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「アーキテクチャーの覚醒」を果たすことは、多くのCIOが直
面しているさまざまなプレッシャーへの解となる。イノベー
ションは、ビジネスとテクノロジーの領域を跨がった破壊

的創造を生み出し続けており、そうした中、重厚なレガシーシステムな
どに代表される技術的負債を持たない新興企業群は、デジタルがもた
らす競争優位を速やかに獲得している。一方でいくつかの大企業は、
遅れを取り、その間により複雑化が進み、コストも上昇するという現実
に対して、いかに現状を維持するかといった対応に苦慮する日々を送っ
ている。デロイト グローバルが実施した2018 Global CIO Survey 
によると、既存の IT資産で現在および将来のビジネスニーズを下支え
できると考えるCIOは、回答者のわずか54％に過ぎない1。

そうした状況の中、体系化されたテクノロジーアーキテクチャーの確
立は、戦略的重要性が高いことを、これまで以上に認識しているテク
ノロジーリーダや経営層が増えている。実際のところ、イノベーション
により破壊的創造が繰り返されている市場において競争力を維持する
ためには、従来型のアーキテクチャー整備のアプローチから脱却する
必要があり、各企業に所属するテクノロジーアーキテクトの役割を変
革させることがその鍵となる。

今後、数ヶ月のうちにより多くの組織がアーキテクトをアカデミック
な位置づけから、より実践的なビジネスの前線へとシフトさせるべきと
我々は考える。優れたケイパビリティを持つテクノロジーアーキテクトを
（仮にもし即座に活用しきれなかったとしても）、特定のサービスやシス
テムの開発に対して責任を担わせ、いずれはその範囲を広げてシステム
運用にも関与させるべきといえる。この取り組みの目的は単純明快であ
る。最も経験豊富な技術者であるアーキテクトを、最も複雑なテクノロ
ジー設計を行っている開発チームに移動させる。再配置され、変革を推
進する権限を与えられたアーキテクトは、テクノロジーによる障壁をシ
ンプル化し、技術的なアジリティを生むことにより、新興の競合他社に
対する優位性を作り出す。また、アーキテクトは、ビジネス目標の達成
およびアーキテクチャー上の課題解決に直接寄与できるようになる。

アーキテクチャーの 
覚醒
さあ、目覚めよう
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加えて、「アーキテクチャー覚醒」の波にのった企業
は、より協力的・創造的かつステークホルダーのニー
ズに対応するべく、アーキテクトの役割を再定義する
ようになる。幅広い見識を有するアーキテクトはやが
て、アプリケーションアーキテクトを始めとした ITや、
ビジネス部門のさまざまな同僚と共に、複数の専門
分野からなるプロジェクトチームの最前線で働いてい
ることに気づくことだろう。さらに将来、彼らのミッショ
ンは、従来のアーキテクチャーコンポーネントのみな
らず、ブロックチェーン、AI、機械学習などの破壊的
テクノロジーを駆使し、大胆で新しい取り組みを行う
ことになるであろう。

この「アーキテクチャー覚醒」に向けた取り組みを
推進するにあたっては、CEOやCFOおよびCMOな
どのビジネスリーダーにも理解可能な「投資、緻密
な計画の立案、育成を通じて企業を成長させる」とい
うロジックで、リーダー陣を説得することが可能とな
る。また、アーキテクチャー並びにアーキテクトへの
投資と企業全体に対してその戦略的な価値を広める
ことは、デジタルエコノミーの時代において、IT機能
を競争戦略上の差別化要因へと進化させることにも
つながっていく2。

アーキテクトは 
大いなる役割を担うべき

翻って、今日 IT部門においては、アーキテクトをど
のように位置づけているであろうか。単にいることに
意義を求めているのか、それともアーキテクトが実プ
ロジェクトにより良いインパクトをもたらすことを期待
しているからなのか。アーキテクトにとって成功の大
きな指標は、IT部門が彼らと共に働きたいと思えるか
どうかである。しかし、残念なことに、いくつかの IT組
織においてはアーキテクトがビジネスや ITの同僚と
肩を並べて仕事することはほぼ稀である。アーキテク
トの役割を「アーキテクチャーのデザイン」から、より
具体的な価値の提供にシフトするためには、多様な
働き方、スキル強化、テクノロジーリーダーとしての
認知などのオポチュニティを与えるべきである。

オポチュニティには例えばこのようなものがある。

• アジリティを強化し市場投入リードタイムを短縮
する
技術の複雑さとイノベーションの勢いが増大するに
つれ、アーキテクトは、ハイブリッド、マルチクラウ
ド、エッジワークロードなど複雑なシステムランドス
ケープの運用と管理に関して、その全体像理解を促
す重要な役割を果たすことができる。また、アーキ
テクトはDevOpsとNoOpsのアーキテクチャーと
プラクティスがどのように構築されるべきかを定義
し、アジャイルイニシアティブを成功させるために
必要な文化とトレーニングの取り組みを推進するこ
とができる。

• ソリューション導入成果に対する説明責任を強化
する
アーキテクトには、IT業界のほかの誰もがそうであ
るように、予算、スケジュール、スキル不足の制約
を踏まえつつ成功を引き寄せることが求められるよ
うになる。アーキテクトが迅速に動く開発チームと
より密に仕事をすることで、彼らの権限は個々のプ
ロジェクトの固有アーキテクチャーや技術ニーズに
合わせた設計指針にまで拡大するであろう。技術者
と共に現場で仕事をすることに慣れていないアーキ
テクトにとって、これは大きな変化である。アーキテ
クトは、チームのほかのメンバーと共に、プロジェ
クトの全体的な成果に対して責任を負うことが求め
られるようになる。

• 開発者の生産性を向上させる
既製のツールや言語に開発アーキテクチャーの概
念を組み込むことで、開発者の生産性を向上させ
ることができる。ツールや言語の最適化に向けては、
アーキテクトと開発者の間での実践的なコラボレー
ションが必要であり、アーキテクトは、急速に変化
するテクノロジーをしっかりとウォッチし、最新・最
適な状態を保持し続ける必要がある。

• ビジネスとテクノロジー間の優先順位バランスを
調整する
ビジネスサイドから見ると、往々にしてアーキテク
トはテクノロジストというよりも学者に見える。彼ら
の提案は、概念的には洗練されているが、現実の
時間と予算の制約に縛られているように見えない。
「アーキテクチャー覚醒」の動きが高まるにつれて、
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アーキテクトはビジネス目標と戦略をより流暢に表
現できるようになり、テクノロジーとビジネスの優
先順位のバランスを取る意思決定を確実に行える
ようになる。このようにビジネスに対する理解を深
めることができなければ、アーキテクトの役割や企
業全体に対する影響力は制限されてしまう。

• 運用コストを最適化する
組織がクラウドに移行する際には、さまざまな選択
肢があり、各々の ITコスト状況やベンダーロックイ
ンの度合いなどの環境も異なる。サービスとしての
インフラやプラットフォーム、ソフトウエアあるいは
機能コンポーネントを選択すると、サービス／シス
テムの使用状況とアクセスのパターンにより、運用
コストに大きな差が生じる可能性がある。システム
設計を担うアーキテクトは、設計プロセスの一環と
して、静的なサイジングと見積もりから、より動的
なコストシミュレーションを考慮する必要性がます
ます高まる。

• アーキテクチャーのもたらす価値を伝達する
アーキテクトが、自社は IT投資を重視していない
と感じるのは珍しいケースではない。もしアーキテ
クトが、テクノロジーのもたらす価値を効果的なビ
ジネスケースと共に説明できなければ、システム構
築への投資額は不足する可能性が高い。アーキテ
クトはシステム構築が実現するビジネスアジリティ、
製品、革新的なサービスの価値を定量化し、システ
ム構築のもたらす価値を組織全体に広める必要が
ある。

幸い、多くの ITリーダーはすでにアーキテクトの役
割を拡大する方法を考えている。Deloitte Dbriefs 
webcast「アーキテクチャーの未来：成長のための
基盤デザイン」では、2,000名以上のCIOやCTO、
そのほかのテクノロジーリーダーシップに対して、組
織におけるアーキテクトの将来的な役割範囲につい
て説明を求めたところ、そのうち42％から「アーキテ
クトは更なる技術的専門化の強化と企業 IT全体の最
適化の双方の視点が期待される」との回答が得られ
た3。

テクノロジーによる 
障壁を再考しよう

クラウドネイティブではないテクノロジー人材は、
往々にして何十年も維持されてきた複雑なレガシーシ
ステムや硬直した組織構造などによる縛りに苦しんで
いる。このような制約下、テクノロジーリーダーは、ビ
ジネスが要求する時間軸に従い新たな機能をデリバ
リーすることが求められている。

それを受けて、一歩先を見据えた企業群は、自動・
自律的なソフトウエアやクラウドネイティブなツールな
どを用いて、テクノロジースタックを組み立てなおし
ている。さらに、アジャイル手法や変化に対する柔軟
性をもったアーキテクチャー構造を取り入れることで、
素早く変化し続ける世の中で競争するための環境を
整えている4。いま新興の競合企業に競争優位をもた
らしている、「アジリティを持ったテクノロジーの活用」
を実現することは喫緊の要求事項であり、「アーキテ
クチャー覚醒」の動きを今後18～24ヶ月かけて進め
る上で、テクノロジースタックの再考は最初に取り組
むべきテーマといえる。

Deloitte Tech Execs 
DbriefsのWebキャス
トの回答者の42％は、将
来、組織のアーキテクトは
「技術的な専門性を高め、
企業全体の状況にもっと
適応することが期待され
る」と述べている。
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これはすなわち、テクノロジースタックの変革はオ
プションではなく現在のマーケット状況において必須
の取り組みであることを意味する。将来整えるべきテ
クノロジースタックは、DevOpsとNoOpsのコンセ
プトを内包しかつオープンソースを有効に活用する型
が求められることになる5。さらに重要なポイントとし
て、変革されたテクノロジースタックは、技術的負債
を払拭するものであり、テクノロジー支出を抑制する
と共に、新たなデジタル製品・サービスをデリバリー
する際の予算にも余裕をもたらすものであるという
点があげられる。

これらの変革に向けた取り組みは、決して安価で
はない。しかし、ファイナンス的な観点でより容易に
投資判断のマネジメントが行えるよう、リーダーたち
は、テクノロジースタックの項目ごとに予算基準とビ
ジネスケースを明らかにする必要がある。自動化され
たクラウド管理サービス、AIワークベンチ、コード品
質スキャニング、自動リグレッションテストなどを始め、
これら「モダン」なアーキテクチャー投資は、デリバ
リースピード向上やデリバリーコスト抑制のほか、さ
まざまなメリットをもたらす。人手を介したベストプラ
クティスのデリバリー・オペレーションから脱却し、自
動・自律的なデプロイメントパターンの定義、それを
支えるプラットフォームとツール環境へとシフトするこ
とを狙う。

最終的には、既存のビジネスソリューションに対し
て新テクノロジーを適用し、再構成することが可能で
あるか、ビジネス専門家、アーキテクト、エンジニア
など異なる専門性・見識を持った少人員で構成され
た投資探索プロジェクトを立ち上げるべきと考える。
時間の制限がある中でこのようなリサーチプロジェク

トを契機として、以下のような観点で、テクノロジー
戦略立案の能力を向上させることができる。

• テクノロジーリーダーやステークホルダーにとって、
例えば思考認知型エージェントやコンピュータビ
ジョン、量子コンピューティングなど、先端の多様
なテクノロジーそれぞれの強みやその限界に対す
る理解を深め、アーキテクチャーデザインにどのよ
うな影響を及ばすかを理解することに役立つ。

• 開発チームにとって、さまざまなビジネス局面にお
けるユースケースに適したテクノロジーを探索する
際や、これらケースを実行する際に求められるテク
ノロジーのスキルセットを識別する際に役立つ。例
えば、オープンソースの機能、複数の異なる観点か
ら評価することが求められるが、その一方で、一般
にオープンソース開発者は網羅された機能評価リス
トの確認に、コストをかけるつもりは無い。

• 投資探索プロジェクトの取り組みは、今まさに競争
市場に飛びこもうとしているテクノロジーとビジネ
スのリーダーにとって、ビジネス変革の新たな機会
の創出や破壊的創造に対する自らの弱みが明確に
なるという点で有益である。また、この情報の活用
により、意思決定者は破壊的創造に対するカウン
ターとなる戦略（例：買収 or 新規事業構築）を立
案し、自らが市場の破壊的創造者になると共に、こ
れら目的を達成するために、よりアジリティある柔
軟なアーキテクチャーを構築することになる。

テクノロジーに俊敏性をもたらすための投資と、高
い戦略性と運用性を備えた案件への投資の間には明
らかに因果関係が存在する。 例えば、柔軟かつ最新
テクノロジーを活用したアーキテクチャーは、迅速な
ソフトウエア開発を実現し、ビジネスに革新と成長を
もたらすソリューションの展開を下支える基盤となる。
破壊的テクノロジーが次々と誕生し、競争環境が日々
変化する中において、Time-to-marketは競合優位
に直結する。投資の配分には十分配慮しつつも、テク
ノロジースタックのモダナイゼーションに取り組むこ
とは、いずれ何がしかの価値をもたらすであろう。

テクノロジーに俊敏性を
もたらすための投資と、
高い戦略性と運用性を備
えた案件への投資の間に
は明らかに因果関係が
存在する。 
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図1

一目で分かるアーキテクチャーのトレンド：ミッションと考え方の向上
視点 1990年代～2000年代 今日

範囲 技術のみ ビジネスとテクノロジー

ミッション 技術標準化 ビジネス変革

スタイル ポートフォリオガバナンス 協力的で従事

アプローチ 分析とモデリング アジャイルの問題解決

コントロール 厳格なガバナンス ガバナンスに関するガイダンス

ビジネス 間接的な影響 直接かつ最大化

出所：Deloitte Dbriefs webcast、「アーキテクチャーの未来：成長の基盤の設計」、デロイト、2019年10月3日。

アーキテクトは備えるべき

アーキテクトの役割とアーキテクチャーの機能その
ものが進化する一方で、いくつかの点で現状を維持
することもまた大切である。例えばアーキテクトが主
に、プロダクトチームやサービスチームの一員として
働いている場合、彼らは相互にコミュニケーションを
とる必要がある。そのようなシチュエーションにおい
て、CIOはアーキテクトたちがより深く学び、お互いに
意見を交換しあい、そして目指すソリューションの具
体化や実現方式について合意形成するための場であ
る、オンラインおよびオンサイトのコミュニケーション
環境を整えなくてはならない。別のやり方として、マト
リクス型組織を構築し、アーキテクトが直接プロダク
トチームとアーキテクト機能を集約したCoEの双方
にレポートする形式も考えられる。このやり方を取れ
ば、アーキテクトはチームのメンバーとベストプラク
ティスを共有しながら、個別の開発ニーズを満たすこ
とができる。どちらを選択するにせよ、重要なのは技
術者たちの価値を認め、そして支えることであり、こ
れは近視眼的な利益の話ではない。今日の市場にお
ける技術者に対する需要の高さはすでに供給を大幅

に上回っており、この事実はアーキテクチャー変革の
妨げとなるリスクとなりうる6。経験豊富なアーキテク
トがより若いIT人材に対してメンタリングする機会を
整えることはCIOにとって、近い将来の IT人材への
需要を満たす最も効果的な手段となるであろう。

これまでにないペースで破壊的創造が進む中、未
来を見据えたアーキテクチャー整備の計画を定めるこ
とが非常に重要となっている。30年前、一部のテクノ
ロジーアーキテクトが計画・デザインし、今日に亘り
稼働するエンタープライズITのトランザクション処理
を支えるアーキテクチャーを構築した。その一部の仕
組みは直近の10年で刷新されているが、いまだ多く
は過去に構築した仕組みのままである。しかし、長き
に渡り続くであろうイノベーションや創造的破壊に対
して、今後の数十年追随するためには、これから我々
はどのようなシステムを構築していかなければならな
いのだろうか。また、一体誰がそのアーキテクチャー
をデザインできるのだろうか。それは、アーキテクトに
ほかならない。

アーキテクチャーは覚醒した。さあ、進化を始めよう。
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宿泊手段に柔軟な選択肢が増え、混乱を極
める市場において、ホスピタリティ企業は、
テクノロジー主導のサービス、利便性、顧

客体験に対するゲストの需要に応えるべく、オペ
レーションを変革している。例えば、過去5年間に、
InterContinental Hotels Group（IHG）はクラウ
ドベースのゲスト予約および収益管理システムをロー
ンチし、すべてのホテル関連アプリケーションに共通
のユーザインターフェースを作成し、構造化データと
非構造化データをリアルタイムで活用できる高度な分
析ソリューションを採用した。

多国籍のホスピタリティ企業をより機敏で信頼でき
るビジネスパートナーにするため、IHGの ITチーム
はプロセスとアーキテクチャーをモダナイズしている。
IHGのエンタープライズサービス統括責任者である
Cynthia Czabalaは、アーキテクトの配置と活用方
法の変更によって、迅速に戦略的技術の採用に成功
し、事業目標をより効果的にサポートできることを認
識した7。「我々には、ビジネス上の優先事項とより密
連携し、テクノロジーの評価と導入を迅速に行い、エ
ンタープライズソリューションアーキテクトと開発者の
効率を向上させる体系的なプロセスが必要であった」
と彼女はいう。

Czabalaは、エンタープライズアーキテクト（EA）の
役割、責任、レポートラインを変えることで、エンター
プライズアーキテクチャーの展開モデルを変えた。当
初彼女の直下に集約されたチームのEAのうち3分
の2は、業務要件とアーキテクチャーアプローチを
管理する、テクノロジー関連プロジェクトに移動した。
Czabalaは特に、彼らが計画や優先事項をより深く
理解できるプロジェクトに送り出した。一方、残存し
た小規模のEAチームは、従来以上により戦略的な役
割を担っている。彼らは主に、イベント駆動型アーキ
テクチャー、クラウド、コンテナ化、マイクロサービス、
そのほか将来的なテクノロジーなど、全社横断で戦
略的な変化を推進することが期待されるすべてのテク

ノロジーアーキテクチャーの構築に注力している。

さらに、Czabala直下に残ったEAは、もはや有償の
リソースである必要はなく、プロジェクト予算の制約
から解放される形で、技術検証に取り組み、運用・管
理方法を決定し、全社ガイドラインと参照モデルを提
供するという戦略業務に集中できるようになった。現
実的な解を見据えつつ、EAはプロジェクト・ソリュー
ション・アーキテクトと協働しながら、開発者のイニ
シャルプロジェクト構築を成功に導く。

EAの標準参照モデルとロードマップを定義すること
で、開発チームは、重複機能の開発やあるいは複雑
な ITマネジメントプロセスを経ることなく、将来的な
テクノロジー導入に向けた設計開発が可能になる。
「開発チームがガイドラインや標準を遵守すると我々
は信頼を寄せている」とCzabalaはいう。

すべてのアーキテクトは、新しいコンセプトやアプロー
チに関する情報を共有するため、週次のアーキテク
チャーフォーラム、標準・参照モデルの構築を担当す
るEA主導のワーキンググループ、新しいコーディング
技術、ツール、技術詳細を提供する隔月のタウンホー
ルを通じて、コミュニティ意識を維持し、緊密な連携
を図っている。

 

エンタープライズアーキテクトはアップグレードする

最前線からの学び

エンタープライズアーキ
テクトはプロジェクト・
ソリューション・アーキテ
クトと協働し、開発者を
初期プロジェクト構築の
成功に導く。
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トムソン・ロイターにおける
エンタープライズアーキテクトの指針

トムソン・ロイターは、自身の競争力と革新性（ど
のように戦い、イノベートしていくか）を改めて
定義するため、アジャイルで、適応性の高いエ

ンタープライズアーキテクチャーを設計・構築する新
たな方法を検討している。同社のテクノロジーチーム
は、デジタルプラットフォームに関するリソースと投資
を一元化し、共通で再利用可能な機能やサービスを
定義している。さらに、多国籍メディアおよび情報ベ
ンダーである同社は、システム運用とその組織構造の
変革を推進していると、テクノロジー担当役員の
Jason Perlewitzは述べている8。

トムソン・ロイターのこの変革は、レガシーデータセ
ンターのシステム群とアプリケーション群をクラウド
に移行し始めた数年前に始まった。クラウドネイティ
ブなアプリケーションとデータセンターで使用されて
いるレガシーアプリケーションが混在しており、同社
は現在ほぼ中間地点に位置している。同社は、包括
的な企業戦略を重視してビジネスセントリックなアプ
ローチをテクノロジーに採用し、ビジネスパートナー
らとの協業をアーキテクチャーの意思決定プロセスに
組み込むこととした。

この一環として、同社は共通のプロセスや再利用可能
な機能における開発と利用を最適化や、変革のシス
テム化によるスピードアップ、全社横断でのテクノロ

ジーアセットの価値を最大化に向け、テクノロジー組
織の再構築を検討した。これには、顧客の声と業務
の両方の視点をアーキテクチャー開発に反映できるよ
うにアーキテクトの役割の見直し、運用と設計との結
び付きを強化するという文化的な側面の変革が含ま
れていた。

以前は、アーキテクト、開発担当、運用担当は、密接
な連携のない別々のチームに分かれており、アーキテ
クトの役割は、アプリケーション全体の技術的な指針
に技術標準と最新のプラクティスを確実に組み込むこ
とであった。同社は、単一のアプリケーションまたは
再利用可能な特定のコンポーネントを担当する、より
小規模なアジャイルチームへ見直しを行い、アーキテ
クトを個々のチームに配置することとした。

また、アーキテクトは、開発担当とほかの技術者と
が円滑に協業できるよう技術的な指針を決定するだ
けでなく、アプリケーションとその運用上の適合度を
一体で考えることにおいても責任を有する。テクノロ
ジーのリーダー層においては、従前の技術的な評価
指標に加え、テクノロジーがビジネスニーズをどの程
度充足しているか客観的に評価する指標を示し、アー
キテクトがビジネスの目的をより深く理解するための
運用およびビジネス上の評価指標についても評価を
行い、インセンティブを与える役割を担う。

EAは、開発者の監視・統制から、IHGの将来のアー
キテクチャー計画と実装に重点を移したため、これ
までよりはるかに戦略的になった。そして、彼らは
Czabalaのチーム全体をより戦略的にすることもでき
る。「ビジネスと密接に連携し、将来を見据えたリソー

スを持つことで、ビジネス要求に即応できるエンター
プライズアーキテクチャーのロードマップを展開でき
る」と彼女はいう。「ビジネスチームと協力し、事業戦
略を定義・サポートすることで、投資の優先順位付け
とプロジェクト計画をより効率的に行うことができる」
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関連ビジネス指標には、プロモーターや顧客からの
評価、および顧客定着率、顧客獲得率が含まれる。ま
た、運用の習熟度は、組み込まれているセキュリティ
や、運用のサポート、およびシステム管理（自己判断し、
ヒューリスティックな自動化と分析を行う機能、可試
験性、サービス中断の回数）が含まれているかどうか
に依存する。

テクノロジーリーダーは、情報共有と協業を促進し、
意識の統一を図るために、月次でフォーラムを企画
した。このような文化の醸成に向け、アーキテクトは、
他者が構築した再利用可能なケイパビリティを活用し
たり、共通の問題に共通のプロセスを適用したりする

ような、シェアリングとコラボレーションに重点をおく
指標によって評価される。また、毎月開催されるフォー
ラムは、戦略、顧客ニーズ、そのほかの重要なトピッ
クに関する情報の共有と、技術者からの問いに対する
ビジネス部門からの回答といった機能を担っている。

ビジネスニーズや顧客ニーズに対して、アーキテクト
が対応する場面を増やすことを目的としたほかの取
り組みも浸透しつつある。例えば、技術チームとユー
ザエクスペリエンスチームは、機能や主要論点を議論
するためにアーキテクトを顧客とのミーティングに参
加させるような取り組みを行っている。Perlewitzは、
顧客と相対するビジネス部門と連携し、アーキテクト
をこれらの部門と開発チームの間のハブ組織として位
置づけている。

アーキテクトは、プラットフォームセントリックなアー
キテクチャーの進展やテクノロジー部門の再編におい
て、欠くことのできない存在となっている。Perlewitz
は「彼らは、人々が利用しやすいアーキテクチャーを
作るという我々のビジョンを信じ、その全社的な推進
を図っている。また、彼らの積極的な支援と関与は、
変化する状況に対応する上で大きな影響力を持って
いる」と述べている。

 
アジャイル企業の取り組み事例：
ナショナル・オーストラリア銀行が
テクノロジーアーキテクトの役割を拡大

ナショナル・オーストラリア銀行（NAB）は、顧
客ニーズにより迅速かつ効率的に対応できる
金融機関へのトランスフォーメーションを目指

し、数年に亘り数十億ドル規模の投資を行っている。
それにより、同行はレガシーアーキテクチャーを、柔
軟なテクノロジーエコシステムへの転換を図っている。
重要なポイントとしては、デジタルトランスフォーメー
ションを推進するための人材の再配置とトレーニング

の実施が挙げられる。また、Sergei Komarov9はエ
ンタープライズアーキテクチャーのトランスフォーメー
ションに豊富な知見を持ち、テクノロジーリーダーの
1人として参画している。

2019年初頭、NABはアジャイルなワークスタイル
をサポートするために、エンタープライズアーキテク
チャーの機能の見直しを図った。Komarovは、テク

アーキテクトは、プラット
フォームセントリックな
アーキテクチャーの進展
やテクノロジー部門の再
編において、欠くことのき
ない存在となっている。
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ノロジーアーキテクチャーをエンジニアとしての経験
の集大成であると考えている。優れたテクノロジー
アーキテクトは、さまざまなテクノロジーやアーキテク
チャーモデルを構築してトライアルを行うなど、ハンズ
オンである必要がある。つまり、着目するアーキテク
チャーにまとまりがあり、アジャイルなエコシステムの
中で各要素が適合していることについて、全体最適の
視点を持ち、確認することに責任を有する。

上記の考え方を地に足の着いたものとするために、
組織再編において、同行の今後も変わることのない
価値またはケイパビリティを代表するサービスで構成
されたスチュワードシップモデルの導入を行った。ま
た、3つのタイプのスチュワードシップロール、すなわ
ちサービスアーキテクト、専門性に特化したテクノロ
ジーアーキテクト、ビジネス向けのイニシアティブアー
キテクトが創成された。これらの役割は、行内横断の
アーキテクチャー機能には不可欠で、同行全体のアジ
リティ向上に資するものであり、NABに在籍する多く
のアーキテクトにとっては、相対的に孤立した役割か
ら、継続的で、協力的で、未来志向な役割へと劇的な
変化を伴うものであった。

まず、サービスアーキテクトは、特定の事業ドメイン
におけるサービスのモダナイズをモニタリングする責
任を有する。つまり、該当のサービスの内容だけでな
く、そのAs-IsとTo-Be、および ITエコシステム全体
を俯瞰した際に適切な役割について、深い理解が求
められる。また、重要な質問の照会に対応できる必要
がある。具体的には、サービスは障害時のリカバリや
安全性に問題は無いか。将来陳腐化するアプリケー
ションまたはシステムに当たりは付いているか。将来
性について理解しているか。機能などの重複は把握

しているか。時間に対して、どのようにサービスを簡
素化し、改善を図ることが可能か。該当のサービスは、
ほかのエンタープライズレベルのサービスと疎結合に
なっているか。

次に、テクノロジーアーキテクトは、分散システム、デー
タテクノロジー、マイクロサービスなどの複数のサー
ビスに関連するテクノロジーについての豊富な知見を
提供している。また、多くのサービスに適用できる特
定のテクノロジーパターンやプラクティス、ツールなど
に関心を持ち、ほかの2つのアーキテクトの作業に関
連する技術標準の策定を行う。

最後に、イニシアティブアーキテクトは、プロジェクト
またはビジネス向けのイニシアティブに責任を有する。
ビジネス部門と協業し、エンタープライズレベルで利
用可能なサービスを活用することで、アジャイルな全
社目標に合致するようにテクノロジーニーズを特定し、
要件に合わせて定義する際の支援を担う。

アジャイルな組織は協業を前提に設計されており、従
前から独立した立場にあるアーキテクトにとって大き
な変化となる。NABは、チームワークとエンゲージ
メントを推奨する評価基準を採用しており、互いの壁
を無くすようにトレーニングの機会を設けている。ま
た、各アーキテクトには、プロジェクトの成果物につ
ながる作業を行い、よりプロアクティブで戦略的な計
画を立て、考察を行うことに関して、時間のバランス
をとるための調整可能な基準を定めている。これは、
より効果的な分業を促すことに貢献しており、共通の
目標達成に向けて、「ビジネスについての洞察力」「新
たなテクノロジーに関する専門知識」「NABの進化す
るテクノロジー資産への深い理解」といった協創を生
んでいる。

Komarovは、「アジャイルというものにおけるアーキ
テクトの役割については、さまざまな解釈があり、業
界標準としての定義があるわけではない。また、アジャ
イルな組織には、先見の明や計画、調整は必要ない
と考えている点についても、幻想的な考えであると思
料する。各企業は、アジリティ向上には、結束力があ
り、柔軟な ITエコシステムが必要であると理解し始め
ており、そのような ITエコシステムの構築の専門家た
るのが、アーキテクトの仕事である」と述べている。

アジャイルな組織は協業
を前提に設計されており、
従前から独立した立場に
あるアーキテクトにとって
大きな変化となる。
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差別化されたデジタルエクスペリエンス、革新的な製品とサービス、および最適化されたビジネスオペレー
ションのバックボーンを支えるテクノロジーと共に、エンタープライズアーキテクチャーは、ますます重要
なワークロードを担っている。アジャイルで拡張性に優れているエンタープライズアーキテクチャーは、企

業の価値を高め、戦略的ビジョンを実現する支援をする。そうでないエンタープライズアーキテクチャーは、デジタ
ル変革を妨げ、技術的負債を拡大し、システムとソフトウエアの質を低下させ、最
終的には組織の変革を妨げる。

ビジネスニーズに合わせて、柔軟でアーキテクチャー的に健全なシステムを構築し
管理することができる有能なテクニカルリーダーの安定した手腕が、かつてないほ
ど求められている。我々が顧客に会う際には、まず我々のロードマップや製品につ
いて質問されるであろうと考えるが、実際には、彼らのほとんどは、我々のアーキ
テクトがどのようにして我々のビジネス戦略をサポートするエンタープライズシステ
ムの設計と構築をリードしているかを理解したいと思っている。

しかし、Amazon Web Services（AWS）ではそのような従来のアーキテクトの
役割は存在しない。テクニカルアーキテクチャー設計の責任はプリンシパルエンジニアにあり、ソリューションアー
キテクトは顧客がAWSサービスを使ってソリューションを設計するのを支援する。アーキテクトにありがちである
が、このような役割は明確に機能として定義されていないが、共通の設計と集中化された思考を強制するための
最良のメカニズムは、製品を中心にチームを編成することだと分かった。創業間もない頃、我々は中間層のアプリ
ケーションサーバを必要としていたが、Webベースのワークロード用に構築されたコストパフォーマンスの高いコ
マーシャル製品を見つけることができなかった。この問題を解決するために、いくつかのチームが重複した取り組
みを進めていた。我々はその中で最も良いものを選び、その周りにチームを作り、ほかの多くの人が使用できるよ
う製品化した。

今日でも、我々は同じモデルを使ってアーキテクチャー上の問題を解決している。エンジニアを一ヶ所に集約する
必要はない。その代わりに、Amazon Alexa、Amazon EC2、Amazon Simple Storage Service（Amazon 
S3）、Amazon DynamoDBなどの製品チームにエンジニアが割り当てられている。複数の短期プロジェクトを
渡り歩くよりも、特定の顧客ニーズに長期間集中することで、エンジニアが効果的に活動できることが分かっている。

我々の製品開発アプローチでは、顧客ニーズからスタートして製品開発に取り組むことに重点を置いている。新し
いアイデアへの投資決定がなされる前に、プロダクトチームは、製品そのものの説明だけでなく、それが解決する
顧客の問題、その問題によって影響を受ける特定の顧客、そして既存のソリューションに対するその利点を記述し
た1ページの内部プレスリリースをAWSのリーダーに提示しなければならない。プロダクトチームはまた、5ペー
ジのFAQを作成し、提示する。FAQには、その製品で顧客が最も失望すると思われる点は何か、といった失礼に
あたるような質問も含んでいる。

このレビュープロセスにより、AWSのリーダー達に1時間で判断を仰ぐために、プロダクトチームは市場、顧客ニー
ズ、製品のメリットを深く理解する必要に迫られる。私もCEOも、ほとんどすべてのレビューに参加する。製品の
メリットについて議論し、レビューチームがリソースの割り当てを決定すると、チームは計画フェーズに進む。多く
の場合、レビュープロセスで製品の弱点が明らかになり、チームは設計段階に戻って変更を行い、2回目のレビュー
のためにプレスリリースとFAQを準備する。このプロセスに参加することで、エンジニアやプロダクトマネージャ

私の見解

CHARLIE BELL 
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PRESIDENT, AMAZON 
WEB SERVICES

Tech Trends 2020Tech Trends 2020

124124



は共通の目標に向かうことができ、デリバリーや顧客ニーズのプレッシャーを感じることができる。

プロダクトチームの戦略的メンバーであるプリンシパルエンジニアは、Amazonで最も難しい問題の解決を支援
をする。設計の最終的な決定者は、設計からアルゴリズム、実装に至るまで、成果物の提供の責任を持つ。彼らは
技術的な標準を確立し、全体的なテクニカルアーキテクチャーとエンジニアリングの実践を推進し、ソフトウエア
開発のあらゆる側面に取り組んでいる。

我々のプリンシパルエンジニアはビジョンを持つ夢想家であるが、現実的でもある。有能なテクニカルリーダーに
なるために必要な尊敬を得るには、プロジェクトの詳細に精通している必要がある。彼らは、抽象的なビジネス
要件ドキュメントを作成したり、開発ガイドラインやテクノロジーフレームワークをプロジェクトチームに渡したりす
ることに時間を浪費したりはしない。彼らは、袖をまくって、自ら試合に参加する。プリンシパルエンジニアは、開
発作業から運用上の責任まで、構築するサービスのすべての責任を有している。お客様と一緒に時間を過ごし、お
客様の問題を理解し、それに対応するだけでなく、製品の日常的な運用にも対応しており、運用準備のレビュー
や変更管理などのアクティビティを支援している。深夜にサービスに問題が発生した場合は、プリンシパルエンジ
ニアが電話を受ける。

プリンシパルエンジニアには自主的に組織されたコミュニティがある。コミュニティは、標準の策定、情報の共有、
リレーションシップの構築を目的として毎週開催されている。このグループでは、特定のサービスの設計や、新し
いアイデアやツールの利用可能性などの話題を取り上げた講演を行う。通常、何百人ものエンジニアが部屋にい
て、さらに何千人ものエンジニアがビデオ会議で参加している。役割と機能の包括的な哲学を概説する一連の基
本的な価値観は、このグループのメンバー達によって生み出された。これらの原則は、パフォーマンス基準の設定
に役立ち、意思決定の指針となっている。また、コミュニティは設計と運用のレビューを開催しており、開発中の新
しいサービスとソリューションについてメンバーにフィードバックを提供する機会を提供している。年に数回、メン
バーはオフサイトミーティングを開催し、コミュニティ意識を醸成し、さまざまな製品チームの連携を維持している。

私が20年以上前にAmazonで働き始めて以来ずっと、プリンシパルエンジニアはこのように仕事をしてきた。非
常にうまく機能しており、この仕組みを変えることはほとんど考えられない。プリンシパルエンジニアは、チームの
技術的な指導者として、エンジニアリングの卓越性の基準を設定し、お客様の問題をこれまでにないレベルで理
解し、我々のイノベーションのスピードを最大化するエンタープライズアーキテクチャーを構築している。

アーキテクチャーの覚醒
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今後の展望

技術的負債やレガシー技術の制約
は、最高のイノベーション戦略さえ
も損ないかねない。システムの複雑
さが原因で市場を混乱させている新
しいツールを利用できない組織は、
すでに競争上の優位性を失っている
可能性がある。CEOは一般的に、
アーキテクトと直接関わることはな
いが、リスクテイキング、イノベーショ
ン、そして相互交流の企業全体の文
化を創造することで、アーキテクト
の拡大した役割を支援することがで
きる。これは、すべての人が自分の
スキルサイロの外に出て、組織内の
ほかの人と話すことで視野を広げる
ように促すことを意味する。アーキ
テクチャーは今まで以上に戦略的に
重要となっているため、アーキテク
トはあらゆる種類の戦略的利害関
係者と定期的に関与する必要があ
る。多様な視点は、より効果的な意
思決定につながる。これは、CEO
が長い間受け入れてきたリーダー
シップのルールである。これと同じ
規則はアーキテクトの利益になる。
結局のところ、彼らは既存のシステ
ムと制約を理解し、今後10年間の
新たな技術と戦略的優先事項を支
える戦略を設計するのに最適の立
場にある人々である。

リスクは、既存の技術スタックやシ
ステムに変更が加えられることにあ
る。これらの変化がより動的である
ほど、プロジェクトの初期計画段階
から潜在的なリスク影響を考慮する
ことがより重要となる。ITの最前線
にアーキテクトを再配置し始める際
には、DevSecOpsチームにアーキ
テクトを組み込むことを検討し、アー
キテクチャーの問題がプロジェクト
の中に含まれていることを確認する
べきである。同様に、アーキテク
チャー変革の取り組みでは、アーキ
テクトはリスクの問題を理解し、対
処するためにより大きな責任を負う
ことができる。残念ながら、一部の
イニシアティブでは、計画者はリス
クを単純なチェックリストの項目とし
て扱うケースが見受けられる。プロ
ジェクトのリスクプロファイルをベー
スラインとして理解していないと、将
来的に最も効果的なリスク管理方
法を決定することが困難になる。プ
ロジェクトは初期評価のみを必要と
しているか、それとも継続的な評価
を正当化するのに十分動的か。また、
柔軟なコンポーネントベースのアー
キテクチャーは、全体的なリスクプ
ロファイルにどのような影響を与え
るか。これらの疑問に遡及的に答え
るにはリスクが大きすぎる。近代化
とリスク計画は同じプロセスの一部
である必要がある。

コンピューティングおよびデータ
サービスに対する需要が高まる中、
CFO、CIO、およびアーキテクトは
共同で、将来にわたって利用可能な
テクノロジーを開発し、組織の技術
的負債を削減できるようになる。お
客様は、既存のコンピューティング
アーキテクチャーに関する4つの重
要な論点を検討する必要がある。ま
ず、既存のコンピューティングアーキ
テクチャーは、組織的に、または
M&Aを通じて、企業の成長ニーズ
を満たすことができるか。第2に、
戦略の変更をサポートできるだけの
柔軟性があるか。例えば、孤立した
コストを残すことなく事業を売却で
きるか。第3に、アーキテクチャーに
対する主なリスクは何か。例えば、
陳腐化、拡張性、技術的負債などで
ある。最後に、アーキテクチャーは
将来の設備投資と営業費用のモデ
ルをどのように形成するか。例えば、
クラウドサービスの成長に伴い、主
要なアーキテクチャーコンポーネン
トをパブリッククラウドに移行すると、
運用コストや設備投資がモデルと大
きく異なる可能性がある。財務部門
とIT部門が協力することで、将来予
想される技術コストをモデル化し、
変化するビジネスニーズを満たす柔
軟なアーキテクチャーに資本を割り
当てることができる。

ストラテジー ファイナンス リスク
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将来のシステムとサービスを形作る上で、最も上級のアー
キテクトはどのような役割を果たすか。ビジネスの成果を
達成するために、どのように直接責任を負うのか。

技術アーキテクチャーの領域を越えた深さと幅の両方を
備えた熟練したアーキテクトを採用し、育成し、維持する
ために、どのようなプログラムを実施しているか。

アーキテクトはどのチームに所属しているか。アーキテク
トはソフトウエア開発者、ビジネスの同僚、エンドユーザ
などの、誰と毎日仕事をしているか。

要点
CIOは、アーキテクトをアカデミックな位置づけから、自分たちの能力が大きな影響を与えるこ
とができるより実践的なビジネスの前線へとアーキテクトを移動させることができる。権限を与
えられたアーキテクトは、デジタル変革の取り組みの先頭に立ち、硬直したアーキテクチャーを
将来のビジネス成功のための柔軟なプラットフォームに変えることができる。

さあ、はじめよう

アーキテクチャーの覚醒
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はじめに
「アーキテクチャーの覚醒」（Architecture 

Awaken）では、デジタル変革が進展する世の中にお
いて、アーキテクチャーおよびそのデザインに携わる
アーキテクトに対して焦点をあてるべきであるとの見
解を述べている。本編でも取り上げたように、筆者の
肌感覚でも、企業の中におけるアーキテクチャーへの
注目度が高まっているのは間違いなく、またその一方
で、どのようにアーキテクチャーを変化させていくべき
か、苦慮しているCIOは非常に多い。
アーキテクチャーに対する関心の高まりの背景には、
新たなテクノロジーが矢継ぎ早に登場し、変化し続け
ていること、そしてその一方で、レガシーテクノロジー
からの脱却がまだまだ日本企業において進んでいな
いことも要因の一つにあげられる。
企業内エンジニアは新たなテクノロジーに対応範
囲を拡大する必要がある一方で、残り続けるレガシー
テクノロジーにもあわせて対応することを求められる。
単純に取扱うテクノロジーが増大したのに加えて、両
者のインテグレーションをどのように考えるか、多くの
エンジニアが日々チャレンジを続けている。さて、そう
した環境の中で、アーキテクトには今後一体どのよう
な役割が求められてくるのであろうか。本論に入る前
に少し、アーキテクト、特にエンタープライズアーキテ
クトと呼ばれる人材に対する過去の期待値について
振り返ってみたい。

これまでの 
エンタープライズアーキテクト
エンタープライズアーキテクトおよびエンタープライ

ズアーキテクチャー（以下EAと略す）という用語が日
本において注目されたのは2000年代の初頭である。
経済産業省が「EA策定ガイドライン」を定め、中央
省庁を中心として「業務・システム最適化計画」が進
んだのは、このタイミングであり、時を同じくして数多
くの企業がEA策定に熱心に取り組んだ。しかしなが
ら、この時期に行われた多くのEA活動はEAの枠組
みを作り上げる活動そのものが目的となったケースが
多く、本質的な取り組みに至っていたケースは、少な
かったといわざるを得ない。では、EAのそもそもの目
的とは何か。デロイト グローバル（デロイト）はEAを
以下のように定義している。

�Enterprise Architecture (EA) is a process of 
translating the business vision and strategy 
of an enterprise into effective change by 
creating, communicating and improving the 
key requirements, principles and models that 
describe the enterprise's future state and enable 
its evolution. The scope of enterprise architecture 
includes the people, processes, information and 
technology of the enterprise, and their relationships 
to one another and to the external environment.� 1

すなわちEAはビジネスビジョン・戦略を具現化す
るためのプロセスそのものであり、そこに至って初め
て意義のあるEAを構築できたと初めていえる。しか
しながら、当時のEA活動は、EA体系の定義とEAガ
バナンスを実行するための膨大なドキュメントを整備
すること自体に焦点があたってしまっていた。でき上
がったドキュメントは、その後メンテナンスされること
なく顧みられなくなった事例もある。また、EA活動を
一定軌道に乗せていた企業においても、EAの主眼は
ITそのものの標準化や ITコストの抑制にあり、非常に
「守り」の色合いが強いものであった。
その背景として、1990年代後半から2000年代初
頭は、多くの企業が活発なテクノロジーへの投資に取
り組み、多くの分散型システムが一気に普及した後の
時期であり、個別に作ってしまった分散・拡大したシ
ステムをどのように「最適化」すべきかに重きが置か
れており、EA自体が IT標準化のための手法であると
捉えられてしまったこともその一因であろう。
余談ではあるが、筆者も当時多くのEA案件に関与

した経験があるが、その大半はアプリケーションある
いはテクノロジーアーキテクチャーの IT標準化や統
合などの「最適化」に焦点をあてたものが大半であり、
本来注力するべき、ビジネスのビジョン・戦略やビジ
ネスアーキテクチャーそのものをテーマにEAを策定
したケースは極めて稀であった。
また、当時の日本企業に多く見られた傾向として、

ITガバナンスが非常に弱かったという点も「最適化」
に拍車がかかった原因の一つと考えられる。日本にお
いてIT部門は長らくコストセンタに位置づけられてお
り、事務処理を支えるバックエンドの仕組みを滞りな
く運用するのが主なミッションであった。そういった環
境下において各事業や海外含めた各拠点に対して旗
振り役としてIT部門が全社横断のガバナンス発揮す
るのは難しく、結果として個別システムの増大につな
がったともいえよう。

日本のコンサルタントの見解
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このような時代のエンタープライズアーキテクト
の役割は当然ながら守りの色合いが強く、彼らに
求められた主な役割は主に２つであった。一つ目
は、EA体系を定義し、何を標準として守るべきか
のルールやガイドラインを定めること、2つ目はARB
（Architecture Review Board）のリーダーとして、
定めたEA標準に対して各種システム化の取り組みな
どが適正であるか判断をくだす審判の役割を果たす
こと（往々にして形骸化していたが）であった。

「守り」の役割を発揮することは非常に重要であり、
近年においても、特に�セキュリティ�の観点などはトッ
ププライオリティの一つであるといっても過言ではな
い。しかしながら、�Enterprise� のアーキテクチャー
をデザインする上では、やはり攻めの観点を欠かすこ
とはできず、当時のEAには、「未来の姿を描かないま
まIT標準を定める」という大いなる欠落があると共
に、「未来を実現するためにはテクノロジーそのもの
に対してフォーカスしなければならない」という、今
日においては当然ともいえる視点が足りていなかった
ことは間違いない。当時のエンタープライズアーキテ
クトにも、そのような役割自体、期待値としては低く、
彼らに対するビジネスサイドからの印象を、誤解を恐
れずにいえば「ビジネスの現場も知らないのに教科
書を振りかざす学者」であった。そして彼らに対する
期待値は、当然高いものではなかったといえる。

アーキテクトへの期待と 
日本における現状
ここまでEAおよびエンタープライズアーキテクトの
これまでを振り返ってきた。では、現在エンタープライ
ズアーキテクトに対する期待値は過去とくらべてどの
ように変化を遂げているか確認してみよう。
世界的な ITアドバイザリ企業であるガートナーは

「2021年までの間に、40％の企業が、先進テクノロ
ジーが可能とする新たなビジネスイノベーションのア
イデア創出にエンタープライズアーキテクトを活用す
るであろう」2と述べている。「Business outcome 
DrivenなEA」を作り、EAチームはその位置づけを
企業内の戦略コンサルタント化していくべきであると
考えている。また、同じく高名な IT調査会社である
Forresterもビジネス価値を創出する上で、EAおよ
びエンタープライズアーキテクトが必要不可欠であり
「ビジネス成果こそがEAの提供価値そのものになり
うる」3と述べている。
本編で繰り返し述べた通り、エンタープライズアー

キテクトへの期待値は非常に高いものになっており、
まさに学者的なスタイルから脱し、新たなテクノロ

ジーをビジネスの現場で実践し、イノベーティブなビ
ジネス成果につなげていくというプラクティショナーと
しての役割が期待されているといえよう。

デロイトはエンタープライズアーキテクトに求めら
れる役割は大別すると3つあると考えている。概要を
簡単にご紹介しよう。

1. Enterprise Architect
テクノロジー部門のリーダーシップメンバーの一員
として、ビジネス部門とコラボレーションしながらそ
の変化の方向性を捉え、新たなテクノロジー活用
を見据えたEA全体のあるべき姿を描く役割。

2. Domain Architect
EA全体のあるべき姿を実現に向け各ドメインにお
ける構想・企画、新スタンダードのデザイン・構築・
改善に取り組む役割。スタンダードにはドキュメン
トのみならず、本編であげたテクノロジースタック
なども含む。
主なドメインとしては、一般には以下があげられる。

• Business Architect
• Application Architect
• Data Architect
• Technical Architect
• Security Architect

3. Solution Architect
各プロジェクトの現場に入り込み、テクノロジース
タックの適用やEAに準拠したソリューションのデザ
イン、適用を支援する役割。現場から上がった要望
をEAチームにフィードバックし改善アクションに繋
げる役割も担う。

概要レベルのご紹介でもエンタープライズアーキテ
クトの役割は、このように多岐に渡り、いずれの役割
もマーケットからの需要が非常に高いといえる。世界
的にエンタープライズアーキテクトへの需要が高まる
中、日本においても同様にそのニーズが顕在化しつつ
ある。例えば、独立行政法人情報処理推進機構の調
査によると、約47.8％の企業がDXを推進するアーキ
テクト人材が「大いに不足」と回答している4。そのほ
か、「大いに不足」の回答割合が高かったのは以下の
通りである。

1位 ビジネスプロデューサー（51.1％）
DXやデジタルビジネスの実現を主導するリー
ダー格の人材（CDO含む）

2位 データサイエンティスト／AIエンジニア（51.1％）
DXに関するデジタル技術（AI・IoTなど）や
データ解析に精通した人材
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3位 ビジネスデザイナー（50％）
DXやデジタルビジネスの企画・立案・推進な
どを担う人材

4位 アーキテクト（47.8％）
DXやデジタルビジネスに関するシステムを
設計できる人材

（括弧内が大いに不足の割合）

前述したデロイトの考えるアーキテクトの役割と
照らし合わせて考えると、ビジネスプロデューサー
はEnterprise Architect、ビジネスデザイナー
はDomain Architect、アーキテクトはSolution 
Architectが該当し、DXを進める上で、アーキテクト
型人材に対する需要は非常に高い水準に達している
といえよう。

一方で、企業におけるニーズは高いものの、未来
のエンタープライズアーキテクト候補となりうるテクノ
ロジストの中ではまだアーキテクト志望の人材は決し
て多くはなく、現状の需要にたいしてまだまだ企業 IT
全体のかじ取り役を担うアーキテクトの数は充分とは
いえない。一例として、世界的に有名なEAのフレー
ムワークであるTOGAFを提供しているThe Open 
Groupのサーベイを見ると、日本における同フレー
ムワークの認定資格者数は全体の第10位、1,000
名弱であるTop1であるアメリカ、Top2のUKが有
する認定者数の10分の1程度と非常に乏しい。有資
格者の数がすなわちアーキテクト人材の不足に直結
するものではないが、EAの重要性に対する意識の違
いは一目瞭然ではないだろうか。因みにデロイトでは
長年に亘りEAコンサルティングサービスを提供してお
り、またその内容も時代の変遷にあわせて改善し続
けているが、社内外問わず時として「今さらEAって古
いのでは」といった声を頂くことがある。やはり「EA」
にはかつての教科書のイメージが強いままであること
は否めない。
今こそ正にEAに対するイメージを転換し、デジタ

ル時代における新たなEA像を描き、その実現をナビ
ゲートする優れたアーキテクト人材を獲得・活用する
べきである。

エンタープライズアーキテクトの 
獲得
さて、では実践的な能力を持ち、デジタル変革の最
前線で旗振りができる水準のエンタープライズアーキ
テクトをどのように獲得することができるのか。そこに
は特別な答えはなく、人材獲得・育成プランを短期と
中長期の視点を織り交ぜて立案し、着実に進めて行

くのみである。
まず、中長期的には育成を通じて企業内アーキテ

クト人材の強化することを重視するべきである。より
テクノロジーに俊敏性を持たせ、ビジネススピード向
上・成果の早期創出を図る上で、社内にケイパビリ
ティを蓄えるという方向性に異論のある方は少ないの
であろう。人材育成にあたってのアプローチとしては
2つ考えられる。技術的なバックグラウンドのあるテク
ノロジー部門の人材をアーキテクトとして育成するの
が一つ、もう一つはビジネス部門において事業構想・
企画などの業務に従事した人材に、テクノロジーの素
養を身に着けさせアーキテクトとして育成するやり方
である。但し、当然ながら育成には時間がかかり、一
朝一夕ではいかないことはいうまでもない。
よって、短期的にアーキテクトをどのように獲得する
のかをまず最優先で考える必要がある。理想的には
能力がマッチした人材を市場から採用することである
が、前述した通りアーキテクトへの需要は非常に高く、
売り手市場化している現状においては、中々お互いの
条件がマッチした高度アーキテクト人材を獲得するの
は困難といえよう。よって、筆者としては、短期的にそ
の穴を埋めるためには、外部のリソースを有効活用す
ることをお勧めしたい。但し２つ注意を払って進めて
頂きたい。まず一つ目はベンダーロックインにつなが
らぬよう、自ら手綱を握ることである。外部リソースに
対してトレンドや事例などの世の動きや、ベストプラク
ティスといわれるようなEAのアセットなどは参考にし
つつも、どの方向に向かうべきかの意思入れや、最終
的な判断は自らが必ず行うべきであることを意識して
頂きたい。そして、２つ目は適材適所を適切な期間に
区切って活用することである。前述の通り、一口にアー
キテクチャーといっても幅広く、求める専門性は異な
る。よって、どこにどのようなリソースを配置するのか
は慎重に見極めるべきである。また加えて、これらアー
キテクトは常時必要とも限らない。どの領域にどのタ
イミングでリソースが必要なのか、ぜひその目利き力
を磨いて頂きたい。目利き力を磨く中で、おのずとEA
およびアーキテクトに対する感度は高まり、自社で育
てるべきアーキテクト像もより具体性を増していくこと
であろう。
また、大規模なビジネスをグローバルで展開する大
手企業は強いアーキテクトチームを構成するのは比
較的容易かもしれないが、その一方で潤沢に人材を
常時抱えるのが困難な組織も数多くあると思われる。
手前味噌ではあるが、そういった組織に対しては、
例えばデロイトはArchitecture as a Service（以
下AaaSと略す）というサービス型のEAコンサルティ
ングメニューを展開している。一例として、初期段階
のみ短期でアセスメントや初期のEAモデル構築など
のご支援をさせて頂き、その後は定期的なEAモデル
の改善やEAガバナンス状況のモニタリングレポート
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提供などのサービスがある。こういったやり方も含め、
上手く外を活用頂きながら、ぜひ自社のEAケイパビ
リティ向上に努めて頂ければ幸いである。

まとめ
本編では、EAおよびエンタープライズアーキテクト

に対する期待値が大いに変革していること、今日の
アーキテクトは企業内のコンサルタントとして、ビジネ

ス・テクノロジー双方の視点を持ち、ビジネス変革を
推進することが求められていることをお伝えしてきた。
また、そのためには将来を見据えた人材の育成と、短
期的には外部リソースを上手く活かし、そのノウハウ
を自らの中に取り組むことが肝要である。

ぜひCIOやCDOを始めとしてテクノロジーリー
ダーシップは、自ら将来を予測しながら戦略性・先見
性をもって変革の取り組みを強く推進して頂きたい。

執筆者
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