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ソリューション
選定など幅広い分野で、複雑化するビジネス課題の解決を支援します。
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テクノロジーコンサルティングについての詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
COVER AND CHAPTER ARTWORK BY SHOTOPOP

日本版発行に寄せて
2015年からTech Trendsの日本版を発行して今回が3
回目となる。
2016年度版の発行後は多くの問い合わせや
講演の機会をいただき、日本企業の情報システム部門や
情報サービスを提供している部門の方々の注目が集まっ
ていることを肌で感じることができた。

昨今では情報システム部門のみならず、いわゆる事業
部門の方々や経営層から問い合わせをいただくことが多
くなり、事業戦略や経営戦略を策定する上でテクノロジー
が重要な要素となってきていることを想起させる状態で
ある。
その意味から今回のTech Trends 2017は企業の
今後の戦略を考えていく上で、欠かすことができない要素
を多く含んでいるものとなっている。

テーマは2016年度版から大きく変わっているわけでは
なく、
よりその内容が高度化あるいは実用的に変わってき
ている。特に2017年度版ではダーク・アナリティクスやマ
シンインテリジェンスのような大量のデータ収集とその後
の大量データ解析を自動化していく世界に目が向けられ
ている。
これは単に分析の重要性、
やり方を説いていた世
界から、いかに日々のビジネスオペレーションにテクノロ
ジーを無意識のうちに取り入れるのかという点にフォー
カスが当たってきている現れと言えよう。

アナリティクスに限らず、あらゆるテクノロジーが自動化という方向へ進んでいることは本書を読むことでおわかり
いただけるだろう。
最も日本企業が理解すべきことは、
グローバル先進企業において、日々のビジネスオペレーション
がこれらの自動化の動きを受けて高度化しており、
その波に乗り遅れると経営スピードの面、
コスト競争力の面で大
きなディスアドバンテージを抱えることになってしまうということである。
テクノロジーが進歩するスピードは凄まじ
く、相当なディスアドバンテージを既に抱えている日本企業は少なくないと個人的には感じている。
そのような企業に、
グローバル競争に生き残る取組みの一環として、Tech Trends 2017を活用していただければ幸いである。

安井

望

デロイトトーマツ コンサルティング 執行役員 パートナー
ジャパン テクノロジー リーダー
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バ

スケットボールコーチのレジェンドと呼ばれたJohn Wooden氏は、
「失敗は宿命ではないが、変化をも
たらすための失敗は宿命であるかもしれない」という名言を残している。急速な変化を遂げている今日
のビジネス環境において競争を強いられている企業は、Woodenコーチの教えを真摯に受け止めるべ
きである。
一見すると何の前触れもなく期せずして、大きなパワーを持つテクノロジーの影響力によって新たなビジ
ネス機会が生み出されると同時に、既存のビジネスモデルが時代遅れな産物と化してしまう。
顧客は新たなチャネ
ル、製品、エンゲージメント方法を自らのニーズに合わせてあっという間に取り込み、期待値を上げてくるものであ
る。
こうした変化を予期し、
また変化をチャンスとして受け入れることのできない企業は、
ある日気付くと衰退の道を
辿っているかもしれない。

今年のTech Trendsレポートのテーマはキネティックエンタープライズ
（Kinetic Enterprise）である。
その狙いは、
惰性的な企業運営から脱却し、常に変動し、流動的であり続けるビジネス環境で前進するための機敏さとビジョン
を備える企業を表現することである。

これは決して小さな仕事ではない。今日我々が目の当たりにしているテクノロジーの進歩があらゆる可能性を
体現するものではあるが、結果的に実現にこぎつけ、真の価値を世の中にもたらすことができるものはごく少数の
ものに限られる。
確かに、中には実体以上で過剰気味に取り上げられているトレンドもある。
真の価値をもたらす画
期的なイノベーションは何であるかを特定するには、
ノイズをふるいにかけるだけではなく、我々はまず行動を起こ
さなければならない。我々には、ただ受動的な姿勢でいる選択肢はない。我々がすべきことは、
これらの可能性を
現実のものに変えることである。

デロイトによるTech Trendsレポートの発行は今年で8回目となる。
とてつもないスピードで物事が変化する環
境に対峙していく中で、広範囲にわたるテクノロジーの発展動向を長期間トラッキングしてきた経緯から、重要かつ
連続性のあるいくつかのテーマを認識できることが当レポートの魅力といえる。
例えば、
デジタル、
アナリティクス、
ク
ラウド、
コアシステムの再構想、企業内ITの役割の変化といった5つの領域が主要テーマであり続けてきたことに変
わりはなく、年を経る毎に変革（トランスフォメーション）と破壊（ディスラプション）の力が増大している。
これらの5
つの勢力が旋回する一方で、企業によってこうしたテクノロジーの導入状況に大きな格差が見られる。
2010年に描
いたトレンドについて調査を開始している段階の企業があるかと思えば、先端テクノロジーを早期に自社に取り込
み、成熟度曲線の先頭を走る企業も存在する。前者のように、
パーティに遅れたからといって、追い求められるビジ
ネス機会を必ずしも損なうわけではない。
当レポートが提示してきた年々進化するテクノロジーを1つずつ順番に取り入れるというようなルールはなく、例
えばモバイルやアナリティクス領域で最も先鋭のテクノロジーを一気に導入し、先駆者に近づくこともできる。

長年の読者から、時折我々の予測の正解率について質問を寄せられることがある。
我々が過去何年にもわたって
議論したトレンドのうち、
いくつの予測が的中したのだろうか。
これまでのTech Trendsを振り返ってみると、過去の
予測や議論された可能性の多くが実現に至ったことを我々は誇りに思っている。例えば、2014年にコグニティブ分
析（センサー、
インターネット接続デバイス）が潜在的に強力なトレンドとなるであろうと予測し、今日における機械
学習や人工知能の進歩は市場でも認識されている通りとなった。
また、毎年セキュリティとプライバシーの視点を
重視し、当初はサイバーセキュリティの章を個別に設けていたが、現在は全ての章においてサイバーセキュリティと
リスクの影響について論じるまでに発展している。
さらに、2010年にはユーザーエンゲージメントを1テーマとして
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取り上げ、人間中心のデザイン思考がITソリューションには不可欠であると同時に、次世代のIT企業が育つための
必須条件となる展望を強調した。

一方で、我々の見立てがやや野心的過ぎたケースもあった。
例えば、2010年にアセット・インテリジェンス
（センサー
や接続デバイス）が破壊を引き起こす重要要因（ディスラプター）の1つとして提唱した。
ここ数年間は時期尚早であ
ったといえるが、新たなIoTアプリケーションの出現により、
アセット・インテリジェンスは間もなく大きな影響力を持
つ存在になるであろうと予期している。
また、2012年にデジタル認証が新たな経済圏で重要な役割を果たすであろ
うと予見した。
その当時、一般的なコンセプトはあったが、
デジタル認証の具現化にはプロトコルの開発を待たなけ
ればならなかった。
ブロックチェーンの出現により、
プロトコルとしての機能が期待され、
デジタル認証が新たな信
用経済における基盤となる可能性があると我々は捉えている。
過去8年間で唯一普遍であったことは、万物は常に変化してきたことである。
このTech Trends最新版を読
み解くことで、どのような変化が目前に迫っているのかをより明確に理解する一助になることを願っている。
そし
て、Woodenコーチの名言にうなずきながら、潜在的なビジネス機会を運動エネルギーに変えるために熟考して計
画を立て、
あなた方の組織が一連の変化に対応するための備えとなりますように。
ゲームのルールが今まさに変化しているこの時に、何もせずただベンチに座っている場合ではないのだから。

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

Craig Hodgetts
US national managing director—Technology
Deloitte Consulting LLP
chodgetts@deloitte.com
Twitter: @craig_hodgetts
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IT変革におけるビジネスのポテンシャル
システムの運用管理と導入方法が進化するにつれ、一部の企業は部門横断的なチームを組
成し、IT間のサイロ(縦割り構造)を取り除く試みを始めている。
そのような企業は、組織間の壁を
越えて多様な人材をマーケットから広く募集し、ベンダ、ベンチャー、
インキュベータ、教育機関と
の新しいパートナーシップの関係構築に目を向けている。
更に、
これまで以上にテクノロジーへ
の理解とその利活用を深めることは企業にとって戦略上の優先事項となっており、
テクノロジー
がもたらすビジネスの可能性について、経営陣と従業員の教育を進めている。
このような新たな
アプローチに取組むことは、多くの企業にとって組織、
プロセス、
およびシステムを全面的に見直
すことを意味するが、幸いなことに組織のこれまでの歩みを問わず、
それら取組みを容易にする
体系的な方法も存在する。
これらに取組むことで、IT部門の提供するサービスの可能性が無限
に広がり、
より効率的になり、IT部門の変革を導くことになるだろう。

ク

関するイノベーションのペースは加速する一方であり、
イ
ラウドやアナリティクス、デジタルといった強
ノベーションによって生じる破壊も同様に加速の一途を
力なテクノロジーは、システム運用の革新
今後、IT部門は、
より早く、
よりアジャイルに、
を伴い、またそのスケールを増大させながら、 辿っている。
よりビジネスに対して責任を有するものとならなくては
劇的にビジネスを破壊してきたが、それこそが正にテ
いけない。
そして重要なのは、
単にビジネスの要件を実
クノロジーの使命であった。
現するものでは無く、
より幅広い戦略を形作るものにな
過去10年以上にわたり、先進的なCIOはIT部門運
らなくてはならないという点である。
営のために様々な取組みを積極的に実施してきた。
彼
今後1年半〜2年の間に、我々はIT変革の次の段階
らは、ITを単なる保守運用の対象から、
イノベーション
を目にするであろう。
システム運用の方法が変わり、業
をもたらし、
ビジネス戦略を実現するものへと変革して
務部門や外部協力会社との協業方法が変わり、開発
きたのである。
チームがよりスマートに、
より効率的にシステムを開発
また、彼らはレガシーシステムの再生を促進するこ
するようになるだろう。
とで、新技術の導入と複雑性の排除を同時に実現し
これらの取組みの最終的なゴールは、IT開発、導入、
てきた。中には、ベンチャー投資家たちの手法を参考
運用手法の再考と、伝統的な組織の垣根を越えて、効
に、
「資産ポートフォリオ」
としてITを管理するものもい
果的に企業内で協業できるようになるために、IT部門
た。
の能力を向上させることである。
CIOの仕事は何か？という問いに対する、2000年
一言でいうならば、
先見の明のあるCIOは、
今後数ヶ月
代における社会の共通認識は、単純に「火を灯し続け
ること」
（システムを止めずに運用すること)であったが、 の間にIT部門をより柔軟に組織の垣根を越えるものへと
変革させるであろう1。
今日においては異なる。
今日ではIT部門とCIOの役割の拡大によって、両者と
も必要不可欠な存在となり、多くの場合有益となったが、
それは長いIT変革の第一歩に過ぎない。
テクノロジーに
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固定観念から脱却する

る概要設計や要件定義といった特定の工程のみに集
中するのではなく、全体的な観点から望ましい結果を
提供することに注力する結果志向のチームを立ち上
げることが肝要である。
このようなチームは、製品開
発の責任者と協業し、究極的には組織のビジョン策定、
製品のデザイン、日々の意思決定といった領域につい
て責任を有するようになるのである。
このアプローチを
採用することにより、
プロジェクトの進捗を阻害するよ
うな、階層化された意思決定・承認プロセスや手続的
な無駄を回避することができるのである。

伝統的な「閉鎖的」IT部門は、何年にもわたって、機
能的なサイロに沿って形成されてきた。
インフラ、
アプ
リケーションの運用、情報管理やその他のシステム運
用モデル（サービス一覧、SLA（サービスレベルアグリー
メント）、納期）である。
業務コンサルタントは、
ビジネス側に有益なプロジェ
クトにおいてアプリケーション開発者と協業することが
時折あるが、ITリーダーとビジネスリーダーが実りある
協業を実現することは稀である。
これは、IT部門とベン
ダとの関係性や、ベンダが提供するサービスが、厳密に
契約によって定義されているため、
本来の領分を越えて
協業することが無いということが原因の一つとして挙げ
られる。

包括的にシステム運用のスピードをコントロールする2

リリース管理などのシステム運用のスピードは速い
ことが望ましいが、ビジネス上の価値、
リスク、技術的
な実現可能性とのバランスが重要である。
また、特定
何年もの間、閉鎖的で結束力の高いIT部門モデル
のイニシアティブは、その速さを継続し続けなければ
が企業の発展に貢献した一方で、過去10年にわたり、
ならないと認識されつつある。
特に、
リリース管理、
テス
強力なテクノロジーがこのIT部門の有用性を脅かして
ト、要件管理、システム展開など、早期に効果を出しや
きた。SaaSは、現在ではIT部門の力を要せずにサービ
すい領域をターゲットとすることが多い。
スの調達と運用を可能としている。
テクノロジーの戦
略策定と実行について、CIOがリーダーシップを発揮
するものと思われてきたが、
テクノロジーは、もはやビ
ジネスプロセスの一部として統合されたものとなった。 迅速かつ頻繁なオートメーション
重要なことは、自動化によって従来のITの役割や活動
IT部門は、DevOpsと自律型プラットフォームを活用
が時代遅れになってきているということである。
し、
マニュアル作業による伝統的な制約や、
チーム間の
連携不足を解決してきた。DevOpsはツールとプロセ
このような破壊的状況に直面し、システム運用の変
スを活用し、
システム運用上の負の遺産を取り除くこと
革とテクノロジー人材の強化を目指すCIOは、以下の
ができる。
ある意味では、
ITのライフサイクル全体にわ
ステップの内、少なくとも1つを検討することになるで
たって、
詳細な事項を抽象化して管理する方法を導入
あろう。
することによって、Software Define Everything(=ソフ
トウェアで全ての要素を統合・コントロールしようとす
る考え方)を、従業員に浸透させることができるのであ
組織の垣根を破壊する
る。
多くのIT部門は、部署や専門領域によってサイロ化
自律型プラットフォームは、ITソリューションを構築し、
されている。たとえば、ネットワークエンジニア、品質
運用に必要な全ての作業の統合と指揮のために、動
管理者、
データベース管理者は明確に区別されている。
的にリソースを管理することができる3 。
ワークフロー
従来のやり方では、特定のスキルを保有する専門家が
主導型、
繰り返し型、
そしてポリシーベースを含み、
シス
プロジェクトの異なるフェーズで、個々の価値を発揮し
テム間の照合を要する、ほぼ全ての伝統的なシステム
ている。
その際、
ウォーターフォール型の厳密な管理を
運用が、自動化の対象候補となる。
ロボティクス・プロ
追及するあまり、
スピード感を失うことがある。
このア
セス・オートメーション
（RPA）、ボット、
コグニティブオー
プローチは、
チームメンバが後続のタスクやイニシアテ
トメーション、
インテリジェントオートメーション、
コグニ
ィブの最終目標を意識せず、自分の領域や直近のタス
ティブ・エージェントなど、自動化には様々なアプロー
クのみに集中する結果、
「壁」のある状態のシステム構
チが存在する。
しかし、
その根底にあるストーリーには
築を助長するものである。
共通性がある。
それは、新しいテクノロジーを適用する
このモデルを変革するには、専門領域によるサイロ
ことでタスクを自動化し、作業者が直面するより複雑な
を破壊し、IT要員をマルチスキルに変革し、上流におけ
タスクの処理を支援するということである。
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図1. ビジネス上の期待値と現在のITケイパビリティのギャップ

デロイトの2016年グローバルCIOサーベイにより、
ビジネスのITに対する期待値とITケイパビリティの実態にギャッ
プがあること明らかになった。
こうしたギャップを埋めることで、CIOはIT運用モデルを進化させ、
より効果的にビジ
ネス戦略を推し進めることができる。
パーセンテージは各回答を選択したCIOの割合を表す。
新しい価値創出へ
の貢献

ビジネスとの連携

システムの運用保守

リスク・セキュリティ
の管理

ビジネスを行う上で、ITに対して期待するものは何か？
70%

ビジネスプロセス
の改善

67%

効率化と
コスト削減

70%

57%

60%

イノベーション

50%

デジタル

61%

サイバーセキュリ
ティ管理

56%

46%

インフラの簡素化

41%

プロジェクトの
実行

33%

40%

28%

ITビジョン構築
30%

投資管理

35%

戦略的提携

30%

エンタープライズ
アーキテクチャ

18%

20%

29%

リスクとセキュリティ
の管理

破壊的
イノベーション

ITとして成熟している領域は？

Source: Khalid Kark, Mark White, Bill Briggs, and Anjali Shaikh, Navigating legacy: Charting the course to business value, Deloitte University
Press, November 10, 2016, https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/topics/leadership/global-cio-survey.html; Survey question: What are
the core expectations from the business of your IT organization/CIO?; Survey question: How would you evaluate your IT organization’s
current capability across the following areas? “Mature” denotes respondents that selected “Leading” or “Excellent.”
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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者は共同パートナーとなり得る。ビジネスの専門家
は、
SaaSのオファリングを活用することで、
ビジネスルー
ルを設定し、
これまでシステム開発・テスト・実装といっ
た機能に求められていた役割を潜在的に強化すること
が可能となると信じている。IT部門は、
テクノロジーの
専門家と協業して、運用リスクとセキュリティの脅威を
最小化しつつ、
迅速に行動したいというビジネス側の要
望とのバランスを取るため、
「オーナーシップ」をビジネ
ス側へ移譲してよいアプリケーションを見極める必要が
ある5。

ITとビジネスの垣根を破壊する
デロイトのGlobal CIO Survey 2016-2017の結果
によると、サーベイに回答した1,200人のITに関わる
経営層のうち、78％が組織における戦略的な協力体
制の確立が、ITの成功にとって最も重要であると認識
している4。
この結果は、過去10年にわたり経営層とと
もにテクノロジー駆動型のビジネス戦略を実行してき
たCIOにとっては、驚くべきものではなかった。

CIOがITトランスフォーメーションを次の段階へ進め
るためには、ビジネス側との協業体制を1つ上のレベ
イノベーションの促進に向けた道のり
ルへ引き上げる必要がある。
テクノロジーと迅速なイ
ノベーションが必要とされるビジネス環境においては、
IT部門は、IT部門自体が社内の利用者にサービス
確立された戦略とビジネスモデルを迅速に導入するこ
を提供するためには、今後ますますITベンダと折衝す
とができる。加えて、ITとビジネスが隔絶されていない
ることとなる。CIOは、新しい機会を追求しながらIT部
ことで、潜在的に変革を実現する機会を探し出すこと
門が核となるミッションを達成するため、
ビジネスパー
も可能だ。
新しい製品に対するビジネス側の要件を取
トナー、ベンダ、学者、ベンチャー企業と新しい方法で
りまとめて、6ヶ月後にベータ版が出来上がってくる状
協業する可能性を探る必要がある。
これらの組織は、
況は、もはや十分ではない。
製品開発チームには、
ビジ
革新的なアイデアや独自の視点を有し、IT変革の取組
ネスとITの垣根を越えて協業することが求められてい
みの知恵を提供し、鼓舞してくれる未開拓の存在なの
るのである。
である。
IT人材をビジネスチームの必須メンバとして加える
ことは、
これまで、まったく異なる仕事の仕方をしてい
た2つのグループにとっては、根本的に新しいアプロー
チである。
これまで、ITとは「陰で支えるもの」であった。
たとえば、経営層がITをコモディティ化したサービスと
してとらえた場合には、
しばしばビジネスは必要なツー
ルやソリューションを内部のIT部門以外から調達して
きた。
このような対応の根本原因は様々であるが、多く
の場合にはITの限られた予算や、他の議題との優先
順位の兼ね合い、あるいは経営層がITのスピードやコ
スト、実現可能性といった部分に確信を持てなかった
からである。
ビジネスの視点から見れば、IT部門が提
供できない/する意思が無いアプリケーションを外部か
ら調達することは、とても理にかなったものである。一
方でIT部門にとっては、
それは単なる野蛮な行為に他
ならない。
これは、組織におけるIT全体の整合性やセ
キュリティといった問題だけでなく、IT部門の未来に対
する、今そこにある脅威なのである。
その後のビジネス
側とIT側との衝突は避け難いものである。
ITとビジネスの協業における次の段階は、双方に
対して「ITはビジネスを陰で支えるものである」という
誤解を解消する機会を提供し、
「ビジネス」
と
「IT」の垣
根を破壊することである。今後、業務運用や製品の商
品化において、テクノロジーを活用する局面では、両

ただ、ベンチャー投資家や学者、
インキュベータとの
ネットワークを拡大する方法はあるだろうか。
スタート
アップ企業やその他の革新的なテクノロジーのプレイ
ヤ達に直接投資するのはどうか。Ford Motor社は近
年、182.2百万ドルをPivotal社(クラウドベースのソフト
ウェア企業)に投資した。
これは、Ford社が将来的に顧
客へより迅速にイノベーションを提供するための土台
となるソフトウェア開発力の向上を見込んだものであ
る。
この動きは、自分たちはマーケットにおいてデータ
分析・顧客とのつながり・モビリティを用いたサービス
を提供する企業であるという立ち位置を再定義したい
というFord社の戦略の一部である6。

今後、ベンダとは従来の範囲が明確な契約形態で
はなく、新しいタイプの契約形態を検討する必要が
ある。
そこでは、ベンダは、伝統的なサプライヤ/ベンダ、
または請負業者/コンサルタントの関係性を超えて、
ソ
リューションの共同開発を含む共同出資シナリオの構
築や、市場参入支援を含めて、提供したサービスの価
値によってその対価を得られるのである。
最終的には、限られたIT部門が、絶えず進化し続け
るシステムに対応できる人材や専門知識を独占するで
あろう。大企業であれば、例えばGeneral Electric社
(GE)がそうしたように、自前の人材でこれらの要求に
対応することができるかもしれない。
最近、GEはアトラ
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ンタ、
マイアミ、
プロビデンスに小規模のITオフィスを
設立し人材を確保し始めた7。

しかし、短期間のみ特殊なスキルを持つ人材が必要
なIT部門はどうすればよいのであろうか？長期的に雇
用することは財務的にも現実的ではない。
この革新的
なスキルと人材に対する需要を満たすために、CIOは
外部人材を登用することを検討することになるかもし
れない。
クラウドソーシング戦略は、
クラウドプラットフ
ォームを利用し、短期的な要員不足の解決に効果的で
ある。人事部門においても、人員管理や規程整備から、
人材のリテンションや教育に注力するための部門へシ
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フトしていくことにより、人材獲得力での差別化が可能
となる。明確にしなくてはならないのは、垣根のないIT
部門を構築することは、IT部門自体を再構築するとい
う意味ではない。確実に言えることは、過去10年間に
わたりCIOが成し遂げてきた変革の取組みは、将来の
イニシアティブを支える土台になっており、むしろ、
それ
は単なるITの発展ではなく、組織が将来の機会を学び、
成長し、追求するために、
その影響範囲を拡大してきた
ことにつながるのである。

最前線からの学び
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デジタル化による
未来の銀行業務

わっていくことが誰の目にも明らかになった。我々の
危機感は高かった。
なぜなら正しい将来像が描けてい
ないと、迫りくる業界の混乱に対応できないからだ。
」

デジタル化の波が銀行業界に押し寄せたことで、新
しいチャネル、
カスタマエクスペリエンスの提供が可能
となった。
このような状況下でCapital One社は、企業
の存亡をかけ、IT部門、開発手法、ITサービスのリリー
ス方法を見直すこととした。

ビジネスと密接に連携したアジャイル型開発を採用
し、IT変革を進めた。Capital One社には製品、サービ
ス、幅広いビジネス戦略に精通したアジャイルチーム
がある。
このチームは「ビジネスとITの連携」という通
常は上辺だけになりがちな言葉を、真に体現した。従
来のウォーターフォール型開発よりもはるかに少ない
時間で結果を出し、優先順位、新しいサービス・機能を
提供・強化するためのリソース、ユーザストーリーを主
体的に管理している。

Capital One社は銀行業界で勝者になるために
は、デジタルチャネル、機械学習、
リアルタイム分析に
対し、
それぞれの分野における主要テクノロジー企業
と同様の莫大な投資とシステム運用を行う必要がある
と考えている。

変革が進むにつれて、開発の目標を達成するために
は優秀な人材の存在が非常に重要であることが明ら
かとなった。

つまり、
これは独自のソフトウェアを開発し、優秀な
ソフトウェアエンジニアを雇用・育成し、システム運用
の手法を再考することを意味している。

またそれら人材を有効活用するために、
「優秀な人
材に重要な仕事を任せるためにはどうすればよいか」
を常に念頭に置きつつ、IT変革に取組んだ。

2 0 1 0 年 に始まったこの 取 組 み は 、I T 部 門 の 名
称変更からスタートした。その名はCapital One
Technologyである。
Capital One社のCIOであるRob
Alexanderは次のように述べている。
「これは単なる
名称変更ではなく、よくある伝統的な銀行のIT部門
ではないという宣言であった。その日から、私たちは
Capital One社をテクノロジー企業に変えるための使
命を負ったのだ。
」

結果としてIT変革は、以下の指針に沿って実施された。

• アジャイル：アジャイル型開発はデジタル化によっ
てもたらされるカスタマエクスペリエンスの構築、
製品・サービスの進化、従業員の働き方の改善に
注力した。
• DevOps：Capital One Technologyは運用担当
者をソフトウェア開発の上流工程に送り込むことで、
開発担当者との密な連携を可能とし、更にツール
やプロセスに投資することでソフトウェアの提供を
自動化した。

同時に、Alexanderと各業務部門のリーダーは、デ
ジタルバンキングにおける競争優位を確立するための
ロードマップを策定した。Robは次のように述べてい
る。「ロードマップの策定により、銀行業界の未来が変
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• ビジネスとアジャイル開発間の整合性：役員直下
に割り当てられたアジャイルチームには、役員が
検討するビジネスに必要なソリューションやサービ
スの開発に責任を持たせた。

• 再利用：RESTの制約に従っているAPI（RESTful
APIs）、
マイクロサービスアーキテクチャ、クラウド
内のコンテナ化をシステム構築の基本とすることで、
組織における資産の再利用を促進した。

• オープンソース：組織にとらわれず、適切な人材を
活用することで迅速な開発を実現する。
さらにエン
ジニアにはオープンソースプロジェクトへの参画を
奨励する。
この取組みはCapital One社が組織を
跨がる共通のプラットフォームをどのように管理し
ているのかを象徴するものである。
また組織を横断
して従業員が働くことで、主要サービスの拡大と改
善に役立つ。

しかし、彼は旅路の終わりはまだまだ先のことだと
考えている。
Capital One Technologyは、銀行サービ
スが人々の生活により身近になることを予見し、現在
の画一的なサービスではなく、個々の利用者向けに最
適化されたカスタマエクスペリエンスを提供すること
に挑戦している。
Alexanderは次のように述べている。
「顧客が銀行とのやりとりに集中でき、顧客の見え
ないところで必要な銀行業務が完了している状態を
目指す。顧客の期待を上回るカスタマエクスペリエン
スを設計・提供することで未来のデジタルバンクを定
義するのだ8。
」

IT部門の再構築

• クラウド：クラウドファーストの考え方を採用してい
る。
Alexanderは、
クラウドを活用することで、常にイ
ノベーションを探求し続けることができると考えて
いる。
それ故、彼らは有力なクラウドベンダとの戦
略的関係を築いてきた。

• 人間中心の設計：あらゆる開発プロジェクトの核
である設計を重視しており、優れた設計をする人材
を育成・評価しなればならないと考えている。
また、
人材強化の一環として、2014年にはデザインとユー
ザエクスペリエンスのコンサルティングを専門とす
る会社であるAdaptive Path社を買収した。

• エコシステム：ベンチャーキャピタルや新興企業と
の提携、学術機関への投資、優秀な人材と技術を
獲得するための積極的な買収を行うことにより、セ
ンシング・スキャニング機能の実現に成功した。
• 育成機関：テクノロジーとビジネスの両面から、既
存の技術や新たな技術を従業員が学ぶための組
織を設立した。

このIT変革を通じて、7年の間に当初の計画・目標
を上回る成果を得るに至った。自社の取組みを振り返
り、Alexanderは次のように述べた。

Marcy KlevornがFord Motor社のCIOに任命され
た時、自動車業界は新たな技術革新の真っ只中にあっ
たが、
その波に上手く乗じ、
コネクテッドカーや自動運
転の先駆者になることに成功した。
さらには、新しい
製品設計と設計アプローチへの取組みと並行して、新
たなビジネスモデルおよび顧客囲い込みモデルを開
発した。

Klevornは、Fordが採用していた部品調達と開発の
プロセスを改善するために、IT部門に所属する11,000
人の仕事の仕方を変える必要があると考えた。
彼女は
次のように述べている。
「ITの力で競合他社に対して
圧倒的な優位性を築きたい。
」

彼女のソリューションは、既存のコアチームを補完
する新しい開発グループを設立することだった。
「コア」
チームは、厳しいリスク管理が必要な分野である、設計、
製造、
サービスなどの重要な機能を担う。
一方、新たに
設立した「新テクノロジー」チームは、
スピードの速い
開発が要求されるプロジェクトをサポートする役割を
担う。例えば、FordPassのような携帯アプリ、
コネクテ
ッドカー、自動運転技術のプロジェクトである。
これら
はリスクの許容範囲が大きく、実証実験や学習目的で
の開発が許されるプロジェクトでもあった。
Klevornは次のように述べている。
「新たに設立した
チームは、従来とは全く異なる分野への取組みを担う
チームであるため、既存のITルールに縛られることは
なかった。
また我々はリスクを取って行動し、時に失敗
し、次の新しいアイデアに素早く着手することを奨励し
た。
」

「我々は、以前とは全く異なる組織へと変革した。
自
社製品の開発と定期的なリリースを達成し、クラウド
ベースの数百ものアプリケーションを有し、
マーケット
へ革新的な製品を送り出している。
より大きく、高い可
能性を秘めた組織へと生まれ変わったのだ。
」
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Klevornは両チームの関係をこう説明している。
「大
きな相乗効果が出ている。
これら2つのチームは、
それ
ぞれ異なるアプローチと優先事項を持っているが、お
互いのチーム同士が必要不可欠な存在である。
新テク
ノロジーチームは予想以上のスピードで成長した。
し
かし、真の驚きはコアチームへの要求も同様に増加し
たことであり、我々はこの方法をIT部門全体に拡大す
ることにした。
」

「自己解決」
から
「協働」へ

アジャイル型開発を採用する新テクノロジーチーム
は、
まず運用担当とシステムアーキテクトを加えたこと
により、
自己解決が可能なチームとなった。
ITスタッフは
新テクノロジーチームとコアチーム間でローテーション
することができ、
各チームのメリットや進行中のプロジェ
クトといった情報は、
全員に公開されている。
新たなテク
ノロジーを用いる製品はコアシステムと関連があるため、
新テクノロジーチームとコアチーム間の垣根はますま
す曖昧になっている。
新テクノロジーチームの課題を取り除き、
チームとし
て円滑に機能するために、シニアリーダーは、日々1時
間のミーティングの場を設けた。
そのミーティングは「
優先順位決定ミーティング」
と呼ばれ、
チームメンバが
問題を提起し、迅速に解決策を見出すための場であっ
た。
Ford社は当初、
この手法がプロジェクトのサイクル
が短い、新テクノロジーチームに主に恩恵をもたらす
と想定していた。
しかし、実際にはこのミーティングによ
って提案された改善策のうち、90％はコアチームにも
良い影響を与えた。

コネチカット州の各政府機関は、予算の縮小、既存
技術の陳腐化、成り行きで構築されたソフトウェアアー
キテクチャの存在といった課題に直面し、
これらを解
決するために、組織の垣根を越えてITリソースを共有
することにした。その結果、政府は市民に対して包括
的な運用モデルを構築することに成功した。

コネチカット州のCIOのMark Raymondは次のよう
に述べている。
「各機関は独立し、
それぞれ権限を持ち、
単独でサービスを提供していた。
新しいシステム・機能
を構築するための取組みを拡大したいと考えていた
が、各機関の個々の需要を考慮すると実現困難である
ことが分かっていたので、サービスの提供の仕方を再
考した。
」

各機関の戦略的整合性を確保するため、人事部門
は各機関のリーダーによって構成される執行委員会を
設置した。
この委員会は各機関のニーズを見直し、州
全体のIT戦略を策定した。
更に各機関がサービスを迅
速かつ簡単に提供することが可能となるよう、
リソース
を共有する方法を特定した。次に、組織間で共有され
ているリソースと役割の概要を表した、包括的な運用
モデルを設計した。
これらの取組みにより、IT資産は個
々のオペレーターが管理するものから、共同で管理す
るものへと変化していった。

このような再編への取組みは、3年前に稼働を開
始した、ConneCTというプラットフォームとともに始
Ford社は、持続的な改善と革新の文化を育むために、 まった。ConneCTは連邦政府と州政府が社会福祉課
週4時間の「パワーアップタイム」を設けており、
この時 （DSS）を通じて管理しており、先進的なカスタマサービ
間は、
すべてのITチームメンバが創造性の習得、
イノベー
スを提供するシステムである。
これにより利用者は窓
ションの検討、自由な発想や問題解決に時間を割くこ
口に行かずにオンラインでサービスを享受できるよう
とが奨励されている。
パワーアップタイムが始まって以
になった。
これはプロジェクトを通じて、基本機能のい
来、従業員は多くの革新的なアイデアを提案しており、 くつかが、他の場所で流用できる可能性があることに
その効果が社内において評判となり、他チームにおい
気が付いたことに端を発する。新しい運用モデルとガ
ても、
そのアイデアが採用されている。
この取組みの結
バナンスにより、機能が公開され、他の機関やプロジェ
果、従業員は創造的に考える習慣が身に付き、各自の
クトがそれらを採用することが可能となったのだ。
強みを発揮できるようになった。
例 として、州 の 医 療 保 険 取 引 所 の 一 つである
Klevornは次のように述べている。
「十分なコミュニ
Access Health CTは、ConneCTと同じインフラ基盤上
ケーションを取り、透明性のある状態を維持することに
に構築された。DSSはAccess Health CTと協力してレ
より、従業員の変革を実現した。
これにより、彼らが組
ガシーシステムを改良し、州の医療保険取引所にシン
織間の垣根を越えて、誰とでも気軽に会話できるよう
グルサインオン機能を構築した。
になった。有用な情報を持っている人は、その人の地
現在、コネチカット州では、ImpaCT（Integrated
位に関係なく、最も重要な人物なのだ9。
」
Management Process and Accountability System
for Connecticutの略称）が展開されており、
このシス
テムにより、DSSのサービスを求める人々は窓口を介
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組織の垣根を越えるIT

これによりシステム運用は可視化され、効率的な障
害対応が可能となった。同州は、システム運用の強化
に向け、
マルチベンダ体制を敷いているが、
それと並行
し、IT部門は、アジャイル型開発を活用し、迅速なサー
ビス提供と変化するビジネス環境への柔軟性向上を
図っている。

さずに健康診断を受けることができる。
これは従来の
システムに代わるもので既存のIT資産（コネチカット
州以外の資産を含む）を活用しつつ、料金の請求から
徴収までのEnd to Endの会計管理、システム運用の
効率化、
コスト削減を実現するように設計されている。

Raymondは次のように述べている。
「我々は一つの
部門に閉じた自己解決型の取組みは持続困難だと考
えている。
当初は、個別のプロジェクトがそれぞれ独自
に運営されていたが、複数のプロジェクトが完了した
時、
コンポーネントを再利用してプロジェクト間で共
有することができ、
さらにはチームそのものも共有でき
ることに気がついた。
」

多様な規模、文化、ニーズに迅速に対応できるよう
になるためには改善の余地はまだ残されているが、少
なくとも業務部門とIT部門の協業は、組織全体の業務
要件を管理する上で必要不可欠である。

アイデアの提供、
サービスの共有、
コンポーネントの
再利用などの機会を活用することで、ITサービスはコ
ネチカット州の市民生活を改善している。

DevOpsの文化を浸透させ、ITと業務の垣根を越え
た組織横断的なチームを立ち上げたことにより、
コネ
チカット州の各機関では組織全体を見渡して、作業の
優先順位付けを行うことが可能となった。

Raymondは次のように述べた。
「私たちが取り入れ
た仕組みにより、
新たなチャンスを生み出すことが可能
となった。我々は常に市民中心の視点からのサービス
を提供している。大局観をもった取組みは、彼らのニー
ズを満たす最も効果的な方法なのだ10。
」
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私の見解
ツールが優れているのは、従業員が普段と全く同じ
言葉使いで質問するだけで、その答えを即座に教え
てくれるところだ。
「Concierge」
を使えば、
従業員は知
りたい情報へ簡単にアクセスできるし、追加のサポート
が必要であればたった数回のクリックで問い合わせを
投稿できる。
また、
このアプリケーションが様々な情報
を横断しながら1日に何千もの問い合わせを処理して
いくことで、従業員自身によってITの問題が解決され
る割合が24%も上昇し、サービス全体のコスト削減に
つなげることができた。

ROSS MEYERCORD, CIO
SALESFORCE

Salesforceは常に顧客視点を大切にした製品やサー
ビスを提供することによって、CRM市場で圧倒的なシェ
アを維持し続けてきた。
すべてのお客様の「視点」を大切にするために、我々
は「Customer success platform」を通じてお客様一
人ひとりにパーソナライズしたサービスを提供すること
を心掛けているのだ。

アプリケーションの開発プロセスに関しては、開発
の100%がスクラムアジャイルで開発されている。我々
はウォーターフォールとアジャイルの2つの開発手法を
採用することはせず、俊敏なアジャイルのみを採用す
る。
これによって、
「ビジネス」と
「IT」が深く結びつき、
プ
ロダクトオーナー、業務コンサルタント、
そして各部門
を横断した検討会が開かれ、システムの課題を１箇所
に集約して管理することができる。

この顧客視点のアプローチは、Salesforceのシステ
ム運用や戦略にも同様に活用されている。
内部のお客
様、
すなわちSalesforceの従業員たちのニーズを理解
し、業務や組織に対して明らかになった問題を解決し
ていくことで、我々はITと従業員を隔てていた壁を打ち
崩すという大きな成果を得ることができた。

ウォーターフォールとアジャイルの2つの
開発手法を採用することはせず、
俊敏な
アジャイルのみを採用する。

結果、何ヶ月にもわたって開かれる気の滅入る定例
会議は不要となり、
「MVP」(検証に必要な最低限の機
能をもった製品)が重視されるようになった。

IT変革という大事業にあたって我々が最初に行った
ことは、
ITサポートチーム全体の意識改革であり、
サポー
トスタッフと従業員との間でより密接なコミュニケーショ
ンを促すことだった。
たとえば、各休憩室に設けられた
Tech-forceというコーナーでは、
サポートスタッフたちが、
トラブルシューティングを行いながら従業員とリアルタイ
ムにコミュニケーションできるようになっている。
従業員
はそのコーナーを訪れれば、
サポートスタッフとITの疑
問や問題についてじっくり面と向かって話し合うことが
できるのだ。
この方法であれば、質問を投稿してその返
答をただひたすら待つよりもずっと効率的だ。
こうした
努力の末、
SalesforceのIT運営に掛っていた毎年の運用
コストを下げることができたのはもちろんのこと、
エンド
ユーザの満足度がこれまで以上に素晴らしい結果とな
った。
また、ITだけでなく、人事、給与、施設に関する新し
いアプリケーションや検索ツールを開発した。
この取
組みの一環として独自技術を活用して開発されたの
が、
「Concierge」という名の検索ツールだ。
この検索
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これにより、製品のプロトタイプ開発のリードタイム
は短縮され、改善に必要なフィードバックを収集し、要
件の変化に応じて開発工程を何度も繰り返すことが
できるようになった。初回リリースに限らず継続的なサ
ポートを提供できるので、
リリース後の製品サポートに
必要な予算を見積もることも可能だ。
チームはあらか
じめ配置されているので、優先順位付けとプランニン
グを簡略化することができ、ビジネスに必要な変化に
いち早く対応できるようになった。

新しい技術、方法、そしてビジネス機会の拡大に伴
い、
「垣根のない」IT部門を作るためのアプローチは
必ず発展していくことだろう。
それでも、内部と外部の
両方のお客様へしっかりと向き合うという心構えが
変わることはない。顧客の付加価値を創造するよう
なサービスを提供することがSalesforceの使命だ。IT
をより効率的に、柔軟に、そして効果的に変化させる
ための取組みを、
こうした基本的なビジネス哲学がこ
れからも支えていくだろう。

組織の垣根を越えるIT

ンジニアと設計者は、セキュリティとコンプライアンス
の基準も満たす「完成された」製品を作り上げること
ができる。
同様に、
リスク、
ユーザエクスペリエンス、
パフ
ォーマンスに関する考慮事項など全体を見通した設計
アプローチをとることによって、
より効率的なシステム
を作ることができるだろう。
そしてビジネスとITとの垣
根を無くしていくことや、開発やオペレーションのチー
ムをIT部門内に招き入れていくことはCIOの仕事だ。
そ
こで、CIOはセキュリティを担当するリーダーやそのチー
ムを、
プランニング、設計、
テスト、
そして展開に至るまで、
プロジェクトのライフサイクル全てへ参加させるように
すべきである。

サイバーセキュリティにおける脅威への関心、そし
て適切な対応を促すという点で、IT部門は貴重な役
割を担っている。
プロジェクトの目的と、技術がどのよ
うな結果をもたらしてくれるかということについ
て共通の認識を持つことによって、
リスク
こうした課題を念頭に置けば、ITとビジ
とリターンを加味したプロジェクトの
ネスとの垣根を無くすことにより、サイ
進め方を検討することが可能とな
バーリスクはすべての人が留意す
る。
リスクに対して過敏になるの
べき事項となる。
「垣根のない」柔
ではなく、実際に起こりうる、ま
軟なITを構築するにあたっては、
ITとビジネスとの垣根を無くすこ たは受け入れるべきリスクに
システムとプロセスを徹底的に
見直し、ITとビジネスを分断す
とにより、サイバーリスクはすべて 着目する必要がある。IT部門は
る組織の壁を取り払い、サービ
の人が留意すべき事項となる。 事業部、法務、財務、営業、マー
ケティングや役員層が、情報漏
ス提供に伴うオペレーションを
えいなどのリスクとのトレードオ
再構成していくことが不可欠な
フ、その他様々なセキュリティ面で
のだ。
これらをあらかじめ率先して
行うことによって、
リスク管理に必要
の影響を理解できる様に支援する必
な対応力を新しいシステムとプロセスへ
要がある。
と組み込むことが可能となる。
リスク対応力はその人がどれほど将来的な結果
IT部門は率先してリスクを見つめなければならない。 について感知・判断する能力があるかによって変化す
それが戦略的なビジネスのイニシアティブに関わると
る。だからこそ、組織の思考は進化し続ける必要があ
きは特にそうだ。
こうした「リスク優先」のアプローチを
るのかもしれない。組織のリーダー層は、
リスクの問
とることによる恩恵として以下が挙げられる。
題を、単なるプロジェクトレベルのタイムライン上の
問題や、
コストと利益の問題として考えるのではなく、
スピーディな開発: リスクとセキュリティにおける対応
ビジネス上の課題として捉えなければならない。
力があらかじめシステムと製品に組み込まれていれば、
将来的にシステムや製品の導入にかかる無駄な出費、
CIOはリーダー層をこのような議論に参加させて、
リ
時間、
そして労力を避けることができる。
その結果とし
スクに対する対応を適切に織り込んだ結論が導かれ
て製品開発のライフサイクルは加速される。
るように支援すべきだ。
この目標を達成することは難
しい。だが、
「セキュリティに則ったデザイン」の考え方
完成度の向上: プロジェクトプランニングの初期段階
を垣根のないIT運営における基本的な条件とすること
でリスクとコンプライアンスを考慮に入れておけば、
エ
で、
それは達成可能となる。
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サイバーリスクの視点から

サイバーセキュリティを効果的に設計するにあたっ
て、
しばしば直面する課題を二つ挙げる。
第一の課題は、
サイバーセキュリティはITの専売特許という先入観だ。
そのような状態では、基本的かつ一般的なリスク予防
策にほとんど関心が払われない。第二の課題は、多く
のシステム設計において、
サイバーセキュリティに対す
る考慮が後付けになりがちだということだ。
ITリーダー
は、
セキュリティをコンプライアンスに関するタスクとし
て扱うことがある。
つまり、
プロジェクトを開始するにあ
たって欠かせないこのタスクを、拙速にクリアしようと
してしまうのだ。
このような場合、セキュリティアナリス
トは、
プロジェクト初期に暫定的に策定された管理法
やポリシーとは相容れない通常のセキュリティ基準を
設定しなければならず、新しいソリューションの実現に
取り組む開発担当者や事業スポンサーとの険悪な関
係を招きかねない。

Tech Trends 2017: The kinetic enterprise

始め方

わなくなるということではなく、
また信頼性、拡張性、
可用性、保守性、およびセキュリティなどの技術的
な検討事項から逃れられるということでもない。
今
日の業務とシステムが相互に繋がった組織におい
て、
これらの「〜性」はビジネス上の重要な武器で
ある。IT部門は主にビジネス目標との整合に重点
を置くべきだ。

多くのIT関連予算が制限されている現状におい
て、「IT変革」という用語は、
すでに苦労を強いられて
いるCIOにとっては聞きたくない言葉かもしれない。
確
かに、柔軟なIT部門を構築することの最終目標は、IT
の開発、導入、運用のモデルを見直し、企業内の垣根
を越えた効果的なコラボレーションを実現できるよう
にすることである。ただ、
ここで明確にしたいのは、
こ
の目標の達成には、戦略的かつ技術的な優先事項と
利用可能なリソースに合わせた段階的なアプローチ
が最も重要だということである。

• IT人材を新しい仕事に集中させる：技術者を開発
や革新的な付加価値の高い仕事に集中させるこ
とで、彼らの創造力を存分に引き出し、士気を高め、
非効率なスキルのサイロを打破するのに役立つ。
ただし、技術者の才能を伸ばすためにはまず付加
価値の低い日々の定常業務から彼らを解放する必
要がある。
クラウドへの移行、
バックエンドプロセス
やワークフローの自動化、ユーザサポートにおける
ボットやコグニティブシステムの利用により、どのよ
うに低レベルの作業を減らし、
より効率的な運用を
推進できるか検討すべきである。

近い将来、多くの組織が効率的で柔軟性が高く、ビ
ジネスにより重点を置いたIT部門の構築に向けて第一
歩を踏み出し、組織の垣根を越えるITの構築に加わっ
ていくだろう。
このような変革を開始するにあたり、長期的な変革
目標を達成するために、以下のアプローチの活用を検
討する必要がある。

• イノベーション会議を設置する：業務上の境界を
崩すのと同様、特にイノベーションの領域で垣根
を無くす計画も重要である。IT、
ビジネス、
マーケテ
ィング、財務および他の企業グループからのメンバ
を含む部門横断的な「特命チーム」は、注力すべき
革新を推進できる可能性がある。
これらのグループ
は単独でテクノロジーのイノベーションについて
検討するものの、特命で動くためにIT部門に対して
必ずしも報告する必要はない。

• ビジネスリーダーの信頼を得る：ビジネスチーム
はIT部門の開発プロジェクトへの参加に躊躇するこ
とがある。
IT部門は新製品がリリースされてから5分
後には現場を離れてしまうと思われているからで
ある。今後の開発プロジェクトでは、ユーザと協力
して必要な機能を開発するために、製品のリリース
後もチームの一員であり続けることを念頭に置い
た機敏なチーム編成を検討すべきである。
SaaSソリ
ューションを実装する場合も、同様なアプローチを
とることを考慮すべきだ。
つまり、ITとサービス提供
会社のスタッフを含む独立したチームを作り、機能
の開発と運用を行うことだ。
また、機能追加や改善
をサポートするための資金準備も重要である。

• 業務部門に対するサービス提供者としての伝統的
なIT部門の指標を変える：ITのSLA（サービスレベ
ルアグリーメント）をビジネスのKPI（重要経営指標）
に変換し、
ビジネスとIT間の共通の目標を作る必要
がある。
つまり、運用やシステムの次元ではなく、
ビ
ジネスの主要目的をサポートする機能としての能
力に基づいてITの成功を定義することが重要であ
る。
これは、IT部門が障害への対応、稼働時間の維
持、
プロジェクトの締め切り遵守といった責任を負
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• 視野を広げる：現状に囚われることは容易い。何
年も同じやり方で運営すると、どんなに創造的な
ITリーダーでも新しい運営ビジョンの創造に苦労
することがある。ITグループの思考を素早く断ち切
るには、グループ外の人々の声をより多く取り入れ
ることである。
新しいゴール、戦略、
プロセスを開発
する際に、ベンダのより深い関与を検討すべきであ
る。
あるいは、ITの専門家でない学術関係者、研究
者、ビジネス側の人々を招くのも良い。最後に、そ
れぞれの分野で深い経験を持つ契約社員やフリー
ランスの人と働いてみることに挑戦すべきだ。
これ
らの人々は、長期的な人材コストを増加せずにあ
なたの思考の限界に挑戦し、視野を広げてくれるこ
とがある。

組織の垣根を越えるIT

要点

歴史的な技術や市場の混乱の中で生き残れるのは変化への適応力のある企業だけであ
る。現在の社会環境に鑑みた場合、システム運用の制約に囚われず、開発とデリバリの方式
を再考することは、CIOが直近数ヶ月のうちに着手すべき喫緊の課題である。組織的にアプ
ローチする場合は「IT部門の垣根を越えること」が、今後のビジネスに必要なスピードと機
敏性を生み出すことに役立つであろう。

19

Tech Trends 2017: The kinetic enterprise

執筆者
ATILLA TERZIOGLU
Atilla Terzioglu is a principal in the Technology Strategy and Architecture practice within
Deloitte Consulting LLP. He helps clients plan and execute new business strategies with
technology, drive efficient IT operations, evolve key IT capabilities to meet changing
market dynamics, and deliver IT-enabled business transformation. Terzioglu has led
major IT transformation initiatives that enable clients to deliver IT as a service, as well
as initiatives to reduce cost, complexity, and business risk.

MARTIN KAMEN
Martin Kamen is the Human Capital IT Transformation leader and works with
technology clients to help them manage and prepare leaders and employees for largescale business transformation. He has a demonstrated track record of working with
clients to develop strategic communication and change programs that rely on creative,
interactive, and meaningful messages.

TIM BOEHM
Tim Boehm, a principal with Deloitte Consulting LLP, focuses on application
management services, including advisory and service delivery. He is also a lead
consulting principal for key drilling and municipal utility clients. In these roles, Boehm
oversees the delivery of large application management engagements, helping clients
to reduce operating costs, improve system performance, and grow business value
delivered through production applications.

ANTHONY STEPHAN
Anthony Stephan, a principal with Deloitte Consulting LLP and US Technology Strategy
and Architecture leader, focuses on inspiring and developing people to be leaders. He
also champions strategic initiatives that drive client growth through collaboration.
Always at the forefront of the business of technology, Stephan epitomizes the depth
and breadth of our industry experience.

20

組織の垣根を越えるIT

参考文献
1.

Mark White, Judy Pennington, Thomas Galizia, and Mike Habeck, Right-speed IT: Living between black and white,
Deloitte University Press, February 24, 2016, https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/tech-trends/2016/
devops-it-optimization-speed.html.

2.

Ibid.

3.

Ranjit Bawa, Jacques de Villiers, and George Collins, Autonomic platforms: Building blocks for labor-less IT, Deloitte
University Press, February 24, 2016, https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/focus/tech-trends/2016/bi-modelit-on-autonomic-platforms.html.

4.

Khalid Kark, Mark White, Bill Briggs, and Anjali Shaikh, Navigating legacy: Charting the course to business value,
Deloitte University Press, November 10, 2016, https://dupress.deloitte.com/dup-us-en/topics/leadership/globalcio-survey.html.

5.

Stephanie Overby, “How to embrace the benefits of shadow IT,” CIO Magazine, June 22, 2016, www.cio.com/
article/3078344/it-industry/how-to-embrace-the-benefits-of-shadow-it.html.

6.

Ford Motor Co., “Ford invests in Pivotal to accelerate cloud-based software development,” May 5, 2016, https://
media.ford.com/content/fordmedia/fna/us/en/news/2016/05/05/ford-invests-in-pivotal.html.

7.

Thor Olavsrud, “GE to open new locations to develop industrial Internet talent,” CIO Magazine, June 9, 2016, www.
cio.com/article/3081483/careers-staffing/ge-to-open-new-locations-to-develop-industrial-internet-talent.html.

8.

Interview with Rob Alexander, CIO of Capital One Financial Corp., January 17, 2017.

9.

Interview with Marcy Klevorn, vice president and CIO of Ford Motor Co., January 11, 2017.

10. Interview with Mark Raymond, CIO of the state of Connecticut, December 23, 2016.

21

Tech Trends 2017 The kinetic enterprise

日本のコンサルタントの見解
はじめに

デジタル化時代の昨今においては、日々創出される
先端技術をどのようにビジネスの競争力強化につな
げていくのかが主要な論点となっている。最近ではIT
組織による活動を、明確なビジネス要件に基づいてソ
リューションを決める“要件先導型”（いわゆる従来の
やり方）と、先端技術の活用ありきでビジネスの変革を
創造する“技術先導型”に分類するようになってきてい
るが、各企業においては、技術先導型という新しい取
組みにどのように対処すべきかが、重要な経営課題と
して認識され始めている。

先を行くグローバル企業はどう対応しているので
あろうか。
これらの企業はまずAI/IoTなどの分野で先
端技術を導入し、各ビジネス部門と強く連携しながら、
変革に寄与するソリューションをクイックに検証・実装
するといった取組みを着実に増やしてきている。
このよ
うな企業のCIOの多くは、ビジネスに対する組織横断
的な支援体制を強化し、
リスクを取りながら、先端技
術がビジネスにもたらす変革の可能性を探求している。
一方、日本企業の多くは、未だITの理解に乏しいビ
ジネス部門の要望に基づき、複雑なシステムを導入
し、IT部門はそのシステムを多大なリソースと時間を
割いて保守・運用に奔走している。
そのため、十分な知
見の獲得やビジネスとの連携体制の下でリスクを伴う
創造的な取組みを実行するといった組織やプロセス
の整備が進んでいない。

ここでは、日本企業がこうした現実を打破して、組
織の垣根を越えてビジネスの変革に迫るためのポイン
トを
「組織・プロセス」、
「人材」という観点で検討してい
きたい。

変革を探求する組織の構築と
プロセスの整備

2016年6月に実施されたガートナージャパンの調
査結果によると、新しいテクノロジーを利用する予定・
実績がある日本企業は回答した企業のうち約5割に
のぼった1 。
つまり、日本企業はITによるビジネス変革
を望んでいないわけではないが、組織の変革まで達成
している企業はまだ少ないのではないだろうか。
先端技術によるビジネスの変革を探求・実現する
組織は、ビジネスとITの両面から俯瞰できることが大
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前提となる。
その上で、潜在的なニーズに対する先端
技術の適用可否を見極め、
ビジネス部門と連携し、試
行錯誤をクイックに繰り返すことのできるプロセスと
人材を有している必要がある。先のガートナージャパ
ンの調査結果では、新しいテクノロジーを利用する予
定・実績があると回答した日本企業のうち、新しいテ
クノロジーを実装させる部隊として、従来のIT部門内
の専門チームに役割を持たせると回答した企業が約4
割、従来のIT組織とは別の新組織を設置すると回答し
た企業が約3割、残りがプロジェクトチームを設置する
と答えているが、
どの組織形態を採用するかは、個々の
企業の業界、規模、文化などを踏まえることになるで
あろう。
ただしどのような形態であれ組織において重
要なことは、
これまで述べてきたようなビジネスとIT
の両面の視野を持つことは言うまでもなく、早期にス
タートアップすること、そして責任と権限を持たせるこ
とである。部門間の垣根が高く、協力関係の薄さや軋
轢などにより、責任と権限の明確化や調整に時間を要
する印象が強い日本企業においては、部門横断的な
組織を速やかに設立することが変革に向けた第一歩
となる。部門調整に時間がかかれば新しい技術による
ビジネス変革は他社に先を越され、誰も責任をとらな
い単なる寄り合い所帯となれば、変革を起こせないば
かりか、最悪の場合途中で瓦解する。

ビジネスとの強い連携を持ち、最新の技術を理解し
たIT組織を構築しても、技術をビジネスに転化できる
プロセスがなければ意味がない。現在ではネット企業
だけでなく、グローバルの一般企業にも導入され始め
た、アジャイルやDevOpsといった手法を積極的に採
用することが日本企業でも必要だ。欧米ではアジャイ
ルを導入することで、ビジネスとITの垣根が現場レベ
ルで解消され、要件の特定から実装までのスピードア
ップに一役買っており、DevOpsの導入に成功した企
業では、開発からリリースまでのプロセスが高速化さ
れた。
日本では馴染まないという偏見を持ったり、
あま
りコアではないビジネス領域への導入で満足したりす
る向きも見られるが、
それではグローバル企業に遅れ
を取るばかりだ。世界では既に常識化している手法は
躊躇せずに取り込むことが求められる。

変革を支える人材の配備

また、
この新しい組織・プロセスを支える人材の観
点でも一考が必要だ。ビジネスの潜在ニーズに対し
て先端技術を素早く導入し、試行錯誤を繰り返すには、

組織の垣根を越えるIT

これまでのIT要員に期待されたスキルや知見だけで
は変革の創出ができず、組織として立ち行かなくなる
可能性がある。一般的に欧米企業はITの内製化が進
み、新しい技術も自立的に消化しているが、日本企業
は欧米企業と比べて、社内のIT要員が少なく、新しい
技術への対応が遅れていると言われている。
この状態
が続けば、
ますます欧米企業に差を広げられるばかり
だ。
しかし優秀なIT人材をマーケットから採用しように
も、日本においては長くIT人材が不足しており、また一
企業の努力で人材を短期間で育成するには限界があ
る。日本企業は不足する要員、知見をどのように補い、
先端技術による変革を探求する組織を作り上げてい
けば良いのだろうか。

まず考えられるのが外部の人材活用だ。日本企業
では設計、開発、運用・保守のあらゆる場面でSIerなど
の外部業者を利用するシーンが見られるが、新たなIT
技術に関する知見を外部から積極的に取込むところ
まで実現している企業は多くない。
この点、
これまで付
き合いのある外部業者だけでなく、新たなIT技術の活
用を積極的に推進、検討しているコンサルティング企
業やSIerとの提携を模索し、そこから得られる知見や
サポートを活用するのも一つの手であろう。
また、従来
のような請負契約の前提では、新しいテクノロジーを
生かして変革を創出するには馴染まないことも考えら
れるため、日本のIT契約では一般的ではないが、
タイ
ムアンドマテリアル、成功報酬、さらには出向といった、
新しい契約形態で外部のスキルや知見を取り込むこと
も考えてみてはどうだろうか。
ちなみに、グローバル企
業では、外部の知恵を得るべく、サービスベンダ、ベン
チャー企業、教育機関などとの新しいパートナーシッ
プの締結に目を向けているが、
これらについても当然
のことながら考慮してもらいたい。
しかし、外部の人材活用だけでは物足りない。更に
考えるべきは、
ビジネス部門とIT組織の意識改革と教
育だ。日本の企業においては特に、新しいシステムを
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導入する際、現業が忙しいという理由で中々ビジネス
部門の関与が得られないことが多い。
そういうときは
概して、業務プロセスに精通していないIT組織やベン
ダに任せっきりとなり、改革や改善には十分ではない
システムが構築されてしまう。
先述の通り、新しい技術
を伴うビジネス変革には、
これまで以上にビジネスと
IT双方の深い理解が不可欠である。所属する部門に
関わらず、
ビジネスとITのトレーニングを展開すること
や、
ビジネス部門とIT部門相互のジョブローテーション
の実現などがアイデアとしてよく挙げられる。重要な
のは双方が知見を広げ、同じ目線をもってビジネスの
変革を探求できるようになることであり、
そうなって初
めて草の根レベルで組織の垣根が越えられたと言え
るのである。

最後に

「組織の垣根を越えるIT」を説くには、ビジネスとIT
を横断的に俯瞰できる、責任と権限を持った組織体制
へ速やかにシフトする必要がある。
その上で、
アジャイ
ルやDevOpsなどの手法を定着させ、組織間の連携強
化、潜在ニーズの発掘、試行錯誤による先端技術の活
用を探求するプロセスを整備していくことが求められ
る。
さらには外部の人材を柔軟に活用し、社内ではIT
かビジネスかの所属に関係なく、双方分け隔てなく知
識を持たせることが重要だ。
デジタル化に取り残され
た日本企業が、今一度グローバル市場で息を吹き返す
には、本腰を入れて、組織の垣根を越えるIT組織体制
へのシフトに取組むべきではないだろうか。
参考文献
1.

ガートナー ジャパン株式会社 2016年プレスリリース
「ガートナー、
「バイモーダル」なIT組織に関する調査
結果を発表」
h t t p s : / / w w w . g a r t n e r. c o . j p / p r e s s / h t m l /
pr20160601-01.html

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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ダーク・アナリティクス

非構造化データに眠るビジネス機会に
光をあてるために

多くの企業において、拡大し続けるデータストアは非構造化されたまま、分析も手つかずとな
っている。
画像やオーディオ、
ビデオファイル、
あるいはIoTから生成されるセンサーデータ、深層
ウェブに眠る莫大なローデータ、
こういった新たな種類のデータから情報を探索することが出
来ている組織はほとんど無い。
しかしながら、
コンピュータビジョン
（コンピュータによる画像解
析）、
パターン認識、
コグニティブ・アナリティクスにおける近年の進歩によって、企業は、
これま
で触れられてこなかったデータソースに光を当て、優れたサービス提供や意思決定に貢献する
インサイトを掘り起こすことが可能となってきている。

情

報テクノロジーの力が広く知れ渡った今日、
データは競争力の源泉である、とする考え
方は一般的なものとなっている。
既存システ
ムやソーシャルメディア、検索エンジン、
その他無数のテ
クノロジーが生み出す悩ましいほどの量のローデータ
から、事業戦略、業務効率、あるいは顧客に関わるイン
サイトを取り出すことは、
クリティカルな課題なのであ
る。
これらのデータは、一度アナリティクスによって光
を当てられれば、仮説を検証し、意思決定を支援し、未
来への道筋を描くことを助けてくれるものとなる。

最近まで、
データやアナリティクスにおいては受動的
かつ過去を振り返るアプローチが一般的であった。
「レ
ポートを作成する」
という不変のゴールに囚われるあま
り、
アナリティクスの取組みは、
特定の部署や各システム
に散在する構造化データの一部に限定されてしまって
いることが多い。
さらには、
マスタデータの品質課題や
ユーザ視点での洗練性の欠如、システム間でのデータ連
携の困難さといった課題もあって、現状生み出されるイ
ンサイトは良くて限定的なもの、
悪い場合には誤解を招
きかねないものとなってしまっている。

インメモリ処理、機械学習、
ビジュアライゼーション、自
然言語処理、
コグニティブ・アナリティクスといった技
術の活用強化に取り組んでいる。
まさにアナリティクス
がIT投資とITアジェンダの中で支配的な存在となって
きているのだ。1,200名のIT経営層を対象としたデロ
イトのGlobal CIO Survey 2016-2017では、
アナリティ
クスが投資のトッププライオリティに置かれていること
が確認された。
また、次の2年間の人材施策においても、
アナリティクススキルを持ち合わせたIT人材の獲得に
プライオリティが置かれている1。

多くのCIOやビジネスリーダー、
データサイエンティス
ト達が次なる1年半〜２年の間に、
こうした先進的な
技術やスキルを活かした「ダーク・アナリティクス」
と呼
ぶべき取組みを試し始めることを予想している。ダー
ク・アナリティクスとは、広大な非構造化データや
「ダー
ク・データ」に対して重点的な探索を行うもので、従来
の構造化データからでは明るみに出すことのできなか
った、事業戦略やオペレーション、顧客に関する精度の
高いインサイトを得ることを狙いとしている。
データにおける
「ダーク」とは、
これまでは隠れてい
た情報、あるいは咀嚼されてこなかった情報を意味し
ている。ダーク・アナリティクスは、第一には、
これまで
分析されてこなかった生のテキストベースデータ、例

今日のCIOは、
ビジネスからの問いに答え、数年前に
は想像もつかなかったような価値あるパターンやイン
サイトを見出すために、分散データアーキテクチャや
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えば、
テキストメッセージやドキュメント、
メール、
ビデオ、
オーディオファイル、静止画像のような非構造化データ
を対象とする。場合によっては、検索エンジンではたど
り着けない深層ウェブ、
さらには、通常のブラウザでは
閲覧できない「ダーク・ウェブ」とも呼ばれる匿名サイ
トも対象となりうるだろう。深層ウェブの規模を正確に
測ることは不可能だが、ある調査によれば、多くの人
が日々サーチを行う表層ウェブの500倍にも達すると
言われる2。
データが競争力の源泉とみなされるようになった今
日のビジネス環境において、
これらの未探索のデータ
資源は大当たりの宝くじのようなものになる可能性を
秘めている。
さらに、
データの量もそこから見出だされ
るインサイトの量も、頭を悩ませるほどの速さで増加
していくことだろう。今日存在する全てのデータのうち
90％は、
この5年間で生成されたと言われている3。我

々が生成しコピーするデータを含むデジタル・ユニバー
スは、12ヶ月ごとに倍の規模に拡大していく。
その規模
は2020年に44ゼタバイト
（44兆ギガバイト）に達し、含
まれるデジタルビットの数は天文学的な数字になると
予想される4。

それでも、
これらの予想は保守的なものに過ぎない
かもしれない。
ガートナー社は、IoTの成長により、ネット
ワークに接続されたデバイスの数は2020年までに208
億個に達すると予想している5。IoTの拡大により、
テクノ
ロジーの生み出すデータの量も拡大する。全世界でIoT
デバイスが生成するデータは、その多くが「ダーク」なも
のであるが、2019年には一般消費者の持つデバイスか
らデータセンタに送られるデータの269倍に達し、
これ
は全てのデータセンタの処理量の49倍に該当する、
と
の予測もある6 。
こうした調査を踏まえると、今日ビジ
ネスで注目されている
「ビッグデータ」は、
「イノーマス
（

図1. デジタル・ユニバースの拡張（2013年-2020年）

2020年にはデジタル・ユニバースは44ゼタバイトに達すると予想されている。
(1ゼタバイト=10億テラバイト)
企業にとっての非構造化データの価値は、
相対的にも絶対的にも増加すると見込まれる。

デジタル・ユニバース
（地球上で生成される
データ全体）

2013

4.4 ZB

2020

44 ZB

分析価値のあるデータ

モバイル機器や人が生
成するデータ

IoTデバイスが生成する
データ

22%

17%

2%

37%

27%

10%

90％近くが非構造化データ
Sources: EMC Digital Universe with research and analysis by IDC, “The digital universe of opportunities: Rich data and the increasing value
of the Internet of Things,” April 2014; International Data Corporation, “IDC iView: Extracting value from chaos,” 2011,
www.emc.com/collateral/analyst-reports/idc-extracting-value-from-chaos-ar.pdf, accessed December 29, 2016.
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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莫大な）データ」
と呼ぶようにしたほうが正確かもしれ
ない。

今までのところ、
企業はデジタル・ユニバースのごく一
部の破片にしか探索を行えていない。IDCの予測によ
れば、2020年にはデジタル・ユニバースのうちの37％
が、
ひとたび分析されれば価値を生み出す情報を含む
状態となる7。

もちろん、実際にどれだけの価値なのかは問うべき
だが、同じくIDCは、2020年までに全ての関連データ
を探索しアクションにつながる情報を得られた組織は、
アナリティクスに積極的でない組織に比べて4,300億ド
ルもの生産性向上を達成するとしている8。

ダーク・データに光あれ

我々は、分析で扱うデータの範囲を想定する際、そ
の対象をシステムの中に存在する構造化されたデータ
に限定しがちである。
ダーク・アナリティクスとは、
そう
いった思考の制約を取り除き、
これまで利用されてこ
なかった、
より広大なデータ群を分析の範囲に取り込
むことである。

ログ、通知（IoTデバイスからのデータを含む）などを想
像してみてほしい。
これらは、
リレーショナル・データベー
ス上で管理されていないこと、
また比較的最近までテキ
ストベースのデータを効率的に活用できるツールや技
術が登場しなかったことにより、ほとんどが手つかずの
状態となっている。
しかしながら、
非構造化データの中に
眠っている情報は、
価格設定、
顧客行動、
競合を知るうえ
で有益な資産となり得るかもしれない。
特に多国籍企業
にとっては、未翻訳のまま残っている多言語のデータの
中に思いがけない価値を生み出す可能性が秘められて
いる。

今日存在しているデータのうち、
何％が非構造化デー
タなのだろうか。
その答えは誰にも分からないが、一般
的な指標によれば、
約80％といわれている。
（これは
「80
％ルール」
として知られている。
）
しかしながら、
昨今はそ
の割合が90％に近いという試算もあるのだ9。

これまでにない非構造化データ

ダーク・アナリティクスが光をあてる第2のポイント
は、従来型のレポーティングやアナリティクスの技術で
は分析対象とされてこなかった、オーディオ、ビデオフ
ァイル、静止画像などの非構造化データである。
コンピ
ュータビジョン、高度なパターン認識、ビデオやサウン
ド分析を駆使して、新たに非構造化データを分析する
ことにより、今日の企業は、顧客や従業員、経営、
そして
市場についての理解を深めることができる。

ダーク・アナリティクスが光をあてる、
これまで利用
されてこなかったデータ群を3つに分けて紹介したい。
眠ったままのデータ：データは既にあなたの手の中に
ある

多くの組織において、構造化されていようとなかろ
うと、膨大なデータが蓄積されたまま使われていない。
構造化データは、まさにその典型である。意味的な繋
がりがあるデータセット同士であっても、システムや機
能、事業単位が異なることにより分離されていると、
そ
れらデータセット同士を関連づけることは難しかった
からである。
例えば、大手保険会社は、従業員の住所や駐車場の
割当と、オフィスへの満足度や離職率を関連付ける試
みを行った。分析の結果、自主退職の主要因のひとつ
は通勤時間であること、もっと言うと、オフィスまでの
距離や通勤時の渋滞状況、駐車の容易性、徒歩を要す
る距離といった、通勤の負担感が影響するということ
が判明したのである。

一方で、従来型の非構造化データについてはどうで
あろうか。
メールやメモ書き、
メッセージ、
ドキュメント、
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例えば、小売店であれば、
ビデオ映像の買い物客の
態度や表情、ジェスチャーをもとに、わずかな違いを
識別・分析することで、顧客の気分や購買意欲に関す
るより深い示唆を得られるかもしれない。
また、石油ガ
ス企業では、パイプラインやアルゴリズムの監視に音
響センサーを使用することにより、油流量や油組成物
の視覚化を実現できるかもしれない。
あるいはアミュー
ズメントパークならば、監視カメラの映像から来園者
が利用する交通機関の割合やそれぞれの滞在時間を
分析することにより、顧客動態についてのインサイトを
得ることもできるだろう。

安価で高精細なサラウンドカメラ、高集音マイク、高
画質カメラがあれば、企業内で行われている全てのビ
ジネス活動の監視が可能だろう。オーディオやビデオ
のリアルタイム分析は、シグナル検出とレスポンスに
関する機会を広げている。
このようなデジタル・キュー
は、既存の問いに答える新たな方法であるだけでなく、
これまでにない新しい機会の創出にもつながると期
待される。
さらに、データストレージのコストはこの数
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ために深層ウェブの活動を監視するように、ビジネス
においても、科学研究や活動家のデータ、はたまた
趣味に熱中する人のスレッドを対象とする様々な新
興の検索ツールを駆使して、深層ウェブの中から競
合の機密情報を探索する日が近いかもしれない。例
えば、Deep Web Technologies社は、通常の検索
エンジンではアクセス不可能なデータを検索し分
析するツールを開発した 11 。このソフトウエアは現
在、いくつかの研究機関、企業、そして連邦科学機関
により展開されている。また、スタンフォード大学で
は「Hidden Web Exposer」と呼ばれるプロトタイプ
エンジンを開発し、深層ウェブの中からタスクによっ
て特定された欲しい情報だけを取り出すことを可能
にした。
この他に、公開されている検索エンジンとして
は、
「Infoplease」、
「PubMed」、
「the University of
California’s Infomine」が挙げられる12。

年間で約15〜20％ほど減少しており、中小規模の企
業においてもイメージやオーディオファイルをアーカイ
ブすることは現実的な選択肢となってきている10。
深層ウェブの中にあるデータ

ダーク・アナリティクスが光をあてる第3のポイント
である深層ウェブは、大学や協会、政府機関、コミュ
ニティ、あるいはその他のサードパーティが収集・整
理したデータの中でも、特に利用されてこなかった
情報ではないだろうか。
しかしながら、規模が巨大
であり、構造化もされていないことから、その探索は
困難である。今のところは、対象データを限定したう
えで（例えば、民間機関が保持する使用許諾付きの
データ）、データマイニング分析するしかないが、そこ
からは有益な洞察を得られるだろう。インテリジェン
ス・コミュニティ
（情報機関）が将来の脅威を識別する
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最前線からの学び

IU Healthによる
ダーク・データ活用事例

また、患者が救急コールセンタにかけた通話内容を
音声分析することで患者カルテを充実させることもで
きる。
このような情報から得られるインサイトによって、
医者は患者をより深く理解し、患者が本当に必要とし
ている医療サービスを提供することが可能となる。

非構造化されたデータを活用して、患者治療の最
適化のみならず、地域全体の健康増進を目指した
Indiana University Health（IU Health）の事例をケア
ビジネスの新しいモデルとして紹介する。

医療機関と患者の関係は、患者ごとに診察を行い、
個別に診断を下すものであり、
その性質上、ITやデータ
の活用は馴染まない分野だと考えられてきた。

しかしIU Healthはデータを活用してインサイトを得
ることで、シームレスで費用対効果の良い医療サービス
を提供し患者の満足度を高めることができると考えた。

ダーク・データを活用して、地域全体の健康増進をす
ることもできる。IU Healthはコグニティブ・コンピュー
ティングや外部データ、患者データを活用して、地域全
体の発病パターンや医療へのアクセス、病歴を分析し
ており、患者の医療機関への関わり方といった、社会経
済的なデータも分析対象データとして取り込んでいる。
「人口密度と住民の健康状態との間には相関関係
があるかもしれない」とIU HealthのCIO担当上級副
社長Mark Lantzyは語る。
「医療機関に蓄積されてい
る患者データと外部データを結び付けることで人々の
健康状態についてより深い理解を実現し、患者の健康
を増進していきたい。我々はこのようなデータを取込
むプラットフォームを構築して、健康に影響を与える要
因の相関性を明らかにしようとしている。
」

「IU Healthは患者をより良く理解するために、あら
ゆる情報をシステムに取り込んでいる」
とIU Healthの
戦略担当上級副社長Richard Chaddertonは語る。

「我々の医療機関は、消費者指向の営利企業が顧
客データを発掘、分析してより深い理解に努めている
ように、患者理解に努めている13。
」

「我々のゴールは患者により良い医療を経験しても
らうことである」と彼は続ける。
「最終的には患者の満
足度を向上させ、健康増進に深く関わっていきたい。
よ
り良い医療サービスを患者に提供するだけでなく、イ
ンディアナ州全体の健康を良くしていきたい。
これらの
施策は徐々に実現することになるが、
その効果は計り
知れない14。
」

例えば、患者の診察を通じて生成される膨大な非
構造化データ
（テキストデータだけでなく音声データ
も含めて）について考えてみよう。
これまで手元にあっ
ても活用されることのなかったこれらのデータも、音声
認識やディープラーニング、
テキスト分析といった技術
の利用によって、
より深く詳細な診察情報として患者カ
ルテに加えることができるのである。
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個客対応が進む小売業

情報が消費者の購買行動を変化させていることは、
小売業者の間で広く認識されている。実際に、店舗で
の支出$1のうち、実に$0.56はデジタル情報に影響さ
れていると言われている15。

しかし、多くの小売業者、特にインターネット店舗で
はなく実際の店舗では、未だに消費者が期待するデ
ジタル・エクスペリエンスを提供するのに苦労してい
る。
ライバル店の分析に過度に注力したり、昔ながらの
KPIやデータに頼ったままの業者も多い16。

しかしながら、近年、
デジタル情報を新しいアプロー
チで活用することで顧客のデジタル・エクスペリエンス
を高めようとする小売業者は増えつつある。従前ダー
ク・データとして廃棄されていた情報を分析することに
よって、
マーチャンダイジングからマーケティング、カス
タマサービス、ひいては商品開発戦略に至るまで多く
のインサイトを得て、買い物客のカスタマエクスペリエ
ンスを高めている。

Pinterest（SNSの一つ）や他のソーシャルメディアへの
投稿データを収集・分析し、どういったスタイルが好み
なのかをより深く理解する。
スタイリストとAIアルゴリズ
ムが、
これらのプロファイルを参照しつつ、その顧客の
好みに沿ったコーディネートを選択して一定期間ごと
に発送している17。

一方で、
スーパーマーケットチェーンのKroger社は
異なったアプローチでIoTと高度なアナリティクス技術
を活用している。Kroger社のパイロットプログラムで
は、ネットワークにつながったセンサーと分析装置を
店舗の棚に設置してKrogerアプリとデジタルショッピ
ングリストに連動させている。
顧客が店舗の通路を歩く
と、通路に設置された4インチのモニターに、顧客の購
買履歴と嗜好から判断されたお買得商品が表示され
るというものである。
2016年に14店舗を対象に始まったこのパイロットプ
ログラムは、2017年に拡張が予定されている18。

例えば、Stitch Fix社のオンラインショッピングで
はソーシャルメディアとその他のソースから最新の
ファッショントレンドと顧客の嗜好をトラックしている。
そのプロセスは顧客が衣服に関する詳細な質問に回
答することから始まる。
その後、顧客の承認を得て、60
名のデータサイエンティストからなる分析チームが
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今後の数ヶ月間で、このような試みが一層充実し、
成功を重ねていけば、消費者のショッピング・エクスペ
リエンスだけでなく、非構造化データの小売業界にお
ける役割も大きく変革することになるだろう。
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私の見解
基準を構築するために、データを活用していく予定で
ある。

GREG POWERS, VICE PRESIDENT
OF TECHNOLOGY
HALLIBURTON

ダーク・データには、非常に多くの潜在的な
価値が眠っているものだ。

石油業界のリーダーであるHalliburton社は、現場
における現在および過去の操業環境を理解し、坑井の
パフォーマンスを測定するために、長らくの間データ活
用してきた歴史を持つ。

しかしながら、私たちが現在収集している/収集でき
る膨大な量の情報は、人間が認知できる限界を超えて
いる。
センサーサイエンスの進歩によって、ダーク・デー
タと、私が真のダーク・データと見なしているデータの
いずれもが圧倒的なボリュームで増え続けている。

例えば、私たちは電磁的に岩石をスキャンして、岩
石の一貫性を判断する。核磁気共鳴を使用して、人体
に対するMRIにあたるような分析を油井に対して行
う。中性子およびガンマ線分析は、岩石の電気的誘電
率および導電率を測定し、
ダウンホール分光法は流体
を測定する。音響センサーは、毎日１〜２テラバイトの
データを収集する。
これらのダーク・データは、全て油
井の生産量を把握するのに役立つものである。実際に、
このダーク・データの中に眠っている潜在的な価値は
非常に大きく、私は、まだ触れられていない「ブライト・
データ」
と呼ぶことにしている。
私たちは、過去の採油量のパフォーマンス分析は十
分に行ってきたが、現在進行中のアナリティクスプロ
グラムの次フェーズでは、将来の採油量を予測するた
めに、
ブライト・データからインサイトを捉えて、掘り起
し、役立てていきたいと考えている。
私たちの事業の性
質上、
これは決して小さな仕事ではない。
石油・ガス業
界では、似たような状況下であっても、同一の事象が
発生することはまれである。私たちは、過去30年分の
データを持っているが、岩石、ガス、石油、および産出
量に影響を与えるその他の変数の組合わせは無限に
ある。
残念なことに、遭遇するあらゆる状況に対して適
切な行動をとることができる、包括的な物理学の公式
のようなものは存在しない。
しかし、過去に見てきたも
のを説明できないとしても、何が起きたのかを探り、過
去データを活用して、私たちが進むことのできる道筋と
して役立てることはできる。
言い換えれば、統計解析上
重要と思われるものとデータを結び付けたうえで、課
題にどうアプローチするべきかの参考となる信頼性

私たちは、
これまで利用されてこなかったデータ群
が、課題に対し先進的でインテリジェントな回答を見
出すカギを握っていると考えている。
潜在的には、人が
介入することなく、問題の発生前に洞察を与えてくれる
能力すらあると捉えている。
しかし、石油・ガス業界は、
新技術の導入に関しては慎重である。重大なインフラ
ストラクチャの自動化ともなれば通常よりもさらに慎
重になるだろう。新しい製品ラインやツール、サービス
を開発するのに段階的なアプローチを採用することが
あるのは、
このためである。

まず、最初のレベルとして、誰かに対して「何か」が
起こったということを事後的に伝える。
次のレベルでは、
何が起こったか、
そしてなぜ起こったかを理解すること
が目標となる。
さらに次のレベルでは、何が起こってい
るのか、
そしてなぜ起こっているのかを即座に理解する
ために、
リアルタイムモニタリングを活用する。次の段
階では、予測ツールを活用することで、次に起こる可
能性のあることを認識するようになる。最も先進的な
案としては、分析結果に対するアクションを自動化す
ることが含まれる。
つまり、人間の介入を完全に排除す
ることになる。

掘削は複雑な仕事だ。
それをより自律的で効率的
なものにし、経験や勘に頼った意思決定から人間を解
放するためには、
よりスマートに働く必要がある。私た
ちの業界は、世代交代に直面しており、何十年にもわ
たって働き、熟練した専門性と知識を持った経験豊富
な従業員は間もなく引退してしまうだろう。新入社員
に、ただ「おい、300テラバイトのダーク・データを解析
して、作業効率を上げようぜ」と言って済むものではな
い。
私たちは、
データを活用する知恵を生み出し、管理
し、共有するための新しいアプローチに頼らざるを得
なくなっていくのである。
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Tech Trends 2017: The kinetic enterprise

次のアクションにつながるインサイトを、既に所有し
ているローデータ、さらにはそこから派生したデータの
中からも得るために、アナリティクス技術を導入してい
くことは、強力なビジネスチャンスとなりうるだろう。
し
かし、データマイニングと分析作業に取り掛かり、外部
ソースから大量の新しいデータをインポートすると、
デー
タの正確性、完全性、合法性、活用の妥当性について疑
問が生じてくる。
これは、今日多くの組織が直面し、無
視できない問題となっている。

場合、潜在的なプライバシーリスクを負っている可能
性がある。例えば、顧客データの分析は、顧客の食事
の好みと健康状況と、
さらには宗教との間に相関があ
ることを仄めかすかもしれない。もしあなたがデータ
の提供と分析を始めるのであれば、自分に問いかけね
ばならない。
どのようにしてデータを適切にコントロー
ルして、関連するプライバシーリスクと法的リスクを管
理するのか。
このような相関の情報を記録して、保管す
ると、どのような責任を負うことになるだろうか。

他方、様々なソースからより多くのデータを集約し分
析することで、サイバーリスク管理の取組みを加速さ
せる必要性を感じ取ることもあるだろう。確かに、近年
のダーク・アナリティクスのトレンドは、使われていない
データソースに対し、強力なアナリティクスツールを単
に展開するだけの取組みではなくなっている。
サイ
バーリスクの観点からは、所有するデータ
に加えてサードパーティから購入した
データも含め、ツールを活用して検
査することが、主要な論点の一つ
となってきている。

ダーク・アナリティクスのトレ
ンドを探るにあたっては、以下に
記載するリスク関連の課題を考
慮するべきである。

予測リスクモデルの構築：これまで利用されてこなか
った新しいデータソースを分析すると、地理、雇用慣行、
ローン、
または市場の様々な要因に基づいた予測リス
クモデルを作成することができるかもしれない。また、
これらのモデルは、企業が従業員、顧客、
またはビジネ
スパートナーの感情をより深く理解するのを助ける
とともに、それぞれに対応した積極的なリ
スク軽減戦略の策定を可能にするかも
しれない。
サードパーティのリスク概況を
明らかにする：グローバル企業
では、データやその他のサービ
スの提供に関連して、数百数千
ものベンダから協力を得ている
場合もあるだろう。新しい情報源
からのデータを分析することで、
こ
れらのベンダについてより詳細なリス
クプロファイルを提供する予測リスクモデ
ルを生み出せる可能性がある。特定されたリス
クの中には、
コントロールすることができないものも
見つかるかもしれない。
これは、サードパーティのデー
タを利用する際に留意しておくべきポイントである。

ダーク・ウェブは、
より大きな
深層ウェブの小さな1つのコン
ポーネントに過ぎない。

データのソース：どの程度まで、デー
タの整合性を信頼できるか。
データの正
確性、完全性、一貫性を確認できない場合は、
法的リスク、財務リスク、さらにはブランドリスクに自
社をさらしてしまう可能性がある。
データの真正性に
ついても同じことが言える。
そのデータソースが正しい
と誰が言ったのか、もし正しくないとすれば、そのデー
タは疑わしい情報源から転用されたものか、最悪の場
合、盗用されたものかもしれない。

深層ウェブシグナルの活用：検索エンジンのアクセス
可能なウェブに含まれているデータでさえ、組織が活
用するにはあまりにも膨大すぎる。深層ウェブの海か
ら新しいデータを得るために、
すでに無限ともいうべ
きこのデータの宇宙をさらに拡大することは、データ
分析に新しい機会をもたらす一方、サイバーリスクの
観点からも、かなりのリスクをもたらす可能性がある。
ダーク・ウェブは、
より大きな深層ウェブの小さなコン
ポーネントの１つだが、サイバーに関連した困難や問
題の根源となることが何度もあった。
このように、ダー
ク・ウェブを探索しようとすると、企業が直面する課題
とその複雑さは増幅されてしまう恐れがある。
しかし、
前を見据えて、進んでいくしかない。

プライバシーリスクの考慮：プライバシー関連の法
律という亡霊は、企業の外に提供されたオーディオや
ビデオデータに、長い影を投げかけている。多くの場
合、オーディオやビデオクリップにどのプライバシー関
連の法律が適用されるかは、
その中に登場する人々の
国籍によって変わってしまう。一部の国では、IPアドレ
スを記録することでさえ、
プライバシーの侵害とみなさ
れることもある。
ダーク・アナリティクスのサイバーリス
ク戦略を策定する際には、世界のプライバシー関連法
が孕む曖昧さに気を付ける必要がある。
良さそうに見
えたデータは、
アナリティクスから得られたものである
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より大きな深層ウェブから得られるデータセットに
対しリスクモデリングを適用することで、組織は、サイ
バーセキュリティ、競合分析、顧客深耕などの戦略的
優先事項の領域で、
より多くの知識を得ることができ
るかもしれない。
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始め方

今後3年のうちに、IoTデバイスから生まれる測りき
れないほど大量の非構造化データに圧倒される時が
来るだろう。
今のうちに、
ダーク・データを管理し探索す
るための適切なマネジメントとツールを整えておくべ
きだ。
データ・ドリブンでのインサイトをすぐに得られる
だけでなく、数年後により大きな機会を獲得するため
の備えともなるだろう。
こうした流れは、次に述べる具体的なステップから
作り出すことができる。

• 適切な問いを立てる：組織内外のありとあらゆる
ダーク・データを対象に探索するよりも、答えを求
められている問いは何なのかについて、ビジネス
部門と具体的に議論することから始めるのがよい
だろう。ダーク・アナリティクスのソースとしてどの
ようなデータがあると良いか、
データがあるとどの
ような機会がもたらされそうかについて識別し、そ
れを踏まえたうえで、必要なデータの整流化や抽
出に集中的にアナリティクスのリソースを投下する
べきだ。例えばマーケティング部門が、ある地域で
のスポーツ用品の売上を拡大させたい場合であれ
ば、
アナリティクスチームは、その地域の店舗に集
中して、
リアルタイムの売上トランザクションや在庫、
価格データの分析に取り組めばよい。続いて、
より
細やかなインサイトを得るために過去の非構造化
データ
（例えば、店内映像やソーシャル情報、影響
者の動向、陳列棚の写真など）を分析対象として
補っていくこともできるだろう。

• 組織外のデータに注目する：手元にあるデータは、
公に入手できる人口動態データ、地理データ、
その
他統計情報と組合わせることで更なる価値を生み
出すことができる。
作成するレポートの範囲が広が
ったり詳しくなったりするだけでなく、
より具体的に
役立つインサイトを提供してくれることがあるのだ。
例えば、医師が喘息患者に対して疾患履歴や診察
をもとに処方しようとするとき、地域の天気データ
を併せて確認し予測できれば、花粉症シーズンの
症状悪化についても対策を提案することができる。
また、従業員の満足度がどの程度通勤時間に影響
されるか分析したいときには、
マップビジュアライ
ズツールや渋滞パターンと離職率データとを組合
わせると良いかもしれない。

• データ人材を強化する：データサイエンティストは
今日ますます価値あるリソースとなってきたが、と
りわけディープ・モデリングや統計解析技術に業
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界・業務知見や課題設定スキルを組合わせられる
人材は貴重な存在である。
今後、複数の領域でノウ
ハウを持つ人材は引っ張りだこになるだろう。例え
ば、機械学習とディープラーニングには高いプログ
ラミングスキルが必須だ。適切なデータの組合わ
せを特定し、合理的で盤石なインサイトを発見する
ため、確立したパターンを構築する能力が求められ
るのである。
同様に、
デザインスキルを持つ人は、組
織の多くの人に対し分析結果や根拠を視覚的に示
せることが重要になるため、
ますます貴重な存在に
なっていくだろう。
最後に、
これまでと同様に、
マスタ
データ管理やデータアーキテクチャのスキルも重要
である。多くの企業で基盤の整備が進んでいるため、
近い将来、多様かつ大量のデータを処理すること
が必要となってくるためだ。

• ビジュアリゼーションツールを使いこなす：世の中
に、ベイズ統計学にもとづく確率値をプリントアウ
トして、
そのまま理解したりビジネスに活用しようと
したりする人は余りいない。多くの人は、
インサイト
をもとにアクションを起こす前に、
分析者目線の難解
なインサイトから何が言えるのか（つまり
「so what」
や
「why」
）について腹落ちする必要があるものだ。
多
くの場合、
こういった情報は、
インフォグラフィック、
ダッ
シュボードなどのビジュアリゼーションの形で提示さ
れることによって、
より咀嚼しやすくなる。
ソフトウエア
製品は、
見る人をはっとさせるようなグラフィック
（例
えばバブルチャート、
ワードクラウド、
ヒートマップな
ど）
を生成するだけでなく、
ビッグデータをより意味の
ある小さな単位に纏めて提示することで、
ビジネスイ
ンテリジェンスを加速させていくだろう。加えてイン
サイトは、それを見せるツールの整備とともに、今
後はITかビジネスかを問わずあらゆるユーザから
アクセスされ、クロスファンクショナルチームでの
分析を促していくだろう。

• ビジネス・ドリブンの取組みとして理解する：アナ
リティクスのことを、単なるIT機能でなく事業戦略
の一部として捉えるべき時が来ている。
CIOは、
ダー
ク・アナリティクスへの取組みに支援を得られるよ
う、他のCxOとの連携を進めるべきだ。今日多くの
CEOが、
より洗練された技術の取り込みや企業資
産の取り扱いについて説明責任を負う立場として、
データを事業戦略全体の礎石と位置づけ始めてい
る。組織のアジェンダとゴールを理解することで、
ア
ナリティクスが提供すべき価値が特定され、
アナリ
ティクスが答えるべき問いが定義される。
それによ
って、問いに答えるために既存のデータをどのよう
に活用すべきか決定できるのだ。
データアナリティ

ダーク・アナリティクス

クスはこのプロセスを経ることで、
インサイトドリブ
ンな、
つまり組織としてインサイトを活用できるとい
う競合優位性の源泉となることができる。
ビジネス
をうまく巻き込むための最善の方法はパイロットプ
ロジェクトを実施することで、
アナリティクス戦略で
定義された具体的なROIを証明できるとよいだろう。

要点

• 広い視野で考える：新たなケイパビリティを開発し、
新たな戦略を策定する際には、
これらをどのように
組織横断的に、
または顧客や協力会社へ拡大してい
くことができるのか、
考えてみるとよい。
新たに考えた
データ戦略は、他の人も活用しうるリファレンスアー
キテクチャとなるのである。

未探索のデータがますます拡大していくなか、
アジャイル組織のアナリティクス戦略にお
いては、
データの集約や分析、
蓄積はもはやゴールではなくなっている。
今後、
アナリティク
スの取組みは、
ダーク・データソースに隠された顧客や自社、戦略や業務にかかわるイン
サイトに光を当てることへ注力していくことだろう。
非構造化データや外部データの潜在
的な価値に期待していただきたい。
ただし、
具体的なビジネス上の問題設定を行うことが
必要である。
実現可能なスコープと測定可能な価値を定義する、地に足のついた対応を
行っていくことが肝要である。
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日本のコンサルタントの見解
数歩先を行く欧米先進企業

本章では、
「ダーク・アナリティクス」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。
一
言で言うと、欧米先進企業における
「アナリティクス」は
構造化データ
（企業の顧客情報や経理データなど、
コ
ンピュータシステム上のデータベースに格納すること
ができるタイプのデータ）のみを対象とした段階から、
非構造化データ
（データベースにはおさまらない、電
子メールやテキストファイルなどの文書や、画像、動画
といったデータ、深層ウェブに眠るローデータ）をも対
象とした「ダーク・アナリティクス」の段階に移行しつつ
あるということだ。公私を問わず広範なデータソースと接
続できるようになってきたことや、
コンピュータビジョン
（
画像解析）、
パターン認識、
コグニティブ・アナリティクス
などの技術の発達により、
「アナリティクス」から得ら
れる知はより高度で深いものとなっており、結果とし
て、先行する欧米先進企業では当該領域に関するノウ
ハウの蓄積も進んでいる。また、デロイトが毎年実施
しているGlobal CIO Survey 2016-2017の結果を見
てみると、グローバルのCIOが考えるテクノロジープラ
イオリティは、第1位が「デジタル「（モバイル、
ソーシャ
ル、Web、IoT）で67％、第2位が「アナリティクス」で59
％、続いて第3位が「クラウド
（46％）」、第4位が「サイ
バーセキュリティ
（45％）」となっており、
「アナリティク
ス」分野に対する投資優先順位が高いことがわかる。
つまり、
「アナリティクス」を活用することでいかにIT側
がビジネス側に貢献していくのかという点について
CIO（IT側のリーダー）が本気で考え、投資していこう
と考えているということだ。

比較すると、
「デジタル」が第1位であることには変わり
がないが、
「アナリティクス」のプライオリティについて
は相対的に低く考えていることがわかる（グローバル
の第2位に対して日本は第4位）。
卵が先か鶏が先かの
議論ではないが、
「アナリティクス」に対する関心・投
資マインドにおいて遅れを取っているためからか、実際
の
「アナリティクス」
そのものにおいてもまだまだこれか
らという企業が多いのではないだろうか。
なお、本章の
テーマは「ダーク・アナリティクス」
となっており、非構造
化データの
「アナリティクス」も考察の対象としているが、
日本企業においては、構造化データの分析も思うよう
には出来ていないという企業も多いかもしれない。筆
者も所謂BI（Business Intelligence）等に関連するプ
ロジェクトに参画する機会も多いが、
そもそもデータを
どう収集・整理・分析するかの考えがまとめきれていな
い企業は少なくない。
また、AI活用などの局面において
も、本来AIの活用方法に関する仮説を立案するのが企
業としての本分であるにも関わらず、AIを導入すれば
AIが何か素敵な提案をしてくれると考えているような
企業もゼロではない。
つまり、企業による差はあるもの
の、
ビジネス側とIT側の両サイドが本気で連携して
「ア
ナリティクス」に取組んでいる企業は非常に少ないと感
じている。

日本企業のチャレンジ

前述の現状を踏まえると、
「アナリティクス」の領域に
おいて日本企業が優先して取組むべき課題は、①「アナ
リティクス」を上手く機能させるための具体的な課題設
定（どのような範囲で「アナリティクス」を実施する場合
でもビジネス側を巻き込んだ適切な問いの設定が重
要）、②「アナリティクス」を実施するためのデータ整備と
日本企業の現状は？
そのためのリソース確保、③ビジネスとITの双方のバッ
翻って、日 本 企 業 の 現 状 は どうだろうか 。同じく
クグラウンドを持った人材の獲得と育成（スピード感を
Global CIO Survey 2016-2017の結果を見てみると、 持って対応するためには外部ベンダの活用ばかりでな
興味深い事実が明らかになる。日本のCIOが考えるテク
く人材の内製化も重要）、の3つであると考える。好む好
ノロジープライオリティは、第1位が「デジタル（モバイル、 まざるに関わらず、今後、
「アナリティクス」の力を使いこ
ソーシャル、Web、IoT）」で70％、第2位が「サイバーセキ
なす企業とそうでない企業との間で明暗がはっきり分
ュリティ」で62％、続いて第3位が「先端テクノロジー（AI、 かれるようになるのは明らかだろう。欧米先進企業と
ロボティクス、AR/VR）」
で49％、第4位が「アナリティクス」
同様に日本企業も、
「アナリティクス」の力を活用して
で38％となっている。
グローバルのCIOと日本のCIOを
自社の将来ビジネスを切り開いていく必要性に迫られ
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ているのだ。
「アナリティクス」
に取り組んだところで結果
が出るかどうかはわからないと思われる企業も多いとは
思うが、自社内で眠っているデータや外部のアクセス可
能なあらゆるデータを活用することで、例えば、
「顧客価
値の向上」
、
「ビジネスプロセスオートメーション」
、
「従業
員のエンゲージメント向上」
などといった分野に対して効
果的な打ち手を考案できるかもしれない。
一般に欧米先
進企業に比べて日本企業は失敗を恐れる傾向が強いと
言われるが、
“やってみなはれ”の精神で柔軟な発想を巡
らせて、
取り組んでみてはいかがだろうか。
いずれにしても、
日本企業の
「アナリティクス」への対応は待ったなしの状
況にあるのだから。

執筆者
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。
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テクノロジーがヒトの認知を模倣して価値を生む
人工知能(AI)は、
その急速な発展により、
無数かつ多様なケイパビリティを生み出してきた。
例えば、
機械学習、
ディープラーニング、
コグニティブ・アナリティクス、
ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン(RPA)、
ボットなどが挙げられるが、
その姿については正しく理解されていないこともある。
間もなく、
これらと関連するツールが組み合わさり、
「マシンインテリジェンス」
つまり機械知能
(MI: Machine Intelligence)を構成する世界がやってくるだろう。
そこでは、
アルゴリズムが従業員
の生産性を向上させ、複雑な作業を自動化し、人間の思考や仕事をまねて実行する
「コグニティ
ブ・エージェント」
を構築する。
マシンインテリジェンスは、
今日の我々のアナリティクスの進化の旅
において次の一章を成す概念となるだろう。

こ

ス(MI: Machine Intelligence)つまり機械知能と呼ぶ。
例えば、機械学習、ディープラーニング、先進的なコグ
ニティブ・アナリティクス、
ロボティック・プロセス・オート
メーション、ボットなど、近年急速に進化した多数のコ
グニティブ技術がこれに含まれる。

れまでの当「Tech Trends」
レポートでも、
デー
タはビジネスの最重要資産として毎年採り上
げられてきている。爆発的に増加し、複雑性が
高まるデータを管理するための基盤となるケイパビリ
ティから、ビジネスに役立つインサイトを掘り起こすた
めの洗練されたアナリティクス・ツールや技術まで、
その
テーマは多岐にわたってきた。成長を続けるデータスト
アからパターンやインサイト、隠されたチャンスを見出す
ことによって、企業は顧客を獲得するための新たなアプ
ローチを開発できるようになった。従業員のスキルやイ
ンテリジェンスを向上し、新たな製品やサービスを開発
し、新らしいビジネスモデルを探求するなど、その用途
は様々だ。
今日ますます多くのCIOが、自社をインサイト
ドリブン、
つまりインサイトを見出し、
それに基づき行動
する組織とするために積極的な取組みを行うようにな
ってきている。

人工知能(AI: Artificial Intelligence)（これまでヒト
の知能を必要としてきた作業を遂行可能とする技術）
は、
こうしたアナリティクスの取組みにおいてますます
重要な構成要素となってきている。
しかしAIは、
コグニ
ティブ・コンピューティング領域における大きな発展の
中で、一部を成すに過ぎない。
より包括的に、新しいコ
グニティブ時代の進化を総称してマシンインテリジェン
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MI技術の活用はすでに様々な業界で始まっている。
例えば、米国で最大のメディカルリサーチプログラムを
展開している先進的な病院では、
データベースに蓄積
された100億件もの遺伝子型や表現型のイメージを
分析できるよう、MIシステムを
「訓練」
している。
また金
融サービスにおいては、営業を担当するコグニティブ・
エージェントが、有望顧客へのファーストコンタクトを
行い、オポチュニティを見極め、
フォローアップを行う
のにMIを使用している。
ここではコグニティブ・アシス
タントが顧客の発した質問を理解するために自然言
語を解析し、最大で27,000にも上る会話、数十にもわ
たる言語を同時に処理できる。

数ヶ月後には、更に多くの類似事例が見られること
であろう。様々なMI領域への投資は既に増加の一途
にあり、2019年には313億ドルに達すると予想され
ている1 。MIはCIOにとっての優先課題にもなってきて
いる。
デロイトのGlobal CIO Survey 2016-2017で
は、1,200名のITエグゼクティブに今後2年間で重点的
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に投資する先進テクノロジーについて質問したところ、
実に64％もの回答にコグニティブ技術が含まれていた2。

かつてないほどの
拡大を見せるデータ

今日、我々が想像するコグニティブ・コンピューティ
ングは、1950年代に始まった、技術によって人間の知
性をシミュレートするという先進的な試みに端を発す
る。原始的なAI技術は1980年代には商用利用されて
いたものの、現在注目を集めるMIを支えるコグニティ
ブ・コンピューティングの登場は2000年代に入ってか
らのことである3。
MIをトレンドとする源泉には、以下に
述べる3つの強力な力が存在する。

データのエクスポネンシャルな成長：デジタル・ユニ
バース(我々が作成、
コピーするデータで構成される世
界)の規模は12ヶ月ごとに倍加しており、
2020年には実
に44ゼタバイトにまで到達すると見込まれている4。
ま
た、
Internet of things (IoT)、
ダーク・アナリティクス、
そ
のほかの急増する情報技術は今後さらにデータの拡大、
増加スピードを引き上げるとされている。

ビジネスの観点からすると、
こうした爆発的なデー
タの拡大、増加によって潜在的価値のあるデータがか
つてないほど多種多様になる。
従来の分析手法を用い
て新たなインサイトを得る努力以上に、
これらの膨大
な構造化および非構造化データ、そして深層ウェブに
隠れた非構造化データの活用がマシンインテリジェン
スの発展に必要不可欠なのである5。
これらのシステム
はデータを処理するたびに、その関係性、パターン、さ
らには潜在的な意味を読み取り、
より賢くなっていく。

倍もの性能を誇っており6、
これによりマルチコア、並列
処理などの先進的なシステム設計が可能となった。
同
様に、
ストレージ技術としてはアーカイブデータの高
速検索、高速分析が可能となった。GoogleのTensor
Processing Unit (TPU)などのMI技術向けに最適化さ
れたハードウエア、MapReduce、
インメモリ・コンピュー
ティングに見られるように、急増するデータを最大限活
用可能とするべく、
技術が進化している。

純粋な性能、
スピードのほかに、分散型ネットワーク
は幅の面でも成長を見せている。
今やインフラストラク
チャ、
プラットフォームやクラウド上のアプリケーション
とシームレスに連携し、増え続けるデータの処理、分析
が可能だ。分散型ネットワークはIoT、センサー、組み
込みインテリジェントデバイスといった先進技術から
生成されるデータストリームの分析、活用に必要とな
る性能も提供する。

よりスマートなアルゴリズム：近年急増している強力
なMIアルゴリズムにより、人間の思考プロセスをシミ
ュレートするというコグニティブ・コンピューティングの
本来のゴール達成が、着実に近づいている。

以下のアルゴリズムは、今後1年半〜2年の間にマシ
ンインテリジェンスのユースケースとして、公的機関や
民間企業にわたり広く利用されるだろう7。

• 最適化、
プランニングおよびスケジューリング：成
熟したコグニティブアルゴリズムのうち、最適化ア
ルゴリズムは限られたリソースのトレードオフを調
整し、複雑な意思決定を自動化する。同様に、
プラ
ンニングおよびスケジューリングのアルゴリズムは、
処理目的を達成するための一連の活動項目を策
定し、制約を監視する。

急速に増大するデータを効果的に取り扱うために
は、先進的な手法をマスタデータ、
ストレージ、データ
保持、権限管理、
コンテキスト、
データ管理に活用する
ことが必要だ。
コネクテッドデバイスが生成するシグナ
ルから、業務システムにより生成された過去のトランザ
クションデータの明細に至るまで、いかに情報資産を
取り扱うかが、
マシンインテリジェンスにおいて根幹を
成す。

• 機械学習：コンピュータシステムは具体的にプログ
ラミングされた指示を必要とせず、入力データによ
り自らパフォーマンスを改善していく能力を備えつ
つある。
その中核となる処理が、データのパターン
を自動で発見する機械学習である。一度認識され
たパターンはその後の予測処理に使用される。

より高速な分散型システム：データ量が増大し、分析
手法が洗練されるにつれ、ユーザのデータアクセスを
可能にする分散型ネットワークに革新が起きている。

今日、我々は大容量データの処理、検索、操作を即
時に実施できるが、ほんの数年前には不可能であった。
現世代のマイクロプロセッサーは1971年に初めて登
場したシングルチップマイクロプロセッサーの400万
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• ディープラーニング：脳の構造・機能にヒントを得
た人工ニューラルネットワークの開発が進んでいる。
内部連結された各モジュールには数的モデルが
組み込まれており、大量のインプットに対する処理
結果に基づいて継続的に調整がかけられる仕組
みとなっている。
ディープラーニングには教師あり
学習（基礎的モデルの訓練に人間の介在が必要な
ケース）と、教師なし学習（自己評価機能により自
動でモデルを修正するケース）が存在する。

機械知能（MI）時代の到来

図1. マシンインテリジェンスの影響：企業買収および投資の事例（2014年-2016年）

デロイトの分析によると、
フォーチュン500の企業やベンチャーキャピタルは、
マシンインテリジェンスのポテンシャ
ルを認識し、新たなケイパビリティを構築できるよう戦略的な投資を行っている。
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唆を与えてくれる。
これにより、ビジネスリーダーは従
業員の生産性向上を支援するための仕組みを考案し、
開発することができる。
たとえば、世界中のコールセン
タではサービス担当者が様々な機能を持つカスタマサ
ポートプログラムを使用し、製品に関する質問対応や
受注処理、請求ミスの調査、
その他顧客の不満への対
応などをスムーズにこなすことができている。但し、そ
うしたシステムの多くにおいて、従業員は対応時に必
要な情報にアクセスするために、複数の画面を行き来
しなければならないのが現状の姿である。

• 確率的推論：グラフ分析とベイジアンネットワー
クを用いて確率変数の条件的依存関係を認識す
る、AIの新たなケイパビリティ。
• セマンティックコンピューティング：コンピュータビ
ジョン（コンピュータによる画像解析）、音声認識（
人間の音声解析および解釈）、
そして様々な内容の
テキスト解析を含むコグニティブアルゴリズムが該
当する。
これらは、人間が画像、音声、
テキストの中
で表現した意味、意図をコンピュータに理解可能
な形へと組み替える技術を指す。
これらの技術によ
り集められた情報は、
データのカテゴライズ、
マッピ
ング、検索に使用される。

コグニティブ・エンゲージメント：マシンインテリジェン
スのバリューツリーの次の段階にあるのはコグニティ
ブ・エージェント、
つまり、
コグニティブ・テクノロジーに
よって人々との連携（エンゲージメント）が出来るよう
になったシステムである。
これまでのところ、
この技術
は企業よりもむしろ消費者向けに多く使用されており、
音声に従って空調の設定温度を下げる、
テレビのチャ
ンネルを変える、
といった例が存在している。
しかし、
ビ
ジネス上のタスクや業務処理でこの種のコグニティブ
エンゲージメントの恩恵を受けられる部分もあり、新
たな領域でアプリケーション開発が進んでいる。複雑
な情報へのアクセス提供や、患者の入院手続などのデ
ジタルタスク、製品・サービスの提案、
といったことも可
能になると見込まれている。
カスタマサービスの分野
におけるポテンシャルはさらに大きく、
これまでは人間
が実施していた請求書の取り扱いや会計処理、技術
的な質問への対処、または従業員からの人事関連の
問合せ対応などがコグニティブ・エージェントに置き
換わるかもしれない9。

• 自然言語処理エンジン：自然言語処理エンジンは
人間と同様に文章を理解するが、さらに洗練され
た方法で文章を解釈・活用することが出来る。
たと
えば、文書内で言及されたある人物や場所を特定
する、主題を理解する、
または大量の契約書類の中
から条項、条件を抽出し一覧化する、といったこと
が自動で可能だ。
一般的に、人間の言葉のインプッ
トに焦点を当てた自然言語処理と、アウトプットに
焦点を当てた自然言語生成の二つのカテゴリーに
分けられる。

• ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）
：
ソフトウエアロボット、
つまり“ボット”は人間がソフト
ウエアアプリケーションに対して実施する操作を模
倣することで、
ルーティン業務を実行することが出
来る。RPAは音声認識、自然言語処理や機械学習
などのコグニティブ・テクノロジーと組合わせること
で、かつて人間にしか実施できなかった知覚的で判
断を伴うタスクを自動化することが可能となる8。

コグニティブ・オートメーション：第三に、マシンイン
テリジェンスにおいて潜在的にもっとも破壊的なのは、
機械学習、RPA、
その他のコグニティブなツールが領域
特化型の専門知識（たとえば、業界、機能、
または地域
など）を保有し、関連するタスクの自動化を行うことだ。

マシンインテリジェンスはど
のように価値を創造するか

マシンインテリジェンスが組み込まれたデバイスによ
り、従来は高度に訓練された人間によって実施されてい
た業務が自動化される例が出始めている。
たとえば、あ
るヘルスケアのスタートアップ企業はディープラーニン
グの技術をレントゲン図の解析に応用する試みをして
いる。悪性腫瘍の判断をテストとして実施した結果、シ
ステムが人間の放射線医学者よりも最大で50％優れて
いたという。

マシンインテリジェンスの活用へ軸足を置くのであ
れば、
データ解析を単なるレポート作成手段から、
タス
クの自動化や効率化を実現するための多種多様なデー
タ活用方法として見直す必要がある。
マシンインテリジェンスに関し、CIOが検討すべき適
用領域は以下のとおりである。

コグニティブ・インサイト：マシンインテリジェンスは、
すでに起きた事象に限らず今発生している事象、さら
には今後予期される事象に関して、深く、具体的な示
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教育の現場では、
マシンインテリジェンスがオンライ
ンの学習プログラムに組み込まれ、生徒に対して一対一
の個人指導が行われている。生徒が問題を解く際、シス
テムは操作ログや時間から思考のステップをトラックし、
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理解の足りていないポイントを突き止める。
そして、生
徒にタイムリーに助言、
フィードバック、説明を行うの
だ11。
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最前線からの学び
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ロボットではなく
「コボット
（協働型ロボット）」

務を助けてくれる仲間と捉えてもらいたいという願い
から、“コボット”と命名された。

長期に渡る低金利、競争の激化、
そして進化する顧
客とマーケットがもたらすコスト増の状況に直面した
グローバル保険会社American International Group
Inc.（以降AIG）は、組織をシンプルにし、業務運用の効
率化を図るための戦略的な組織改革を行った。
この
取組みの狙いの一つに、増え続けるテクノロジーの課
題への対応と、システムの安定運用に苦心している分
散型のIT部門の改革があった。AIGのGlobal Chief
Technology OfficerであるMike Bradyは、IT部門を
CEO直下の一つの組織としてまとめることで、新たな
エンタープライズテクノロジーを構築する基盤ができ
たと話す。
この改革の第一歩として、3つの視点から基
礎的なケイパビリティを構築した。

安定化：ほぼ毎日発生する重大なネットワーク障害と、
週に一度の仮想ネットワーク停止を防ぐため、
ネットワー
クの全体的なパフォーマンス改善が必要であった。
最適化：最適化の戦略として、セルフサービス・プロビ
ジョニング、自動化、そしてITコストの効率化に焦点を
当てた。

迅速化：ソフトウエアをリアルタイムでリリースできる
よう、
チームはDevOpsを導入し、継続的なシステム導
入と展開を行う一連のツールとプロセスを整備した。
AIGはこの取組みの一環として、組み込み型のアル
ゴリズム、機械学習とRPAを活用する最新の協働型ロ
ボットプログラムを開発した。
この協働型ロボットプロ
グラムを活用した仮想的な協働者は、全ての社員の業
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AIGは2015年10月、世界中のネットワーク障害を解
決するために、機械学習が可能な最初の仮想エンジ
ニア“ARIES”を導入した。90日間に渡る試験運用にお
いて、
ARIESは“管理・監督”モードで人間のエンジニアと
ともにオペレーションを行いながら学習した。
ARIESは
観察と実験を繰り返しながら、
ネットワーク障害の調査、
原因特定及び対応の手順を習得した。
91日目に、
コボッ
トは本稼働の準備が整った。
コボットは人間と比べ、障
害対応のスピードが圧倒的に速いというわけではなか
った。
実際、
AIGの調べによると、
障害対応に要する平均
時間は人間が8分から10分であるのに対し、
コボットは
8分かかっていた。
むしろコボットがもたらすメリットは
そのスケールにある。
コボットは休息や睡眠を必要とせ
ず、迅速にネットワーク障害に対応するため、障害の滞
留がなくなった。
ARIESの導入から6ヶ月間で、自動的に発見、解
決された障害は60％以上に及んだ。更に1年以内
に、ARIESのマシンインテリジェンスは、テクノロジー
環境を監視するセンサーの展開と相まって、さらに
多くのアラートを業務に影響が出る前に解決していっ
た。ARIESは、自動的に不具合のあるデバイスを特定
し、原因究明のための診断テストを実行した上で、復旧
処置の実施、
または技術者に対する
「アドバイス」を加
えたエスカレーションを行う。
さらにコボットは、ネット
ワーク障害の相関を見出すことができる。
例えば、ある
特定のデバイスがひと月に50回ものトラブルを発生さ
せたことがデータから読み取れた場合、ITチームはそ
のデバイスの交換が必要であることを認識する。
この
取組みにより、重要度1と2に分類される障害を昨年は

機械知能（MI）時代の到来

時に、総合的な評価に必要とされる情報を把握するこ
とができる14。

50％削減することができた。
その上、エンジニアの仕
事に対する満足度が上がった。
なぜならば、
エンジニア
は、反復的で退屈な作業の代わりに、
よりチャレンジン
グで興味深い作業に集中することができ、また診断の
際にコボットのアドバイスを活用できるためである。

第2のフェーズとして、支払査定者が支援を必要とす
る患者により多くの時間を費やせるよう、保険金支払
査定プロセスにコグニティブ・オートメーションを加え
る。「予測的アナリティクス、処方的アナリティクスと機
械学習のアルゴリズムを取り入れることで、我々は構
造化されたデータと非構造化されたデータの両方を、
費用対効果が高く、効率的な方法で処理することがで
きるようになるだろう」とChennuruは話す。稼働初期
においては、解決すべき潜在的な問題をシステムが特
定し、解決のための具体的なアクションを薦めてくれる。
システムが成熟すると、様々なシグナルやインプットに
基づき分析能力が一定の確実性に達した際に、システ
ム自身が特定の問題を解決し始める。
確実性が一定水
準を下回った場合は、支払査定者がマニュアルで保険
請求を査定し、解決する。システムの継続的な学習機
能は、支払査定者が解決した問題を観察し、特定の問
題と解決に適したアクションを関連付けることで、問題
解決能力の正確さと効率性を自動的に改善し続ける。

ガバナンス、
ワークロード、
トレーニング、そしてパフ
ォーマンス評価をそれぞれ担当するマネジャーを付け
た4つのコボットが追加で導入されており、着実な成
功を収めている12。

患者さん、
どうぞお入りください

保険医療は成果ベースのモデルに移行しており、患
者は小売店や銀行と同じようにカスタマイズ性が高い
サービスを医療保険会社に期待している。
この期待に
応えるため、米国大手医療保険会社のAnthem社は
顧客とのエンゲージメントの強化と、直感的で効率的
に対応できるカスタマサポートサービスの構築に、
コグ
ニティブ・コンピューティングを活用する方法を模索し
ている。Anthem社の最終的なゴールは、保険金が請
求された時だけではなく、医療保険に加入している期
間全体における、加入者との関係のあり方を変えるこ
とである。

第3のフェーズとして、Anthem社はコグニティブエ
ンゲージメントを深めるべく、ニューラルネットワーク
とディープラーニングを幅広く活用し、医療提供者と密
に連携することで、カスタマイズされた治療計画を患
者に薦める。
さらに、単なる保険金請求への対応から、
顧客の治療への積極的な関与にシフトし、患者の病
歴を元に、医療提供者に対して将来の治療計画を自ら
提案できるようになる。

マシンインテリジェンスの3つの特性であるインサ
イト、自動化、エンゲージメントによってAnthem社の
戦略は実現できるものと捉えている。第1のフェーズ
として、Anthem社は保険金支払査定プロセスにコグ
ニティブインサイトを適用することで、各事案において
より深い洞察を担当者に提供している。Anthem社の
Provider/Clinical Analytics and Population Health
Management部門のVice PresidentであるAshok
Chennuruは、
「私たちは医療保険加入者の長期的な
プロフィールを作り上げるために、保険金請求、加入
審査、関連医療機関の属性情報といった社内のデータ
と、社会経済、臨床データ/電子カルテ、
ライフスタイル
などの社外のデータを統合している」
と述べている13。

A n t h e m 社 の 半 教 師 あ り機 械 学 習（ s e m i supervised machine learning）機能は、問題を分解
し、整理し、最適な回答を決定する方法をシステムに
教える。試用期間中、観察者はシステムの効率と精度
を測定するために、システム挙動と従来の人間による
アプローチのパフォーマンスを比較する。

現在、支払査定者は、保険請求の申請書を確認し、
患者の病歴を調べ、不正情報の有無を収集した後、次
のステップを決定している。
コグニティブインサイトを
備えた新しいシステムは、治療計画や介入プログラム
などの可能性を示す患者の入退院に関する補足情報
など、様々なデータを継続的に読み込み、支払査定開
始時から患者の全体像を担当者に示す。
また、保険金
請求事案の潜在的な問題点について、
インテリジェン
スを活用して洗い出す。担当者は事案を受理すると同
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Anthem社は現在、データの収集と処理を行い、シ
ステムをトレーニングし、
ソリューションアーキテクチャ
とテクノロジーの整理・見直しを行っている。
その結果、
保険金請求管理のコグニティブ・インサイトにより、全
体的によい成果が表れている。
自動保険金支払査定シ
ステムのプロトタイプは2017年に、またその数ヶ月後
には最低限の機能を持った製品版が公開予定である。
複数のチームが目的を達成するためのユースケー
スを作成し、PoV（Proof of Value）を実施し、データ
の準備、アルゴリズムの調整、そして可用性のあるプ
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ログラムの提供を最適化することで、Anthem社は幅
広いコグニティブ・コンピテンシーを構築した。
「最終
的には価値ベースの分析、PHM(Population Health
Management)、品質管理、治療と治療費のギャップに
ついて洞察を得るなど、多くの領域においてこのプラットフ
ォームを活用できるだろう」とChennuruは言う。
Anthem

社はこのモデルを成熟させ、
プログラムを最適化し、多
くの人々に役立つコグニティブ・インテリジェンスを増や
し、
サービスを改善するためにできるだけ多くの企業と
コグニティブ・エンゲージメントを作りたいと考えている。
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私の見解
カバーする領域の広さと検索の精度という面で
は、Alexaはユーザのことをよく理解していると言える
だろう。
ただ、
それでも音声認識技術には、なお取り組
むべき課題がいくつも存在する。
このテーマに取組み
始めた当初は、音声認識という技術そのものが存在
せず、私たちはそれを一から作る必要があった。幸運
にもAmazonにはAWSクラウドの力と、課題解決に取
り組む有能な言語科学者を含む専門家チームを有し
ている。

MARIA RENZ, VICE PRESIDENT,
TECHNICAL ADVISER TO THE CEO
TONI REID, DIRECTOR,
AMAZON ALEXA
AMAZON
2017年という、AIとマシンインテリジェンスの歴史
上もっともエキサイティングな年を迎え、Amazonチー
ムはより広い視野でものごとを考え、新しい領域を切
り開くための、他にはない特別な機会を得ている。

臆せずに顧客の代弁者となるべし。

私たちAmazonは、声が人間とテクノロジーのやり
とりをこれまで以上にドラスティックに進化させていく
と考えている。
まだまだ人間と同じように、と言うには
程遠いものの、
それでもAIとボイステクノロジーに関す
る多くの要素が転換期を迎えている。想像もつかない
ほど込み入った問題を毎日解決する
「声」は、複雑なも
のをもっとも自然で便利なユーザインターフェースに
変えることができる。

顧客がAIから得る恩恵や機会は、ほとんど無限と言
ってもよいだろう。今でこそ、Alexaの活用範囲はEcho
のハードウエアが主だが、将来的にその頭脳は数えき
れないほどのシステムやアプリケーションに搭載され
るようになるだろう。実際に我々は、セルフサービス型
のパブリックなAPI群を、Alexa Skills Kit (ASK)、Smart
Home Skill API、Alexa Voice Service APIsという形
で開発者向けに無料公開しており、導入プロセスが非
常に容易となっている。

Amazon Echoは、もともと
「スタートレック」のコン
ピュータから着想を得たもので、声だけでコントロー
ルできるコンピュータをクラウド上に作りたいと考え
たのだ。
そこでは質問も、何かを頼むことも、ものを探
すことも会話のように自然に指示することができる。
ま
だそこまでには至っていないものの、私たちの目標は
そこにある。

Amazonが行うマシンインテリジェンス、ニューラル
ネットワーク、音声認識技術の開発は、最終的には有
用で意義のある新しい機能を顧客に提供するものでな
くてはならない。Amazonでは、どんな新製品や新サー
ビスであってもまずはドラフトのプレスリリースを作成し、
製品ローンチの時点で顧客に届けたい本当の価値は
何なのかをイメージするようにしている。
まずはあるべ
きエクスペリエンスの提供に集中し、
ハードや技術面の
問題解決は後で、
という考え方である。

Amazon Echoの中核をなす声と頭脳は、機能面で
も自然言語の理解力においても、精度を向上させなが
らどんどん賢く進化を続けるクラウドベースのサービス
である。
Alexaの頭脳に当たる部分がクラウド上にある
ので、一日ごと、一時間ごとに学習が積まれ、機能が追
加されていく。
その結果、顧客のためにイノベーティブ
な機能をさらに追加しやすくなる。

このようなマインドに基づきアドバイスを送るとす
れば、あなたの顧客を注意深く観察し、彼らの言葉に
耳を傾け、彼らの本質的なニーズは何なのか、どうす
れば彼らの生活をより快適なものにできるのかをよく
理解せよ、
ということだ。
そしてそこから得られたフィー
ドバックをもとに、製品やサービスを開発することであ
る。言うなれば、臆せずに顧客の代弁者となるべし、
で
ある。
顧客は必ずしも本当に自分が欲しいものを理解
しているとは限らない。
カスタマエクスペリエンスにし
っかりと注力することができていれば、後のことは案
外うまく収まるものである。

2014年11月にEchoを発表して以来、私たちは
7,000を超える機能をAlexaに追加してきた。
こうし
たAlexaの進化により、その適用範囲はEcho製品
シリーズだけでなく、その他のAmazonのハードウ
エア（Fire TVやFire Tablet）にも拡大している。さ
らにはN u c l e u sインターコムシステムやL e n o v o
Smart Assistantスピーカー、LG Smart InstaViews
Refrigeratorといった他社製品にも搭載されてい
る。Ford社やVolkswagen社といった自動車メーカー
も、自社ラインナップにAlexaを搭載している。
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サイバーリスクの視点から
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サイバーリスクの視点からみると、
マシンインテリジェ
ンス
（MI）は恩恵とリスクの両方をもたらす。
恩恵という
面では、
例えばロボティック・プロセス・オートメーション
のスピードと効率性を利用することで、
リスク管理の一
部を自動化し、
潜在的な脅威をより効果的・効率的に特
定、
軽減し、
取り除くことが可能になる。

マシンインテリジェンスをサイバーセキュリティシス
テムに応用することで、膨大なデータの分析や処理が
容易となり、特定したリスクへの対処を自動化すること
もできる。
MIのサイバーセキュリティにおける有効性は、
リスク予測やサイバーモデリング技術が、深層ウェブと
いった未開の領域にまでデータマイニングの対象を
拡大し、従来にはなかった脅威も特定でき
るようになることで、今後も高まっていく
だろう。

実際に、効率化やコスト削減の推進における自動
化の重要性が明らかになるにつれて、倫理的・道徳
的な課題に関する議論も増えてきている。現在、人間
が行っているさまざまな機能の自動化は、社会や経済、
各企業による利益創出機会へのアプローチにどのよ
うな影響を与えるのだろうか。積極的な自動化に関す
る取組みによって発生しうる、
ブランドやレピュテーシ
ョンリスクに企業はどのように立ち向かえばよいのだ
ろうか。
また、
すでに「ポストワークエコノミー（人間が
労働の主役でなくなった後の経済）」と形容される時
代において、あなたの組織は長期間生き残ることがで
きるのだろうか。

最後に、
リスクの議論は、
MI技術が
「ブラッ
クボックス」
であるという現実に向き合う
必要がある。
現状では、
ある結論やリ
コメンドがなぜ、
どのように導き出
企業は、チャネル活動や戦略
されたのかを明確に説明すること
「ポストワークエコノミー」
と
立案、
プロダクトデザインといっ
形容される時代において、 が難しい場合もあるだろう。アル
た分野にMIを活用することもで
ゴリズムの透明化を進める動き
きる。例えばディープラーニング あなたの組織は長期間生き残る
もあるが、
まだ実現していない。
そ
といった機能を利用することで、
ことができるのだろうか。 ういった手段が確立されると、新
ソーシャルメディアや公的記録な
たな監査手法の開発や、
前提の理
ど、オンラインで容易に入手できる
解、
パターンの観察、結論の正当性
情報をもとに、販売部門が詳細な顧
の説明に貢献するかもしれない。
客のプロファイルを作成することもでき
それまでは、透明性の不足により起こりう
るだろう。
その情報を使い、営業担当者は有
る課題（法令、
レピュテーションや組織の面において）
力な見込客や、個々の顧客が求めている具体的な製
を特定し、計画に織り込むべきだろう。
品やサービスを特定することも容易になる。

しかしMIの持つ顧客プロファイリング能力には欠
点もある。
まず、
アプリケーション自体がサイバー攻撃
に対する脆弱性を産み出す可能性がある。
次に、MIに
よって行われた推論に欠陥があれば、
その推論自体が
リスクの元となる。
さらに、相関解析によって、MIはプラ
イバシー上リスクのあるデータを作りかねない。結論
としては、推論や相関解析によって得られたデータは、
活用する際に精査すべき、
ということだろう。
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M Iという未 開の領 域 に足を踏 み入 れるに際し
て、CIOやCEO、その他のリーダーたちは株主価値の
向上と、今後顕在化が想定されるレピュテーション、セ
キュリティ、
ファイナンスなどにおける潜在的なリスク
を慎重にバランスさせていかなければならない。

機械知能（MI）時代の到来

始め方

問題のスコープから必要なデータインプットや適
切なMI技術、関連するアーキテクチャやデータマ
ネジメント上の要件を理解しなければならない。
こ
ういった課題をいくつか解決することで、MIをより
複雑な問題に適用していけるようになるだろう。

ほとんどの組織はデータ関連領域での成功パターン
を見つけられていない。
データがほぼ構造化されてお
り、社内にのみ存在していた時代でもデータの効果的
な管理・分析は難しかった。
今日では精巧なアルゴリズ
ムや分析手法によって、複雑なシナリオを解き明かすこ
とができるようになった。
つまり過去の事象を受動的に
記述していた状態から、能動的にビジネス活動を自動
化できる環境に進歩した。
このようにケイパビリティが
急速に進化しているにもかかわらず、データの取り扱
いに苦労している組織はまだ多い。

• 外部協力者の活用：MIは研究機関やスタートアッ
プ企業、ベンダらがケイパビリティを強化し、新しい
技術を続々と生みだすことで、その啓蒙時代を迎
えている。MIの活用を進める領域への共同投資に
積極的なベンダとの協業を考えるべきだ。同様に、
貴重な専門知識を無限に提供してくれるような研
究機関やオピニオンリーダーとコラボレーションを
するべきである。

マシンインテリジェンスの良い点は、データ周りの
長年の課題を解決しうるアプローチや技術を提供して
くれるということだ。

• 産業化されたアナリティクス：データは会社にとっ
て戦略上の重要な資産になってきている。
にもかか
わらず、企業全体の資産であるデータを精緻化し、
分類化して活用するに至るまでの計画的かつ包括
的な取組みに投資を行ってきた組織はわずかだ。

• データのキュレーション：MI技術はほぼ自動化さ
れた形で、
マスタデータを定義・合理化・維持する
ためのデータタクソノミーやデータオントロジーに
適用できる。MIによって1つ1つのデータの関係性
を分析することができ、
またデータの質を近似化し
た形で評価することができる。同様にコンテンツや
コンテキストに関連して起こる課題について解決す
る方法も提供できる。

• スコープの限定と目的の明確化：解決することで
有意義な結果を生むビジネス課題についてのイン
サイトを得ることに焦点を当てなくてはいけない。

要点

産業化されたアナリティクスとは、会社のあちこ
ちにあるデータのすべての次元において、一貫した
繰り返し可能なアプローチ、
プラットフォーム、ツー
ルや人財を適用することであり、
そこにはMIも含ま
れる。
戦術的に言えば、
これはデータの読み取りや
統合、記録、
アクセス、意味づけ、暗号化、管理とい
ったサービスを生み出すことにつながるだろう。

人工知能という言葉がより話題になってきているが、
それを包括するのがマシンインテリ
ジェンスである。MIは、起きた事象を分析する古い時代のデータ分析から、推論と予測とい
う新たな世界へ組織が向かうことを助ける、
コグニティブ・コンピューティングの一連の進歩
を指す。
得られた洞察を実行にまで落とし込むことや、
タスクやレスポンスの自動化に利用す
る能力は、新しいコグニティブの時代の幕開けを示している。
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日本のコンサルタントの見解
Machine Intelligence（MI）の意味
するところ

せたマクロ的な課題解決についてはこれからといった
状況ではないだろうか。

「Machine Intelligence」、国内においてはま
だ聞きなれない言葉ではないだろうか。Artificial
Intelligence（AI）、機械学習などの用語は、新聞紙上
の記事で取り上げられることも多くなっている。

本編にある通りではあるが、MIとは簡単にいうとAI、
アナリティクス、
ビッグデータなどの個別進化した技術
が関連性を持って、我々の生活や仕事に入り込んでい
る状態を示しており、
より広い技術範囲を対象とした
概念として位置付けられる。

様々な用語が生まれては消えていく状況がありつつ
も、企業にとってのMIの目的は、カスタマエクスペリエ
ンスの向上や業務の効率化などによるビジネス価値
向上であり、AIなどの関連する個別技術の目的と同じ
である。
MIはその目的を実現するための思考の方向性
や技術の捉え方を定義していると言える。
日本では、
アナリティクス、AI、RPA、ビッグデータな
どの技術の適合性を個別に検討する企業が多いと捉
えている。
それぞれの技術を組合わせ、駆使し、具体的
なビジネス課題の解決を実現する主眼を置いた視点
が、国内企業においてはまだまだ不足しているのでは
ないかと考える。

音声認識・画像認識の正確性が近年、飛躍的に向上
した例をとっても、技術進化のスピードは我々の想像を
超えるものがある一方、活用を円滑にするための環境
面の整備がどの程度技術進化についていけるかという
点が、国際競争力を高めることの成否につながる。

情報システム部門が抱える課題へ
のMI活用

MIの実用局面については、医療・製薬業界の研究
開発業務における活用や、小売・金融業界の店頭サー
ビス、
コールセンタ支援などのビジネス価値向上に直
結した取組みが注目を集めやすい。
ツールやクラウド
サービスの充実によりAIなどの技術が一層利用しやす
くなる環境になっており、情報システム部門の方々は
ビジネス部門からの相談や検討に対して多くの時間を
割いているというのが現状ではないだろうか。
企業の情報システム部門における課題を考えてみ
ると、将来的にはMIを活用した高度化を実現できる領
域がいくつか思い当たる。

一つは、企業のIT業務、主には定常業務の高度化と
効率化の実現である。本編の事例であったように、既
に米国の企業ではネットワーク維持・運用業務におい
て機械学習やRPAによる高度化・効率化を実現してい
る。日本における今後のIT人材の不足傾向を見据える
と、IT業務のMI化は課題解決に向けた取組みの一つと
捉えることができる。
維持・運用業務の効率化にとどま
らず、ITマネジメント、システム開発業務などのMIへの
代替は、将来的に実現できる領域だろう。企業のIT業
務においても、
インハウス・アウトソース、あるいはコボ
ットという選択を行う時代が来るだろう。

また、MIの実現に向けては企業におけるデータは企
業運営の根幹である資産として捉えるべきであり、
デー
タマネジメントの巧拙がMI実現の可否を決定付ける。
日
本企業においては、
複雑化したレガシーシステムからの
移行が思うように進まない、
マスタデータやコード体系
の統一ができずデータが分断している、
あるいはデータ
は存在するものの入力ルール不徹底で信憑性が低いな
ど、多くの課題を抱えている事例が多い。
新たな技術を
活用してビジネス貢献を行う前提として、企業のITシス
テム部門は、
データガバナンスやデータアーキテクチャ
等の観点に対して企業全体のデータマネジメントのあり
方を見直すことが求められている。

一方、企業側の取組みだけではなく、国レベルでの
課題解決もMI実現に向けては必要となる。AIなどの
活用による国際競争力強化を目的とした技術開発に
おいては、産学官の連携は国内において進みつつある。
しかし、国内の法整備、利用者のリテラシー・倫理観の
問題、国内専門家の育成など、技術進歩と歩調を合わ
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さらに別のアイデアとして、
ストレートコンバージョ
ンといったITプロジェクトに対してのMI技術の活用が
考えられる。四半世紀を優に超える期間にわたってシ
ステムを利用しており、新システムへの移行に際し100
億円弱の投資が必要と見積もられたケースもある。
技術の老朽化によるリプレイス、古い開発言語に対
する技術者不足、設計書のドキュメント不備、歴史を重
ねたことによるロジックの複雑化など、技術的には非

機械知能（MI）時代の到来

常に難易度の高い取組みであるということは理解でき
る。
しかし、経営的な観点から見ると、ビジネス改善に
直結しない取組みに映り、多大な投資をすることに対
して経営層の納得を得ることが難しいテーマの一つで
はないだろうか。

コンバージョンプログラムの提供など、
これまで自
動化や効率化のツールや方法論は各ベンダで整備し
ているものの、最終的には人海戦術でのコード解析や
検証が必要になるというのが現実である。
引退した開発者のコーディングの癖を読み、機能間
の関連性に着眼し、静的に組込まれたパラメータを認
知してコードの変更を加えるレベルまでの能力を備え
た仮想的な開発者が、近い将来登場するだろう。

ITサービス事業者、企業の情報システム部門などの
ITの現場においては、労働集約型の業務が多い。将来
的なMIのさらなる進化によって、ITに関連したビジネス
や組織体制のあり方をも変革する有効なテクノロジー
になることが期待される。

執筆者
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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複合現実（MR）

より直感的で没入感のある今までにない体験へ
拡張現実（AR）とバーチャルリアリティ
（VR）を活用したビジネスの可能性は高まっており、一
時的かつパイロット的な取組みだけではなく、日常の業務に適用される事例が日々生み出さ
れている状況になりつつある。
本来的にはARやVRと、センサーやコネクテッドデバイスなどの
IoTがもたらすビジネスチャンスには密接な関係がある。
しかしながら、多くの企業はそれらの
意味するところを見落としている。
これまでのような2次元の画面ではなく、ARやVRの登場によ
り劇的な進化を遂げたユーザインターフェースと、
センサーや人の動き、音声など、
いわゆるIoT
が生み出すデータを組合わせる。
これにより、人間である私たちと、
それを取り巻くインテリジェ
ンスな世界との間で、
より自然なやり取りを実現できる環境が整いつつある。
そのような「複合」
現実の成熟にはまだ数年かかると予想されるものの、今やるべきは、
このダイナミックな世界
を知り、
そして備えることである。

A

RとVRの進歩は、人間とテクノロジーとの付き
合い方を変える。ゲームやエンターテインメン
ト向けのデバイスにより消費者市場は盛り上
がりを見せている。
しかし私たちは、
こうした盛り上が
りの裏にある、ARとVRが有するビジネスでの活用機
会の可能性についても着目しなければならない。
今や
業種をまたいで様々なコンセプトや事例が生まれてお
り、パイロットの段階を超えて実際の適用ケースへと
進み始めている1。

したインターフェースを用いて、仮想世界に没入した
感覚を味わうと同時に、センサーやコネクテッドデバイ
スから得られた情報を積極的に活かすようになる。例
えば、機器の検査をする場合、作業員はスマートグラス
に表示された映像から、そのシステムのどこに問題が
あるかを識別する。
作業員が自力で解決できない場合
には、別の場所にいる熟練した技術者からのアドバイ
スをスマートグラスに投影することで、迅速かつ効率的
に修理することができる。場所を問わず、必要な時に
必要な情報が得られるようになるというMRの活用例
は、業界を超えて、様々な利用モデルにおいてMRを組
み込むことのできる可能性の高さを物語っている。

同時に、
IoTに対する人々の関心は、
技術の進化に伴っ
て、
基盤となるセンサーやコネクテッドデバイスそのものか
ら、
IoTで得た情報の活用へと移っている。
結果として、
この
領域への投資も増加している。
特にヘルスケア、
物流、
ス
マートシティの分野では、
IoTの実用化に向けた取組みが
勢いづいており、
先進的なアプリケーションが登場しつつ
2
ある 。

昨今では、
プラットフォーム、デバイス、
ソフトウエア
が絡み合うエコシステムとして、複合現実への投資が
過熱している。
こうした投資により、私たちのコミュニ
ケーションやコラボレーションの形は、
キーボードとフ
ラットディスプレイといったパソコンを介したものから、
複合現実（MR：Mixed Reality）は、AR/VRとIoTと
全く新しいものへと変化しようとしている。もし成功
いう異なる技術分野の融和によって作り上げられてい
すれば、現代のテクノロジーにおいて画期的なターニ
る。
MRにより、仮想と現実の世界が結びつき、
デジタル
ングポイントとなる。
これまでもキーボードによる入力、
と現実世界が共存しながら相互作用する、新たな世界
マウスによるポイント＆クリック、
スマートフォンにおけ
が生まれている。MRの世界では、ジェスチャー、音声、
るタッチ＆スワイプ、
そして音声入力と、ユーザインター
態度や振る舞いなどの自然な動作をインターフェース
フェースは絶え間なく改善し続けてきた。
いわゆる
「ガ
として活用することが当たり前になる。ユーザは、
こう
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覚や、触感などに働きかけるようになれば、仕事のやり
方や優先順位の付け方は根本的に変わるはずだ。情
報を認識し、解析し、理解することが、MRを活用するこ
とでもっと自然にできるようになれば、社員はより効
率的に働けるようになるだろう。

ラス越し」の操作を脱却し、ジェスチャーや視線を通じ
て操作する時代がやってくるかもしれない。
MRの進歩は、働き方にも深く影響を与える可能性
がある。
私たちが仕事をする際に得ている様々な情報
を掴みとり、
それらの情報を解析し、結果を私たちの視

図1. 生産現場におけるMR
保守・運用

1 測定基準や作業手順、
遠隔地からの作
業指示が作業員のスマートグラスに映し
出される。
2 センサーが収集したデータと
機械学習が障害を予測し、
生産性も向上
する。

2

1

生産

3 スマートロボットによって生産工程が自
働化される。
4 カメラやモーションセンサ
ーが付いたスマートグラスに作業手順を
投影することにより作業員の習熟度が向
上する。
5 スマート化されたベストやヘル
メットなどの安全保護具が絶えず周囲の
安全を監視する。

設計開発

6 バーチャルな試作品は、
組立シミュレ
ーションや工程の確認、
品質保証テスト
の反復を容易にし、
遠隔地との協働を
可能にする。
モーショントラッキングを通
じて得た情報によって、
作業空間は人間
工学に基づき、
より働きやすいものとな
る。

6

3

5
4
10

8

9
7

レポーティングと分析

7 すべてのデバイスがシステムと接続さ
れ、
あらゆるプロセスをデータ化する。
高
度な分析機能により需要が予測され、
生
産の最適化に活用される。

品質管理

8 センサーや画像認識を駆使して品質検
査が行われる。3Dモデルの活用により、
生産工程におけるすべての製品仕様が
可視化される。

工場内物流

9 ビーコンやスマートグラスが作業員を
補助し、
搬送が自働化される。
10 RFID等のセンサーによってサプライチ
ェーンが可視化される。
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どこから手をつけるべきか

MRはまだ成熟しきった技術ではなく、業界によって
活用事例やその取組み状況は異なるが、
その多くは次
に示す例のような状況にある。

トレーニング、教育、学習：AR/VRを使用すると、現実と
見間違うような仮想環境を再現することができる。
そ
のため、新人教育や、社員の人材育成の場において、
実践に近い学習体験やインタラクティブな問題解決の
演習が可能となる。
仮想環境の活用は、従来の教育方
法に比べて多くの利点がある。例えば、受講者は、物
理的に危険な機器の取り扱い方法を、安全に体験で
きるようになる。
また、再現しづらい複雑なシナリオに
ついても、繰り返し体験し、習熟度を上げることができ
るようになる。
さらに、教育担当者がトレーニング状況
の記録映像を見直し、受講者の成長や熟練度を把握し
た上で、個々のニーズに合わせたレッスンにアレンジす
ることもできる。
オペレーション：フィールドサービスのエンジニア、倉
庫の作業員、組立ラインの作業員など、
それぞれの仕
事に合わせたIoTアプリケーションとデジタルコンテン
ツを提供することで、社員の生産性向上と作業プロセ
スの合理化を実現できる。
例えば、生産現場では、組立
作業を行う作業員に、所定の棚に行くよう指示するこ
とができる。
作業現場にいるエンジニアに、機器の状況、
修理手順およびセンサーから取得したリアルタイム情
報を提供する。緊急時や障害発生時にも必要な情報
を即座に提供することができる。重たい手順書をいく
つも持ち歩くことなく、
タイムリーに必要な情報が提示
されることで的確な判断を下せるようになり、安全に
作業を進めることができる3。

コミュニケーションとコラボレーション：機能別の縦
割りがなくなれば、
プロジェクトチームのメンバは、社
内外でシームレスに連携することができる。従来の技
術では、情報共有ツールやビデオ会議を介した会話し
かできなかった。
MRがもたらす次世代のコラボレーシ
ョン技術を活用すると、今そこで話をしているかのよう
な感覚を味わうことになる。
離れた場所にいても、同じ
場所にいて、同じものを触っているかのように感じるこ
とができる。
自動車メーカーは、
こうした方法を既存部
品の設計改善に適用し、世界中に散らばったチーム間
で、コンセプト策定から製造までのプロセスにかかる
時間を劇的に短縮させている4。同様に、研究開発、建
設、サービス業などの分野において、
クリエイティブな
仕事から日々の具体的な業務にまで、地理的・時間的
な制約をなくした新しいワークスタイルの模索が始ま
っている5。

マーケティングとカスタマサービス：MRの中でも特に
VRを活用した体験型マーケティングでは、現実の世界
を再現するだけでなく、従来のテクノロジーと組合わ
せることで、誰もが魅力的に感じる体験が創られてい
る。例えば、仮想空間では顧客に製品を手に取って体
験してもらい、さらにその反応を見た上で、顧客の取
引履歴や好みに基づいてパーソナライズすることもで
きる6。

ショッピング：VRが起こそうとしているショッピング革
命は、MRによってさらに大きなものとなる。例えば、
ク
ルーズ船のキャビンやホテルのスイートルーム内を予
約する前には、仮想空間でそれらの中を見て歩き回る
ことができる。
あるいは宝石店では、目を引くようなきら
びやかなネックレスを試着することもできる。
このよう
なVRで得られる仮想体験に、製品またはサービスに関
する価格や商品説明、類似商品の提案などの要素を加
えることで、
MRはより高度な仮想体験を可能にする7。

MRを活用するためのポイント

新しいテクノロ ジー がしばしばそうであるよう
に、AR/VRについても良い面ばかりが強調される傾向
にある。
確かにAR/VRは、新しい表現方法やコンテンツ、
双方向性の体験をもたらすばかりか、ビジネスに活
用できるツールとして、
ビジネスモデルやビジネスプロ
セスをも変革させる可能性を秘めている。
しかし進化
するデバイスやソフトウエア、標準規格は、
テクノロジー
をどう管理していけばよいかという課題をも我々に突
き付けている。

職場でのスマートフォンやタブレット端末の導入がそ
うであったように、AR/VRおよびIoTを活用するには、
デ
バイス、
データやコンテンツ、
アプリケーションのそれぞ
れにルールを設け、適切に管理する必要がある。特に、
重要性の高いインフラストラクチャや機密性の高い業
務に用いる場合は、安全性とコンプライアンスの確保
は何よりも重視されるべき要素だ。
MRは人の動きを仮想空間に表現することを可能
とするが、
それを実現するためには、
その人の置かれて
いる状況、必要としている情報や人の動きの意味を瞬
時に認識し、処理する必要がある。
まさにUnrealなど
のゲーム開発エンジンが磨き上げてきた、最新のテレ
ビゲームで用いられる複雑な演算処理と応答処理が
必要となるのである8。

あらゆる業界におけるMRの可能性を開拓するため
には、音声や人の動き、
オブジェクトの位置情報を融合
したインターフェースとするべきだ。例えば、ユーザの
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た画像認識技術は、正確かつ自然にオブジェクトや人
物、顔までもAR/VRの空間に描きだす。

目の動きからその表情がウィンクなのか笑顔なのかを
正確に識別することにより、
より直観的な操作を可能と
するデジタルコンテンツができるであろう。AR/VRを問
わず、
これまで以上にコネクテッドデバイスやセンサー
を活用した設計を考える必要がある。

MRの実現には、
これまでとは異なる、全く新しいデ
ジタルコンテンツの準備が必要となる。例えば、現実
世界を仮想空間に再現する場合や、物理的な世界に
仮想空間を投影するためには、高解像度の3Dレンダ
リングで描画された設備や機器のデータが必要となる。
機器や商品、人などの情報を収集するためには、セン
サーや埋め込み型ビーコンの活用も考えなくてはなら
ない。
さらには、資産の姿形などの基本情報だけでな
く、機器構成や稼働状況、使用方法なども全てデータ
化する必要が出てくる。

MRの効果をより高めるには、
あらゆるデータとの連
携も必要だ。
MRと、ERPやCRM、人事やマーケティング
などあらゆる領域のシステムとを統合することで、MR
は日々のビジネスと強固に結びついた重要なツールと
なるだろう。

コンテンツのあり方

MRというかたちの融合

コンテンツにとって最も重要なのは、
その意図や空
間のしくみ、
ユーザの動作が、自然に処理されることで
ある。

MRの基礎となるAR/VRおよびIoTの技術はそれぞ
れ常に進化を続けているが、
それらの技術を常に融合
させなければ、
その真価を発揮することはできない。
こ
れらの技術を融合させた結果、直観的で没入感のある
新しい世界を生み出すことが可能となる。顧客との関
係を深め、社員の仕事に対する考え方に変化をもたら
し、未来における企業の姿を今まで以上に大きく変化
させる。
これこそがMRの持つ可能性であろう。

仮想空間では、デジタルオブジェクトの重量や大き
さ、角度や位置関係などを認識することで、真に直観
的なユーザエクスペリエンスを演出できる。聴覚や触
覚などに働きかけ、
これまでとは全く異なる新しい方
法で、
アラートやタスクの完了の通知が可能となる。
ま
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児童福祉分野におけるMRの活用

毎年、他の学生と異なることを成し遂げようと志し、
新卒のソーシャルワーカーとして児童福祉機関に就
職する学生が後を絶たない。
しかしその多くは、残念
ながら半人前と言わざるを得ない。一人前のソーシャ
ルワーカーたるには、何年にもわたる家庭や託児所
への現場訪問を経て、正確に子供の生活状況を評価し、
必要な施策を判断するための深い観察力や細部を見
渡す注意力を身体にしみ込ませる必要がある。

これまでの研修プログラムでは、一人前になるまで
に数年を要していたが、
MRを導入することで、
その期間
を一気に短縮することができる。
研修用のゲームや3Dシ
ミュレーションを用いることで、Off-JTにおいても、一人
前のソーシャルワーカーに必要な技術の習得が可能と
なる。

ワーカーのパフォーマンス測定、
クリティカルシンキング
や意思決定のトレーニングにも応用できるようになるだ
ろう。MRの活用によって、一人前のソーシャルワーカー
の育成が促進され、社会に貢献するのだ。
つまりMRは、
単なる技術的な変革ではなく、私たちの行動を変革す
るソリューションなのである。

ARが工場のIoT化を加速させる

2016年、シリコンバレーで開かれたMIT Media
Lab（デジタル技術を活用した新しい生産技術の展
示会）で、エンジニアリングや製造、先進的なサプライ
チェーンソリューションを世界規模で展開するJabil社
と、工場向けのアプリやIoT、
リアルタイム解析をクラウ
ドで提供するTulip社が意気投合し、新しいクラウドサー
ビスの共同開発が始まった。
それはIoTに対応した生産
ラインのデータを、
リアルタイムで見える化させるもの
である。

例えばある研修では、仮想空間上に用意した家庭
に潜むリスク要因を、研修生に数分で洗い出させる。
リ
このシステムでは、現場で収集したデータをタブレッ
スクを抽出した後、再び仮想空間に戻ると、そこには
ト端末やスマートフォンで確認できるため、
作業員は作
研修生が見落としていたリスク要因が点滅したマーク
業をしながら、
段取りの変更などに即応できるように
として表示されている。研修生がそのマークを選ぶと、
なる。
これが目指しているのは、複合現実と製造業の
研修生の視界にはリスク要因とその重要性に関する
現場とを融合させ、
工場での製造工程の刷新を計るこ
説明が表示される。
このプロセスを反復することで、研
とである。
最新のデジタル技術は、
リアルタイムな情報
修生は困難な状況における対処方法や着眼点を着実
の活用を可能とし、
生産ラインの変更に伴う作業員や
に習得していく。
設備の停止時間を削減することができるようになるだ
MRを活用した新しいトレーニングでは、あらゆる環
ろう。
境やシナリオを用意できる。
そのため、新人ソーシャル
Jabil社とTulip社は、
このシステムを熟練工が必要
ワーカー向けのトレーニングだけでなく、熟練者に対し
とされる生産現場に導入した。
6ヶ月間にわたって作
ても、専門性を更に深化させるトレーニングの提供が
業単位毎の作業実績データの分析や不具合の真因分
可能となる。
また取組みを継続することで、
ソーシャル
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析を行い、生産プロセスを最適化したところ、歩留りが
10％以上向上したばかりか、最初の4週間で手作業に
よる組立て不具合の発生が60％も削減された。
これは、
現在の設計において顧客が許容する歩留りと不具合
発生の予測値をはるかに超えるものだ。

Natan Linder（Tulip社の共同設立者）は、近い将
来、ARがIoTを活用した製造ソリューションをより強力
なものとすると見込んでいる。
製造業におけるARの活
用はますます進み、
レーザーやプロジェクターを使用し
て物理的な物体に視覚情報を重ね合わせる技術（いわ
ゆるプロジェクションマッピング）が実現可能となってき
た。
この方法だと、一般的なARインターフェースには欠
かせなかったヘッドセットを作業員は着用する必要が
ない。
Linderは、
スクリーンを使わずに作業員にコンテ
キスト情報を提供することで、
トレーニング時間の削減、
製品やサービスの品質向上、作業の手戻り防止や能率
向上などの大きなメリットを世界のメーカーにもたらし
ていると指摘する。
またLinderは、センサーやデバイスとデータを組合
わせ、現場作業の実施やプロセスの最適化などに必
要な情報をリアルタイムで提供することで、ARの真価
が発揮されると考えている9。

MRの進化についていけるか？

る。FirstV1sion社（スペインのスタートアップ企業）は、
映像や音声の伝送装置を選手のユニホームに埋め込
むウエアラブルデバイスを手掛ける企業だ。
これによ
り、VR放送の視聴者は、ヨーロッパのサッカーやバス
ケットボールの試合に出場する特定の選手の視点から
競技を観ることができる。
映像の提供に加え、
デバイス
には心拍計と加速度計が含まれるため、視聴者は選
手の生体データを追跡することができる。競技の盛り
上がりとともに、選手の心拍数の上昇がわかれば、
ファ
ンはより選手に感情移入でき、競技に夢中になれるだ
ろう10。
音楽イベントは社会交流の場となり、VRを活用した
コンサートのストリーミング配信はますます一般的に
なりつつある。例えば、Coachellaは、
コンサートの参
加者がバンドを見るためにテントから出ることを望ま
ない場合に備えて、昨年販売したチケットとともに、段
ボール製のヘッドセットを提供した。VR企業である
TheWaveVRは、
さらに一歩進んで、
音楽ファンを演奏家
にするための取組みを行っている。
同社は、
バーチャル
リアリティコンサートプラットフォームを開発した。
HTC
Vive（HTC社が提供するVR用ヘッドマウントディスプレ
イ）
と組合わせることで、
ユーザは演奏を見るだけでなく、
仮想のクラブで自らDJになることができる11。
視聴者は
他の参加者と会話を楽しみながら、仮想のクラブで音
楽に合わせて踊れるのだ。
政治に目を向けると、NBCニュースが最近の大統領
選挙で米国の有権者間の対話を促進するためにMR
を活用した。
NBCはニューヨークのロックフェラーセン
ターに設置された実在のDemocracy Plaza（選挙戦
を体験するために開設された広場）を仮想空間に再現
した。
これにより、視聴者はどこにいてもこの仮想空間
上の広場に入り、生番組を見たり世論調査をリアルタ
イムで確認したり、
ニュースキャスターや専門家と対話
することができる。
そして最も重要なことは、他の視聴
者と交流できることだ12。

MRは、現場のセンサーや複数のカメラから収集さ
れたデータを活用することで、人間と周囲の世界の関
わり方や彼らが参加するイベントへの関わり方を、
より
インタラクティブなものに変えることができる。

ここ数年で、私たちは、カーレース、バスケットボー
ル、
ゴルフ、
さらにはサーフィンなど、様々なスポーツイ
ベントのVR放送を見ることが可能となった。
これらの
放送では、競技場を360度見回せる映像を提供し、視
聴者は好みの視点を選択することができる。
また試合
やレースの放送に、
バーチャルサラウンド、
アナウンサー
の解説、VR画像、
リアルタイムの統計情報を追加する
ことが可能だ。

一方で、VRによる孤立を問題視する向きもあるが、
これはいささか誇張され過ぎているようだ。センサー、
音声認識、
データを融合する技術により、人間がより自
然にやりとりできる複合現実を作り出すことが可能と
なり、将来は娯楽産業にも波及するであろう。

センサーを活用することで、放送事業者は遠隔地
の視聴者に対しても、付加価値を提供することができ
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私の見解
ることで、航空宇宙業の作業では32％高速化し、エネ
ルギー業の作業では35％も高速化を実現した。過去
において、
これほどまでに作業効率の劇的な向上をも
たらす解決策があっただろうか。

BRIAN BALLARD, CEO AND FOUNDER
UPSKILL (FORMERLY APX LABS)
長きにわたり、従業員は、店舗や作業現場などの職
場で、仕事に必要な情報をすぐに手に入れることが困
難であった。
しかしウエアラブル技術とMR技術の進歩
によって、
ついにこの問題への解決策が見つかりそうで
ある。
UPSKILL社は、作業員の専門性を発揮できるよう
に、
より有用な情報の提供、
より深い理解と知識の強化
を使命としている。私たちは、2010年にスマートグラス
用のソフトウエア開発を開始し、現在、製造業、
フィール
ドサービス、物流向けにAR/VRを活用するためのプラッ
トフォームを提供している。

どちらの場合も、
それぞれの作業員は同じ作業を行
っている。
違いは、必要な情報にアクセスする方法だけ
である。今回の実験結果は、状況に応じた作業指示を
目の前の画面で確認できることが、非常に有効である
と示している。指示を読むために作業を中断する必要
がなくなり、安全性の向上にもつながる。
また、作業員
は作業を完了するまでの間、作業指示を読みながらで
も、手が自由に使え、顔も上げたままでいられる。
同時
に、作業員の専門知識を増強し、意思決定の質を向上
させることができる。複雑な情報を扱う際に起こり得
る混乱を大幅に減らせるばかりか、
トレーニング教材
を暗記する必要すらない。
この技術は、仕事のための
GPSのようなものといえる。GPSの登場で、道に迷うこ
とや地図を記憶する必要がなくなった。GPSはまさに
世界を変えたのである。
あなたは紙の地図を使う時代
に今さら戻れるだろうか。

スマートグラスに作業指示を投影することで、
航空宇宙業の作業では32％高速化し、
エネルギー業の作業では35％も高速化を
実現した。
過去において、
これほどまでに作
業効率の劇的な向上をもたらす解決策が
あっただろうか。

ビジネスにおけるMRの活用の可能性について議論
する際、私たちは解決に向けて取組みたいことや、
テク
ノロジーを通して生み出したいことが何かを特定する
ことから始める。例えば、物流業務の効率化に取組み
たいのであれば、
スマートグラスを装着した作業員の
視界に、在庫情報や製品の棚の場所に関する情報を
投影することで効率化の手助けが可能となる。同様に、
組立プロセスもスマートグラスの活用により、
ピッキン
グやカートへの追加、搬送をジャストインタイムに実現
することが可能となる。
これらは現実に存在した課題
であり、私たちは直接この問題解決に関わっている。
ど
ちらの例においてもクライアントは最大50％の時間短
縮に成功している。
このような例は、ある特定の業種に限った話ではな
い。最近、私たちはさまざまな業界の製造現場で、実
験的な取組みを行った。
複雑な組み立て作業を行うと
きに、1人に対してはタブレット端末に、もう1人にはス
マートグラスに作業指示を投影した。結果は劇的に異
なるものだった。
スマートグラスに作業指示を投影す
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ウエアラブルソリューションは、企業活動のデジタ
ル化、分析、最適化を可能にする。例えば、
メーカーは、
複雑な組立工程で必要となる10万もの手順をデジタ
ル化できるかもしれない。
これはMRによって細かい業
務データが取得できるまでは実現不可能であった。得
られたデータに機械学習を適用することによって、
メー
カーは、どこが優れていて、どこを改善すべきかを理解
した上で、生産性を向上するための作業の単位や、個
々の作業員へのコーチングやトレーニング方法を改善
できるだろう。
これは、事故の発生情報をデジタル化し、
分析することで、最適なルートをリアルタイムに確認で
きるようにしたGPSの事例とよく似ている。
私は様々な企業からMRの始め方について聞かれる
ことが多い。
パイロット開発で取り組む場合でも本格
的な展開をする場合でも、まず、ROI目標の特定から
始める。
「現場の新入りの作業員の作業スピードの20
％高速化」や「組立ラインの初期品質の35％改善」な
ど、測定可能な目標をまず特定する。
その次に、仮説の
検証やシミュレーションに時間をかけるのではなく、実
環境を利用した実際の動きの改善と、課題解決に注
力したほうがよいと考えている。
もちろん、安全性、
セキ
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ュリティ、
プライバシーや業務での継続的な利用可能
性を確認することは不可欠であるが、パイロット開発
を通じてこれらに対処することもできる。

第4次産業革命を迎えている今この時において、製
品、サプライチェーン、テクノロジー、データ間の相互
連携に関する様々な話が聞こえてくる。企業は製品を
売って終わりではなく、販売後も顧客と長期的なつな
がりを求めるような状況が生じている。MRとウエアラ
ブル技術は、ヒトと製品をつなぎ、更に重要な点とし
て、
ヒトとシステムをつなぐことで、あらゆるデータを活
かす可能性をもたらす。生産過程で何らかの問題が
生じた場合、データから解決策を導き出すことができ
る。IoTを活用したセンサーにより、生産設備の稼働状
況と周辺環境のデータをリアルタイムで集める。作業
員は、
これらのデータを分析することで問題に気づき、
今後の戦略と製品の再設計に役立てることができるよ
うになる。
また、作業員がデータを活用した結果をシス
テムにフィードバックすることで、次の有用な情報を取
得できる。
こうした取組みを通じて、作業員は未だかつ
てないスピードでのスキルアップが可能となる。
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MRの適用ケースや試行的なアプリケーションを検
討する企業は、MRを構成するAR/VRおよびIoTそれぞ
れに特有の、
サイバーセキュリティとリスクを考慮する
必要がある。次のような問いに対しての答えを考えて
ほしい。

1. あなたがMR環境で目にするデジタルデータは、誤
りがなく、信用に足るだろうか。脆弱性が多いとい
われるIoTデバイスによって生成されたデータは、
ハッキングされたものではなく、完全性や真正性が
維持されていると証明できるだろうか。

MRの環境では、MRを構成する各テクノロジーのサ
イバーリスクが表面化するため、
その対策は困難を極
める。
例えば、
ARでGPSと位置情報、
タグ付け、
共有メタ
データおよび顔認識に関するコンテンツを動作させる
ためには、VRよりも多くのデータポイントを扱う必要が
ある。
さらに、
ARシステムは、
拡張体験を増幅させ、
個々
のユーザの嗜好に合わせるために、多数のセンサーを
駆使して個人の行動を追跡するだけでなく、
健康やフィ
ットネスなどの情報を統合させるケースもある。
これに
より、
セキュリティとプライバシーの観点で懸念が生じる。
個人がアクセスできるデータソースと、ARによって集約
された膨大なデータが適切に管理されなければ、個人
情報やクレジットカード業界のデータが危険にさら
されるだろう。

2. ある企業において、訓練用のMR環境と、実運用で
利用するMR環境があるとしよう。あなた自
身は訓練用のMR環境に没入したつ
もりであったのに、誤って実運用の
IoTについても同様のリスクがあ
MR環境に没入していたとしたら、
る。IoTのエコシステムに新しいデ
どうなるだろうか。間違いだけ
バイスが投入されるたびに、新た
ならまだしも、MR環境で得ら
な攻撃対象や悪意ある攻撃の
IoTのエコシステムに新しい
れた情報や、
アウトプットとな
デバイスが投入されるたびに、 機会を増やすこととなるだけで
る情報が、悪意を持ったハッ
なく、既存の保護されたデバイス、
カーに操作されることがあ
新たな攻撃対象や悪意ある攻撃 データおよびユーザも新たな脅
れば、企業へのダメージは
の機会を増やすこととなる。 威にさらされてしまう。多くの組
測り知れない。
織で展開されるIoTのエコシステ
ムの構造は、
サプライチェーン上
3. あなたがMR環境で別の人物と
のベンダからクライアント、
運送業者、
会話をした時、その人が言ってい
ショールームおよびエンドユーザまで、
ることは真実で、その人が実在する
複数のプレイヤ間で緊密に調整された行
人物であると断言できるだろうか。果た
動に依存している。センサーやデバイス間だけで
して、どこまでその人を信用することができるのだ
なく、
これらのプレイヤ間のノードにも脆弱性は存在す
ろうか。
る。顧客はおろか、ベンダやサードパーティが、広大な
これらの質問から、MR環境を取り巻くリスクと主
エコシステムにあるデータの機密性を脅威から保護す
要な課題が浮き彫りになってくる。
それは、MRのテクノ
ることは容易ではない13。
ロジーで使用されるデジタル資産の管理と保護であ
サイバーリスクが脅威となる一方で、AR/VRおよび
る。AR/VRおよびIoTは、
これまでとは全く異なる知的
IoTが、
組織全体のセキュリティおよびプライバシー
財産をもたらしている。新たな資産は、セキュリティと
戦略の強化に役立つツールとして期待されている。
例
プライバシーの考慮はもちろんのこと、規制とコンプラ
えばVRは、
災害復旧時の取組みや軍事シミュレーシ
イアンスを守り、
その上で競争上の優位性を保つ必要
また、インシデント対応
があるなど、高度な機密情報を含む知的財産である。 ョンに活用することができる。
に関するシナリオ計画においては、
更に高いレベル
例えば、高解像度の3Dレンダリングで描画された施設、
で、
現実世界で起こる出来事を疑似体験できる。
同様
精細にトラッキングされた土地・設備・装置の位置情報。
に、
ARは企業が直面しているサイバーリスクの脅威を、
これらのデータ収集に使用されるビーコン、
センサーお
より視覚的に捉えることに貢献すると考えられる。
よび接続機器の情報は、暗号化やアクセス制御などの
ハード面から、権利や資産管理などのソフト面まで、適
切に保護する必要がある。
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始め方

相まって、MRを取るに足らない道具と見なすかも
しれない。だが、実際には、多くの企業や政府機関
による試験的な導入が活発になっており、積極的
に投資している企業も少なくない。
ひとまず様子見
の対応では、競合に出し抜かれてしまうであろう。

顧客、
ビジネスパートナー、従業員がディスプレイ
の
「ガラス越し」の操作から脱却する勢いには、目覚
ましいものがある。
仕事のやり方や、顧客が販売現
場で製品を手に取るといった体験は、MRによって
新しい世界へと踏み出そうとしている。
一方で、MR
を構成するコンポーネントの真の価値はまだ評価
の過程にあり、企業レベルでの導入については、少
なくとも現時点では、真価を見出すことは容易では
ない。
MRを始めるにあたり、出だしで躓かないため
にも、以下のステップを踏むことを考えてほしい。

• デバイス競争を避ける：既存のデバイスはますます
進化し、新しい分野が登場することを認識しなけ
ればならない。
コンシューマ市場で
「勝者」を目指し
て様々なデバイスが氾濫している状況では、一定の
投資は集中させつつも、アーキテクチャ設計上は
デバイスとはできるだけ疎結合にしたほうがよい。
どのような結果になるかは市場が教えてくれるだろ
う。長期的な不確実性を理由に、取り組むことを躊
躇してはならない。

• まず自分で試してみる：バーチャルリアリティの没
入感は、言葉で表すことができないほどにインパク
トがある。MRに関心を持ち、その将来性を確信す
るためだけではもったいない。
MRが秘める可能性
を広げる新たなアイデアや発想を得るために、自
分でMRに触れてみるべきである。

• 想像の海に飛び込む：MRの活用方法を模索する
には、既存のやり方をベースに考えるのではなく、
そもそも物事がどのように進められるのか、もしく
は進めるべきなのかを、ゼロから検討する必要が
ある。MRは退屈なディスプレイと陳腐なユーザイ
ンターフェースからの解放という可能性を秘めてい
る。
目の前の現実を少しずつ改善することに時間を
費やすのではなく、大胆なシナリオを想像してMR
の可能性を探求すべきである。

• 空想で終わらせない：多くの人がMRをSFの域を出
ない技術と考えている。企業の組織的な緩慢さも
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• OTとITの統合：一部の業界では、MRが運用技術
と情報技術の統合をもう一歩先の次元へと促す可
能性があると見られている。特に、MRソリューシ
ョンの多くが基幹システムに深く関わってくること
で、
MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)や
M2M (Machine-to-Machin)システムとの統合が
不可欠となることが想定される。
このような、
より広
い意味でのOTとITの統合を実現するためには、新
しいガバナンスとアーキテクチャが必要となる。
つま
り、
OTに求められる信頼性、
セキュリティ、
パフォーマ
ンス、
可用性を担保しつつ、
新しいサービスとソリュー
ションの革新を遂げようとするITイノベーションを実
現する枠組みが必要なのだ。
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要点

MRは、デジタル世界と現実世界を融合させることで、ARやVRおよびIoTテクノロジーの
潜在的な可能性を高めている。MRは、私たちの目の前に単にコンテンツを配置しているだ
けではない。現実世界からユーザを完全に引き離すことなく、物理学、重力、次元、
さらには
人格までをも駆使して、知的なデジタルコンテンツが存在する世界にユーザを引き込んでい
る。
迅速な意思決定、重要な情報の収集・分析、将来起こり得るシナリオの視覚化、個人やグ
ループ間での知識・タスクの共有。
これらの能力を、
デジタル世界と現実世界の狭間で実現
してくれる。
もはや現実がSFに追いつきつつあり、企業もこの変化に取り組む段階にある。
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日本のコンサルタントの見解
市民権を得つつあるMR

どのようなコンテンツを
揃えるべきか？

MRの利用シーンについては、以前はゲームなどの
エンターテインメントの世界が中心だったが、
ここに来
てビジネスでの利用も明らかに増加している。
「MR」
（
あるいは「AR/VR」）という言葉を目や耳にする機会
が、1年前と比べても圧倒的に増えていると感じる方
も多いのではないだろうか。

疑似体験を超える没入感こそが、MRを選択したこと
で得られる醍醐味である。

その効果を、人間から見た場合の、情報の「インプッ
ト」
「プロセス（処理）」
「アウトプット」という切り口で見
てみよう。MRの没入感によって効果を高めることので
きるステップは、限定的な範囲に留まると言わざるを
得ない。MRは、人の感じる「インプット」を強めること
には寄与するものの、それ以外の2つの要素について
は、MR単体でカバーすることは難しい。

こうした昨年までと違う背景として、2つのポイント
がある。1つ目はデバイスの普及である。ゲーム機に
接続することを前提としたPlayStation VRに限ってみ
ても、販売開始から4ヶ月を迎えた2017年2月末時点
で、販売台数は90万台を超えている。
こういったHMD
単体で使う形態以外にも、
スマートフォンやディスプレ
イなどの以前から存在するデバイスを活用する方法な
ど、MRを実現できる環境は広がりを見せている。
2点目は、
デバイスの普及以上に、ゲームを中心とし
たコンテンツの充実がMRの拡大を後押ししていると
いう点である。読者の方も実際にプレイされたかもし
れないが、2016年に大ヒットしたポケモンGoは、ARの
技術を個人のスマートフォンで実現したコンテンツの
好例といえる。

こうした環境の変化を受け、仮想・拡張世界は「現
実とは別物」
という見方も変わり、両世界の境界はより
曖昧になってきている。
これこそが、
「AR/VR」に替わっ
て
「MR」
という言葉が市民権を得てきている背景である。

鍵となるのはコンテンツとスピード

3年後に東京オリンピック・パラリンピックを迎える
日本は、
まさにこうしたMRのコンテンツの充実を図る
良いタイミングにあるといえる。お家芸として世界に
輸出してきたアニメやゲームなどと同様に、世界にア
ピールする格好の機会になるからだ。

例えば、MRを通じて体験できた、拡張空間で得られ
る感動や興奮は、
それ自体を他者への伝達（アウトプッ
ト）に結び付けることは難しい。
まさに人間としての思
考や表現力そのものが問われるステップであるからだ。
これを補うには、IoTによるデータ収集や、AIによるデー
タ解析などの組合わせを検討する必要がある。
没入感
の中で味わった、人間の生理的な反応をデータとして
収集し、
その反応をAIで解析して、次のインプットにな
るコンテンツを出し分けるといったような形で、人と情
報のやり取りのステップのすべてをカバーできること
が望ましい。
こうした方法は、例えば日本においては教育におけ
る地方格差をなくすためのプログラムの開発に活か
せる。単に遠隔地で映像による授業を受けるというだ
けでなく、合奏や実験といった、自分が複数の相手と一
緒に力を合わせ、物事を生み出す体験もできるように
なる。

また、日本では100歳を超えるセンテニアル世代は
46年連続で増え、2016年時点でも6万5千人を超えて
いる。
この状況は今後より一層進むと予想されるが、
そ
うした中で、先達の過去の経験を蓄積し、時空を超えて
その体験を次の世代に遺すといったコンテンツも考え
られるだろう。
副次的には、高齢者の社会との結びつき
の機会の提供にもつながる。

また、
こうしたバーチャルな世界に違和感を持たな
い、
ミレニアル世代が消費の中心あるいは企業の中堅
を担うステージに来ていることも、MRの普及に一役買
うであろう。

このモメンタムを加速する際の鍵はどこにあるのか。
それは、新しいコンテンツをいかに早く世の中に出して
いけるかという点にあると私は考える。
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MRによるイノベーションの創出を

コンテンツを準備する上では、映像を撮り、
インタラ
クティブにやり取りするための情報を重ね・・・というス
テップを経ることが必要となる。
これには相応の時間
と労力がかかる。
映像に違和感がない状態にするため
には、撮影した静止画とセンサーやビーコンから得ら
れた情報を組合わせて、座標情報を補正しながら360
度の高解像度な世界を仮想空間に作り上げる作業が
必要になるためである。

ただし、
こういったテクニカルな課題についても、解
消できる環境が徐々に整いつつあるし、映像につい
ては、段階的に完成度を上げていくアプローチも取
りやすい。いくつかのマイナス面を差し引いても、デバ
イスが1つあれば小規模からでも始められるという点
に、MRの良さがある。

最近では、ビジネスニーズの実現手段や課題の解
決手段としての役割を超え、テクノロジーそのものが、
イノベーションをリードする主役としての注目を集める
機会も増えている。
これを最も実現しやすいのがMR
関連であろう。同じ最新テクノロジーの中でも、AIや
IoTは扱うデータの量があってこそ価値が増す側面が
強く、
スモールスタートが難しい領域だからである。

手に入れやすくなったデバイスを利用し、その中で
活かすコンテンツをビジネス視点で考える。
この計画
と実証を繰り返すといったアジャイル型のアプローチ
を用いて、ぜひMRを使ったイノベーションの検討に
着手しようではないか。2020年のショーケースに並ぶ、
日本の次の輸出産業になることを目指して。

執筆者
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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「複雑さ」は「シンプルさ」
と
「柔軟性」への道を開く

企業は、
オープンソース、
オープンスタンダード、仮想化およびコンテナ技術を組合わせること
により、自社のシステムアーキテクチャの再構成を行い、
さらに既存のプラットフォームと新しい
プラットフォームを疎結合させることで、
「クラウドファースト」
の考え方に基づいたインフラストラ
クチャの運用の自動化を積極的に活用している。
個別または大規模な変革イニシアティブの一
環として実施されるこれらのステップは、
アーキテクチャモデルの標準化、
ハードウエアと人件
費の削減、
スピードと柔軟性の向上、迅速なサポートと結果の取得を可能にした。
これらは、避
けることのできない新しいトレンドの一部となっている。

あ

る一部の企業のシステムアーキテクチャは、
それを維持管理している若手社員が生まれ
る前に導入されたものである。確かに、
レガ
シーシステムは、通常は安定しているかもしれない。
し
かし、
クラウド、
モバイル、
アナリティクスなど矢継ぎ早に
技術が革新される時代において、
アーキテクチャの成
長は、ビジネスに直結する命題であり続けている1 。IT
環境全体に存在する大量のカスタマイズ、複雑性、セ
キュリティの脆弱性、不十分な拡張性、および技術的
負債は、直接的または間接的に、企業の収益に影響
を及ぼし始めている。デロイトが行ったGlobal CIO
Survey 2016-2017によると、1,200人のIT幹部の46
％が、ビジネスの最優先事項として「ITインフラストラ
クチャの簡素化」をあげている。
同様に、約4分の1が自
社のレガシーシステムの性能、信頼性、および機能性
を「不十分」
と考えている2。

昨年度までの「Tech Trends」では、CIOがレガシー
基幹システムを最新化、活性化するために展開する戦
略について論じた。
それはレガシー基幹システムからよ
り多くの価値を生み出すことだけでなく、システム全体
をより機敏に、
より直感的に、
より応答性を確保できるよ
うにするための戦略であった。
同様に、ITオートメーショ
ンの緩やかな進展と、従来からのオンプレミスのテクニ
カルスタック、
プライベートクラウドプラットフォーム、
お
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よびパブリッククラウドサービス間でシームレスにワー
クロードを移管する自律型プラットフォームについて論
じた。

これらの近代化への戦略は必要かつ有益であり、近
代化に向けた長距離マラソンに出場しているランナー
に例えることができる。CIOは以前にも増して、収益を
上げ且つ戦略を実行可能にするテクニカルスタックに
ついての壮大な理想像を描きつつある。彼らの多くは
将来のニーズを満たすために現状のシステムの能力を
評価し、
「新しいITアーキテクチャへ刷新できたなら、
ど
れだけのコストを削減し、
パフォーマンスを高めること
ができるだろうか？」
と自問自答している。

CIOおよび彼らのパートナーである経営幹部が、今
後数年の間に、効率性と有効性が実証され、広範囲に
適用せざるを得ない柔軟なアーキテクチャモデルの中
に答えを見出すかもしれない。
このクラウドファースト
の考えに基づく先進的な取組みにおいては、
プラット
フォームは仮想化およびコンテナ化され、柔軟で再利
用可能なリソースのように扱われ、そしてシステムは
疎結合であり、ますます自動化が進み、自己学習と自
己回復が可能になる。
同様に、
オンプレミス、
プライベー
トクラウド、パブリッククラウド機能は、最適なコストと
最大のパフォーマンスで動的に展開することができる。
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これらの要素によって、
インスタンスの管理から成果の
管理へと業務を大きくシフトすることができる。

図1. インフラストラクチャ管理ツール：機能の成熟度に
よる開発/運用への影響

インフラストラクチャ管理ツールのランドスケープは細分化
されており、非常に複雑である。クラウドマネジメント機能
やオートメーション機能がIT革新の源泉だが、テクノロジー
リーダーは、シームレスなITを実現するために、これら以外
の機能も併せて活用すべきである。
低

アーキテクチャによりもたらされる俊敏性と戦略的
ビジネスにおける潜在的な利益との間には因果関係
があるといえる。例えば、イネビタブルアーキテクチャ
は、技術革新と成長を可能にする柔軟なソリューショ
ンの迅速な開発と展開をサポートするために必要とな
る基盤を提供する。
新技術を取り入れ、システムアーキ
テクチャが絶え間なく進化することで、
ビジネス戦略の
展開スピードも速くなり、
競争の差別化要因となり得る。

高

機能の成熟度

影響度

開発

また、
アーキテクチャの進化は、
クラウドへの移行に
より、オンプレミスのサーバを排除することによる資本
支出の抑制に留まらず、頻繁にシステムをメンテナン
スするために必要となる人の数を減らすことによるコ
ストの削減効果もある。
これは単に人員削減を意味す
るのではない。
つまり、日常的な「運用と保守」のタスク
を自動化することによって、重要なIT人材をより高度な
活動、
すなわち、新しい製品やサービス開発、拡大する
ニーズをサポートするためのビジネス連携、
変化の多い
環境下で急速な成長をサポートするテクニカルスタック
に再配置することが可能になる。

/ 保守運用

システム自動化

サービス運用管理
エンドユーザツール
インシデント＆
SLA管理
ログ管理

アクセス管理

スタートを乗り切る

監視

サービス移行管理

これまではアーキテクチャについての先進的な実証
のほとんどは、
レガシーシステムという重荷を背負って
いない新興企業や中小企業で行われていた。
しかしな
がら、最近になって一部の大企業が、
イネビタブルアー
キテクチャのコンポーネントを試し始めている。例え
ば、IBMのクラウド上でVMware仮想マシンを運用して
いるMarriott Hotelsは、ベンダ2社が最近共同開発し
たハイブリッドクラウドを導入した。
この短期導入ソリ
ューションでは、書き換えまたは再パッケージ化をする
ことなく、仮想ワークロードをオンプレミスからクラウド
に迅速に移管することができる。Marriottの報告によ
れば、
この新しいソリューションにより、
これまでは丸
1日掛っていたプロセスが1時間で完了することができ
るようになった3。

コンフィギュレーション管理
資産管理
変更管理

サービス設計管理
コンテナ管理

クラウド管理＆
プロビジョニング
キャパシティ/
デマンド管理

バーチャルネットワーク
オートメーション

また、小売業界最大手のWalmart社は、開発者がよ
り迅速にアプリケーション開発できるように、OneOps
と呼ばれる新しいDevOpsプラットフォームとオープン
ソースを採用している。Walmart社は、GitHub上で利
用可能なOneOpsプロジェクトのコードを開発した4。

サービス戦略

サービスポートフォリオ管理
ファイナンス管理

今後数ヶ月の内に、他の企業が次に掲げるイネビタ
ブルアーキテクチャの要素の1つまたは複数を体験・追
随することを期待している。

ビジネスプロセス管理
Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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疎結合のシステム：大企業は、ビジネスをサポートし
実行するために、何千ものアプリケーションをデプロイ
することがしばしばある。大企業のアプリケーションの
多くは、依存関係、運用手順、
および厳格に定義された
バッチインターフェースを備えた大規模なモノリシック
システムである。
このようなIT環境では、四半期ごと、
ま
たは半年ごとのリリーススケジュールにより、更新と修
正のバックログを積み上げることになる。
また、基幹シ
ステムの軽微な変更であったとしても、
バックログに追
加し、回帰テストに数ヶ月を必要とする可能性がある5。

過去数年間にわたり、
マイクロサービスの出現と活
性化の取組みの成功によって、
インフラストラクチャの設
計にこれまでとは根本的に異なるアプローチが出現し
た。
このインフラストラクチャにおいては、
アプリケーショ
ンを構成するコンポーネントはもはや相互依存やモノリ
シックではなく「
、疎結合」
であった。
この疎結合のストラクチャでは、他のコンポーネント
の定義を使用することはほとんどない。APIや他の手
段を介して他のコンポーネントとインターフェースする
ことはあるかもしれないが、開発および運用上、依存
関係がないため、
これまで数ヶ月かかっていた回帰テ
ストと調整を行わずにアップグレードや変更を行うこ
とが可能となる。大規模なモノリシックシステムよりも
簡単に
「統合」
することができる。

コンテナ：疎結合のシステムと同様、
コンテナは、モノ
リシックで相互依存のアーキテクチャを、管理可能な
独立した部品に分解する。簡単にいえば、
コンテナは
ランタイム環境全体、
すなわちアプリケーションと、依
存関係、
ライブラリや他のバイナリおよび構成ファイル
に至るまでを仮想化して1つのパッケージにバンドルす
る。
アプリケーションプラットフォームとその依存関係を
コンテナ化することにより、OSとインフラストラクチャ
の違いを意識する必要がなくなる6。
コンテナには完全
な移植性があるため、どちらがよりコスト効果がある
かに応じて、オンプレミスもしくはクラウドに移植する
ことができる。

が、
これまでのところ、各企業のCIOは様子見をしてい
るように見える8 。
とは言え、IT業界以外の企業におい
ても、
より大きなアーキテクチャの活性化の取組みの一
環としてコンテナを利用し始めたところがあると見て
いる。
例えば、金融会社のGoldman Sacks社は、同社
のコンピューティングの約90％をコンテナにシフトす
るための１年間に及ぶプロジェクトを開始した。
このプ
ロジェクトは、同社の内部クラウド上にある約5,000に
ものぼる全てのアプリケーションのみならず、
ソフトウ
エアインフラストラクチャも対象にしている9。

まずはスピード、
その後に効率性を追求する：新製品
やサービス開発のために、
ビジネスの技術への依存度
が高くなるにつれ、ITにおいては、
これまで以上に市場
投入までのスケジュールを短縮することが重要になっ
てきている。
このように、
イネビタブルアーキテクチャは、
効率性よりスピードを重視している。
これは、意図して
はいないものの、往々にして進捗を遅らせ、
また検証を
阻害する結果を生み出していたここ数十年のプロセス
と管理を覆すものである。
CIOの多くが
「効率性よりもス
ピード」
という精神を完全に
（あるいは部分的にであって
も）受け入れるには数年かかるかもしれないが、加速す
る兆しがある。
効率性の追求は、
開発コストやスピードを
犠牲にすると認識されているが、
ストリーミングサービス
のNetflix社は、
効率性を実現しつつスピードを犠牲にし
ないシステムを作り上げた10。
オープンソース：Sun Microsystemsの創業者の一人
であるBill Joyは、かつて、次のように皮肉っている。

「あなたが誰であろうと、大抵の人は、他の誰かのた
めに働くのである。あなたの目標を達成するためには、
世界中の人々があなたの庭で汗を流して働くことがで
きる環境を提供する方が良い。単に従業員を所有して
いるという考えに取りつかれている間は、顧客のニー
ズを満たすことは決してないだろう。
」

Docker、CoreOS、BlueDataなどのコンテナ管理ソフ
トウエアベンダは現在、
ソフトウエア業界で人気を博し
ているが、
その大きな原因は、開発者が管理しやすい小
さな部品にサービスとアプリケーションを分解する仕
組みにある
（現在の業界リーダーであるDockerは、同
社のソフトウエアのダウンロード回数は18億回を超え、
またそのソフトウエアは28万を超えるアプリケーション
構築に役立っていると報告している7。
）
コ ンテ ナ 技 術 は 、開 発 者 の 間 や 、G o o g l e や
Amazon、FacebookといったIT企業には人気がある

77

現在ではJoyの法則と呼ばれているこの考えは、
イ
ネビタブルアーキテクチャの主要な属性となるオープン
ソースソフトウエア（OSS）とオープンスタックアプロー
チを示唆している11。

多くの大企業は、
いまだにOSSの目的を台無しにする
官僚主義的な承認プロセスを前提とした旧世代のオー
プンソースのポリシーを採用している。
しかし、
ノーベル
文学賞受賞者のBob Dylanの言葉を引用すれば、
「時
代は変わる」のである。
オープンソース採用についての
最近の調査によれば、
企業の78％が現在、
OSSを使用し
ていると推定される12。
一般的にリスクを回避しがちな
連邦政府でさえ、最近、彼ら自身が開発したカスタムソ
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ビタブルアーキテクチャも同様に、その要素を展開し
活用することに成功し、
その旅を進めるにつれて、
いつ
かの課題が間違いなく発生するであろう。適用には時
間がかかり、また、企業の既存の能力と得られる利益
に応じて適用する範囲も異なってくる。繰り返しにな
るが結果は努力を正当化する。既に明らかになりつつ
あるが、
イネビタブルアーキテクチャの要素は、俊敏性、
革新性、成長性のための基礎を敷設しながら、即時に
効率性の向上を提供することができる最新のアーキテ
クチャへの大転換を示唆している。既にこれらのコン
セプトを適用しているスタートアップの企業や競合他
社との競争が脅威になるにつれて、その潜在的な価
値が明らかになってきている。

フトウエアコードへのアクセスポリシーを策定するとい
う行動にでている13。

フォールトエクスペクティング：何十年もの間、開発者
はフォールトトレラントシステム(一部が故障しても処
理を続行するシステム)の設計に注力していた。イネ
ビタブルアーキテクチャでは、
「フォールトエクスペクテ
ィング」により、次なるレベルを目指す戦術を採ってい
る。Netflix社の有名なChaos Monkeyのごとく、
フォー
ルトエクスペクティングは本物の火災を伴う消防訓練
のようなものである。
開発者が、1）システムはどう反応
するのか、2）どのように修復を行うのか、3）システムを
どのようにすれば将来的により柔軟になるのか、を理
解するために、意図的にシステム・コンポーネントに障
害を発生させる。CIOが、
コンポーネント指向でモノリ
シックでないシステムの構築を目指すにつれて、
フォー
ルトエクスペクティングは、イネビタブルアーキテクチ
ャの有益な属性の1つになり得る。
自律型プラットフォーム：自動監視、自己学習、自己回
復する大規模な自律型プラットフォームと同様に、イ
ネビタブルアーキテクチャでは、自動テスト、構築、展
開、
およびアプリケーションの運用を含むITのライフサ
イクル全体の自動化が求められている。
「Tech Trends
2016」で述べた通り、自律型プラットフォームはITにお
ける2つの重要なトレンドの元に成り立つ。Software
Defined EverythingおよびDevOpsによるシステム運
用・保守およびデリバリの全面的な見直しである。基
盤となるインフラストラクチャからIT部門のタスクに至
るまで、ITがコードにより表現されるようになればなる
ほど、企業は新しいアーキテクチャのパターンと理論
を適用することができる。
そうすることによって、
ビジネ
スの成果とそれをサポートするソリューション間の依
存関係を取り除くことができ、
かつ、付加価値の低い業
務から高付加価値の業務へとIT人材を再配置するこ
とが可能になる。

メインフレームの思い出

多くの大企業にとって、
イネビタブルアーキテクチャ
のトレンドは、
メインフレームからクライアントサーバシ
ステムへ、
さらにその10年後にウェブ中心のアーキテク
チャに変遷したときに始まった近代化への旅の次の目
的地を示している。
これらの変遷は、大抵の場合、数ヶ
月、
あるいは数年を要するため容易ではなかった。
しか
し、最終的には努力する価値のあるものであった。
イネ
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最前線からの学び

未来への蓄積：
ルイジアナ州での未来に向けた
ITアーキテクチャ構築

いくつかのレガシーITシステムサービスが提供開始
から30年目に突入する頃、2014年、
ルイジアナ州でエ
ンタープライズアーキテクチャのプロジェクトが発足し
た。
このプロジェクトは、全方位に向けた積極的な取
組みを行うことで業務のサイロ化を解消し、システム
とサービスの再利用性を高めた。
そして最も重要なこ
とは、州の次世代アーキテクチャの基盤を構築するも
のであった。
プロジェクトの到達点は明確であり、
ルイ
ジアナ州の住民への価値を生み出すための柔軟性と
安全性を図ったサービスの導入および短期間でサー
ビスを活用して価値を生み出す能力の向上であった。
このようなITの調達、構築、導入に対する変化は、もは
や避けられないものとなっている。
テクノロジーサービス室のChief Design Officer
兼プロジェクト管理責任者を務めるMatthew Vince
は次のように述べている。

「我々は16の行政機関にEnd to EndのITサービス
を提供しており、少人数のITスタッフとともに大きな責
任を負っているため、
このプロジェクトの遂行において
は、イネビタブルアーキテクチャは必要不可欠であっ
た。
」

標を達成するためには、明確な戦略を定義しておくこ
とが重要であった。
チームは、
アーキテクチャの定義と
先進技術の活用方法に焦点をあてた。
具体的には、
「マ
イクロサービス」の定義によりコンポーネントの再利用、
独自のIT製品の定義による自動化の活用、仮想化によ
るワークロードの移行とハイブリッドクラウドの活用な
どに焦点をあてた。
州のChief Technology OfficerであるMichael
Allisonは次のように述べている。

「例えばコンテナについて考えてみよう。
今Dockerや
Kubernetesのコンテナ製品を導入するより、将来的
にコンテナ統合ソリューションを適用できるようになる
ことのほうが重要である。我々の喫緊の目標は、長期
的な目標を達成するための基礎を築くことである。
」

その基礎の構築は、IT部門における目標と戦略を、
行政機関のリーダーやビジネスパートナーの目標と
戦略に合わせることから始まった。IT部門は、
ソリュー
ションを計画・試作・提供する前に、社内ユーザが目標
と戦略を実現するためにはどのようなツールが必要か、
また、サプライヤやパートナーがどのようなオプション
の提供が可能か判断したいと考えた。

そして、ビジネスとITの優先順位、予算、および技術
要件を慎重に検討した結果、将来のエンタープライズ
アーキテクチャと基幹業務に最適なプラットフォームと
して、次世代のsoftware-defined data center（SDDC）
の開発に着手した。
このSDDCは2016年末に稼働開
始し、現在は下記を含めたいくつかのエンタープライ
ズアーキテクチャの取組みをサポートしている。

ルイジアナ州政府の旧式かつ複雑なレガシーアー
キテクチャ、および州政府が新技術の導入に対し足踏
みしている点を踏まえると、短期的および長期的な目
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といったインフラストラクチャは、
リアルタイム処理能
力と柔軟性を備えていなければならない。
」

セキュリティとリスク管理：ネットワークの分離をソフト
ウエア定義のデータセキュリティポリシーで実現できる
ようにする。

Citiは、10年以上前から、究極のアーキテクチャの目
標に向けて、
データセンタ仮想化の最初の段階に着手
した。他の仮想化プロジェクトもそれに続き、最終的に
は、広範囲にわたるeverything-as-a-service（XaaS）
環境を構築することで、標準化とアーキテクチャの変
革を実現した。Finkelsteinは、連続的なアーキテクチ
ャの変革を行うことによって、Citiでは過去10年間で大
幅にインフラコストが削減されたと推計している。彼
は次のように述べる。

クラウドサービス：商用のIaaSを含む、パブリックとプ
ライベート両方のクラウドサービスを使用する。

統合と最適化：データセンタサービス、
サービス指向アー
キテクチャ、
ガバナンスの統合・最適化の実現によって、
効
率性向上とコスト削減を実現する14。

これらの取組みは、
すでに業務にプラスの影響を与え
つつある。Vinceは次のように述べる。

「当社は、市場投入までの時間を短縮するだけでな
く、
コスト効率も向上させるという方針で、PaaSと組合
わせたコンテナ技術などのような最適化技術を採用し
ている。
」

「これまで我々は、
サービス提供（のプロセス）におい
てサイロ化されていた。
しかしチーム間の障壁は、
デー
タセンタの取組みを始めると瞬く間に消えた。
これは
最大の利点の1つであった。
これまで存在したスキルセ
ットの境界はなくなり、誰もが同じ言語を話すようにな
るのである。我々は、SDDC技術が単一の行政機関に
限らず、各行政機関を跨って利用できると認識してい
る。
」彼は続けて言う。
「SDDCへの移行において優先す
べきこととして、システムの統合、再利用性の向上、お
よび（法規制に抵触しない限りにおいては）行政機関
間でのデータ共有が挙げられ、今後我々が行う全ての
取組みは、単一の行政機関に対してだけでなく、州政
府全体のニーズを満たしていくだろう15。
」

コンテナ技術は急速にビジネス利用が可能となって
きており、銀行の主要なアーキテクチャには必要不可
欠な技術になるであろう。
業界標準が導入され、
アプリ
ケーションをこれらのプラットフォームへ再構築するた
めに必要となる初期投資費用は着実に減少しており、
利用に対する障壁は低くなっている。

これらの新しい技術がITのコスト削減と効率化
をもたらした一方で、新たに利用できる機能につい
ても同 様に重 要であることをリーダー 達 は 理 解し
た。
Finkelsteinは次のように述べている。

Citi-as-a-Serviceへの鍵

「我々は仮想化、自動化、XaaSに投資する一方で、
技術者の開発能力の向上も図っている。
当社のエンジ
ニアがXaaS環境を設計・実装し、市場投入までの時
間を短縮させ、技術革新の導入回数を向上させること
で、開発はこれまでよりはるかに効率的かつ生産的に
なる。
」

金融業界のリーディングカンパニーであるCitiで
は、過去10年間、顧客からの期待の向上に応じた新
しい戦略・製品・ビジネスモデルをサポートできるよう
に、ITアーキテクチャを柔軟なサービスベースのアーキ
テクチャへと変更してきている。
C i t i の m a n a g i n g d i r e c t o r および北 米 C TO
を務 め、C i t i のグロ ーバル 戦 略 を立 案するM o t t i
Finkelsteinは次のように述べる。

Citiは、事前定義されたマイクロサービスを備えた
PaaS環境を設計することによって、迅速かつ並列的な
導入を容易にした。
これにより、標準とテンプレートを
使用して、内部および外部向けの新しいサービスを構
築・展開することが可能になり、わずか数年前と比較し
ても大幅な変化をもたらしている。

「我々の業界における顧客の品質への期待と世代の
変化は、金融サービスへの要求と同様に我々のあらゆ
る仕事に影響を与えている。
データセンタをどう活用す
るかといったバックエンド業務、支店配置、
モバイル機
能、
ATM機能の設計や金融商品の提供も同様である。
こ
うしたダイナミックな変化に対応するためには、ITアー
キテクチャ全体の設計は、
より機敏性が必要となる。
ビ
ジネス要求を効率的に満たすために、
コンピューティン
グ、
ネットワーク、
ストレージ、
セキュリティ、
データベース

その結果、市場投入までのスピードと迅速な結果が
注目を集めている。
Finkelsteinは次のように述べている。

「XaaS環境はポリシーに基づいて構築すべきと考
えた。今日では、ビジネス面において誰もが、
この開
発プロセスの必要性と、新しい製品とサービスを構築
するためのテンプレートの標準化の利点を理解してい
る。
このDevOpsモデルでは、多くのプロセスの可視化
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が必要である。現在、様々な企業が、
（自社の）成功の
ために、
これまでよりもテンプレートの構築に注力する
ようになってきている。現在では、スクラッチ開発より
もテンプレートを使ったカスタマイズが多くなっている。
」
（DevOpsは、開発と運用技術部門間の機動的な共同
作業、
コミュニケーション、および自動化に使用される
用語16）

イネビタブルの発明

Googleは早い段階から、信頼性、拡張性、
スピード
のためにクラウドベースの分散型で弾性のある標準
化されたテクノロジースタックを構築し、
イネビタブル
アーキテクチャを構成するこれらの要素に懸命に取
り組んできた。Googleのインフラ部門を統括するUrs
Hölzle（Googleのベテラン従業員）は、本当の意味で
グローバルなビジネスを構築するためには、従業員が
どこからでもどのようなコンテンツでも検索できるよう
になり、
大規模データへの対応が必要であることを感じ
た。
それぞれに10億人以上のアクティブユーザを抱える
7つの製品を所有するGoogleにとって、
この初期のビジ
ョンはGoogleの成長の基盤であり、製品とソリューショ
ンの拡大を促した。

Googleのテクノロジーランドスケープの中心には、
次のようなシステム的な考え方がある。変更を予期し
つつ再利用を見据えて、徹底的に疎結合しながらも密
接に関連するコンポーネントを構築する。
それを実現
するためには、世界中に分散しているチームが共通の
サービス、
プラットフォーム、アーキテクチャの原則、デ
ザインパターンを採用する必要がある。開発チームが
新しい製品を設計し、構築するにあたっては、製品が
最終的にこのアーキテクチャ内でどのように動作する
かを把握し、
それに応じて設計する。
このアプローチは、
開発のための共通のパラメータとツールセットを提供
するだけでなく、セキュリティと信頼性に対する一貫し
たアプローチを提供し、Googleのグローバルシステム
全体の中に、アーキテクチャのサイロ化の発生を防ぐ
ことができる。
アーキテクチャの拡張や追加は頻繁に
行われるが、常に厳格な検証プロセスを経て行われて
いる。協調性が必要な設計やエンジニアリングは、厳
格なガバナンスの中でコントロールされ、セキュリティ、
プライバシー、可用性、パフォーマンスなど妥協できな
い要件が実現される。
Googleのアーキテクチャに対する取組みは、従業
員と顧客の双方に目に見えるメリットをもたらしてい
る。同社の機械学習への取組みはその一例である。数
年の間に、機械学習は孤立した研究プロジェクトから
脱して、広範囲なツールキットに移植され、ほぼすべて
の製品とプロジェクトに埋め込まれた。Shaukatは次
のように述べる。

Google Cloudのカスタマ部門の最高責任者である
Tariq Shaukatによれば、
「我々は、様々な種類の規
模と可用性を実現するためのテクノロジーアーキテク
チャおよびオペレーションを構築しなければならない
ことを認識した。我々は、我々自身のニーズをサポート
するためのコア技術の多くを発明した。なぜなら、
そう
せざるを得なかったからであった。」その結果、MapR
educe、Kubernetes、TensorFlowなど、
イネビタブル
アーキテクチャの成長を促す多くのテクノロジーの開
発、導入、オープンソース化を実現した。
これらのテクノ
ロジーは、
インフラストラクチャ、
アプリケーション、
デー
タ、
その他のアーキテクチャ層にわたるGoogle Cloud
Platformなど、Googleのビジネス製品のロードマップ
を構成するものになっている。

「なぜ我々はそれを実現できたのか？共通のアーキ
テクチャとインフラストラクチャを通じて、
それら
（機械
学習ツールキット）を受け入れることが可能なグルー
プに対してモジュールを投入することで、短期間での
実現を可能にした。
それは草の根的な活動であり、各
チームは機械学習がユーザや顧客にどのように影響
するかの理解を深めた。
」

システムアプローチの俊敏性により、世界中の何十
億ものユーザに影響を与えることができるのである17。
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私の見解
およびコネクティドデバイスの急増によって、複雑なイ
ベントの関連付けと処理を必要とする新しいアーキテ
クチャが出現した。

JOHN SEELY BROWN,
INDEPENDENT CO-CHAIRMAN,
CENTER FOR THE EDGE
DELOITTE LLP

まとめると、
これらの進歩はイネビタブルアーキテク
チャの基盤を形成し、ITインフラストラクチャのための
ベストプラクティスを再定義したことにより、競争優位
性を確保するための新たな機会が提供され、
そしてこ
の結果、企業は、複雑で新しいアイデアや製品を市場
へ投入することを可能になるであろう。

技術進歩の驚異的なスピードは、ますます加速して
いる。過去15年の間に起こった驚くべき変化を振り返
る。ゼロからのスタートにおいての競争優位の源泉は
効率の追求であった。
これは産業革命以来変わらない
原則であった。企業と市場は、予測可能で、階層構造
を成し、
コントロールが可能であった。
これらが安定し
ているという基本的な前提に立ち、企業戦略と経営マ
ネジメントだけでなく、
テクノロジーのミッションとイン
パクトに至るまで予測することができた。更には、ITの
運用モデルとインフラストラクチャの設計も予測するこ
とが可能であった。

本質を見極めよ。

そしてついに、大変動が起こった。クラウド、モバイ
ル、
そしてアナリティクスにおけるマクロ的な進歩に一
部支えられ、技術分野を横断する驚異的な進歩が、新
たな競争、業界の再編成を生み出し、ほとんどの旧式
のアーキテクチャは荒廃していった。
我々のビジネスモ
デルは、あたかも穏やかな外洋を航海する20万トンの
貨物船のように安定している、と考えていたのが、突
然、急流のごとく白く泡立った水上を先導するカヤック
の漕ぎ手が必要となった。
今日、我々は、文脈の流れと
阻害要因を分析し、
その表面下にあるものを見極めて、
そこから得られた洞察を、次なるアクションを推し進め
るために利用する必要がある。

既に現場レベルでは、
コンピュータサイエンスの世界
に新しい原則が取り込まれている。
段階的な実行にお
けるトランザクションの一貫性は最後に保たれればよ
いということが許容される方法である。
整合性は確保さ
れているものの疎結合されたアーキテクチャが多くなっ
てきている。
モバイル優先の思考が
「クラウドファースト」
または「クラウド以外に選択肢なし」の考え方を浸透さ
せた。
分散された非構造でオープンなデータ構造が現
在では一般的であり、
ディープラーニングやコグニティブ
テクノロジーの領域では、
データ利用に応用することが
増えている。
オープンスタンダードおよびオープンシステ
ムでは、
メッセージ処理、
プロビジョニング、
モニタリング、
その他処理など、無償の技術を提供している。センサー
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また、
イネビタブルアーキテクチャは、技術の進歩に
合わせて、
その実証性をサポートする。
重要なことは、
一
方では新たな種類の俊敏性を可能にしながら、効率性
の向上と明確なコスト削減につながる環境および運用
サポートのタスクを自動化する機会を提供することであ
る。
コスト削減によって、企業は、
より広範囲にイネビタ
ブルアーキテクチャへ投資することが可能になる。
Amazon社の新サービスと市場へのあくなき追求を
説明する際に、かつてJeff Bezosが「あなたのマージ
ンが、私の機会である」と言ったことは有名である。急
速に変化する技術と、
その技術が持つポテンシャルに
対応していくための企業の能力とのギャップが、新し
いマージンとなって、効率の実現や新製品、オファリン
グの機会になり、また業界を再編成することを可能に
する。仮にすべての企業がIT企業であったならば、企
業のシステムを管理、再構想するための大胆な新しい
アプローチは、あらゆる変革の取組みに必要不可欠と
なっている。
それはまた、
テクノロジーの潜在能力と現
実の運用との間に存在するギャップを大幅に縮小する
ことができる。特に大規模なトランザクションを移行す
る場合においては最小限のコストで実現できる。
イネ
ビタブルアーキテクチャは、拡張していく学習機能の関
連付けやエコシステムを拡大していくための方法、お
よび明日のビジネス機会を追求するために必要となる
流動性と応答性を提供してくれる。

イネビタブルアーキテクチャ

スである。

また、企業が自社のITインフラ
ストラクチャを見直し始めると、導
入のために必要なセキュリティ、
コン
プライアンス、弾力性をテンプレート、
プ
ロファイルまたサブのサービスに組み込む
ことによって、新しいプラットフォームに統合するこ
とができ、標準化や柔軟なアーキテクチャモデルに関
係する多くのリスクやサイバーの脅威の軽減に大いに
役立つであろう。
また、新しいシステムとアーキテクチャ
に対して必要なサイバーセキュリティとリスク管理を設
計することによって、
下記のような長期的な利益をもた
らすこともできる。

同様に、新しいプラットフォーム
には、多くの場合、導入可能でカスタ
マイズ可能、既存のビジネスプロセス、
ソ
リューションと連携可能なリスクとセキュリ
ティの機能が備わっている。企業はこれらの機能を活
用できるが、
リスクとサイバーセキュリティ機能への取
組みから解放されるという意味ではない。
リスク定義
は、企業や業界によって時として劇的に変化する。
あら
かじめ組み込まれたセキュリティとリスク機能は、企
業が直面しているリスクの全てには対処できない場
合がある。

オープンソースとオープンスタンダードを採用する
ことは、いくつかのリスクに対する検討事項をもたらす。
たとえば、誰でも開発できるコードの整合性とセキュ
リティに疑問を抱くであろう。
また、匿名の見知らぬ人
物によって書かれたコードを利用することへのリスク
など、
これらの事項を軽減することは企業が直面する
課題のひとつである。
CIOは、
アーキテクチャ変革の取
組みの一環として、幅広いリスクと機能評価を実施す
ることを検討する必要があり、潜在的なリスクに対して、
どのようなITと法的支援がとられるべきかを評価する
必要がある。

スピード：サイバー機能を利用して新しい製品やソリュー
ションを改善することは、
開発の取組みのスピードを減
速しコストを増大する可能性がある。
しかし、
ITインフラ
ストラクチャの見直しを開始する時点で、
サイバーに係る
検討に積極的に取り組むことによって、
企業は製品開発
ライフサイクルのスピードを加速させることができる。

プロダクトデザイン：リスクとコンプライアンス管理者
が、製品開発とトランスフォーメーションの取組みの
初期段階から設計者やエンジニアと協調しあうこと
で、利用可能で効率的、かつ、セキュリティとコンプライ
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サイバーリスクの視点から

オープンソース、オープンスタンダード、仮想化、
クラ
アンス標準を遵守する完全な製品を設計することがで
ウドファーストの戦略の採用によるITインフラの見直し
きる。
は、長年続けられてきたシステムアーキテクチャ設計
有効性：リスク事項を重視したプラクティスと方法論
の原則を放棄することを意味する。
それはセキュリティ
を確立すること、また、異なるタイプのリスク管理のア
へのアプローチの再考を必要とするかもしれない。例
プローチを従業員が確実に理解することによって、企
えば、仮にあなたが30年間にも及ぶネットワークスペ
業はより効率的かつ効果的になることができるであろ
シャリストだとすると、
ネットワークセグメント分割また
う。
インフラ変革の取組みによって、設計者に対して、新
はファイヤーウォールでの防御を最適なサイバー防衛
製品やサービスへリスクとサイバーセキュリティを組
戦略と考えるかもしれない。
しかし、仮想化されたクラ
み込むための機会を提供するのと同じように、企業の
ウドファーストの世界では、
ネットワークの接続が複雑
全従業員に、テクノロジーとリスクを浸透させること
になるにつれて、もはやそのような概念は、必ずしも
ができるだろう。
絶対的に正しいものとして扱われない。今後は、
新たな設計思想から生じるリスクに焦点
しかし、
これらの利点からは、
CIOとチー
をあてることが重要になる。オープン
ムがより柔軟で効率的なアーキテクチ
スタンダードとクラウドファーストは、
ャを構築しなくてはならないという
ネットワークデザインに関しての
ミッションが発生する。例えば、企
みならず、如何に柔軟で適応性
業がこれまでに展開したことが
が高く、拡張性の高いサイバーリ
新しい設計思想から生じるリスク ないような新しいサイバーリスク
スクへの考え方を設計していく
機能に対処するために、追加の
にフォーカスせよ。
ことも必要となる。
プロセスを作成するようなケー
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始め方

いイネビタブルアーキテクチャコンポーネント実現
のより正確で詳細な戦略の立案に着手でき、また
個々のユースケースから全社的な取組みへステッ
プアップすることが可能となる。
これによって、さら
に広範囲なロードマップやビジネスケースを開発す
ることに役立つであろう。

イネビタブルアーキテクチャをサポートするための
システムやプロセスを構築するに際して、新興企業の
場合は、白紙のキャンバスから書き始めることができ
るという利点を有している。一方で、
レガシーアーキテ
クチャを所有する大企業は、綿密な計画と準備作業か
ら始まる変革の取組みとしてアプローチする必要があ
る。
イネビタブルアーキテクチャへの取組みを始めるに
あたっては次のステップを考慮すべきである。

• 原則を確立する：イネビタブルアーキテクチャへ
のアプローチは、ビジネスとテクノロジーの優先度、
利用可能なリソース、および現状の能力によって、
企業ごとに異なる。
クラウドファーストに焦点をあて
る企業も存在すれば、仮想化とコンテナに焦点をあ
てる企業も存在する。企業のイネビタブルアーキテ
クチャの取組みを導く原則を確立するために、最終
目標とする機能を定義することから始める。
そして、
ビジョンを現実に変えるために対象となるアーキテ
クチャの開発に着手する。成功するためには、イネ
ビタブルアーキテクチャコンポーネントを単に配置
する以上の努力が必要となる。

• ナレッジを蓄積する：既に多くの企業では、様々な
グループが個々のプロジェクトで、いくつかのイネビ
タブルアーキテクチャコンポーネントを活用してい
る。
イネビタブルアーキテクチャ戦略を立案する際、
何の目的で、誰が、どのような技術を活用して実現
しているかを知ることが重要となる。
例えば、既にい
くつかのチームが、コンテナを活用したシステム開
発をしているかもしれない。他のチームでは、納期
を短縮化するために、独自でクラウドベースのサー
ビスまたはオープンスタンダードを採用しているか
もしれない。
ナレッジが蓄積されたら、優先度の高

要点

• チームを再組成する：企業のCIOとビジネスチーム
が協調してビジネスを進めているのと同様に、開発
チームとインフラチームも、従来のスキルのサイロ
から抜け出す必要があり、イネビタブルアーキテク
チャによるビジネスの成長のミッションを果たすた
めに、
プロジェクトチームとして、再組成する必要が
ある。仮想化と自律化が横断的に採用されること
により、各テクノロジースタックに必要とされる専
門性、ツール、または特有なタスク等を意識する必
要がなくなり、
チームの再組成が可能となる。
• CIO自らが変わる：多くのビジネスリーダーは、CIO
をビジネスの成功に必要不可欠な変革者として捉
えている。今や、CIOが本来の自分の部署の変革者
となるときである。第一ステップとしては、個々のビ
ジネスチームの短期的なニーズではなく、グループ
間で共有する中長期的なニーズに焦点を当てるこ
とである。例えば、
イネビタブルアーキテクチャ戦略
の一環として、社内ユーザがコンテナを導入する場
合、
コンテナにコードを移植するための手段を開発
する必要がある。また、サーバかコンテナのスキル
があるIT人材をスタッフとして追加する必要もある
かもしれない。残念ながら、CIOは、
ビジネス要求に
即座に対応することに慣れ過ぎているため、潜在
的なビジネスニーズのために積極的に関与して計
画することを、苦痛だととらえるかもしれない。
しか
し、今が長期的に考え始めるときである。

市場投入までの時間が競争力の差別化要因になりつつあるビジネス環境では、もはや大
企業は技術的な負債や多大なカスタマイズ、複雑さ、および不十分な拡張性が自社の最終
利益に与える影響を無視することはできない。
大企業のレガシーアーキテクチャを、
クラウド
ファーストやコンテナ、仮想化プラットフォームや再利用性に重点を置くアーキテクチャへ変
換することによって、
インスタンスの管理から成果の管理へと業務を大きくシフトすることが
できるようになるであろう。
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日本のコンサルタントの見解
いこともあり、一定期間だけの活用や部門内のみでの
活用といった状況も散見される。

日本国内におけるここ数年のIT技術の変遷に目を
向けてみると、仮想化技術基盤による性能劣化に対す
る懸念やクラウド環境のセキュリティに対する警戒な
どを乗り切り、急速にクラウド環境をビジネスに活用す
る方向へと遷移している。

情報部門が、新しいガバナンスの方針を定義してコ
ントロールを試みようとしているものの、活用が多種の
クラウドサービスに跨っていることから、SLA、OLA、セ
キュリティレベルの統一化において、多くの苦労を伴う
ケースも見受けられる。

そして、
その流れは、
クラウド環境を活用するだけに
とどまらず、
クラウド型システム基盤をより効率的に活
用するために必要な技術や方法論が確立されつつあ
る。例えば、アジャイル開発手法の定着、DevOpsコン
セプト導入の加速、自動化技術によるシステム制御方
式の確立、仮想環境におけるコンテナ技術の導入、セ
キュリティプラットフォームの進化などがあげられる。

スタートを乗り切る

先進的なIT技術の導入に積極的な日本企業では、
クラウド環境のビジネスへの活用をいち早く行ってきて
おり、SFAやCRM、
チャット、
メールシステム、
ファイルス
トレージなどのサービス系システムやシステム開発に
おける開発環境、
テスト環境、性能が担保されたERP
運用環境など、既に幾つものクラウド環境が企業シス
テムの中で活用されており、
スピードやコストにおける
メリットを享受している。
しかし、
これらのクラウド環境の中には、必ずしも企
業全体でオーソライズされた環境として使われていな

図：クラウド基盤（IaaS/PaaS）サービス市場規模推移と予測

出所：矢野経済研究所「クラウド基盤サービス（IaaS/PaaS）市場に関する調査」
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また、歴史ある大企業やセキュリティの高い金融系
の企業などにおいては、長い時間をかけて作り上げて
きたセキュアで、企業システムにマッチする形に構築さ
れてきたインフラ基盤（オンプレミス環境）が存在する。
そのため、従来のインフラ基盤とクラウド基盤（商用ク
ラウド環境）との間には、システムの認証方式や連携
方式、
アクセスルール、
パフォーマンスなどの違いが存
在し、クラウドを含めた統合環境実現のためのアーキ
テクチャ設計に多くの労力を払っている。

クラウドファーストを実現する

Amazon Web Service、Microsoft Azure、Google
Cloud Platform、IBM SoftLayer、NTTコミュニ
ケーションズ、KDDIクラウドプラットフォームサービ
ス、Fujitsu Cloud Service K5など、国内においてクラ
ウドプラットフォームサービスを展開する事業者も年々
増加している。

イネビタブルアーキテクチャ

セキュリティ：セキュリティ実現方式の違いにより、現
在のインフラストラクチャ環境では、統一的なセキュリ
ティレベルを確保することができない可能性がある。

このような状況の中、スピードやコスト、最新のコ
アスタックの活用による競争力のあるビジネスのた
めのIT戦略の実現を行うためにクラウドを優先的
に検討する「クラウドファースト」を方針として採用
し、Applicationサービスの利用のみならず、企業のイ
ンフラストラクチャとして利用するクラウドの時代を迎
えている。

他システム連携：連携の際に発生するパフォーマンス
の遅延、クラウド側からのコールイントランザクション
の処理連携や、シングルサインオンによる認証連携が
できない可能性がある。

クラウドとオンプレミスの設計コンセプトには、幾つ
かの違いがあることからクラウドプラットフォーム固有
の特性を理解することが大切になる。
クラウドのインフ
ラストラクチャ環境は、仮想化技術を中心に新しい技
術や最新のコンセプトを導入し、独自の進化を続けて
いる。

こういった課題の発生を未然に防ぐためには、クラ
ウドの設計コンセプトと現在のインフラストラクチャ環
境の設計を確認し、綿密に計画を立案する必要があ
り、
また、
インフラストラクチャ以外にも、全体の機能配
置を考慮して、サービス配置の検討を行うことで、
クラ
ウドファーストの実現をより確実に行うことができるで
あろう。

連携方式：オープンスタンダードによるメッセージ交
換方式のSOAPやRESTを使ったAPI経由での連携を
行っている。
また、クラウドからオンプレミスへの連携
の際には、
クラウドに登録された証明書の第三者証明
機関による認証をもって、
アクセスコントロールを行う
などクラウド側とオンプレミス側のリスク低減の仕組
みが構築されている。

マイクロサービスアーキテクチャが
1
重要成功要因となる

クラウドファーストを実現するためには、オープンス
タンダードや仮想化技術、コンテナ技術を用いて、自
社の既存プラットフォームと新しいプラットフォームを
疎結合させ、自社のシステムアーキテクチャの再構成
を行うことが必要となる。
また、アジャイルやDevOps
と言った新しい開発手法の導入および運用管理手法、
運用の自動化を取り入れることで、仮想化基盤のイン
フラ制御をコードで行うことも可能になり、
ビジネス戦
略に基づくシステム企画から開発、運用までのスピー
ドの加速させることができる。

認証方式：異なるインターネットドメイン間で、ユーザ
の認証を行うオープンスタンダードのSAMLなどによる
フェデレーション技術を用いてトークン認証を行い、ク
ラウドへのシングルサインオンを実現する。
サービスレベル：SLAにより明確に定義されるため、基
本的には個別の対応などを行うことはなく、各クラウ
ド事業者はサービス全体の規模の論理による経済効
果を出すために必要となるサービスレベルが確保さ
れたサービス提供を行っている。

クラウドファーストの目的は、システムの開発速度を
上げることではなく、戦略の実現と結果の取得というラ
イフサイクル全体のスピードを上げることである。
戦略
の実現をサポートするための技術の進化に伴い、シス
テムアーキテクチャの再構成が行われ、
インフラストラ
クチャの運用基盤の成熟化が進むと、多くの企業では、
サービスコンポーネント化、
コンポーネントの分散コン
トロール、分散データ管理が行われる。

運用：環境全体のバックアップ取得や各種ログの記録
はクラウド側にて行うため、利用者独自のリアルタイ
ム監視の実施などは難しくなっている。

これらの様なクラウドの設計コンセプトを十分に理
解して、自社のインフラストラクチャとしての活用を行
う必要がある。

従来は、
複数ファンクションを一つのアプリケーション
として管理されたモノリシックなシステムを、
複数のサー
バに分散配置を行うことで、
可用性や信頼性の担保を行
っていた。
しかし、
現在では、
マイクロサービスアーキテク
チャの採用により、
アプリケーションをより小さなファンク
ションレベルのサービスオブジェクト単位に分解し、
サー
ビスオブジェクトをデプロイした複数のサーバでシステ
ムを構成し、
システムアーキテクチャ全体でアプリケーシ
ョンの機能を実現することが可能となった。

各々の企業においては、通常、長年にわたって作り
上げてきたオンプレミスのインフラストラクチャ環境を
保有している。
これらのインフラストラクチャ環境を意
識せずにクラウドプラットフォームの活用を行った場
合、
インフラストラクチャ環境に係る幾つかの課題を抱
える可能性がある。

ネットワーク：インターネットのWebブラウジング程度
のみを想定した一般的な企業においては、
インターネ
ットへのネットワーク帯域の輻輳が発生する可能性が
ある。

また、
マイクロサービスアーキテクチャでは、必要に
合わせて、
ファンクションレベルのサービスオブジェク
トを複数デプロイすることで負荷の高い部分のファン

89

Tech Trends 2017 The kinetic enterprise

クションのみにフォーカスした効率的な対策を行うこ
とができるようになる。
さらに、戦略に基づく新しいファ
ンクションの追加や改良もシステム全体に影響を与え
ることなく遂行できることになる。

一方で、
マイクロサービスアーキテクチャも万能な
アーキテクチャではないことを意識しておく必要がある。
分散数が多くなることで、システム全体のトランザクシ
ョン量が増加し、処理負荷の増加によるオーバーヘッド
の発生が考えられる他、
リソースバランスコントロール
も困難になる可能性があることを意識する必要がある。
このような留意点は存在するものの、
マイクロサービス
アーキテクチャは、
クラウドファーストを実現するための
重要なキーサクセスファクターとなっていることは間
違いない事実である。

最後に

日本国内においてもクラウドのエンタープライズシ
ステムへの浸透は、急速に高まっている状況にあり、今
やクラウドファーストは「言葉の発生」から「実現への
技術」へ、言い換えると、
コンセプトや実証の段階は通
り過ぎて、既に実用の段階に入っている。

先進的なクラウドサービス企業のみならず、一般企
業においても、エンタープライズアーキテクチャとして、
クラウドを含めたシームレスなアーキテクチャの構築
と活用を行う基盤作りは、
ビジネス戦略の成功と企業
の競争力を強く後押しすることになると考えられる。
1.

マイクロサービスアーキテクチャとは、ThoughtWorks
社のマーチン・ファウラーとジェームス・ルイスが2014
年に最初に提唱したソフトウェアアーキテクチャであ
る。
従来のモノリシックなアプリケーションアーキテクチ
ャを、
ビジネス機能に沿って複数の小さいコンポーネン
ト単位「マイクロサービス」に分割し、
それらを連携させ
るアーキテクチャにすることで、迅速なデプロイ、優れた
回復性やスケーラビリティといった利点を活用して、ビ
ジネスの変化に強いアーキテクチャを実現しようとする
ものである。
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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
など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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サービス化による基幹システムの再創造

昨今、多くの企業において既存ビジネスの再整理が進められており、既存の製品・サービス・
業務プロセスを、組織内外で利用可能な一連のサービスとして捉え直すという取組みが進行し
ている。
こうした取組みの前提として、
ERPの最新バージョンへのアップグレードやカスタムプログ
ラムのリファクタリングといった手法により、
既存の基幹システムをサービス指向のプラットフォー
ムへと再構築することが必要不可欠となってくる。
このようなレガシーシステムの再生は時には
困難を伴うものだが、短期的な効率化・コスト削減に寄与するのみでなく、
より長期的なビジネ
ス戦略の展開を下支えする基盤とも捉えるべき、企業にとって非常に重要性の高いものなので
ある。

こ

べきものとなっている。
また、
アナリティクスやソーシャ
ルメディア、
モバイルといったデジタルソリューションを
活用した製品やサービスに関連するビジネスモデルが
登場してきているが、
こうした新たなビジネスを強固
に下支えする堅牢なデータ・プロセスを提供する基幹
システムが必要とされているのである。

こ10年間において、ビジネスからの要求の高
まりと急速なテクノロジーの進化を背景とし
て、多くのCIOは基幹システムの再構築への
決断を余儀なくされてきた。

テクノロジーの側面として、企業の業務プロセスの
中核を担う基幹システムは、カスタマイズによる機能
追加、システム外での暫定運用による対応、アップグ
レードの先延ばしといった対応が何年にもわたって積
み重ねられた結果として、複雑な依存関係を内包する
ものとなってしまっている。結果として、再構築の取組
みを進めようとしても、容易には対応ができず、身動き
が取れない状況になってしまっているのである。
多くの
CIOにとって、基幹システムを再構成し、新たなアーキ
テクチャに基づく基幹プラットフォームを構築する事
は、ITオペレーションの効率化はもちろん、システムに
対する根本的な信頼性を確保するために不可欠なス
テップとなっているのである1。

「現状の基幹システムでこれらのイノベーションやそ
れを推進する戦略をサポートできるのか？」
「基幹シス
テムは将来のビジネス戦略の展開に対応できる柔軟
これらが、現在
性と拡張性を十分に備えているのか？」
CIOが向き合わなければならない課題である。
企業の
現状に鑑み、
これらの問いに対して「ノー」と答えざる
を得ないCIOにとっては、基幹システムの再生は喫緊の
課題となりうる。
その場合、
これを限定的なシステム刷
新の取組みとしてのみ考えるのではなく、
直近で到来し
ているデジタル化のトレンドの中で、
そして、
さらなる将
来を見据えて、中長期的にビジネスの基盤となりうる
「
顧客主義・成果ベースのサービス指向プラットフォーム」
を実現するロードマップを描くことが必要なのである。

ビジネス上の必要性という側面について、近年加速
し続ける技術革新を背景とした、仕事の進め方や顧
客・ビジネスパートナー・競合との関係性の変容に対
して、基幹システム再生を進めることでこれに追随して
いくことが求められている。進行するグローバル化や
M&A、サイバーセキュリティ上の脅威にいかに対応す
べきかといった課題は、ITエコシステムの在り方そのも
のに対する普遍的、
かつ、根本的なテーマとして捉える

こうした状況において、
Everything-as-a-service
（XaaS）
がビジネス上大きなインパクトを与えうるトレンドとして、
昨今本格的に検討され始めてきている。
XaaSはビジネ
ス戦略・オペレーションレベルでのコンセプトであり、今
後2年の間に企業のビジネスモデル・オペレーションモ
デルの構築に多大なインパクトを与えるものと予測さ
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れば、最新バージョンにアップグレードを行い戦略的
に導入されたAPIを活用することで、現在は外部のクラ
イアントをサポートするためのみに利用されているカ
スタマサービス機能を、社内向けとして活用する事も
可能になる。ITがヘルプデスクの問合せサービスを利
用し、人事が顧客管理サービスを利用し、ベンダサポー
トサービスを物流部門が利用する、といった部門を跨
った共通サービスの活用ができるようになるのだ。

れている。
また、基幹システム再創造についても、XaaS
のコンセプトを取り入れることにより、
サービス指向の
プラットフォーム構築という達成すべきゴールが再定
義されることになる。

XaaSは、ビジネス・製品・プロセスを個々に独立し
た縦割りの機能としてではなく、組織の垣根を越えて
共有され得るサービスの集合体と捉えるコンセプトで
ある。
例えば、XaaSのコンセプトを取り込んだERPであ

図1. サービスの観点でのビジネスプロセスの再設計

下記表中に列挙された主な業務プロセスの中でも、
「共通化」
と定義されたサービスは、定型化、
コモディティ化さ
れたビジネス機能であり、再現性と効率性が最も重要となる領域である。
これらを個々のサービスとして捉える事
で、ERPパッケージ・レガシーシステム・BPO・クラウドサービスといった様々な実現手段が選択肢として考えられ
る。
「差別化」
と定義されたサービスは、
スピードと運用上の柔軟性を向上させることが、競争優位につながる領域
と言える。
共通化：効率性と再現性

製品企画とプロモーション
製品企画
需給計画

製品プロモーション
生産配分

プライシング
生産と品質管理

差別化：スピードと柔軟性

製品イノベーションとポート
フォリオ管理

販売管理

イノベーション管理

受注処理

プロジェクト管理

請求・債権管理

ポートフォリオ管理

アイデア管理

パフォーマンス管理

ロジスティクス・在庫管理

納期回答

販売・販促管理

販売チャネル管理
財務会計

在庫管理

受注管理

会社間取引

生産管理

倉庫管理

税務管理

受注生産管理
品質管理
調達

物流管理

移転価格

輸送管理

総勘定元帳

製品デザインと開発

カスタマエクスペリエンス

ベンダ選定

製品デザイン

顧客分析

購買

製品コスト管理

オムニチャネル

外注管理

製品品質

顧客情報管理
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基幹システムの刷新と言えば、従来は単にアップグ
レードなど技術的なプロセスそのものを指していたが、
今では業務プロセス自体の効率性を上げることはも
ちろん、顧客・従業員・ビジネスパートナーとの関わり
方の見直しを包含した、
より根本的な取組みへと変わ
ってきている。
この取組みはまた、既存ビジネスをサー
ビス（ある種の知的財産権）として可視化し、新しい製
品やビジネスモデルへの活用をも視野に入れた、企
業のビジネス全体にとっての基盤再構築にもつながっ
ているといえる。
即ちXaaSは、基幹システムの再生に全
く新しい可能性をもたらしていると考えることができる
のだ。
CIOにとって、XaaSというキーワードは、基幹システ
ム再創造への投資の必要性を経営層に対して訴えて
いく上での一助となるかもしれない。
多くの企業にとっ
て、旧来の基幹システムの信頼性・セキュリティ・拡張
性の確保のための投資は技術的側面から不可避のも
のであるが、残念なことに投資判断の決定権を持つ経
営層は、基幹システムの再生を配管工事などと同列に
捉えており、
その効果はせいぜい業務効率を多少改善
する程度のものであると考えがちなのである。
しかし
XaaSというコンセプトを導入してビジネスの再整理を
行おうとする場合、基幹システムの再生は事業戦略の
中核に位置付けられ、経営層にとって最重要の課題と
なるのだ。
そこには、業務の効率化だけでなく、複雑で
冗長なシステムの整理・合理化、そしてIT部門の人材
再配置を可能とするための総合的なテクノロジー基
盤強化というテーマも含まれている。
コスト削減が実
現されれば、その予算をイノベーションの創造やビジ
ネスを成長させるための活動への投資に充てる事も
可能なのである。

テナンスなどの、サービスの目的に直接関わらない副
次的な活動は第三者に委ねられるのである2。

同様のモデルを企業のITシステムに当てはめてみる
とどうだろうか。
車を所有せずに、簡単に、安く目的地ま
で行きたい個人と同様、企業の従業員・ビジネスパート
ナー・仕入先、
そして顧客も、ITシステム自体を所有せ
ずに、第三者が維持管理してくれているサービスを、簡
単に手間なく使いたいというニーズを持っているに違
いないのである。

ITの場合、第三者が維持管理するサービスの利用と
は、クラウドサービスの利用を意味することになる。
こ
うしたITのサービス化はさらに踏み込んで言うと、IT
サービスの適用範囲を社内だけでなく、顧客やビジネ
スパートナー、そして競合に対してさえも広げるとい
う事につながる。我々は既に多くの業界でXaaSの成
功例を目にする事ができるが、例えば小売業大手の
Amazonは、eコマース業務で使用していた社内サー
ビスを顧客・競合他社・その他の第三者に提供し、
カス
タマサービスや決済・受発注・倉庫管理に至るサービ
スの利用料を得るというビジネスモデルを導入してい
る3。
さらに、Amazonの商品を運ぶ輸送サービス自体
をサービス化し、B2Bモデルとして他の小売業者も利
用できるようにする準備を進めていると言われている。
このサービスが導入されれば、UPS、FedEx、米国郵便
公社と競合することになると予想されている4。
このように、CIOが基幹システムの再生に関連して
取り得る対応は、サービス化とその提供による新たな
ビジネス、新たな収益源の特定につながる可能性を
内包しており、投資コストの回収に貢献する事ができ
るかもしれないのだ。

また、General Electric社（GE）は、既存製品とデー
タアナリティクス・デジタルソリューションを組合わせ
てサービス化し、XaaSモデルによる顧客へのサービス
提供を行っている。例えば、GEは電球を製品として提
供しているが、それに加えて、現在ではLED電球に埋
め込まれたセンサーを使ってエネルギー消費を監視し
最適化するクラウドベースのサービス（energy-as-aservice）を提供している5。

XaaSと顧客

なぜ今XaaSが注目されているのだろうか。端的に
言えば、製品・サービス・企業との接点に対する顧客
の期待が急速に変化しているからである。例えば、近
年、
「Uberized economy」
と称される、
サービス提供
における物理的な制約を極小化するような新しい形
態でのビジネスが出現し、企業・個人ともにこうした
これらの事例は、特定されたニーズ・明確な長期的
サービスを好んで選択するという性向が見られている。
ビジョン・綿密なビジネスおよびIT戦略を持つ企業が
乗車共有サービスであるUberやLyftは、
そのサービス
を
「transportation-as-a-service」として提供しており、 実施した、非常に先駆的な取組みと考えられるが、多
くの企業にとってXaaSモデルへの移行プロセスは、ま
利用者は車の所有に伴う維持コストを負担せずに、目
ず周辺領域から始め、今後数年間にわたって段階的
的地まで素早く効率的に移動するというサービスを利
に慎重に進められていくものとなるだろう。
この様な
用できる。
このような共有型サービスにおいては、
メン
アプローチにおいては、まずレガシーシステム上に他
システムとの接点となるApplication Programming
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近年では、
レガシー基幹システムの再構築に対して
いろいろなアプローチでの対応が知見として蓄積され
ており、
これらを活用することで、一方では現状のレガ
シー基幹システムを維持した状態での有効活用を進
め、もう一方では将来を見据えたXaaS活用につなが
るサービス指向プラットフォームへの移行を進める、
と
いう対応が可能になっている。重要なのは、短期的な
視点と長期的な視点のバランスを取り、各企業にとっ
て価値の最大化を図る適切なアプローチを採用するこ
となのである。

Interface（API）をいくつか導入することから始めるの
がよいと考えられる6。
現行基幹システムの既存機能と
データを再利用・共有することを可能とするAPIを整備
した上で、
それを活用するXaaSモデル導入の機会を模
索するのである。戦略的にAPIを導入することで、既存
機能のサービス化の範囲を広げることができ、場合に
よっては新ビジネスへの活用へとつなげることが可能
となる。
このような状況を背景として、現在各企業にお
いてAPIの導入が活発に進められている。Mulesoftの
コネクティビティベンチマークレポートの第2回による
と、調査の対象となったIT部門の意思決定者802人の
うち、56％はすでにXaaSモデル導入機会の特定を目
標としたAPI戦略を立てていた7。

XaaSは、従業員の働き方をどのように変化させるか？
従業員が、現在どのように業務を進めているかを考
えてみて欲しい。特定の部門や領域に固有のシステム
はどのくらい使われているだろうか。現在運用されて
いる業務プロセス・モデルはいかなるもので、どんな
課題を抱えているだろうか。既存のシステムや業務プ
ロセスを、個々の業務や部門を超え企業内外で共有
可能なサービスと考えてみると、大規模な変更を行う
までもなく、新たな活用の可能性を見出すことができ
るかもしれないのだ。

もちろん、API戦略とは単にAPIを構築することだけ
を意味するものではない。サービス化を企図したAPI
の戦略的導入では、従来行われてきたミドルウエア導
入やシステム統合とは全く異なった機能が導入される
ことになるため、設計方針など導入アプローチを慎重
に検討しなければならない。
加えて、内部・外部への公
開の方針、利用に関する契約、サービスレベル、利用
状況のモニタリングの仕組みなど、サービスの利用を
考慮した方針を整備しておく必要があるのだ。
これら
は、従来のミドルウエアにおけるOSS （Operational
Support Systems）やBSS（Business Support
Systems）といった利用状況管理と同様の機能と考え
られるが、XaaSモデルによるサービス利用が今後増大
していく状況に鑑みて、
こうしたAPI管理の仕組みをき
ちんと具備しておくことが重要となる8。

XaaSは、どのように新規ビジネスを生み出せるか？
XaaSは戦略・オペレーション上のコンセプトである
と同時に、ビジネスに対する考え方そのものであると
も言える。その考え方が、従来のビジネスモデルを企
業外部へ展開するという大胆な試みをAmazonやGE
に踏み出させたのである。Amazonは自らの社内サー
ビスを企業外部へ展開し、GEは単なるメーカーから
分析サービスをも提供する事業者に進化しているが、
このように自身のコアビジネスを進化させるという手
法は、
この2社の事例と同じレベルで全ての企業に当
てはめる事は難しいだろう。
しかし、もっと小規模に、
か
つ、領域を絞ってみれば、既存の製品や個々の業務を
サービスとして切り出して提供できるチャンスはいず
れの企業においても見出すことができるのではないだ
ろうか。

XaaSの未来

CIOやビジネスリーダーがXaaSへの取組みを始め
ようとする際に、以下の論点について考えてみるべき
だろう。

XaaSは、既存ビジネスに何をもたらすか？
現在のビジネスモデル・プロセス・戦略をXaaS
の 観 点 から見 直すことで、収 益 を伸 ばし、効 率 化
を促す 全く新しい 機 会 が 発 見 できる可 能 性 が あ
る。Salesforce.comにおけるCRMのホスティングサー
ビスや、Amazonにおけるクラウドベースのサブスクリ
プション形式でのデータストレージサービスは、既存ビ
ジネスをXaaSという視点で再整理する中で見出され
たサービスの好例といえる。
ただし、
そうして見出され
た機会を実際にサービス化し、ビジネスに有効活用す
るには、
レガシー基幹システムの再構築、業務プロセ
スの見直し、顧客へのアプローチ方法の見直し、
といっ
たいくつかの前提をクリアする必要がある。

XaaSの活用というテーマはいままさに進行中であり、
これから先数ヶ月の間にも、多くの企業において経営
者やCIOがサービス化の方向性を見出し、従来の戦略
やゴールを見直していくことになるだろう。
ビジネスに
おいて、既存のマーケットは非常に混沌とした競技場
にも例えられ、そこには激しい競争なくして成果を上
げられる余地は残されていないように見えるかもしれ
ない。
しかし、XaaSという視点で見てみれば、
そこには
新しい競争原理を自由に描くことのできる白紙のキャ
ンバスを見出すことができるかもしれないのだ。
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最前線からの学び

クラウド化への歩み

開発トップと密に連携を取り、
リスクや問題点の解消
に役立てる体制を構築することができていた。
この結
果、計画よりも早期に、かつ、低コストで、
プロジェクト
を成功裏に完了させる事ができたのである。

世界的半導体企業であるBroadcom社は、一連の
業務プロセスや業務機能そのものを個々のサービスと
して整理する試みを通じて、従来の基幹インフラを大き
く変貌させている。

XaaS導入をスタートして以降、Broadcom社が進め
たプロジェクトは以下の通りである。

ここ20年の間繰り返されたM&Aにより、Broadcom
社の組織構造とIT環境は成長と変化の歴史を辿って
きた。
こうした状況下において、同社のVice President
兼CIOであるAndy Nallappanは、従来のように単にシ
ステム間の最適化を図るだけでなく、
より効率的で、
よ
り使い易く、ビジネスニーズにマッチしたシステムの在
り方を模索し始めた。同氏は当時を振り返り、
「IT部門
をさしたる価値を生まない雑務から解放し、我が社の
成長と利益、ひいては市場でのプレゼンスを高めるよ
うな活動に彼等を集中させたかった。」とコメントして
いる。

• オンプレミスのERPシステムから複数のクラウドサ
ービスまで、全てのシステム環境に対するシングル
サインオンの実現
• 場所・手段を問わず、常に一定のセキュリティを担
保するクラウド型のセキュリティ基盤導入

• タブレット端末から全ての取引状況と売上、資金の
動きを確認できるCFO用のキャッシュマネジメント
サービス導入

これらN a l l a p p a n の 方 針 を具 現 化するた
め、Broadcom社（当時はAvago Technologiesという
社名だった）は2009年に生産性向上・社員間の協業
促進に寄与する十分なストレージの確保を目的として、
同社のメールサービスをオンプレミスからクラウド型
のプラットフォームへ移行させ、
これを皮切りに本格的
にXaaSへの移行プロジェクトをスタートさせた。

• 採用、教育を含む全ての人事関連機能を統合した
クラウドベースの人事サービスプラットフォームの
構築
• 顧客向けのサポートサービスとして開発されたIT
ヘルプデスクサービスの社内への展開

これらのサービス指向を基調としたシステムの再構
築は、規模の拡大に伴うITリソース拡充を飛躍的にス
ピードアップさせ、近年における同社の急速な成長を
可能とした。
また、サービス指向により、M&Aの際のシ
ステム面での統合が容易となり、企業買収のコスト面
でのシナジー効果の早期実現に大きく寄与している。

当時はまだクラウドサービスの黎明期であったため、
市場に先駆けてソリューションを採用した同社は、ベ
ンダから製品開発ロードマップに関する情報提供を優
先的に受けることができ、
これをプロジェクト計画に
Nallappanは、将来的には全てのシステムをクラウ
早期に織り込むことができた。
また、導入に際して、ベ
ド化する事が理想だが、現状では時期尚早であり、
そう
ンダ側の技術責任者やプロジェクトマネジャー、製品
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る新サービスの立ち上げに向けて、2016年1月を期限
とする非常にタイトなスケジュールでプロジェクトをス
タートさせた。
アジャイル開発のアプローチにより、
汎用
的なJavaベースのデータ処理サービスの開発が進めら
れ、
同じく再構築が進められていたデータベースに対し
て整合性を担保したデータ更新を行う機能も考慮され
ていた。

した状況に移行する前提が整うまでには未だ相当の
時間を要すると考えている。

「クラウド化は単にイメージや流行りに乗って進める
のではなく、例えば財務インパクトなど客観的な情報
に基づいた意思決定・判断が必要だ。
」

「現時点では、我々が必要とする要素全てがクラウド化
されている状況にはない。
ただ、もしそうした状況が整え
られれば、躊躇なく移行を決断することになるだろう9。
」

当初の計画では、最初に3つのサービスをリリースす
る予定であったが、結果としては予算を超過する事も
なく、期間内に9つのサービスをリリースすることがで
きた。

IRSにおけるJavaベースでの
サービス指向アーキテクチャ
への変革

ここでリリースした汎用的なサービスは、他の開発
要件に再利用することが可能であり、実際にいくつか
の案件について開発期間の短縮に貢献するという成
果を上げることができた。
「我々のプロジェクトが成果
を上げていくにつれ、他案件を担当しているIT部門や
パートナー企業のメンバから、
このサービスを自分た
ちの案件にも活用させてもらえないか、という問い合
わせが増えていくようになった。
」
とSoterは語っている。

アメリカ合衆国内国歳入庁（IRS）は、新しいサー
ビス指向のデータ処理モデルの開発と展開によって
コスト削減と業務効率化に一定の成果を挙げてお
り、XaaSにおける先駆者のひとつと考えられている。
約30億もの税務書類を毎年処理するのはもちろん
簡単な仕事ではないが、さらにIRSでは使用している
書類の様式が多岐にわたっており、作業がより煩雑な
ものとなっていた。

今後、IRSはサービス化の範囲を広げ、
より柔軟性の
高いサービス指向アーキテクチャへのIT基盤の変革を
促進しようと考えているが、
この計画には、新しいサー
ビスの導入のみでなく、導入済みの既存サービスの継
続的な改善を進めるという側面も含まれている。刻々
と変化していく環境に対応し、既存サービスが陳腐化
しないようにする対応は、IT部門にとって非常に重要
かつ難易度の高いタスクとなりうる。

従来は、新たな様式が出来る度にそれを処理す
るためのシステムを追 加 開 発するのが常であった
が、Java開発チームを率いるIRSのマネジャーIrene
Soterによれば、それは「拡張性に乏しい非効率な方
法」
であり、
「ほとんど再利用できない」代物であった。

例として、
IRPのデータ量増加や機能拡張に伴うチュー
ニングが挙げられる。
「我々が処理すべきデータは非
常に膨大であるため、データ量に対するチューニング
は常に注視しなければならない課題となっている。」
Soterはこう続ける。
「 増大し続けるデータ量に対し、
個々のサービスのパフォーマンスを可視化し、
要求され
るリソースを客観的に管理していく、
という対応はまや
かしにすぎない。実際にどうデータ量を捌き、
チューニ
ングし、
リソース拡充を進めるかは、高いスキルを持っ
た技術者の経験や勘に基づく判断に頼らざるを得ない
部分がどうしても存在するのだ10。
」

そうした状況の中、患者保護並びに医療費負担適正
化法（ACA）向けの新様式が出来た際、IRSのIT部門の
リーダーは今までとは異なるアプローチを採る事を決
断した。
新様式は従来の様式よりはるかに複雑で、多く
の質問と回答記載用の項目を含んでいた。
これは、
デー
タをスキャンした上で入力不備や不正有無の判別を行
うだけでなく、曖昧な入力に対する入力者の意図分析
までを含んだ、新しいデータ解析の仕組みが必要とな
る事を意味し、従来のアプローチで対応するのは非効
率的と考えられていた。
IT部門のリーダー陣は、ACAの帳票を処理するため
の機能は、進行中の他プロジェクトや今後発生が見込
まれる新様式にも有用であると判断し、
その設計と開
発においてサービス指向のアプローチを採用し、再利
用可能な機能として開発することを決定した。

古きものからの脱却

システムのケイパビリティ、製品、業務プロセスの融
合というコンセプトは、現在ではXaaSというトレンドと
して一般に知られているが、そうした変化が起こる何
年も前から、Cisco Systems社は業務オペレーション
における変革の兆候を感じ取り、対応を開始していた。

開 発 チーム は 、後 に I n f o r m a t i o n R e t u r n s
Processing System（IRP）として知られるようにな
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する活動を精力的に実施している。
その一つとして、IT
部門の成果をIT部門単体の活動として評価するので
はなく、ビジネスにおける成果への貢献度を基準とし
て評価を行っている。
これにより、IT部門は、彼ら独自
の基準でタスクを進めるのではなく、ビジネス上の戦
略とオペレーションの観点からタスクの優先度を決定
するようになっている。

グローバルにIT関連の製品とサービスを提供する
同社は、サイロ化されたシステムからの脱却、新たな
テクノロジーの効果的な展開と活用、顧客と自社業務
に対するITサービスの統合を目指し、IT基盤と業務オ
ペレーション双方に跨る改革のイニシアティブを立ち
上げた。
CiscoのSenior director of operationsであるWill
Tanは次のように語っている。
「我々は今まさに変革の
途上にある。
30年来培われてきた固定観念を捨て去る
とともに、我々が提供しているものはサービスそのも
のであるという意識を浸透させる必要がある。
そのた
めには、まず、
この変革を推進するための組織構造の
見直しが必要だった。
」

IT部門のサービス指向への意識改革

近年、IT部門のケイパビリティは、単なる技術的なス
キルやソリューション知識のみでなく、それらがどのよ
うな成果を産み出すかという観点で評価され始めてい
る。即ち、
ビジネスへの貢献度、変化に機敏に対応でき
る柔軟性が求められているのであり、IT部門の組織構
造、業務プロセスは技術の革新とともに進化していく
必要があるのである。

CiscoのXaaSモデルへの移行は、
クラウド関連ビジ
ネスを中心に、製品と市場ポジションの側面から既存
ビジネスを評価する事から始められた。
「我々は、働き
方はもとより、どのような組織体系の下、どのように価
値を創出していくべきかを再考する必要があるという
事に気付いたのだ。
」
とTanは語る。
「同様に、XaaSモデ
ル導入により目指すゴールに対して、現状のITアーキ
テクチャの評価を行い、課題を特定するという取組み
にも着手した。
」

XaaSを単にコスト削減と効率性向上のためのツー
ルであると見做す企業がある中で、Ciscoはそれのみ
でなく、XaaSへの取組みを、顧客に対するビジネスの
在り方を見直し、顧客の理解を一層深めるチャンスで
あると捉えている。例えば、サプライチェーンに関する
サービス化を検討する中で、パートナー企業も含めた
エコシステムが有効に機能し、顧客に十分な価値を提
供しているかを再確認し、見直すことができる。XaaS
への取組みは、IT部門の意識改革という側面を持つも
のと考えられるのである。

およそ6年前に、Ciscoは同社のビジネス、ITアーキ
テクチャの構成要素、そして、最も重要なことだが、そ
れらの関連性を明確に定義できる統合分類コードを
作成し、変革への第一歩を踏み出した。

同社はBOST（the Business Operations Systems
and Technology stack）と呼ばれるこのコードを使
い、既存ビジネスと関連するITアーキテクチャを整理す
ることにより、縦割りの機能構造をサービスという観点
で再整理し、可視化する事に成功した。

CiscoのXaaSへの取組みはまだ道半ばであるが、IT
コストの削減や業務プロセスの合理化など、既にその
効果が目に見えて現れてきている。

そして、次のステップとしてCiscoは同社の変革を進
めるため、
新たに以下に述べる2つのゴールを設定した。
ITとビジネスの「目線合わせ」

Ciscoは、ITを事業部門の役割・業務と密に連携さ
せる活動、即ちビジネスの目線でITの方向性を再定義
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また、Tanはそれ以外の効果について、以下のように
述べている。
「我々は、数年前にERPシステムを導入し、
会計とSCMを統合したグローバルプラットフォームの
構築を行った。
このグローバルスタンダードとなるサー
ビスの構築を行った事は、我々のビジネスの将来的な
展開に非常に大きな意味を持つものとなった。中国と
インドに進出した際には、グローバルプラットフォーム
の適用により、
コスト削減に加え、グローバルで統一さ
れた効率的な業務プロセスを適用することで、市場へ
の進出をスピーディに行うことができたのだ11。
」
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コロラド州の市民についてひとつはっきりしている
のは、福利厚生サービスの申し込みや運転免許の更
新、
その他公的な手続きをオンラインで行う際、何度も
同じ情報を入力させられることに彼らが辟易している
ということである。
また、
ミレニアル世代に代表されるよ
うに、セルフサービスで手続きを済ませることを好む人
も増加傾向にある。
モバイルデバイスだけで手続きが
済ませられないのであれば、
そもそも彼らはオンライン
サービスを利用しないのだ。
こうした状況を認識したこ
とを契機に、
コロラド州ではデジタルトランスフォーメー
ションオフィサーという新たな役職を設置するとともに、
州のテクノロジーランドスケープを一新する大掛かり
な計画を立案するに至ったのである。
行政機関の手続きの利便性向上に対して市民の期
待が急速に高まっている現状に対し、
我々はシステムの
在り方を含めて、
どのような方法で行政サービスを提供
すべきなのか、
という問いを改めて考え直している。
シス
テムについて言えば、
これまで、個別の目的に特化した
何千ものインターフェースを必要に応じて開発を行って
きた結果、複数のシステムや部門間でのデータ共有が
非常に困難になるという弊害が生まれており、
これは早
急に解決すべき課題と考えられていたのである。

顧客接点にあたる領域のXaaSモデルでの再創造を
起点として、我々は次に基幹システムを対象としたプ
ロジェクトを進めている。技術的な問題点はチャンス
にもなり得る。現状システムの問題点への対応として、
新しいテクノロジーを適用せざるを得ないのだが、そ
れは同時に新しいテクノロジーを活用して行政機関の
提供するサービスを劇的に改善するチャンスとも考えら
れるのである。
我々の開発チームは、
まずメインフレーム
のシステムについてJavaベースでのリファクタリングを
行った。
その上で、将来的な展開を見据え、
サービス指
向のアプリケーション開発を可能とするデジタルプラッ
トフォームの導入を進めたのである。
その際に、同時に
既存のデータ・プロセス・ルールなどに関する大幅な見
直しも実施している。
これにより、
シンプルな開発プロセ
スを適用することが可能となっただけでなく、今後想
定される大規模なデジタルサービス導入への基幹シ
ステムとしての準備を整えることができたと考えている。
単に見た目がきれいなウェブサイトを作ったり、形だけ
のモバイルアプリを導入したり、
といったありがちな表
層的なアプローチではなく、我々は実質的な変革を起
こそうとしているのである。

技術的な問題はチャンスにもなり得る。

XaaSモデルでのレガシーシステム再創造にあた
り、いわば顧客接点にあたる、市民が直接利用する領
域の刷新にまず着手することとした。市民が必要とし
ているのに現在提供されていないサービスは何だろう
か？行政機関の手続きを最小限のやり取りで済ませる
にはどうしたらよいのだろうか？時代遅れのシステム
や紙ベースのプロセスに代わり、現代的なデジタル化
されたサービスをどのように提供したらよいのだろう
か？こうした利用者である市民の目線での問いを立て
ることで、我々は現状の分析・評価を進めていった。同
時に、
サービスの優先順位、市民の利用度が上がる事
による潜在的なコスト削減効果についても検証を行っ
た。例えば、
その当時州は、紙ベースの資料のファイリ
ング、保管、廃棄などの管理に数千万ドルものコストを
費やしていたのだが、
これらはデジタル化の促進によ
り大幅に削減可能と考えられていた。

開発を2段階に分けて実行した。1段階目は、クラウ
ドベースのESB（Enterprise Service Bus）の導入であ
る。
これは、主にバックエンドシステムの再活用と、部
門間の情報共有を可能とするために、
データの流れを
刷新する事を目的としていた。
2段階目は、今まさに進
行中であり、
ここ数年に渡って実施している戦略でも
ある、クラウド及びハイブリッドクラウド環境への移行
である。重要なのは、いずれの施策もシステム開発そ
のものを目的としているのではなく、利用者である市
民へのサービス向上を目的とするものだということな
のだ。

システム統合、開発、新旧システム間でのデータ共
有といった部分でシステムのケイパビリティを改善させ
た事は、現在目に見える成果となって現れている。
例え
ば、医療保険や食料援助のような受給申請型のプログ
ラムでは、その申請に少なくとも数時間、場合によって
は数日を要していたところ、全く同じ手順で同じ情報を
扱っているにも関わらず、今では数分で済むようになっ
たのだ。
とは言え、我々の改革はまだスタートしたばか
りである。
現在、既存ビジネスの再評価を進めているが、
そこには、広範囲に一貫したサービスを提供し、
より洗
練されたカスタマエクスペリエンスを提供できる、
さら
なる改善の可能性が随所に見出されているのである。
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近年、
従来の製品における業務プロセスといった、
既
存ビジネスを組織の内外を問わずに利用できるサービ
もう一つ例を挙げるとすると、あなたの組織やプロ
スへと進化させる取組みが各企業で進められている。
こ
ジェクトを危険にさらしかねない、脆弱性をは
れに伴い、
これらのサービスに対して、
外部へ公
らみ、かつ、他との依存性が高い領域はな
開され利用されるに耐え得る十分な安全
いか、という観点で既存ビジネスを評
性と信頼性を確保する必要性が生じて
価する必要があるだろう。特定の領
きている。
即ち、
サービス連携に関連
域において、
スキル不足を含む技
するAPIの機密性やデータの整合
あなたの組織やプロジェクト
術者のリソース不足により開発
性、
容量が十分かという観点を含
を危険にさらしかねない、
脆弱性
スピードが遅い、結果として開発
むストレージの信頼性確保など
をはらみ、
かつ、
他との依存性が
目標を達成できない、という問
が求められているのである。
題が慢性的に発生している場合、
高い領域はないか、
という観点で
CIOにとって、XaaS活用の取
脆弱性リスクという観点でその
既存ビジネスを評価する必要が
組みは、信頼性・リスクマネジメ
領域を精査してみるべきである。
ントといったサイバーセキュリティ
あるだろう。
こうしたIT人材に関する問題
に関する基本的な要素を、新たに
について、XaaSの視点からはIT人
サービス化の対象となるシステムや
材をも「engineering skillsets-as-a業務プロセスにどのように落とし込む
service」としてサービスの1つとして捉える
かを検討する良い機会となる。XaaSモデル
ことで解決の糸口を見出すことができるかもしれ
は個々の製品や業務プロセスを企業内外へ展開
ない。IT人材という資産をサービスとして評価するこ
可能なサービスに再整理するものだが、同時にリスク
とで、
リソースの効率的な運用と、
これによるプロジェ
やセキュリティに対する基本的なアプローチを見直す
クトやITオペレーションのリスク低減につなげるので
機会にもなり得る。例えば、
リスクへの対応自体を共
ある。
通化されたサービスとして整備・提供することは一考
に値するオプションである。
さらに言えば、セキュリティ
最後に、
レガシーシステムとクラウドサービスが混
に関する脅威の分析やユーザID管理などの領域をク
在し分散管理されている、
現時点で主流となっている
ラウドベースのサービス活用により外部調達するとい
システム環境において、
リスク
・信頼性・セキュリティに
う選択肢も現実的に考えることができる。
ついて総合的な管理を導入することで、現状よりも効
率的な運用を行うことができる可能性は高いだろう。
認証サービス
（authentication-as-a-service）
やデー
特に、データ整合性を確保するために、データ連携や
タ照合サービス
（data validation-as-a-service）を標
保管といった領域において、
リスクやセキュリティに対
準化し、企業内外に展開可能なサービスとした場合に
して首尾一貫して統合されたアプローチで対応するこ
実現される効果を想像してみてほしい。
ユーザを長い
とが非常に重要となってくるのだ。
間悩ませてきた冗長な認証プロセス
（例えば、際限なく
出てくる
「パスワードを入力して下さい」
のメッセージな
ど）を削減できるのはもちろんのこと、
リスクやセキュリ
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サイバーリスクの観点から

ティへの対応を標準化し統合されたサービスとする事
によって、
メンテナンスが容易になり、
これらのサービ
スを利用する機能の開発スピードも向上させることが
できるのだ。

企業やプロジェクトを危険にさらしかねない、脆弱
性が潜在した依存性の高い領域はないだろうか？
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始め方

基幹システム再創造への次のステップとして、従来
のプロセス指向からサービス指向へのコンセプトの転
換が求められる。
とは言うものの、どのような規模の
組織であっても、一貫性を持つ一連の業務プロセスを
1つ1つのサービスの集合体として捉えなおすことは多
くの困難を伴う。だからこそ基幹システムの再創造を
始めるに当たり、以下の考察を参考として、現実的な
リスクの低いアプローチを設定することが重要となる。
• サービスという観点での既存ビジネスの再創造

既存ビジネス（バリューチェーン、システムなど）
をサービスという観点で見直すことで、ビジネスを
加速させ成長させるチャンスとすることができる。
サービス化により、自社の他ビジネスでの利用のみ
ならず、
デジタルコアソリューションへの連携、外部
企業へのサービス提供など、様々な活用の可能性
を視野に入れることができるのである。

価格管理・在庫管理・物流管理など、基幹システ
ムの中核となる依存関係の非常に強い業務領域に
おいても、
サービスとして切り出す要素を見出すこと
は十分に可能である。
一方、顧客のアカウント情報
や取引履歴の管理、
それに基づく嗜好性の分析など
の顧客管理に関連する業務は、
非常にわかりやすい
サービス化の候補と考えられる。
また、ユーザ認証
やアクセス制御、権限チェックなど、
システム内部に
焦点を当てたサービスも見落としてはならない。
こ
れらは様々なシステムで頻繁に利用され、
サービス
化によるメリットを享受しやすい共通機能と考える
ことができる。

既存ビジネスの中から新たなビジネスの根幹を
担うサービスを特定していくことは、企業の将来に
とって非常に重要な活動となりうる。例えば、デー
タ収集〜分析プロセスのサービス化、
また、ビジネ
スモデルそれ自体をサービス化することで、
これら
を外部企業に提供し収益化することが可能になる。
つまり、サービス化とは、既存ビジネスをある種の
知的財産権ビジネスの源泉として再構成するとい
う意味を持つのである。

• 周辺から始める

サービス指向型プラットフォームへの変革は、影
響の小さい周辺領域からスモールスタートし、外
堀から埋めていくアプローチを取るのが定石とい
える。例えば、在庫追跡システムやヘルプデスクの

システムといった、
コアとなる基幹業務との依存関
係の少ない、ハードルの低い領域からまず着手す
る。
そして、
これらをパイロットとしてサービス化実
現のノウハウを蓄積し、次にフロントオフィスの営
業系システムや資金管理システムを対象とすると
いった具合に、順次展開していくのが望ましい。周
辺領域のサービス化を契機として、サービス化の
範囲を次々と拡大していき、最終的に全社としての
サービス指向型プラットフォームへの移行につなげ
るのである。

経験則として言えることは、まずサービス指向
型プラットフォームへの移行に注力し、サービス自
体の機能拡張は後回しにすべき、
ということである。
システムを刷新する場合、一般的に新機能の導入
を期待しがちであるが、
まずは基盤を確立し、足場
を固めることを最優先とすべきなのだ。

• 5つのR

基幹システムの再創造は、ビジネス上の必要性
とシステム的な実現可能性を適切に評価し、アプ
ローチに落とし込むことから始めなければならな
い。
アプローチを構成する方法論としては、ERPパッ
ケージなど現行ソリューションの技術的なアップグ
レード、システム置き換えを含む全面的なモダナイ
ゼーションなど、
いくつかのオプションが考えられる。
– 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最新リリー
スへのアップデート
（ERPパッケージのテクニ
カルアップグレードなど）、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。

– Revitalize - ソリューション活性化：現行基幹
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。

– Remediate - ソリューション改修：現行基幹
システムの内部機能に着目し、その複雑性を
解消する。
インスタンス統合や、
マスタデータの
統合、
パッケージのカスタマイズ機能の合理化、
デジタルソリューションの活用などである。
– Replace - ソリューションリプレイス：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
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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。

入にリソースを集中し、
スピーディな展開を進める
ことができるのである。

– Retrench - 現状維持：リスクや影響を明確に
した上で、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。

• まず、地盤を固めよう

• 要求されるスキルセットの変化

従来のプロセス指向ベースのシステムから、
クラ
ウド・APIなどサービス指向型プラットフォームへの
転換が進むと、必然的に技術者に求められるスキ
ルセットもこれまでとは異なったものになってくる。
現状のIT部門のメンバの教育ももちろん必要な
のだが、XaaS環境での実際の業務経験を持つ、い
わば歴戦の勇士を何名かチームに加えることを検
討すべきだろう。XaaSというコンセプトは、単純な
技術的な変化ではなく、
マインドセットの変化、
さら
には、ある意味文化レベルでの変化にもあたるも
のであり、実践を通してしか受容できない面が多分
に存在するのである。XaaS文化の中で育ち、肌感
覚としてそれを理解しているエンジニア、
デザイナー
などのIT技術者が、IT組織の変革において中核的
な役割を担っていくことになるのである。

新たにサービスの構築・展開を行う場合に、
それ
に伴い、他システムでも利用される共通基盤と考
えられるシステムへの影響をきちんと分析する必
要がある。例えば、新サービスの導入に伴い、ワー
クフロー、セキュリティ、他システムとの連携につい
ても新機能が導入される場合などである。
これらの
機能は他システムでも利用される共通機能と考え
られるため、全体として新しい共通機能への置き
換えを行うか、従前の機能を使い続けるか、判断を
する必要がある。

企業内のITエコシステムにおける1要素の変化
は全体に影響を及ぼす可能性があるため、新サー
ビスが全体のアーキテクチャにどのように統合さ
れるのかを分析・理解した上でサービス導入を進
めなければならない。

オートノミック・プラットフォームの導入も、IT部
門のリソースを有効に活用し効率性を高めるとい
う観点から一考に値するものと考えられる。
オート
ノミック・プラットフォームによるタスクの自動化に
より、IT部門のメンバはルーティンワークから解放
され、
よりハイレベルな優先順位の高いタスクに注
力することができる12。
つまり、新しいサービスの導

要点

既存の製品・ビジネスプロセス・レガシーシステムを、企業内外を問わずに利用できるサー
ビスの集合体として再整理することで、ITオペレーションの効率化のみならず、新たなビジネ
スへの活用の可能性をそこに見出すことができる。

XaaSというコンセプトは、基幹システムのモダナイゼーションに新たな道筋を示すものと
なっている。
従前は、ITの範囲に留まるレガシーシステムのメンテナンスと考えられがちだっ
たが、XaaSによる基幹システムの再創造は、顧客・従業員・ビジネスパートナー、
そして時に
はマーケットさえも巻き込むような、はるかに幅広いビジネスに直結する取組みとなりうる
のである。
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日本のコンサルタントの見解
基幹システムの再創造に乗り出す
のは今だ

Gartnerのテクノロジー領域における投資状況に関
するレポートによると、近年の日本企業におけるテクノ
ロジー領域への投資は、ERPが最も多く、次にクラウド
及びBI/アナリティクスとなっている。
一方で、海外企業
はBI/アナリティクスが最上位、次にインフラ、クラウド
が続いている1。
つまり、
グローバルでは、既にERPの再
構築、
クラウドの導入が一巡し、ビッグデータを活用し
たアナリティクスなど、次のステージに進んでいる企業
が多数であるのに対し、多くの日本企業がいまだERP
に多くの投資をせざるをえない、
トレンドから大きく立
ち遅れてしまっている状況にあるといえる。

日本企業のクラウド投資の状況に目を移すと、2016
年のクラウド採用率は16％であり、
ここ5年間での増
加を見ても、わずか6ポイントに留まっている2。
これは、
クラウドサービスの利用率が60％を超えるグローバル
の状況とは依然大きくかけ離れたものとなっている3。

の再構築を、
クラウドベースのプラットフォームへの置
き換えを基本スタンスとして進めている。特徴的なの
は、会計業務など、現状ではERPパッケージでの対応
を継続するのが一般的と考えられるコア領域において
も、例外なくクラウドサービスへの置き換えを検討する
対象としていることだ。必要なときに必要なものを取
捨選択できるプラットフォームの実現を目指し、聖域な
き改革を推し進めているのである。
（プラットフォーム刷新、
ソリューション改修）
また、あるグローバル製薬企業では、
オンプレミスの
ERPパッケージとクラウドベースのフロント業務システ
ムで構成されたグローバル標準のテンプレート構築と
展開に着手した。各地域への展開を中長期計画に基
づいて進めているが、テンプレートからの逸脱を極小
化するアプローチが採用されている。
クラウドソリュー
ションについてはもちろん、ERPパッケージについても
ローカライズを原則的になくすことにより、
スピーディ
な展開と導入後の柔軟性・拡張性を実現しようとして
いる。

「デジタル化」、
「クラウド」、
「ビッグデータ」といった、 （プラットフォーム刷新、
ソリューションリプレイス）
今後のビジネスにおいて重要な競争力の源泉となりう
る領域において、
日本企業はグローバルから取り残され
更に、ある自動車メーカーでは、グローバルでの会
てしまっている。
この差は年々縮まっていくというより、
む
計業務標準化と業績管理業務の効率化のために、ク
しろ拡大しており、先駆者に引き離され続けているのだ。 ラウドプラットフォームで会計システムを再構築し、次
この状況を打破するために、
クラウド活用・サービス化
フェーズとして各地域の関係会社のシステムを統合す
を含む基幹システムの再生を喫緊の課題として、本格
るプロジェクトの構想策定を進めている。
クラウドサー
的に取組むべきタイミングが到来しているといえるので
ビスの優位性である拡張性を生かしてグローバル展
はないだろうか。
少なくとも基幹システムの再生を一定
開を進める計画を検討している。
また、各個社のレガ
のレベルで達成しない限り、
グローバル企業と同じ土俵
シー基幹システムを一旦維持したままでグローバルレ
で競争する準備が整ったとは考えられないのである。
ベルの統合元帳を導入するセントラルファイナンスモ
デルの活用も検討されている。
（プラットフォーム刷新、
ソリューション活性化）

日本における基幹システム再創造
の取組み（5つの
「R」
）

とは言え、日本企業の中でもクラウドを活用し、サー
ビス化を含めた基幹システム再創造に意欲的に挑戦し
ている企業もある。我々は本論で基幹システムの再生
の手段として5つの「R」を提示したが、
この要素を取り
入れて導入を推進している実例をいくつか紹介したい。
あるITサービス企業では、急激なビジネス環境の変
化に柔軟に対応し追随していくために、基幹システム
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これらの事例は、
クラウドの活用を基調としているが、
その態様は一律のものではない。
それぞれの企業の状
況に応じたクラウドソリューションの活用方法を模索・
検討し、基幹システム再創造の具体的なアプローチの
中に組込んでいくことが重要なのである。
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ロードマップ策定の視点

ただ、
それが本命であるコア領域の革新につながら
なければ全く意味のないものになってしまう。周辺領
域で実績を積み重ねるのは、
より重要なコア領域に進
むための助走とも言うべきものであり、そこにいつま
でも時間とコストをかけて全体的な改革のスピードが
上がらなければ本末転倒になってしまうのである。

サービス化を含む基幹システムの再創造を効果的・
効率的に推進するためには、変化するビジネス環境
の中で、自社の状況、市場・競合の状況などを踏まえて、
中長期的な視点に立ったロードマップを策定すること
が重要となる。以下に、ロードマップ策定にあたり、考
慮すべきと考えられる論点と考察を述べておきたい。

基幹システム再構築のロードマップを描く際には、
マイルストーンとして、重要なコア領域への展開のタイ
ミングを明確にしておく必要がある。
かつ、
そのタイミン
グを実現可能な範囲でできる限り早く、設定すべきな
のである。

・ハードルの低い周辺領域から攻める

本論でも語られている点だが、基幹システム再創造
において、最初にターゲットとすべきなのは、
ハードル
が低く着手しやすい周辺領域である。
SCMや生産管理
など、企業の競争力の源泉となるコア業務は、要件が
複雑になりやすく、他領域との依存性も高いため、
プロ
ジェクトの難易度が高くなりがちである。一方、経営管
理用のレポーティング機能など、独立性の高い周辺領
域の業務であれば、既存業務を変更してクラウドサー
ビスに切り替えることも比較的容易なのである。

日本企業の場合には、
こうした傾向がさらに顕著に
なるといえる。
コア業務には、
こだわりのあるユーザが
ステークホルダーとして幅を利かせ、彼らは業務の要
求に合わせてシステムを作りこむことに慣れているた
め、
クラウドサービスをそのまま受け入れるアプローチ
に対する抵抗勢力となってしまうことがままある。周
辺領域で実績を積み重ね、
それを以て本丸であるコア
領域に歩を進めるという、ある種慎重な進め方は、性
急な変化を好まない日本企業の文化にマッチしている
といえるかもしれない。

・システム構築に対する意識改革を同時進行させる

日本企業では、システムに対して作りこみを行って
業務に合わせてカスタマイズする、という意識が根強
く持たれている。
これは、ERPパッケージが一般的に浸
透した現状であっても依然として散見される状況であ
る。標準機能をそのまま使うのが理想的である、とわ
かっていても、ユーザの利便性向上を理由にカスタマ
イズを行ってしまう、といったことが実際に起こり得る
のだ。

また、投資判断を行う日本企業の経営層にとっても、
周辺領域からスモールに進めるアプローチは好まし
いものと考えられる。日本企業においては、
リスク回
避の性向が高く、意思決定においては過去の実績・前
例が重要視される傾向がある。
まず周辺領域で実績を
作るという進め方は、実際にリスクを低減することが
可能ともなり、意思決定の心理的な抵抗を少なくする
ことにもつながるだろう。

さらに言えば、クラウドサービス自体が投資判断を
しやすい特性を具備している。
サブスクリプションのク
ラウドサービスであれば、気軽に利用を始め、気に入ら
なければ止めてしまうことが簡単にでき、そこには大
それた意思決定は不要なのである。

できる限りの行き届いた高品質なサービスを提供し
たいという日本人の気質・文化によるものなのかもし
れないが、
こうしたシステムに対する意識の持ち方は
クラウドサービスの活用においては、障害ともなりうる。
既定のサービスを組合わせて業務を構成する、という
意識を持てなければ、
スピーディに新しいソリューショ
ンを導入できるクラウドサービスの強みを活かすこと
はできないのである。
このテーマに関連する興味深い統計がある。
日本に
おけるIT技術者の75％はITサービス企業に所属して
おり、25％がユーザ企業に所属している。
一方で、米国
では状況が逆転しており、72％がユーザ企業所属、28
％がITサービス企業の所属となっている4 。
つまり、日
本は外注主体、米国は内製主体という構造となってい
るといえる。

外注主体となると、どうしてもシステム導入の際に
作りこみがちになるのは一面の事実といえるだろう。
導入を行うITサービス企業からすれば、ある程度の作
りこみを行わないと自社のビジネスが縮小してしまう
のである。
過去、
作りこみを是としてきたことが現状の外注主体
という状況を作り出し、
外注主体の状況であるがゆえに
作りこみから脱却できない、
という、
「ニワトリと卵」
にあ
たる状況になっているといえるのだが、
クラウドサービ

忘れてはならない重要な観点は、基幹システム再
構築を進めるスピードである。
先に述べた通り、着手し
やすい周辺領域をまずターゲットとするというアプロー
チは、とりあえず第一歩を踏み出して動き始めるため
に有効なものと言える。
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ス活用に進んでいくには、
この状況を何とか克服しなく
てはならない。
当然、一朝一夕にこの状況を変えていくのは不可能
である。一つの解となりうるのは、やはり、前項でも述
べた、いずれかの領域でスモールスタートする、という
アプローチであろう。最初は外部リソースに頼る必要
があるかもしれないが、クラウドサービスを導入した
実績を作り、
これを積み重ねていくことで、ITに対する
意識改革とクラウド活用の知見とスキルを持った内部
リソース育成を進めていくのである。
参考文献
1.
2.

3.
4.

Gartner 2016 CIO Agenda: A Japan Perspective

ガートナージャパンプレス発表「クラウド・コンピューテ
ィングに関する調査結果を発表」
Gartner Survey Analysis: How Cloud AdoptionTrends Differ by Organization Size April 2016

独立行政法人 情報処理推進機構「グローバル化を支え
るIT人材確保・育成 施策に関する調査」概要報告書
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Everything-as-a-service（XaaS）
：サービス化されていくシステム
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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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デジタルアイデンティティの制御

分散型台帳においてスマートコントラクトが執行できるようになったことで、
ブロックチェーン
は「未成熟な仮想通貨」
という世間の認識から脱却しつつある。
ブロックチェーンは法的、金銭
的な仲介を行う第三者を契約から取り除いて効率を高めるだけでなく、信頼性と透明性の提
供者の役割をも担うとみなされている。
「トラスト経済圏」において企業資産や、個人のアイデン
ティティや評判がますます価値を高めるとともに脆弱にもなってきている中、
この最新のブロッ
クチェーンの活用方法がもっとも価値の高い潜在能力かもしれない。

ブ

ロックチェーンは、数年前まではビットコイン
のような仮想通貨に関連する単なる共有台
帳技術にすぎないと世間から認識されていた。
それが今、
「トラスト経済圏」の守護者という新たな役
割を担おうとしている。

この現象の背景について触れたい。昨年の「Tech
Trends」では、近年のデジタル化社会において従来の
手法を用いてオペレーション、組織、
そして技術的なイ
ンフラを維持して信頼を保つことが、
コストと時間を要
し、
また往々にして非効率であることについて述べた。

加えて、
トラスト
（信用）に対する新たな概念が出来
上がりつつある。
これまで銀行、与信評価、法規制に関
する規約がトラストの象徴であった。
しかし、
ライドシェ
アリングアプリは運転手に対する他の利用者からの評
判が鍵を握り、自分の家を旅行者に貸したい人は、そ
の旅行者が家を借りた他の家主からどのような評価を
受けたか確認する。
このような事象はトラストに対する
新たな概念の象徴である。我々は、赤の他人が他人に
下した評価で信用を判断するように変わりつつある1。

てきた与信確認を必要とせず、代わりに取引関係者の
評判とデジタル化された信用情報で代用するようにな
るだろう。
そしてこれらの信用情報は、
近い将来ブロック
チェーンで管理される可能性を持っている。
個人の場合、
信用情報とは個人の資産や職歴、納税履歴、受診履歴
や消費嗜好をはじめとした様々な情報を指す。同様に、
企業もその製品の品質の評判や、
環境対策への取組み
など、
決算情報以外の信用情報をもって、
他社との関係
を構築していくことになるだろう。
トラスト経済圏の世界
では、個人や企業の信用に関する情報が、所属する組織、
資産の所有権、福利厚生の権利、
そしてその個人や企
業がそもそも本当に存在することを証明する。
信用を構築することに加えて、
ブロックチェーンの技
術は情報の公開制限を、今まで以上に安全かつ効率
的にコントロールする事ができる。
これにより、様々な
契約をブロックチェーンで行うことが最適な選択肢に
なるかもしれない。

今後1年半〜２年以内に世界中の様々な企業がブロ
ックチェーン上の評判を用いたビジネスモデルについ
て模索し始めるだろう。既にトラスト経済圏の最前線
を行く各社がブロックチェーンの潜在価値を見出して
いる。P2Pを用いた宿泊サイトのAirbnb創設者であり、
現CTOのNathan Blecharczykは、直近のインタビュー

新たなトラスト経済圏はこれまでの概念を大きく覆
す。個人間で行われるperson-to-person（P2P）型取
引は信用格付や預金小切手の要求などの従来行われ
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においてブロックチェーン導入の可能性について以下
の通り回答している。
「Airbnbではユーザの評判が全
てである。将来的にはユーザが特定の場所に宿泊する
には一定の評価基準を満たしていることを条件とする
かもしれない。
その場合、評価の重要性は更に大きく
なるが、そうなった時に考えるべきことは、多くのユー
ザが評価した評判は信憑性が高い情報として捉え、い
かに他のサービスと連携してビジネスを活性化させる
かということだ。
どのような指標がその人を正しく評価
するかを我々は常に模索しているが、今までとは違っ
た指標が、Airbnbでは存在感を持ち始めている2。
」

見えるまでにはまだまだ時間がかかるが、銀行、信用
調査機関、取引仲介企業にとっては死活問題である。
企業や政府は、今までのような銀行の与信情報からで
はなく、
ブロックチェーンを用いた信用情報で個人や
企業を評価して、新たな価値と有用性を創出する必要
性に迫られているのかもしれない。

ブロックチェーンとトラスト経済圏を取り巻く動向は、
権力が巨大な中央集権化された組織から個人へ移る
というとてつもない変化の象徴である。影響の全貌が

図1. ブロックチェーンの3つの階層
1

デジタル情報の保管

2

デジタル資産の取引

3

スマートコントラクトの執行

ブロックチェーンは、取引だけでなく物理的
な資産に対してもデジタルで表現し、安全か
つ監査可能で不変な記録として制御するこ
とが可能である。

ユーザは銀行、
証券取引所、
支払システムを
介さずに、
リアルタイムで新しい資産の登録
や所有権の移転が可能である。

スマートコントラクトの仕組みは長く非効率
なビジネスプロセスを簡素化・自動化する。
基本原則 契約条件は契約コードに記録さ
れる。

実現方法 共有ネットワーク上で自動的に
契約が執行され、
その後の契約順守が監視
される。
検査 実施結果は第三者を介さずに即時に
検証される。

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

112

Blockchain: トラスト経済圏

ブロックチェーンの信用性

ビットコインとの関連性が常に取り上げられている
ため、
ブロックチェーンがどのような技術であり、また
どのようにビジネスに貢献するかについてはいまだに
理解が錯綜している。端的に言えば、
ブロックチェーン
は情報の記録と共有をコミュニティ内で実現する分散
型の台帳である。
このコミュニティに属するメンバは自
分自身の情報を管理し、情報を更新する際には全メン
バの承認を得る必要がある。
この情報はオンライン取
引、様々な契約、資産、身元情報など、デジタル化でき
る多くの情報に用いることができる。登録情報は永続
的に保持され、検索可能であり、改ざんを防ぎ、関係者
全員が処理履歴を閲覧することができる。
情報を更新
する際、新たな「ブロック」が「チェーン」の後ろに紐づく。
この仕組みが全情報の更新、編集、承認、記録と共有を
管理する。特に重要な機能として、情報のプライバシー
を限定的に設定できることがあげられる。匿名機能や
適切な権限を持たない人物の機密情報へのアクセス
拒否などがその例である。
ブロックチェーン参加者が
用いる複雑なアルゴリズムが全体の完全性を維持する
ことにより、
ブロックチェーンはトラストの守護者として、
従来の外部仲介者に取って代わる存在となった。
どこからでもアクセスでき、管理が容易なデジタル
情報の需要が高まる中、個人や企業はブロックチェー
ンを以下のように有効活用することができる。
デジタル情報の保管：ブロックチェーンを街中で使用
可能な、重要な情報を記録する台帳として利用するこ
とができる。商品の売買、不動産の権利移転、出生、婚
姻の有無、死亡などの記録、借入金、選挙結果、判決
結果など様々な情報が対象となる。

• デジタル化された運転免許証、
パスポート、出生証
明書、資格、年金手帳、健康保険証、選挙権情報や
選挙投票履歴など従来から身分証明として使用さ
れてきた証書
• 不動産、車など多様な資産の所有権やそれらの取
引履歴

• 投資履歴、銀行口座、保険、信用情報、納税情報、
給与明細などの財務関連資料

• ウェブサイトへのシングルサインオン、ビルの入館
証、
カーシェアを使用する際の登録情報におけるア
クセスや権限の管理情報、もしくはイベント会場へ
の入場や航空機への搭乗などに必要なチケットの
管理情報

• 治療、医薬品の処方、医師の診断結果、治療計画、
医療器具の使用など詳細な医療関連情報

機密情報の保管庫であるブロックチェーンは、ユー
ザへこれまでに無い識別情報管理の手段を提供する。
企業にとっては情報の分断化からの脱却と情報管理の
コスト削減をもたらす。
例えば、健康保険会社Humana
のCEO Bruce Broussardは、自身のブログで
「将来的
に病院、クリニック、保険会社はブロックチェーンを用
いることで単一の受診履歴を管理する事が可能となる
だろう。
これにより事務処理の効率化、セキュリティの
向上、そして大幅なコスト削減が実現できる。」と述べ
ている3。
スムーズなデジタル資産の取引

誰でもデジタル資産の所有権を銀行、証券取引所
や支払システムなどを介せずに、
ブロックチェーンで蓄
積された個人の信用情報を元にリアルタイムで取引す
ることができる。
ブロックチェーンの黎明期における活
用事例の多くは国際送金や企業内送金だった。
同じ取
引手法をP2P取引に用いることで、
ブロックチェーンは
個人による資産取引の認証と決済を瞬時に行える基
盤となる可能性を秘めている。
これは決済までに3日
かかっていた取引が3秒で完了するということを意味
する。

読みづらく、情報が複雑に枝分かれした旧来の台帳
と比較して、
ブロックチェーンは最新の暗号化技術と
分散プログラミングによって安全、不変で可視化され
た一元的保管庫を作り上げ、外部からの攻撃、改ざん
と第三者との不要な関係を排除している。
トラスト経済圏では、第三者ではなく個人がどのよ
うなデジタル情報をブロックチェーンに記録し、
また使
用されるか選択することができる。管理が容易でどの
ような用途にも使用できる自分自身のデジタル情報
が求められる中、ユーザは以下の情報を記録すること
ができる。

ブロックチェーンを通じたP2Pの資産取引が普及
するまでには数年かかると思われるが、いくつかの企
業が既に試験的に実施している内容から今後のブ
ロックチェーンの可能性を見ることができる。例とし
て、MicrosoftとBank of America Merrill Lynchは法
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人・個人顧客の資産取引を円滑化するクラウドベース
の
「blockchain-as-a-service」を共同開発している4。

ツールの繋がり

トラスト経済圏を広い視点で見たとき、
ブロックチェー
ンはトラストを形成、管理する際に発生する弊害を全て
解決するわけではない。
ベストプラクティスや基準など
が確立されておらず、技術としては発展途上である。
正
しく導入しないとブロックチェーン自体の仕組みを攻撃
から守るためのコストが発生してしまい、個人がブロッ
クチェーンを導入する際の弊害になると想定されてい
る。
加えて、
デジタル化された契約と資産の取引はまだ
まだ一般法律的に認められていない。
しかし、
昨今では
これらの弊害に対して対策を取ることができるようにな
ってきた。

「スマートコントラクト」の実現

スマートコントラクトは資金決済のためのプロトコ
ルと考えられていたブロックチェーンをどんな取引でも
使えるツールへと応用できるようにする。
ここで言う
「コ
ントラクト」は法的な観点での
「契約」
とは異なり、
ブロッ
クチェーンの機能を単なる資金決済の管理から複数関
係者間での合意を自動で執行するように拡張する、部
品化されたスクリプトである。法的制約を伴わないた
め、
よりブロックチェーンで管理される信用情報の精度
が重要となる。

一部の専門家はブロックチェーンの台頭とWorld
Wide Webの初期を良い意味で比較している。1991
スマートコントラクトの仕組みを見ていこう。まず、 年にはネットワークインフラストラクチャ、
プロトコル、
契約関係者が共通ネットワーク上でスマートコントラ
その他Javascriptを用いたサーチエンジンやブラウザ
クトに必要なプログラムコード
（ブロックチェーン上に
など、共有されオープンなコミュニケーションを実現
プログラムされた任意の取引を実現させるプログラム
する基盤ができあがった。
その基盤の上に企業向けソ
コード）を用いて、いくつもの処理を行う。
この一連の
フトウエアがいくつも登場し、オンラインでのマーケティ
処理が取引のエラーや改ざんを防ぎつつ、関係者間の
ング、売買、サプライチェーン、その他幾多もの形で業
契約を自動執行する。
ブロックチェーンが登場するま
務を活性化させた。
その価値に応じてインターネット
では、合意形成を行う関係者が異なるデータベースを
には莫大な投資が続いており、今なおインターネット
持っていたため、
このようなスマートコントラクトを行
がどのように世界を変えていくか議論が続いている。
うことはできなかった。
ブロックチェーンを動かす共有
ブロックチェーンはこれを超える革命になるかもし
データベースがスマートコントラクトを自動執行し、第
れない。
デジタル化された資産、取引、契約、そして最
三者の仲介を要せずに取引結果を瞬時に承認する。
も重要な点として識別情報とトラストの新たなプロト
スマートコントラクトは一部の契約には適さないが、 コルとなる可能性を秘めている。
ブロックチェーンの
関係者間で大量の取引がある場合や、手作業で何回
全ての側面に引き寄せられて生まれた魅力的な投資
も同じ作業を繰り返す場合には使用を検討するべき
が渦巻く中、企業は単なるコスト削減と企業内の効率
である。例として、金融商品の自動売買、
パラメトリック
化だけでなく、
ブロックチェーンの本質的な技術と使
保険、ある種の自動マーケットメイク、オンライン決済
用活路を見出す時がきた。御社を支える主力業務、取
や返済などが挙げられる。
ブロックチェーンが安全で
り巻くエコシステム、
そして業界で常識とされてきた定
唯一の共有データベースとして機能し、
スマートコント
理を思い浮かべ、そこから革新的で真のイノベーショ
ラクトが自動で承認、計算など取引に必要な処理をエ
ンへ誘う活路を見出して欲しい。
ラーや遅延無く遂行する5。
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最前線からの学び
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スマートコントラクトによる
スマートな振る舞い

ムの構築を行っている。
1つ目のアプローチは、
分散型
台帳を用いた公文書の再構築である。
分散型台帳とす
ることにより、
デジタル文書を複数の場所で共有するこ
とや、
システム障害が発生した場合に回復することが
可能となる9。
2つ目のアプローチは、
スマートコントラク
トが執行可能なブロックチェーン上に会社設立のため
の文書などを配置した状態での運用手順の確立である。

フォーチュン500社の6割以上が本社を置くデラ
ウェア州は6、
分散型台帳とセキュリティのベンダで
あるSymbiont社と組んで、
ブロックチェーンをベー
スとしたスマートコントラクトのシステム構築に取
組んでいる。
スマートコントラクトにより、
第三者の
仲介なく自動的に7、
分散型台帳上の情報を記録、
管
理、
更新することが可能となる。
また、
このシステムに
より、
企業の登録、
株式のトレース、
株主とのコミュニ
ケーションなどの会社設立手続をデジタル化すること
が可能となる。
デラウェア州で設立された企業にとっ
て、
これは登録手続きや後続の手続きをより迅速に、
よ
り安価に、
より透明性を持ってできることを意味する。

これらは、
Delaware Blockchain Initiativeと呼ば
れる活動の一部となっている。
Delaware Blockchain
Initiativeでは、
今後のブロックチェーンベースのシス
テムをサポートするために必要な法的および技術的
基盤を提供している。
現在、
デラウェア州は議会と協力
して、
ブロックチェーンに基づく会社設立手続きや証券
化をサポートするための法的枠組みを整えている10。
デ
ラウェア州知事のJack Markellは、
次のように述べてい
る。
「企業は株式の取扱いに多くのリソースを浪費してい
るが、
スマートコントラクトにより、
正確かつシームレス
に取り扱えるようになるだろう。
また、
分散型台帳は、
即
時清算や即時決済の可能性を秘めており、
商取引にお
ける効率とスピードの劇的な向上をもたらすだろう11。
」

Symbiont社のソリューションの中核には、
改ざん
できない追加専用のデータベースが存在している。
こ
れは、
システムのユーザ企業に単一のグローバル会
計台帳を提供している。
あるノードに取引履歴が追
加されると、
すべてのネットワークノードに取引履歴
が複製される。
その際、
アクセス権限は特定の組織も
しくは個々のユーザ単位まで制限することが可能で
ある。
また、
ユーザ企業は、
本人であることを証明する
ために自身の秘密鍵で電子署名を行っている。
さら
に、
自律的な台帳管理により、
必要な書類が満たされ
た場合や文書の有効期限が近づいてきた場合など、
ア
クションが必要な場合に通知を行うことも可能である8。

SWIFT:仲介者から実現者へ

ブロックチェーンは、
コスト削減や新たな収益機会
の創造により、金融業界やそれを超えた範囲で業界構
造を一変させる可能性を秘めている。
ブロックチェー
ン主導のイニシアティブのテーマの多くは、決済に関
するものである。金融業界の協同組合であるSWIFTは、
新しいトラスト経済圏において、SWIFT登録下にある
11,000以上の金融機関が、金融業界固有の要件を維

プロジェクトチームは2つのアプローチによりシステ
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持しながら、
ブロックチェーンの透明性をどこまで最
適化できるかを確認するための実証実験を行っている。
SWIFTの新しいR&D拠点であるSWIFT Innovation
Labsは、標準化、強力なガバナンス、
およびセキュリテ
ィ技術を活用した分散型台帳技術（DLT: Distributed
Ledger Technology）によるサービスを提供すること
を目的に開設された。DLTの強みは、分散型システム
特有の信頼性の高さ、効率的な情報の共有、取引の
完全なトレーサビリティ、照合の簡略化、耐障害性の
高さであると言われている12。

SWIFTの標準化、セキュリティ、
アーキテクチャ、
アプ
リケーション開発の10人の専門家からなるチームは、
債券の取引の流れを管理するアプリケーションを開発
した。
これは、従来の個々の会社単位の管理ではなく、
ブロックチェーンのエコシステムの中で債券の発行か
ら利息支払いまでの取引の流れを管理する。SWIFTは、
分散型台帳上にすべてのステークホルダーがいない
状態で、
レガシーシステムとの相互運用性を評価する
ために、独自のISO 20022方法論をDLTに適用した13。
債券ライフサイクルの概念検証は、
Ethereumの言語
であるSolidityで書かれたスマートコントラクトを動作
させるために14、Eris/Tendermintコンセンサスエンジ
ンを使用して構築された。
Monax社のErisプラットフォー
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ムは、オープンソースであること、取引に関与する者の
みが閲覧およびアクセスできること、
スマートコントラ
クトをサポートすること、ビットコインのブロックチェー
ンよりも優れた性能を発揮するコンセンサスアルゴリ
ズムをもつことを理由に選ばれた15。

SWIFTのラボチームは、ネットワーク上に5つのブロ
ックチェーンのノード
（カリフォルニアのオフィス、バー
ジニアの会計事務所、
ブラジル、
ドイツ、オーストラリア
の投資銀行内16）を配置した。
そのネットワークは、ISO
20022に準拠し、銀行、証券集中保管機関、および高
額決済までの取引データをカバーした。SWIFTによる
と、分散型台帳を介して共有や再利用しやすいコンテ
ンツを探すことに適したアーキテクチャとなっている17。
S W I F T I n n o v a t i o n L a b s のR＆D 部 門 責 任
者、Damien Vandervekenは次のように述べてい
る。
「SWIFTは、DLTにより現行システムを葬り去ること
を目指している。SWIFTは長年の経験で培ったノウハ
ウにより、金融業界に特化したDLTプラットフォームの
提供に貢献できると考えている18。
」
これは、安価で、迅
速で、
アクセスしやすい国際送金サービスや企業向け
国際支払いサービスにつながることを意味する。
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私の見解
信をするための独占的なシステムの構築につながって
いた。

JOI ITO, DIRECTOR
MIT MEDIA LAB

私はMIT Media Labで、新しいサイエンスとテクノロ
ジーが、どれほどより良い社会の実現につながるかを
探し求めてきた。

しかし、今振り返ってみると、
この時代の最大の勝者
は、当初は各レイヤのサービスを提供していたが、
やが
て全レイヤのサービスを提供するに至った純粋なイン
ターネット企業であったということが分かる。
ブロック
チェーンも同様である。
ビットを送信して分散型台帳を
管理するためのレイヤが存在し、そして各自の資産を
使ってビジネスを行うためのウォレットが存在するのだ。

今日のブロックチェーンの置かれている状況を考
えると、
インターネットが普及し始めたころを思い出す。
既存の制約を破壊し、新たな法規制の構築が必要と
されるなかで、
インターネットの未来に期待する者（私
を含めて）たちが、莫大な投資を行っていた。多くの反
対論者が当初インターネットに対して抱いていたのと
同様に、
ブロックチェーン、
スマートコントラクト、仮想
通貨についても一時的な流行であると考える人もいる。
しかし私はそうは思わない。
そのポテンシャルは「本物」
である。

ブロックチェーン上に定型化して表現されたコンテ
ンツやコンテキストを台帳管理するレイヤが存在する。
そしてスマートコントラクトに関するレイヤが生まれつ
つあり、
さらに同様のレイヤが増えていくと考えられる。

インターネットが普及し始めた頃を思い出す。
既存の制約を破壊し、
新たな法規制の構築が
必要とされるなかで、
インターネットの未来に
期待する者（私を含めて）
たちが、
莫大な投資
を行っていた。

1990年代初頭、私たちは何か大きな技術革新が起
きるのではないかと感じていた。
しかし私たちはこの
技術革新がもたらす利益を享受するための規約を欠
いていた。それは世界共通のネットワークプロトコル
（TCP/IP）、企業同士がコミュニケーションを確立し、広
げるためのルーターやスイッチ、
クライアント接続や情
報交換のための標準（HTTP）などであった。既存勢力
であるネットワーク関連企業は、新たに参入してくる会
社が現れないように極めて閉鎖的なシステムを構築し
ていた。

ブロックチェーンの世界における「通貨」にあたる
ものは、インターネットにおけるeメールであるといえ
る。eメールはインターネットの世界で最も利用されて
いる機能であり、ビジネスのあり方を変えた。eメール
はインターネットを普及させるためのキラーアプリで
あり、
その後のgoogle、facebook、twitterの登場へと
つながった。同様に、
ブロックチェーンが普及すること
により、様々なスマートコントラクトやその他の洗練さ
れた使われ方を実現することが可能になる。

かつてインターネットが享受した自由を、
ブロックチェー
ンに関してもアメリカの当局が与えるのではないかと
いわれている。
しかしそれとは関係なく、既存の規制の
境界線を再度見直す必要がある。
マネーロンダリング
への対応に特化した既存の規制に従ってブロックチェ
ーンを普及させようとすると、あなたのビジネスや製品
は捻じ曲げられてしまうかもしれない。
インターネット
の普及においては、
テクノロジーと政策の相互作用が
中心的な役割を果たした。
ブロックチェーンがもたらす
利益がさらに拡大していくのであれば、私たちはでき
る限りの努力をすることで、
よりよい世界に変えること
ができるだろう。

彼らの既存のビジネスを見るとわかるように、彼ら
のやり方は特許の取得、閉鎖的なコミュニティとオンラ
インフォーラム、
インターネット検索やメッセージ送受
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私の見解
・ビジネスプロセスをスムーズに自動化する「スマート
コントラクト」

MATTHEW ROSZAK,
CO-FOUNDER AND CHAIRMAN
BLOQ

・迅速な意思決定や異常検知のための「アナリティクス」

私はベンチャーキャピタルの仕事に20年以上携わ
り、
その間に法人向けソフトウエア企業を6社共同設立し
た。
ビットコインについて耳にするようになったのは、私
が東南アジア最大級のソーシャルゲーム企業の社長とし
て働いていた2011年頃からである。
ビットコインは、海外
送金と支払をコアビジネスとして急成長していた。
その
評判が広がるにつれ、最初はこの技術を
「くだらないイ
ンターネットの世界の通貨」と思っていたが、2012年頃
には私が信頼を置く知り合いから、
ビットコインは注目す
べき技術であると教えられた。
その時から今日に至るまで
このように言い続けている。
「扉を閉めて電話の電源を切
り、
そしてこの最先端のテクノロジーを一日でもいいから
学ぶように」と。私はこのビットコインがもたらすエコシ
ステムが企業、政府や社会に対して驚くべき影響をもた
らすことに気がついた。
起業家や投資家たちにとってこれ
は、
一世一代のチャンスであると。

2つめの問いに対する回答は、適応曲線に関係する。
私はインターネットやクラウドコンピューティングの物語
に近いものと見ている。企業はコストを下げるためにブ
ロックチェーンを導入して、価値やデータをより安全で効
率的な方法で移動することを実現している。
そして、
コア
オペレーションやビジネスプロセスの中でブロックチェー
ンの暗号化ワークフローの特性が利用されている。
これ
らはブロックチェーン普及において、更なる飛躍へと導く、
重要な布石である。

次に、
ブロックチェーンを活用しようとする企業は、自
分たちのプラットフォームを自らの顧客、
サプライヤやパー
トナーに対して展開することを検討すべきである。
これこ
そがネットワーク効果が発揮されるところであり、新たな
経済圏（何兆ドルにも及ぶ経済規模）を築くための基礎
となりうる。
この中には中央銀行が発行するデジタル通
貨、
土地の登記、
安全なデジタル証明などが含まれている。

私はブロックチェーンのエコシステムに存在するデジ
タルウォレットや支払処理、為替処理などの機能を提供
する企業やマイナーに幅広く投資を始めた。
これはエコ
システムのヒートマップを作成するうえで役に立ち、
そし
て何よりこの新しい産業を育成するための土台作りをし
ている技術者や起業家たちとのネットワークづくりに役
に立った。
これは私の交友関係にも影響し、
ともにBloq
社を設立したJeff Garzikとパートナーシップを結ぶこと
ができた。

企業のブロックチェーンに対する需要は本物であるが、
まだ明確な回答のない疑問がある。
ブロックチェーンを
活用するために必要なソフトウエア環境はどのようなも
のか。他の革新的なテクノロジーを活用している企業か
ら何を学ぶことができるか。

まず1つ目の問いであるソフトウエア環境については、
オープンソースやブロックチェーンソフトウエアの開発が
急速に進んでいるため、我々はブロックチェーンを活用
する企業を支援することに膨大な時間とエネルギーを
かけている。多くのケースで、
ブロックチェーンの構造を
以下のように定義している。
・ネットワークの通信や管理レイヤのプラットフォームと
しての
「ブロックチェーン」

・ルーターのように振る舞い、
ブロックチェーンのネット
ワークに接続する
「ノード」
・デジタル資産のセキュアな管理と格納のため「ウォ
レット」
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ブロックチェーンにより、通貨の移動はeメールと同程
度に容易になる。
ブロックチェーンのエコシステムにお
ける大量の製品やサービスにアクセスすることで、銀行
は10年以内にApple社、Amazon社やTencent社のよう
な企業へと変貌するかもしれない。議論の中心はブロッ
クチェーンを利用するかどうかではない。
プラットフォー
ムの経済規模や、いかに強固なネットワーク効果を実現
するかについてである。
ブロックチェーンの普及時期はまだはっきりしていな
い（それは3年から7年後だろうか？それとも10年以上先
のことだろうか？）。
だが、
ブロックチェーンは既に世に放
たれている。

このような通貨を流通させるための新たなネット
ワークを普及させるには時間がかかる。1990年代の後
半、CEOたちは自分たちのキャリアを危険にさらしてまで、
インターネットに投資してイノベーションを果たすべきか
悩んでいた。
そして今、
CEOはブロックチェーンに対しても
同じ悩みを抱えている。他の偉大なテクノロジーによる
革新と同様、
ブロックチェーンの普及は情熱や投資、
イノ
ベーションを起こす原動力を必要としている。
私には現状、
そのどれもが不足しているように見える。

サイバーリスクの視点から
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分散型のアーキテクチャとオープンスタンダードは、
今後避けて通れないアーキテクチャトレンドの牽引者
の役割を果たしているだけではなく、
ブロックチェーン
から創造されるトラスト経済圏においても重要と位置
付けられている。
ブロックチェーンはオープンな基盤技術であり、
ユー
ザが、組織やネットワークの枠を超えて、お互
いに直接取引することを可能とする。
ブ
ロックチェーンの価値は、
このような
普遍的な可用性に見出されている。

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、1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。例えば、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ようとした場合、他のノードのコン
ピュータの中にあるデータのブロックと一致しなくなる
ため、
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、金融機関が仲
介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
ノードに参加する全てのマイナー 方、取引の完全性を損なう潜在的
によって取引が認証されることで、なリスクやプロトコル上の弱点も
また存在する。

一方で、ブロックチェーンはま
た、完全性においても価値を見
出されている。
ブロックの追加や １台のコンピュータだけで取引を
スマートコントラクトの執行は、後
不正に改ざんすることはほぼ
から変更することは不可能である。
ブロックチェーンは、法規制の順
守、ID管理、国民と政府間の対話、医
療記録管理の分野にセキュリティ面での
潜在価値があると考えられている。

不可能になった。

可用性や完全性の利点は、以下のようなものである。

・ネットワーク上の分散型台帳によって、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
た取引が可能となる。

例えば、ある金融系のサービス
会社が、彼らの業務と分散型台帳
を接続するために開発したプログ
ラムに脆弱性があるかもしれないと
いうことが最近明らかになった19。

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せず、
これま
でに挙げた以外にも潜在的なセキュリティリスクが存
在する。
そのため、各利用者は自分自身のポリシーを
信頼せざるを得ない。
潜在的なリスクに関する議論は未だ不充分である。
いつかどこかで、
ブロックチェーンの潜在的な脆弱性
が、あなたのシステムやデータを危険にさらすかもし
れない。

・1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情報だけではなく過去の取
引履歴も合わ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、実用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により認証される。
マイナーの演算処理の結果が同一になれば、その
取引は認証されブロックに記帳される。
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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、
リスクを常に注意深く確
認し、受容可能なリスクを踏まえ、
ブロックチェーンの
投資に踏み出すべきである。
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始め方

• 常に客観性を保つ

これからブロックチェーンに取組む際に伝えたいこ
とは次の通りである。

• 友人を作る

ブロックチェーンの有識者に、
ブロックチェーンを
活用できないシナリオや業務に関して尋ねること
が必要である。反心理学ではないが、
この質問によ
り、有識者の客観的な視点を保たせ、
この新しい技
術の制限や可能性に焦点を当てさせることができる。
もちろん、
この領域でさらなる進化を遂げるには、挑
戦や課題に向き合うことになるだろう。
しかし、
その
ときまでは、熱狂的なブロックチェーンの有識者の
客観性を崩さないようにすべきである。

ブロックチェーンは今、熱狂に包まれている。
この技
術による長期的な影響は恐るべきものがあるため、
こ
れからブロックチェーンに取り組む企業は特に、日々の
進歩や実証実験の結果に着目する必要がある。
ブロッ
クチェーンは従来の革新的な技術と同様に、多くの検
証を通じて今後の展望が明確になっていくだろう。
ブ
ロックチェーンへの取組みは始まったばかりであり、今
後、
さまざまな実用化の機会が待っている。

• ブロックチェーンの可能性を信じる

金融業界は、
ブロックチェーンの実証実験の先陣
を切っていることから、現時点で他の業界よりもかな
り先行しており、最終的には他の業界を大きく引き離
すことになる可能性もある。
しかし、
ブロックチェーン
の持つ破壊的な可能性は金融サービスの枠を超え、
地域・業界を問わず、利益向上やコスト削減に貢献
するだろう。
戦略を練る際は、
カスタマや取引先、
その
他の第三者をトラスト経済圏にいかに巻き込むかを
描くべきである。
そして、各企業は、
ブロックチェーン
がコアとなるビジネスモデルや産業構造の中に組
み込まれることを思い描く必要がある。
ブロックチェー
ンの技術やそれに関する法規制の成熟はまだ先にな
るため、
ブロックチェーンの大規模な活用を検討する
のではなく、
まずは小さく始めるべきである。

ブロックチェーンは個々のユーザにはほとんど価
値を提供しない。その価値を最大限に引き出すに
は、
コンソーシアムを作るかブロックチェーンを活用
するためのユーティリティを開発する機会を模索す
るべきである。

• 照準を逸らさない

ブロックチェーンの大きな可能性から、期待が過
大となる傾向がある。あなたがブロックチェーンの
活用を模索する際には、
ブレーンストーミングや実
行可能なシナリオの検討に注力すべきである。
そう
することにより、具体的な結果や、
（ともすれば）より
大きな価値の創出につながることだろう。ギラギラ
した野心が必ずしも悪いとは限らない。
しかし、着
実に一歩踏み出していくためには、実体験が必要と
なる。大きな夢の実現のために何が必要であるかも、
まず始めてみることで見つかるだろう。

• 道を探索する

スタートアップ企業や既存のIT企業は、積極的に
ブロックチェーンの各レイヤに対して製品を展開して
いる。
ブロックチェーンの足掛かりとして、基礎的な
メカニズムを理解することや、まず始めに何が必要
になるのかを知ること、提供するサービスの成熟度
を知ることから始めるべきである。

要点

「トラスト」の基本概念は、
ブロックチェーンが信頼やアイデンティティを管理する役割を担
うことによって、
このデジタル時代の要求に沿うように形作られてきた。
このトレンドの普及
はしばらくの間、正しく理解されないかもしれない。
だが、企業や政府はすでに、
「トラスト」を
確立するためだけではなく、資産を安全かつ効率的に取引するためや、
スマートコントラクト
を提供するために、
ブロックチェーンの仕組みを適用する機会を探し始めている。
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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取組
みの変遷と今後の展望について紹介していきたい。

1．実業務での運用実績の蓄積不足

ブロックチェーンの実証実験の結果が、金融市場が
求める信頼性を担保できる実績まで到達していない
ことは事実である。国内大手銀行では、
ブロックチェー
ンを用いた電子マネーを発行して自行内の決済・送金・
金融商品取引に利用することで、事務コストの削減を
検討しており、大手証券会社では、株式・債券・デリバ
ティブ取引業務にスマートコントラクトの利活用を検
討しているが、未だ実業務での運用実績を積むには至
っていない。また、各国中央銀行でデジタル通貨への
関心が高まっており、日本銀行でもブロックチェーンの
可能性に注目し研究も進んでいるが、それはブロック
チェーン技術やその技術を利用したデジタル通貨への
理解を深めることが目的であって、デジタル通貨を発
行するような具体的な計画を持っているわけではない。

実用化の検討段階にある
ブロックチェーン

一昨年は未だ実証段階だったブロックチェーンは、
急
速な技術革新により、実業務に適用されるまでに成長
した。
日本においても研究が日進月歩で進み、
大手金融
機関・製造業・システムベンダによるブロックチェーンを
用いたサービスが登場しつつある。
まずは、
この一年の
動きを見てみよう。

ブロックチェーンは大別するとパブリック型・コンソー
シアム型・プライベート型の3種のタイプに分類される
が、
それぞれのタイプのビジネスへの適用範囲が明確
になってきた。
パブリック型は管理者を置かず、誰でも
参加できるオープンなネットワークとなるが、管理者が
いないためトラブル発生時の対応が難しいこと、改ざ
ん耐性を確保するためのコンセンサスアルゴリズムの
処理速度が遅くなることなどの課題がある。
これに対
して、
コンソーシアム型やプライベート型は、管理者を
置いて参加者を絞ることで悪質な参加者を排除し、あ
わせてコンセンサスアルゴリズムを簡略化することで
処理速度とコストの問題を解決しようとしている。特
に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）上で開発された、ripple connectを
用いた国際送金のソリューションは、実用化に向けた
検証が進んでおり、普及まであと一歩の状態まできて
いる。

非金融分野への応用も検討され始めた。
ブロックチ
ェーンの持つ改ざん耐性は著作権保護の用途に適合
するため、著作権管理システムへの活用が検討されて
いる。
また、
ブロックチェーンの持つ情報のトレーサビ
リティは、物流分野で生産・流通経路を記録する仕組
みへ活用できる。
しかし、いずれの活用方法も検討が
始まったばかりであり、ユースケースの実証実験と実
業務での実績を積み重ねることで、普及は加速するで
あろう。
2．処理性能と公開範囲のトレードオフ

ブロックチェーンは、現在の技術レベルでは処理性
能を維持しつつセキュリティを確保するのは難しいと
考えられている。
これを解決するためには、参加者を
絞ることで悪意のある参加者を排除し、
その代わりに
コンセンサスアルゴリズムを簡略化して計算処理の負
荷を下げる方法が考えられる。
この場合、処理性能と
公開範囲の間にはトレードオフが発生するため、実業
務への適用においては、求められる処理性能とセキュ
リティ要件に応じてブロックチェーンのタイプを選択す
る必要がある。

また 、スマートコントラクトの 実 用 化 に 向 けた
検 討 が 進んだ 点 もあ げられる。ブロックチェーン
の 基 盤 技 術 上 で 自 律 分 散 型 の ア プ リケ ー ショ
ン：Decentralized Applications(DApps)を用いれば、
スマートコントラクトの実現が可能になり、
この分野の
検討が大きく前進したといえる。

普及に向けて取り組むべき
課題は？

現時点で分かっている課題を整理してみよう。

3．信頼性を保証する技術の確立

ブ ロックチェ ーン を 用 い た 分 散 型 台 帳 技 術
（DLT：Distributed Ledger Technology）によって、国
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際送金システムであるSWIFTを代替する検討が進
んでおり、大手金融機関・IT企業・決済機関などが共
同研究と実証実験を行っている。DLTは信頼性の高さ、
効率的な情報共有、
データの改ざん耐性や完全性、シ
ステムの耐障害性などの点でSWIFTより優れているが、
データの機密性、セキュリティ、拡張性など、金融業務
に必要な要件を実証できていない課題も多い。

スマートコントラクトに関するトラブル事例として
は、2016年6月に発生したDAO Attack事件が記
憶に新しい。DAO（Decentralized Autonomous
Organization）のプラットフォームであるEthereumに
脆弱性はなかったが、DAOのプログラムに脆弱性が
あったため、不正送金が行われてしまった。
この事件は、
不正な取引が、
あたかも正当な取引として全ての参加
者のコンピューターに書き込まれてしまう危険性を明
らかにし、
ブロックチェーンのプラットフォームだけでな
く、その上で実行されるプログラムの安全性の担保の
あり方についての課題を突き付けた。
ブロックチェーンの技術は発展途上であり、
オンライ
ン処理性能やセキュリティの安全性、
スマートコントラ
クトの実現を可能とするためには、いま一歩の技術革
新が必要といえる。
4．技術の進歩に合わせた法制面の検討

ビットコインに代表されるブロックチェーンの技術を
用いた仮想通貨は、その特性からマネーロンダリング
の温床になる懸念があるが、
これまでは実世界のよう
な法規制が存在しなかった。
しかし、
ブロックチェーン
の技術自体は改ざん耐性・透明性を備え、
かつスマート
コントラクトを実現し得る優れた技術であるため、技術
の健全な利活用に向け、適用されるサービスのSLA（
サービスレベルアグリーメント）を整備する必要がある。
特にスマートコントラクトの実現のためには、資金決
済法・犯罪収益移転防止法・個人情報保護法・電子署
名法などにSLAが対応できているか、十分な検証が必
要となる。現行の法律がスマートコントラクトの先進
性を網羅できていないことを踏まえると、法整備の推
進が必要なことも確かであろう。
5．スマートコントラクトの適用範囲

ブロックチェーンにスマートコントラクトの仕組みを
実装するにあたり、
その適用範囲の定義の難しさが明
らかになりつつある。
スマートコントラクトでは、
「契約」
が「資産」に紐づいた取引情報として扱われるが、
その
内容は「契約」によって異なり、画一的に定義できるも
のではない。個々の「契約」の締結、履行といったビジ

125

ネスプロセスは関係者間の合意のもとに、局面に応じ
てそれぞれ定義するものだからである。
そのため、全て
の契約を同じプロセスで実行することはできず、
「契約」
プロセスのどの部分をスマートコントラクトに適用する
か、という課題に取り組む必要がある。
さらに、IoT、AI
の技術革新によって業務効率化が飛躍的に進み、
その
条件でのスマートコントラクト実現の検討という、
より
包括的なビジョンを描くことが求められる。

業界の先駆者となるためには

ブロックチェーンを用いたサービスで業界の先駆者
となるためにはどのような取組みが必要なのだろうか。
1．国内3大メガバンクと共同で進める
「ブロックチェー
ン研究会」の取組み

デロイト トーマツ コンサルティングは、みずほフィナ
ンシャルグループ、三井住友銀行、三菱UFJフィナンシャ
ル・グループの3社と共同でブロックチェーン研究会を
発足し、研究を進めている。
3社と共同で実施した国内
の銀行間振込業務の実証実験について解説しよう。
銀
行間の決済システムの一部にブロックチェーン技術を
適用した結果、送金業務に求められるオンライン処理
性能が実運用の適用水準を満たしていることと、
コス
ト削減が期待できることが実証できた。今回の実験は
ブロックチェーンの適用領域を一部に絞ったため、実
用化に向けた検証が必要だが、
ブロックチェーンの将
来性を再確認できた。
今後、実証実験や実用化検証の
更なる推進が求められる。
2．プラットフォームとしてのブロックチェーンの活用

ブロックチェーンの 技 術 は 、改 ざ ん 耐 性 や 完
全性、耐障害性などの特性により、S a l e s f o r c eや
A W S 、A z u r e といったクラウド基 盤 のようなプラ
ットフォームになり得る可 能 性を秘 めている。しか
し、DAO Attack事件によって、
ブロックチェーン基盤の
Ethreum上で使われるプログラム言語であるSolidity
の自由度が高すぎたことと、アプリケーションの構築
および運用の方法が未成熟であることが明確になった。
ブロックチェーンをプラットフォームとして適切に活用
するためには、アプリケーションを構築する自由度を
減らして不具合が発生するリスクを抑えつつ、
より使い
やすくすることが必要だといえる。
3．ブロックチェーンの拡大に向けて

日本のブロックチェーンの利活用に向けた取組み
は、特定の業界でコンソーシアムを組成して、
その枠組
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みの中で検討する流れで進んでいる。
これまでは金融
業界での検討が中心であったが、今後は製造・物流業
界で検討が進んでいくであろう。
サプライチェーン業務
において企業レベルのシステムを公益レベルの企業間
を跨いだシステムに置き換えることができれば、透明
性が高まり効率化が可能になると考えられているため、
ブロックチェーンが持つ情報のトレーサビリティの活用
が注目されている。
また、
サプライチェーン業務のトレー
サビリティが高まれば、
その情報を用いて金融サービス
を高度化できると考えられている。
ブロックチェーンの
活用範囲をサプライチェーン業務に拡大していくことは、
製造・物流に関わる様々な企業に影響する、非常に大
きなテーマである。
かつて、
インターネットがその基盤技術ではなく、電
子メールというアプリケーションによってビジネスのあ
り方を変えたように、
ブロックチェーンもその基盤技術
上で稼働するアプリケーションがビジネスのあり方を一
変させる可能性がある。我々が為すべきことは、革新
的なサービスにいち早く着目し、標準化したサービスと
してビジネスに適用させることである。
参考文献

FinTech、
ブロックチェーンにおけるデロイトの取り組み

https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/about-deloitte/
articles/dtc/fintech-blockchain-deloitte.html
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執筆者
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。

127

飛躍的進化が期待される技術のウォッチリスト

飛躍的進化が期待される技術のウォッチリスト

イノベーションの兆しが見えるテクノロジー

ナノテクノロジーや高度エネルギー貯蔵技術、合成生物学や量子テクノロジーのビジネス
への応用は、はるか先の話のように思えるかもしれない。
しかし、
その実現は、急速に近づいて
きている。 かつては未来の技術と言われていたこれらの分野においても、今後3〜5年後には
ビジネスへの応用例が現れ、先進的な導入が加速することが予想されている。
このような理解
に基づき、
「技術の飛躍的進歩」を用いた探索に踏み出し始めたCIOやCTO、ビジネス戦略担
当が増えてきている。彼らは、
「技術の飛躍的進歩」の持つ破壊的な力を正しく捉え、解析した
上で、統制の取れたイノベーションの原動力として利用しようとしている。
また、
これらの技術
が成熟するまでただ待っているのではなく、行動をこちらから起こす必要があることを理解して
いるのである。

本

レポートの他の章の内 容 は、今 後 1 年 半
〜2年の間にビジネスへ明確な影響を与え
るものだが、本章で扱う
「技術の飛躍的進
歩」は、
まだ兆しがわずかに現れてきているにすぎない。
これらが現実のものとなるのは、今後2年〜5年のこと
と思われる。
しかし、現実となった際には、市場に与え
る影響はまさに飛躍的に拡大していくだろう。
企業にとって、
これらの「技術の飛躍的進歩」は実
在する脅威であるとともに、前例のない機会でもあ
る。そのため、
「 技術の飛躍的進歩」の影響に関する
分析は、新たに台頭する技術に対する当社の定期
的考察として、以前から取り上 げられている。例え
ば、
「Tech Trends 2014」のレポートでは、AI、
ロボティ
クス、
サイバーセキュリティ、
および3Dプリンティングを
調査するために、最先端の研究機関であるSingularity Universityの教員と協働した。
当時、
これらの新興
技術は、1年〜1年半毎にコストあたりの性能は倍に
なるという、ムーアの法則を上回る速度で発展してい
た1。
そして、わずか数年後、
これらの技術が産業やビジ
ネスモデル、ビジネス戦略を崩壊させている様を目の
当たりにした。

の4分野について、それぞれの特徴や由来、今後の発
展を紹介する。

それぞれの分野について、先行事例やビジネスへ適
用するための手がかりを探していく。
これらの技術全て
が2年またはそれ以上の間に産業に甚大な影響を与
えるとは限らないが、少なくともそれらの技術導入を
早期段階で検討しておくことで、競争優位の機会を得
ることができる。少なくとも、経営陣はこれらの技術を
どのように自社の組織に組み込み、イノベーションを
起こすかについて検討を始めることができるだろう。
新しい変化の兆しに無反応になってはいけない。
さ
あ、今こそ準備を始めよう。

本レポートでは、公共および民間において重要な投
資研究分野とされている、
ナノテクノロジー、高度エネ
ルギー貯蔵技術、合成生物学、
および量子テクノロジー

129

Tech Trends 2017 The kinetic enterprise

私の見解
ROB NAIL, CEO AND
ASSOCIATE FOUNDER
SINGULARITY UNIVERSITY

我々は激動の時代に生きている。
この1年で見てき
たように、政治的な見通しも足元から変わりつつある。
ニュースやランダムな情報は急流のように押し寄せて
くる。同時に、ナノテクノロジー、高度エネルギー貯蔵
技術、合成生物学、量子テクノロジーなどの飛躍的な
技術は、私達のあらゆる生活と、
あらゆるビジネスモデ
ル、市場、社会を一変させている。
ついには、人間とは
何かを定義し直すことすら可能にするかもしれない。

技術の飛躍的進歩は、
人間とは何かを

定義し直すことすら可能にするかもしれない。
我々はどうしたらよいのか？変化は私達の身の回り
で常に起こっていて、そのスピードも増していく一方だ。
特に
「技術の飛躍的進歩」
の領域においては、
急進的な
イノベーションが起こると、感情的に捉えられることが
多い。
我々は、
変化を不安に感じる。
最初のリアクション
では、安定しているもの、
つまり過去のものに固執する
ことが多い。

Singularity Universityでは、
これらの変化がどこ
に向かうかを理解しようとしている。
いくつかの見解と
は対照的に、我々は有望で将来性のある未来を見よ
うとしている。飛躍的な技術を利用することで、癌が私
達の家族を苦しめることは無くなるかもしれない。全
ての人にとって、たとえどんなに悲観的な人であって
も、
これは望ましい目標であることに同意できるだろう。
貧困を無くし、人生を豊かにするために、ナノテクノロ
ジー、合成生物学、量子テクノロジーの力を利用する
ことで、今まで解決することなど想像すらできなかった
問題に取り組むことができる。
「技術の飛躍的進歩」は
恐れるべきものではなく、可能性をもたらすものであ
る。
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「技術の飛躍的進歩」の利用例が現れ、技術が成
熟するためには今後3〜5年は必要であり、技術、科学、
学問およびビジネスそれぞれが個別のゴールに専念
しているだけでは不十分だろう。
つまり我々は、
これら
の技術が何であるか、
どう利用できるかについて、社会
全体が理解するための助けとなる必要もある。

未来は既にここにある。世界は日々変化しており、
今後も変化し続ける。
将来に向けたビジョンと、
それを
導くツールを手に入れない限り、毎朝驚く羽目になる
だろう。Singularity Universityでは、我々がどこに向
かっているかを自覚し、どうすれば「技術の飛躍的進
歩」が豊かな未来を築けるかについて、
ともに話し合っ
ていくためのより良い方法があると信じている。
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ナノテクノロジー

ナノテクノロジー

が、
それはチップ上の配線の幅がシリコン原子50個に
満たないほどの小ささであった5。

ナノという言葉は、
よく極端に小さいものを表現する
際に使われている。
例えば、
Tata Motors社は、
主にイン
ド市場向けの小型車を
「Nano」
という名前で販売した2
。
しかし、
ナノという言葉には、
プロダクトマーケティングで
の小型な製品を指す使われ方以上に、
厳密な定義があ
る。
1ナノメートルは10億分の1メートル
（1/ 1,000,000,000）
であり、
これは炭素原子を3つ並べた長さにほぼ等しい。
それに比べて、
1本の人間の髪の毛は80,000〜100,000ナ
ノメートルであり、
1ナノメートルがいかに小さいかが理解
できるだろう3。
ナノスケールで物質の構成を変えて材料の性質を
変える技術であるナノマニュファクチャリングは今後
発展が予想される分野である。通常10ナノメートルよ
りも小さいものを作ろうとすると高度な科学技術が必
要となるが、ナノスケールで正確な分子を作り出せる
技術が製薬業界において成果をもたらしている。
ナノ
マニュファクチャリングと聞くと、既存の製造業の延長
線上にあるように思われるが、実際にはまったく異な
るものであり、既存の製造業にはない一連の新しい技
術を指す4。

ナノスケールにおける様々な機会と挑戦によって、
ナ
ノマニュファクチャリングは発展し続けている。
まず、
その
最も典型的な例として、
より安価で高性能なコンピュー
タの需要が高まったことが挙げられる。
半導体チップの
集積密度は周期的に倍増する、
というムーアの法則は、
半導体の高度な微細加工技術を可能にする製造機械
の技術開発に支えられている。2014年にIntelはプロ
セスルール14ナノメートルの半導体チップを販売した

ナノマニュファクチャリングの発展を後押しした2つ
目の要因は製薬業界における需要である。生命の誕
生は、ナノスケールでのDNAの複製とタンパク質の合
成という複雑な分子の作用を介して行われる。
ここ
での分子の大きさは10〜100ナノメートルほどであり、
製薬業界のナノマニュファクチャリングにおいて、例え
ば疾患を直接治療する薬として使用することができる
タンパク質の製造を、
このプロセスを模倣して行うこと
6
ができる 。
3つ目の要因は塗装剤、潤滑剤、および接着剤にお
ける表面へのナノ構造の活用である。
ナノ構造は防水
性を付与することができ、防水生地や、曇らない鏡や
窓の製造を行うことができる。同様に、飛行機の翼に
おいてナノ構造の表面を採用し、氷の付着を防ぐこと
で飛行の安全性を高め、
また氷結防止剤を何度も塗り
なおす必要もなくなった7。今後の注目されるビジネス
チャンスとして摩耗と摩擦に関するものがあり、
これら
は接着と同様に、
ナノスケールでの表面間の相互作用
が重要な要素となる。

リアリティチェック
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現在または将来のビジネスに影響を与え得るナノマ
ニュファクチャリングの製品とは何であろうか。

集積回路だけではなく、ナノマニュファクチャリング
によって作られた製品は多く存在する。
例えば、感染を
防ぐために衣服や医療機器に使用される殺菌効果の
あるナノ粒子の銀や、ローションまたはスプレータイプ
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の日焼け止めに使われるチタンのナノ粒子、腐食を防
ぎ明るい塗装剤を作る顔料のナノ粒子などが挙げら
れる8。

現代の加工技術においてフライス加工などで機械
加工された断面の凹凸の粗さは一般的にミクロンの
単位だが、潤滑剤分子はそれよりも大きい。
したがって、
ナノスケールで表面の特徴を変化させ、表面にナノ構
造の素材を利用して摩擦を低減して潤滑を良くするこ
とも、摩擦を増強して接着を良くすることも可能となる。

NanoMech社は、歯車、ベアリング、バルブ、シャシ
ーなどの重要な機械部品に対する摩耗の影響を軽減
するように設計されたナノ構造の潤滑剤を製造してい
る。耐用年数を伸ばし、機械システムのメンテナンスコ
ストを削減するために、高圧力、耐摩耗性、腐食保護性、
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極端な温度下での安定性などの問題に対処するよう
に設計されている。特別なビジネスユースケースのた
めに潤滑剤や塗装剤を製造しているものの、新しいナ
ノ構造材料として開発するというよりは、むしろ既存の
製造技術を利用し、
トップダウンとボトムアップの両方
のアプローチで適応している9。
ナノテクノロジーはサイエンスフィクションのように
聞こえるかもしれないが、今日において、その用途が
明らかにになってきている。例えば、NanoMech社の
AtomOilとAtomLubeは自己補給型の潤滑剤で、摩
擦によって潤滑剤分子が分離し、追加の分子が界面に
引き込まれる。
その適用例としては、石油とガスの生
産のための設備や、農業、鉱業分野で使用されるエン
ジンやその他の機械、ダイカストや機械加工などのマ
クロ製造技術などが挙げられる10。

これらの製品の潜在的な市場を考えてみてほしい。
ある試算では、我々は毎日平均10台の機械を使用して
おり、世界の人口が増えるにつれ、使用される機械の
数も増える。
それは必然的に私達の製品を必要として
いることを意味している。

JIM PHILLIPS, CHAIRMAN AND CEO
NANOMECH

NanoMechは、ナノメカニクスの先駆者であると
自負している。当社では、
「We make atoms work
harder」をスローガンに、
ナノスケールで製品を設計し、
マクロスケールで生産し続けている。

ある試算では、我々は毎日平均10台の機械
を使用しており、
世界の人口が増えるにつれ、
使用される機械の数も増える。
それは必然
的に私達の製品を必要としていることを
意味している。
工業用潤滑油業界の格言として「手間がかからな
いことこそが最良のメンテナンスである」
という言葉が
ある。
ナノ加工された潤滑剤や塗装によって、製造、エ
ネルギー、自動車、防衛部門のクライアントが機械の
性能の向上、効率化、耐久性を強化させ、故障の低減
を実現している。
また、クロムや石油製品などの従来
使用されていた材料を使わずに済むようになり持続
可能性を高めている。

我々のナノスケールの製品の製造能力は、
この需要
に応えるのに役立っている。NanoMechは6年間かけ
て、80製品を取りそろえるまでに成長したが、
これは既
存の製造のために設計された機械をナノスケールの
製品の製造にうまく適応させた結果である。いくつか
の企業がこれらの製品の製造のための機械を一から
設計しようとしているが、それは「車輪の再発明」であ
り、時間と予算の無駄であろう。

機械と電子の両方が関わるロボット工学の拡大に
伴い、今後2〜3年後にナノテクノロジーの飛躍的な進
歩も期待できる。
長期的には、
ニッチ市場においてもナ
ノテクノロジーソリューションの普及が見込まれる。例
えば、製薬業界では既にナノスケールで新しい分子を
設計しており、他の業界においても同様なケースが今
後出てくるだろう。将来を見据えた時、材料科学は新
しい可能性を実現するための触媒となり得るのである。

もし機械システムや製造における全ての課題がナノ
スケールであるならば、その解決策もナノスケールで
検討しなければならない。
我々のソリューションは、機
械システムの現在のニーズと将来のビジネスチャンス
という両方の視点をしっかりと捉えている。
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私の見解

高度エネルギー貯蔵技術
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高度エネルギー貯蔵技術

しかし、
揚水式水力発電を利用した貯蔵は比較的
効率的な貯蔵方法であるが、
水や貯水池へのアクセ
それゆえ揚水式水力
世界が炭素ベースのエネルギーに依存している中、 スや地形による制約を受ける。
発電における貯蔵方法は、
その利点よりも、
集約的大
太陽や風は我々の後押しをしている。2014年、風力と
規模貯蔵の方法としてほかに目ぼしい代替策がな
太陽光による発電は世界中で消費されるエネルギー
い、
ということが話されがちである。
そして実際問題と
の約1％を占めている。消費量全体から見るとわずか
して、
風力や太陽光などによる発電設備の大幅な拡
だが、急速に成長している11。
張と分散化の傾向に伴い、
様々な地域や単位で、
産業
過去15年間、風力による発電量は4年毎、太陽光で
用・消費者用へと柔軟に対応する必要があるだけでな
は2年毎に2倍に増加してきた12。
そして発電における
く、
エネルギー貯蔵の容量もさらに増やす必要がある。
コストは低下し続け、
この指数関数的な傾向は続くと
予想される。
今後25年で新たに作り出される発電量の
うち3分の2を占めるようになるだろう13。
しかし、再生
可能エネルギーによる成果は究極的には将来の適用
この10年間の良いニュースとして、
より効率的なバ
を制限するおそれも引き起こす。伝統的な発電方式と
ッテリー、圧縮空気、溶解塩など、新しい貯蔵技術の飛
は異なり、風力や太陽光は自然の気まぐれさ
（風が吹
躍的進歩があった。
これらの発電源もしくはその周辺
かない時や、日が射さない時は発電されない）がある。
で展開されている開発事業について、以下に注目すべ
この課題を緩和する方法は存在する。例えば、風力
き例を挙げる。
発電量は昼より夜に増える傾向があるので、風力発
• 太陽光には恵まれつつも、燃料の輸入には高い
電と太陽光発電を相乗的に使用できる機会があるか
コストがかかるハワイのカウアイ島は再生可能エ
もしれない14 。
しかしこのアプローチを導入しても、エ
ネルギーの主要消費地である。晴れの日は雲の
ネルギーの生産量と消費量を均衡させる必要がある
出現とともに低下するものの、太陽光により日中
という根本的な課題は続く。消費者が必要とするレベ
の電力所要量の70％の発電量が提供される。一
ルまで大規模にエネルギーを蓄えようとする試みは昔
方、エネルギー需要のピークは夕方である。
この
からあった。
揚水式水力発電という一つの解決方法は
ギャップを埋めるため、
Kauai
Island
Utility
19世紀に起源を発する。
揚水式水力発電施設では、電
Cooperative（KIUC）社は、
電力システムのプロバイ
力が豊富（かつ安い）時に水を上流に汲み上げ、電力
ダであるSolarCity社と提携し、Tesla社のリチウム
が不足している（かつ貴重な）時に下流の発電用ター
イオン蓄電池システムを併設した新たなエネルギー
ビンへと放出する。
この発電はいくつかの点で非常に
貯蔵施設を建設する。
発電所では昼間に発電し、
エ
効果的であり、世界中の貯蔵エネルギーの約99％を
16。
15
ネルギーを蓄え、
需要の多い夕方に供給する
占めている 。
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• オンタリオ湖では、カナダのスタートアップ企業
Hydrostor社が圧縮空気を利用したパイロットプ
ログラムを開始した。
この方法では、空気は圧縮さ
れ、一繋がりの水中バルーンに取り込まれる。
エネ
ルギーが必要になった時、バルーン内の空気を解
放し、
膨張させ、
電気を生み出すことができる17。

• 2015年以降商用では、SolarReser ve社の110
megawatt-hours Crescent Dunes Solar Energy
Projectが、ネバダ州の砂漠で、大規模な鏡を利用
して太陽光を集中させ溶融塩を加熱する、太陽熱
システムを導入した。
熱せられた塩は直径140フィー
ト
（約43メートル）の絶縁された貯蔵タンクに華氏
1,000度
（約537℃）
以上の温度で貯蔵され、
必要な時
に従来の化石や原子力プラントのように、
動力タービ
ンへの蒸気を作り出すために使われる18。
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今までの基盤を一新することはエネルギー発生と
貯蔵の両面での飛躍的な改善をもたらすかもしれな
い。
しかしそれ以上にキーとなり得るのは、旧来の集
中型発電モデルと複数の分散された消費ポイントへ
の一方通行配信を補完し得る、今後の新しいビジネス
モデルへの変革である。

この方法により、毎日Crescent Dunesの発電所
は、太陽エネルギーを塩の中に集めることで生成
される1,100メガワットのエネルギーを蓄えること
ができる。

おそらく重要なことは、エネルギー貯蔵技術の進歩
が消費者により多くの選択肢を提供し、消費者自身が
消費する場所もしくはその近くでエネルギーを貯蔵す
ることを可能にするかもしれないことだ。以下に注目
すべき開発例を数例記載した。

このように幅広く成長しており、それぞれ異なるパ
フォーマンスと経済的特性を持つ新興エネルギー貯
蔵技術とともに、ビジネスと消費者の採用パターンは、
近い将来でも予測が困難なままであろう。
しかし、どの
技術が台頭したとしても、消費者と生産者ともに伝統
的な供給や需要、多くの関係者間における経済的関
係を変革するような、
より多くの選択肢とさらなる複
雑さに直面する。

• 日本では、2020年までに新しく建設される全ての
公共建築物が自ら全てのエネルギー需要を賄うこ
とを可能にし、同じく民間住宅においても、
ストレー
ジの開発に大きなインセンティブを与えることで
2030年までにゼロエネルギー基準を設定するとい
う目標を政府が立てている19。

もしあなたのビジネスが大量のエネルギーを消費し
ていた場合、
この革命に対してあなたはどのような革
新的な対応をとるだろうか。

• アメリカでは、いくつかの公共事業がエネルギー貯
蔵製品を顧客に提供しており、
ソーラーパネル設置
の増加に伴い、
Tesla、
Orison、
SimpliPhi Powerな
どのエネルギー貯蔵分野でのイノベーターは、最
終消費者に直接貯蔵技術を販売している。
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私の見解
多くのイノベーションと同様に、材料面では課題が
あるかもしれないが、基本的にレドックス電池はリチウ
ムイオン電池より安く、発電する場所と消費する場所
が集中していようが、分散していようが、配電網での利
用に適している。

TOMÁS DÍAZ DE LA RUBIA, PH.D.
CHIEF SCIENTIST AND EXECUTIVE
DIRECTOR, DISCOVERY PARK
PURDUE UNIVERSITY

Discovery Parkで研究され、
キーとなる世界的メガ
トレンドの一つがエネルギー需要の増加である。世界
エネルギー会議は2050年までにエネルギー需要は40
％〜60％増加すると述べている。
その需要の増加の大
部分を輸送分野が占める可能性が高い。私達は、自
動車やバス、列車、
その他の輸送手段で使用できる最
適なエネルギー貯蔵技術の開発には至っていないの
である。

今日リチウムイオン電池が普及してきている
が、
それだけで全てが満たせる訳ではない。

今日、
リチウムイオン電池の利用が拡大しているが、
電池の性能を向上させ、大量生産を通じたコスト削減
を行わない限り、それほど多くのことはできないのだ。
さらにこの分野では多くの革新が起こっており、
リチウ
ムイオン電池が我々のエネルギー貯蔵の唯一の解決
策になるとは考えられない。今のところ、
この分野は
初期の研究段階にあるものの、研究は世界的に行わ
れている。

私は最近電気自動車（EV）を購入した。
このモデル
は85マイル（約137キロメートル）の距離を走ることが
できると言われており、町を走る分には十分である。
し
かし、気温が高かったり低かったりすると、
この車の走
行可能距離は30％低下することに気づいた。
これが
車で使用されているリチウムイオン電池の現実であ
り、実際の走行距離は我々の予想よりも短いだろう。
し
かし、革新は近い将来起きる筈だ。はるかに高いエネ
ルギー貯蔵効率を可能にする技術が現在開発され
ており、飛躍的な進歩を見込むことができるのである。

また、輸送のためではなく、配電上で利用可能な技
術がすぐに出現する可能性もある。容量や重量の特性
は配電にとってそれほど重要なものではなく、貯蔵方法
はバッテリーパックである必要はないのだ。
コンビネー
ションフローバッテリーと二電解質システムであるレド
ックス電池は、現在開発中の有望な技術の一つである。
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私は、今後数年間にエネルギー貯蔵技術の進歩
が、1kWhあたりたった100ドルで配電網に貯蔵する
ことができるようなブレイクスルーを起こし、近い将来、
輸送部門はイノベーションを巻き起こすだろうと考え
ている。
再生可能エネルギーの発電量は増加し続けている
が、配電網からの需要よりも輸送からの需要が増えて
いる。私は公的機関がこの分野において、研究開発に
伴うリスクを減らすために重要な役割を果たしてくれ
ると信じている。
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生物多様性条約は、
バイオテクノロジーについて
「生物システム、生物、またはそれらの派生物を使用
して、特定の用途のために製品またはプロセスを作成、
修正する技術的適用」として定義している20。
バイオテ
クノロジーが潜在的に重要な影響を及ぼすのは、ヘル
スケア、農業分野における大企業に限ったことではな
い。
実際、指数関数的に影響が拡大するにつれ、
バイオ
テクノロジーは工業製品、天然資源、
ハイテク、
その他
産業にも波及する。

今年のレポートでは、
バイオテクノロジーの1つの領
域「合成生物学」に焦点を当て、遺伝子編集と修復の
ための前駆体技術を取り上げる。
デロイト コンサルティ
ングの主任医療情報担当者であるAsif Dharは、合成
生物学を
「物質を創り出す生物工学」と簡潔に説明し
ている。
例えば、燃料、ポリマー、建築資材のためのアル
コールを生産する工学的な藻類がある21。
合成生物学
の進歩の多くは、基本的な細胞の行動を編集すること
ではなく、細胞にコードを加えて、細胞が受け入れる方
法でシグナルに異なる反応を起こさせることで生まれ
る。
これは、細胞の意思の方向転換を狙ったものであり、
特定の細胞を深く理解することが求められるプロセス
である。

言うまでもなく、嚢胞性線維症、鎌状赤血球貧血、
およびある種の癌などの遺伝性疾患を永続的に矯正
できる兆しというのは、患者にとって希望的なもので
あるが、一方で悪意あるヒトゲノムの操作を想起させ
るものである。
規制上および倫理的な議論は科学研
究と同じくらい活発なものとなっており、
これらの問
題はまだ解決とは程遠い。
しかしながら、
この破壊力
を持った医学的、産業的および合成生物学的な適用
を理解することは、
ビジネス上の重要な検討事項を洗
い出す糸口となり、我々の将来を形作るものである。

リアリティチェック

これは、科学を超えて産業間のビジネスモデルにも
示唆を提供している。
今日における一般的な治療のあ
り方は、
しばしば薬学的養成法を用いて、時間をかけて
生理機能を逆戻ししようとするものである。
ひょっとする
と、合成生物学は再治療が必要ない1回限りの治療を
可能とするかもしれない。
そしてその治療で生涯にわた
る幸福が得られる場合、
その最適な支払・補償の方法
は何であろうか。

現在、合成生物学の発明、特許、IPOは数多くあふれ
ているが、とりわけある分野での活動が注目されてい
る。
それはCRISPRによる遺伝子である。

CRISPRとは、クラスター化された規則的に間隔を
置いた短いパリンドローム反復による、ゲノム編集技
術である。新しい機能や行動の創出に焦点を当てる
のではなく、CRISPR酵素は分子ハサミとして働き、指定
された場所でDNAを切断して、元来意図した通りに機
能するように遺伝子コードを編集・修正する22。
Intellia
Therapeuticsのchief scientific officerであるTom
Barnesは、ゲノム編集のプロセスについて、
「生命の
書におけるタイプミスを正すこと」と表現している。生
物 学 者 は ゲノムを編 集する術をすでに持っている
が、CRISPRは、自由に使える他のツールよりも、効率
的で正確で柔軟な技術といえる。

このプロセスをより明確に理解するには、大規模で
複雑な機械の1つの部品を生産する工場を想像してみ
るとよいだろう。 この部品は、機械の多くの部分にとっ
て重要な働きを持つ。
しかし、製造ソフトウエアの小さ
なエラーによって、
この部品は、機械が動作を開始した
直後にエラーが発生する傾向がある。幸いにも、同社
はエラーを特定してソフトウエアにパッチを当てること
で、
この部品は効果的な働きを示すことになる。

バイオテクノロジーの医学的な適用に関しては議論
が交わされている。環境的なエンジニアリングは可能
なのか。
社会は生殖系列あるいは子宮内のエンジニア
リングを許容するのか。人々はゲノムを変化させること
に声をあげ始めるのか。
倫理観は国や文化によって異
なるのだろうか。
これらは大きな問いといえる。

ヒト細 胞 は 小 さな 製 造 施 設 のような ものであ
り、DNAが細胞機能のためにソフトウエア命令を行っ
ている。
ヒト細胞は、ゲノムの完全性を保証するために
効率的にチェックと調和を行うが、時にはエラーが起
こることがある23。
場合によっては、外界からの損傷や遺伝的継承
といったものが、これらのエラーの原因となってい
る。
CRISPRの登場前には、安価で、効果的で、
かつ標的
となる遺伝子修復部位を特定し、陽性の治療結果に
向けて遺伝子配列を操作するための正確な合成メカ

137

合成生物学

合成生物学

chnology
Tech Trends 2017: The kinetic enterprise

ニズムは存在しなかった。
すなわち、疾患や慢性症状
を引き起こす既知の遺伝的欠陥を持つ広範な配列に
わたるヒトゲノムにおける
「パッチング」エラーへの信
頼できる対処法は存在しなかった24。

合成生物学の進歩によって、生物系の全ての遺伝子
操作が可能となるかもしれないが、実行に移すとなる
とかなり難しい。例えば、ショウジョウバエを操作する
ために現在使用されている技術は、100年かけて開発

図1. CRISPR / Cas9はどのように機能するか？

CRISPR / Cas9システムは、
ウィルス感染を防御するために発達させた細菌の免疫システムの一種である。
CRISPR
領域は、短いリピート配列とスペーサー配列という2種類のDNA配列と、ゲノムを編集するために必要な機能を有
するCasタンパク質によって構成される。
細菌の免疫システムであるCRISPRは、以下のステップで効率的にゲノム
を組み換える。
短いリピート配列

スペーサー配列
ウィルス

CRISPR RNA

RNA

CRISPR配列

1

適応

本来の配列には存在しない、外来ウイルス由来の
DNAは、短いセグメントに切断され、新しいスペーサ
ーとしてCRISPR配列に挿入される。

2 CRISPR RNAの産生

CRISPR DNAのリピート配列およびスペーサー配列は、
転写（DNAからRNAへのコピー）が行われ、
その転写後の
RNAは、CRISPR RNAと呼ばれる、短い一本鎖断片にな
る。
Cas9酵素および2つ目のRNAの断片が結合すると、二
重らせん構造がほどけ、
スペーサー配列と相同的なDNA
が結合する。

編集

DNAの二重らせんが
開かれる

OR

切断

3

ターゲティング

CRISPR RNA配列はウイルスDNAからコピーされるた
め、
ウイルスゲノム配列と完全一致し、優れた目印の役
割を行う。
ウイルスのゲノムと一致するDNA鎖が発見
されると、酵素はその二重らせんをほどき、2本鎖両方
の該当DNA配列を無効にする。

酵素

4

リペア

編集

研究者達は、
ウイルスDNAだけではなく、様々なDNA配
列の組換えを行うために、
その細菌の免疫システムの改
変を試みている。CRISPR/Cas9の機能を利用して、特定
部位のゲノムに対して、遺伝子を無効にしたり、
またはそ
れを切り取って新しいDNA配列を挿入したりと、効果的に
DNA配列を組み換えることができる。

Sources: Andrew Pollack, “A powerful new way to edit DNA,” New York Times, March 3, 2014, https://nyti.ms/2k5xxdx; Ekaterina Pak,
“CRISPR: A game-changing genetic engineering technique,” Harvard University blog post, July 31, 2014, http://sitn.hms.harvard.edu/ﬂash/2014/crispr-a-game-changing-genetic-engineering-technique.

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com
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されたものであるし、有効と思われる類似細胞株を同
様に操作するのに必要な経験や知識はほとんど蓄積
されていない。

現在、CRISPRはベンチツールから治療薬に進出し
ようとしている。
学者たちは、規制、
その規模、厳しい開
発状況に対処するためにビジネスと連携している26。

現在のCRISPRの使用例は、細胞の修復し意図した
機能を取り戻すことに焦点を当てており、出発点とし
てはあまり複雑でなく、一連の機能もあまり議論の余
地がない。

米国国立衛生研究所は、2020年までに癌の治療費
が1,580億ドルに達すると予測しており27、CRISPRの癌
治療としての潜在能力は、新たな治療法の増加したコ
ストと複雑さの下にある医療消費者と医療提供者に希
望をもたらすだろう。
製薬、石油、ガス、化学メーカーは、
複雑な化学物質やその他の化合物を生成する有機体
を作るために、
合成生物学の可能性に注目している。

同様に、農業では、選ばれた育種との交配をこれま
でよりも高速に行うために、CRISPR技術が使われてい
る。例えば、CRISPRで設計された小さなキノコは、処
理や配送の途中で茶色に変色することがない25。
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私の見解
1回の治療で人体の疾患関連遺伝子の
恒久的な編集ができるようになることは、
医学を変える可能性があると信じている。

THOMAS BARNES, PH.D.,
CHIEF SCIENTIFIC OFFICER
INTELLIA THERAPEUTICS

ヒトゲノムが2000年に初めて解読されて以来、科学
者は、個人の生活の質に大きな悪影響を及ぼす4,300
の遺伝性疾患の原因となる個々の遺伝子を特定して
きた。

これらの遺伝的障害、すなわち、以前からヒトが
罹患している嚢胞性線維症や血友病が、もはや私
達に負担とはならない将来を想像してみてほしい。
Intellia Therapeuticsでは、
このビジョンを実現する
ためにCRISPR技術に基づいた治療法を開発している。
Intelliaは、CRISPRは1回の治療で人体の疾患関連
遺伝子の恒久的な編集ができるようになることは、医
学を変える可能性があると信じている。

CRISPRにより、ゲノムの編集が可能となり、細胞の
遺伝物質を正確に狙いを定めて修正することができ
るようになる。
その破壊力は非常に強大なもので、製
薬業界では、直接または間接的に疾患を引き起こす
遺伝子および遺伝子変異体を特定するために、過去
20年間にかなりの研究がなされてきた。農業では、科
学者たちは、作物を真菌や細菌に強く、家畜を病気に
対してより抵抗力のあるものに変え、産業界や学界で
は、CRISPRを利用して人間の細胞を編集し、様々な
病気に対処しようとしている。池に波紋が広がるが如
く、CRISPRは医療、製薬、農業、
その他の産業に影響を
与え続けるであろう。それは主に、遺伝病に苦しむ人
々に効果がある。
しかし、生殖細胞系（将来の世代に
永続的に影響を与える精子や卵子DNA）を編集した
り、生態系のバランスを変えるために自然環境の中に
いる生物を編集したり解読するなど、多くの倫理的問
題が生じることになる。
これらの問題については、社
会全体が慎重に検討する必要がある。
Intelliaでは、生
殖細胞系の編集には参画しないことを選択し、今日の
遺伝病を直接標的にすることができる体細胞に焦点
を当てている。

今後5年間で、ゲノム編集技術を用いた様々な臨床
的取組みが見られることになるだろう。
その後まもなく、
有用な治療法とともにCRISPRに基づく医薬品開発の
発展が見られるだろう。

140

こうしてみると、2027年以降にゲノム編集の科学
がどのように見えるかを予測することは困難である。
今、私達は細胞の中に入り込み、
そのDNAを変える術
を持っている。私達の最大の課題は、適切な細胞の
中に入るということである。
そのプロセスを改善する
と、CRISPRの可能性は飛躍的に拡大していく。
そして、
これらの可能性を広げるにつれ、私達は必然的に、
こ
の技術がどのように配備されるべきかについての倫
理的な疑問に遭遇することになる。遺伝病に罹患して
いる人々のためにIntelliaで出来うる全ての利益に焦
点を当てている。将来的に、もはや先天的な遺伝を受
け入れる必要がなくなり、遺伝的要素を交換すること
ができるようになるだろう。
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効果を適用することで、古典的なコンピュータよりも
はるかに迅速に、
より多くの組合わせを扱うことが可
能となる。主な副作用の1つは、現在のデータの暗号
化と保護の仕組みが解読されてしまうことだ31。

量子テクノロジーは、量子力学の特性をコンピュー
ティング、センサー、暗号法、シミュレーションにおいて
適用できるエンジニアリングとして広く定義できる28。

幸いにも、量子もつれ効果は、量子もつれの「共有ノ
イズ」を使用してワンタイムパッド
（1回限りの暗号）を
強力にする量子暗号をサポートしている。量子もつれ
においては、物理的に離れた量子ビットは一方の測定
が他方の特性に依存するような関係があり、もつれた
ペアのいずれか片方を測定すると、ペアで共有されて
いるもつれ関係が破壊される。
これにより、
デジタルコ
ミュニケーションにおける
「回線傍受」をより簡単に検
知でき、送信時、受信時のビジネスにおける活用が可
能となる32。

量子力学は、原子レベルまたは準原子レベルで物
質の性質を扱う物理学の一分野であり、直観とは反す
るものである。粒子は波動のように振る舞い、量子の
不確実性の影響を受け、アインシュタインが「不気味
な遠隔作用」
と称した非局所的なもつれ現象を見せる。
量子現象の大部分は原子と基本粒子のスケールに限
定されており、その非伝統的な物質とメソッドは研究、
活用されることが求められる29。

結果として、
コンピューティングのために量子テクノ
ロジーを利用する試みは、
ハードウエア起因であり、
エ
キゾチックな材料を使用してプログラム可能な耐久性
のある量子状態を達成することが目的である。
すなわ
ち汎用的な量子コンピュータを追い求めることに焦点
を当てている。
エンジニアリングについて困難なハード
ルが残っているが、量子コンピュータが、現在の世界の
スーパーコンピュータが持つ問題解決能力を少なくと
もある種の問題について上回る「量子超越性」という
状態を達成するために活発な競争が行われている。

現在、中国の無錫市で開発されたスーパーコンピ
ュータSunway TaihuLightは、40,960ノードからなる
1,060万個のコアを実行でき、毎秒9京3,000兆回の浮
動小数点演算（93ペタFLOPS）が可能である。今日の
ハイエンドGPUに比べて約1万倍も高速である。一方、
およそ60量子ビットを持つ単一の量子ゲートチップは、
理論的には、TaihuLightコンピュータより処理能力が
高い30。

大規模な量子コンピューティングは、実現される時
期に関わらず、現実世界のビジネスや政治上の課題に
取り組む上で役立つ。
Peter Diamandisは、
いくつかの
異なる分野における例を提供している。
個別化医療で
は、量子コンピュータによりヒトゲノムにおいてコード
化された2万以上の全てのタンパク質のための薬物
相互作用をモデル化することが可能となるだろう。気
候科学では、量子が可能にするシミュレーションが人
間への生態学的影響について新しい洞察を生むかも
しれない。最後に、量子シミュレーションは、光合成な
どの多くの実世界のシステムをより良くモデル化すると
思われる。量子コンピュータを用いてこのようなプロ
セスを扱うことで、多くの産業、ユースケースを跨いで
生体模倣の進歩や発見につながるかもしれない33。

リアリティチェック

「量子超越性」を実現するために競争に勝つ企業は、
重ね合わせ、
トンネル効果、量子もつれなど、いくつか
の重要な量子効果を自社のアーキテクチャに取り入
れるだろう。

重ね合わせにより、量子ビットは0と1の値を同時に
保持することができ、
トンネル効果により、粒子は特定
のエネルギー状態を通り抜ける波動のような振る舞
いをする。直感に反するこれらの事実により、量子コン
ピュータは、現実的な時間枠で処理する古典的なコン
ピュータでは手に負えない、個別に組み合わされた複
雑な問題を解決することができる。例えば、機械学習
は、パターン認識を活用し大規模なデータセットの多
くのインスタンスを比較して、
そのデータを効果的に説
明する学習モデルを見つける。重ね合わせとトンネル

多くの量子ビットと高いコヒーレンス性を持つ商用
ゲートモデルの量子コンピュータ、つまり汎用量子コ
ンピュータを待つ間に、企業は量子シミュレーションと
量子エミュレーションを使って特定のアプリケーション
を試すことができる。
これらのアプローチは今日使用
されており、完全量子汎用コンピューティングへの道と
可能性を示すことができる。

量子シミュレーションは、今日のハードウエアとツー
ルを使って、
正確な量子物理学を実現する。
つまり、
量子
シミュレーションは、
各量子ゲートの正確な効果を理解
するために、
古典的な計算を使用して量子コンピュータ
が実行する動作を模倣するということである。

量子エミュレーションは、量子技術を活用するうえ
で有利なプロセスをターゲットとしており、正確な物
理学は用いず結果を損なわない数学的な近道を使用
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図2. 量子分野における将来的なビジネスへの影響
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最適化

量子シミュレーションは、
量子アルゴリズム設計に
よる既存のハードウェア
とツールを使用すること
によって、
現実に起こって
いる問題の解析を可能な
限り正確に行う。

量子最適化は、
個々が複雑に
組み合わさった問題に対して
特殊な構造や機械の量子効
果を利用することで、
特定の
タスクを実行する上で最も効
果的な方法を導き出す。

量子汎用コンピューティング

トンネル効果や量子もつれの
ような量子物理学的な効果の
幅広さを取り込むことで、
多く
の量子ビットと高いコヒーレン
ス性を持った汎用的でプログ
ラム可能な商用ゲートモデル
の量子マシンを構築する。

Deloitte University Press | dupress.deloitte.com

する。
つまり、量子エミュレーションは、量子計算と完全
に同じ結果を返すことだけが求められる。
特定の量子
ハードウエアのアルゴリズムをコンパイルする代わりに、
エミュレータが高速で古典的な近道を達成することが
できる。
エミュレーションの抽象度に応じて、
スピードと
34
実行総数の両方を改善することができる 。

ている、理論計算機科学者と物理学者の正式な証明
理論に裏付けられている。
しかし、
これらの理論は、一
般的にはアルゴリズム設計またはエミュレーションの
抽象概念について明示していない。

量子シミュレーションと量子エミュレーションのアプ
ローチはともに、古典的なコンピュータアーキテクチャ
でどこまで量子計算を行うことができるかを示そうとし

量子最適化は、
ルールベースと従来のケースベース
の両方の推論の限界を扱い、特性の共通性を通じて
複数のケース例を使用して関係性のレベルを示す。量

一例として、Kyndiは複雑なデータを推論する複合
的な複雑さに対処するために量子エミュレーションを
活用し、データ量が人間の専門家を圧倒しているよう
な分野で、広範な機械知能アプローチの一部を担って
いる。
それは専門家に取って代わることではなく、むし
ろ大規模分析の機械的な部分を自動化し、人が高付
加価値なことに注力できるようにすることを意図して
いる。Kyndiのテストは顧客が見積もったことを7時間
以内で分析したが、人間のアナリストだけであったら
丸1年を要しただろう。
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冗長な言い方になるが、前述のトンネリングやアニー
リングなどの量子最適化ソリューションは、完全な汎用
コンピューティングを提供するものではない。
与えられ
たタスクを実行するための最短、最速、最安もしくは最
も効率的な方法を見つけるような、難しい個々の複合
的な最適化問題を扱うものである。
よく知られている例
には、
航空会社のスケジューリング、
モンテカルロシミュ
レーション、
ウェブ検索などがある35。
より最近の例では、
画像認識、機械学習、
パターンベースのディープラーニ
ング、
インテリジェンスシステムのアルゴリズム透過性（
アルゴリズムがそれ自体と結論をもたらした方法を説
明できること）が挙げられる。

technolog
飛躍的進化が期待される技術のウォッチリスト

の両方にとって深刻な混乱をもたらすだろう。今日で
は、
パターン、洞察、
そしてビッグデータから相関を見つ
け出す統計的手法を使用している。
しかし、
リピート率
の低い高速ストリームで流れるスモールデータの場合、
これらの統計的方法は適用されない。人間の脳だけ
がそのような弱いシグナルを特定して分析でき、
さらに
重要なことに因果関係を理解することができるためで
ある。今後数年以内に、量子計算がこの分野における
人間の独占を破り、利用可能な確率論的推論の最も
強力なモデルの1つになることを期待している。

子最適化の現実的な問題は、写真の中の物体を認識
するだけでなく、
それらの物体に基づいて推論を行うこ
とである。例えば、写真の中の犬、ボール、人物を検知
し、
そのグループが球遊びをしようとしていることを推
論するということである。古典的なルールに基づいた
アプローチでは、
このタイプの「フレーム問題」を解決す
ることが難しい。
量子最適化の長期的な将来性に関して言うと、最
近までは想像もつかなかった規模での計算力を活用
する能力は、社会全体だけでなく民間部門と公共部門
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私の見解
な問題を解決することができる。例えば、癌患者は医
師と協力して、化学療法、放射線、手術、および食事療
法を含む治療計画を立てる。
このケースでは、開始時
に静的に計画された治療の24の組合わせがあり、あ
る患者は食事療法から始まり、ある患者は手術から
始まるかもしれない。
しかし、全てのステップで治療
計画を最適化しなおすことができれば、可能な選択
肢は24から24の階乗に飛躍する。
これは指数関数的
（6.2x1023）な組合わせである。

ARUN MAJUMDAR, FOUNDER
AND CHIEF SCIENTIST
KYNDI

Kyndiでは、よりスマートな機械で人間の創造性と
豊かさが補完される時に、社会の困難な問題の解決方
法を変えようと努力している。
我々の技術は、量子科学
に基づき、あらゆる言語の文章をさまざまな疑問に答
えることができる結晶構造へ変換することができる。

言語は様々な方法で使用され、単語は複数の意味
を持つことができる。通常のコンピュータは、そのよう
な複雑さに直面して推論に苦しむ。
我々は、量子コンピ
ューティングの手法からアイデアを得た実用的なデー
タ表現を用いて解決する。
我々のマッピング技術は、あ
らゆる言語の構成と、それが特定の分野でどのように
使用されているかを自動的に学習する。
これらのマップ
を、どのように相互に関連しているかを示すグラフとし
て結晶構造で蓄積する。複雑な相互関係を持つ多くの
マップを効率的に蓄積できるが、比較的低い古典的な
計算能力を使用して迅速にそれらを呼び出し、
これら
の構造を機械学習によって機能させる。

Kyndiは今日のグローバルセキュリティにおける難
題を解決することに取り組んでいる。それは競争情
報分析のように概観把握と将来に対する展望を観測
し、新たな科学と技術のパターンを認識するものであ
る。
人間の脳は、
この種の複雑さの周辺で直感すること
ができるが、伝統的なコンピュータにはできない。
しか
し、
ビッグデータを巻き込み、最先端の思想家たちをも
圧倒する巨大な組合わせ爆発（問題の大きさに対して
解の数が指数関数的に大きくなること）が起こる状況
が存在する。

人間は高速で直感する。

普通のコンピュータはそうではない。
ビッグデータ、ダークデータ、シグナルの不協和音、
そして無作為な情報によって混乱する世界では、複雑
さから現実的でタイムリーな推論を分析して描く技術
の必要性が高まっている。

人間は高速で直感するが、一方で通常のコンピュー
タはそうではない。量子計算とそれをエミュレートする
アルゴリズムは、従来のルールベースのシステムがよ
り小さな問題セットを解決するのと同じ時間スケール
で、学習と推論の複雑さを解決しようとしている。我々
は量子計算をエミュレートするアルゴリズムを使用して、
この課題に取り組んできた。
エミュレーションは技術的
には量子計算ではないが、現在利用可能なコンピュー
タと同様のパフォーマンスを発揮する。
この手法により、従来のルールベースのコンピュー
ティングシステムを妨害している超指数関数的に複雑

144

将来、量子コンピューティングは、確率論的根拠と
推論の分野で人間よりもはるかに優れたものになる
だろう。
その日が到来するまで、あなたは量子主義者
である必要はない。量子シミュレーションは新しい概
念を理解するのに役立ち、量子エミュレーションはいく
つかの重要な種類の問題を解決するために量子概念
を描くのに役立つ。
例えば、人がある500件の記事を読
んで理解するには1ヶ月かかるかもしれないが、Kyndi
の量子エミュレーションシステムでは500件の記事を
数秒で分析し、
リーディングリストを6つのトピックに絞
り込むことができる。
量子が台頭する日が来るだろうが、
それまではシミュレーションとエミュレーションを学習
と適用という2つの別々の中間段階として捉え、研究す
るといいだろう。

飛躍的進化が期待される技術のウォッチリスト

量子テクノロジー：量子コンピューティングがサポート
できるアルゴリズムの種類とデータモデルによって、予
測リスクモデリングはリスク管理のさらに重要な要素
になるかもしれない。現在行われているような数百の
データ属性を使ったモデリングと、量子コンピューティ
ングが可能とする2万以上の属性を使ったモデリング
を実行することの違いは、規模やその詳細、
そこから得
られる考察を大きく変える可能性があることで
ある。
サイバーリスクの管理は今後ますま
す複雑さを増すため、将来、量子コンピ
ューティングなどのプラットフォーム
が必要になるかもしれない。

例：

ナノテクノロジー：ヘルスケアの領域では外科医が損
傷した組織を修復するために使用する顕微鏡や、組織
再生の基礎を形成する分子構造の合成まで、
ナノテ
クノロジーが使われた多くの画期的な機器
が開発されている。
しかし、医療機器と
同様に、
ナノテクノロジーにおいても
重大なコンプライアンスリスクが存
在する。加えて、
これらの技術革
現在のような黎明期にあっても、 「技術の飛躍的進歩」とその
新で扱われるような非常にサイ
ズの小さいものは、他の技術と 「技術の飛躍的進歩」
破壊的な可能性について考え
を取り巻く
同様にリスクを扱うことは非常
始める時、たとえそれが遠い先
いくつかの懸念事項はすでに目前 のことだと思えたとしても、そ
に困難である。
ナノテクノロジー
に現れ始めている。
に関するリスクは、ナノスケール
のビジネス上の目的だけでなく、
で管理することが必要となる場合
活用時に発生する潜在的なリス
もある。
クとセキュリティの考慮点について
も検討することが重要である。
これら
高度エネルギー貯蔵技術：バッテリー
の新しい技術はエコシステムを脆弱に
およびグリッドストレージ技術は、それ自
するのだろうか。または組織に財務上のコ
体に大きなリスクは存在しないが、ストレージ
ンプライアンスリスクや風評リスクをもたらすのか。
コンポーネントが高密度化、
コンパクト化、軽量化され
または、量子コンピューティングの例のように、暗号化、
るにつれ、電気の流れやバッテリーの充放電を制御す
予測モデリング、データ分析の領域に革命を起こすこ
るデジタルコンポーネントの新しいインターフェースと
とで、既存のアプローチをよりセキュアにすることがで
エネルギー管理ツールが登場し、
それらを保護する新
きるのであろうか。
しい施策が必要となる。
これらの質問に現時点で確実に答える事はできない
合成生物学：合成生物学は生物学と工学の間に位置
かもしれないが、CIOは設計と開発時点において
「リス
し、農業、医学、医薬品、
およびバイオシステムに関係す
クファースト」
アプローチを採用することで、
「技術の飛
る様々な産業に広く影響を与えることが考えられる。
し
躍的進歩」
の可能性を最大化することができるだろう。
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サイバーリスクの視点から

かし、合成生物学の持つ無限の可能性は、そのコンプ
ライアンスリスクの高さから、将来的には厳しい規制
下に置かれる可能性がある。

本章で紹介したナノテクノロジー、高度エネルギー貯
蔵技術、合成生物学、量子テクノロジーがビジネスユー
スケースの主流に現れるには、まだ数年はかかるかもし
れない。
しかし、現在のような黎明期にあっても、
「技術
の飛躍的進歩」を取り巻くいくつかの懸念事項はすでに
目前に現れ始めている。
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始め方

の実証実験、およびそれらを実際に業務で使用す
ることが含まれる。実験で得られた効果が、ビジネ
スケースで設定された期待値を満たしている場合、
事業化への移行として投資を検討する。
しかし、事
業化の段階から本格的な生産段階まであまりにも
早く移行することには注意が必要である。
確かなビ
ジネスケースで、十分な実験を行っていたとしても、
この段階ではその製品には前例がなく、実証され
ているものではない。
そのため製品を世界に向けて
リリースする前に、十分な品質強化、
テスト、および
改善が必要となる。

本書で例にあげた4つの「技術の飛躍的進歩」がど
のような可能性を持っているのかわかるには今後数
年間かかるかもしれないが、現在関連する技術や製品
が登場してきている。
もし検討を始める前に3年待った
場合、成果が出るのはそこから3〜5年後になる可能
性がある。
これらの技術は予測できないペースで発展
しており、検討を始めるタイミングが遅くなればなるほ
ど、
その成果を享受するのも遅くなってしまう。
これらの「技術の飛躍的進歩」の検討を始める際に
は以下のような繰り返し実行可能な手順で進めるの
がよい。

• 初期調査を行う：
「技術の飛躍的進歩」の可能性
を探り始めるには、調査に基づいて仮説を立てる
のが第一歩である。例えばナノテクノロジーのよう
なある技術の導入の早期段階や中期段階での製
品、生産方法、競争環境への影響を仮定する。
そし
て定義した閾値やトリガーとなる条件に基づいて
投資やアクティビティを管理し、その仮定に関係す
る調査を行う。
また、
この調査は研究開発ではなく、
ビジネスに対する「技術の飛躍的進歩」の潜在的
な可能性を確認するための予備的な活動であるこ
とに注意することが重要である。
• 探査する：初期調査を通じて、有望ないくつかの「
技術の飛躍的進歩」を特定した。
この時点で、
それ
らの「実現性の状態」を確認するために、他者がそ
れらにどのようなアプローチをとっているかに目を
向け、
これらのいずれかが自分たちの業界にも広く
適用できるかどうかを検討する。
その後、
これらの「
実用的な状態」の技術があなたのビジネスに与え
る影響や利益をもたらすことができるかを問う。も
しそうであれば、
それらを
「有益な状態」の技術とし
て次の段階の検討対象とする。

• 綿密な計画を立てる：どのような製品であっても
同様だが、特にそれが「技術の飛躍的進歩」に関
係する製品である場合は、初期調査から生産とい
う単純な2段階のプロセスで成り立つものではなく、
偶然できあがるものでもない。
イノベーションとは、
瞬間的なひらめきに過ぎないと考えている人もい
る。もちろんそういう側面もあるが、
イノベーション
とはインスピレーションの産物というより、綿密な計
画を立て、
時間を掛けて実行されるべきものである。

最後に「技術の飛躍的進歩」の検討において、イノ
ベーションの共通の課題に直面するかもしれない。
そ
れは、少なくとも初期段階において、
これらの投資は
既存の業務よりも成果が出せないということだ。
この
問題に関しては、
これ自体もイノベーションのプロセ
スの一部と理解し、体系的な整理を行い、投資と時間
を管理し、関係者が現状を正しく把握し、最終的なゴー
ルを理解できるようにすることが重要である。
こういっ
た計画がなければ、
イノベーションの努力は急速に持
続不可能となってしまうだろう。

• 実験する：探査から実験への移行には、
ビジネスケー
スの優先順位付け、
初期プロトタイプの作成、
現場で

要点

ナノテクノロジー、高度エネルギー貯蔵技術、合成生物学、
および量子テクノロジーがビジ
ネスに成果をもたらすかはまだ明らかになってはいない。
ただし、
これらの技術の全てでは
ないにしても、今後2年〜5年でこれらの技術が産業構造に大きな変革を引き起こす可能性
がある。他の新興技術などと同様に、早期の技術採用が競争優位のチャンスとなる。
そのた
めCIO、CTO、
その他の経営層は、
これらの「技術の飛躍的進歩」の可能性について模索する
必要がある。
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日本のコンサルタントの見解
CIOが一歩を踏み出すべき

その進め方は戦略的に行うべきだ。先駆的トライア
ルは、期待した効果が得られない、
ということもあり得
るが、
そこで蓋を閉じてしまうことが本当の失敗である。
期待した効果がなぜ出なかったのか、技術が未熟だっ
たのか、
プロセスが甘かったのか、
トライアルの結果を
冷静に分析し、得られた教訓を次のステップに活かす
血肉として使い切れれば、
トライアルは価値を生む。
そ
こまで視野に入れた戦略を用いてトライアルに臨むこ
とが、
イノベーションプロセスの浸透につながるからだ。
仮に「技術的に未熟であった」としても、それを知るこ
とは、
その技術の成熟を推し量り、
また次の機会をいつ
にすべきか、知らない企業より先手を取ることにもつ
ながるだろう。

本章では、
「Exponentials Watch List」
として、重要
な投資研究分野とされている、ナノ加工素材、エネル
ギー貯蔵、合成生物学、および量子最適化の4分野を
概要レベルと、
このような「飛躍的な技術」の利用につ
いて検討する上でのリスクやプロセスについて紹介し
た。

こうした「飛躍的な技術」の利用あるいはトライアル
ということに関して、日本企業は積極性に欠ける、
と一
般的には思われている。実際デロイトのCIO Survey
2015の調査結果（図）を見ても、ITにおける理想とする
プライオリティは、グローバルCIOが、ビジネスイノベー
ションの開発、
ビジネスプロセスの改善、
デジタル機能
の強化と続くのに対して、日本のCIOで絞り込むと、サ
イバーセキュリティ、
ビジネスプロセスの改善、ITコスト
削減となり、
その次がビジネスイノベーションとなって
いる。決して軽視しているわけではないが、
プロジェク
トポートフォリオとして優先的ではない傾向が浮かん
でいる。

一方、既に先駆の試みが定着している企業はそれ
を停滞しないようにする必要があることはいうまでも
ない。先行優位性が後続に追いつかれ、追い抜かされ、
陳腐化、
レガシー化し、
イノベーションから遠ざかり動
けずに硬直化してしまう、そんな図式はIT世界では十
分にあることと知られている。

しかし、日本企業においても数多くの改革者、先駆
者がいることは、日々のニュースからも窺い知れるし、
その当時の最新技術から得られた競争優位性を活か
しポジションを確立させている企業が今もなお存在し
ていることも間違いない。
それでは、先駆的なチャレンジしている企業とチャレ
ンジに踏み切れない企業ではどのような差異があると
考えられるだろうか。

今回取り上げた4分野に限らず、
チャレンジできる技
術は様々あるはずだ。
「飛躍的な技術」の利用をぜひ
プロジェクトポートフォリオにひとつ足していただきた
い。
先駆的プロジェクトは0のままでは、
いつまでも0で
増えることがない。
0を1にすることで初めて1が2に、
そ
して10と増えていくはずだ。「飛躍的技術」を取り込む
先駆者のツールのひとつとして
「Exponentials Watch
List」を活用いただきたい。
May Exponentials be with you.

本章のまとめで、
「技術の飛躍的進歩」の検討の“始
め方”のステップを説明している。
チャレンジする企業で
は、
このイノベーションにつながるプロセスの実践を積
み重ねており、
イノベーションがそこから生まれる可能
性を理解しているだろう。
一方、
チャレンジしない、ある
いはできない企業は、
そのプロセスに踏み出すこと自
体に内外の抵抗があり、結果、
プロセスやイノベーショ
ンそのものになじみがなく、それがまた抵抗感を生み
出す、
という悪循環に陥っているのではないだろうか。
では、誰がそういった風土に風穴を開け、
「技術の飛
躍的進歩」の検討の定着化に向けた第一歩を踏み出
すべきか。飛躍的技術にアンテナを張り巡らし、
ビジネ
スへのインパクトをCxOに進言する役割を担う、CIOが
まさに果たすべき第一歩なのである。
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図.CIO Survey 2015における
「理想とするIT部門のプライオリティ」
日本/グローバル比較調査
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小川 貴弘 シニアマネジャー

流通、製造系を中心に多様なインダストリーに対して、業務プロセスと新旧テク
ノロジーの知見を活かし、ビジネス変革時やIT構想策定時におけるアーキテク
チャー・トランスフォーメーションに関するアドバイザリーサービスを提供。
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あとがきにかえて
今回のTech Trends 2017は、楽しんで頂けたであろうか。
Tech Trends 2017は、2月初旬にUSで発表さ
れ、
その後各国のメンバーファームでローカライズされてきている。
日本では、昨年から日本人コンサルタン
トの見解を追加し、約2か月遅れでの発刊となっている。
先日、発表1ヶ月間におけるデロイト USサイトの当
該ページへのアクセス数が共有された。
5万を軽く超える訪問数、9,000弱のPDFレポートのダウンロードと、
注目度の高さが伺える。なかでも、7章のブロックチェーンと1章の組織にかかわるトレンドに対するアクセ
ス数が高いとのことであった。日本の読者の皆様の関心事は、どのようなものであったか非常に興味があ
る。
読者である皆様のところにお邪魔した際には忌憚ないご意見を伺いたいものだ。
毎年発表している各トレンドは、読者である皆様にとって今取組む必要性があるものと考えている。
トレ
ンドで示されていることは、今後2、3年におこる事象であり、未来予測ではない。
皆様が、今から数年の計画
を立てる際に活用してほしい。

企業においてテクノロジーは、常に最先端であるべきではないと多くのCxOは考えがちであるが、常に
新しい取組みをするということをしなければ、大きな遅れになるということを意識する必要がある。
テクノ
ロジーの社会への浸透が加速し、企業活動の更なるスピードアップが求められている中、
ビジネスとテクノ
ロジーはより密接にかかわり、企業運営についても従来では選択しなかった会社とのテクノロジーを起点
とした連携など、新たな座組みでの運営が求められている。

企業における人材は、
テクノロジーを1つの軸としたマルチ・ケーパビリティを備えることが求められてい
る。
これらの人材が成長した暁には、企業活動を円滑に回すとともに、企業の成長に寄与することになるの
だろう。
我々コンサルタントは、常に進化するテクノロジーに関わる知見を発信し、企業人材のスキルアップに貢
献するとともに、短期的には企業活動の一部を担い、実現までの距離を短縮し、企業活動を加速するため
に存在している。

本レポートにおけるデロイトの示唆が皆様の企業活動にとって有用なものになることを切に願っている。

渡邉

知志

デロイトトーマツ コンサルティング 執行役員 パートナー
ジャパン テクノロジー ストラテジー＆アーキテクチャー
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デロイト テクノロジー リーダー

安井 望

執行役員 パートナー

ジャパンﾠテクノロジーﾠリーダー

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

ジャパンﾠテクノロジーﾠストラテジー＆アーキテクチャーﾠリーダー

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
ると共に、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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