討することで、この問題をジョブローテー
ションで解決することができるし、またスピ
ード、プラットフォーム、デリバリモデルを
多様に組み合わせることでも、回避すること
ができる。とはいえ、「持つ者」と「持たざ
る者」に分断される前に、IT 組織の従業員
に対して、将来的に重宝されるスキルを身に
着けさせる必要はある。同様に、IT 組織の
派遣メンバに対しても、新しいスキルを学び、

専門的な能力開発する機会を提供する必要が
ある。

・技術革新：誰もがイノベーションを起こすこ
とができる。それは、単に新しい製品やサー
ビスを思いつくからという話ではなく、導入
または提案を更に増やしていく活動を実行す
る、という意味においてである。技術革新の
文化を育てるためには、製品ロードマップに
歩調を合わせることを考慮に入れた上で、開
発ベンダとパートナー契約を締結したり、ベ
ンチャーキャピタル、新興企業、インキュベ
ータ、学術組織へのハブを設けたりするのが
良いであろう。新しく現れるテクノロジーを
探して、特許を出願するようにチームを動機
付けることもいいアイデアかもしれない。こ
れら全てのステップが、各自の仕事に重要な
鍵である「革新」をもたらすのである。

・マーケティング：これまでの歴史を振り返る
と、IT 組織のコミュニケーションは、話に
ならないほど酷いものであった。今後は、IT
導入スピードの最適化を導くことで、CIO
が組織の考え方を IT 技術にシフトさせ、他
のグループを巻き込むことを支援する。内外
の IT に関わるステークホルダーにこの新し
い見方を受入れてもらい、IT の評価を高め、
進行中の変化への認識を促進するために、マ
ーケティングキャンペーンを実施することを
検討する。ダッシュボードを実装し、サービ
スカタログを提供するだけでなく、ビジネス
ゴールを実現する IT の進化についても、透
明性が高い情報を提供する。株主利益へのイ
ンパクトに焦点を当てた KPI を活用し、プロ
ジェクトの健全性や投資対効果がどれほど見
込まれるかについて、効果的に分かる情報で
なければならない。

・非公式なコラボレーション：公式な場に限ら
ず、休憩室や食事会などでのチームメンバ間
の相互交流により、異なる見方が導き出され
たり、問題点や解決策に新しい光が当てられ
たりすることがある。プロジェクトチームが
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お互いにアイデアをシェアしたり、ブレイン
ストーミングを行ったり、知恵を集約して解
を導き出すことに使用するコラボレーション
ツールへの投資は、非常に有用である12。

・ラインを保つこと：プロジェクトの適切なス
ピードを決定し、意思決定に基づいてコンプ

ライアンスを厳守する。初期段階では、プロ
ジェクトのスピードを、抵抗勢力や企業の慣
習に応じて変動させることは簡単である。し
かし、そこでは、チームメンバそれぞれの勘
に頼ってはいけない。常に、新しい IT デリ
バリモデルの理解があるメンバが、ラインを
保つことが重要だ。
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要点
IT 導入スピードの最適化を実現するためには、IT 組織が自らをより機能するよう組織化し、他部

門と相互交流を図り、ビジネスに価値を提供するために、行動を起こし続けることが必要である。2
つのモードでのシステム構築は、しばしば、単純化された枠組みの範囲に収められがちである13。し
かし、多くの場合プロジェクトは、特定のニーズやルールに応えるために、個々の事情に応じた追加
の調整を必用としている。基盤技術、柔軟な手続、開発アーキテクチャ、組織などに対する投資を行
うことで、IT 導入スピードの最適化を通じて、単純化したモデルや哲学的なディスカッションを、
具体化された価値に変換することができる。
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日本のコンサルタントの見解

IT 導入スピードの最適化
グローバルにおける最前線の現場では、多種多

様なビジネスニーズの特徴に応じた最適な IT 導
入スピードを、いかに見極め、対応していくかが
重要経営課題の一つとして取組まれている。積極
的に様々なアプローチに挑戦し、変化に対応し続
けられる組織体質を創り上げているのだ。このよ
うな状況の変化はグローバルに限った話ではなく
日本国内でも起きている。しかし、ビジネスやユ
ーザのニーズは変化し続けているものの、現場は
10 年前といたって変わってない、というのが現
実ではないだろうか。スピードが求められている
ことは認識しているものの、グローバルで進む破
壊的な改革は、日本企業では取り入れるのは難し
いのではないか…、と早くも尻込みしている読者
も少なくないのではないかと察している。

本書では、「段取り」「アーキテクチャ」「組織
体制」の 3 つの視点から、IT 導入スピードの最
適化にたどり着くためのポイントを紹介している
が、ここからは日本の現場における特徴的な「組
織体制」に焦点を当て、今後検討すべき点につい
て一緒に考えていただきたい。

1．変化するビジネスニーズに対応し続けられる
組織文化の醸成：システムは安定性第一、リ
スクを極力回避できる既存の手法に従い導入
することが大前提、として日本の組織に深く
根付いている。よって、必ずしもニーズに適
したアプローチやテクノロジーを用いたシス
テム導入に踏み切れない傾向となっている。
例えば、開発手法においては、日本では大半
のシステム導入がウォーターフォール型を採
用しているが、海外では、アジャイル型、
DevOps など、システムの性質や導入目的に
応じた多様なアプローチを駆使している。ビ
ジネスのニーズを敏感に捉え、迅速に IT 導
入を推し進めるグローバル企業の勢いが加速
する一方で、日本では彼らのスピードに全く
追いつけていないのが実態だ。グローバル市
場で戦い続けるためには、従来型から脱却し、
スピードアップを図れる組織づくりが必達で
ある。現状維持、安定性第一の日本の組織文

化に、新しい価値観を取り入れ、変化に耐え
られる組織体質を取り入れるべきではないか。
まずは、ビジネスへの影響範囲、影響度が小
さな領域で、新しいアプローチやテクノロジ
ーを用いたパイロット導入に挑戦し、徐々に
小さな成功体験を社内で積み上げていくとい
った取組みが、第一ステップだろう。

2．ユーザ視点重視のマインドセットへの転換：
日本主導のシステム導入は、高性能・多機能・
高品質のシステム構築を目指すことに注力し、
多大な時間、人員、投資を投入し、大規模な
システム構築に発展するケースが多い。従っ
て、あれもこれもと優先順位付けを無視した
膨大なシステム要件数、ステップの多い合意
形成プロセス、仕様凍結後の仕様変更の頻発
により、プロジェクト期間の長期化やリリー
ス時期の延期につながっている。構築メンバ
は完璧さを求めてしまいがちだが、ビジネス
が求めているものは、完璧さではなく、利便性、
スピード感であることが多いのではないか。
例えば、100 点満点のシステムのリリースを
目指すのではなく、重要要件を満たした 70
～80 点の状態のシステムをリリースし、改
善を重ね段階リリースに持ち込む、というア
プローチを経営層がトップダウンで推奨する
というのも一つの手である。さらに現場では、
開発者、運用者、ユーザ側が一体となり IT
導入を進めることの重要性も欠かせない。ユ
ーザ視点で取組むことを社員が持つ共通の価
値観として根付かせるため、トップダウンで
社員にメッセージを発信し続けることが、地
道ながらも有効なマインドセットの転換を図
る胆である。

3．目的に適したプロジェクト体制の構築：プロ
ジェクトのステークホルダーが多く、各個人・
部門の責任と役割が不明瞭、意思決定に大幅
の時間がかかる、というのも日本主導の IT
導入プロジェクトによく見られる特徴である。
さらに、他人任せであるがゆえ、現場では、
事業部門は IT 組織任せ、IT 組織はベンダ任
せでシステム導入が進んでしまう。これでは、
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適任者が適確な判断を最良のタイミングで判
断を下すことが難しい体制となってしまって
いる。少数精鋭のコアチームによる IT 導入
も一つの解となろう。加えて、「段取り」の
カテゴリーでも言及されているが、ベンダマ
ネジメントについても日本の特徴的な体制に
起因する落とし穴がある。プロジェクトマネ
ジメントから保守運用まで、ほぼ全ての業務
を外部委託しているケースがよく見られる。
従って、ベンダ側の都合に大いに左右された
システム導入となり、必ずしも自社のニーズ
に適した最適な手法で IT 導入が行われず、プ
ロジェクト期間の長期化および高額な投資を
受け入れざるをえない状態となるのだ。これ
らの罠から抜け出すには、IT 導入企画時に、
ビジネスニーズと目的に適した部門の参画と
メンバ選出、迅速な意思決定が出来るガバナ

ンス定義、ステークホルダーの役割と責任の
明確化、ベンダに過度に依存しない体制構築
をしっかり行い、従来通りの型から脱却すべ
きである。

「IT 導入スピードの最適化」を説くには、まず
は変化するニーズに常に答えられる組織体質にシ
フトできるかが第一ステップとしての鍵を握る。
組織体制を見直せば、おのずと「段取り」「アー
キテクチャ」に関する解への突破口も見えてくる
だろう。IT を現場任せではなく重要経営課題とし、
経営層、事業部門、IT 組織が一丸となり、共通
認識の基で共にシステムを創り上げられる組織は
強い。変化には時間とエネルギーが必要である。
だからこそ、今こそ本腰を入れて、最適解の IT
を自ら導き出すことができる組織体質へのシフト
に取組むべき時ではないだろうか。

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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つい最近まで、拡張現実（AR）やバーチャ
ルリアリティ（VR）は SF 作家の題材か、せ
いぜいハリウッドの特殊効果に用いられるもの
であった。しかし今や、企業における現実的な
活用方法が見出され始めている。AR/VR は、
エンターテインメント業界やゲーム業界でブー
ムを巻き起こしつつあるが、それだけで終わる
ものではない。AR/VR により、既存のビジネ
スプロセスは破壊され、全く新しい経験を伴う
ものへ再構成されていくだろう。またそれは、
遠い未来の話ではなく、今後数ヶ月の間に起こ
るであろうシナリオである。

VR は、ユーザに仮想空間へ入り込んだかの
ような体験をさせるものだ。仮想空間は、実在
する環境を模した場合もあれば、想像上の空間
である場合もある。一方、AR は、目の前に実
在する環境に、デジタル情報を重ね合わせて視
認させるものだ。いずれも、従来は技術的に実
現不可能だったか、あるいは使い物にならなか
ったテクノロジーだが、今はビジネスに活かす
ことができるようになってきている。

テクノロジーに関するトレンドは、クライア

ント／サーバ型からウェブ、そしてモバイルへ
と変革を起こしてきた。これは、実際のビジネ
スの意思決定を行う場面で、有効なソリューシ
ョンであったことが一因である。一方で、シス
テムに関するこの変遷は、シンプルで直観的な
操作系に至る長い旅が、まだ途上にあることも
示している。マウスとキーボードによる操作は、
画面のタッチと音声認識へと変わったが、AR/
VR ではさらに先のステップ、姿勢やジェスチ
ャー、あるいは視線による操作へと移っていく。
これは、ユーザが意識するものについても、ス
マートフォンのスクリーンではなく、現実空間、
あるいはシミュレーションされた仮想空間へ変
わっていくことを意味する。

既に、消費者市場には AR/VR に関する多く
の新製品が現れ、破壊的なインパクトを起こし
始めている。さらに視野を広げると、AR/VR は、
コミュニケーションやコラボレーション、教育
やカスタマサービスなどの分野において、企業
へ新しい改革の機会をもたらしている。デバイ
スの価格は低下し、規格は統一化され、関連企
業間のネットワークも構築されつつある。注目

実用段階に来た拡張現実と
バーチャルリアリティ
新しい世界から見るビジネスの変革

拡張現実（AR）およびバーチャルリアリティ（VR）のソリューションが市場
に現れ、モバイル端末のウエアラブル型へのシフトが加速し始めている。AR/
VR は、長きにわたって SF の世界の出来事であったが、テクノロジーの急速
な進歩により、ビジネスプロセスやカスタマエクスペリエンスを抜本的に変
革する力を持ち始めてきた。AR/VR の一般消費者市場を独占するプレイヤが
現れるまでの間に、企業は、AR/VR 導入の検討あるいはビジネスへの活用方
法を、予め検討しておくこともできるだろう。
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Figure 1. The evolution of interaction
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図1. ユーザインターフェースの進化

指令系統の短縮
AR/VRは、デバイスがもたらす体験とユーザの融合を
加速する。ユーザとデバイス間のインターフェースが
より直観的になり、ユーザの意図がより正確に反映さ
れるようになっていく。
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を集める企業買収が相次いで行われていること
も、AR/VR が秘めている輝かしい可能性の象
徴であり、ビジネスとテクノロジーの両面にお
ける転換点であることを示唆している。また、
さらに重要な点は、AR/VR の導入により、職
場における個人の役割を見直す機会となり得る
ことである。

この見直しのプロセスは、AR/VR の世界が
私たちにどのような影響を与えるか、また、ビ
ジネスプロセスと従来の技術にどのようなイン
パクトを与えるのかを理解することから始まる。
AR/VR の世界は、企業におけるデータ交換や
タスクの実行、意思疎通の方法が変わることは
もちろん、コアビジネスの構築方法までも、劇
的に変化させることだろう。

AR/VR から俯瞰する仕事の形
新しいアプリケーションが登場する度に、

AR/VR は勢いを増している。とりわけ、非営
利のプロトタイプは、幅広い分野の好奇心を掻
き立てている。例えば、ロサンゼルス・フィル
ハーモニーは聴衆をベートーヴェンの世界へ誘
う1。大英博物館は訪問者を青銅器時代の住居
に招き入れるが、実はそこにある美術品は現実
のものと仮想のものが入り混じっている2。
Louisville 大学の心理学者は、患者に恐怖を感
じる状況を疑似体験させることで、自身の恐怖
心を把握し向き合うことを支援している3。映
画製作者は、まるで自分がシリア難民キャンプ
やエボラ熱で封鎖されたアフリカの村にいるか
のような視点でのドキュメンタリーを作り上げ
ている4。

一方、企業においても建設・医療・製造をは
じめとする多くの産業において、同様のパラダ
イムシフトが起こっている。

・コミュニケーションとコラボレーション：拡
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張現実とバーチャルリアリティは、かつての
静的で平面的な媒体では成し得なかった、コ
ミュニケーションの形を実現するだろう。そ
れは、現実世界で直接顔を合わせて行うコミ
ュニケーションの代替になり得る。AR/VRは、
企業における情報共有と意思決定の方法を変
える。例えば、マーケティングマネジャーは
小売店の在庫と売上データを把握するために
既に AR を用いている。世界中のエンジニア
チームがリアルタイムで同一のプログラムを
テストし、改善するために VR が用いられて
いる。しかも、VR はビデオ会議、ライブチ
ャットなどの単純なツールに、顔の表情やジ
ェスチャーといった非言語的表現を付加する
ことができる。

・トレーニングとシミュレーション：かつては、
現実世界で行うには影響が大きいシナリオを
試験的に再現する場合、高額なシミュレーシ
ョン環境が必要であった。しかし、AR/VR
はそれらの代替に大きな役割を果たす。例え
ば、製造業におけるメンテナンスのシナリオ
は仮想環境で再現できる。さらに、リモート
コントロールやロボット工学を併用すれば、
現場での危険な作業を排除することもできる
だろう。エグゼクティブチームは、プレゼン
テーションスキルを向上させるために、仮想
の高解像度ステージでリハーサルを行ってい
る。建築業界では、建築物を仮想空間に完全
に再現し、商業施設の関係者が建物の中を歩
き回ることを可能にしている。着工前の段階
で、廊下の幅やデザインの詳細から受ける印
象までも再現することができる。

・フィールドサービスと顧客サービス： AR/
VR を既存技術や他の新技術とどのように連
携し、併用するかを考えるのは、IT 部門の
責任である。そのため、営業担当者や顧客サ
ービス担当者が仕事のやり方を改善できるよ
うに、CIO がリードする必要がある。例えば、
AR をインターネット接続可能な機器や各種
センサー、データベースと連携させることで、
必要な時に必要な情報を営業担当者に提供す
ることができる。また AR によって、航空機
整備士にジェットエンジンの使用経過時間、
各部品温度の異常有無やサービスパネルの詳

細などの情報を重ね合わせて見せることも可
能となる。同様に、VR は、顧客サービス担
当者に問題解決のための創造的なコラボレー
ションをもたらす。遠隔地のスペシャリスト
が、現場のサービス担当者が見ているものを
自分の目で見たうえで、彼らに保守点検や機
械の操作についてのガイダンスを提供するこ
とができる。画面の上に図を重ねてリプレイ
シーンを説明しているスポーツキャスターを
想像してみてほしい。同様に、現場のサービ
ス担当者は手元でタスクの詳細を重ね合わせ
て見ることができる。

・カスタマエクスペリエンスとインタラクティ
ブマーケティング：AR/VR は、製品やサー
ビスとの新しい関係をもたらし、購買者の意
識を高め、購買意欲を刺激する。旅行、リゾ
ート、ホテル、レジャー業界では、クルーズ
やホテル滞在の対話型の疑似体験を提供し、
潜在顧客が設備や内装を体験できる機会を提
供している。従来のレベルを遥かに超える例
もあり、例えば、ビーチでの一日を再現する
ために、サーキュレーターや嗅覚への刺激を
用いて、景観だけではなく風や匂いも再現し
ている。 

視線の先に映るもの
AR/VR のためのユーザエクスペリエンス設

計は、フラットスクリーンのための設計とは根
本的に異なるプロセスである。AR/VR環境では、
周囲の音や視線の動きといった、意図的な動き
と反射的な動きの双方を入力の手がかりとする。
AR/VR の世界では、フラットスクリーンの世
界でのクリックやタッチ操作の代わりに、言語
認識やジェスチャー、つかんだり押したりとい
った手の動き、頷きやまばたきさえも操作のイ
ンプットとなる。

視線を集中させるということについて考えて
みよう。一般的に、人はあまり長い時間集中力
を保つことができない。そのため、視線は振る
舞いに基づいた操作を行うにあたっては、別の
障害となり得る可能性も持つことになる。AR
および VR の世界では、ユーザが意図的に見て
いる対象物に起きることは、ユーザが視線を合
わせていない間も起こる他の挙動と同じくらい
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重要である。対象物を見つめることは、マウス
カーソルを合わせることの代替となり、対象に
対する操作のオプションが表示される。同様に、
ジェスチャー（例えば、指を鳴らしたりまばた
きをしたり）で時間とスケールを変更したり、
時間を止めたり、加速させたり、位置を入れ替
えたりといった、物理法則を超えた操作も可能
になるだろう。これは、ユーザ毎にカスタマイ
ズされた環境を設計できる機会を企業に提供す
る。例えば、個々の社員のボディランゲージや
話し方のくせを分析し、プレゼンテーションス

キルを強化する専属コーチをアバターとして仮
想環境に登場させることもできる。

AR と VR を通じて、企業は姿勢、気分、集
中力の変化に反応する環境を構築することがで
きる。例えば、ユーザの眠気やストレスを検知
し、当該ユーザの技術、行動、およびアウトプ
ット間の関係を判断し、タスクを動的に並べ直
すような意思決定を行うことができる。これは、
快適さ、健康、安全、幸福、生産性、成長とい
った、人間を中心としたデザインを企業活動の
核とすることを意味している。
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最前線からの学び

過熱する AR/VR の消費者市場
今後 18～22ヶ月の間に、AR/VR 技術は空

想の世界から、企業や政府にとって現実的かつ
実用的な分野へと変化するだろう。しかしなが
ら、愛好家達はAR/VRが家庭用に普及するまで、
実用化を待つ必要は無い。消費者の AR/VR 市
場 は Samsung、Microsoft、Facebook、
Google、HTC、Motorola、Sony や そ れ に
追随するブランドによって過熱している。同様
に、MagicLeap、Lensar、NantMobile な ど
の新興勢力は近々、独自の魅力的な製品を発表
する予定である。

初期の製品は、ゲーム、映像エンターテイン
メント（ハリウッド、アダルト、その他の番組）
やソーシャルメディアとの連携といった、消費
者が親しみやすい分野に焦点を当てていた。一
方、新しく登場してきた製品カテゴリーは、
AR と VR を稼働させるために必要な技術の進
歩に焦点を当てている。ソリューションの中に
は動作環境としてハイエンドの PC が必要にな
るものもあれば、スマートフォンを使用してい
るものもある。バッテリーや制御装置による制
約があるものの、多くのものはワイヤレスで動
作する。開発パートナーたちがプラットフォー
ムの範囲拡大と利便性の向上に向けて協業する、
囲い込みが始まっているケースもある。その他
には新興の企業や、ニッチな領域のコンテンツ
を持つ企業が存在する。ソリューションや企業
のアプローチに限らず、今後数ヶ月の間に一般
消費者向け AR/VR 端末について動向が明らか
になっていくことが期待される。既存の製品は
進化し、新たな製品のカテゴリーが登場しつつ
ある。未来はすぐそこに来ている。

開発が進む AR: 次のレベルに
向けて

テキサス西部の人里離れた場所で、AR 技術
を搭載したジオタグ（画像データに付加される
撮影場所の緯度と経度の位置情報）付きのヘル
メットを身に着けた現場技術者が 270 フィー
トの高さを誇る通信塔を見上げている。彼は手

のジェスチャーを使用して、通信塔の機器のチ
ェックに必要な技術や設計データを取得し、視
界に表示させている。
「このように現場作業者とデータを結びつけ

ることは、多くの可能性を秘めるグローバルエ
ンジニアリング（位置情報など地球規模の様々
な情報を利用する工学技術）の一つであり、思
い描く AR 技術の近い将来である」と建設会社
Black & Veatch の senior vice president 兼
CIO の Dan Kieny は語る。｢100 年を超える
建設の歴史において、我々は多くの技術の進歩
を見てきた。そして AR はその中でも重要な役
割を担っている。今では特殊な建物の建設や維
持管理をする上で、AR アプリケーションが現
場の作業者に必要なデータを提供する場面を目
にするのが普通の光景となっている｣

ウエアラブル端末は、建設業界では特段目新
しいものではない。現場作業者は特殊な作業を
実施する上で、必要となる道具とは別に、身を
守るためのゴーグル、ベスト、ヘルメットの着
用を義務付けられている。それゆえ、AR と
VR 技術のような最先端のウエアラブル端末の
導入は自然な成り行きである。

Black & Veatch はまた、経験の少ない作業
員をリモートでトレーニングし、高度な技術を
要する作業を実施できるような、AR 技術のア
プリケーションを模索中である。例としては、
リアルタイムでシステム状況の詳細を提供する
ようなモバイル端末や、現場の作業者に位置に
関連した情報を提供するようなジオタグ付のヘ
ルメットである。

同社はまた VR ツールを利用し、大規模な構
造物を仮想環境に再現する方法を模索している。
この機能が実現すれば、建物の所有者や維持管
理担当者が事前に設計を吟味することや、レイ
アウト、機器の配置、その他の維持管理に影響
を与える要因を事前に確認することが可能とな
る。長期的には、人工知能と機械学習によって、
Black & Veatch は作業者が受け取る情報の精
査と、人とデータの間の AR インターフェース
の改善を図ることができる。

Black & Veatch は既に水面下で、これらの
取組みも含めた他のシナリオのための基盤を構
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築中である。例えばツールの設定、資材の供給
量、労働者のデータを配信するために、建設現
場で利用するセンサーや発信機の技術を検討し
ている。AR/VR の実績として、これらの新し
いデータを収集し、有効活用することに加え、
隠れたトレンドやビジネスへの影響を探究、分
析するための努力が続けられている。Kieny は
語る。｢データが完全に構造化されることはな
いし、それは問題ではない。｣ 彼は集約と管理
への重点的な取組みから、動的データの活用へ
とシフトし、人間の対話を様々な方法で強化す
ることを強調している。これらの取組みはシス
テムやデータとのより直観的なインターフェー
スを構築し、顧客やパートナーとのより魅力的
な対話を実現する可能性を含んでいる。

Black & Veatch の CTO、Brad Hardin に
よると、同社は AR 技術の活用に注力している
とのことである。彼はまた、遠隔ロボットによ
る溶接などの分野や、発電所など高いセキュリ
ティが求められるインフラ向けのセキュリティ
トレーニングの提供に VR 技術を活用すること
を最終的には見込んでいる。Hardin は ｢ウエ
アラブル端末を活用する機会を模索し、我々は
最終的にはより多くの価値を会社と顧客に提供
することに挑戦している。そして我々のビジネ
スが破壊される前に、我々自身の手で我々のビ
ジネスを破壊することに挑戦しているのだ5｣
と語っている。

VR は荷物の配達に役立つか？
長い歴史の中で築かれた宅配業界のオペレー

ションモデルにおいて自動化が促進されたとし
ても、世界各地に配達する荷物のピッキング作
業は労働集約型のままであろう。宅配業界にお
けるグローバル企業の一つは、フットボールフ

ィールドの半分ほどの大きさがある巨大なピッ
キング設備を運営、メンテナンスできるよう、
従業員を教育している。また、教育を受けさせ
るために従業員を遠方の研修施設に集め、数週
間の集中的なトレーニングを行っている。しか
しこのやり方は、一定期間業務で利用すること
がないと身に着けた内容を忘れてしまうという
課題があった。流れの早いビジネス環境で、
24 時間 365 日のトップスピードでの稼働が
要求される設備において、発生する全てのトラ
ブルが迅速かつ効果的に解決できないことは企
業にとって多大な損失である。

現在、同社では 3D シミュレーションを活用
した解決策を試作している。それは、VR を利
用し、時と場所を選ばずに受講できるバーチャ
ルなトレーニング環境である。このプログラム
では、従業員は VR ヘッドセットを身に着け、
業務上利用する設備が様々な状態で再現されて
いるバーチャルな３D 環境に身を置くことが
できる。そこでは、映像や音響を利用し、機器
メンテナンスの詳細なステップを学ぶことがで
きる。同社はまた、こういった環境を利用した
様々なシナリオのトレーニングプログラムを用
意し始めている。

加えて、ジャストインタイムでメンテナンス
の手順を指示することや、3D シミュレーショ
ンを経験者向けの e ラーニングに組み込むこ
とも計画している。例えば利用者がクリックす
ることで、3D シミュレーションで表現された
特殊な作業手順を確認することが可能になるか
もしれない。同社はまた、新入社員向けに VR
を利用した 5 つの基礎的なトレーニングコー
スを仮想環境上に構築した。彼らが 5 つのコ
ースを完了すると次の 5 つのコースへと進む
ことができ、それは初歩的なレベルを完了する
まで続けられる。
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私の見解
CHRIS MILK
Co-founder and director
Vrse and Vrse.works

私たちは、Vrse とその関連会社である Vrse.
works で、完全にその世界に入り込むことができ、
360 度全方位を体感できるパノラマ動画や VR
映像を制作している。しかし、私たちが作ってい
るのは、映像ではなくストーリーそのものである。
そして、すべてのストーリーについては、それら
をどのように伝えるべきかの方法についても考え
る必要がある。言うまでもなく今の私たちの世界
は、新しい技術の進歩と過去の人々が成し遂げ、
積み上げてきた偉大な成果の上に成り立っている。
もちろんまだ完成形とは言えないが、すべての準
備が整うまで待ち続けることなどできない。それ
はあなたも同じはずだ。

バーチャルリアリティは芸術的な道具といえる
が、それはますます、ビジネス、ヘルスケア、お
よびその他の領域における革新的なツールになり
つつある。バーチャルリアリティは今まさに、そ
の最初の成長段階に来ており、私たちはイノベー
ションの 1 つにこの VR を加えることを誇りに思
っている。私たちは制作活動の中で、多くのテク
ノロジーを取り入れている。これまでの技術的な
進歩は、ストーリーを伝える表現の選択肢に彩り
を与えてくれている。だからこそ、私たちは新し
いテクノロジーにも挑戦し、創造的なソリューシ
ョンを見出したいと考えている。それは、かつて
映画が舞台芸術から得たものと同様だ。この歴史
から、私たちは VR の将来についても同じくらい
の可能性を見出すことができる。

私たちが最初に VR に触れたのは、2013 年に
Beck（米国のミュージシャン）と取組んだ、音
と視覚による映像制作活動だった。私たちは、コ
ンサートのあり方を徹底的に見直し、有機的かつ
すべての要素を満たすものを作ろうとした。伝統
的なコンサートはまさに「戦い」である。観客は
ステージ上のバンドに目を向けており、音楽は会
場の中心で大きな音を奏でている。何年もの長い
間、ビデオなどの映像では、この雰囲気を捉える
ことに成功してきた。しかし、私たちは、それと
は異なり、自分がコンサートホールにいるような

全方位から音楽を体感できる空間を表現してみた
かったのだ。コンサートに行くと、私たちは、コ
ンサートホールのそこかしこから音楽を感じるこ
とができる。私たちは Beck とともに、演奏家た
ちの奏でる音楽・表現すべてを体験できる新しい
技術に挑戦した。この試みは試験的な取組みと思
われていたが、私たちはコンサートを完璧な形で、
VR で再現することを目指していた。わずか 3 年
ほど前のことではあったが、当時 VR はほとんど
普及しておらず、まだごく一部の研究所でしか扱
われていない状態だった。しかし、幸いなことに、
Palmer Luckey（Oculus VR 創 業 者 ） が
Oculus Rift のプロトタイプを公開し、VR の世
界に新しい波を作り出そうとしていたタイミング
だったので、私たちはまず彼らに相談を持ち掛け
た。私たちが目指したのは、部分的にいくつかの
要素を詰め込むということではなく、見る人が音
と映像の世界を完全な形で追体験し、完全にバー
チャルリアリティの中に没入することだった。

「私たちは、人々がストーリーを身近に感
じる方法を探し続ける」

私は長い間、感情とテクノロジーを結びつける
方法に興味を持ち続けていた。VRの世界での人々
の感じ方を研究することは、Vrse や私自身に自
信と好奇心を与えてくれる。私たちは、高い精度
で VR の世界を表現できれば、人々の共感をより
高いレベルで引き出すことができることに気づい
た。いわば、VR は、瞬間移動装置である。それは、
単に映像を見せるということだけではなく、未知
なる世界に誘うということである。難民キャンプ
の子どもたちやステージ上のバンドを目の前にす
るといった場面で、実世界と同様の体験を通じ、
実世界と同じような感情を呼び起こすことができ
るのだ。私たちはユニセフと提携し、VR ヘッド
セットを使って遠く離れた路上での生活を追体験
する VR を制作した。人々が VR を通じて路上で
の生活を追体験したとき、なんと寄付金の額はそ
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れまでの二倍にも達したのだ。さらに驚くべきは、
その寄付は一度きりで終わるのではなく、毎月継
続的に行われるようになったのである。

私たちは、VR を用いて、人々がストーリーを
身近に感じる方法を探し続ける。私たちが経験す
るすべてのものについて、それを追体験すること
ができる有効な手段を持ち続けたいと考えている。
私たちは、これからも人々がストーリーを身近に
感じる方法を探し続けたい。

あなたもこれに取組まない理由などないだろう。
今こそまさにこの探究を始めるべき時なのだ。昔
から存在し続けている芸術は、様々な試行錯誤の
上に成り立っていて、それは VR とて同じことで
ある。ストーリーを伝えるという方法に近道など
はない。紆余曲折を経て、ようやくベストな伝え
方にたどり着くことができるというものなのだか
ら。
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サイバーリスクの視点から
AR と VR はいずれも「バーチャル」な技術であるが、

その結果として「現実」に発生し得るサイバーリスク
について説明する。AR と VR に共通するセキュリテ
ィとプライバシー保護に関する論点とそれぞれの技
術の特徴的な点について述べる。

まず、AR と VR で使用するデバイスそのものが追
跡可能で適切な管理下に置かれてなくてはならない。
さらに利用するアプリケーションやデータに対する
アクセス制御や適切な権限設定も必要である。そして、
使用している時だけでなく、使用していないと
きや機内に持ち込まれたときなど、様々
な状況下を想定して、モバイル端末
やウエアラブル端末のデータや
サービスが引き起こす様々なリ
スクシナリオを検証し、発生
し得るリスクの軽減に努め
るべきである。これまで企
業内で利用していたモバイ
ル端末や、アプリケーション、
データなどに対する IT ガバ
ナンスについても、AR や VR
に適合するように改訂する必要
もある。

AR/VR で利用するデジタル資産
の管理は最優先で実施すべきである。
AR/VR では、セキュリティやプライバシーの
確保、規制やコンプライアンスの遵守、競争優位性を
生み出す多くの機密情報を取り扱うことになり、これ
までとは全く異なる、新しい知的財産保護が必要とな
る。高精細な 3D レンダリング技術を用いて作成され
た設備についての形状や配置、操作などの情報、そし
てビーコン、センサーに関する接続ログなどは、暗号
化・アクセス制御などの施策を実施し、権利と資産の
適切な保護に努める必要がある。これらの情報に対し
ては、特に完全性の確保は欠かせない。飛行機のコッ

クピット内で表示される AR 情報が不正確で信頼性の
低いものだったとしたら、その結果は火を見るより
明らかだろう。

これら以上に重要な事項として、AR/VR に固有の
セキュリティとプライバシー保護の課題がある。例
えば、AR では GPS や位置、タグ、共有メタデータ、
および顔認識のためのデータポイントなど、非常に
多種多様なデータが必要である。また、よりリアル
でパーソナライズされた AR を実現するために利用者

から取得したデータと、健康やフィットネスな
どの個人に関するデータが統合されるこ

とにより、その組み合わせ次第では
個人が特定できてしまう可能性

がある。これにより、個人情報
やカード情報の漏えいなど、
セキュリティやプライバシー
保護に関する問題が引き起
こされる可能性がある。

現実世界を VR に再現す
る際は、その課題や脆弱性を

も正確に VR 上に複製してし
まう恐れがあることにも注意が

必要である。現実世界では露呈し
ていなかった脆弱性が、仮想世界で

は顕在化してしまうことがある。仮想世
界で個人情報をはじめとする様々な情報を保護

するために、新たなガバナンスの在り方を考えなく
てはならない。

サイバーリスクと表裏一体の関係ではあるが、AR/
VR は企業のセキュリティ戦略とプライバシー戦略を
高度化できるツールとしても非常に有効となる。例
えば、VR により遠隔操作が可能となれば、大規模災
害時の対応に活用できるだろう。同様に AR は、企業
が直面するサイバー脅威の可視化に役立つといえる。
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始め方
AR/VR の導入は、組織のデジタル戦略の延

長線上に位置づけられるべきものである。新技
術の導入により顧客満足度を高め、社員の力を
高めるという目的は、AR/VR も従来の技術と
違いは無い。AR/VRは「shiny object syndrome

（儲かりそうなビジネスに飛びついてしまう症
候群）」ととらえる向きもあろうが、それは違う。
AR は現実世界とテクノロジーの融合を可能に
し、VR は現実世界では再現できない危険な環
境や複雑なモデルの再現を可能にする。これら
は、効率性の向上はもちろん、企業価値を高め
るイノベーションを起こす大きな力を持ってい
る。

AR/VR の導入を始めるにあたり、以下を指
針にされたい。

・時は来た：AR/VR はいずれも、消費者市場
をリードするプレイヤの登場には至っていな
いが、ひとたび確立された時には、多くの開
発者がアプリケーションや周辺機器を続々と
開発することになろう。定量的な成果を生み
出すにはどうすればよいか、迷っている状況
だろうが、市場は大きく進化することを前提
に考えたほうがよい。進化する市場では、状
況は刻々と変化していくため、臨機応変に次
の一手を変化させていくことが得策になるこ
とを理解したうえで、意思決定することが肝
要であろう。打ち手を次々と変えていく移り
身の速さこそが、ベンダと創造的なコラボレ
ーションを可能とし、迅速な機能拡張と低価
格化をもたらすだろう。

・鏡の裏側：AR/VR の実現には、従来と全く
異なる開発手法が必要となる。リアルな現実
世界を再現するためには新しいツールやサー

ビスが必要となるが、高精度の 3D 画像キャ
プチャおよびマッピング技術が続々と登場し
ており、開発者が AR/VR 上に現実世界を再
現することは容易になってきている。Unity
や Unreal など、ゲームの開発ツールメーカ
ーが VR コンテンツを産み出すツールを提供
し始めており、企業での活用も進んできてい
る。

・側面支援：AR/VR ソリューションを導入す
るときには、時には動いている装置や設備に
ビーコンやセンサー、QR コードを取り付け
なくてはならない。装置や設備が接続するた
めの Wi-Fi などの無線網や通信インフラが
必要になる場合もある。いずれ、各デバイス
固有の仕様を吸収し、相互の通信を可能にさ
せるミドルウエアプラットフォームも提供さ
れるようになっていくだろう。

・無限の可能性：多くの企業では、モバイルテ
クノロジー導入の際、前世代のテクノロジー
を新技術へ移行することに苦労された記憶が
あるだろう。実際に、保守的な人々の考えが

「導入できるならやってもよい」、といった受
け身の姿勢から「導入しなければならない」、
という改革姿勢にまで転じるまでに何年もか
かった企業も数多く存在する。他方、モバイ
ル環境への完全移行、つまり、移行先の環境
をスマートフォンやタブレットだけに絞り、
モバイルメリットを追求した会社もあった。
幸いなことに、AR/VR はより創造的なイメ
ージを沸かせることができる。過去の事例を
通じて、より野心的なシナリオを描くことも
できるだろう。
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要点
近未来的で、現実としてあり得ないようにも感じてしまうほどの新しいテクノロジーを企業に導入

し よ う と し た 場 合、 非 常 に 大 き な 反 発 を 得 る か も し れ な い。 経 営 陣 か ら 見 る と、Gene 
Roddenberry（スタートレックの監督）や George Lucas（スター・ウォーズの監督）、Michael 
Crichton（ジュラシック・パークの作家）を彷彿させるテクノロジーともいえる AR や VR が、そも
そも何者であり、ビジネスにどのようなインパクトを与えるものなのか、興味はあるものの、半信半
疑にもなることだろう。だが、AR や VR はもはや空想上のテクノロジーではなく、いまここにある
テクノロジーであり、その市場規模は 2020 年までに 1,500 億ドルに達すると見込まれている6。近
未来の世界と感じていた AR や VR をビジネスに活かすときが、今ここに来ている。
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日本のコンサルタントの見解
本当に我々のビジネスに役立つ
のか？

ここまで海外の先進的な事例などを目にしてき
た日本の読者のみなさんは、きっとこうした疑問
をお持ちのことと思う。なぜならば、メディアが
騒ぎ立てるほど、身の回りで AR や VR を感じる
機会は決して多くはないのだから。ましてや、多
くの企業はデバイスやゲームの開発メーカーでは
ない。AR/VR 関連のマーケットがどこまで拡大
するかということよりも、自社の成長にどのよう
に寄与するのかに関心があるだろう。

ここでデバイスの普及状況に目を向けてみよう。
スマートウォッチに代表されるウエアラブル端末
について、2015 年時点の国内販売台数は約 80
万台で、今後 5 年で 5 倍程度に増加する見込み
とされている1。

ただし、スマートウォッチや活動量計のような
小型デバイスに比べると、VR を実現する手段と
考えられるヘッドマウントディスプレイ（HMD）
は、現時点でも 2 万台程度、数年後でも 20 万台
に届くかどうかとの予測に留まる。2016 年頭に
は、フェイスブック傘下の Oculus VR が、数百
ドルで購入できるヘッドマウントディスプレイ端
末「Rift」の予約を開始した。ソニー・コンピュ
ータエンタテインメントのゲーム機「PlayStation 
VR」も、2016 年上半期でのリリースを控えて
いるなど、積極的な動きも垣間見える。その一方
で、Google が「Google Glass」の一般消費者
向け販売を停止するなど、デバイス供給側の動き
が全面的に熱を帯びているわけではない。これに
ついては引き続き注視が必要といえるだろう。

VR か？ AR か？
こうした黎明期において、私たちのビジネスに

は、具体的にどのような活用モデルが考えられる
のだろうか。前述のデバイスの浸透度を考えると、
ゲームや映像の愛好者に一定の需要があるとはい
え、個人が保有する HMD を媒体とした「VR マ
ーケティング」や「VR サービス」といったもの
を提供することは考えにくいだろう。一方、現実
空間に仮想的に情報を付加する AR については、

VR よりも適用する敷居は低い。スマートフォン
やスマートウォッチなどの普及によって、アプリ
ケーションの導入とインタラクティブなデータ送
受信が容易であるためである。

例えば、消費者の関心を惹きつけ、長期に渡っ
てその製品に対するロイヤリティの向上につなげ
るような取組みは、国内においても始まっている。
身近なところでは、お菓子についた二次元バーコ
ードの情報をスマートフォンで読み取り、ゲーム
を起動させるといったものが、大手食品メーカー
から既に市場に投入されている。「AR があるか
らものを買う」、という動機づけにはなりにくいが、
単にお菓子を口にするという行動だけでなく、買
い手と売り手がその世界を共有し行き来するため
のコミュニケーション手段として、活用している
一例といえる。

「時間を超える」ノウハウの伝承
一般消費者にとってはまだ身近な存在とは言え

ない HMD も、ビジネスの現場では活用の道筋も
見えてきている。鍵は「時間を超える」である。

例えば、製品の組み立て作業や物品のピッキン
グといった領域においては、オートメーションや
ロボット化が進んでいる一方で、依然として人間
の手に頼らなければならない部分も多い。こうし
た場面では、作業の手を止めてマニュアルを参照
したり、熟練者に確認したりということが従来の
スタイルであった。これに変わって、VR や AR
の技術を使い、必要なタイミングで必要な参照情
報を表示したり、次の手順を伝える、あるいは作
業状況について良し悪しを判断し、音や光でフィ
ードバックを与えたりといった取組みが始まって
いる。代表的なものとしては、工具でねじを締め
る強度を数値化し、これをデバイスやディスプレ
イを通じて作業者にフィードバックするといった
ことである。特に日本では高齢化が進み、熟練し
た作業者が少なくなりつつある。単に暗黙知を形
式知化してデータに残すということに留まらず、
感性やタイミングといったノウハウの継承という、
世代を超えた取組みに活かすことができるのであ
る。

こうした適用モデルは、もの作りの世界でなく
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ても考えることができよう。例えば、銀行や保険
の事務作業においては、キャッシュレスやペーパ
レスが進んでいるとは言え、未だに人手による事
務作業が大量に残っている。シェアードサービス
やビジネスプロセスアウトソーシング（BPO）
といった外部化も手段の 1 つではあるが、それ
でも本社や支店の業務として残る部分は多い。こ
うしたケースで、熟練者の視線や手の動きをデー
タ化することは、高齢化への対応に留まらずスキ
ルの底上げという教育手段として AR/VR を使う
有効な手立てになると考えられる。

「未来」を買う
「時間」は先にも進めることができる。例えば

家を買う場合、多くの人が展示場でモデルハウス
を見たり、サンプルやカタログで色のバリエーシ
ョンを確認したり、CAD などでシミュレーショ
ンする。現在はこれが主流である。しかし、VR
や AR を使うことで、実際に完成した時点に身を
移すことができたらどうであろうか？図面ではわ
かりにくい部屋内部の空間の広がりを感じてみる。
その地域の気象データと重ね合わせて、窓の外の
様子を変化させながら、昼や夜あるいは曇りの状

態での外観や内装の見え方、雨の音を確認する。
周辺道路の交通量などの情報を取り込み、あたか
も建った後の部屋の中にいながらにして、朝晩の
車の騒音レベルを確かめる。そういった新しいア
プローチが今や手に届くところに来ている。建築
後だけでなく、20 年後、40 年後といった経年
変化を知ることもできよう。こうした圧倒的な情
報量を多面的に用いて次元を超えた経験をするこ
とが、購入時のオプションの追加や、そのメーカ
ーを選択すること、あるいはそもそもの家を買う
という購買行動自体に有効に働きかけることは間
違いない。

今回ご紹介したように、国内外を問わず、既に
実際のビジネスでの適用事例も登場している。だ
が、様々な技術要素が散在し、多くのプレイヤが
混在する中で、どのようにアプローチすべきか、
何から手をつけるのかがわかりにくいのも実態で
ある。忘れてはならないのは、人ありきの「Reality

（現実）」が主であって、AR/VR はこれを補う 1
つのツールという点だ。デジタル戦略や IT 投資
を考える過程において、これらのテクノロジーを
どう取り入れていくかについては、経営戦略との
整合性確保やビジネスプロセスの再構築も含めて
検討することが大切である。

1．野村総合研究所 ICT・メディア産業コンサルティング部「IT ナビゲーター 2016 年版」

日本担当者
箱嶋 俊哉　シニアマネジャー

金融および公共インダストリーを中心に、テクノロジーを軸としたコ
ンサルティングサービスを担当。企業統合や基幹システム再構築など
の、グローバルおよび大規模プロジェクトに従事。IT をはじめとした
人材育成も得意としており、外部講演や執筆も多数手掛けている。
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まるで乾いた野山で火事が拡大するかのよう
に、今や IoT は、急速に、しかも容赦なく浸
透している。ソフトウエア、センサー、ネット
ワーク接続が、自動車や工作機械、街灯、ウエ
アラブル端末、風力発電のブレード、その他無
限と思われる数の機器へ、驚くべき速さで埋め
込まれている。Gartner 社は、2016 年に、世
界で 64 億個（前年比 30％増）のモノがネッ
トワークに接続され、2020 年には、208 億
個に達するとしている。2016 年は、一日あた
り実に 550 万個のモノがネットワークインフ
ラへ新たに接続され続けるという計算だ1。

IoT が成長するにつれ、その生み出すデータ
量も増加する。ある分析結果によれば、接続さ
れたデバイスの生み出すデータ量は、2014 年
に年間 134.5ZB（ゼタバイト。1 ゼタバイト
は 10 億ギガバイト）、月間 11.2ZB だったも
の が、2019 年 に は、4 倍 弱 に あ た る 年 間
507.5ZB、月間 42.3ZB に達するとしている。
2019 年に IoT 機器から生み出されるデータの
量は、エンドユーザの機器からデータセンタに

送信されている現在のデータ量の 269 倍、現
在のデータセンタの全トラフィックに対して
49 倍に達することになると思われる2。

先陣を切って、センサーやデバイス、ソフト
ウエアなどの「パーツ」を導入し始めている企
業や行政当局等その他の組織は、IoT で生み出
されるとてつもない量のデジタルデータによっ
て、圧倒されてしまうリスクを負っている。こ
れまで独立して動いていた機器や、時折点検さ
れていた程度の機器の状態を、ただ受動的に眺
めることに終始してしまうだけの企業も多い。
IoT の潜在的な力を引き出すために重要なのは、
Think big, start small, scale fast である。

製造機器やソフトウエアの中に組み込まれた
IoT インフラを、使われないままに放置してい
る企業も多い。これらの眠った資産を「ブラウ
ンフィールド」、と呼ぶことにする。即ち、大
地の中には既に種子や根があって、雨のような
育つきっかけを待っている状態のものである。
これらブラウンフィールド資産を、ネットワー
クでつなげ合わせてしまったほうが、実装に要

Internet of Things が
価値を生むまで
Think big, start small, scale fast

いま先見的な企業は、自身の IoT への取組みにおいて、基盤となるセンサー、
デバイス、スマート機器そのものよりも、データを使いこなし、既にある「ブ
ラウンフィールド」である IoT 資産を活用して、新たなビジネスモデルを生
むことに主眼を移しつつある。既に、食料生産量の向上や二酸化炭素削減、ヘ
ルスケアサービスの変革など、人々の生活に直結するインパクトを IoT で生
み出している企業もある。読者自身のビジネスにおいて、IoT はどんなインパ
クトを生むのだろうか？ この問いに答えるためには、短期間でプロトタイプ
を実施してみるのが有効だろう。
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する時間を節約するだけでなく、IoT の取組み
の起爆剤となる可能性が高い。一方、「グリー
ンフィールド」、即ち既存の IoT インフラが組
み込まれていない領域では、成果を得るには丹
念な種蒔きと長大な時間を要してしまうもので
ある。

IoT の価値は、データそのものでなく、そこ
から生み出される情報にある。IoT は、アナリ
ティクスから得られる成果を、大きく伸ばす可
能性を秘めている。戦略的に実施されれば、ア
ナリティクスは、IoT から来るデジタルデータ
を意味のある洞察へと翻訳することができ、こ
れは新商品／サービスや新たなビジネスモデル
の開発に用いられることになるだろう。IoT は、
意思決定者が、企業の壁の外へ視線を向けるこ
とを助け、顧客や製品、市場をより良く理解す
ることに貢献するだろう。更に IoT は、従来
できなかったような手法で、ビジネスプロセス
を統合・自動化する可能性をもたらしてくれる
だろう。

意外と見過ごされがちなのが、人々の生活に
直接影響を与える潜在的な力を IoT が持って
いることである。例えば、飢餓問題の起きてい
る地域では、気候や土壌、病害の状態を検知す
るセンサーを活用する「スマートファーミング」
の技術によって、収穫量を大きく改善すること
ができる。気象学者は、遠隔のセンサーから得
られる情報やハザードマッピングを活用するこ
とで、自然災害をより早く正確に予測すること
ができるようになる。ヘルスケア領域において
は、ウエアラブル端末が、高齢者や慢性病患者
をはじめとした人々の生活を改善する方法が研
究されている。例を挙げ始めれば枚挙に暇がな
いうえ、今後も次々と革新的な IoT のビジネ
スモデルが登場してくる。我々が今見ているも
のは、IoT の成しうる未来を、ほんの僅か垣間
見ているに過ぎないのだ3。

監視機能と感知能力
まだ成功事例が限られているゆえに、IoT の

取組みはしばしば間違った方向に進みがちなの
が 現 状 で あ る。 今 や IoT は、Internet of 
Everything でないことは定説となってきた。
目的と得るべき成果を明確化したうえで、必要
なものからインターネットに接続しようとする

取組みが、益々主流となってきている。
IoT が破壊的な革新をもたらす可能性と、そ

れを実現するための戦略について、現状にとら
われることなくより大胆に検討するべき時が来
ている。現在の IoT の取組みは、しばしばハ
ードウエア、ソフトウエア、機器などの配置を、
検討し実装するという作業で終わってしまって
いる。こういった基盤の整備は、最初のステッ
プに過ぎない。受動的にデータを眺めるだけの
ことから、行動を導き出すことに、軸足を移さ
なければならない。是非次の問いに答えてみて
頂きたい。どのようにしたらセンサーから得ら
れたインプットをもとに自律的な仕組みを回し
始めることができ、バック／ミドル／フロント
オフィスの各ビジネスプロセスに改善をもたら
せるだろうか？どのビジネスプロセスが、完全
な自動化を達成できるのだろうか？接続された
デバイスからのフィードバックを得ることで、
基幹システムの設定を見直していけるとしたら
どこだろうか？ IoT 機器が新たな市場を開拓
するとしたらどこだろうか？ 価値を生むため
には、アナリティクスから導く洞察が、究極的
に収益向上に貢献するものでなければならない。

従業員の能力を最大化するために、IoT エコ
システムによって作り出される情報を利用する
ことや、「情報のバリューループ」をモデル化
したプロセスを提唱したい。個人の知識や生ま
れながらの能力、ビジネス局面を強化する場合
に、IoT は、高度なデータアナリティクスと併
用することで、より効果的な意思決定を下すた
めに、人間の知的生産性を増強してくれる。例
えば、高齢患者のバイタル情報を、リアルタイ
ムでリモート監視できれば、医師は、より早く、
より適切な治療の判断を行うことができる。さ
らに、このようなネットワークから得られるシ
グナルをもとに、複雑な判断を自動的に行って、
必要な医薬品を迅速に届けることも実現しうる
であろう。

同様に、データから得られる洞察をもとに、
ビジネスプロセスや既存の基幹システム、自動
化の仕組みを改善することで、オペレーション
の効率を向上させることもできるだろう。ロボ
ットによる自動化においては、人工知能で莫大
な量のセンサーデータを総合的に分析し、最も
望ましい結果を得るために、次にどんな手段を
取るのが良いかが導き出される4。
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図1. 情報のバリューループ
IoTによって集められた情報は、洞察を提示し、アクションを最適化することでビジネス価値を生む。次に、影響を
受けたアクションが新たな情報を生み、次のサイクルを回し始める。ビジネス価値の大きさは、インパクト、リスク、
時間によって評価されるが、これらの評価指標の重み付けは具体的なビジネスシナリオによって定義される。

センサーによって物理
的な状態やイベントか
らデータを生成する

様々な場所・タイミング
の情報を集約する

・アクションを起こす
・変化が生じる
・状況が更新される

次のアクションや予測
を導くようなパターン
をデータの中から発見
する

情報を発生源から処理
先へ伝送する

STAGES
TECHNOLOGIES
VALUE  DRIVERS

Source: Michael E. Raynor and Mark J. Cotteleer, “The more things change: Value creation, value capture, and the 
Internet of Things,” Deloitte Review 17, July 27, 2015, http://dupress.com/articles/value-creation-value-capture-
internet-of-things.
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製造業のオペレーションを例にとろう。ドイ
ツの Amberg にある Siemens 社の工場では、
バリューチェーンの凡そ 75％が、産業機械や
コンピュータによって自動制御されている。生
産ラインの随所に 1,000 箇所ものコントロー
ラが配置されている。生産される部品には、一
つ一つにプロダクトコードが与えられ、そこか
ら機械は生産要件と次に実施されるべきステッ
プを読み取る。このようにして、全てのプロセ
スで IT による制御が行えるよう調整すること
で、同社は、歩留まり率を最小化することに成
功している。このような設備において従業員は、
生産設備や技術資産の状態を適切に見通し、想
定外の事態にも落ち着いて対処するなど、本来
専念すべきだった仕事に取組むことができるよ
うになる5。

考慮すべきリスクと目指すべき
もの

異なるネットワーク上のデバイスを基幹シス
テムへ接続していくにつれ、セキュリティや機
密保持にかかわる懸念や課題が新たに生じてく
るだろう。例えばヘルスケア業界では、患者の
身にまとったセンサーから得られる極めて繊細
な取り扱いを要求されるデータを、収集・蓄積・
分析することになるかもしれない。製造業にお
いては、産業機械がネットワークにつながるこ
とによって、リスクが増加するかもしれない。
より多くのデータや機密情報が、ネットワーク
からアクセス可能になることでリスクは高まり、
個人や企業は、情報漏洩によって重大な危機に
見舞われる可能性を秘めている。

IoT が普及することによって、データのセキ
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ュリティリスクは、個人情報漏洩に留まらず、
広くユーザの利用するシステムのハッキングに
も及ぶ可能性を秘めている。従って、どんな情
報が IoT を活用するのに適切か、どんな潜在
リスクをそれぞれの機器や情報が持ちうるのか、
そして如何にソリューションがセキュアで、速
やかにリカバリ可能で、注意義務を果たすもの
となっているのか、見定めることが非常に重要
となっている6。

近しい課題として、IT や IoT のエコシステ
ムに対してインプットが増えることによって、
自動アクションをいかに定義するか、またデー
タは誰まで共有されて良いのか、などのルール
作りが困難となる。API を通して IoT のエコシ
ステムを外部へ開放しようとした場合、法令遵
守などにおいて、更に多くのリスクへの配慮が
必要となるだろう。

最後にもっとも重要な課題は、IoT で生み出
されたデータを処理する端末をいかに配置し、
そこから得られる分析結果をいかに活用するか
である。採りうる方法は実に多様だ。まず、集
中処理として、ネットワークを跨がって自動的
にデータ収集し、判断し、反応するためのプロ
セス管理やオーケストレーションの仕組みを設
ける方法がある。一方、分散処理として、ルー
ルエンジンは各端末の近くに設け、各ノードに

一定の判断／反応を許容する方法もある。どの
方法であれ、IoT のアプリケーションや可視化
技術が、それを使う人間の行動を引き出すこと
になる。

極言すれば、「機械の時代」が到来している
のかもしれない。人間は、起きていることを観
察し記録することから解放され、違った見方で
現実世界を捉える時代となった。しかし、機械
の自動化そのものは、基盤を作るに過ぎない。
ビジネスの世界であれ個人の生活であれインパ
クトをもたらすのは、実在のデータ、有意に関
連付けられたセンサーやモノ、そして人である。
そうであってこそ、日々の生活がより良いもの
となり、我々の働き方が変化し、競争ルールが
変容することとなる。

この意識を前提としてこそ、事業や地理的な
壁を越えて企業は、新たに得られるであろう洞
察やビジネスチャンスの獲得を目指した IoT
戦略を描き続けることができるようになる。こ
ういったビジネスチャンス、実行すべきイノベ
ーションアジェンダ、改善すべき顧客接点、短
期的および長期的な競合優位性などを現状にと
らわれることなく大胆に模索することによって、
企業は IoT 戦略のレベルを、単なるセンサー
やネットワークの配置といったテクニカルな話
題から価値創造の視点へと進化させられるのだ。
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最前線からの学び

Caterpillar 社が Internet of 
Big Things の恩恵を受ける

オーストラリア西部の人里離れた鉱業地域で、
240 トンもの積載量を誇る Caterpillar 社の採
掘トラックが、今日も 24 時間、無人で稼働し
続けている。操縦者いらずの巨体に埋め込まれ
た様々なセンサーは、油圧やフィルタ、その他
部品の情報を、ワイヤレス通信（衛星やモバイ
ル な ど ） で イ リ ノ イ 州 の ピ オ リ ア に あ る
Caterpillar本社へ配信する。そこでは専門家が、
機械の重大なサインを監視しており、必要に応
じて重機のオーナーにメンテナンスのレコメン
デーションを行う7。

グ ロ ー バ ル な 建 設 機 械 メ ー カ ー で あ る
Caterpillar 社が、自社製品にセンサーを設置
し始めたのはもう数十年前にもなるが、IoT と
いう面においての可能性を探究し始めたのは、
ここ数年の話である。昨今、IoT（Caterpillar
社では “Internet of Big Things” と呼ぶ）は、
同社の戦略的・技術的な注力課題となっており、
予測解析ツールの開発や、商品のデザイン・性
能向上に役立てることを目的に、Caterpillar
社は、鉱石を採掘するように、IoT データを掘
り続けている。

例えば、建設機械に埋め込まれたセンサーに
より、収集し蓄積されたデータを分析すること
で、より少ない工数でより大きな効果を発揮す
る、重機をデザインするヒントをエンジニアに
与えうる。作業工数の改善は、アイドリング時
間の短縮、作業者の疲労軽減、そして消費燃料
の削減に結び付く。その結果として、運用効率
化につながり、重機のオーナーは、自身の顧客
に一層良質なサービスを提供できるのである。

これに加え重要なことは、解析された情報は
（Caterpillar 社の専門分野である重機の知識と
解析を組み合わせることによって）、特定の機
械が多種多様な環境で、どのように個々の作業
動作を実行するかということを、より正確に予
測するためのリソースとなることである。これ
を実現する上で、最近 Caterpillar 社は、デー
タ解析サービスを提供する Uptake 社と技術
的なパートナーシップを結んだと発表した。こ

のパートナーシップにより、予測解析のプラッ
トフォームを強化し、遠隔からの重機の監視や、
稼働率の最大化を顧客にとって容易なものとす
る8。Caterpillar 社は、将来的に、IoT がビジ
ネスプロセスの再構築、顧客との関係性の強化、
自社製品やサービスの革新をもたらすことに、
大いに期待を寄せている。

ネットワークを活かしたヘルス
ケアの将来像

近年、ヘルスケア業界における多くの企業（医
療保険、医療機器メーカー、ソフトウエアベン
ダなど）が、患者や介護支援者の疾病との向き
合い方の改革に向けて、センサーを活用したビ
ッグデータの取組みを始めとした、IoT の活用
に注目している。

ある大手ヘルスケア企業は、患者が身に着け
た Bluetooth 付きデバイスによって、取得し
た生体情報を管理、記録、解析できるモバイル
アプリを開発中だ。外部開発を促進するため、
特定の病状を監視する個々のアプリには、共通
するデジタル基盤や API を実装している。こ
れらのアプリは、解析したデータを電子カルテ
やその他の医療情報と照合し、介護支援者が迅
速、且つ正しい情報に基づいた方策をとる手助
けとなることが期待されている。例えば、次の
ような場面でアプリの活躍が予想される。糖尿
病患者の血糖値が、監視デバイスから本人の
iPhone やタブレットに入ったモバイルアプリ
へとストリームされ、ビッグデータのレポジト
リに集約されていく。患者の血糖値に異常が検
知されると、直ちに介護支援者にアラートが飛
び、介護支援者は、精密検査を行うために患者
を病院に連れて行ったり、薬の量を調整したり
するなど、適切なアクションを促す仕組みに活
用される。

この組織は、既に試験的に監視アプリを
40,000 人近い糖尿病患者に実施しており、プ
ラットフォームの実現性を証明している。次な
る目標は、現在糖尿病に限っていた試験を、う
っ血性心不全、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、
高血圧症など、様々な疾病へと拡大していくこ
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とだ。

「The Edge」での生活
アムステルダムのとある朝。ある従業員は自

分の働くオフィスのデスクから立ち上がり、何
気なく休憩室に向かう。近づくと彼女のスマー
トフォン内の専用アプリが、コーヒーマシンに
埋め込まれたセンサーと連動して、すぐさま彼
女のお好みにブレンドされたコーヒーを淹れる。
ちょうど彼女が休憩室に踏み入れる頃には、特
製コーヒーが湯気をゆらしながら彼女を待って
いる。
「The Edge」 の 世 界 へ よ う こ そ。「The 

Edge」は「世界で最もスマートな建築物」と
して知られる近未来的なオフィスビルである9。
2014 年に完成し、デロイト オランダの本部
が入るこの建物は、IoT アプリケーションなど
の、最前線のグリーンアーキテクチャと先端技
術が散りばめられた、話題のオフィスビルだ。
連々と並ぶライトパネルの革新的な機能は、大
幅な電力の節約だけではない。これらには、な
んと約 28,000 にも及ぶセンサーが組み込ま
れており、動き、明るさ、温度、湿度、そして
CO2 の情報までも取得できる。リアルタイム
でデータを取得するこのセンサーこそが、入居
者へ優しい 「The Edge」を創出するカギとい
えるであろう。

センサーで得た情報により、施設管理者は、
いつ、どのように施設内の特定の設備が利用さ
れているかを把握する。「「The Edge」では、
IT と施設管理は切り離して考えることはでき
ない」、とデロイトの管理者を務める、Tim 
Sluiter はこう語る。短期的なメリットとしては、
取得された情報を、その日のうちに掃除が必要
な場所を見極めるために、活用できることが挙
げられる。その一方、長期的には、曜日や場所
ごとの照明利用状況の傾向を読み取り、電力節
約を目的に、フロアの一部、もしくは全体を閉
めきるなどの、方策を考える判断材料としても
使えるようになる。

この建物内においての IoT の活用範囲は、

ライティングセンサーに留まらない。例えば、
駐車場でも IoT が力を発揮する。従業員が「The 
Edge」のハイテク駐車場に近づくと、センサ
ーが彼らの車を識別し、駐車可能なエリアへと
誘導する。駐車場のいたるところに設置された
センサー付き LED ライトは、ドライバが近づ
いては点灯し、離れては消える。

さて、先ほどの魔法のようなコーヒーマシン
のアプリに話を戻そう。このアプリの活用方法
はまだまだある。例えば、ユーザの好みに最も
マッチしたワークスペースを割り当てたり、自
席上の照明の明るさや、与えられたエリアの空
調を調整したりする機能を備えているのである。
時には施設内の案内役となり、オンラインカレ
ンダーの会議場所を読み上げ、行き方の提案ま
でしてくれる。それだけではない。敷地内にあ
るジムでは、アプリで従業員の進捗を記録でき
る上、フィットネス器具で発電された電力を、
建物の電力システムの給電に役立てることさえ
できるのだ。

Sluiter 氏が強調するのは、センサーで取得
されたパーソナルな情報に、上司や他人がアク
セスすることは決してない、ということである。
法律でプライバシーの保護が保証されているた
め、個人の所在や、会議を何回欠席したか、ま
たは駐車場を何時に利用したかなどは、誰も調
べることはできない。「この建物は、テナント
生活の質の向上のためにテクノロジーを提供す
る。その恩恵を受けると同時に、個人のプライ
バシーを守り、法に従うことが非常に重要であ
る」、と Sluiter 氏はこう説明する。

センサーによる情報管理は、「The Edge」
の評判になんの悪影響も及ぼしていないようだ。

「私たちの目的は、『The Edge』を最高の職場
にすることだ」、と話すのはデロイト オランダ
本部 IT 担当の Erik Ubels 氏だ。「クライアン
トも従業員も、この革新的な空間を体感したく、
ミーティングエリアは埋まってきている。まだ
職場が小さすぎるということはないが、混みあ
ってきている。人気になりすぎたのかもしれな
いね」。10
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私の見解
SANDY LOBENSTEIN
Vice president, connected vehicle technology and product planning
Toyota Motor Sales U.S.A., Inc.

トヨタは、いまや単なるクルマ作りの企業に留
まらず、自由なモビリティを実現する企業となっ
ている。モビリティは、公共交通機関、ライドシ
ェア、ホバーボード、そして徒歩をも含めた、あ
る地点から別の地点へ効率よく安全に移動するた
めの交通手段全般を含む。いわゆる「マルチモー
ダル」（複数のシステムが一体となった交通体系）
な概念である。

モビリティ実現のカギとなるのは IoT であり、
トヨタは IoT のポテンシャルを高めるべく、迅
速に行動を起している。トヨタのエンジニアは、
各車種に搭載されたセンサーから集められるビッ
グデータを活用して、インテリジェントカーを開
発しようとしている。そして、自動運転によるモ
ビリティ社会の像がいよいよ見えてきた今、
Toyota Research Institute（TRI）の CEO、Gill 
Pratt 博士および TRI 研究者は、IoT データをイ
ンテリジェントカーの技術進化に生かそうとして
いる。このような分野での進歩により、信頼でき
て、安全で、乗っていて楽しい、「つながる自走車」
をいつでも提供できるようになる。そうしたイノ
ベーションによって、毎日運転するドライバや、
特殊なニーズを持つドライバ、高齢者などは、命
の安全という恩恵を受けることができる。

トヨタは、すでに、コネクテッド技術に関して
さまざまな知見を持っている。2001 年、レクサ
スのラインナップにコネクティッドカーが加わっ
た。今ではレクサスの全車種がコネクティッド仕
様となっていて、「目的地アシスト」サービスも
提供している。ドライバとエージェントをライブ
でつなぎ、始点から目的地までのルートを教えて
もらうサービスである。さらにレクサスは、セン
サーを活用した「カーヘルス」レポートも提供し
ている。タイヤ圧、オイル水準、メンテナンス時
期などが瞬時にわかるサービスだ。

今回紹介した IoT アプリケーションはほんの
始まりにすぎない。センサーはとても小さいので、
クルマのどんな場所にも配置することが可能だ。
もし、タイヤやブレーキの状態を監視するセンサ
ー技術を、製造フロアにある自動車組み立て機器
に適用したらどうなるだろか？　ある状況で問題
が発生した場合に、センサーが製造ラインのリー

ダーに警告をあげることができるとする。そうす
ると、ある特定の時間帯・場所で組み立てられた、
問題のある部品を作り直しにするという判断がで
きるかもしれない。

新製品を作るときに、データの価値というのは
企業にとって悩みの種となることがある。たとえ
ば、車載アプリのニーズは早い段階から多く指摘
されていた。そこで自動車業界はすぐに、マイカ
ーで動く携帯電話アプリの登場を消費者が強く望
んでいることに気づいた。業界やセクタのいかん
にかかわらず、ストラテジスト、デザイナー、そ
して意思決定者は一般的に、「今の」やり方やシ
ステムが最適だと信じて疑わないものである。
100 年続いたやり方を捨て去るには、相応のビ
ジョン、あるいは途轍もない勇気と、そして新た
なビジネス機会を確実なものにするための目新し
い技術が求められる。

「…この歴史的な技術革新の時代にあって、
あらゆる企業はアグレッシブに自らを「再
改革」しなければならない。新たな機会を
模索し、将来へのビジョンを強く定義づけ
ることによって」

だが、この歴史的な技術革新の時代にあって、
あらゆる企業はアグレッシブに自らを「再改革」
しなければならない。新たな機会を模索し、将来
へのビジョンを強く定義づけることによって。ト
ヨタはいま、IoT とモビリティに全力で取組んで
いる。

私はカーマニアで、高校生の頃は好んでボンネ
ットの下でクルマをいじり倒したものだった。そ
の時代は、そんなことが最先端技術の象徴だった
のだ。この 15 年間、時代は変わり、ネット世代
のアマチュアたちは、私の頃とは違う「キカイ」
の「フシギ」に心を奪われ、目を輝かせ、嬉々と
して語り合っている。まさに変化のときである。
コネクティッドやその他の革新的なサービスによ
って、クルマの復権がいま成し遂げられようとし
ている。自分のスマートフォンと蜜月の関係を築
いてきた人たちが、再びクルマに恋をすることに
なるのかもしれないのである。
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サイバーリスクの視点から
IoT は、今や、これまでにはつながっていなかった

重要インフラにまで接続されている。このような接続
が可能になり、価値を生み出すようになる一方で、企
業や組織は、IoT ネットワークについて別の対策を迫
られるかもしれない。単に接続するだけではなく、デ
バイスやインフラを遠隔制御できるようにしたり、セ
ンサーのデータに基づく特定の数値を監視して、適切
な判断を下す処理を自動化したりするような対策で
ある。

まずミスを起こさないようにする：企業が IoT を
活用するようになると、スマートでつながるモノのお
かげで、価値を創造し勝ち取る圧倒的なチャンスが生
まれる。しかし同時に、そういったモノは、すべてが
真新しいがゆえに、価値を保護するための新たな戦略
が必要となる。

たとえば、IoT エコシステムに新しい
デバイスが接続されるということは、
悪意のある攻撃の糸口やチャンス
を追加する、ということにほか
ならず、結果として既存の防
護装置やデータ、ユーザに対
する侵入経路を加えることに
なってしまう。同様に、な
りすまし（認証されていない
ユーザが、正しく認証されて
いるユーザを使って不正にデ
バイスにアクセスすること）が
問題となる可能性がある。また、
デバイスが直接不正アクセスに遭
っていないとしても、ハードウエアの
不具合やバグコードがあった場合、そうし
たデバイスは脆弱性を顕在化させないために、安全側
に制御されるよう設計されている必要がある。

さらに、適切に展開されたエコシステムの構成にお
いても、脆弱性が生じないとは限らない。たとえば、
IoT アプリケーションは一般的に、ベンダからサプラ
イチェーンのクライアント、運送業者、店舗、最終消
費者といった具合に、複数のプレイヤが密接に絡み合
う活動に依存しているところがある。センサーやデバ
イス、ロジックの内部や、それらの間で行われる通信
の中に、脆弱性は存在する。デバイスのサプライヤが、
データの信頼性や不正アクセスに対する防御に関し
て、堅牢なメカニズムを持っている、などと期待すべ
きではない。これが消費者ともなればなおさらである。

このような試練に対し、企業が自らのエコシステ
ム11 を保護するためには、次のようなステップが有効
となる。

・相互運用のための標準を定義する：まず内部的に、

データおよびサービスの標準を策定し、自組織内
にロールアウトする。また可能であれば、IIC12 な
どのコンソーシアムを巻き込み、より広範囲に及
ぶ標準を策定し、つながりやすく、コミュニケー
ションしやすい状況を作り出す

・システム改修は注意深く行う：古いシステムの機
能性の改善や拡充は、まさに IoT 戦略が必要とし
ているところである。しかし、そのような改修を
行う場合には、セキュリティ、パフォーマンス、信
頼性に及ぼす影響があることを理解しておく必要
がある。特にレガシーシステムは、もともと外部
に接続するという状況を想定して設計されている
わけではないので、注意が必要である。可能な限り、

IoT 接続に特化して設計されたコンポーネン
トを活用して、システム改修を行うべ

きである

・エコスシステムにおけるプ
レイヤの責任を明確にする：
エコシステムにおけるプレ
イヤは、責任を共有するの
ではなく、自分の責任がど
こからどこまでなのか、何
に対して保護の責任を負っ

ているのか、を知っておくべ
きである。いかなる点におい

ても、潜在的リスクを分析する
こと、そして誰かが確実にそのリ

スクをケアするようにすることは、安
全なソリューションを策定するためには重

要なことである

・どんなデータであるかを把握しておく：IoT を通じ
て収集される、膨大なデータ量と種類（今や社外
からも関連する様々なデータが渡ってくる）によ
って、企業がそれらのデータが完全であるかどう
かを確かめるのが非常に難しくなっている。膨大
な量の IoT データを処理するうえでは、実質的に
は気付かれないような些細なデータの誤りも、「塵
も積もれば山」の譬えどおり、時間がたてば無視
できない問題となりうる。企業は、自らが保有し
ているデータを深く理解し、「正常」なデータを測
るための分析ノウハウをもってはじめて、このよ
うな脅威と向かい合うことができる。データアク
セスや利用量が、「正常かどうか」の基準を設けて
初めて、IT リーダーは将来予測に向け、動作異常
の可能性を前もって、確実に特定することができ
るのである
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始め方
IoT の盛り上がりとともに、ベンダによる売

り込みや斬新な事例を目にする機会が増えてい
る。IoT の重要性や価値は理解したが、いまひ
とつ実体がつかみ切れず、その波に乗れないこ
とに焦りと苛立ちを感じている企業も多い。

これからスタートラインに立とうとする企業
はリスクを抑えて効果を最大化し、すばやくキ
ャ ッ チ ア ッ プ す る た め、Think big, start 
small, scale fast のアプローチで、IoT ジャー
ニーを開始することが重要である。

Think big
・想像する：同業他社の戦略や、業界に関連す

るユースケースを分析し、感じたことを具体
化する。また、IoT を活用し、消費者や社会
に大きなインパクトを与える方法を模索する

Start small
・棚卸する：新規投資を検討する前に、すでに

保有しているセンサーや接続デバイスを棚卸
し、自社の「ブラウンフィールド」を見つけ
る。まだ有効化されていない、または価値あ
る情報をただ吐き出しているだけの、休眠状
態のデバイスは隠れていないだろうか

・既存の情報を把握する：多くの企業のシステ
ムには、様々なローデータが活用されずに眠
っている。IoT への取組みに着手する前に、
データアナリストとともに、これらを分析す
ることで、すでに持つデータの価値を理解す
ることができる。同様に、データの穴を認識
し、対応するセンサーを追加することで、価
値を向上させることもできるかもしれない

・エコシステムを試験運用する：実績のある
IoT を選定し、新しいアイデアの試験運用を
行い、失敗から学ぶ。閉ざされた実験室では
なく、実際の企業やビジネス環境でなければ
実証できない側面が IoT には多い

・現場の課題を把握する：IoT の取組みには、

地道な労力を要求される局面もある。センサ
ーや機器の接続、コンポーネントの埋め込み、
オーケストレーションを動かすためのサービ
スの構成、シグナルの検知、ルール定義、こ
れら全てを完了させなければならない。PoC
の段階から、完全な実装段階に移行するため
には、センサーの精度や制約、調達やインス
トールの方法、通信機能など、あらゆるディ
テールを検討する必要がある。このギャップ
を短期的に補うため、IT エコシステムの人
材やスキルを活用している企業もある

Scale fast
・アジャイル方式で進める：「Go to market」

のアプローチを取り、反復する。IoT 関連投
資が増え、既存製品の改善や新製品の開発が
進み、テクノロジーは日々進化している。
IoT 戦略やユースケースを検討する際に簡単
なプロトタイプや試験運用を取り入れること
で、実現性が検証でき、大規模なシステム導
入の制約に縛られることがなくなる（少なく
とも短期的には）。先進的な取組みの拡がり
に合わせ、自社のソリューションを具体化し、
ビジネスケースを精査して適用範囲を拡げて
いく

・人材を確保する：航空機メーカーによる航空
技師の採用や、ソフトウエアベンダによる大
量の開発者の確保と同じよう に、IoT 戦略
の実行にはスキルを持った人材が必要となる。
数千もの接続デバイスの運用保守ができる人
材は、ほとんどの場合社内に存在しない。
IoT 戦略の実行には、外部人材の採用に加え、
既存社員の再教育による人材モデルの強化も
必要である

・社内に持ち込む：リモートに配置されたセン
サーなどは IoT のユースケースの主役とな
るが、コールセンタ、製造ラインやオフィス
においても IoT は大きなポテンシャルを持つ。

「Intranet of Things」を通じて蓄積した情
報が、作業環境の改善や安全性向上につなが
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るかもしれない。さらには、それが社内外の
人材を惹きつける魅力となる可能性もある
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要点
IoT は、以前は幻想でしかなかった未来、すなわちインテリジェントな住宅や職場、ネットワーク

で全てが完結する行政サービスの手続きを、現実のものとする潜在的な力を秘めている。ありとあら
ゆるものに関わる IoT であるゆえに、つい将来のビジネスを曖昧な形で想像したり、逆に目の前の
ビジネスに直結しないと思ってしまったりするものだ。このような思考から離れて、ビジネスシナリ
オと測定可能な成果基準を定義して、IoT を現実の事業課題の解決に適用してみるべきだ。例えば、
顧客のことをより良く把握するために、製造オペレーションやサプライチェーンを一層効率化するた
めに、IoT をどのように使えるか、ということである。まずは、既にあるブラウンフィールド資産の
隠れた価値を検証してみては如何だろうか。戦略を考えてばかりいるよりも、できる限りのスピード
感をもって試してみることが重要である。具体的なユーザ、実際にあるデータ、次のアクションを導
くセンサーだけが、目に見える成果を収められるからだ。
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日本のコンサルタントの見解
IoT に関する海外アナリストの見解や海外での

活用事例を紹介したが、読者自身の日々の生活の
中で IoT の世界観を実感する機会はどれほどあ
るだろうか。IoT を実感できる活用事例は国内に
おいても着実に増えており、製造業を中心とした
産業機器の制御・管理を目的とした取組みから、
最近は、ドローンやウエアラブル端末などさまざ
まなデバイスを使った革新的サービスを提供する
事例が、製造業にとどまらず多様な業界に拡がり
つつある。

Industry4.0 やインダストリアル・インターネ
ットなどこれまで諸外国が IoT の取組みを先導
してきた。当レポートを参照すると、デバイスや
通信などの技術的な側面が IoT に関する諸外国
との差になるというよりも、企業全体としての取
組み姿勢や IoT 推進の組織体制が、国内企業に
とって諸外国との差を埋めることの阻害要因にな
りうることに気付かされる。国内企業が IoT の
取組みをさらに促進するため、当レポートから読
み取れる示唆をいくつかあげたい。

戦略を考えてばかりいるよりも
できる限りのスピード感を持っ
て試してみる

国内企業の取組みを聞くと、IoT に対してまだ
まだ懐疑的で、ビジネス変革を起こすための取組
みにまで至っていないケースが多い。他社の状況
を眺めつつ、何かに取組んでいないとこの先競合
との差が大きく開き、取り残されてしまうという
不安感にかられた後ろ向きな取組みになってはい
ないだろうか。IoT がビジネス価値向上や競争力
強化につながるものとして十分に説明されず、
PoC が不確実な取組みと認識され、予算が割り
当てられない状況に陥っている企業も少なくない。
国内企業は既存システムの更新など、収益インパ
クトが見えにくい領域に対する IT 投資に重きが
置 か れ る 傾 向 が 強 い。 弊 社 の Global CIO 
Survey 2015 でも、グローバル CIO の IT プラ
イオリティがビジネスイノベーション支援である
ことに対し、日本の CIO はビジネスプロセス改
善や IT コスト削減などに重きを置いていること
が、この傾向を裏付けている。先行する企業との

差を縮めるためには、IoT をビジネスイノベーシ
ョンの梃子とする意識を経営層が持ち、ビジネス
の視点からその取組みを素早く評価、推進すべき
である。本編にもあるように、まずは身近なとこ
ろから小さく始め、実績を示すことでその推進力
も増すだろう。

IoT 戦略の実行にはスキルをも
った人材が必要となる

ある調査によると IoT を推進するための組織
体制の整備が進んでいる国内企業は 1 割程度で
あるのに対し、グローバルでは 2 割の企業です
でに体制が整っているという。国内では IT 部門
が主導しデバイス、通信や IoT プラットフォー
ムなどの技術的実現性から議論を開始するケース
が多いが、重要なスキルは、企業のバリューチェ
ーン全体を見渡しビジネスを変革する視座と、熱
意を持って IoT 戦略を推進できることにある。
また、情報を蓄積することはできていても、そこ
から洞察し示唆をだすためのアナリティクス人材
は欠かせない。IoT が進むと企業のあらゆる人た
ちが IT と関わりを持ち、データの分析者になる
必要があるかもしれない。ブラウンフィールドで
ある既存デバイスやデータを熟知している、産業
機器やデバイスを管理・保守している人たちを
IT 人材化するなど、企業として必要とされる人
材の絵姿は、今後大きく変容していくのではない
だろうか。さらに、国内のセキュリティ人材の不
足は深刻である。制御系システムや重要インフラ
など接続デバイスの増加に伴い、広範なセキュリ
ティ対策を講じることができる人材の質と量の確
保が、重要課題として認識されている。国内企業
としては、社内にすでに有するスキルを把握し、
IoT の推進に必要となるスキルとのギャップを埋
めるため、外部専門家の活用も含め、中長期的に
どう人材を確保・育成していくかを全社的な観点
から考えるべきである。さらにはこれを機に、サ
イロ化された IT 部門の枠組みを打破し、IoT の
取組みに抜本的な組織改革を組み込むことも必要
かもしれない。

IoT というキーワードを、単純な IT の課題と
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して捉えることがまだまだ多いが、企業に存在す
る情報をいかに活用しビジネス価値を生み出して
いくかという点においては、経営課題の一つに
IoT を据えて真剣に取組むべき時期にあるのかも
しれない。経営層を含めたビジネスリーダーたち

が、IoT に対する理解を更に深めていきつつ、目
的に合ったビジネスパートナーとの IoT エコシ
ステム構築や、推進体制を整えるための内部組織
変革が国内企業においても求められているといえ
よう。

日本担当者
山本 有志　シニアマネジャー

多様なインダストリーに対して、業務改革、組織改革、IT コスト削
減などのアドバイザリーサービスを提供。経営、業務、IT の知見を
活用し、経営層に対してコンサルティングサービスを提供している。
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企業のシステムランドスケープにおいて、基
幹システムはその中核として位置付けられてい
る。基幹システムの中には、カスタム開発によ
って構築され、何十年もの継続的な運用の末、
対象スコープが肥大し複雑さが増大してしまっ
ているものや、ERP パッケージ導入時に特定
の業務要件に応えるために、大幅なカスタマイ
ズや機能拡張が加えられているものなどが散見
される。結果として、現状の基幹システムは、
気が遠くなる程の複雑性と依存関係を内包する
ものとなっており、容易にはそれを理解するこ
とはできないのである。この複雑性を解きほぐ
し、その歴史を理解しようとすることが IT 部
門の存在意義となってしまっていると言っても
過言ではないだろう。

基幹システムの維持やモダナイゼーション実
施には、非常に多額の IT 予算が割り当てられ
て い る。 デ ロ イ ト の「Global CIO Survey 

2015」1 によると、基幹システム関連の経費が
IT 予算の最大項目となっており、それゆえに
基幹システム自体が「コストの割にバリューが
低い」というネガティブな評価をされることが
多い。 また、同調査では、ビジネスにとって
最もインパクトの大きいテクノロジー投資は何
かという設問に対して、多くの回答者が、アナ
リティクス・デジタル・クラウドと回答してい
る。

しかし、そのような最新テクノロジーが、基
幹システムにより管理されるデータやプロセス
に大きく依存している事は、見過ごしてはなら
ないもう一方の事実なのである。

基幹システム再創造は、営業・業務オペレー
ション・サプライチェーン・サービスなど全社
に跨った既存プロセスの再定義、及び、それに
伴う広範囲なシステム改修を包含する取組みで
あり、その結果、アナリティクス・デジタルな

基幹システム再創造
ビジネス基盤のモダナイゼーション

金融業界で 1970 年代にカスタム開発されたシステムから、1990 年代に巻
き起こった BPR ブームに乗って導入された ERP パッケージまで、企業の業務
を総合的に支える基幹システムは複数システムの複合体として構成され、概
して何十年も前に導入された年代もののシステムとなってしまっていること
が多い。この「心臓部」である基幹システムの老朽化は、近年のデジタル技
術を活用したビジネスイノベーションの阻害要因ともなりうるのである。
そのため、企業は基幹システムを再創造するための戦略を描いており、プラ
ットフォームの刷新・システムのモダナイゼーション・既存ソリューション
の活性化などを含む方策を検討している。
IT 基盤を、より柔軟でリアルタイム性が高く、直観的に活用できるものに変
革させることは、現在のビジネスニーズに対応するだけではなく、将来のビ
ジネス基盤を確固たるものにすることにもつながるのである。
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ど、ビジネスに必要とされている「華やかな」
システム構築の基盤を提供することができる。
システムのみに留まるものではなく、企業全体
としての効率化、成果改善に向けての総合的な
取組みと考えるべきものなのである。

基幹システム再創造を推進している企業では
レガシーシステムを負債・重荷としてではなく、
顧客志向・成果の最大化を実現するための重要
な要素として捉え、デジタル化社会、さらには
その未来にも適応可能なビジネス基盤を確立す
るためのロードマップを描き始めている。

行動を起こすのは今だ
テクノロジーの革新は急激なペースで進み続

けており、これを背景として、現在は、既存の
ワークスタイルやビジネスルールの変革を進め
る絶好のチャンスにあるといえる。各種デバイ
ス・センサー・そしてヒトから得られるデータ
の量は加速度的に増え続けており、それらのデ
ータを活用した高度なシミュレーション・アナ
リティクスにより、かつては直感と経験のみに
基づいていたビジネス上の高度な意思決定をも
サポートするまでに至っている。デジタルテク
ノロジーは、既存の仕組みを別の方法で代替す
るだけでなく、これまでとは違った全く新しい
ヒトとシステムの関係性を作り出すことで、顧
客接点の強化、従業員のパフォーマンス改善な
どの新たな手法を提供している。モバイル・タ
ブレットデバイスの浸透は、ウエアラブル端
末・IoT・拡張現実（AR）・バーチャルリアリ
ティ（VR）のビジネス活用への呼び水となり、
マーケットにおける競争原理に変化をもたらす
ほどのインパクトを与え始めている。事実、過
去のしがらみを持たないスタートアップ企業な
どは、通常見られるようなレガシー基幹システ
ムなどの負債に妨げられることなく、革新的な
サービスを次々と提供しているのである。

同時に、主要なソフトウエア企業は、基幹シ
ステムのモダナイゼーションに向け、新たなロ
ードマップを描きつつある。ERP ベンダは、次
世代ソリューションに多額の投資を行っており、
テクノロジーの進化に合わせたプラットフォー
ム刷新により、多くの企業が基幹システム上に
抱える課題解決のニーズに応えようとしている。
また、クラウドサービスベンダも、ミドルから

バックエンドオフィスソリューションのライン
ナップを急速に拡充させている。COBOL やそ
の他のメインフレーム系プログラム言語の技術
者が年齢的に引退してしまい、リソース確保が
困難になるタイミングが迫ってきていることも、
プラットフォーム再構築を推し進める要因とな
っている2。

これらを背景として、CxO クラスのエグゼ
クティブは、魅力的な先進テクノロジーへ魅か
れる一方、レガシー基幹システムとはなるべく
ならば向き合いたくないと考えてしまうのであ
る。

こうした状況下で基幹システム再創造を推進
しようとする CIO にとって、ビジネスにおけ
るニーズや目標設定に基づいた戦略策定がます
ます重要になってきている。まずは、既存のビ
ジネスプロセスの見直しから始めるのが定石と
いえるのではないだろうか。例えば、次のよう
な論点が考えられるだろう。既存の基幹システ
ムは、クロスファンクショナルなユーザ業務を
十分にサポートできているか、反対に妨げとな
っていないだろうか。各部門の戦略はどの程度
進展しており、基幹システムにとってどのよう
な影響を与えうるのか。ビジネス全体としてど
のような成長戦略を描いており、今日のビジネ
スの成長にとって成功要因・制約要素はどのよ
うなものがあるのだろうか。

こうした既存ビジネスプロセスの分析は、間
違いなく基幹システム戦略へ影響を与える要素
となるが、一方で、将来的な計画の考慮も必要
となる。既存マーケットでの事業の成長率、ビ
ジネスモデルの変革、企業の合併・買収・売却
などの計画を織り込んだ戦略策定が求められる
のである。

次に考えるべきポイントは、テクノロジー観
点の潜在的なリスクをビジネスにおける具体的
なインパクトに置き換えて評価することである。
できれば測定可能な定量評価を行うことが望ま
しい。例えば、システムのスケーラビリティは、
処理可能な顧客数、受注数、支払数などの限界
値に置き換えられ、ビジネスの成長への制約要
素として捉えることができる。システムの信頼
性は、システム停止やサービスの中断による機
会損失や SLA 未達によるペナルティー発生な
ど、収益への影響として捉える事が出来る。ま
た、システムインテグレーションやデータ整合
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2014・2015のDeloitte Dbriefsウェブキャスト受講者（それぞれ2,000人・1,000人）を対象とした調査の結果、
ビジネスユーザーは概して基幹システムに改善の余地を感じていることがわかる。優先度の高い投資である基幹シス
テム再構築 により、既存ソリューションを柔軟でリアルタイム性が高く、直観的に活用できるシステムへと変貌さ
せることで、ビジネスに新しい価値をもたらすことができる

現状の基幹システム b 改善余地のある領域 b

柔軟性がない 23% 柔軟性 32%

特に問題がない 15% 機能性 16%

不十分 13% パフォーマンス 14%

直観的でない 13% ユーザビリティ 13%

戦略的 9% 特にない 2%

ビジネスへの影響が大きいと考え
るCIOの% a

テクノロジー
領域

投資優先順位が高い
と考えるCIOの% a

図1. 基幹システム再構築の重要度・投資・今後の展望
1,200名以上のテクノロジーリーダーを対象としたDeloitteのGlobal CIO survey 2015によると、テクノロジー領
域の中で、今後2年間でビジネスに大きな影響を与え得る要素として、基幹システム再構築は2番目に低い位置づけ
となっている。
一方、投資対象の領域を見ると、基幹システム再構築は優先度の高い投資対象としてトップに位置づけられている。
つまり、他の重要なソリューションが基幹システム再構築を前提としているので投資が必要と考えられており、再
構築自体は戦略的・重要性が高い投資対象とは認識されていない

Sources: a  Deloitte Development LLC, 2015 global CIO survey, 2015, http://dupress.com/articles/global-cio-survey, 
accessed November 25, 2015.  
b  Deloitte Development LLC, Core renaissance: What is the new normal for legacy core systems?, Deloitte Dbriefs 
Technology Executives series, October 1, 2015; Deloitte Development LLC, Core renaissance: The great systems 
revival, Deloitte Dbriefs Technology Executives series, November 6, 2014.

基幹システムの
刷新、再構築
新興テクノロジー
（3Dプリンティン
グ、IoT、AI）

77%

75%

64%

58%

47%

28%

36%

中程度 低

17%

19%

18%

8%

アナリティクス、BI

デジタル（モバイル、
ソーシャル、Web）

クラウド

サイバーセキュリ
ティ、データ保護

デロイト

性の精度に関するリスクは、プロジェクトの遅
延という具体的な影響に帰結することになり、
加えて、デジタル、アナリティクスやクラウド
といったビジネス上大きなインパクトを持つ取
組みの遅延にもつながることになる。

大胆に、積極的に
基幹システムの再創造には、変革を推進する

という意識を持って取組むべきである。単にテ
クノロジー基盤を見直す、という以上の企業に
とって大きな変革のチャンスと成りえるからで
ある。旧来の制約に縛られることなしに、今日
の機能や業務プロセスがどうあるべきかを、ビ
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ジネスの目線から常に問い続けることが求めら
れる。

デジタルテクノロジーにより、どんなビジネ
ス上の物理的な距離の制約を超越できるだろう
か。もし一瞬にして、組織のあらゆるデータを
高度な分析に活用することができたら、ビジネ
スに何がもたらされるだろうか。ビジネスエコ
システムは、競合・パートナー・顧客との連携
を、どんなに手軽で、かつ、深いものにできる
のだろう。クラウドサービスの活用は、システ
ム構築における既成概念をどのように変革でき
るのだろうか。

例えば、こうしたビジネスの根幹に関わる問
い掛けが、基幹システムのモダナイゼーション
における論点となりうる。それはつまり、モダ
ナイゼーションが、単なるシステムの再構築で
はなく、ビジネスそのものの改革へとつながる
ものだということなのである。

もちろん基幹システムの再創造は、大々的な
ビジネス変革ではなく、より控えめな目的をタ
ーゲットとするケースもありうる。例えば、機
能追加を伴わないリファクタリングや、スコー
プやパフォーマンスはそのままにプラットフォ
ームの更新のみ実施する場合などが該当する。
状況によっては、このような戦術的な判断が適
切な場合もあるだろう。しかし、熟慮したうえ
で選択を行うべきであり、ステークホルダーに
受け入れられやすい、という安易な理由のみで
判断を下してはならない。どのような方針にせ
よ、すべきことは、明確な戦略を定め、適切な
投資を含む実現性のあるロードマップを策定し、
基幹システムの再創造により、新たなビジネス
基盤を築き上げることなのである。

5 つの R
基幹システム再創造のロードマップには、ビ

ジネス上の必要性と技術的な実現性を適切に反
映しなければならない。つまり、ビジネス上の
優先度と実装の複雑さ・困難さのバランスを取
るということである。 

再創造のアプローチは、大規模な入れ替えに
よる全面刷新から、余剰予算を活用した段階的
な改善まで多岐に渡る。以降に実行手段のパタ
ーンを上げるが、実際には 1 つ、もしくは複
数のパターンを適用して実行が進められること

になる。

・Replatform−プラットフォーム刷新：プラ
ットフォームを構成するソフトウエアの刷新

（ERP パッケージのテクニカルアップグレー
ドを含む最新のソフトウエア・リリースへの
アップデートなど）、最新テクノロジーを採
用したハードウエア・ミドルウエア環境への
移行（仮想化、クラウドプラットフォーム、
アプライアンス／エンジニアドシステム、イ
ンメモリデータベース、など）、コードベー
スの移植、など。

残念ながら、これらのプラットフォーム刷
新作業が右から左への簡単な移行であること
は少なく、綿密な分析とそれに基づく個別対
応が必要となるケースが多い。

・Revitalize−ソリューション活性化：レガシ
ー基幹システムの安定したプロセスやデータ
構造の上に新たな機能を積み重ね、既存ソリ
ューションを有効活用できるようにする。ユ
ーザビリティに関する機能追加が行われるこ
とが多い。例えば、顧客への営業活動の状況
を管理・改善するためのデジタルフロントエ
ンドの追加・活用、データ分析やデータディ
スカバリーをサポートするビジュアライゼー
ションソリューションの活用などが挙げられ
る。

また、アナリティクス領域に関する機能追
加が行われるケースも多い。例えば、データ
レイクの導入やコグニティブ・コンピューテ
ィング手法を活用したレポート生成・シミュ
レーション機能の導入などである。

・Remediate−ソリューション改修：レガシ
ー基幹システムの内部機能に着目し、その複
雑性を解消する。例えば、インスタンス統合
や、顧客・製品・勘定などのマスタデータの
統合などが行われる。

また、システム間のインテグレーションの
改善・改修も考えられる。トランザクション
やビジネスに関するデータを API により外
部のシステムと連携可能にすることで、パー
トナー・ソフトウエアベンダ・顧客などの外
部組織とのスムーズな情報連携が可能となる。
これにより、デジタルソリューションやクラ
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ウドサービスの活用が促進され、結果として、
基幹システムの保守・メンテナンスの簡略化
につながる可能性がある。

上記以外で考慮を要する改修対応として、
パッケージのカスタマイズ機能の合理化、カ
スタム開発されたシステムのコード簡素化が
ある。

・Replace−ソリューションリプレース：基幹
システムの一部に、新しいソリューションを
導入する。既存のパッケージを、そのベンダ
の提供する新ソリューションによって置き換
える対応などである。

場合により、「自社で作る」か「外部から
買う」か、の選択を再度見直すことになりう
る。業界によっては、従来は大規模にカスタ

マイズされたソリューションによってのみ実
現できたことが、新たに登場したパッケージ
やクラウドサービスでも実現可能になってい
るためである。基幹システム再構築のタイミ
ングを契機に、企業がビジネスの現状に鑑み
て、旧システムの制約に縛られない、あるべ
き姿の業務・プロセスとは何かを再考するこ
とが理想的であるといえる。

・Retrench−現状維持：状況によっては何も
しないことが戦略上、最も理に適っている場
合もある。特に、ビジネス上差別化が必要無
い領域では、現状十分であればそれで何の問
題もないのである。リスクや影響を明確にし、
ステークホルダーと合意した上で、より重要
性の大きいテーマに集中すべきである。
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最前線からの学び

基幹システムの変革を推進する
Texas Department of Motor Vehicles

（TxDMV）のメインフレームは、年間約 2 千
4 百万台の自動車登録業務3 に長らく使用され
てきたが、テキサス人が言うところの “a bit 
long in the tooth”、つまり、もはや時代遅れ
の代物となりつつあった。登録・名義変更業務
を管理するデータベースは ADABAS/Natural
をベースに構築され 1994 年に稼働、自動車
認証システムはCOBOLベースで同時期に稼働、
その他の関連システムも似たり寄ったりの状況
で、よく言って“ビンテージ品”と化してしま
っていた。

何十年にも及ぶ長期の稼働とそれに伴うメン
テナンスの積み重ねによって、システムの複雑
性は極限まで達し、維持するためには多大なコ
ストと労力が必要となっていた。システム面の
変更・改善がままならないことが足かせとなり、
ビジネスプロセスの改善も進められないという
状況に陥っていたのである。さらに、データ分
析と活用の観点では、ユーザはニーズにあった
レポートを作成するのに四苦八苦しており、ま
してや戦略とオペレーションの舵取りに必要な
高度なデータ分析機能は皆無、という状態であ
った。

こうした状況に加え、レガシーシステムの保
守に必要なスキルを有した人材はますます希少
化していたため、もし退職者が出れば、それに
代わる新たな人材の確保は非常に困難であり、
人材の確保が出来なければ、最悪システム保守
の中断というリスクを抱えていた。

TxDMV のエグゼクティブディレクターであ
る Whitney Brewster は「本来逆であるべき
なのだが、まるでシステムがプロセスを決定し
ているようだった。」と当時を振り返る。「この
状況を打開し、顧客により良いサービスを提供
するためには、よりアジャイルなシステムが必
要なのだと我々は確信を持っていた」

2014 年に TxDMV は、こうしたテクノロ
ジー起因の問題を解消し、IT への投資をより
効率的かつ長期的視座に基づいたものにするた
めに、基幹システム再創造の取組みを開始した。

TxDMV では、既存システムから新規システム
への大規模な置換を行う予算を確保することは
できなかったため、異なるアプローチを採用す
ることとしていた。コードの自動変換を行うツ
ールを積極的に活用することで、既存のコード
ベースから Java ベースのプラットフォームへ
のリファクタリングを行ったのである。

このアプローチを採用したことにより、従来
のアプローチよりも低リスク・高品質・短期間
で、 既 存 の ADABAS、Natural、COBOL、
VSAM ベースのアプリケーションから、最新
技術をベースとしたプラットフォームへの移行
を行うことができた。また、プラットフォーム
の移行は行ったが、アプリケーションの機能・
振る舞いを変更することはしなかったため、エ
ンドユーザへのインパクトは最小限に抑えられ
て い た。TxDMV の CIO、Eric Obermier に
よると、コード修正が必要となった範囲はごく
限定的であった。「いくつかの特に複雑なモジ
ュールに関しては、ツールを有効に機能させる
ためにコードの書き直しが必要だった。そうし
た例外を除けば、作業の大部分はインターフェ
ースの検証とテストケースの作成が占めていた」

これまでのところ、TxDMV の基幹システム
再創造の取組みは期待通りの成果をもたらして
いると言ってよいだろう。エンドユーザは自身
が望むフォーマットでレポートを出力する事が
出来るなど、過去に課題として認識されていた
問題点は解消されている。のみならず、新しい
プラットフォームにより、将来的な機能拡張を
考慮に入れても十分に安定したシステム基盤が
提供されているのである。
「我々の次のステップはビジネスプロセスの

モダナイゼーションであり、エンドユーザ自ら
がよりよいシステムの構築に積極的に関わるこ
とが重要になってくる。この取組みを通じて
我々が学んだ経験を活用することで、今後のプ
ロジェクトはよりスムーズに進められることに
なるだろう」と前出のエグゼクティブディレク
ター Brewster は語る。
「こうした一連の成功体験は、チーム全員に

とっての確かな自信の源泉となっているのだ4」
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自己破壊／再構築の流儀
競争が激化する電子決済サービス業界におい

て、日々進歩するイノベーションと増大する顧
客からの要求は　最先端のソリューションとそ
れらをサポートする基幹システムを瞬く間に時
代遅れなものとしてしまう。

PayPal は 2014 年の年間決済処理件数が
40 億回5 にのぼる、電子決済サービスにおけ
るリーディングカンパニーであり、継続的に自
己破壊／再構築を行う戦略を採用することによ
り競争力を保ち続けている。

ここ数年の間に、PayPal では開発プロセス・
インフラ・基幹システム・オペレーションの領
域でいくつかの重要な取組みが開始されており、
その中の一つに、従来型のウォーターフォール
からアジャイル型の開発モデルへの移行が上げ
られる。各国に散らばる 510 の開発チームへ
の再トレーニングを数ヶ月のうちに完了させ6、
新しい開発アプローチがデジタルプラットフォ
ーム構築と既存システム拡張の両方に適用され
ることとなった。また、開発モデルへのアジャ
イル適用はもちろん重要な取組みではあるが、
それを支えるインフラにも一定のスピード・柔
軟性がなければ十分なメリットが得られないと
いうことが認識されていた。そのため、データ
センタのインフラをクラウド管理ツールである
OpenStack を使用したプライベートクラウド
に移行するなど、バックエンドシステムのアー
キテクチャ再構築も同時に実施された。アジャ
イル型の開発モデルとインフラ再構築とを組合
わせた結果、アプリケーションの改善サイクル
が飛躍的に効率化され、40％ものコード削減
を達成することができたのである7。

更に、ここ数年において、PayPal はモバイ
ル決済テクノロジーを持つ企業をいくつか吸収
合併しており、それらのサービス、テクノロジ
ーは既存のサービスポートフォリオの不足分を
埋めるだけではなく、基幹システムとオペレー
ションの自己破壊／再構築プロセスにも活用さ
れている。2013 年、PayPal はシカゴに本社
を置く Braintree 社を買収した。同社が有する
共同決済サービスの Venmo は急激に拡大し
ている P2P 領域において PayPal のシェアを
拡大させる可能性を秘めている8。また 2015
年 7 月にはデジタルマネー転送を行う Xoom

社を買収し、国際送金サービス市場におけるプ
レゼンスを高めつつある9。

多面的なアプローチによるシステムとプロセ
スのモダナイゼーションにより、PayPal は既
存プラットフォームを再生し新たなサービスを
提供するケイパビリティを次々と獲得し、総合
的な決済サービスを提供する、いわば“ありと
あらゆる決済を行う OS”へと変貌を遂げてい
る10。これは、金融サービス業界にさらなる革
新をもたらそうという野心的な挑戦なのだ。

出発進行！ Amtrak による予
約管理システムの再創造

Amtrak（全米鉄道旅客公社）が 2011 年に
発足させた現行の予約管理システムの刷新プロ
ジェクトは、現在では基幹システムの活性化を
ベースとした顧客体験変革プロジェクトへと進
化している。

EPIC と名付けられたこのプロジェクトは、
一人一人の顧客に Amtrak.com、モバイル、
コールセンタから駅のキオスクに至るまでシー
ムレスなサービスを提供する基幹システムの構
築を企図し、それにより、刻々と変化する市場
の状況と顧客からの要求に迅速に対応すること
を目的としている。単なる発券作業を超えた一
元化された旅行サービスを提供し、それはすな
わち発券業務に携わるパートナー企業の負荷軽
減にもつながるのである。

EPIC は、価格設定、スケジューリング、発
券の現行システムである ARROW をベースと
して構築されている。40 年前に構築された
ARROW は、複雑な業務ルールに基づく日常
業務を処理する基幹システムである。現行シス
テムを排除するのではなく、デジタル技術に対
応する機能を追加し、現行システムの活性化を
図るアプローチにより、プロジェクト期間中に
おいても安定した運用が維持できると期待され
ている。

EPIC のポテンシャルを最大限に発揮するた
めには、ARROW そのものにいくつか解決す
べき技術的な課題があった。ARROW は予約
情報の管理の他、会計・請求処理、分析のため
に他システムへのデータ連携を行っている。加
えて、Amtrak の IT 部門は、自動価格計算、
運賃検索・提案サービス、リアルタイムでのク
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レジット／デビットカードの認証などの機能を
追加してきた11。

販 売・ 流 通・ 顧 客 サ ー ビ ス 部 門 の vice 
president である Debbi Stone-Wulf は語る。

「ARROW には沢山の良い面もあったが、対応
すべき問題も同時にいくつか存在していた。
ARROW 外のシステムにハードコードされて
い る ビ ジ ネ ス ル ー ル が 存 在 し、 そ れ ら を
ARROW に取り込むために長年に渡り専用の
インターフェースを多数追加し続けてきた。変
化には時間がかかるが、我々の計画は良い物は
残し、そうでない物は取り除くというものなの
だ」

2017 年のロールアウトに向けて、現在
EPIC のアーキテクチャとインターフェースの
デザインが進められており、ユーザに向けての
トレーニングプランが綿密に策定されている。
このロールアウトには、ARROW の機能を自

社所有システムとクラウドプラットフォーム両
方で活用できるようにする連携ソリューション
も 含 ま れ て い る。Amtrak は、 他 部 門 で も
EPIC プラットフォームを活用する機会を模索
しており、その一例として、現状ではほぼマニ
ュアル作業で対応している荷物追跡機能への活
用が検討されている。
「このプロジェクトを行うことで、プラット

フォームに適用すべき最新テクノロジーを特定
し、現行システムと新規に導入されるシステム
間の連携をよりシームレスなものにする事がで
きる」と Stone-Wulf 氏は語る。「プロジェク
ト を 通 じ て、 我 々 の 顧 客 へ の 関 わ り 方、
Amtrak が提供しているサービスそのものを再
認識することができた。過去、我々は「どう
Amtrak にとって役立つのか」と考えていたが、
今は、「どう我々の顧客にとって役立つのか」
という問いかけを行うようになったのだ12」
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私の見解
KARENANN TERRELL
Executive vice president, CIO
Wal-Mart Stores Inc.

Wal-Mart の CIO として、私の最も重視すべ
きことは、現在そして将来にわたって、顧客に対
する Wal-Mart としてのコミットメントを果た
すためのテクノロジー基盤を構築し、維持するこ
とである。28ヶ国、11,500 店舗という他社と
比べて圧倒的な規模を背景とし、スケールは我々
がテクノロジー面での決断を行う際に常に考慮し
なければならない重要な要素となっている。スケ
ーラビリティへの要求は実際止まるところを知ら
ないと言ってよい。2015 年には、全体で 4,820
億 ド ル の 売 上 を 達 成 し、walmart.com で は
4,500 万件もの月間アクセスが発生している。
我々のシステムは、おそらく地球上で最も MIPS

（million instructions per second）が必要なシ
ステムだろう。こうした要求に応えるべく、我々
は基幹システムを、カスタム開発ソリューション、
パッケージソリューション、及びサービス（クラ
ウドなど）のコンビネーションで構築している。

スケールの大きさ、トランザクションの多さ、
そしてコンビネーションでのシステム構成、これ
らすべての要素により、我々が進めている IT ト
ランスフォーメーションは歴史上類をみないほど、
複雑でスコープの広いものとなっている。ここ数
年におけるテクノロジーの革新により、顧客、そ
してパートナー企業、従業員の IT への期待は大
きく様変わりしており、我々はその期待に応える
べく対応することを決めた。Wal-Mart のビジネ
スの根幹となる、サプライチェーン・販促・店舗
システム・POS・e コマース・ファイナンス・
HR などの領域におけるサービス改善を目的とし
て、基幹システムのモダナイゼーションを行い、
効率性を高め、スピードと柔軟性を向上する取組
みを進めているのだ。

「我々の IT 戦略は、その時々のトレンドに
追随していくことではない（そして未来に
おいてもそうではない）…」

モダナイゼーションの遂行にあたっては、次の

3 つの原則を指針として進めている。
まず 1 つ目は、プロジェクトの大前提として、

システムの刷新と同時にビジネスプロセスの見直
しも行い、常に新鮮なものにしていく、というこ
とである。テクノロジーの革新により、ビジネス
モデルと顧客の期待に継続的な変化がもたらされ
るものである以上、モダナイゼーションも継続的
なワークスタイルの変革につながるべきものであ
り、その場限りの一過性のイベントで終わっては
ならない。我々のゴールは、モダナイゼーション
の取組みを現在とそして未来に渡る長期的なロー
ドマップに展開することなのである。上手くいけ
ば、少なくとも私の生きている間に、再び抜本的
な新たなモダナイゼーションの取組みを目の当た
りにすることはないはずなのだ。

2 つ目は、プロジェクトの目的について、ビジ
ネス目線での優先順位付けを行って指し示す、と
いうことだ。これにより、大規模で長期に渡るプ
ロジェクトを遂行するための確かな推進力を得る
ことができる。また、個別の領域におけるテクノ
ロジー基盤の再構築とビジネス上のニーズとの関
連付けを明確にし、取組みの方向性を確かにする
ことができるのだ。各領域のビジネスニーズを確
認する議論において、システムの目線からのみス
コープを主張し、これを安易に限定することはし
ないように慎重に検討を行ってきた。このアプロ
ーチにより、モダナイゼーションがそう簡単に達
成できるものではないとの共通認識を醸成し、社
内におけるサポート体制を確立することができた
のである。

最後の 3 つ目は、モダナイゼーションのいわ
ば理念としてのガイドラインを、次のように規定
したことである。

・しなければならないことから始めよう。
他に選択肢のない、改善が必須であることが

自明の問題については、すぐに対応をスタート
する。例えば、サポートが打ち切られた OS 上
で実行しているアプリケーションが存在した場
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合、置き換える以外の選択肢はないのである。

・サービスを基軸としてプラットフォームを構築
し、顧客・サプライチェーン・その他の領域と
連携させる。
「クラシック」なシステム（「レガシー」とい

う言葉は否定的なニュアンスがあるため、この
言葉の方が好ましい）に対しては、それを維持
するか、新プラットフォームに移行するかの決
断が必要となる。最終的には、複雑性とスケー
ラビリティの観点での判断により、いくつかの
プラットフォームのコンビネーションで基幹シ
ステムを構成することにした。残念ながら、一
つのプラットフォームに統合することは、技術
的な理由で非常に困難だった。しかし、我々の
意図するところは変わっていない。まずは小規
模のサービスから、次に大規模なサービスを構
築し、最終的には全体としてのサービスカタロ
グをプラットフォームとして構築するのだ。

・個別のプラットフォームに共通する単一のデー
タ構造を定義する。

全てのタッチポイントで生み出される情報は、
Wal-Mart の血液である。共通のデータ構造に
より、顧客・製品・サプライヤ・その他オペレ
ーションに関する共通理解がもたらされ、意思
決定・業務効率化のための重要な情報となる。
さらに、今後新たな分析の仕組みを構築する際
の基盤にもなるのである。

基幹システムの再創造アプローチを決定するた
めの明確かつ確実な方程式というものは存在する
のだろうか。思うに、答えを導き出す唯一の方法
は、ただ、提供すべき価値が何なのか、徹底的に
注視し続けることである。我々の IT 戦略は、そ
の時々のトレンドに追随していくことではない

（そして未来においてもそうではない）のである。
しばしば尋ねられる質問の一つに「なぜすべてを
クラウドに移さないのか」というものがあるが、
私の答えは、メインフレームに何も問題がないか
らその必要はない、というものだ。メインフレー
ムはソリューションを構成する一部として依然活
用し続けられるのだ。更に言えば、我々のトラン
ザクション量とパフォーマンス要件に耐えられる
ようなネットワーク上のポテンシャルが残されて
いないことも、クラウドに否定的な点として挙げ
ることができる。

最近の IT におけるトレンドとして、ビッグデ
ータ、高度なアナリティクス、モバイル、その他
の先進ソリューションがあり、これらへのビジネ
ス上のニーズも高まりを見せている。忘れてはな
らないのは、あくまでビジネス視点で考えるべき
であり、テクノロジーを第一にすべきではないと
いうことだ。これを念頭に置き、我々は既存のビ
ジネスに悪影響を及ぼすことなく、基幹システム
をイノベーションと成長の基盤に据えるべく取組
みを進行させている。私は、これが正しい道のり
であることを確信している。
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サイバーリスクの視点から
基幹システムの再構築により、新たなサイバーリス

クに直面することがある。例えば、新機能を追加した
ことにより、既存の脆弱性が露呈する場合や、新たな
脆弱性を作りこんでしまう場合などがある。そもそも
レガシー基幹システムには、重大度はさておき何らか
のセキュリティ上の問題が内包されているケースが
多い。導入後長い年月が経ちメンテナンスが行き届い
ていない、大規模にカスタマイズされている、適切な
セキュリティ対策がされないまま使用されている、例
外的な運用が認められているなど、様々なセキュリテ
ィ上の問題により、本来軽減・解消が可能だったはず
のリスクが存続し、むしろ拡大しているのである。

それゆえ、これら基幹システムの再構築は、リスク
とチャンスの両面を持ち合わせているといえる。

リスクとしては、セキュリティ面での攻撃リスクが
高まる可能性があることが挙げられる。例えば、イン
ターフェースを追加することが同時に攻撃ポ
イントの追加にもつながってしまう、も
ともと潜在していた脆弱性が改修に
よって活用可能となってしまう、
既存サービスの利用シナリオが
変更されることで新たな脆弱
性が作りこまれてしまう、な
どである。

一方、チャンスとしては、
新たなサイバー戦略の導入
を推進する機会として活用
することができる。基幹シ
ステム再構築のタイミングで、
既存の脆弱性の棚卸を行い、
新たなプラットフォーム（ハイ
ブリッドクラウド、もしくは、ク
ラウドのみの可能性もありうる）を
前提としたセキュリティ・内部統制・
プライバシー要求を考慮したサイバー戦略
の構築・導入を行うことができる。また、基幹シス
テム関連の作業の一環として、ID 管理・アクセス管
理・資産管理・権限管理に関連する予防的措置の導入、
コンプライアンスレポート作成ソリューションの整
備など、セキュリティ強化につながる施策を合わせて
推進することも可能なのである。

近年では、セキュリティリスクの観点において、ク
ラウドは脆弱であり、自社所有に優位性があるという
誤った印象は払拭されつつある。しかし、レガシー基
幹システムを保有・運用している企業の中には、クラ
ウドやハイブリッド型のシステムより、オンプレミス
型のシステムの方が本質的に安全であるという誤っ
た認識を依然として持っているところもある。そうし
た企業の中には、事実上セキュリティ機能を基幹シス
テムから切り離してしまっている、パッケージの持つ
ごく基本的なセキュリティ機能のみに依存している、
といった問題を抱えているケースもある。基幹システ
ム再構築は、セキュリティを新たなシステム基盤の根
本として組み入れるよい機会なのである。これはもち
ろん大規模な対応になるのだが、先に述べたような現

状の法規制やリスクへの対応状況に鑑みると避けて
通るわけにはいかない。だからこそ、セキュリティ
の問題を単独のものとして処理するのではなく、基
幹システム再生の一環として対応することで、効率
的な対応が可能となるのである。

なお、再構築の調査・分析・移行段階でネットワ
ーク / データ / アプリケーションの分析ツールを導
入しておくことを推奨したい。これは、CIO がレガ
シーシステムの複雑な構成を理解する一助にもなり、
基幹システム再構築の方向性やサイバーリスク戦略
をブラッシュアップする際にも活用することができ
る。

これら、セキュリティに関する改修、分析ツール
の導入などのクリティカルな問題に割り当てる予算
を、CIO はどうやって確保すべきだろうか。やはり、
基幹システム再創造と歩調を合わせて対応すること

で、この問題を解消することができる。レガ
シー基幹システムを再構築・合理化する

ことで、効率性の改善とメンテナン
スコストの低減によるコスト削減

が実現でき、その結果生まれた
予算や人材の余剰をセキュリ
ティシステム・プロセスの変
革に振り向けることができ
るのだ。

IT ソリューション内での
セキュリティは、作り込み
によるセキュリティ・プラ
イバシー機能の実装、もしく

はサードパーティーによるセ
キュリティ・プライバシーサー

ビスの利用によって対応される
ことが増えてきている。いずれにせ

よ、サイバーリスクの回避が、当初の
デザインから組み込まれていることが肝要

である。後付けで補足のように追加されるのでは十
分な対応とはなりえないのである。

システムの脆弱性に対していかに対策をとるかは
企業によって異なるが、多くの場合は、脅威を引き
付ける「ビーコン」の特定というアプローチで行わ
れる。「ビーコン」がどこに存在するかを特定し、必
要なリソースを割り当て、脅威から防衛するのである。
昨年のサイバー攻撃が示すように、顧客・財務・従
業員データは「ビーコン」にあたる代表的な例であ
る13。 企業はこれら「ビーコン」の防衛に加えて、関
連する新たな脅威を監視するツールやシステムの整
備を行い、迅速に必要な対策を打てる体制を整えて
おく必要がある。

セキュリティとプライバシーにおいて、絶対に破
られない防衛手段は存在しない。しかし、企業はそ
の資産を脅威から防衛するための戦略や戦術、サポ
ートするツールを活用することで、より安全に、柔
軟に、サイバーリスクを管理することが可能である。
基幹システムの再構築は、こうした有効な防衛手段
を構築・運用するためのきっかけとなるのである。
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始め方
基幹システムのモダナイゼーションは、IT

における近年の重要な検討課題のひとつとして
認知されている。最新の Forrester の調査では、
実に 74％の CIO クラスのマネジメント層が

「レガシー基幹システムの刷新・モダナイゼー
ション」を、非常に重要なテーマとして必須も
しくは優先度の高い投資対象として捉えている
ことが伺える14。 CIO が、実際のモダナイゼ
ーション推進時に直面するであろう課題は、い
かにビジネスへの影響を考慮した、具体的な実
行計画・ロードマップを策定できるかというこ
とである。基幹システム再創造への取組みは、
スコープが広範囲にわたり、長期間に及ぶ、非
常にリスキーなプロジェクトとなりうる。その
ため実現性の高い実行計画なしには、プロジェ
クト成功に不可欠なビジネス側関係者の十分な
理解とサポートを得ることは非常に難しい。

基幹システムがビジネスの中核を担う存在で
ある以上、基幹システムのモダナイゼーション
は CIO が向き合わなければならない重要な課
題である。前述の通り、非常に難易度の高い取
組みであるが、一方でビジネスに与えるポジテ
ィブな影響の大きさに目を向けることもまた必
要である。リニューアルされた基幹システムは、
中長期的なビジネスの革新と成長の基盤となり、
企業のさらなる変革を推し進める起爆剤ともな
りうるのである。

以降、基幹システム再創造に向けたビジョン
をより明確にするための論点について述べてい
きたい。

・ビジネス視点で考える：基幹システムのモダ
ナイゼーションは、明確なビジネスへの影響
分析に基づいて推進すべきである。

過去、こうした影響分析はコスト削減に重
点をおいて行われる傾向にあり、基幹システ
ムの再構築は十分なコスト削減の効果が見込
めないものとして却下されてしまうことが多
かった。ビジネスへの影響を正当に評価する
ためには、コスト削減のみでなく、機会損失
を防ぐという観点も考慮すべきである。基幹
システムのモダナイゼーションを先送りにす
ることにより、環境の変化に乗り遅れ、ビジ

ネスチャンスを逃してしまうというリスクに
も目を向けなければならない。その上でやは
り重要なのは、レガシー基幹システムの複雑
性の評価である。目に見えるものだけではな
く、潜在的なものも含めて、複雑性を客観的
に評価し、その対応にどれほどの労力と投資
が必要なのかを見極め、冷静で現実的な判断
を下す必要がある。

・ツールの活用：基幹システムの再構築は、そ
の複雑性と膨大さから、莫大なコストが必要
だと考えられてきた。実際、ERP のカスタ
マイズ機能をマニュアル作業で置き換える、
または何百万ステップに及ぶカスタム開発を
置き換えるといった対応には、多くのリソー
ス投入が必要となる。それゆえ、旧来の
COBOL で書かれたようなアプリケーション
の置き換えを本当に行わなければならないの
か、という根本的な問い掛けもしばしば行わ
れてきた。COBOL 要員を数名教育して確保
すれば、大きなコストをかけて置き換えをす
る必要性は一義的にはなくなるのである。

しかし、近年においては、新しいテクノロ
ジーによって、モダナイゼーションのコスト
面におけるハードルは十二分に低くなってき
ている。例えば、メインフレームのプログラ
ムから Java やスクリプト言語への移行は、
ツールによりほぼ 100％自動的に行うこと
ができるようになっている。また、ERP の
カスタマイズ機能を精査・分析するツールも
開発されてきており、エンジニアはマニュア
ル作業による置き換えから解放され、ビジネ
スプロセスやユーザインタラクションの改善
といった、より付加価値のあるタスクに注力
できるようになってきている。

・IT 変革の端緒としての基幹システム再創造：
リーディングカンパニーの CIO から、基幹
システムのモダナイゼーションを単に一時的
なプロジェクトとしてのみ捉えるのではなく、
重要な検討課題としてより広範囲に捉えるべ
きだとの提言が行われている15。

モダナイゼーションとして考慮すべき要素
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は、アプリケーションやデータに限定される
ものではなく、その基盤となるインフラの範
囲にまで至るため、各分野に対し幅広く、か
つ、深い分析が必要となってくる。

また、他の IT における革新的なテーマに
ついても、基幹システム再創造と合わせて検
討することが必要となってくるだろう。例え
ば、 仮 想 化・ 運 用 自 動 化 を 導 入 し た
Software-defined everything の要素を含
んだ Autonomic platform16 への移行を、
基幹システム再構築と同時に進めることで、
アプリケーションとデータの改善効率が大き
く高まることが期待できる。

また、Right-Speed IT モデル17 の導入も
一考の価値のあるテーマといえる。基幹シス
テム再創造という一大イベントは、IT 組織、
開発アプローチ、コミュニケーションモデル
の改革を浸透させるのによいタイミングであ
る。

• 過去を踏まえて：当然のことであるが、基幹

システム再創造はレガシー基幹システムの状
況を踏まえずには進めることはできない。

過去に行われた取組みのひとつひとつが、
現在の基幹システムを作り上げ、内包され、
その企業の歴史そのものとなっていると言っ
ても過言ではない。それゆえに、基幹システ
ムに関する意思決定は多分に政治的、感情的
な要素を孕むことになる。例えば、基幹シス
テムの刷新が、関連するステークホルダーに
よる過去の成果を否定するものとして捉えら
れてしまうこともありうるのだ。

基幹システム再創造を進めるにあたり、こう
した状況に鑑み、現状の基幹システムを正しく
総合的に理解する努力をすべきである。ただし、
必要以上に現行に縛られるべきではなく、事実
を正しく把握したうえで、ビジネス上のニーズ
を実現するために何がベストな選択なのか、主
観を排した議論によって見出していくことが重
要である。
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要点
近年、どの企業においてもビジネスの基盤としての基幹システムが導入され、ビジネスの根幹を担

う重要な存在としての地位を確立している。あらゆる企業がテクノロジーのビジネスへの活用を押し
進めている現代において、これらの基幹システムは、企業が成長戦略を描くために不可欠なシステム
であり、また業務プロセスの基盤として、依然として重要な価値を提供する事が求められている。

しかし、基幹システムがこの使命を果たすためには、企業は戦略的な判断に基づいた投資を行い、
時代遅れとなってしまった IT 資産のモダナイゼーションを遂行しなければならない。こうして基幹
システムを再創造することで、長期的な観点で更なる価値を引き出すことが可能となり、デジタル化
社会に対応したビジネス変革の実現の端緒に就くことができるのである。
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日本のコンサルタントの見解

日本における基幹システムの動向
昨今では IoT やアナリティクスなど先進的な

テクノロジーに注目が集まりがちだが、実際の
IT 投資の動向に着目すると、基幹システムは依
然として主要な投資対象であり続けている。
JUAS の調査によると、2015 年度における IT
予算増加の主な理由のひとつとして「基幹システ
ムやインフラなどのシステム更新」が挙げられて
いる1。

この結果はテクノロジーの進化の状況がどうあ
れ、基幹システムの重要性は変わらないことを示
している。基幹システムは企業の事業活動の根幹
を担うものである以上、企業はその維持に一定の
コストを割かなければならない。そして、ビジネ
ス環境の変化に伴い、基幹システムもまた適応し
ていくことが求められているのである。

特に、日本企業においては、グローバル化に伴
う海外及び国内基幹システムの統合・連携などの
対応が課題となっているケースが散見される。例
えば、買収した海外子会社への IT ガバナンスが
十分に効いておらず、グローバルでの基幹システ
ム統合への障害となってしまうケースなどが見ら
れる。

日本における基幹システム再創
造の取組み（5 つの「R」）

このような状況の中で基幹システム再創造に意
欲的に挑戦している日本企業もある。我々は本論
で基幹システム刷新・再構築の手段として 5 つ
の「R」を提示したが、この要素を取り入れなが
ら導入を実施している実例をいくつか紹介したい。

あるライフサイエンス企業では、ERP パッケ
ージによる基幹システムについて、インメモリ技
術を活用した新ソリューションへの置換を進めて
いる。分析機能の拡充などに加え、インメモリ技
術によるプラットフォームを将来的な拡張の基盤
とすることを狙っている。（プラットフォーム刷新、
ソリューション活性化）

また、ある製造業では、グローバルでのガバナ
ンス向上を目的として、子会社の基幹システムは
現状維持とし、データ連携機能の追加により本社

側にグローバル統合データベースを構築している。
何百もの子会社の基幹システムを含めた再構築は
非常に困難であり、ソリューション導入までのス
ピードを重視して、現実的なアプローチを採用し
ている。（ソリューション活性化､ 現状維持）

更に、あるサービス会社では、ビジネス環境の
変化にスピーディに対応できる仕組みを構築する
ため、段階的なアプローチを採用している。初期
段階として、汎用機上の基幹システムから、
JAVA へのリファクタリングを実施し、プラット
フォームの刷新を進めている。次の段階では、導
入されたプラットフォームを活用し、バッチレス、
データ一元化などの対応を進めることが計画され
ている。（プラットフォーム刷新、ソリューショ
ンリプレース）

いずれの企業も、基幹システム再創造の目的お
よび戦略を明確にして、適切なアプローチを採用
しているといえる。

ロードマップによるステークホ
ルダー巻き込み

基幹システム再創造における現実的なロードマ
ップ策定の重要性については、繰り返し語られて
きたが、特に日本企業においては、早期に中長期
的なロードマップを策定し、関係者間の協議の俎
上に載せることが重要となる。

・意思決定に時間がかかる：グローバル企業に比
して、日本企業では合意形成が重視され、意思
決定に時間がかかる傾向があるといえよう。ロ
ードマップ策定により、ステークホルダーの巻
き込みを早期に行うことで、この弱みを緩和す
ることができる。

ソリューション導入のスピードまで含めて考
えた場合、アジャイル型の開発モデル、クラウ
ドの導入などにより、基幹システムそのものの
迅速性・柔軟性の向上を優先的に進めることも
有効な手段となるだろう。

・先進テクノロジーに保守的である：日本企業に
おいては実績の少ない先進テクノロジーに対し
て、保守的になる傾向が強い。プラットフォー
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ム刷新に止まらず、その先にある先進テクノロ
ジー活用を含めた将来の展開をロードマップ上
に盛り込んでおくことが重要である。ただし、
不確定要素の大きい部分でもあるため、ロード
マップ自体の最新化を定期的に行い、関係者で
共有しておくことが必要である。

意思決定の早期化と先進テクノロジーの活用に
より、基幹システムをいかに速く、グローバル競
争に耐えうるものに変えていけるかが、日本企業
が成長するための鍵となると考えられる。

日本担当者

1．JUAS「企業 IT 動向調査 2015」

若林 芳亮　シニアマネジャー

多岐にわたる業種における、大規模基幹システムの構想・導入・再構
築プロジェクトを 10 年以上にわたりマネジメント。経営管理領域を
中心に会計・サプライチェーン領域における業務プロセス改革も手掛
ける。

鈴木 雄大　シニアマネジャー

多岐にわたる業種における、ERP を活用した基幹システム導入・再構
築プロジェクトを 10 年以上経験、特に、会計・経営管理領域におけ
る業務改革に強みを持つ。グローバル企業を対象としたクロスボーダ
ー案件の経験も豊富。
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Autonomic platforms（以下、自律型プラ
ッ ト フ ォ ー ム ） は、Software Defined 
Everything1 と DevOps2 という、IT における
2 つの重要なトレンドを融合したものである。
この融合によって、“Infrastructure as Code”
と言われているように、インフラストラクチャ
をアプリケーションと同様にコードで定義する
ことが可能になり、IT 部門の中でも専門的な
スキルを持ったメンバのみが管理していた従来
のインフラストラクチャに対して、専門スキル
のないメンバでも、ビジネス要件に応じた新し
いシステムアーキテクチャをインフラストラク
チャに適用することができるようになる。自律
型プラットフォームは、ビジネスにおけるパフ
ォーマンスとビジネスの基盤となるソリューシ
ョン開発との間における依存関係を取り除きパ
フォーマンスの改善を可能にするほか、IT の
人材を付加価値の低い定型的な運用監視業務な
どから、最先端の IT を活用するための高い能
力が求められる業務へと配置転換を行うことが

可能となる3。
真の意味で自律型プラットフォームを活用す

るためには、まず、その基礎的な考え方を深く
理解する必要がある。

仮想化の拡がり
Software Defined Everything のコンセプ

ト自体は、長年にわたり IT の世界において謳
われてきたものであり、その考えは非常に単純
なものである。

仮想化が登場するまでは、大多数の企業では、
業務繁忙期のような特定の要件のための最大の
負荷を処理する性能に合わせ、サーバ、ストレ
ージ、ネットワークといった高価なハードウエ
アを調達し、本番環境のほか、開発環境、テス
ト環境、継続的な変更をサポートするためだけ
の環境など、通常ではほとんど使用されない複
数の環境を構築してきた。メインフレームの時
代では、CPU やメモリといったハードウエア

Autonomic platforms
（自律型プラットフォーム）

新たな企業価値の創造に向けた取組み

システムを稼働させるための IT インフラストラクチャは、システムごとに定
められた要件に応じてリソースの性能や容量を決めていたが、今日では、シ
ステムごとのリソースの制約を意識することなく利用することが可能になり
つつある。仮想化されたハードウエア、コンテナ技術、先進的な運用管理ツ
ールなどの新しい技術を使ったアーキテクチャによって作られたシステムは、
“build once, deploy anywhere” の考え方に基づいて作られており、オンプ
レミスのシステムでのみ稼働するのではなく、パブリッククラウドやプライ
ベートクラウド上でも、環境の違いを意識することなく稼働することが可能
となっている。
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自律型 プラットフォーム

自動構成 動的リソース

継続監視 可用性管理

図1. 自律型アーキテクチャ
自律型プラットフォームは、インフラストラクチャのソフ
トウェアによる制御と、DevOpsの考え方に基づいた運用
管理という、ITにおける2つの重要なトレンドを融合してお
り、どちらの技術も、ロボット工学、プロセスの自動化、
および認知技術によって加速されている。
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リソースを論理パーティションと呼ばれる方式
を用いることによって、このような非効率性は
軽減されていた。この考え方は、長きにわたる
メインフレームの時代を経て、仮想化の概念の
創出につながった。

従来は新しいサーバを発注して構築が完了す
るまで数ヶ月を要していた環境の提供時間が、
仮想化によって数時間に短縮することが可能と
なった。サーバから始まった仮想化技術は、ハ
ードウエア全体に拡がっており、現在ではスト
レージやネットワーク、さらにはデータセンタ
にも拡がりをみせており、サーバのワークロー
ドの全体の 50％以上が仮想化によるものであ
る。2016 年の終わりまでには、86％を占め
ると予測されている4。

DevOps の浸透
仮想化の重要性が高まるにつれて、IT 資産

を管理するための方法やツール、そして、IT
ビジネスは大きな変化を遂げた。

IT 部門は長きにわたり、手動プロセスと煩
雑でワンパターンなシステム開発ライフサイク
ル の 方 法 論 を 抱 え 込 み “over the wall 
engineering” と言われる伝統的な開発手法を
作り上げた。この手法のもとで、IT 部門は下
流工程のチームの必要性をあまり理解せずに、
あるいは、あまり関心を持たずに、各自の義務
を遂行していった。そのため、新しい機能とツ
ールを早く試したい開発部門と、システムの安
定性を重視する運用部門との間に、大きな溝を
作ることになった。このような、システム開発
ライフサイクルで生じている組織間の非効率性
や不協和音に対処するため、多くの企業では、
さまざまなチームを統合するための手段として
DevOps を採用している5。

DevOps は、ツールとプロセスを活用する
ことにより、従来の方法に存在していた阻害要
因を排除し、システム開発ライフサイクル全体
を管理するために必要なタスク全てを再定義し
て自動化を行い、組織内に浸透させることによ
り、Software Defined Everything のミッシ
ョンを拡げている。DevOps の適用範囲は組
織によって異なるが、多くの場合は以下に列挙
した管理方法に注力している。
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・環境管理：増え続けている仮想化された環境
の構成、設定、配置

・要求管理：要件と仕様に対する優先順位につ
いての管理

・継続的な統合：複数の開発者によるコードの
更新を管理し、競合や問題を回避するために、
コードの内容を検証して統合するための手段
の提供

・リリース管理：新規のアプリケーション、お
よび改修した既存のアプリケーションのステ
ージング環境から本番環境へのリリース管理

・インシデント管理：システム障害や性能不足
の管理

・システム運用監視：サーバ、ストレージ、ネ
ットワークといった要素で構成されるシステ
ム全体の継続的な監視

・アプリケーション管理：アプリケーションの
性能管理とモニタリング（オンライン処理お
よびバッチ処理） 

・ビジネストランザクション監視：支払状況、
在庫状況などのビジネスに影響を与えるトラ
ンザクションのリアルタイム監視 

自律型プラットフォームの実現
へ

サーバ、ストレージ、ネットワークなどをソ
フトウエアによって定義し、制御の自動化をす
ることが自律型プラットフォームの始まりとな
る。これにより、IT のソリューションを構築
して実行するために必要なリソースを動的に管
理することができ、より多くの運用業務を統合
して管理することが可能となる。
“自律”とは、自動化、ロボティクス、機械

学習に基づいたハイレベルな自動化への取組み
などを意味しており、例えば、ワークフローに
よって起動するもの、反復的なもの、ポリシー
ベースのもの、システム間の協調を必要とする
ものなどを含め、従来の IT における運用のほ

とんどは、自律化の候補となりえる。自律型プ
ラットフォームを実現するためのアプローチは、
ロボティクスに基づいたプロセスの自動化

（Robotic Process Automation） 、認知自動化、
インテリジェント自動化、認知エージェントな
ど、さまざまな異なる名称で呼ばれている。し
かし、その根底にあるものは同じであり、新し
い技術を適用してタスクの制御を自動化するこ
とにより、複雑化が進みつつあるワークロード
の処理を、仮想化されたリソースによって実行
することである。

仮想化されたハードウエアは、自動化を実現
するための重要な構成要素であり、前述の
DevOps の核となる機能でもある。自律型プ
ラットフォームの実現には、以下がポイントと
なる。

・自己構成：構成やデプロイといった作業を自
動で行う対象となるものは、サーバ、ネット
ワーク、ストレージといったデータセンタの
リソースだけでなく、アプリケーション、デ
ータ、ユーザプロファイル、セキュリティの
設定や、それに関連するツール、インターフ
ェース、接続などのシステムの生産性に直結
するものも自動化の対象となる。さらに、不
要または使用されていない環境やインスタン
スを自動的に廃止するサービスを構築するこ
とも重要である。

・自己最適化：自己最適化とは、リソースの動
的な割当てのことであり、オンプレミス内で
システムに割当てるリソースを動的に変更す
ることや、ワークロードをオンプレミスから
クラウドサービスへ、もしくはクラウドサー
ビス間で移動することを意味する。また、こ
の自己最適化では、コンテナ技術が非常に重
要なものであり、コンテナ技術を使用して、
インフラストラクチャを抽象化し、環境間の
移行を実現するアーキテクチャが可能となる。
しかし、このような運用環境間の移行を実現
するための“build once, deploy anywhere”
アーキテクチャの自動化には、各運用環境間
でのコンテナ技術やクラウドサービスと言っ
た単位でそれらを管理するためのサービスが
必要になる。 
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・自己修復：DevOps では、継続的な管理の
ための計測機能、管理機能を埋め込むことで、
システム開発ライフサイクル全体のパフォー
マンスを監視することが重要である。自律型
プラットフォームは、システムとサービスレ
ベルの可用性を管理する機能の他に、アプリ
ケーション、データベース、ネットワークの
パフォーマンスを管理するツールを追加し、
エンド to エンドでのソリューションの稼働
状況をより詳細に監視することで問題発生を
予測し、エラー、インシデント、停止などを
防ぐための措置をとることが可能となる。 

この先の道のり
自 律 型 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム は、Software 

Defined Everything や DevOps と 同 様 に、
制約の多い環境や個別最適化の取組みによって
は、自律型プラットフォームの導入を難しくす
る可能性がある。また、インフラストラクチャ
や運用管理ツールの市場における製品の細分化
なども、同様に阻害要因となりえるが、幸いな
ことに、既にこの市場へ参入している多くの企
業は、自律型プラットフォームの考え方を新し
い製品のコンセプトとして取込んでおり、これ
までの製品を改良することによって、新しいコ

ンセプトの自律型プラットフォームの推進が続
けられている。このような背景のもと、これま
での自律型プラットフォームは、主に、大企業
により、最適化を伴う大規模な開発や R&D 費
用によって実現されてきたが、今日では、新興
企業が、ソフトウエアイネーブラを介して、新
たなコンセプトに適応した自律型プラットフォ
ームの市場を開拓している。自律型プラットフ
ォームの機能を充足するためには、いまだマル
チベンダに頼らざるをえないのが現実である。
単一ベンダによるエンド to エンドのソリュー
ションの実現にはまだ数年かかることだろう。
しかし、リーディングカンパニーは網羅的なア
プローチで、自律型プラットフォームを構築し
ており、多くの場合、戦術的なステップとして、
環境やソリューションを統合し、プラットフォ
ームを最新化するタイミングで、自動化への取
組みのための大きな資金の捻出を目論んでいる。

自律型プラットフォームは、広く普及したス
マートフォンのように、エンタープライズの
IT 分野において、その位置付けを確立するこ
とが可能であろう。そのためには、次世代のシ
ステムや運用を支えるために必要なインフラス
トラクチャをいかに速く提供していくかが求め
られている。
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最前線からの学び

一歩一歩着実に自動化を進める
企業のデジタルトランスフォーメーションの

推進という追い風を受けて、アメリカン・エキ
スプレス社では、常に変化し続ける顧客のニー
ズに応えるため、ビジネスモデルを継続的に変
革し、強化している。時間と地理的な制約があ
った従来のサービスから脱却して、顧客がどこ
にいたとしても、顧客が望んだときに、身近に
あるさまざまなデバイスを使って利用できるサ
ービスの提供をゴールとしている。

このゴールを達成するため、アメリカン・エ
キスプレス社の IT 部門およびビジネス部門の
リーダーは、サービス開発サイクルの短縮に挑
戦し続けてきた。IT 部門では、このビジネス
要件に応えることを目的として、既存の大規模
かつサイロ型のシステムインフラストラクチャ
を拡大していくための革新的な方法を求め続け
てきた。しかし、既存の資産をそのまま拡大し
ていく方法ではコストがかかるだけではなく、
常に変化する顧客ニーズに対応できないケース
が散見された。こうした事態を受けて、経営層
からは、「我々に必要なのは、これまでにはな
い全く新たな仕組みである」との声があがり、
経営層の要望に応えるため、同社では新たな挑
戦に取組んだ。最初の取組みは、プリペイド決
済サービスとモバイル決済サービスのプラット
フォームを運用している部門で始まり、従来は
プラットフォームに適用していた Software 
Defined Everything の考えを、業務にも適用
するという施策を打ち立てた。

この部門では、施策を段階的に推し進め、最
初にプリペイド決済サービスおよびモバイル決
済サービスプラットフォームの自動化を推進し、
コスト削減やサービスリリースの時間短縮を狙
いとして、リリースプロセスまでの省力化に取
組み、これまで手作業で行っていた本番環境へ
のデプロイに対してツールを利用することによ
り、自動化を実現した。自動化によりデプロイ
作業が効率化されただけでなく、人為的ミスに
起因する不具合の発生件数も減少したため、結
果的にリリースプロセスが劇的に改善されるこ
ととなった。リリースプロセスの改善によって

開発者に時間のゆとりをもたらし、これまで目
先の納期遵守のみに焦点を当てていた開発者の
視野が広がり、本番環境リリース後のプログラ
ム管理、運用に配慮して、シンプルで理解しや
すいコードを記述するようになった。これによ
り、開発期間中に仕様変更が発生した場合でも、
迅速に対応することができるようになった6。

運用面においては、ITIL で定義されているフ
レームワークをプロセス管理に取り入れ、実務
よりもコンプライアンスに重きを置いて、プロ
セスの管理単位を定め、プロセス毎に定義した
組織体制や対応手順を徹底させ、その一環とし
て、インフラストラクチャを運用するメンバの
意識改革に取組んだ。具体的には、メンバに自
律型プラットフォームを取り巻く新しいテクノ
ロジーやツールの活用方法を習得させるための
トレーニングを受講させたほか、定型的な業務
を自動化させ、省力化による余剰人材を付加価
値の高い業務に再配置することで、ビジネスプ
ロセスや業績評価のモニタリング機能、メンテ
ナンス機能、自己修復機能の設計と導入といっ
た業務に従事させた。

同社は、今やプリペイド決済／モバイル決済
サービスを提供している部門に留まらず、他の
サービス開発部門においても、新たな取組みが
始まっている。取組みの手始めに、ウォーター
フォールモデルでの設計および手作業でのプロ
グラムテストやプログラム移行といった従来の
ソフトウエア開発手法から、アジャイルソフト
ウエア開発手法へのシフトを推進し、チーム全
体にアジャイル開発におけるリグレッションテ
ストの方法やプログラムコードの品質測定方法
のナレッジを共有させることで、アジャイルと
DevOps のプロセスや技術を理解させた。

金融業界の法規制に求められる要件を充足さ
せる大規模な IT プラットフォームは、複数の
ベンダが開発や運用を行っているため、一足飛
びに自動化や統合を目指すのではなく、ベンダ
毎の特性や予算、状況に応じてさまざまなアプ
ローチを柔軟に変化させながら、一歩一歩着実
に、かつ段階的に推進し、既存チームの飛躍的
な質の向上を図るとともに、経験者の起用にも
積極的に取組むことで、顧客への付加価値を創
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出する。
競合他社との差別化を図るための企業文化と

社員の意識改革が最後の決め手になることだろ
う7。

DevOps による生産性の向上
目まぐるしく続く技術革新に伴い、市場にお

いてクラウドサービスに対する需要は爆発的に
増え続けている。この需要に追いつくために 、
VMware 社の開発運用チームは活発な活動を
行っており、2014 年だけで、同社は 5 つの
製品開発ストリームを並行で実行し、150 の
プロジェクトを完了させた。

しかし、その一方で、開発のペースを維持す
ることは難しくなってきていた。コードのデプ
ロイにより、あまりにも多くの手作業やシステ
ムの停止時間が発生したためであり、また品質
保証がボトルネックとなってリリースが遅れた
ためでもある。 VMware 社の vice president 
of IT である Avon Puri 氏によると、同社のア
プリケーション、プラットフォーム、開発アプ
ローチに対して、総点検が必要な状況であった。 

「当時、新しい環境を構築するためには 22 日
間が必要であり、また同時に間接コストが膨ら
むことによって、プロジェクト全体のコストが
高騰していった」と彼は述べている。

そ こ で 同 社 で は、 従 来 の 開 発 方 法 か ら
DevOps に移行する可能性を探るために、70
名ものメンバで構成された DevOps チームを
組成して、“9- プロジェクト”と命名されたパ
イロットを開始することにより、コスト削減の
実現、迅速なプロジェクトの完了、QA プロセ
スの合理化を目指した。このパイロットでは

“人、プロセス、テクノロジー”の 3 つの軸か
ら構成されるアプローチを採用し、資源の効率
化、アプリケーションの品質向上、製品発売ま
での時間短縮、デプロイ回数、コストの削減に
焦点を当てた。

また、人事改革の一環として、組織の重要な
人材を DevOps チームに配属して、設計から
リリースまでのプロジェクトの全フェーズを担
当させることにした。チームのリーダーは、部
門間、プロセス間、テクノロジー間の障壁を取
り外して、開発者が計画段階の初期からビジネ
ス部門と効率的に協働できるように支援した。

さまざまな IT ワーキングモデルの導入により、
プロセスモデルとフェーズゲートを連携させ、
従来の大規模な IT チームと小回りのきく小規
模 IT チームの両チームをサポートできるよう
にしたことは注目に値する。プロセス面の主だ
った対策には、デリバリフレームワークの導入、
品質保証よりもビジネスアシュアランスに焦点
を当てた新しい QA アプローチの適用、製品
テストの自動化の強化などが含まれている。

最 後 に な る が、 こ の パ イ ロ ッ ト で は、
VMware 社の製品である vRealize Suite を使
用してデプロイ作業の自動化を実現するという
技術革新を、統合の最終局面で行った。パイロ
ットのリーダーは、コンテナをデプロイし、サ
ーバ、ストレージ、ネットワーク全体に渡って
ソフトウエアによる定義を行うことで、デプロ
イの複雑さを軽減し、移植性を保証した。

パイロットの結果は特筆すべきものであり、
リソース効率は 30％向上し、アプリケーショ
ンの品質と市場投入までの時間はそれぞれ 25
％向上した。Puri 氏によると、これらの結果は、
開発者、システム管理者、その他の関係者を 1
つのチームとして纏め、1 つのシステムに集中
させることによって実現可能になったと述べて
いる。 「我々が得た一番大きな収穫は、我々が
望む機能と処理内容を伝えるだけでコードを記
述し、品質保証を経て、すぐに本番環境に移行
できるようになったことである8」

イノベーションの創造
アトランタ都心部の事例であるが、ソフトウ

エアエンジニアは、開発中の製品を改善するた
めに新しく思いついたアイデアをチームのメン
バと共有し、そのアイデアを共有したチームメ
ンバは、翌日の午前中にはそのアイデアを取り
入れて、アイデアをより洗練させ、コードの生
成を行って公開する。ビルド、検証、テストシ
ナリオに沿ったバリデーションテスト、他のコ
ードとのマージ、そして、デプロイ用のパッケ
ージング生成までの全ての工程が、数時間のう
ちに自動的に行われて、ソフトウエアエンジニ
アのアイデアが製品に反映されることになる。

この事例は、クラウドベースのソフトウエア
を提供している iLab（Deloitte Consulting 
Innovation のソフトウエア開発センタ）にお
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ける日常的な活動の一部である。iLab とは、
コンサルティングの知見に基づいてソフトウエ
ア製品開発を行うために設立された組織であり、
こ の 組 織 で は、Deloitte Consulting LLP の
principal で あ る Casey Graves 氏 が、iLab
の開発、アーキテクチャ、インフラ、エンジニ
アリング、サポートを担当している。

Graves 氏は、iLab について次のように述べ
ている。「我々の目標は、コンサルティングに
関する知見を活かして迅速かつ効率的に、市場
インパクトのある製品を開発することである。
この目標を達成するため、アジャイルプロセス
を導入し、システム開発工程の自動化を推し進

めていく」Graves 氏は続けて言う。「アジャ
イルプロセスを適用すれば、開発中のソフトウ
エアを既存ソフトウエアへ適宜統合していくこ
とが可能になる。現在、デプロイは手動で行っ
ているものの、近い将来には、全工程での自動
化が実現されるであろう」

自律型プラットフォームの実現に向けた
iLab のコミットメントにより、DevOps の自
動化と Software Defined Network の構築が
進むであろう。アジャイルプロセスの導入によ
り得られるものは、自動化に伴うスピードの向
上だけではない。チームの規律化や、メンバの
スキル向上にまでも寄与するのである9。
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私の見解
JAMES GOUIN
CTO and transformation executive
AIG

AIG 社のモットーである“Bring on tomorrow
（明日に挑む）”は、全世界で 9,000 万人にも及
ぶお客様に付加価値を提供し続けていくという我
が社の基本理念であり、お客様お一人おひとりが
最高の状態で、夢を描き成功を手にできる「明日」
のために、日々最高の価値の創出にたゆまない挑
戦を続けることを意味する。

「自律型プラットフォームは、単なる IT の
最新化への取組みとは異なるものである。
金融サービス業界に押し寄せている環境の
変化は大きく、従来のようなバージョンア
ップや新規機能の追加開発などではこの変
化にとても太刀打ちできない」

新規参入業者、新しいビジネスモデル、変わり
続ける顧客の要求などの影響を受けて、大きな変
化を遂げた市場において、自律型プラットフォー
ムを活用することにより、我が社の市場での存在
感をあらためて示すことができた。また、今日で
は、時間や場所を問わない形でのデジタルサービ
スの拡大が、挑戦の全てである。我が社のお客様
は商品とサービスを、いち早く、簡単に、そして
様々なデバイスやチャネルを通じて手に入れるこ
とを望んでいる。お客様へ絶え間なく付加価値を
提供していくために、我が社では IT システムと
業務プロセスを変革し続けている。我々のゴール
は世界中で、いつでも、どこにいても、どんなデ
バイスを使っても、お客様にいち早く付加価値を
提供できるように、柔軟なインフラストラクチャ
を構築することである。

自律型プラットフォームは、単なる IT の最新
化への取組みとは異なるものである。金融サービ
ス業界に押し寄せている環境の変化は大きく、従
来のようなバージョンアップや新規機能の追加開
発などではこの変化にとても太刀打ちできない。
今日では、生命保険会社、銀行、証券会社などの
金融サービスを提供する会社は、新しい方法で顧
客との接点を持つために、ビジネスモデルや営業

活動の変革をしなければならないという重圧に直
面している。

この重圧は我々が属する金融サービスの業界か
ら生まれたものではない。デジタル時代の到来に
よって必然的に生じているものであり、全く新し
いモデルの IT 組織を組成していく必要に迫られ
ている。いわば、IT の西海岸スタイル化とも言
うべきものである。いとも簡単に売れる商品を開
発し、伝統的な東海岸の IT モデルが夢見てきた
スピードで、ニッチな市場を攻めていくスタイル
である。

世界中に点在するレガシーシステムや複数のメ
インフレームを抱えている巨大な組織で、この新
しいモデルを適用するのは容易ではないが、我々
にとって新しいモデルへの移行はもはや避けるこ
とのできないものである。我々のゴールは、モバ
イルファーストであり、クラウドファーストであ
る。そのためには、インフラストラクチャは強固
である必要があり、特に、ネットワークのさらな
る 強 化 が 重 要 で あ る。Software Defined 
Networkに投資を行うことで、いつでもどこでも、
言い換えれば、ある地域から別の地域へ、または、
ある国から別の国へ展開することが可能で柔軟な
インフラストラクチャを実現でき、新たなビジネ
ス関係を築きあげるための出発点に立つことがで
きた。また、AIG が直接管理できない外部の重
要なリソースを調達するためのロードマップを確
実に定義することが可能になった。

我々が実行していることは、全て今日のビジネ
スにとって重要であるだけでなく、IoT を背景と
したセンサー技術やデバイス技術が、既に我々の
業界を変えており、世の中にとっても重要な技術
要素になっている。テレマティクスのような情報
サービス技術の活用は、ほんの始まりに過ぎない
が、センサー、スマートフォン、人などから集め
られるデータは、消費者行動や製品のパフォーマ
ンスリスクに関して、これまでは予見できなかっ
た視点を提供してくれる。

AIG 社の変革への取組みは、保険業界と保険
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の歴史的変革を背景にして起こっており、ごく最
近までは、募債引受担当、保険計理人や IT 担当
はバックオフィスの一部に過ぎなかったが、今日
では、IT 担当はミドルオフィスやフロントオフ
ィスでも活躍し、CIO として取締役会での席を
占めるまでになっている。同様に、テクノロジー
が一般の顧客にも浸透するにつれて、あらゆる人

が IT に詳しくなってきており、経営者、お客様、
全ての人が今やテクノロジーおよび我々のような
組織内で IT を管理する人に向けて大きな期待を
寄せている。ハードルは高いが、素晴らしい製品
とサービスをお客様に提供するために我々が存在
していることを、あらゆる人が強く認識する日が
いつか訪れることを信じてやまない。
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サイバーリスクの視点から
システムが、オンプレミスのみではなく、プライベ

ートクラウドやパブリッククラウドなど、環境の違い
を意識することなく稼働することができるインフラ
ストラクチャを構築するためには、リスクの観点を最
も考慮すべきである。この新しい考えに基づいて構築
されるインフラストラクチャは、ソフトウエアで定義
され、コンポーネントをまたがって統合されており、
クラウド上でも使用することが可能である。しかし、
このインフラストラクチャを支える技術は、オープン
かつセキュアでない設計となっているため、この技術
を使ったプラットフォームをセキュアに運用するた
めに、従来のセキュリティの概念に基づいて、管理、予
防措置、コンプライアンスの取組みなどをそのまま適
用しようとしても、効果的な適用を行う事ができない。

Software Defined Compute（SDC）や Software 
Defined Network（SDN）のようなソフト
ウエアによる定義のテクノロジーを用
いて、効率的な自律型プラットフォ
ームを構成するには、アクセス、
ログ取得、モニタリング、暗号
化、資産管理といった、運用
やセキュリティに対する考え
方を再評価し、必要に応じ
て強化し続けていかなけれ
ばならない。なぜならば、
自律型プラットフォームに
おいては、環境の違いを意識
することなく稼働するインフ
ラストラクチャ間でコンテナを
動的に配置することとなり、複
雑性、流動性の高まりによるセキュ
リティリスクの発生を増長させるため
である。

コンテナ技術を使用することで、仮想化によって抽
象化されたサーバやネットワークに対して、標準化を
適用することが可能となり、その標準化の内容は、コ
ンテナ上で稼働するアプリケーションやソリューシ
ョンへも継承される。それによって、セキュリティ技
術を自律型プラットフォームに組み込むこととなり、
リアルタイムでサイバーセキュリティの脅威に対応
することが可能となる。例えば、ネットワーク上のマ
ルウエアを自動的に検出し、隔離して、安全にマルウ
エアを駆除することができ、セキュリティの観点で、
より安全で安心な組織を構築できる。

このような新しい考えに基づいたサイバーセキュ
リティのコンポーネントは、より広範囲にリアルタイ
ムの DevOps を採用できるように設計されるべきで
ある。自律型プラットフォームとソフトウエアによっ
て定義を行うインフラストラクチャは、コストの削減
と効率性の向上だけではなく、さらに一段上の応答性
を持つことを可能にするため、絶え間なくセキュリテ
ィへの対策を求められる今日の状況に対処すること

が可能になるだろう。
このように、システムに対して自動化されたセキ

ュリティのサービスを組み込むことによって、セキ
ュリティ管理者はより付加価値の高い業務に集中で
きるようになるが、その反面で、以下のようなガバ
ナンスに関する課題が生じる場合がある。

・オンプレミスに何を残すべきか、何を残さざるべ
きかの決定：ソフトウエア定義の考え方に基づい
た外部から設定できるインフラストラクチャのコ
ンポーネントを検討する際に、既存の投資、コー
ポレートポリシー、コンプライアンス遵守などそ
れぞれ異なる考慮事項があるため、多くの場合は
オンプレミスとの組合わせがベストな選択である。
いずれの場合においても、セキュリティは、すべ

ての環境をカバーしなければならない。

・データ管理のポリシー策定への取
組み：企業が使用するシステム

は、企業の内部のみではなく外
部へも広がっており、潜在的
な脆弱性がどこに存在するか
を確認するために、IT 部門は、
システム全体のデータ配置
やデータフローを描き、こ
れを行うことによって、す
べての関係者にとってのデー

タ管理とセキュリティへのア
プローチに対するポリシー策定

のガイドとなる。

多くの企業が、セキュリティを向上
させながら、仮想化の活用を模索している。

VMware 社では、1 つのアプローチとして、比較的
新しい技術であるマイクロセグメンテーションへの
取組みを加速させている。
「マイクロセグメンテーションを実現するためには、

仮想化技術を用いることで仮想データセンタを構築
し、そのデータセンタ内にある全ての仮想サーバを
仮想ネットワークで接続することで、ネットワーク
の運用を向上させ、セキュリティも強化する」と、
VMware 社のセキュリティ製品担当 senior vice 
president である Tom Corn 氏は述べている。

Corn 氏は、マイクロセグメンテーションを使用す
ることで、外部からの侵入による攻撃の被害を抑え
ることができることも付け加えている。「何者かがシ
ステムに侵入してある 1 つの鍵を取得しても、その
鍵は全てのシステムや情報にアクセスできる鍵であ
ってはならない。1 つのシステムが突破されても、全
て突破されないように、ネットワークを分割する必
要がある10」
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始め方
自律型プラットフォームの取組みは、一般的

にシステム開発ライフサイクルの一環として、
または運用環境のコンポーネントの最新化から
始めるケースが多い。非効率なものを効率的な
ものに置き換えることでも効果があるが、統合
的なアプローチをとることで、より一層の成果
を上げることが可能となる。統合的なアプロー
チとしては、以下のものが挙げられる。

・ オ プ シ ョ ン 1： ク ラ ウ ド サ ー ビ ス、
Software Defined Everything、アジャイ
ル開発手法を用いた自律型プラットフォーム
を構築する。既存の作業環境を徐々に移行し
つつ、新たに構築した自律型プラットフォー
ム上で新規開発を進めることができる。

・オプション 2：コンテナ技術を使用して、自
律型プラットフォームを構築する。不要なコ
ンポーネントは徐々にそぎ落として、環境を
簡素化していく。 

・オプション 3：アプリケーションごとに置き
換えていき、一部のアプリケーションは廃止
する。

上記や他のオプションを検討する際には、予
算や事業計画についても考慮しなければならな
い。デロイトが実施した Global CIO Survey 
201511 によれば、企業の IT 予算の内の約 57
％を、運用コストが占めていることが判明して
いる。それに対して、ビジネスの改革に係るコ
ストはわずか 16％となっている。運用コスト
を削減するには、インフラストラクチャとシス
テム開発工程の見直しが必要であり、これによ
り、運用コストの削減と、事業スピードの向上
が実現できる。

以下に挙げるテーマは、自律型プラットフォ
ームの開始に向けた出発点となる。

・コンテナ技術：コンテナ技術への注目が高ま
りつつあるが、IDC のアナリストである Al 
Gillen 氏によれば、2015 年において、コン
テナ技術が導入されている基幹システムは、

市場の 1％未満であり、40％以上を占める
ようになるには今後 10 年を要するとされて
いる12。このような現状を打破するためには、
オープンソースに目を向けて新技術や新規格
を受け入れていくことが重要であり、そうす
ることで、コンテナ技術が主流となる世界に
近づいていくことができる。 

・API エコノミー13：比較的新しい IT のアー
キテクチャでは、大規模システムを、マイク
ロサービスと呼ばれる管理しやすいサブコン
ポーネントの単位へ分割することが進んでい
る14。このようなモジュール型の API サービ
スは、各コンポーネントが強く依存しあう巨
大なシステムよりも、はるかに簡単に、設定
変更、デプロイ、改修などの作業を行える点
が魅力である。自律型プラットフォームへの
移行の観点においても、モジュール単位に分
割されていることで、移行する際の改修や、
環境再構成の頻度を減らすことができるとい
える。

・クラウド：クラウドは、自律型プラットフォ
ームとの親和性が、非常に高いといえる。各
ベンダの提供するクラウドサービスでは、仮
想環境の利用が進んでおり、2014 年におい
ては、仮想マシンの約 20％を IaaS プロバ
イダが利用しているという統計も出ている15。
注意すべき点はクラウドサービスの形態であ
り、仮想環境の利用が進んでいるからといっ
てそれに流されず、個々の企業の課題に適応
した形態のクラウドサービスを選択しなけれ
ばならない。パブリッククラウド、プライベ
ートクラウド、それらのハイブリッドという
選択肢だけではなく、状況によっては、オン
プレミスという選択肢も考慮に入れるべきで
ある。

・ロボティクス：ロボティクスというと、ドロ
ーン、自動輸送、ウエアラブル端末などを想
像する場合が多い。しかし、システムの運用
と BPR の分野でそれぞれ進展しつつある
RPA（Robotic Process Automation）、音
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声入力や手書き入力などの認識エージェント
の技術にも着目すべきである。そのような技
術は、データ入力のような単純作業の効率化
に役立つだけではなく、RPA はそれ自身が
システムの監視、判断、修復を行い、認識エ

ージェントは、ユーザがローンを申し込む場
合などにシステム入力を簡略化することがで
きる。このような高度な機能が求められる場
面にこそ、ロボティクスの活躍の場が存在し
ているのである。 
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要点
これまで、企業における IT の運用管理では、ツールやプロセスは重要な投資先とみなされてこな

かった。また、従来は、ビジネスの裏方と認識されていたインフラストラクチャは、テクノロジーの
進化やツールの改良によって、今では IT 部門の実力を示すために相応しい投資先であるといえる。

自律型プラットフォームを導入することで企業は、無駄な出費を抑制することが可能となり、これ
までは付加価値の低い業務へ配分していた経営資源を削減して、付加価値の高い経営戦略レベルの業
務へ再配分することが可能となる。
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日本のコンサルタントの見解
オートノミックコンピューティ
ング俯瞰

ビジネスにおける IT システムは、グローバル
化や情報化というキーワードのもとにサイロ型シ
ステムの乱立の時代からクラウド活用の現在にお
いても、複雑な構造変化を起こしながら拡がりを
続けており、それに伴い運用管理の煩雑さを加重
させ、運用コストの増加やサービス品質の低下を
誘発している。

オートノミックコンピューティング技術は、ビ
ジネスにおける IT システムの複雑性に伴うシス
テムの煩雑さや品質の低下と言った問題を、シス
テムコンポーネントレベルで、人の手を介さずに
システム全体のポリシーを基に判断を行い、自律
的に解決する事を目指したコンピューティング技
術である。オートノミックコンピューティングの
実現により、運用コストの削減やシステムレベル
での自動化によるエラーの減少などサービス品質
の向上に加え、システムの安定稼働に伴う顧客満
足度向上などビジネスの視点においても、高い効
果が期待できる。

日本国内におけるオートノミックコンピューテ
ィング技術については、2000 年頃からユーティ
リティコンピューティングやグリッドコンピュー
ティングといった分散コンピューティングシステ
ム環境において必要不可欠な技術のひとつとして、
主要なベンダからコンセプトが提唱された。

その際に提唱されたオートノミックコンピュー
ティング技術は、広範囲に分散されたシステム環
境を機能的な仮想化により、標準化・最適化して
統合的な視点で監視を行う機能、システムおよび
サービスのポリシーの制御機能、サービスのプロ
ビジョニング機能、リソースプール機能などの標
準化や統一化を図るものであった。このような標
準化や統一化により、監視・分析・計画・実行の
制御ループを実装するシステム運用の自動化を中
心とする保守管理視点でのオートノミックコンピ
ューティングの実現を目指していた。

現在、提供されている主な仮想化環境基盤ツー
ルにおいても、複数の異機種の物理環境を仮想化
技術により隠蔽し、ハイパーバイザ上に作られた
複数のサーバインスタンスを統合的に監視する機

能やポリシー制御機能により、システムの運用状
況の判断を行い、リソースプールからリソース割
当てを調整するなど、制御ループをコントロール
する機能が実装されている。目的により適用範囲
の違いはあるものの、エンタープライズシステム
において、オートノミックコンピューティングの
一つの形が実現している。

近年では、これらシステム運用の自動化を中心
とするオートノミックコンピューティングの考え
方にビジネス戦略の視点を含め、設計・開発・テ
スト・運用のシステムライフサイクル全体を組入
れる考えが提唱されている。この考えに基づき、
急速に変動するビジネスの流れを遮らない一貫し
たシステム開発と運用の自動化を組込んだオート
ノミックコンピューティングへのコンセプト移行
が始まっている。

新しい流れ　
システムの現場においては、設計開発担当者は、

従来の要件定義、概要設計、詳細設計、開発（コ
ーディング）、テスト、運用といった流れで行う
ビッグバンリリース形態のウォーターフォール型
の開発手法から、システム機能をサブコンポーネ
ントに分割を行い計画、要求分析、設計、実装（コ
ーディング）、テスト、文書化のプロセスを反復（イ
テレーション）するアジャイル型の開発手法に移
行することで、急速に変化するビジネス戦略要求
に適応した速度で、柔軟にシステム開発を行おう
としている。しかし一方で、運用担当者は、設計
開発プロセスの終了後に構成の検討など後続の作
業を担うこととなり、その要求を満たした安定稼
動環境の構築を行いきれず、ビジネスの流れを遮
る結果となった。

設計開発プロセスの改革のみをターゲットにし
たアジャイル型開発への移行では、ビジネス戦略
要求に応え切る事ができないことから、設計開発
担当者と運用担当者が、より相互に連携を密にし
て、システム開発のライフサイクル全体にわたっ
てカバーする新しい開発手法が必要とされたこと
により、DevOps のコンセプトが提唱された。
そのコンセプトの中では、信頼性・安定性・セキ
ュリティなどシステムに必要不可欠な要素を維持
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しながら要件定義段階から本番環境での運用に至
るまでの一連のプロセスを実現するために設計開
発側と運用側の深いコミュニケーションを必要と
した。しかし、それぞれの分野における立場で、
積み上げられた知識や常識をもう一方の立場で、
すべてにおいて理解を行うことは、基本的に不可
能であり、そこにある溝を埋めるためのツールを
使った共有化や自動化が必須となった。DevOps
の一連のプロセスの中では、コミュニケーション、
プロセスの監視、構成の管理、テスト、リリース
におけるまでのすべての管理プロセスが自動化さ
れ状況の予測を可能にし、オンデマンドで共有さ
れることが想定されており、ビジネスを中心とす
る組織のパフォーマンスの最適化が図られている。
それらを取込んだオートノミックコンピューティ
ングにおいても、ハイパーバイザ型の仮想化基盤
では、インスタンスの準備までは迅速に対応でき
るが、構成の構築には時間が掛かってしまい求め
られる速度で運用することができないなど、
DevOps のコンセプトに適応しないことから、
コンテナ技術を使った仮想化への移行が行われ、
DevOps に対応したコンテナ技術を使った仮想
化基盤では、システム運用基盤の設定自体をもコ
ードで設定することができるなど、運用担当者の
介入なしで、新しいサーバやストレージを準備し、
OS やミドルウエアの設定を変更することも可能
にした。また、コンテナ技術を採用する事で、コ
ンテナ単位として、監視・分析・計画・実行の制

御ループをコントロールでき、システム運用基盤
の柔軟性をより高める結果となった。

国内でのシフト
アジャイル開発手法という言葉が使われ始めて、

既に 10 年以上の時間が経過しているが、国内に
おいては、まだ、一部の局所的な専門領域でのみ
積極的に活用が進んでいる状況であり、一般企業
におけるシステム開発プロジェクトにおいては、
ウォーターフォール型での開発が依然として主流
になっている。そこには、業務要件精度が低くシ
ステム化設計に落とすことが出来ない、能力の高
い技術者がいないなど、さまざまな理由が存在す
るところではあるが、アジャイル開発手法は、
DevOps のプロセスモデルに不可欠な要素であ
る。

クラウドや仮想化の拡がりに合わせ目標として
設定されたビジネスにおけるコストとスピードの
最適化は、システムの全体最適化により、実現が
可能となる。特にスピードの最適化への移行のた
めには、ビジネスプロセスを含めたシステムライ
フサイクルの管理が必要とされ、その実現のため
のプロセスモデルである DevOps の導入が、急
がれるところでもある。しかし、展開の基盤を兼
ね備えた企業は、まだまだ、少ない状況にあると
思われる。

日本担当者
須田 義孝　シニアマネジャー

大手通信キャリア、大手ソフトウエアメーカー、外資系・日系コンサ
ルティングファーム等を経て現職に従事する。主にテクノロジー分野
を中心に基幹業務システム設計、ミドルウエア・インフラストラクチ
ャ等の設計等に関わり活動している。
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ブロックチェーンに関する議論は、仮想通貨
としての目新しさと、評価変動の大きさに関す
る悪名の高さとで知られるビットコインから始
まることが多い。ビットコインにかかわるベン
チャー企業を中心に、これまでブロックチェー
ンの活用方法はメディア上で盛んに議論されて
きた1 が、その可能性はいまだ未知数であった。
しかし、状況は変わりつつある。公的機関や民
間企業が、ブロックチェーンのもつポテンシャ
ル（契約や取引の実行、或いは消費者との積極
的なリレーション構築に革新的な変革をもたら
す可能性）を認め、実用化を検討し始めたので
ある。

ブロックチェーンとはどのような技術なのだ
ろうか？一言で言うと分散型の元帳であり、あ

るコミュニティにおいて情報を記録し共有する
ための仕組みである。コミュニティの参加者が、
自分自身の持っている情報（取引や契約、資産、
個人情報、もしくはそれ以外の特定の情報をデ
ジタル化したもの）を入力すると、入力が正し
く行われたか、他の全ての参加者が確認する。
確認されたデータはチェーンの最後に新しく追
加されたブロックに書き込まれ、プロトコルに
よって管理される。暗号化と、複雑なアルゴリ
ズムの計算という技術により、第三者を置かず
に取引の完全性が保証される。

デジタル化していく世界を支える有望なテク
ノロジーも、その一部に、過去のアナログ世界
の方式を踏襲している。ブロックチェーンは昔
使われていた、物品売買や不動産取引、生年月

ブロックチェーン：
特定の権威に依らない

「トラスト」の確立
分散型元帳がもたらす未来

ビジネスは「トラスト」抜きには成り立たない。国、公的機関、企業（特に
金融機関）による制度、業務、システムという形の保証や信用が様々なビジ
ネスを支えている。しかし、加速度的なデジタル化により、顧客、プレイヤ、
サービスが爆発的に誕生していく現在において、既存の仕組みにどれだけお
金や時間をかけても、現実の世界をカバーする「トラスト」を維持すること
は難しい。
では、ビットコインの根幹を司るブロックチェーンは、デジタル化社会の「ト
ラスト」を支える仕組みとなりうるだろうか？世界中で多くの企業や団体が
この命題に取組み始めている。インターネットがコミュニケーションの仕組
みを根底から覆したように、ブロックチェーンが取引や契約に関する既存の

「トラスト」の仕組みを再構築する可能性を感じているのだ。
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structure Each block is identified by a hash, 
a 256-bit number, created using an algorithm 
agreed upon by the network. A block contains 

a header, a reference to the previous block’s hash, 
and a group of transactions. The sequence of linked 
hashes creates a secure, interdependent chain. 

3

B L O C K  N+1 B L O C K  N+2B L O C K  N

P E N D I N G

transaction Two parties exchange data;
this could represent money, contracts, deeds, 
medical records, customer details, or any 

other asset that can be described in digital form.

Figure 1. Blockchain: How it works
Blockchain allows for the secure management of a shared 
ledger, where transactions are verified and stored on a network 
without a governing central authority. Blockchains can come 
in different configurations, ranging from public, open-source 
networks to private blockchains that require explicit permission 
to read or write. Computer science and advanced mathematics 
(in the form of cryptographic hash functions) are what make 
blockchains tick, not just enabling transactions but also 
protecting a blockchain's integrity and anonymity.    

1

verification Depending on the network’s 
parameters, the transaction is either verified 
instantly or transcribed into a secured record 

and placed in a queue of pending transactions. In 
this case, nodes—the computers or servers in the 
network—determine if the transactions are valid 
based on a set of rules the network has agreed to.

2

図1. ブロックチェーンの仕組み
ブロックチェーンは、金融機関のような管理者を必要とせず、
ネットワーク上に保存されている「分散型元帳」によってセ
キュアな管理を実現する。また、ブロックチェーンは、オー
プンなパブリック型から、厳格な許可を必要とするプライ
ベート型に至るまで、さまざまな形式で利用可能である。暗
号学的ハッシュ関数のような高度な数学は、単に取引を実行
するだけでなく、ブロックチェーンの整合性や匿名性をも実
現するのである。

BLOCK N BLOCK N+1 BLOCK N+2

PENDING

基本構造
各ブロックは、ハッシュ関数や暗号によって
識別される。一つのブロックは、ヘッダー情
報、前のブロックのハッシュ値、および取引
のグループで構成されている。これを数珠つ
なぎに接続することで安全性を確保している。

3

トランザクション
二者間において現金、契約書、約款、受診記
録、個人情報など、デジタル化された取引
データのやり取りを行う。

1

信頼性の確保
入力されたデータはセキュアな情報に翻訳さ
れ、処理待ちデータの行列に追加される。そ
の後、ノード参加者によって取引が一連の
ルールに従っているか検証される。
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2

日、婚姻有無や生死、借入金、選挙結果、判決
結果などの重要な事柄を全て記載するために用
いられていた帳簿を、現代のテクノロジーを詰
め込んで作り直したものに過ぎない。些細な取
引でも帳簿に記帳する係の代わりに、ブロック
チェーンは高度な暗号化技術とアルゴリズム計
算を用いて同様の機能を果たしているのだ。ブ
ロックチェーンは安全で透明性のある不変のリ
ポジトリであり、障害や改ざん、不必要な複雑
さに耐えられるように設計されている。

新たなつながりを作るマーケット
ブロックチェーンが注目されるのは、通常の

取引における仲介者の役割を、演算処理で代替
できるからである。現代において、投資家が他
の投資家と直接資産を取引する、もしくは情報
の所有者や作成者を証明するためには、集約さ
れた承認システムや公平な仲裁者が必要である。
ブロックチェーンによって、このコストを削減
できるのである。加えて、ブロックチェーンの
国や業界、組織の垣根を越えた認証行為は、さ
まざまな記録やコンテンツ、取引の信頼性の証
明に活用できる。分散型元帳がグローバル決済
市場で果たす役割について考えてみよう。安全
で透明性の高い取引環境が、途上国の汚職や贈
収賄、窃盗や脱税によって発生する毎年 1 兆
26 百億ドルものコストの削減にどれほど役に
立つだろうか2。

金融機関は、今日の支払や送金、株式や貿易
取引、そして金融商品の所有に関する管理者と
しての重要な役割を担っている。このことから、
金融機関が積極的にブロックチェーンに投資し
その可能性を検証するのは必然であろう。他業
種の企業もまたブロックチェーン技術への投資
を強化し、ポイントプログラムやスマートコン
トラクト、資産管理、次世代決済に関するビジ
ネス機会をうかがっているのだから。

これまでに、ベンチャーキャピタルはブロッ
クチェーンビジネスを展開する 120 のベンチ
ャー企業に対して合計 10 億ドルを投資した

（そのうち半数はこの 1 年で実施されている3）。
投資家はエコシステムを通じて、ブロックチェ
ーンの活用の可能性がさらに広がることに気づ
いたからである。ある投資銀行のアナリストは
このトレンドに対しこうコメントしている。
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the chain When a block is validated, the 
miners that solved the puzzle are rewarded and 
the block is distributed through the network. 

Each node adds the block to the majority chain, 
the network’s immutable and auditable blockchain.

B L O C K  N

B L O C K  N

validation Blocks must first be validated to 
be added to the blockchain. The most accepted 
form of validation for open-source blockchains 

is proof of work—the solution to a mathematical 
puzzle derived from the block’s header. 

4

6

built-in defense If a malicious miner tries 
to submit an altered block to the chain, the 
hash function of that block, and all following 

blocks, would change. The other nodes would 
detect these changes and reject the block from 
the majority chain, preventing corruption.

7

blockchain mining Miners try to “solve” 
the block by making incremental changes 
to one variable until the solution satisfies a 

network-wide target. This is called “proof of work” 
because correct answers cannot be falsified; 
potential solutions must prove the appropriate 
level of computing power was drained in solving.

5

防御システム
もし悪意あるマイナーが改ざんしたブロック
をチェーンに加えようとするなら、そのブ
ロックおよび、つながっている全てのブロッ
クのハッシュ値を変更する必要がある。その
場合、他のノードが不正データを検知し、不
正なブロックを排除する。

7

順次追加（チェーン）
ブロックの整合性が確認されると、マイナー
には報酬が支払われ、ブロックはネットワー
クを介して各ノードに分散され、チェーンに
追加される。

6

BLOCK N

BLOCK N

整合性検証
各ブロックはチェーンへの追加可否を検証さ
れる。オープンソースのブロックチェーンに
おける一般的な整合性検証はPoW（proof of 
work：ブロックのヘッダーからハッシュ値
を解読する）である。

4

ブロックチェーン・マイニング
マイナーが、ネットワーク全体のブロックが
すべて解読されるまで、ブロックの“解読”を
試みる。（マイニング）また、マイニングの
際に、ネットワーク全体のノードの計算能力
が適切になるよう調整される。
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5

「2016 年にはベンチャーキャピタルがさらに
投資を加速するだろう。この投資により、起業
家が気軽に活用でき（プラグ＆プレイモデル）、
サービスイノベーションの創造を促すエコシス
テムが構築され、ビジネスへの適用の広がり、
そして継続的なブロックチェーンサービスの興
隆へと至るだろう4」

ブロックチェーンに関するコンソーシアムが
形作られつつある。たとえば、40 以上の国際
的な大手銀行の参加する R3 CEV は、金融業
界で活用できる分散型元帳プラットフォームを
開発している5。Master Card と New York 
Life、 そ の 他 金 融 機 関 が 後 援 す る Digital 
Currency Group は、ブロックチェーンと仮
想通貨に関する投資を促進している6。金融機
関以外の企業も参画している。IBM、Cisco、
Intel、Linux 財 団 の 後 援 す る Open Ledger 
Project は、関連するサービスの導入と開発を
加速する、標準規格に準拠したオープンソース
型ブロックチェーンプラットフォームを開発し
た7。

ブロックチェーンが得意とする
性質 

我々はまだスタートラインに立ったばかりだ。
ブロックチェーンの新しい活用方法が日々検討
されているが、常勝のシナリオはまだ発見され
ていない。ブロックチェーンの利点と欠点は今
後も調査する必要がある8 が、現状、ブロック
チェーンの性質と適合する領域は、以下のよう
に考えられている。

・透明性：高い共有性と可視性はブロックチェ
ーンの重要な特性である。どちらか一方でも
欠けているならば、ブロックチェーン適用の
動機となる。国や業界、組織をまたいでブロ
ックチェーンを利用するとき、この性質は特
に重要となる。

・信頼性：ブロックチェーンの不可逆性は、い
ったんブロックチェーンが確立した後の変更
をほとんど不可能にしている。これは、デー
タの完全性を確実にし、不正の機会を減らす。

・銀行離れ：ブロックチェーンによる P2P コ
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ンセンサスアルゴリズムは第三者を介さずに
取引を記録し確認する。これにより、複雑な
手続きによるコストを削減できる。

・協働：ブロックチェーンは取引完了時に別の
取引を引き起こすようにプログラムできる。
これにより、リスクを増大させずにいくつも
の関連性を持った取引を実行したい取引者や、
別の参加者から承認を受けた取引者を補助で
きる。

・安全性：ブロックチェーンはプロトコルに公
開鍵暗号と秘密鍵暗号を使っており、取引の
安全性や秘密性を確保している。これにより、
パブリック型、セミプライベート型もしくは
特定のメンバのみ参加できるプライベート型
ブロックチェーンのどの形式でも信頼性を確
保することができる。
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最前線からの学び

現状の「トラスト」確立に向け
た取組み

Royal  Bank of Canada（以下 RBC）は、
世界 1,600 万のクライアントとの取引や 40ヶ
国における業務において、日々、膨大な量のク
ロスボーダー決済取引を行っている。また、そ
の中には、銀行間、B2B、P2P の送金が含ま
れている9。

銀行業界における従来の送金業務は、複数の
取引仲介、顧客手数料の計算 、加えて手間と
時間のかかる帳簿間照合のような、取引を煩雑
化する課題がある10。

2 年前、RBC はこれらの問題に対する業務
効率化と運用コストの削減のために、クロスボ
ーダー取引に関する新たな手法を開発できるテ
クノロジーの調査を開始した。 
「当時、我々の業界では多くの人が、ビット

コインの可能性について模索していた」と
RBC の vice president である Eddy Ortiz 氏
はソリューション開発の促進と技術革新につい
て述べている。「我々が直面していた課題を深
堀りすることで、我々はブロックチェーンの基
盤技術が持つ最も優れた機能を理解した」 

RBC は、まず最初にブロックチェーンは何
ができて、何ができないかを調査するところか
ら始めた。技術面や機能面の議論の前に、ブロ
ックチェーンがビジネス課題の解決に役立つの
かどうかを理解する必要があったからだ。その
結果、クロスボーダー送金への適用 は絶好の
機会として捉えられた。ほぼリアルタイムで取
引完了できるということの価値は明白だった。

あらゆる分散型元帳技術を調査した結果、
RBC は Ripple（グローバル金融決済および
FX マーケットメイクに関するソフトウエアソ
リューションプロバイダ）を採用することにし
た。Ripple は分散型金融テクノロジーにより、
銀行間クロスボーダー送金をより効率的に実施
することを可能とする。取引は変更不可能、か
つリアルタイム（5 秒）で実行されるので、
Ripple を利用することで詐欺、信用リスク、
為替リスク、およびカウンターパーティーリス
クを軽減することができる。

 現在、Ripple と RBC は、限られた領域で
の概念実証に取組んでいる。ブロックチェーン
の可能性を示すのと同じくらい、大規模展開の
ための拡張性、信頼性、セキュリティ、および
パフォーマンスの検証が重要であり、RBC は、
他の分野への展開前に検証を行っている。

一方、RBC は、分散型元帳の他の活用方法
を検討している。その一つは、RBC の「ポイ
ントサービス基盤」を作ることである11。RBC
の顧客はブロックチェーンを通じて RBC に直
接アクセスし、ポイントを利用することができ
るようになる。
「当社の顧客は RBC クレジットカードを利用

するたびに、付与されたポイントを見ることが
できる。また、そのポイントを現金のように使
えるようになる」（Ortiz 氏）

ブロックチェーンによるクロスボーダー送金
の改革を RBC 内に展開すると、別の問題が発
生した。「我々は、計画を簡略化しすぎて、経
営陣にこの技術の価値を正確に伝えることがで
きなかった。あまりにも技術に論点を置きすぎ
たことが原因だ」（Ortiz 氏）

RBC のステークホルダーに働きかけ、ビジ
ネス課題の解決にフォーカスしたプレゼン資料
を作成した結果、Ortiz のチームは、Ripple や
その他のパートナー企業とともに、引き続き研
究を続けることができた。 

クロスボーダー決済やポイントプログラム、
もしくはスマートコントラクトへのより野心的
な介入において、ブロックチェーンに関する
RBC の研究は、ブロックチェーンの新たな活
用方法に関するヒントとなるだろう12。

改ざん不可能なデータ
ホンジュラス島の不動産登記における長年の

汚職の追放を促進するために、2011 年に世界
銀行は、不動産登記情報のデジタル化および登
記システムの更新・業務刷新に向けてホンジュ
ラス政府に 328 万ドルを融資すると発表し
た13。これによりホンジュラスは行政機能の近
代化と世界標準への準拠に成功したが、同時に
ハッカー達による中央データベースへの不正ア
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クセスや違法な登記情報改ざんをも容易にして
しまった14。

2015 年 5 月に、Factom（分散型のデータ
認証プロトコルを管理する組織）は、不動産登
記システムベンダと Epigraph 社による、ブロ
ックチェーンを利用したデジタル不動産登記情
報の再登録支援を発表した。目的は明確である。
ブロックチェーン技術によって、情報の改ざん
ができない透明性の高い不動産登記システムを
構築することだ15。

Fatcom は、セキュリティの脆弱性を改善す
るいくつかのシステム改修を行った。まず、個
人の登記情報はデジタル化（ハッシュ関数また
は指紋を用いた暗号化）され、改ざんできない
よう保存された。今後の登記については、シス
テムが全ての不動産所有権の移転、ローン、お
よび契約を追跡し記録する。

ユーザは不動産所有権の全ての履歴を確認す
ることができる。しかし、システムに登録され
た情報の変更はできない。新規契約書の登録の
ために既存のデータを利用することはできるが、
一度登録された登記情報は、再作成したり変更
することはできない。 

ホンジュラスは、1 つの都市においてこの登
記システムに関するパイロットプログラムを実
施中である。来年には、他の都市にも導入する
予定である16。

未来を切り開く「Linq」
2014 年に、ブロックチェーン技術は仮想通

貨であるビットコインの基盤として注目された。
そして、2015 年には再び、金融サービス市場
において注目を集めた。

現在、株式未公開企業の株式発行や売買は紙
ベースの手作業で行われている。これでは面倒
で時間がかかり、ミスが発生しやすい。株式未
公開企業は、従来、スプレッドシートによる管
理のような非公式な仕組みの中で、株式の売買
や譲渡を行っている。NASDAQ は、このプロ
セスをブロックチェーン技術によってシステム
化されたプロセスに変更したいと考えている。

2015 年 10 月 初 旬、NASDAQ（MX グ ル
ープ本社）は、ブロックチェーン技術を用いた
株式未公開企業の株式売買を管理するプラット
フォームおよび台帳システムである「Linq」を

公表した。「Linq」は、個人投資家による全て
の有価証券譲渡情報をブロックチェーン技術に
よってデジタル台帳に記録する。これにより、
監査業務の改善や責任所在の透明性向上を実現
する。プラットフォーム上の最初の企業には、
Synack、Tango そして Vera が含まれてい
る17。

この実験により、多くの金融機関がブロック
チェーン関連技術に関わることになった。また、
技術革新が達成されたことに加え、この実験は
金融サービスのインフラにおける将来の変革の
可能性も示している。この取組みが成功したと
判断された場合、世界最大級の株式市場である
NASDAQ は、過去数十年の間、金融資産取引
の円滑化に寄与してきたシステムに代わりブロ
ックチェーン技術の採用を検討している。

金融サービス市場のデジタル化基盤を完全に
刷新するにはある程度時間がかかるが、既に世
界中で有望な取組みが進んでいる。NASDAQ
は、エストニアにおいて、タリン証券取引所と
エストニア証券集中保管機関にブロックチェー
ンを適用したシステムを本格展開する計画であ
る18。これにより、NASDAQ がエストニア政
府から受託している、会社登記や公的年金の登
録および議決権行使の登録の効率的な運用が可
能になるだろう。

全ての情報を公開したほうが良
いわけではない

個人の電子カルテは、多くの場合、診療所、
病院、保険会社、またはその他のシステムに分
散されている。そのため、医師またはサービス
提供者は全ての情報へアクセスできるわけでは
ない。さらに、これらの情報には公開されては
ならない個人の機密情報が含まれているため、
サイバー攻撃による漏えいリスクに備える必要
がある。 

ある世界的な医療機器メーカーは、受診履歴
を安全に管理するため、「分散型受診履歴管理
システム」にブロックチェーン技術を適用する
方法を検討している。開発中のモデルはまだ試
作段階であるが、その基本設計は、ブロックチ
ェーンのセキュリティとプライバシーの分野に
おける潜在的可能性に着目している。

このシステムは、主治医が患者に対して医療

100

Tech Trends 2016: Innovating in the digital era   



処置や検査を告知するときに利用される。主治
医は、ブロックチェーンに記録された患者固有
のデジタル ID が付いた受診履歴を確認する。
その後、主治医は電子メールで、患者と開業医
または専門医の双方に対して、受診スケジュー
ルの調整や必要な手続きに関する連絡を行う。
医療処置が完了すると、開業医は、処置内容が
ブロックチェーンで管理されているという証明
書を発行する。同時に、「スマートコントラクト」
ロジックにより、証明書はアメリカ疾病予防管
理センタ（ワクチン接種率や追跡疾病などを管
理）や患者の保険会社（支払や診療報酬の手続
管理）などの関連する第三者に送信される。ブ
ロックチェーンの秘密鍵の保有者として、患者

自身だけがこの情報を受け取れる相手を決定で
きる。

ここで紹介したブロックチェーンの利用方法
は、医療機関の受診履歴のみに焦点を当ててい
るが、デジタル ID による個人情報の保護、管
理を分散型台帳システム上で行う技術は、今後
様々なケースで利用することができる。

近い将来、個人が自身の金融取引履歴や医療
機関の受診履歴、および物品購入履歴のような
個人情報を集約、管理することができるように
なるだろう。その基盤となり得るのが、デジタ
ル ID を用いて証明書の共有方法や共有相手を
コントロールできる分散型台帳システムなのだ。
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私の見解
BRIAN FORDE
Director of digital currency 
MIT Media Lab

数十億ドルのお金が、ビットコイン関連のベン
チャー企業に投資されているというエコノミスト
の報告からもわかるとおり、企業がビットコイン
などの仮想通貨を利用したビジネスチャンスを模
索している。この新技術には、将来、人や組織間
のありとあらゆる取引手段を抜本的に改革する可
能性があるからである。例えば、ビットコインな
どの仮想通貨を利用することで、人々は銀行を利
用することなく送金し、弁護士や公証人に頼むこ
となく強制力のある契約を書くことができる。つ
まり、企業がオンライン決済をより安全かつ安価
に行うことができるのである。実際、コストをほ
ぼゼロにすることで飛躍的にコミュニケーション
を増加させたインターネットと同様に、仮想通貨
もまた飛躍的に取引を増加させる可能性があるの
である。この新技術を採用した新規参入者は、既
存産業を崩壊させる脅威となるだろう。

これが、あなたの会社にとって何をもたらすだ
ろうか？仮想通貨の可能性を理解するには、まず、
あなたの会社が行っている顧客との取引を紐解く
必要がある。例えば送金について考えてみよう。
手数料を徴収しているブローカーや仲介者は誰
か？おそらく、それらはクレジットカード会社ま
たは電信送金に関わる企業だろう。仮想通貨での
取引を実施した場合、これらの仲介者と手数料は
不要となる。つまり、高額な中間マージンを排除
した形式での P2P 取引を可能にするのである。

「…我々はより安全で、効率的に、所有権
を移転できる技術を研究している。この技
術が実用化された際には、率先して採用す
る企業はより効率的に取引を増やし、かつ、
取引費用を削減できるだろう」

次に業界に特化した新たな活用方法を検討して
みよう。

例えば、エンターテインメント業界では、ブロ
ックチェーンを用いたシステムを通じてコンサー
トチケットを発行し、デジタルウォレット間での
所有権の証明書移転を可能にする。これにより、

いままでのように、1 つのチケット PDF が同時
に他の 10 人に転売されることを心配する必要が
なくなるのである。金融機関は、顧客との法的手
続や契約を合理化することができる。また、メデ
ィア企業は、同様にデジタル著作権管理へのアプ
ローチを変えることができる。2015 年、イギリ
スのミュージシャンである Imogen Heap は、
歌を聴く権利者の管理のために、ブロックチェー
ンを活用したリリース方法を示したことで、話題
をさらった19。以前は、アーティストは共通のデ
ジタル著作権管理プラットフォームの使用を与儀
なくされていた。ブロックチェーンを活用するこ
とで、アーティストは実際に歌を所有し、他の人
にそれを転売することができ、より早く、報酬を
受け取ることができるようになるのだ20。

顧客の個人情報保護に対する、ブロックチェー
ンの活用はより緊急度を増してきている。例えば、
不正行為を防止するために、多くのオンライン小
売業者は、ただ品物を購入するだけであっても、
氏名、住所、クレジットカード情報などの個人情
報の提供を要求する。しかし、これらの取引のた
めに収集したデータはサイバー攻撃の格好のター
ゲットとなり、情報漏えいのリスクを高めること
になる。しかし、ブロックチェーンを利用するこ
とで、小売業者は物品購入のために個人情報を保
持する必要がなくなるのである。そして、より安
全な個人情報保護と、システムの相互運用性の観
点から、電子カルテや学業成績証明書など様々な
分野でのブロックチェーンの活用が模索されてい
る。

現在、我々はより安全で、効率的に、所有権を
移転できる技術を研究している。この技術が実用
化された際には、率先して採用する企業はより効
率的に取引を増やし、かつ、取引費用を削減でき
るだろう。ただし、この世界に足を踏み入れる際
には、まずビットコインウォレットをダウンロー
ドし、自分自身で試してみることをお薦めする。

ブロックチェーンという、黎明期にある技術の
新しい活用方法を生み出すために。
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サイバーリスクの視点から
ブロックチェーンの提供する強固なセキュリティ

は、人々の関心を惹きつけている。ブロックチェーン
には、例えば次のような利点がある。

・ネットワーク上に分散配置されている元帳により、
金融機関のような第三者の介在なしに「トラスト」
の確立された取引が可能になる。

・ 一つのブロックに取引日時、参加者、取引内容とい
った取引に関連する情報全てが格納され、またその
中には最新の取引だけではなく過去の取引履歴も
併せて保持されている。ブロックチェーンのノード
に参加する全てのコンピュータがブロッ
クを共有することで、改ざんやシス
テムダウンを回避する仕組みを
実現し、完全性や可用性とい
ったセキュリティの基本要
素をカバーしている。 

・ブロックチェーンの取引
の成否は、参加している
マイナーたちの実行する
複雑な演算処理の結果によ
り判定される。全てのマイ
ナーによる演算処理の結果が
同一解に至れば、その取引は認
証され、ブロックに記帳される。

・ノードに参加する全てのマイナーによって取引が
認証されるという仕組みにより、一台のコンピュー
タだけで取引を不正に改ざんすることはほぼ不可
能になった。たとえばあるノードの参加者がブロッ
クの中のデータを任意に書き換えた状態で取引を
実行した場合、ほかのノードのコンピュータの中に
あるデータのブロックと一致しなくなり、その取引
は正当な取引として記帳されない。

ブロックチェーンには、金融機関の仲介を必要とす
る伝統的な取引システムと比べてセキュリティ上の

優位点がある一方、取引の完全性を損なう潜在的な
リスクやプロトコル上の弱点もまた存在する。例え
ば 2014 年には、特定のマイニングプール（複数の
マイナーが協力してマイニングを実施する）がビッ
トコインマイニングの 50％以上を占有していたこと
が発覚した。ビットコインの極めて重要な特徴であ
る「分散化」を無力化するという、前例のない力を
持つに至ったのである。これにより、このマイニン
グプールは、同じビットコインを 2 回使う、競合す
る他のマイナーの取引を拒否する、ビットコインを
多数所有する人々から高い手数料を徴収するといっ
た行為を行っていたのである21。また、 2015 年には、

Interpol cyber researchers により、コン
ピュータウィルスを始めとしたマルウ

エアをブロックチェーンに仕込め
るという弱点が警告されてい

る22。
実証段階の技術であるブロ

ックチェーンには、まだ確
立したセキュリティポリシ
ーは存在しない。そのため、
上記以外にも潜在的なセキ
ュリティリスクを内在してお

り、現状では、その多くを不
特定多数のユーザの自制と良心

に依存している状態といえる。
潜在的なリスクに関する議論が不十

分である以上、将来ブロックチェーンの脆
弱性が発覚し、金融システム全体が崩壊する、ある
いはコンピュータの性能が向上し、元帳の改ざんが
可能になってしまうといった可能性も十分考えられ
る。しかし、たとえそうだとしても、企業はブロッ
クチェーンを活用する機会を模索するべきである。あ
らゆる最先端のテクノロジーにリスクは付き物であ
り、その先の果実を手にするためにも、パートナー
と課題に取り込み、リスクを常に注意深く確認し、慎
重に、柔軟に活用に向けた航路を切り開いていくべ
きなのだ。
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始め方
早くからブロックチェーンビジネスの活用を

模索している企業（その多くは金融業界が占め
ている）は、イノベーション研究、及びベンチ
ャー企業への投資を行い、ブロックチェーンの
試験運用を行っている。また、産業間で連携し、
ブロックチェーンを活用した業務・ビジネスモ
デルの再構築に関する研究に積極的に取組んで
いる。ブロックチェーンが、高コストで、リア
ルタイムの必要性のない、信頼性の低い取引を
効率化する一助となる、新しいモデルの導入方
法を検討しているのだ。

ブロックチェーンをより活用できる新しい商
品やサービスはあるのだろうか？

今まさに、理解を深め、経験を増やし、ブロ
ックチェーンがどのように、どんな場面で役に
立つのかを深く検討する時なのである。

ブロックチェーンの研究に必要
な要素
・教育：モバイル、アナリティクス、もしくは

クラウドのような他の新しいテクノロジーと
は異なり、ブロックチェーンは理解が難しい
技術だ。ブロックチェーンとは何か、どのよ
うに動いているのか、そしてなぜそれが重要
なのか？という知識は必要不可欠である。ま
た、ビットコインのような技術黎明期におけ
る一般的な使用方法は、的外れでつまらない
と思われているかもしれない。そのため、規
律あるイノベーションへのアプローチと特定
の組織や産業を想定した使用例とが理想的に
一致した形での解答を構築していく必要があ
る。

・エコシステムの受入：ブロックチェーンのコ
ミュニティは大手企業、テクノロジーベンダ、
研究機関、ベンチャーキャピタル、ベンチャ
ー企業などで構成される。どのエコシステム

（ブロックチェーンサービスや標準規格）が
勝ち残るかを心配している時ではない。世の
中で活用されるサービスや規格は、将来的に
様々なプロトコル、プラットフォームへの対
応を余儀なくされ、必然的に標準化への道を

たどるのである。

・パートナー企業の選択：ブロックチェーンエ
コシステムの成長につれて、拡大に向けた取
組みを加速するために、一社以上のベンダを
パートナーとして選定することもあるだろう。
しかし契約書にサインする前に、そのパート
ナー企業の提案のどの部分が、ユニークで見
込みがあるのかを理解すべきである。そのパ
ートナー企業はあなたのニーズを満たすソリ
ューションに（もしくは概念実証程度でも）
共同出資をする気があるか、また、ベンチャ
ー企業への支援を検討する際の典型的な注意
点である、パートナー企業の経営陣と取締役
会、ベンチャーキャピタルとの関係、資金調
達の度合い、財政健全度への理解を確認する
必要がある。そして企業規模の大小にかかわ
らず、固い依存関係と将来の交渉余地のバラ
ンスの取れた出口戦略を定義することだ。昨
日の敵は今日の友かもしれないのだ。

・ブロックチェーンの利用範囲を知っておくこ
と：パブリック型かプライベート型かセミプ
ライベート型か？その言葉の意味合いを十分
に考えることだ。大企業はしばしばプライベ
ート型を選択する。基本的にこれまでの信用
を維持することを前提にブロックチェーンを
活用したいのだ。ただし、それぞれのタイプ
ごとに利用上の制約が存在するため、使用用
途に合った選択をする必要があることを覚え
ておいて欲しい。プライベート型の選択が常
に最良の選択肢とは限らないのだ。 

・ブロックチェーンの限界を理解する：ブロッ
クチェーンは万能薬ではないが、単なる見せ
かけの共有データベースでもない。ブロック
チェーンの Proof of Work を稼働させるに
は一定の時間と資源を消費する。また、正常
な運営のために盗難や詐欺を防ぐためのコス
トが必要となる。Proof of Work にはこの
ような課題があり、ブロックチェーンの理想
的な仕組みとは言いきれない。 
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・インセンティブを考慮する：ビットコインで
は、マイナーはマイニング（採掘）を行うこ
とでビットコイン（インセンティブ）を稼ぐ
モデルが採用されている。もしあなたがマイ
ナーであった場合、どのような経済的インセ
ンティブがあれば不正を行おうとしないだろ
うか？
 

・規制の遵守：考慮すべき点が 2 つある。
1 つ目は、ブロックチェーンの技術の発展に
規制が追い付かないという点だ。一時的にブ
ロックチェーンの取引における規制ができた
としても、恐らくはテクノロジーの発展によ
って、それらの規制はすぐに、意味のないも
のとなりうるだろう。インターネット上の諸
問題と同じく、パブリック型ブロックチェー
ンは規制の網をかいくぐるだろう。そして、

プライベート型ブロックチェーンは限定的な
合意の下で運営されることになるだろう。 

2 つ目はさらに興味深い。コストがかかり、
時に効率的ではないだろうが、第三者機関であ
る手形交換所、証券取引所、政府機関、他の中
央組織が、仲裁と紛争解決において重要な役割
を演じるというものである。これら第三者機関
は取引を取り消す権限を持っているのだ。現代
の金融システムが、効率性の改善と信用の創造
に向け 1970 年代にレガシーシステムを導入
した際にも、同様の規制が展開された23。金融
システムとブロックチェーンは技術的には多く
の点で異なるが、ブロックチェーンのために整
備される規制は、総じて既存の金融機関やブロ
ックチェーンビジネスを展開している企業の双
方に対して有益である。
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要点
ビジネス、政府、そして社会は「トラスト」の上に成り立っている。金のためにしか動かない評論

家であっても、この基本的な点には同意せざるを得ない。結局のところ、通貨とは、個人または社会
が所持する目に見えない「トラスト」の価値を可視化したに過ぎない。現代のテクノロジーで「トラ
スト」の仕組みを再構築するということは、非常に歴史的で破壊的なことだ。

ブロックチェーンを利用することで、最終的に古い「トラスト」の仕組みが消えることになるのだ
ろうか？

現状、それは極めて可能性が低い。しかし、もしブロックチェーンによる新しい「トラスト」の世
界構築を目指し、その取組みに実質的、かつ効果的に関わり続けることを望むのであれば、今がまさ
にそのときである。 
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日本のコンサルタントの見解
ここでは我が国におけるブロックチェーンの普

及に向けたポイントと今後の展望について紹介し
ていきたい。

実証段階のブロックチェーン
日本においても、ブロックチェーンに対する注

目度はかつてないほど高まっている。グローバル
で展開されている、R3 コンソーシアム（金融機
関によるブロックチェーンプラットフォーム構
築）や Hyper Ledger Project( 業界横断的に利
用可能なブロックチェーンプラットフォームの構
築 ) という取組みに、日本の大手金融機関、製造
業、システムベンダが参画し、標準規格の構築と
コンソーシアムメンバとしての活用を模索してい
る。また「Orb」や「mijin」といった、高い技
術をもつ企業が提供するブロックチェーンベース
のプラットフォームを活用して、大手企業各社が
決済・送金・登記・医療など様々なサービスの実
証実験を開始している。今まさに、世界で、そし
て日本で、ブロックチェーンのビジネス活用、社
会実装を目指す競争が激化しているのである。

普及に向けたポイントは？
1．利用者に安心して使ってもらえる仕組み

SNS が普及し、P2P サービスが身近になっ
た昨今、様々なプラットフォームを介したサ
ービスの利用が普及してきている。

それでも、ビットコインのような、特定の
責任主体を持たないサービス提供モデルは、

「何かが起きたとき、誰が保証するのだ」と
いう利用者の声が聞こえてきそうな、受入れ
難いサービスである。ブロックチェーン自体
は、「何か」を可能な限り起こさない技術的
な仕掛けを持つが、それに加えて、利用者に
安心して使ってもらえる仕組みを備えること
が、普及の成否を左右するポイントであると
いえる。

日本で広く受け入れられたサービスの特徴
として、強力な権威を持つサービス提供者が、
一定の枠組みの中で品質を管理・保証してい
るサービスが挙げられる。

銀行の ATM や鉄道の自動改札などはその
典型的な例であろう。

ブロックチェーンにおいても、提供される
サービスの特性を考慮しつつ、明確な権威に
よる品質の管理・保証が可能となる仕組みを
設計することが肝要なのである。

以下に、3 つのサービスのタイプを挙げる。

Ａ．パブリック型：
誰でもノードに参加できるチェーン。

特権的なサービス提供者は存在せず、ノ
ード参加者、或いは参加者からなるコミ
ュニティの自治によって運営されている。

日本においては、個人やコミュニティ
ユーザを中心に参加・利用が広がってい
くと考えられる。

Ｂ．セミプライベート型 ：
複数の企業、団体によるコンソーシア

ムを成立し、許可されたメンバのみがノ
ードとして参加できるチェーン。利害一
致を前提としたコンソーシアムがサービ
ス提供者となり、サービスを一定のコン
トロール下に置くことができる。

利用者にとって、明確な主体がコント
ロールする仕組みは受け入れやすい一方
で、企業、団体にとってはコンソーシア
ム立ち上げの調整コストがかかるという
側面もある。

Ｃ．プライベート型：
単一企業・組織内のユーザのみがノー

ドに参加できるチェーン。ブロックチェ
ーンの技術で既存システムのデータベー
スを置き換えるような形になる。

利用者にとって受け入れやすく、企業、
団体にとっても導入は容易である一方、
ブロックチェーン最大の特徴であるオー
プン性が極めて限定されるため、なぜブ
ロックチェーンを活用するのか？という
明確な理由が必要となる。

2．情報セキュリティ（個人情報保護）の重要性
ブロックチェーンでは、極めて改ざんが難

しい形式で、かつ分散してデータを保持する
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ため、情報セキュリティに関する耐性は高い
と言われている。一方、個人情報保護という
観点でのリスクがあることも事実だ。

ブロックチェーンのデータは公開鍵認証に
より暗号化されており、データ自体は参加し
ている全てのノードに分散される。ただし、
鍵を持っているユーザにとって、一度復号化
されたデータは、それが自分にかかわりのな
い過去の取引であっても閲覧することが可能
だ。つまり、復号化したデータに含まれる個々
の取引履歴には、個別の閲覧制御をかけるこ
とができないのだ。

すでに利用されているサービスであるビッ
トコインにおいても、復号化したデータの中
で他者の取引履歴を閲覧することができるが、
取引履歴と現実世界の人間のひも付けができ
ないため、さして大きな問題になっていない。
しかし、ブロックチェーンの活用が進み、チ
ェーン内のデータが現実世界の人間と紐づい
た場合、個人情報保護に関する問題が一気に
深刻度を増すことになる。個人情報を保護で
きるセキュリティの仕組みは、ブロックチェ
ーン活用を志す企業、各研究機関にとって社
会実装、ビジネス展開に必要不可欠な要素と
なっているのだ。ただし、過度なアクセス制
限の仕組みによって、オープンな分散処理で
あるブロックチェーンの特徴が損なわれない
よう留意が必要である。

提供するサービスの特徴を踏まえ、ブロッ
クチェーンの技術的な優位性と、利用者への
安心感をもたらす仕組みを両立させることが、
日本におけるブロックチェーン普及に向けた
重要なポイントであるといえる。

3．既存システムからの移行
ブロックチェーンは、取引データを複数ノ

ードで分散させて格納できる分散型データベ
ースであり、勿論、既存データベースとの置
き換えも可能である。

置き換えにあたって考慮すべきポイントは、
既存システムとの機能面、コスト面での優劣
であり、特に移行コストは単純なシステムの
リプレースに比較して大きくなる。

この課題に関しては、クラウド型チェーン
を利用し、最小限の投資で、限定された領域
のみ移行し、残りの業務は既存のシステムを

継続使用するというアプローチにより回避す
ることが可能だ。さらに、ブロックチェーン
を利用するための API を活用することで、既
存の IT 資産との連携をスムーズに行うこと
が可能になっている。

ただし、如何に規模が小さくなろうとも、
一定のコストがかかることには変わりはなく、
それらを負担しても置き換えるに値する、ブ
ロックチェーンの機能面、コスト面での優位
性を明確にする必要がある。

現在行われている各種実証を通じて、どの
ようなビジネスシーン、システムに対してブ
ロックチェーンの優位性が示されるか、徐々
に明らかになっていくであろう。

ファーストペンギンは誰か？
普及に向け整備しなければならない要素や、リ

アルタイム性、大量データ処理性能などの技術的
な課題はあるものの、ブロックチェーンの技術は、
様々な取引処理を支える実装技術として活用が期
待されている。

日本における利用シーンはどのようになるのだ
ろうか？
「個人の履歴管理」、「物・情報の履歴管理」の

二つの軸に沿って見解を述べる。

1．個人の履歴管理
「個人の履歴管理」は、個人を一つのブロ

ックと考え、そのブロックを、個人が関わる
企業・団体間で受け渡しすることで、個人の
情報を累積していくというモデルだ。個人の
ブロックを作成し、資格認証機関や所属企業
とブロックをやり取りすることで、職歴・資
格歴が保証された形でブロックに記録される。
また、病院や薬局とブロックをやり取りする
ことで、病歴や投薬歴が保証された形でブロ
ックに記録される。それぞれの当事者によっ
て承認された電子履歴書と電子カルテの実現
が可能となるだろう。

今後、英国の midata のような、Vendor 
Relationship Management の考え方に基づ
く個人が情報を管理するスキームが日本で整
備されていくと、「個人の履歴管理」に関す
る爆発的なニーズの高まりが発生すると考え
ている。
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2．物・情報の履歴管理
「物・情報の履歴管理」は、物・情報を一

つのブロックと考え、所有者が移転するごと
に、所有者である企業や団体、個人間で受け
渡しすることで、物・情報の履歴を累積して
いくというモデルである。

このモデルにより、食材の産地から店頭に
並ぶまでの経路や、車の所有・事故歴などが、
改ざんできない形で管理することができるだ
ろう。

IoT が急速にビジネス展開され、物や情報

が目まぐるしく移転していく現状において、
高度な完全性、機密性、可用性を備えたセキ
ュアな「物・情報の履歴管理」は、明日にで
も必要とされる要素と言っても過言ではない。

ブロックチェーンのビジネス活用、社会実装に
向けた競争を制し、世界にファーストインパクト
をもたらす競争が世界で、日本で展開されている。
未だそのポテンシャルを具現化するサービスは登
場していない。誰しもがファーストペンギンにな
れる、極めて稀で重大な局面なのである。

日本担当者
篠原 彰　シニアマネジャー

外資系コンサルティングファームを経て現職。製造・流通・金融業を
中心に IT を軸にした経営改革、大規模システム導入プロジェクト経
験多数。近年は、最新テクノロジーを用いた、データ利活用の高度化・
社会実装をテーマにした政策提言、事業推進プロジェクトに従事。

渡辺 馨　シニアマネジャー

外資系パッケージベンダ、外資系コンサルティングファームを経て現
職。金融業界、特に銀行向け業務パッケージ導入、システム化計画策
定・実行支援を多く手掛けている。会計および決済システム全般にお
けるシステム構築に強みを持つ。
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直近の 10 年間、データというものは、単な
るシステム運用の副産物から経営者の戦略的な
アジェンダへと変貌してきた。アナリティクス
を強化することは、顧客の獲得1 や従業員のス
キル／知見向上2、新製品／サービス／ビジネ
スモデルの開発において新たなアプローチをも
たらしてくれる。人材が売り手市場の今、デー
タサイエンティストという職業が特に評価され
続 け て い る。 こ れ は、Harvard Business 
Review で「21 世紀の最もセクシーな職業」
としてもてはやされた 2012 年当時よりも、
一層顕著な傾向となっている3。

アナリティクスは、今や IT 領域のアジェン
ダ と 予 算 に お い て 主 役 に な っ て い る。 約
1,200 名の IT 経営者を対象に実施したデロイ
トの Global CIO Survey 2015 によれば、ア
ナリティクスはトッププライオリティの投資案
件であり、かつ最も大きなビジネスインパクト
をもたらしうる IT 投資だと位置づけられてい
る。またより広範囲に実施された同種の調査に
よれば、59％の調査回答者が、アナリティク
スをトップ 5 の課題の一つ、または競争優位
性を獲得するための最も重要な手法として位置

付けている4。分散データアーキテクチャやイ
ンメモリ処理、機械学習、データの可視化、自
然言語処理、コグニティブアナリティクスとい
った技術の進化は、各企業で堰を切ったように
力を発揮し始めている。これらの技術は数年前
には想像もつかなかったほど、経営上の疑問に
答え価値のあるパターンや洞察の発見に力を発
揮するようになった。もしかすると、こういっ
た状況を最も絶妙に表現したのは、テクノロジ
ー領域のベンチャーキャピタル、Hummer 社
の Ann Winblad 氏の言葉かもしれない。「デ
ータは、新たに掘り当てられた石油である」と5。

こうした背景にもかかわらず、奇妙なことに
アナリティクスを組織化し拡大するために必要
な投資を行っている企業は未だ殆ど無い。本来
なら構造化されたアプローチや継続的なプログ
ラム、集中的にイノベーションを産もうとする
取組みがあるはずのところ、スポットでの調査
や味見程度のプロジェクトなど、投資は実験的
なものに限られているのが実態だ。最初の一歩
としてはそれでも良いだろう。しかし、今後直
面するマスタデータ管理、データスチュワード
シップ、データガバナンスといった難易度の高

アナリティクスの「産業化」
掘り当てた石油をどのように精製するか

データはデジタル革新の基礎である。しかしながら、未だこの領域で人材獲
得／育成や基盤整備、そして情報から洞察（Insight）を得るためのプロセス
の整備に本気で取組んできた企業は殆ど無い。いま漸く数々の企業がデータ
の潜在的な力を引き出そうとして、新たな情報ガバナンスを考案し、データ
の活用方法を工夫し、イノベーティブな分析の方法論を見出し適用しようと
動き始めた。これらは継続的な成果や規模の達成を実現するための取組みで
ある。このような企業にとってアナリティクスは、戦略が求められる領域か
つ全社規模の投資を必要とする課題として取組まれ始めている。

115

Industrialized analytics



The taxonomy of a strong data analytics program

information acquisition & curation
Data stores support downstream processes by 
providing cleansed data for value-added apps.

insights to actions
A set of tools improves control over data 
accessed by the enterprise for business needs. 

analytics 
aware
2009–2013

analytics 
applied
2013–2016

analytics as 
a disruptor
2014–2018+

insight 
economy
2020+

analytics 
as r&d silo
1995–2009

actuarial
models

social
media

cloud
computing

crowd-
sourcing

machine
learning

cognitive
analytics

big
data

internet 
of things

digital
enterprise

smart-
phones

data
scientists

While the concept of analytics has been around for a long 
time, advances in data capture have made it a strategic focus.

Figure 1. The analytics journey

information to insights
Tagged logical or physical representations of 
data simplify access for business users.

information delivery
The provisioning of data to end users supports 
business analysis and decision making.

強力なアナリティクス・プログラムの4分類
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ビジネス価値を生むアプリケーションへ品質の高い
データを集約/提供するデータストア

INFORMATION DELIVERY
エンドユーザのビジネス分析や意思決定の役に立つ
データを提供する仕組み

INFORMATION TO INSIGHTS
ビジネスユーザのアクセスを容易にする適切に関連
付けされた論理的または物理的なデータ表現
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い課題には、場当たり的な対応では歯が立たな
いはずだ。

今データに対し、新たなアプローチで取組む
べき時が来た。CIO や経営者は、人材を確保
しながらデータの使い道を明確化してマネジメ
ントモデルを定義し、継続的な成果とスケール
を得るための基盤の整備に取組むべきだ。この
よ う な 取 組 み の こ と を 本 論 で は「 産 業 化

（Industrializing）」と呼ぶことにする。アナリ
ティクスの「産業化」によって、企業は、ビジ
ョンとその実現のための基礎となるテクノロジ
ーの能力、及びデータの持つ可能性をフルに活
用するために十分な経営規模を持った「Insight 
–driven」な組織6 へと発展するための礎を得

ることができる。

現状にとらわれずに考えること
アナリティクスの「産業化」は、成果を予見

可能としスケールの追求に貢献するだけでなく、
データの持つ可能性について全社の共通理解を
醸成する手段ともなる。これまでの多くのデー
タへの取組みは描写的／診断的なものとなりが
ちだった。即ち、「何が／なぜ／どのように起
こったか」の分析である。しかし、これらは重
要なポイントではあるものの、より予見的に「何
が起きそうか」に答えられるようであらねばな
らない。そうであってこそ、アナリティクスは
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「何をすべきか」と苦悩する意思決定者に一歩
前に進む力を与えることができる。良くも悪く
も IT の外にいる経営者は、アナリティクスへ
期待しないことに慣れてしまっている。このよ
うな経営者に、現状にとらわれることなくデー
タの潜在的な力の活用を考えてもらうには、 啓
蒙活動や関係者の巻き込みを仕掛けていくこと
が有効かもしれない。そういった活動によって
経営者はより高度な可視化ツールやコグニティ
ブテクノロジーを活用し、データから有益なパ
ターン、相関関係、洞察を発見することに興味
を持ち始めることだろう。しかし最も重要なこ
とは、これらの洞察が事業上の成果をもたらせ
るようになるにはどうしたらよいかを、自ら考
えられるようになることである。

アナリティクスを「産業化」する取組みにお
いては、データに関する戦略的なアジェンダを
打ち出し、その意義を明確に定義する必要があ
る。このアジェンダ作りはどのようにデータを
活用し管理するかといった企業のビジョンにも
反映され、それによって経営者は事業にとって
重要な KPI の向上に集中することができる。こ
のことは、部門を跨がるアナリティクス戦略が
個々の部門にどのような利益をもたらすのかを
明確にし、ステークホルダーを巻き込むことに
もつながる。ここではアナリティクスやダッシ
ュボード、先進的な分析技術がいかに戦略推進
を支援するものであるか、デモンストレーショ
ンや PoC（Proof of Concept）を実施してみ
ることも有効であろう。

T h e  t i m e s  t h e y  a r e 
a-changin’ ― 時代は変わる

現状にとらわれず考えるだけでなく、アナリ
ティクスについてこれまで採用してきたアプロ
ーチを見直してみるとよい。従来のアプローチ
であれば、まず何を知りたいのか識別したうえ、
データモデルを定義し、データウエアハウスを
構築してクレンジング／標準化して漸く分析に
たどり着く。こういったアプローチは既に陳腐
化していると捉えるべきである。確かに、既に
あるトランザクションデータから受動的に分析
結果を得るという手法でもこれまで長きにわた
り十分とされてきていた。

しかし、バリューチェーンの随所から構造化

されていないデータが爆発的な量で産み出され
る今日においては、異なるアーキテクチャが必
要である。データを入手したら、まずそこから
何ができそうか明確にすることが重要である。
このように取組む順番を見直すことで、分散デ
ータソリューションや非構造化データリポジト
リ、データレイクといった、データの収集蓄積
に関する新たな手法の必要性に気づくことにな
るだろう。そしてさらに、高度な可視化ツール
や、機械学習、コグニティブテクノロジーなど、
隠れたパターンや相関関係を掘り起し発見する
技術を採用することが自然な流れとなるだろう。
突き詰めると意思決定は、人間が介入すること
なく、更には人間が知ることすらなく実施でき
るようにもなるであろう7。

もちろん、抽出・変換・ロードといったこれ
までの技術が無意味になったということではな
い。データウエアハウスやビジネスインテリジ
ェンス（BI）、パフォーマンスマネジメントツ
ールがこの役割を担い続ける。しかし、前述の
ような基盤の整備を行って初めて、これらツー
ルは再利用可能かつ継続的な企業規模のプラッ
トフォームとなり、より効果的に活用されるよ
うになるのである。

特に重要なのは、長きにわたり蓄積されてき
た幾つかの「ベストプラクティス」である。マ
スタデータ管理はこれまで以上にクリティカル
な取組みとなる。即ち、顧客、製品、その他重
要なマスタをアナリティクスの取組みの基礎と
して整備し、企業の共通言語を定義する取組み
である。同様に、一貫性を担保するためのデー
タガバナンスや、進化したプラットフォーム、
オペレーションモデルの活用も重要である。無
秩序なままでは拡大成長の余地は無いからだ8。
最後に、データセキュリティおよび機密性の考
慮は、企業の壁を越えて顧客やパートナーとの
情報の共有を行うようになる以上、これまでに
も増して重要なものとなる。

誰が、どこで、どのように
「産業化」されたアナリティクスの追求にお

いては、体制の確立と実行がカギとなる部分で
ある。アナリティクスを所掌する組織の規模と
影響力は、現業部門側のデータに対する見方が
成熟し分析結果に対する期待が高まるのととも
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に、時間を掛けて進化していく。次に挙げる幾
つかのモデルを参考に、業界／企業／個々の経
営者のレベルに応じて組み立てられた体制がど
のようにアナリティクスを推進し支援すること
になりそうか、検討してもらいたい。

・集中化モデル：企業共通の一つのグループに
アナリストが所属し、そこから各部門・ユニ
ットへ多様なプロジェクトの形態をとってサ
ービスを提供するモデル

・コンサルティングモデル：一つのグループの
中でアナリスト達は協力し合うものの、事業
部門によって所掌されたプロジェクトなどの
取組みに参画することによってサービスを提
供するモデル

・Center of Excellence（CoE）モデル：企
業共通で設置された組織体が各事業部門のア
ナリストの活動をコーディネートし、知見や
ベストプラクティスを共有する仕組みを構築
するモデル

・事業主導型モデル：マーケティングやサプラ
イチェーンなどアナリティクスが最も必要と
される事業部の内部にアナリストが配置され
るモデル

・散在型モデル：アナリストが各事業部に所属
し、事業部間の連携は殆ど無い状態

どのような組織構造を採っても、有能な人材
の確保とその育成モデルの構築が避けられない
課題となるであろう。今あるヒューマンリソー
スを再構成するつもりで見直して頂きたい。R
言語や機械学習のための開発には Java 開発に
おける優れた経験が必要である。十分に必要と
され実現可能なより大きな洞察結果を得るため
には、事業部の現場から希望者を募り、データ
結合／探索／分析のためのツールを使いこなせ
るように訓練するのがよい。

戦術的な観点では、「産業化」された、また
は研究所のようなアナリティクスを構築するた
めに、コンサルタントや外部委託先の活用に挑
戦して頂きたい。地元の大学や研究機関とのパ
ートナーシップも今後のカリキュラムを充実さ
せ、長期的な人材育成とそこからの刈り取りに
つながる。将来有望な人材をインターンシップ
や「データハッカソン」イベントで見つけ勧誘
することもできるだろう。

アウトソーシングを積極的に活用すれば、短
期的な人材不足を補うことができるだろう。例
えば、長年付き合いのあるベンダであれ、付き
合い始めたばかりのベンダであれ、パートナー
シップ契約の一環として有能な人材を提供して
くれる企業はあるだろう。PoC の実施やビジ
ネスケース識別、計画推進の支援だけでなく、
自社の取組みをジャンプスタートするための献
身的な人材を供給してくれることもある。クラ
ウドソーシングに目を向けると、自社のロード
マップ上にある真の問題を喜んで発見しようと
してくれるエキスパートや学習中のエンジニア
が見つかるかもしれない。このようなアプロー
チは、新たな視点とブレークスルーをもたらす
思考を提供してくれるだけでなく、将来にわた
り人材供給のパイプラインを確立することにも
つながる。今日では、40 万人ものプロフェッ
ショナルを擁する Kaggle 社というデータサイ
エンスファームも存在している9。

本論でパズルの最後の 1 ピースとして紹介
するのは、新たな組織モデルだ。先進的な企業
は今、シックスシグマやアジャイル方式をアナ
リティクスに活用し始めている。目的は、継続
的でありながら敏捷なプロセスを探し出し、そ
こに投資し、実験してみることにある。それに
よって仕掛り中の取組みを減らし、継続的な改
善につなげることができる。こうした取組みの
積み重ねが組織全体で反射神経を養い、「産業
化」されたアナリティクスを実現し、予測でき
る継続的な成果を得られるような拡大と進化を
達成することになるのである。
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最前線からの学び

カスタマエクスペリエンス向上
に向けた Anthem 社の取組み

Anthem 社は米国の大手生命保険会社の一
つで、3,860 万人の会員を有する非営利民間
健保会社協会最大の組織である10。

同社は現在アナリティクスを活用することで、
米国全土の会員とのコミュニケーション、医療
関連法人との連携を変革する方法を模索してい
る。Anthem 社でヘルスケア・アナリティク
スを所掌する Patrick McIntyre 氏は次のよう
に語っている。「我々は新しいデータソースを
使って、カスタマエクスペリエンスや医療関連
法人との連携をかつてないほど強化したいと考
えている。我々のゴールは、有意義な結果を生
む新しいビジネスモデルへとたどり着くことに
ある」

Anthem 社がプロジェクトの初期段階で理
解していた重要な点は、有効な洞察を生み出す
ために、ビッグデータに対して適切なアプロー
チをとる必要があるということだ。不完全なア
ナリティクスは何の価値も生み出さない。その
ような理由から、Anthem 社は 2013 年のは
じめから 18ヶ月間もの時間をかけてデータク
レンジングを行った。一方でプロジェクトリー
ダーは変革の第一歩を踏み出すためのビジネス
のニーズについて丹念に情報収集し、また
Anthem 社が求める洞察を提供できるテクノ
ロジーを発掘した。

結果として、この 18ヶ月はとても有意義で
あった。2015 年に Anthem 社は幾つかのア
ナリティクスプログラムを試験的に開始した。
医療、保険請求、カスタマサービス、その他マ
スタデータを対象に実施されたアナリティクス
は既に洞察を提供し、社員の意識や行動に影響
を与えてきている。例えば、予見的な分析が行
えることによって今まで以上に顧客志向のアナ
リティクスを行えるようになった。Anthem
社は個々の会員を、保険の更新や請求の対象と
してではなく、自分向けにカスタマイズされた
ヘルスケアサービスを求める個人として理解を
深めようと取組んでいる。この実現のため
Anthem 社は、保険請求やその詳細情報を、

ソーシャルで「クオンティファイドセルフ
（QS）」と呼ばれるアプリのシグナルと関連付
ける仕組みを構築した。これを活用することで
同社は個人に最適化された健康プログラムを提
供し、他の医療関連法人との関係を強化しよう
としている。

また一方で、Anthem 社は自社のコールセ
ンタを通じて個々の顧客に適したサービスを案
内する双方向のコミュニケーションを試験的に
実施している。これらのコミュニケーションや
コールセンタからの情報は不満を持つ顧客の予
測モデルに活用されている。準リアルタイムで
実行される予測モデルに、テキストマイニング、
自然言語処理アプリケーションが加われば、サ
ービスに不満をもつ顧客を特定し、その不満が
顕在化する前に解消するアクションをとること
が可能となるだろう。

その他の試験的プロジェクトとしては、コー
ルセンタに何度か電話をかけた顧客についてア
ナリティクスを活用して他の医療関連法人の持
つ情報と関連付ける仕組みを構築している。顧
客からの電話が入ると医療関連法人のデータが
呼び出され、コールセンタのオペレータはこれ
らの包括的な情報を見ながら顧客からの質問に
答えることが可能となるのだ。

最近では、アナリティクスへの投資効果を最
大化するため、またより有効にビッグデータを
活用するため、Anthem 社は小売業のデータ
サイエンティストなどヘルスケア業界の外から
人材採用を行っている。これら他業界のアナリ
ストは、消費者に対する新たな視点を企業に提
供してくれる。McIntyre 氏は次のように述べ
ている。「彼らの参画は非常に有益だ。例えば、
これまで企業の側が決めてきたサービスメニュ
ーを顧客の側からより自由に選択できるように
なるにはどうしたらよいか、など業界の慣習に
囚われない質問を投げかけてくれるからだ。今
私たちは、現代の嗜好の多様化した消費者がど
のように選択し購入の意思決定をするのか把握
するため、自社のウェブサイトの利用方法を分
析して、購買パターンの分析やよりきめ細かな
顧客セグメンテーションモデルを見出そうとし
ている」
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McIntyre 氏は、Anthem 社におけるアナリ
ティクスの試験的な取組みはしばらく続き、
2017 年頃に大きな進展がありそうだと述べて
いる11。

重複データとお別れしよう
2014 年、総合産業用機器のグローバル企業

である Eaton 社は、全社的なアナリティクス
能力を拡大するため、また企業の取引、販売、
顧客情報などのデータ活用方法を再考するため、
業界規模の取組みの基礎固めに着手した。

Eaton 社でエンタープライズ情報管理／BI
を担当する Tom Black 氏は、この取組みの潜
在的リスクとリターンの調査を行い、成功の鍵
はマスタデータの構築とメンテナンスにあると
いう結論に至った。マスタデータは、全社的な
アナリティクスツールにとって信頼できる単一
のデータソースとなるものである。Black 氏は
次のように語る。「確固たるマスタデータ群の
計画がなければ我々は支離滅裂な仮設と推論の
山に埋もれてしまうだろう。アナリティクスを
本当に響くものにしたいのであれば、企業全体
の視点からマスタデータ管理に取組む必要があ
る」

しかし、従業員 9 万 7 千人、販売国が 175
ヶ国12 に及ぶ企業のマスタデータ群を作ること
は決して容易なことではない。Black 氏は語る。

「20 年分の取引データを数百に及ぶ ERP シス
テムから集め統合することは、簡単なことでは
ない。しかしそれを把握したとき、とても強力
な武器を入手できたことに気づいた」

実際とても強力だ。Eaton 社の IT チームは、
多くの孤立したデータやポータルサイトを中央
データハブに接続した。そこでは、過去から今
現在までの顧客や製品に関するデータにアクセ
スすることができ、掘り下げたレポーティング
や解析を行うことも可能だ。このハブではまた、
役立つ可能性がありながら集約し蓄積すること
が困難または不必要だった情報についてリンク
を保持している。このフレームワークは戦略的
分析やオペレーション分析に大いに役立ち、よ
り少ない労力で革新的な取組みに貢献する。例
えば、とある主要なメーカーは Eaton 社の生
産部門に部品を供給するサプライヤである一方、
Eaton 社から自社のオペレーションの為に製

品を買う顧客でもある。マスタデータの整備を
一層進められれば、ハブを介してこのような双
方向の取引情報を突き合わせ、販売担当者にま
だ発掘されていない機会を提案してくれるかも
しれない。

このミッションクリティカルなマスタデータ
群のメンテナンスを行いデータ品質を向上させ
るため、Eaton 社はトップダウンのデータガ
バナンス部門を設置した。その部門では事業部
門のオーナー、データリーダー、データスチュ
ワードがデータの確認や点検作業の管理監督を
行っている。彼らはまた共同してデータセキュ
リティ管理に取組んだり、データ可視化ツール
やダッシュボードなどの必要なツールを提供し
たりしている。ユーザレベルでは、プロジェク
トマネジャーが各個人やチームに対し、自社の
アナリティクスからより多くのものを得られ、
また他部門と共同したアナリティクスの取組み
を行えるようにサポートしている。

Eaton 社はアナリティクスを集約化する取
組みと組織を強化することとのバランスをとる
必要性を認識している。このようにして、効率
化や新しい働き方のためだけではなく、新製品
やサービスの開発も推進するため、「産業化」
されたアナリティクスを導入し活用しているの
である13。

アナリティクスの筋力を鍛える
業界ごとに異なるアナリティクスの多様性を

何かに喩えるとすれば、半陸上性のカニ、シオ
マネキだ。シオマネキのオスは片腕だけ大きな
ハサミを有している。これは、幾つかの業界を
経験し現在 Zurich 保険グループでエンタープ
ライズデータ／アナリティクス／アーキテクチ
ャのグローバルヘッドを務める Adam Braff 氏
の言葉だ。「どの業界／企業もそれぞれに成熟
した筋肉質な手足がある。これこそが、アナリ
ティクスをどのように使うべきかを教えてくれ
るものだ。保険業界においてアナリティクスは、
保険の引き受け、価格設定、そして根幹をなす
保険数理モデルと常に寄り添ってきた」

このアナリティクスという成熟した腕を利用
して、Braff 氏は未開発のアナリティクス領域
の機会をうかがっている。例えば、間接販売の
チャネル、顧客ライフサイクル評価、オペレー
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ションエクセレンスやその他の領域などだ。
「我々の取組んでいる課題は異常値を特定して
行動に移すことだ。データをまとめてユースケ
ースに優先順位をつければ、そこに成功につな
がる鍵があるだろう」

Zurich はアナリティクスが有効である未開
の領域を見つけ出し、そのために必要なデータ
リソースとスキルセットを定義し培っていく旅
の途中にある。第一歩は、「ヒアリングツアー」
だ。自社の現場の管理職を集め、直面している
業務課題を理解し、アナリティクスで解決でき
る方法を検討した。現場サイドの中でも意欲に
富んだ先攻部隊は、そのようなニーズをもとに
まずは短期で遂行可能なデータアナリティクス
のプロトタイプ企画をまとめる。そして小さく
スタートし、ソリューション価値を証明して、
すぐにスケールを大きくしていく。

そうしている間に、迎え撃つ IT／アナリテ
ィクスサイドではデータ品質などの基礎作りに
集中する。最近 Zurich は自社のアナリティク
ス部隊とデータストレージを分散化している。
包括的なデータ成熟度アセスメントを行うこと
で、自社のデータ資産の品質と潜在的有用性が
全社的に理解されるよう取組んでいる。同時に
Zurich は、それぞれのグループが価値を生み

出すためにデータをどれ程効果的に活用してい
るか評価している。それにより、下流部門で使
われるデータが一貫して高品質なものとなるよ
う、全ての上流部門においてデータ品質を測り
データ品質に責任を持とうとする意識が浸透し
てきている。

第三のステップは、「産業化」されたアナリ
ティクスに必要となる組織や人材の開発だ。IT
ワーカーに必要とされる点は 3 つある。1 つ
目は、適切な質問を行うことができる十分なビ
ジネスセンスである。2 つ目は、適切なアプロ
ーチを導き出し結論の妥当性を綿密に調べるた
め、アナリティクス技術や統計モデルのバック
グラウンドを有していることだ。3 つ目は、た
だ単に要求を書き取ることだけではなく、ソリ
ューション自体を開発できる技術的知識を有し
ていることである。Braff 氏は次のように語っ
ている。「ソリューション開発のために事業部
門と働きフィードバックを直接もらうことは、
アナリティクスをどのように現場の課題に適用
させられるかを学ぶことができる最善の方法だ。
このサイクルを回していくことで、社員のスキ
ルを向上し企業の“アナリティクス筋力”を強
く鍛えられるのだ14」
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私の見解
JUSTIN KERSHAW
Corporate vice president and CIO
Cargill, Inc.

米国最大の非上場企業で大手グローバル食品加
工、穀物メジャーである Cargill 社において、ア
ナリティクスを「産業化」する取組みはビッグデ
ータの活用をあれこれ模索するためのものではな
い。むしろ、より広い目的のためデータを収集・
管理・分析する方法を進化させ続けるための戦略
的な試みである。また、分析から少しずつ収集さ
れる洞察を事業上の成果の改善に用いるための試
みである。当社ではより数字に対して興味を持つ
文化を根付かせ、さらなる意思決定のためにアナ
リティクスを活用し、顧客に対してより良い成果
を上げるようと努力している。

「データの質が悪ければ、間違った洞察を
生み出してしまうことを忘れてはならない」

当社の商品取引およびリスク管理におけるアナ
リティクス能力はこれまでも優れたものだったが、
その利点は社内全体の業務に浸透しきっていなか
った。より多くの業務がデジタル化され続けるに
つれ、オペレーションにアナリティクスをより高
いレベルで適用させる取組みが脚光を浴びてきた。
これは生産プロセスだけではなくバックオフィス
すべてにも該当している。IT チームは過去 2 年
以上にわたり変革し続けたが、これらの変革の多
くはアナリティクスによって成果を生み出し、ま
た成果目標の設定を行うことが出来てきたゆえの
達成である。その結果、今では我々の業績はより
定量的に把握し予測することが可能となった。当
社は、異なるプラットフォームで業務を行う 68
のビジネスユニットから成る持株会社制から、新
たな 5 事業部体制の組織（と、新たなマインド
セット）への変革を行い、より完全に統合された
業務オペレーションを確立しようとしている。こ
の組織変革に際し当社では、アナリティクスに裏
打ちされた数字の管理を生産性や業績の向上に活
かすための新たな戦略とオペレーションを導入し
ようとしている。

CIO の仕事の一つとして、導入したツールや

プロセスがどのように機能するか（機能しそうか）
を、事業部門と IT 部門双方がより良く理解でき
るように提示する義務があると考えている。この
意識のもと、パフォーマンスに関する洞察を生み
出し成果を得るために、まずは IT を対象にデー
タ管理と分析をおこなうアプローチを見直した。

当 社 の IT 部 門 の オ ペ レ ー シ ョ ン は、 年 商
1,350 億ドル規模の事業部門に対し 10 億ドルの
ビジネスを行っていると位置づけることができる。
自分たちの IT 部門が一つのビジネスであるかの
ように、収入／費用／ROA などの指標をトラッ
キングしている。私たちは、重要な洞察を生み出
し業務改善を行うために当部門がいかにアナリテ
ィクスを使いこなせるものかについて、社内全体
の成功例となるよう努めている。この目的を達成
するためにスコアカードや KPI、ダッシュボード
を作成し、我々がどのように日々業務を遂行して
きたかを定量的に可視化するなど、アナリティク
スの仕組みを適用してきた。
「数字文化」の醸成のためにアナリティクスを

使うに際して、質の悪いデータは間違った洞察を
引き起こしてしまうということを忘れてはならな
い。実際に各部門で扱っているデータ品質を改善
するためには、従業員はどのようにデータを使っ
て考え、どのようにデータに対して責任を持つの
かという点で、リーダー自身が総合的に変革を主
導していくことが必要となる。しばしば企業は、
システム導入後に煩雑なデータを隅から隅までク
レンジングするために膨大なコストを費やすとい
う試練に見舞われる。もしそれを行う必要がなか
ったらどうなるだろうか？もし統制のとれたデー
タマネジメントアプローチや、品質に対して正当
に評価されるような文化に変えることができたと
したらどうだろうか？　ルールがあれば見返りの
ある成果をもたらすことになるだろう。自分たち
のデータを理解しやすくするためにデータサイエ
ンティストを雇う際、分析を開始する前にデータ
をクレンジングして彼らの負担を軽くすることが
できれば、大きな違いがもたらされるだろう。こ
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のとき、定性的ではなく定量的に有意な発見をし
た人や、どこでシステムにデータが入力され結果
的にその仕事が完了したのかという問いかけに対
して体系立てて回答できる人は、それぞれが正当
に評価される文化をわずか半分の努力で醸成する
ことができるだろう。

私は、検討中の買収や投資について重役たちと
会話をするときこんな進言をする。買収や投資を

行う前にほんのわずかのコストを費やして、自分
たちのシステムを運用している各個々人をトレー
ニングしてデータ品質を改善するための処置をと
るべきだ、と。本質的には、素晴らしいデータに
は正当な評価を与えるべきである。そうすること
でより良いデータ品質がより良い計画をもたらし、
それが今度はより良い実行をもたらして、最終的
には投資が効果をもたらすことにつながるのだ。
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サイバーリスクの視点から
企業はアナリティクスを「産業化」するために、デ

ータガバナンス、データ用途、情報管理モデルの構築
に取組む一方、プランニングから実行までの全工程に
おいてサイバーセキュリティやデータプライバシー
について配慮すべきである。アナリティクスを「産業
化」する過程でこれらを常に意識することによって、
ビジネスや技術基盤、あるいは顧客における潜在的な
リスクついて企業の意識を高めることができるだろ
う。

また、アナリティクスの「産業化」が実現すること
によって組織は内外の脅威の全体像を常に把握する
ことができるようになるだろう。すでに内部
に外敵が侵入しているような事態で
は、意図的に脅威が発見できな
いような工作をされる場合
もあるため、単純に城の
周りに堀を作ることだ
けが効果的なサイバー
リスク対策とは言えな
い。たとえリスク対策
のために武装した兵士
を適切に配備したとし
ても、無邪気な内部ユ
ーザが不用意に悪意ある
サイトにアクセスしてしま
えば、そのユーザの PC だけ
でなく企業の全システムにウィ
ルスを感染させてしまうことも十分あ
り得る。サイバーアナリティクスはこのような脅威の
対策を含め多様で重要な役割を担う。例えば、ネット
ワークの「平常」の状態をベースラインとして定義す
ることで、少しでも特異な動作が行われればそれを検
知することが可能となる。

これまで、企業は長期にわたって統一基盤の構築と
メンテナンスを行い、その統一基盤の物理的なデータ
リポジトリだけをデータ分析の対象としていた。しか
し新しいモデルでは、もはやそのような物理的なリポ
ジトリ内に限定されず、社内外の仮想化された広大な

「データレイク」を分析の対象とすることができるだ
ろう。

このデータレイクモデルを活用することによって、
組織やデータサイエンティストはこれまでにない膨
大なデータを使用して、これまで以上に深化したアナ
リティクスをすることが可能となる。しかし一方で、
サイバーリスクやプライバシーリスクの新たな懸念
ももたらすため注意が必要である。

・仮想環境のデータは 100％信頼できるものではな
い：データレイクモデルのデータには、自社のフ
ァイアウォールの内側にある安全なデータと、必
ずしも安全とは限らない外部ソースから取得した
データが存在する。データレイクモデルに移行す
る企業はこのような状況を理解し、データの信頼
性を担保する多様な対応策を講じる必要がある。例
えば、故意に操作されたデータへの対応策と単純
に整備されていないデータへの対応策は、それぞ
れ別のアプローチが必要となるだろう。

・外部取得データは特殊なリスクを持ち、セキュリ
ティ／プライバシーの問題を引き起こす：例えば、

インターネットショッピング業者が 3ヶ月
間の顧客のトランザクションデータを元

に、ある顧客が頻繁にとある商品を購
入していることを検知したとしよう。
そして、データを基にその顧客の
健康状態を推測し、必要と思われ
る商品のクーポンを送ったとしよ
う。このケースで最良のシナリオ
は、顧客がクーポンを利用し業者
からのオファーを高く評価するこ

とである。最悪のシナリオは、その
業者が、知らないうちにメディカルデ

ータの取り扱いに関するプライバシー規
定に違反してしまうことである。

アナリティクスプログラムが最終的な推測として
どのような情報を導きだすのか、事前に知ることは
できない。そのため企業には、自社ブランドを守る
ためだけでなく、顧客に対するリスクを管理するた
めに強固なデータガバナンスポリシーが必要となる。
このポリシーによってデータライフサイクルの厳格
な制限をすることにより、有効期限が切れた情報を
元にした不正確な推測が出力されることを防ぐこと
ができる。また、ポリシーによって生成データの潜
在リスクの特定や疑わしいデータの見直しを要求す
ることも可能となるだろう。このように、企業が拡
張性と継続性を持つ「産業化」されたアナリティク
スソリューションを導入しようとするのであれば、デ
ータガバナンス、多層的なデータ用途、情報管理モ
デルそして革新的なデリバリメソッドを考慮した、全
社的なアナリティクスプログラムの追求が必要とな
るだろう。
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始め方
広汎な可能性を秘めるアナリティクスは実に

挑戦的な領域である。システムに眠るレガシー
データ、業務オペレーション、あるいはステー
クホルダーがビジネスにおけるデータを重要な
ものと感じるその確信の中に、アナリティクス
の可能性は溢れている。おそらく経営幹部クラ
スや他の意思決定者たちが、IT に対する信頼を、
つまり「IT がビジネスに有益な洞察をもたら
してくれるのではないか」という期待を持つこ
とができないために、アナリティクスを巡る取
組みはより難易度の高いものとなってしまって
いる。このような経営者の実感はアナリティク
スに力を注ごうとする際に障壁となってしまう
かもしれない。しかし、アナリティクスを「産
業化」しようと試みることこそが、経営者層の
不満に対する答えとなりえるものであり、経営
者層に有益な洞察を届けることや、アナリティ
クスのその本来の力を発揮するための枠組みを
もたらすことができる。手始めとして、次のス
テップを試してみよう。

・不満を述べる：心地よいことではないかもし
れないが、変革のために具体的に何かをしよ
うと努力し始める前に、すべてをさらけ出し
て自分たちのありのままの現状を知ることが
重要だ。現状のアナリティクスがどれだけニ
ーズを満たしているのか、またそのニーズが
今後のビジネスの発達によってどのように変
わり得るのか、ということについて、あらゆ
る方面から建設的なフィードバックをもらう
ようにしよう。事実に基づく意見を、あるい
は誤解や偏見に基づく意見をも参照として、
現状の課題と展望を明らかにしよう。同様に、
過度に単純化された分析モデル、あるいは自
信過剰なアナリスト、曖昧な成果や不正確な
仮定によってわれわれがこれまで誤った結果
に導かれてしまったような事例について調査
しよう。災いをもたらす闇と比較して、光輝
くキャンドルを明らかにしよう。アナリティ
クスのアジェンダを打ち立てて、進捗を計測
できる明確なベースラインを設定しよう。

・明確に目的を持ってコミュニケーションをす

ること：アナリティクスに力を入れるとして
も、難解な専門用語や複雑になったデータテ
ーブル、過剰な統計指標との格闘に没入しす
ぎてはいけない。素晴らしいインパクトを持
つ結果は、ただ明確で簡潔なコミュニケーシ
ョンから生まれる。

・基幹システムのデータを蘇らせよう：多くの
組織がすでに長い期間にわたって複数の領域
においてアナリティクスの「産業化」に向け
た投資を行っているものである。既に投資の
行われているような領域を利用することでア
ナリティクスの「産業化」を加速させること
はできるが、そのようなアプローチの仕方に
はリスクもある。レガシーシステムをアナリ
ティクスの「産業化」の選択肢に含めること
によって、あなたのビジョンはより実現可能
なものとなるだろう。しかし一方で、レガシ
ーシステムに潜む技術的負債や既存の弱い組
織体制をそのままにしていては、結果として

「産業化」の進捗を妨げプロジェクトの価値
を台無しにしてしまうことにもなりかねない。

・啓発し導く：永きにわたる組織では、アナリ
ティクスの変革に合わせて企業文化を変える
ことが難しい。アナリティクスを直接担うチ
ームの内と外の両面で、啓発活動やコミュニ
ケーション、学習の機会が重要となることを
強く意識しなければならない。さらに、
Insights-driven な組織を作るためには、部
門や階層を巻き込んだ組織作りをする必要が
ある。そのためには経営者層の支援は重要で
あるが、経営者層が彼らのビジョンをはっき
りと大きな声で伝えるだけでは不十分である。
新しい試みに対するスタッフ層の警戒心を解
くためには、個々人のレベルで変革が具体的
にどういう意味を持つのかを手にとって分か
るような成功例とともに示すことが効果的だ
ろう。最後に、必ずしも組織の中にアナリテ
ィクスに関わる主導権をもつ独自のポジショ
ンを用意する必要はないかもしれないが、い
く つ か の 組 織 で は「CDO（Chief Data 
Officer）」 や「CAO（Chief Analytics 
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Officer）」などのポジションを、アナリティ
クスに対する熱意を刺激するために（また彼
ら自身がその責任を自覚するために）用意し
ている。

・組織に合った努力をする：アナリティクスを
「産業化」する取組みの結果は組織によって
異なるだろう。プロジェクトリーダーたちは
自分たちの熱意や目標設定に彼らの組織の
DNA を取り込むべきである。つまり、経営
者層の個性や情熱を、また業務を担う現場や
組織特有の力学を考慮に入れよう。

・人材戦略を考え直そう：データサイエンスや
アナリティクスの分野は人材不足の傾向にあ
る。しかし「産業化」の進捗が遅れたからと
いって、その原因を人材不足のせいにしては
いけない。増強すべき人材や知識を獲得する
ために、外部ベンダやスタートアップ、サー

ビスプロバイダ、学術業界、そしてクラウド
ソーシングにまで目を向けよう。伝統に縛ら
れないソーシング戦略を作り、アナリティク
スのあり方についてのビジョンや若干無理の
ある情報戦略が具体的なかたちをとれるよう
にしよう。

・新しい道を切り拓く：データや情報に対して
どの程度のコストと労力を費やすべきなのか
という考慮は、当然計画策定の際に取り込ま
れているものであろう。しかし、アナリティ
クスの「産業化」はコストを抑えて効率を上
げること以上のものであるべきであり、それ
以上を目指すべきである。利用可能なデータ
の新たな使い道を見出し、それが生み出す有
効な洞察を活用することで、組織はその領域
や機能を横断した様々なブレークスルーを迎
えることができるはずだ。
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要点
「データとは、この世で唯一の、日々増していく資源である」米国財務省副次官補を務める

Christina Ho 氏の言葉だ15。事実、この資源は量においても質においても成長を続けている。適切な
マネジメントを施し、強力な基盤／ガバナンス／価値創造の仕組みづくりにコミットしてこそ、した
たかさに欠けたデータ収集作業とアナリティクスを「産業化」する取組みとが区別され、競争優位性
を獲得することに成功できるのだ。
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日本のコンサルタントの見解
日本企業のアナリティクスに関
する位置づけ

グローバル企業において今後 2 年間でビジネ
スに重要な影響を及ぼす 3 大テクノロジーとして、

「アナリティクス」、「デジタル」、「クラウド」が
挙げられる。テクノロジー予算の 3 分の 2 は定
型業務を維持する目的に費やされている一方、多
くの CIO にはもっとビジネスイノベーションに
予算を割くようプレッシャーがかかっている。そ
うした背景がある中で、今後 2 年間で大きな影
響があるものとして、グローバルの CIO の 77％
が「アナリティクス」を選択した1。

一方、日本企業においては、「アナリティクス」
を高いポジションに位置づけているものの、アナ
リティクスは「デジタル」「クラウド」「サイバー
セキュリティ」に次ぐ 4 番手となっている。ま
たビッグデータを活用している企業は約 7％で、
取組が進まない阻害要因として、“ビッグデータ
などを使用しアナリティクスを行った結果得られ
る価値がわからない”というものである。そうし
た背景から、ビックデータなどを使ったアナリテ
ィクスにおける最大の課題は「導入する目的の明
確化」とされてきた。しかし、近年では徐々に課
題が具体的になってきており、「人材（データサ
イエンティスト）の育成」や「データ分析・活用
のための体制・組織」整備の必要性の割合が高く
なってきている2。

日本企業のアナリティクスに対
する考察

上記の調査結果から、“テクノロジーへの投資”、
“効果を生むべき投資対象の認識”という 2 つの
観点から日本企業のアナリティクスに対する考察
を述べる。

・テクノロジーへの投資
現在のグローバル企業における IT 予算配分

は、「基幹システム刷新・再構築といった定常
業務をサポート」が 57％であり、「全社ビジ
ネス変化・変革のサポート」は約 30％である。
一方、「基幹システムの刷新、再構築」への投
資は多いにも関わらず今後 2 年でビジネス変
化に影響を及ぼすと回答した CIO は 47％に過
ぎない。よって、従来の定常業務の維持を行い
ながら、アナリティクスなどを使用した全社ビ
ジネス変化・変革をサポートできる投資へシフ
トしてきていると考えられる。

一方で、日本企業の 7 割超がデジタルビジ

ネス、アナリティクスビジネスの必要性を感じ
準備を進めているにも関わらず、全社的な活動
と位置付けているのは僅か 2 割程度であり、IT
部門、ビジネス部門単独の活動と位置付けられ
ている。5 年後の IT 部門の役割として、全社
に向けたテクノロジー基盤構築を担うべきと
IT 部門管理下で投資しようと考えている企業
が多いのが現状である3。

しかしながら、先に述べた、近年徐々にアナ
リティクスに対し具体的になっていきている課
題「人材（データサイエンティスト）の育成」
や「データ分析・活用のための体制・組織」に
ついては、整備の必要性や問題意識は持ってい
るものの投資に踏み切れていないことに鑑みる
と、「人材育成」や「体制・組織整備」といっ
た経営レベル課題は、IT 部門管理下だけで取
組むのではなく、企業全体として明確なビジョ
ン・目的意識を持った上で効果的な取組み（投
資）を行うべきであると考えられる。

・効果を生むべき投資対象の認識
多くのグローバル企業は、データはあくまで

「石油」であり、アナリティクスという「精製」
作業を行う事で大きな効果を生み出す対象であ
るという事を既に本質的に理解している。一方
で、日本企業の IT に対するプライオリティは、

「IT コスト削減」や「生産性の向上」となって
おり、IT はあくまで支出の極小化の手段に過
ぎないものと位置付けている。つまり、効果を
生むためにアナリティクスを IT 投資対象にす
べきということが本質的に理解できておらず、
コストカットのみに注力しているのが現実であ
る。

このように、アナリティクスに対する理解や
認識、スピードは、グローバル企業と日本企業
において大きな違いがあるといえる。日本企業
は早期にこの事実を理解し、アナリティクスの

「産業化」を企業戦略の一つとして位置づけ、
ビジネス改革を伴う IT 投資に対しては、最初
から大きな即効性を求めず、まずは小さく始め、
スピーディな効果の刈取りを行いながら、複数
の効果が将来にわたって複合的に大きな効果を
もたらしていくことを理解、認識しなければな
らない。

日本企業の実行すべき2 つの行動
上記を踏まえ、日本企業がアナリティクスの「産

業化」を行うにあたって取るべき施策は何である
か。グローバルの動向、日本企業のアナリティク
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スに対する現状を踏まえ、大きく、「アナリティ
クスを実施することによる目標値（効果）をでき
るだけ定量的に定義すること」、そして「早期に
効果の刈取りを行う仕組み作り」が効果的な投資
の必須条件であると考える。

・目標値（効果）を定量的に定義する
これまで多くの企業で BI システムの導入や

ダッシュボード構築実績はあるものの、それら
の主目的はいわゆる「見える化」という表現一
括りで定義されてきた。しかしながら、「見えた」
事による効果、それをビジネス上どう活かして
いくか、いわゆる「伝える（伝わる）化」につ
いては明確に定義し実践している企業は少ない
のではないかと考えられる。単にデータを溜め
込む仕組みや不要な（ビジネス上効果を生み出
すきっかけとならない）レポート構築に投資し、
企業戦略やビジネスに活かしきれずにいる日本
企業をいくつも見てきた。そういった企業は、
結果として BI の仕組みそのものが形骸化して
しまい、それらをどう活用していくのか模索し
ているというのが現状なのである。

日本企業は、これまでのアプローチを見直し、
単にアナリティクスを行うための仕組み作りを
目的とするのではなく、アナリティクスの導入
時には投資効果を定義し、導入後はその投資効
果をベースに、定期的かつ定量的にモニタリン
グ・改善を行うことが必要である。その上で、
企業のトップマネジメントがアナリティクスが
効果を生み出す一つの手段であることを理解、
認識し、社内の啓蒙活動を行いながら必要性を
理解、腹落ちさせた上で着手（投資）すべきで
ある。

・早期に効果の刈取りができる仕組み作りを行う
早期に効果の刈取りを行うための仕組み作り

として、上記で定量化した効果を高度なデータ
解析を使用しながら素早く評価し、その結果を

経営層へ遡及、経営者自身が理解し全社レベル
でフィードバックする仕組みが必要である。そ
のためには、「最新テクノロジーの採用（イン
メモリ技術や統計解析ツールなど）」、「データ
マネジメント（データガバナンス、データセキ
ュリティ、マスタデータの統合・一元化など）」、

「社内もしくはソーシングを含めた人材（デー
タサイエンティストなど）の確保、育成、チェ
ンジマネジメントなど」、そしてそれらの活動
を下支えする「Analytics CoE の設立」、ノウ
ハウを持つ社外の人材を活用する事も一つの手
段である。社外の人材を活用し、外部の分析サ
ービスを使用してきたケースは、これまで日本
企業でも実績があるが、最も重要なのは、そこ
で出た効果をその場限りで満足し終わらせるの
ではなく、全社規模で「産業化」していくこと
である。

これらはアナリティクスの「産業化」とは別も
のではなく、まさにアナリティクスの「産業化」
そのものであり、アナリティクスを行う上での重
要な要素である。

ただし、それらを社内リソースだけで実現する
事は容易な事ではなく、社外の人材のノウハウを
活用しながら早期に実現し、結果を出していくこ
とが非常に有用な手段であると考えられる。

勿論言わずもがな、社外のリソースに任せきり
ではなく、企業側が強い意志と覚悟をもって、ア
ナリティクスの「産業化」を企業戦略の一つとし
て位置づけることこそが重要である。

日本の企業が、単なる情報の見える化に留まら
ないアナリティクスを積極的に導入していく事が
期待される。そのためには、繰り返しになるが、
効果を明確に定義し、定期的に見直しを行うこと、
および早期に効果の刈取りができる仕組みを作る
こと、すなわちアナリティクスの「産業化」を実
現することこそが重要である。

1．Deloitte, “Global CIO Survey 2015”
2．JUAS「企業 IT 動向調査 2015」
3．ガートナー／調査 2015 年 7-8 月

日本担当者
山口 博文　シニアマネジャー

外資系 ERP パッケージベンダ及び国内大手コンサルティングファー
ムを経て現職。多岐にわたる業種において ERP・BI 導入等の大・中
規模プロジェクトに従事。主に BI とテクノロジー全般に強みを持ち、
国内外の新技術を活用した経営管理及びビッグデータ活用の仕組みの
実現を支援
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「Tech Trends」ではこれまで数回に渡り、
技術革新のスピードが既存のビジネスシーンを
どのように（破壊的に）変化させているかを探
る中で、「技術の飛躍的進歩」についての特徴
を紹介してきた。その特徴は以下の 2 点で定
義される。

第 1 に、科学と技術の融合が前例のないス
ピードと規模（ムーアの法則で定義された進化
速度を上回るペースで成長する）で進んでいる
ということである。

第 2 に、数十億人の生活にポジティブな影
響を与える可能性を持つインパクトだというこ
とである。3D プリンティング、人工知能、ロ
ボティクス、バーチャルリアリティ、代替エネ
ルギーシステム、バイオテクノロジー、デジタ
ル医療などの技術は、イノベーション、発明、
発見のルネサンスが到来していることを証明し
ている。

今年は、いくつかの「技術の飛躍的進歩」に
ついて、「Tech Trends」内の各章で紹介して
いる。本章では、先進企業が最先端技術を社会
的に意義のある取組みへ活用していることや、

「技術の飛躍的進歩」が社会、教育、ヘルスケア、
環境に与える潜在的なインパクトの検証を始め
ていることを取り上げる。

パンドラの箱
世界中で新進気鋭の起業家たちが「技術の飛

躍的進歩」を活用または適用し、実験を繰り返
し行っている。この現象は市場のリーダー、新
進気鋭のプレイヤ、そして全ての人にとって多
種多様な機会とリスクを生み出している。

業界や物理的な距離を超えて、現在さまざま
な組織が、おぼろげに見え始めた潜在的な破壊
的機会に焦点を当てている。明確に、“時代は

技術の飛躍的進歩がもたらす
社会へのインパクト
CSR2.0

新しいイノベーションの創出とそのための投資について戦略的な議論が活発
である。我々は破壊的な技術革新の責任ある使い道について、企業の担うべ
き役割がますます高まっていることを認識しなければならない。
その役割とは、倫理的にも商業的にも価値のある変化、社会的なインパクト
を生み出す仕組みを構築する方法を見出すことである。
社会的インパクトを生み出す「飛躍的進歩」の活用は、新たなる市場を形成し、
テクノロジーの普及を促し、トップ人材を惹きつけ続けることに役立っている。
今後、組織は「技術の飛躍的進歩」を活用する場合の倫理やモラルの問題（セ
キュリティ、プライバシー、規制、コンプライアンス、安全、品質といった
伝統的なリスク事項）について更に検討を進めることが求められる。
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図1. 社会的インパクトへの取り組みに関する企業タイプ
「技術の飛躍的進歩」は大規模なビジネスモデルを形成する一方で、社会の混乱を招く可能性がある。外的要因
を管理し、この混乱から価値を創出するために、企業はどのようにして責任感のある、そして社会の変革を促し
うる研究開発を適切に進めることができるかについて検討する必要がある。
デロイトが実施した2014年のフォーチュン500企業に対する社会的インパクトへの取り組みに関する事例研究では、
4つの企業タイプを定義している。これらの企業タイプは、企業が社会的インパクトに関する戦略をどう位置づけ、
競合とどのように差異を見出すか、そして彼らが事業と社会の価値をどのように最大化させようとしているかに
ついての理解に役立つものである。

Source: Deloitte Development LLC, Driving corporate growth through social impact: Four corporate archetypes to 
maximize your social impact, 2015, http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-
strategy-operations-social-impact-corporate-archetypes.pdf,
accessed December 17, 2015.

社会的インパクト
への取り組みは、
リスクの低減と
短期的価値の向上
に資すると考える

11%
株主価値志向
タイプ
（消極派）

53%
企業内取り組み
タイプ
（中立派）

33%
ビジネス活用
タイプ
（積極派）

3%
社会変革志向
タイプ

（超積極派）

50%

40%

30%

20%

10%

社会的インパクト
への取り組みは、
企業内に閉じられ
ている。また、外
的要因により動機
づけられている

社会的インパクト
への取り組みは、
企業戦略の一部で
あり、市場開拓に
活用されている

社会的インパクト
への取り組みは、
既に事業プロセス
に組み込まれてお
り、ビジネスとし
て提供されている

SOCIAL  FIRSTPROFIT  FIRST

変わっている”のである。
しかし、先進的な考えを持つ組織であれば、

「技術の飛躍的進歩」には単に商業的な意義に
留まらない価値があることを瞬時に思い描くだ
ろう。ビジネスの分野でイノベーションや成長
を牽引する力は、社会的にも根本的変化をもた
らすということである。教育、ヘルスケア、気
候変動、そして市民権といった人類の壮大な挑
戦はすべて、破壊的技術による創造的な問題解
決としてとらえることができる。

企業はそれぞれの壁を越えてどこまで取組み

を広げるべきなのか、社会にとって意義のある
ことに対して「技術の飛躍的進歩」をどのよう
に活用していくべきなのか。加えて、企業と社
会は新しいイノベーションに対するアクセスが
不平等な状況で、どのようにして倫理的な問題
に対処していくのだろうか。

大いなる力には大いなる責任が
伴う

かの有名な言葉は Spider-Man の作者であ
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る Stan Lee か ら Franklin D. Roosevelt や 
Winston Churchill といった指導者たちによ
って繰り返し使用されてきた。最初にこの言葉
が使用されたのは、Voltaire でよく知られる
Francois-Marie Arouet とされている1。この
言葉の本来の意味とは関係なく、「技術の飛躍
的進歩」という文脈においては、全く新しい意
味を帯びてくる。

技術は、飛躍的な進歩のための普遍的要素で
ある。このことが CIO や IT 部門を特別な存在
にしている。技術の飛躍的進歩が社会的インパ
クトを生み出すかもしれないからである。した
がって CIO はイノベーションとリスクに関す
る認識をより広く持たざるを得ないということ
である。しかし、このことが CIO の本来の存
在意義を再認識させ、CEO や取締役会に対す
るプレゼンスを向上させ、IT 部門の新たな目
的を定義することになるかもしれない。

Dr. Peter Diamandis は「世界で最も困難
な問題は、世界で最大のビジネスチャンスだ。
成功者になりたくないか。数十億人にインパク
トを与えるのだ2」と言ったが、彼の言葉は正
しい。社会にポジティブな変化をもたらし、同
時にビジネスとしての成功も追い求めることが
できる技術はますます手の届きにくいものとな
っている。世界は問題を解決してくれる存在を
待ち望んでおり、顧客や従業員はますますこの
事実に気付き始めている。社会的インパクトへ
の取組みをビジネス戦略に結び付ける革新的で
クリエイティブな方法論を持つ組織は、世界に
広く認められるようになる。これが本来の成長
や長期的発展につながるのである。

これまでの 10 年間における明確な変化は、
企業が自らの価値向上に向けた戦略的要素とし
て社会的インパクトへの取組みをとらえるよう
になったということである。今日、いくつかの
企業では、差別化された製品の開発や新規市場
の開拓、安定したサプライチェーンの確保、ミ
レニアル世代の人材確保、規制当局との関係の
向上などといった領域で、社会的インパクトの
視点を取り入れようとしている。つまり、社会
的インパクトへの取組みは、純粋な社会貢献活
動から企業の価値創出における戦略的トピック
として、少しずつではあるが重要な位置づけを
占めるようになっているのである。

近年、フォーチュン 500 企業を対象とした

社会的インパクトへの取組みに関するデロイト
の調査によると、11％の企業が社会的インパ
クトへの取組みに関して何らかの投資を行って
おり、53％が寄付やボランティア活動を行っ
ていると回答した3。この調査では、わずか 33
％しか「Impact integrator」（ビジネス戦略
や目標として社会的インパクトへの取組みを設
定している組織）と位置付けられなかった。

このことから、企業にとって社会的インパク
トへの取組みを戦略的トピックとして位置付け
ることは、まさに空白地帯への取組みを意味す
る。例えば、金融業界では、銀行がブロックチ
ェーン技術を活用することで少額取引を可能に
し、慈善活動への寄付を簡素化することができ
る。食品業界では、バイオテクノロジーを活用
して健康的で手頃な商品開発を試行することが
できる。エンターテインメント業界では、教育
業界のリーダーと手を組み、バーチャルリアリ
ティを活用することで学習方法を根本から変革
することができる。製造業では、3D プリンテ
ィングの技術を応用することで、世界の恵まれ
ない環境下の人々に対して入手可能な住居や生
活用品を提供できるようになるかもしれない。
病院やヘルスケア業界では、デジタル医療を活
用することにより、予防、診断、治療の方法を
がらりと変えることができる。

社会的に意義のあることはビジ
ネスにとっても勝機

グローバリゼーションは社会的インパクトへ
の取組みに関する競争を更に激化させている。
市場で既に高いプレゼンスを持つ企業であって
も、未参入の市場や国にビジネスを拡げようと
している。貧困、不衛生な環境、水質、社会イ
ンフラの欠陥、教育、ヘルスケアへの大きな挑
戦が存在する。エネルギーコスト、水質、汚染
を含む、資源の制約や環境への挑戦である。

これらの市場では、社会の基礎的なニーズを
充足すること自体がビジネス機会であると同時
に、事業を行う上で困難な点となり得る。ビジ
ネスを成長させるためには有能な従業員の確保、
信頼できるサプライヤ、ガバナンスの効いてい
る経済、目的意識を持って購買行動ができる消
費者が必要である。ロックフェラー財団の代表
である Dr. Judith Rodin はこう語る。「世界の
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大半において、市場はそれ自身が機能する前に
構築されていなければならない。この現実を理
解する先見性のあるビジネスリーダーは、未開
拓のグローバル市場を新たな経済的機会として
だけでなく、支援し大切に育てる必要があるコ
ミュニティスペースとして捉えた上で参入する
ことを明確にコミットする4」先進技術の適用は、
社会的事業を推進し社会的なインパクトを拡大
させる。例えば、人工知能やクラウドコンピュ
ーティングを活用して水質に関する先進的な分
析をしたり5、ドローンを活用して自然災害後
に孤立した村々へ食料や医薬品を届けたりす
る6 ことにより、飛躍的な効果が現実のものと
なるのである。

目的意識、使命感と人材
社会的インパクトへの取組みは人材市場にお

ける吸引力ともなり得る。人々の社会的意識が
高まっているためであるが、人事部門と経営企
画部門は、従業員や消費者全体、特にミレニア
ル世代がどのような期待を持っているかを知っ
ておく必要がある。

米国の消費支出のうち 1 兆ドルを占めるミ
レニアル世代の期待は、「社会的インパクト」

と「イノベーション」に集中する7。広く報告
されているように、ミレニアル世代の意思決定
プロセスは人生における大きな目的意識を持ち
たいという欲求にしばしば影響される。これが

「企業の社会的責任」が単なる選択肢ではなく、
必要不可欠な存在となった理由である。

CSR は、企業ブランディングにおいてます
ます重要な役割を担うようになっている。企業
の社会的インパクトに関するある研究によると、
企業が社会問題や環境問題の支援を行う場合、
ミレニアル世代からの信頼やロイヤリティが高
まる傾向にある8。実際に、ミレニアル世代に
関する最新の調査では 13～25 歳の回答者の
50％以上が社会的な取組みに無責任な企業で
は働きたくないと回答している9。

しかしこれはミレニアル世代に限ったことでは
ない。Society for Human Resource Management
の研究によると、サステナブルプログラムに手
厚い企業のうち、55％は従業員の士気が高く、
43％はビジネスプロセスが効率的で対外イメ
ージが良く、38％は従業員のロイヤリティが
高いことがわかっている10。社会的インパクト
への取組みは、世代間の境界を超え、人材獲得
競争、特に将来の IT 人材市場における差別化
の要素となる11。
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最前線からの学び

Google；仮想化空間における
夢の授業

Google Education の product manager
で あ る Jonathan Rochelle は、「Google に
おけるイノベーションは最新技術の潜在能力を
継続して追及することによって得られるもので
あり、決して短期的な目先の利益を狙ったもの
ではない」と語っている。

この考え方は、Rochelle が取組んでいる社
会へのインパクトが大きいプロジェクトである
Google Expeditions の 要 で あ る。Google 
Expeditions は、授業における臨場感のある
仮想化技術基盤の開発を目的としたプロジェク
トであるが、長期間に及ぶ熱心な探求の中で、
最初に取組んだのは、教育における主目的の改
善であった。Rochelle と彼のチームは、実際
に先生と共に働き、新しい学習体験、学習環境
をもたらす 150 以上のカリキュラムを作るた
めに世界中から協力者を募った。学生は、机を
離れることなく、自由に探究することができた。
彼らが興味・関心を持つ分野については、簡単
に先生の指導に付いていくことができた。メデ
ィア情報、ノート、教育ビデオなどにより、子
供たちはより深く掘り下げて学習することがで
きた。実際に現地に出向き探究するのは、最初
に未知の領域を開拓するときだけである。例え
ば、サメの解剖を勉強するためには、どのよう
な手段を取るか？仮想的な映像を 5 分間視聴
することにより学習可能である。自然科学の場
合はどうか？私たち自身が、分子を探究する探
究家となる。Google Expeditions を活用する
チャンスは大学の学習課程全体にある。

Google Expeditions は、ハッカソンを通し
て 2 人の技術者が Google Cardboard を使用
したバーチャルリアリティのコンセプトと授業
アプリケーションの文書共有の仕組みを組合わ
せることで始まった。結果、1 人のリーダーが
多くの人々を仮想空間の旅へ導くアプリケーシ
ョンを現実のものとした。

彼らは最初の取組みとして、2 つの眺望を取
り上げた。一つはタージマハルへの旅行、もう
一つは宇宙からの眺望である。

Rochelle は語る。「私たちが最初にこれに取
組んだことにより、独創的なものを実現するこ
とができた。臨場感のあるバーチャルリアリテ
ィソリューションは、学生に自由を与え、先生
には授業を組み立てる上での基本となる手段を
与えた」と。

また、「私は、こんなに迅速な展開と浸透を
見たことがない。直ちにこの興奮を試してみる
べきである」と。

Google Expeditions は、プログラムとして
は ま だ 初 期 段 階 に あ る。 技 術 者 は、16 の
GoPro カメラを同期させ、没入型の眺望の流
れを作ることに取組んでいる。Rochelle と彼
のチームは試作品を提供しており、先生と生徒
は試験的に活用し、フィードバックを行ってい
る。

Rochelle は「私たちは教育者ではないが、
教育者がこの商品の開発を成功へ導いてくれる
と 確 信 し て い る 」 と 語 り、「Google 
Expeditions がより広範囲で利用可能になる
前に、10ヶ国の何十万人もの先生と生徒を対
象に試験する」と付け加える。

Google Expeditions は、Google VR 開発
チームの取組みの1つである。Rochelleは、「す
ぐに可視化できるビジネスモデルがなくても、
バーチャルリアリティのイノベーションは前進
可能であることを証明してみせる。私の目的は
この素晴らしい技術を、教育者の役に立てるこ
とである。彼らは現在とは全く異なる枠組みで
働くことになるだろう」とも語っている12。

Qualcomm；健康診断イノベ
ーション

一般的に、イノベーションは未対応の消費者
ニーズから沸き起こる。ところが、残念なこと
にヘルスケア業界においてはその限りではない。
現在、患者は病院に行かずして医療を受ける手
段がない。この現状は非効率であり、かつ医療
費を上昇させる要因となっている。

この状況を改善するために、Qualcomm の
子会社である Qualcomm Life Inc. は、2012
年にワイヤレスのヘルスケアソリューションへ
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の取組みに重点を置いた。Qualcomm Life は、
Qualcomm 財団と XPRIZE 財団の協力のもと、
慈善事業として Qualcomm Tricorder XPRIZE
チ ー ム を 設 立 し た。Qualcomm Tricorder 
XPRIZE チームは、健康診断に使用できる持ち
運びしやすいワイヤレス機器の開発についての
コンペを主催している。この取組みによって、
ヘルスケアの専門家や施設に依存しない顧客体
験が提供される。5 年間のコンペを通して、最
高のデザインと診断性能を提供することが出来
たチームが 1,000 万ドルを獲得することにな
る13。

Rick Valencia によると、Qualcomm Life
の senior v ice president と general 
manager は、ヘルスケアのイノベーションを
促進するという Qualcomm の決断により、こ
のコンペに支援を行った。

Rick は、「健康診断のような領域でこのよう
な挑戦を試みることは簡単ではない。しかし、
私たちは、移動体通信の技術が大きな役目を果
たすことを強く信じている」と語る。

Star Trek シリーズに出てくる宇宙病の診断
の概念に影響を受け、この機器は正確に 13 の
健康診断項目をチェックすることを期待されて
いる（12 の疾病及び機能不全）。また、ヘル
スケアの専門家や施設に頼ることなく、病気の
重要なサインをリアルタイムかつ継続的にチェ
ックできることを期待されている。デザイン面
では、機器は重量を 5 ポンド以下にしなけれ
ばならないという制約を設けている。

Qualcomm Tricorder XPRIZE チームのコ
ンペは、現在も進行中である。初期の段階では
約 300 の参加者がいたが、北米、ヨーロッパ、
そしてアジアの中で、7 つの最終候補者に絞り
込まれた。最終候補者たちのバックグラウンド
は幅広い。工学博士を持っている医学博士がい
れば、医療機器会社を経営している兄弟もいる。
John Hopkins 大学の学生団体も含まれている。
数ヶ月後には、最終候補者により少なくとも
30 の新しい試作品が開発され、利用者による
体験評価がなされる。コンペの勝者は、2017
年の早い段階で発表される予定である14。

TOMS；靴屋が提供する社会
の足元

2006 年以来、靴屋の TOMS はデジタルテ
クノロジーを利用して、困っている人々を援助
するという最先端の取組みである OneForOne
プログラムを行っている。OneForOne プロ
グラムを通して、様々な顧客が TOMS で買い
物をしている。OneForOne プログラムとは、
援助のために募金を募るのではなく、購買力を
与える力に変える新たな取組みであり、長く継
続的なビジネスを行ううえでも大切な取組みで
ある。TOMS の使命は、お客様を“恵みをも
たらす人”へと自然に変えていくこと、つまり
個人の購買力を世界中の人助けに役立てること
である。TOMS では、必要としている子供た
ちに靴を提供することによる通学支援“SHOES 
OneForOne”や、視覚障害者に対する支援

“EYEWEAR OneForOne”、また、妊婦の安
全な出産を支援するために必要な器具の提供や
助 産 師 の ト レ ー ニ ン グ を 行 う“BAG 
OneForOne”など、世界中の困っている人々
への様々な支援活動に取組んでいる。長期間に
渡り、地域社会への貢献活動や、チャリティー
団体などのパートナー探しのネットワーク（ギ
ビングパートナー）の提供も行っている。これ
らの活動を通して、TOMS は現在までに約
1,000 万足の靴を寄付し、20 万もの人々の視
力回復を援助している15。

このギビングパートナーのグローバルネット
ワークを育てるために、そしてオンラインでの
顧客体験を向上させるために、TOMS は e コ
マース基盤を構築し、約 12ヶ国に及び、更な
る援助のために TOMS サイトを設立している。
この基盤は、迅速に新たなサイトを設立するた
めに、大規模なアーキテクチャで構築されてい
る。TOMS は、文化に影響を与え、地域の特
産品を売買するためのオンラインマーケットを
構築することも可能にしている。

コンテンツやパフォーマンスを自動的に適宜
調整することが可能であり、レスポンスが良く、
高いデザイン性を有し、顧客のタイプを迅速に
認識することができるサイトである。

世界中の TOMS のサイトは、高いデザイン
性を有し、関連のあるコンテンツや役立つ推奨
品をより早く、より簡単に確認することができ、
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個人ごとにカスタマイズされた顧客体験を提供
できる。さらに法人顧客に対しては、顧客体験
を超えた、より大きな可能性をもたらす。例え
ば、個人に対する販売促進や、個人ごとにカス
タマイズされたコンテンツ、検索結果と推奨機
能、そして様々なサイトからの商品情報の自動
更新などである。

特に、基盤を小さく分割しソリューションと
して供給することで、e コマース基盤を自前で
持っていない地元の商店に対して TOMS の慈
善的なビジョンを共有し、商品のマーケットと
しての仕組みを提供している。「マーケットプ
レイス」の基盤として、様々な繊維品、宝石、
日用品やそのほかの地元で製造された商品を
TOMS の e コマースサイトに統合できる。そ
して今では、世界中のマーケットが TOMS の
恩恵を受けている。

Open Bionics；3D プリンタ
による安価な人工装具開発

手足を失った人々が使用する人工装具の開発
には驚くほどの費用が掛かっている。ロボット
工学を専門とする技術者である Joel Gibbard
は、大学時代に低価格の人工装具を開発するプ
ロジェクトを立ち上げた。彼は 3D プリンタを
活用し、人工装具のロボットを 1 年以内で作
成した。

Gibbard は大学卒業後、エンジニアリング、
テクノロジー分野のグローバル企業に入社した。
入社したものの、彼は大学で行ったプロジェク
トと手足を失った人が必要としている人工装具
について考えることを諦めることができなかっ
た。Gibbard は、すぐに会社を辞めて親元に
戻り、全財産をはたいて 3D プリンタを購入し
た。現在、Gibbard は UK で設立した Open 
Bionics の CEO である。クラウドファンディ
ングで調達した資金をもとに、3D プリンタや

センサー技術のオープンソースソフトウエアを
活用して、これまで市場に出回っていたものよ
りも安価な人工装具の義手を開発した16。

何ヶ月もの期間かつ数十万ドルもの大金が掛
かるのが当たり前の分野において、Open 
Bionics は数日かつ数千ドルでの製造を可能と
したのである。これは、世界中の手足を失った
人々が今以上に人工装具を装着できるようにな
ることを意味している。それ以上に、Open 
Bionics の人工装具の義手は、高価で機能的な
人工装具と比較しても、軽く、個々人へのカス
タマイズ性が高く、付け心地が良いものであっ
た。

Open Bionics の功績は世界中に広まり、そ
の評判によって追加投資と有益なパートナーシ
ップをもたらした。最近では、インテル社の
“Make it wearable” challenge の賞金として
20 万ドルを獲得した17。2015 年に、Open 
Bionics は Disney が Techstars の協力のもと
開始しているインキュベーションビジネスであ
る The Disney Accelerator プログラムを受
け入れた。このプログラムは、コンシューマメ
ディアおよびエンターテインメント関連のプロ
ダクトを扱う企業のスタートアップを促進する
ためのものである。このプログラムの一環とし
て、Gibbard と彼のチームはお気に入りの
Disney キャラクターをイメージしたデザイン
を施した人工装具の義手を子供たちのために製
造した18。

その他にも、MARVEL や STAR WARS をイ
メージしたものを製造している。

これまでに、Open Bionics の技術者は、
10 の試作品を作っており、現在 11 番目の試
作品を開発中である。それらは全て現時点では
商用としては認められていない（全てオープン
ソースを活用している）。Gibbard は 1 年以内
に商用として使用できるようにすることを目標
にしている19。
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私たちの見解
MARCUS SHINGLES
CEO XPRIZE Foundation

PETER DIAMANDIS
Founder and executive chairman, XPRIZE Foundation※

Co-founder and executive chairman, Singularity University

Peter Diamandis の著書「楽観主義者の未来
予測」（原題：Abundance）20 の中では、未来は、
あなたが考えるよりもずっとよいものとなってい
る。この本で描かれる将来の地球では、90 億の
人々がきれいな水と食べ物、エネルギー、健康、
教育、その他にも生活水準の維持に必要な全ての
ものに手が届く。この偉業は、技術の飛躍的進歩
とイノベーションがもたらすものである。

しかしここで疑問が残る。はたして、これらの
豊かさは平等に分配されるのだろうか？いつそれ
は達成されるのだろうか？全ての国の全ての人々
にとって、その人が属する社会階層に関わらず、
同じように手の届くものになるのだろうか？

技術の飛躍的進歩がもたらす社会へのインパク
トに関するこれらの問いに答えるために、立ち止
まって考えてみよう。

「わたしたちには、不可能を可能にする知
恵と力を持つ未来が待っている」

これまで繰り返し述べられているように、発明
と技術革新のスピードは急速に加速している。脱
物質化や脱貨幣化、先端技術の民主化は「持てる
者」と「持たざる者」の定義を新しく変えていく
だろう。

技術の飛躍的進歩は、その恩恵を全ての人々が
享受できるようになるまでの過渡期にあっては社
会的な混乱を引き起こすかもしれない。しかし、
この先数十年のうちには、人類の不平等や社会階
級の観念が劇的に変化する、新しいパラダイムシ
フトが起きるだろう。

AI（人工知能）やロボティクス、3D プリンタ
のような技術の飛躍的進歩は、労働力や労働人員
の配置にも大規模な変革をもたらすだろう。

また、無限の計算能力や、IoT（モノのインタ
ーネット）、合成生物学など、様々な技術の飛躍
的進歩がもたらすインパクトも合わせて考えれば、
私たちが不可能を可能にする知恵と力を持つ未来
へ向かっていることは自明である。

この飛躍的な進歩の初期段階にあっては、技術

革新のもたらす経済面の躍進は、知識人階層、あ
るいはこれらの革新的なサービス・モノを購入す
る余裕のある富裕層によって支えられることにな
るだろう。先端技術の持つ大きな将来性は、一定
層の「超富裕層」化を急速に加速させるだろう。

過渡期においては、どういった点で知識を持つ
者と持たない者の間に、敵意や不安、妬みや嫉妬
が生じるのだろうか？政府やビジネスリーダー、
あるいは一般社会は、この不確かな豊かさへの過
渡期にあって、変革的な技術の民主化を促進させ
るために、どのような役割と責任を担うべきであ
ろうか？

革新的な先端技術が豊かさの時代に向かって加
速する中で、私たちはこの変革を監督し成長格差
の可能性を最小限に留めることのできる新しいタ
イプのリーダーを必要としている。この新しいタ
イプの技術的教養の高いリーダーたちは、破壊的
な変化によって社会が不安定化する過渡期にあっ
て、社会を安心させ、豊かな未来へ導くための教
育と知見を提供する存在として必要とされるだろ
う。

従来型の「先端」機関やリーダーには、宗教的、
また政治的に、自分たちが仕える人々の信頼を犠
牲にしてまでも、急速な変化を支援せずに現状を
維持しようとする傾向がある。しかし、未来のリ
ーダーは豊かさへの橋を築くためにこの困難な社
会変革をうまく進めていかなければならない。有
名な企業家から、グローバル CEO、あるいは率
直で先見の明ある思想家まで、リーダーと呼ばれ
る者達は、個人として、集団として、今日の社会
契約や社会規範を考え直していかねばならない。

では、この重責を担うことのできる先進的なリ
ーダーたちは今どこにいるのだろうか？歴史は私
たちに教えている。先進的なリーダーというもの
は稀有な存在であり一見すると理解しがたく、正
しく評価されないこともしばしばであると。来た
る混乱と混沌の時代に向け確かに言えることは、
新時代の革新的なリーダーシップが必要とされて
いること、社会の全ての者が参加しなければなら
ないということである。

※  XPRIZE 財団は、1995 年に設立され 2004 年に Ansari X Prize（民間による最初の有人弾道宇宙飛行を競うコンテスト）
を開催した団体である
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サイバーリスクの視点から
19 世紀末の詩人 Oscar Wilde の名言 “No good 

deed goes unpunished（どんな善行も代償を伴う）”
は、現在の政治情勢にあってもなお、共感を呼ぶ格言
である。国内外を問わず、あるグループの社会的善行
が他のあるグループの感情を損なう、というのはよく
あることだ。ソーシャルメディア上での攻撃や抗議、
不買運動を引き起こすこともしばしばである。残念な
ことではあるが、社会的、政治的、あるいは社会貢献
活動の成果を排斥しようとする動きは拡大している。

今日、特定の社会的、または政治的な組織は、その
主義のために自らをハッカーの標的に晒している。例
えば、2011 年、フランスの原子力発電 EDF（フラ
ンス電力会社）は、環境保護団体グリーンピースのコ
ンピュータにハッキングした罪で、パリ
裁判所から 150 万ユーロの罰金を
課せられている。グリーンピ
ースは、当時フランスで次
世 代 原 子 炉 を 建 設 す る
EDF の計画に反対して
いた21。

企業は、公益のため
に先端技術を利用しよ
うとする際には、特定
の目的を追求する一連
の行動が、社会に、組
織に、どのようなインパ
クトをもたらすか、プラス
面／マイナス面の両方を考慮
する必要がある。

サイバーセキュリティが、あなたの
会社の社会アジェンダへの取組みにどのようにイン
パクトを与えるのか、それをより明確に理解するため
に以下の問いについて考えてみてほしい。

・どのようにサイバー攻撃の標的になるのか？
一般的に、企業は自社のコアビジネスが直面して

いるサイバー脅威についてはよく対応できている
が、社会的責任への取組みを拡大する際に直面する
サイバー脅威については詳細に理解できていない。

特定の運動や組織への関与は、どのようにハッカ
ーの注目を引くのだろうか？社会アジェンダに取
組む場合には、政治的な意図を持ったハッカーから
の攻撃への対策だけでなく、取組みを通して社会や
慈善団体と関わるなかで、膨大な数の従業員にどの
ようにシステムを使わせるかについても考えなく
てはならない。

例えば、ファイアウォールの外にあるクラウドソ

ーシングのプラットフォームはあなたの会社のリ
スクプロファイルをどう変えるだろうか、といっ
たことである。

社会参加がもたらすリスクは、一見すると、他
の団体や他の会社との関与がもたらすリスク以上
のものではないように思えるかもしれない。しかし、
組織は既存のサイバーセキュリティ、サイバープ
ライバシー、サイバーリスクポリシーの検討に、こ
れらのシナリオも含めるべきである。

・サイバーリスクに影響する他者と、どのように技
術資産を共有するか？

API（Application Programming Interface: ソ
フトコンポーネントが互いにやり取りする際に使

用するインターフェース仕様）として、技術資
産やサービスをカプセル化することにより、

グローバルベンダは変革的製品のため
のプログラムコードを世界で共有し
ている。気前のよいこの行為は、何
百万という人々の生活を変えるだ
ろう。しかし一方では、悪人にシ
ステムへの新しい侵入ポイントを
提供することにもなってしまう。

社会的、あるいは他の理由のため、
技術資産のオープンソース化がよ

り一般的になっているが、このオプ
ションを検討する組織は、秘匿情報が

広く公開され、自社にとっての新たなリ
スクとなる可能性があることも考慮すべきで

ある。
そして、このオプションが社会的な目標の達成

にとって最良の戦略であるかどうかを判断するた
めに、サイバー関連のマイナス要素に対してどの
ようなプラス要素があるかを比較検討する必要が
ある。

・サイバー領域のノウハウをどう手に入れるか？ 
考えてみてほしい。「Tech Trends」の過去 2 版

で議論されたように、サイバーセキュリティ自体
は飛躍的に進歩している。サイバー領域のプログ
ラム開発リソースが不足している組織では、サイ
バーセキュリティとサイバーリスク対策のプログ
ラム確立をどうやって実現できるだろうか？

今できる最も有益で有効な手段としては、コア
ビジネスが直面しているサイバー脅威対策の経験・
ツールを非営利のサイバーリスクへの取組みにも
活用することだろう。
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始め方
技術の社会的インパクトについて考えること

は大きなトピックであり、IT の領域をはるか
に超えている。しかしながら、技術の飛躍的進
歩が企業の社会的インパクトに関する取組みの
中でどのような役割を演じるのかを定義するこ
とは、IT エグゼクティブ、とりわけ CIO の責
任である。なぜだろうか？ 研究開発と社会的
投資が融合することで、新しい製品やサービス
が産まれるからである。また、こういった考え
方の下で技術に関する研究・実験が行われ、実
際に事業化されているからである。非常に多く
の考慮すべき事項や機会があることを考えると、
飛躍的に進歩する技術の利用に対して、明確な
ビジョンを持った社会的インパクトへの取組み
に関する実行可能な計画を策定することは、チ
ャレンジングなことである。さあ、どこから始
めるのか？考えられるポイントを幾つか紹介し
よう。

・未成熟市場への対応：より手頃な製品を持続
的に提供し、貧しいが上昇志向が強い市場セ
グメントに対応することで成長しようという
ビジネス戦略もあるかもしれない。この場合、
先ずは供給可能であり、良心的な価格の製品
が求められることが多い。また、既存の製品
と正面から戦うよりは、安価に基本的なニー
ズを満たすことを可能にしてくれそうな技術
を活用することにフォーカスすべきである。
例えば、GE は中国市場向けにポータブルの
超音波検査器を開発したが、これにより、乳
児死亡率を減少させるだけでなく、それ以外
にも広く採用される新しい製品カテゴリーを
生み出すことに成功している 22。

・エコシステムの拡大：社会的インパクトに関
する取組みにおいては、営利企業は単に競合
企業ではなく、NGO や公共部門とも手を組
むようになる。かつて営利企業と非営利組織
は互いに敵対していたが、今では社会的な課
題に関係するそれぞれの知識や経験やスキル
を互いに補完し合うようになっている。一方
で、政府もまた、こうした取組みの固定客、

調整役、そしてビジネスの実行パートナーと
して重要な役割を担っている。

・マインドセットの変更：社会的な問題を解決
するためのビジネスを行うためには、マイン
ドセットの変更と新しいビジネスのやり方が
求められる。特定のマーケットに対して持続
的にコミットするためには、これまで十分な
サービスを受けていない消費者のニーズを満
たし、ローカルのサプライヤに関する課題や、
インフラや教育の制限を乗り越えなくてはな
らない。また、長期的な計画、製品開発プロ
セスの変更、新たな形でのコラボレーション
や革新的なビジネスモデルが求められる。

・利害関係者の巻き込み：利害関係者に対して、
社会的インパクトがあるアジェンダに取組む
ことを伝えることが必要である。また、以下
のようなことも必要になる；全世界からアイ
デアを募る全社的なコンテストを開催するこ
と。顧客やパートナー、第三者からのクラウ
ドソーシング。ハッカソン（短期間でチーム
を組成し、初期的なアイデアをハイレベルで
デザイン化し、ビジネスケース、ロードマッ
プを作成すること）。多くの人々が社会的イ
ンパクトに関するプログラムに関与すればす
るほど、プログラムは関与した人々にとって
有益なものになるはずである。

・倫理的な考慮：人工知能、ロボティクス、
3D プリティングや他の先進技術を用いて仕
事をするチームには、これらの技術がもたら
すであろう倫理的な問題や意図しない結果に
対して考慮することが求められる。IT に関
するリスクを認識・管理することは重要な取
組みであるが、単にセキュリティや、プライ
バシー、安全性や品質、法規制を考慮するこ
とだけでは十分ではない。これからは IT の
抱える潜在的な社会的、倫理的な影響を考え
るとともに、必要に応じてそれらの影響の軽
減策についても考える必要がある。
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要点
社会的な意義とビジネスとしての利益の双方をもたらすような、破壊的で比較的安価な新技術を探

索することで、ビジネスリーダー・技術リーダーは世界の大きな社会的問題を解決し、また新しい市
場を作り出すことに成功するかもしれない。特定の顧客やサプライヤや従業員を満足させることを超
えて、これからは社会的インパクトに関するプログラムに取組むことを通じて、ビジネスリーダーは
自社や世界に対して永続的な価値をもたらす基盤をつくることが出来るのである。
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Deloitte Consulting LLP’s chief technology officer, Briggs is responsible 
for helping to define the vision for Deloitte Consulting LLP’s technology 
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日本のコンサルタントの見解

欧米先進企業 CIO の高い視座
本章では、“技術の飛躍的進歩がもたらす社会

へのインパクト CSR2.0”と題して、当テーマに
関する欧米先進企業の取組みを中心に紹介した。
ここでは主に以下の点が明らかになったと考えら
れる。
・ 先進的な欧米企業においては、進歩する技術を

活用して社会的課題に取組むことが社会的側面
及び商業的側面の両面において、大きな意味合
い・メリットがあると本気で考えていること。

・ こういった社会的な課題に対する取組みを行わ
ない企業は魅力がない企業とみなされ、人材採
用という面から見てもデメリットが大きいこと

（ミレニアル世代に限らず）。
・ 社会的課題に対して技術を活用することはリー

ダ ー、 と り わ け CIO（Chief Information 
Officer）の大きなミッションの一つと考えら
れていること。つまり、CSR 自体は古くから
のテーマかもしれないが、そこにいかに先進技
術を活用していくのか、という点についてリー
ダーが本気で考え始めているということだ。

日本企業の CIO の現状は？
翻って、日本企業の CIO の現状はどうだろうか。

デ ロ イ ト が 毎 年 実 施 し て い る Global CIO 
Survey 2015 の結果を見てみると、興味深い事
実が明らかになる。CIO の関心を示すビジネス
プライオリティとして、グローバルの CIO は、
第 1 に業績（48％）、次にイノベーション（45％）、
コスト（45％）、顧客（45％）、市場拡大（44％）
を重視しているのに対して、日本の CIO は、顧
客（50％）、コスト（42％）、イノベーション（40
％）、業績（23％）、市場拡大（19％）となって
いる。グローバルの CIO と比較すると、特に業

績への貢献（財務諸表上のパフォーマンス／利
益・売上の向上）や市場拡大（新規市場・地域へ
の参入）に対するプライオリティを低く考えてい
る。つまり、技術を活用して新しいビジネスを生
み出すのに貢献することを重要なミッションと考
えているグローバルの CIO と比較すると、残念
ながら視座が低い結果となってしまっている。ま
た、日本の CIO は自身が “ テクノロジーのビジ
ョンを持ちリーダーシップを発揮する力 ” が必要
だと考える一方で、実際にはそういった力を持ち
合わせていないと感じている CIO が非常に多い
という結果も出ている。

日本企業 CIO のチャレンジ
前述のように、グローバルの CIO と比較する

と現状の視座の低さは否めない部分もあるが、こ
こは考え方一つで変化できる部分であるとも言え
る。いきなり先進的な欧米企業の CIO のレベル
を目指し、新技術を用いた社会的課題解決を自分
のミッションに掲げる必要はないかもしれないが、
技術の新ビジネスへの活用を自分のミッションと
捉えることは素直に見習って自身のミッションに
するべきではないだろうか。昨年弊社が刊行した

「Tech Trends」において、「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」と述べたが、
この Chief Integration Officer としての側面こ
そがまさに日本企業の CIO に重要であり、これ
から社会的課題に取組んでいくための端緒にもな
ると考えられる。
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日本担当者
揚妻 泰紀　シニアマネジャー

15 年以上の IT コンサルティングの経験を有する。近年はグローバル
M&A に関連する technology advisory サービス（M&A 後の IT プ
ランニングや IT 統合など）を製造業や商社を中心に専門的に提供。
デロイト中国への 3 年間の駐在経験も含め、クロスボーダープロジェ
クトの経験も豊富。

147

Social impact of exponential technologies



あとがきにかえて

現在の日本企業のグローバル市場における付加価値は相対的にみて減少しつつある。製造業、
非製造業ともに営業利益率は欧米系の企業と比較しても相対的に低いレベルにある。しかしな
がら改革の取組みは随所で起こってきており、今回の Tech Trends で取り上げた IoT、VR、
アナリティクス、ブロックチェーンなどのトピックに対する取組みはここにきてかなり実用段
階に進んできており、業種を超えた活発な取組みが見受けられる。

自動車、電機、消費財、商社、B2B 企業など多様な業種でデジタル化戦略の支援をしてき
た視点から見ると、この 1 年間は産業の垣根無く様々な改革の取組みが日本でも進んだと感
じている。こういった動きの大前提となる「デジタル化」という現象をシンプルに捉えると、
ハードウエアやソフトウエアの性能が劇的に上がり、モバイルなどのデバイスが普及すると同
時にクラウドのサービスが安価に提供され、企業と消費者や社会との間の情報格差が極めて小
さくなった。つまり情報の民主化が起こり、意思決定の主導権が個人側に移ったことで企業側
の対応が追い付かなくなってしまったと捉えることができる。

情報と判断材料が過多になった消費者は自分の「欲しいものを欲しい場所で必要な時にだけ」
手に入れることができ、そのニーズに追随しビジネスモデルを変革し、消費者と距離を縮めた
企業のみが市場に受け入れられるという構図が出来上がりつつある。例えば製造業はデジタル
マーケティングにより消費者の持つスマートフォンに直接アクセスして商品やサービスの良さ
を訴求し、IoT デバイスを経由してより詳細に消費者の動きを察知し商品開発に反映する必要
が出てきているわけである。本編に登場するトヨタ社北米でのコネクテッドカーのケースはま
さに、自動車産業が移動する人々の動きやニーズを把握し、自動車という「モノ」ではなくよ
りよい「体験」を提供できるかという文脈で読み解くとわかりやすい。

また、情報の透明性が高まり企業の情報操作が無くなった時代では、利益を上げるだけでは
なく、より人類や社会にどう貢献するのかが問われる。この点で日本企業は歴史的に優れたア
セットを持っていると考えることもできる。日本でも近年改めて企業ブランド価値向上に投資
をする B2B 製造業を中心に増えつつあるが、販売や事業展開がグローバル化し日本企業の良
さを改めて世界に伝えることの重要性が上がってきている証拠といえる。本書の最終章では
CSR2.0 という観点で技術イノベーションと社会的意義についてグローバルの観点で語っている。

他の業種に目を向けると、商社という業態はこれまでは商流や物流、決済といった大規模な
取引を代行することで存在してきたが、これからは世界中のマーケットや企業の動きを遍く把
握し、データを活用し高度化した投資意思判断を行う専門的な役割を期待され、新事業やサー
ビスを作り続けるという新しい役割を担うと期待される。ビジネスモデルを刷新していく過程
で、本書で取り上げた AI やアナリティクスは、構造が変わり続ける産業の中で意思決定を高
度化し、付加価値を付与し企業を差別化するドライバとして捉えることができる。ブロックチ
ェーンについては、技術的な個々の要素は新しいものではないが、複数の前提条件がそろった
結果爆発的に普及する可能性を秘めており、情報の民主化が決済や金融トランザクションにま
で波及している現象ととらえられる。今後は、既存の金融システムの発展が遅れた領域や地域
などから徐々に既存のビジネスモデルを上書きする流れと金融機関がこの新しい技術を取り込
んだ流れが混在するだろう。
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こういった変化の中で、業種を問わず、消費者の視点に立ちプロダクトやサービス全体を再
構築し、古い生産設備、IT 資産、人的資源を入れ替え、先端の技術を取り込み、ベンチャー
企業など新しいプレイヤと提携しながら次世代の経営モデルに変革する企業が GE など外資企
業だけではなく、日本でも数多く出始めている。その流れの中で IT 資産も既存の基幹システ
ムと新しいアプリケーションや外部データをつないでいくインテグレーションが重要度を増し
ており、それを牽引する CIO や IT 組織の注目度が上がってきている。特に IoT 化を含めて正
規化されたデータが大量に蓄積できるステージに入ることで企業は商品の購買前と購買後のバ
リューチェーンを横断的に分析できるデータを保有している IT 組織の中に分析チームを設置
する企業が増えるのはこのためである。UX やデザイン思考の導入は、全てのサービスや商品
を消費者起点で設計し直すために必要とされる新しいスキルと定義できる。

経営コンサルティングの現場で切実に感じるのは、日本企業では開発をアジャイルにするこ
とと同時に、「意思決定をアジャイル」にしていくことが重要であるということである。CIO
はデータを起点にシナリオを語り、CEO や事業の意思決定者にストーリーをもって投資や組
織改定の意思決定を促していくことができるポジションにあり、今後はより重要性が増すだろ
う。ここ数年の、デジタルリテラシーの高い欧米圏からのマネジメント人材の異動、逆に日本
企業のシリコンバレーなど先端のベンチャーが多い地域への拠点進出の動きは改革を加速させ
る良い流れではないだろうか。

今後はモノづくりのシリコンバレーといわれる深圳や、デザイン思考の最先端地域であるコ
ペンハーゲンなど様々な都市との連携モデルも模索されるだろう。また、企業が経営そのもの
を変えようとすると人材の力、組織の持つ文化の側面にスポットライトが当たってくる。論理
的にデータを分析する左脳的な観点と、経営や文化、消費者の背景にある深いコンテクストを
読み解いて高度に融合することができる次世代の人材を育てる取組みも今後活性化するだろう。

本書は論理だけではなく多様な業種の実際の経営や IT の取組みを例として提示することを
心掛けている。日本企業がテクノロジーを武器とし、グローバルに新しい時代を切り開く一助
となればこの上ない幸せである。

岩渕匡敦

Deloitte Digital
Partner, Strategy Consulting
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デロイト テクノロジー グローバルリーダー

Kevin Wolsh　エグゼクティブオフィサー
テクノロジーコンサルティングサービス　グローバル責任者

テクノロジー領域において、トレンド分析、戦略、CIO プログラ
ムなどをリード。UK のテクノロジーリーダーとして、デジタル、
アナリティクス、クラウド、サイバーセキュリティなど新しい技術
の活用推進に注力し、UK の組織を飛躍的に成長させた。2015 年
からグローバルのテクノロジーリーダーに就任している。

Robert Hill　エグゼクティブオフィサー
テクノロジーコンサルティングサービス　アジアパシフィック地域責任者

日本国内、アメリカにおいて、航空宇宙・防衛産業、自動車産業、
ハイテク産業のクライアントを対象とした、戦略の立案から業務
改善、IT 導入支援に関するコンサルティングに従事。日本・アメ
リカの主要製造業クライアントを対象とした、グローバルレベルで
のシステム導入プロジェクトも多数経験している。
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日本語版発行担当者

岩渕 匡敦　執行役員　パートナー
Deloitte Digital 戦略コンサルティング　責任者

消費財、自動車、電機、商社などの業界に先端の IT を駆使した戦
略コンサルティングを実施。特にデジタル戦略、イノベーション、
顧客戦略、ブランディング、マーケティング戦略などに専門性を
持つ。地域としては日米欧の先進国に加え、中国、韓国、東南アジ
ア、北欧などでのプロジェクトを多数実施。複数のシリコンバレー
系企業での経営、ソフトバンクでの新規事業戦略の経験を有する。

安井 望　執行役員　パートナー
テクノロジーコンサルティングサービス　日本責任者

製造業を中心に、グローバル経営管理やグローバルサプライチェー
ンを、業務とシステム両面から最適化するプロジェクトに多数従事。 
業務機能を跨いだ企業全体のマネジメントを最適化していくこと
を得意としており、戦略立案から改革の実行までをトータルに支援
できる経験を有している。主な著書に『グローバル経営の意思決定
スピード』『導入ガイドグローバルシェアードサービス』『BOP 導
入ガイドブック』（中央経済社）がある。

渡邉 知志　執行役員　パートナー
テクノロジーストラテジー＆アーキテクチャー　責任者

小売・流通業、不動産業、運輸業等コンシューマビジネスを主に
担当。業界の垣根がなくなり変革が進む企業グループに対して、
戦略立案からオペレーション変革 / システム変革などのコンサルテ
ィング活動に従事。特に、戦略を実現するためのビジネス / オペレ
ーション変革に関する豊富なコンサルティング経験を有する。戦略
立案から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提供している。
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