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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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日本版発行に寄せて
「Tech Trends」の日本版発行は今回で4回目となる。年
を追うごとに感じることは、企業経営にテクノロジーをど
う活用するかという論点において、グローバルで紹介され
る最新事例が日本企業にとってさほど距離を感じないも
のになっている点である。
日本企業が海外企業と同じよう
に実行まで移せるかという根深い問題は残るものの、少
なくとも海外企業の取組みを諦めの境地で眺めることは
無くなっている。
しかしながら、2018年度版「Tech Trends」
では論点は
例年と少し異なっている点がある。昨年までは個別の
テーマの中で完結する内容が多かったが、今年はそれぞ
れのテーマが関連し、単なる新しい技術の活用というとこ
ろから経営戦略や業務プロセス全体への適用という色彩
が強くなっている。
客観的に見てグローバルのこのような
動きは、日本企業にとって再び海外企業との距離を感じ
てしまうところかもしれない。
グローバルがこのように企
業全体を俯瞰的にとらえ、複数のテクノロジーを効果が
出せるところに組合わせて適用していく動きを始めたの
は、アナリティクスやコグニティブといった個別分野での
業務への適用を済ませ、課題をしっかりととらえてその解
決を図る
（高度化を進める）段階に来ていることを表して
いる。一方で日本企業に目を向けると、デジタルという
キーワードのもとIoTやコグニティブ
（AI）を個別トピック
に対して試している段階にある。

上記の段階の違いは、
この1年で想定以上に海外企業の取組みと日本企業の取組みとの間に差が再び開いて
しまったことを表している。日本企業も停滞していたわけではない。多くの企業がこの1年でデジタル化に向けた
取組みに力を入れてきたことは疑いない。
しかし、海外企業はそれ以上にさまざまな取組みを進め、業務に新た
なテクノロジーを適用してきたのである。
日本企業はこの事実を冷静にとらえて、更なるテクノロジーの活用を進
めていかなくてはならない。私は悲観的になる必要は無いと思っている。なぜなら、
デジタルテクノロジーの分野
はエクスポネンシャル（指数関数的）に活用の幅が広がってくるものであり、
その点から日本企業も今後エクスポ
ネンシャルに活用の幅を拡げていくことになるはずだからである。
まずは「Tech Trends 2018」の内容を客観的にとらえ、
グローバルのトレンドがどういった方向に向かっている
のかを理解し、今後の自社の進むべき方向を見定めてもらいたい。
これまでの取組みの中でどれを加速させなけ
ればならないか、
やり方を見直すものは無いか、
バラバラではなく同時に進めるべき取組みは無いか、などを見極
め、今後訪れるであろうエクスポネンシャルな成長への準備に取りかかってもらいたい。

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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はじめに

か

つてドイツの名高き指揮者であった故Kurt Masurは、
「花形の演奏家ばかりのオーケストラは、大惨事

を起こしかねない」
という格言を残した。
この偉大な音楽家の言葉がすべてに通じるものではないにして
も、我々にとってある種の普遍的な教訓としてとらえることができる－「統合と調和に欠けると、不和が

優る」ということを。

技術革新により根底が覆されてしまう市場で競争を強いられている多くの企業も、突如として生じる不和や、
こ

れまでの成功体験が通じない不整合の経験者といえよう。今日、エンタープライズテクノロジー界における花形的

存在ともいえるDigital Reality、
コグニティブ技術、
ブロックチェーンは、ITやビジネスそして社会全体の在り方を再

定義している。
こうした破壊的な潮流に対して、企業は多くの場合、
テクノロジー領域の範囲内で変革イニシアティ

ブを立ち上げて対処してきた。例えば、業務特化型クラウド、アナリティクス、ビッグデータといったプロジェクト

は、特定の目的を達成することができれば、未来を勇敢に先取りする象徴として称えられた。
そして、
「チーフデジタ

ルオフィサー（CDO）」
や
「チーフアナリティクスオフィサー（CAO）」
といった新たなCxO層の職位の出現により、
こうし
た特定領域内で計画・実行を進めるドメイン型思考の優位性が助長されてきた。

しかし、個々の独立したソリューションやツールとしてシステムを扱うことがせいぜい次善策にしかならないこと

に、ほどなくして企業が気づき始めた。複雑な予想・予知機能を持つアナリティクスは、
ビッグデータなしではほと

んど価値を発揮できなかった。
同様に、
ビッグデータの運用はクラウドなしではコストがかさみ、非効率だった。
場所

と時間の制限なく、
いつでもどこでもアクセスできるモバイル機能がすべてにおいて要求された。
過去10年に及んだ

ドメイン型思考による変革を経て、正解のない疑問が残っている－「破壊的なテクノロジーは、どうすればより大き
な経営戦略上および業務運用上の両目標の達成に向けて、一体となって機能することができるのか。
」

先進企業では、広い視野で変化に対応するアプローチを取り入れ始めている。
こうした企業は、特定領域に限定

した施策をバラバラに計画・実行するような
「過去の過ち」に戻ることはない。
そうではなく、どうすれば破壊的なテ
クノロジーが相互に補完し合い、より大きな価値を創出できるのかという側面に着目し、技術および市場調査、実

例、実装・展開方法について全体的な視点で考えている。
例えば、
ブロックチェーンは企業の至るところで、
また企

業間の垣根を越えて、新たな
「トラスト経済圏」の基本プロトコルとして機能し得る。
コグニティブ技術は、
すべての

業務領域において自動応答を実現できるであろう。
Digital Realityは人と人との間の地理的な障壁、また人と

データとの間のシステム的な障壁を取り払う。
これらのテクノロジーを統合的に活用することで、仕事のやり方を根
本から変え、真新しい商品やビジネスモデルを切り開くことができるであろう。

今年の
「Tech Trends」の主題はシンフォニックエンタープライズ
（The symphonic enterprise）である。つま

り、戦略、
テクノロジー、オペレーションがこれまでの業務・ビジネス領域や境界線を越えて調和し、一体化していく
という発想が中心となっている。今年で本レポートの発行は9年目を迎え、世界を作り変えるパワフルなテクノロ

ジーを調査・分析する我々の取組みの真骨頂ともいえる。
これまで議論を重ねてきたデジタル、クラウドやアナリ

ティクスは今やどの産業でも話題となり、受け入れられている。
そして最近では、オートノミックプラットフォーム（自

律的な企業基盤）、機械知能（MI：Machine Intelligence）やDigital Realityといったさらに新たなトレンドが勢い

を増し続けている。

今年は、先端テクノロジーのトレンドをこれまでとは違う角度から見てみたい。
あらゆるテクノロジーが調和する

環境では、企業や組織を分類していた垂直方向の業種（ビジネスや業態が異なる産業、事業部門）、あるいは水平

方向の業務やソリューション
（領域ごとに異なる業務プロセス、
テクノロジー）という従来の見方はもはや意味をな
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さなくなる。今年の主題であるシンフォニックエンタープライズの世界では、対角線上の関係で物事がつながり、新

たなビジネス機会や創造性に富んだ問題解決策が生まれ、業種・業務といった境界線は曖昧になる。
例えば、本レ
ポート
「ニューコア：次世代の基幹システムに向けて」の章では、近い将来にデジタル化が進むと予測される財務

部門とサプライチェーン部門の二つの業務部門において、両機能のはっきりとした区別が無くなることを示唆して

いる。そんなことはあり得ないだろうか。
次のシナリオを考えてみて欲しい。

工場の床に設置されているIoTセンサーが生成するデータを、サプライチェーンマネジャーが活用し、発送・在庫

プロセスの最適化シナリオを検討する。
サプライチェーン業務が効率化され、可視化されると、財務部門はより正確

な予測・計画を立てることができる。
さらに、ダイナミックプライシング
（需給状況に応じて価格を変動させる動的
価格設定）やリアルタイムの業務見通しに基づいたキャッシュレベル（現金持高）の調整も可能になるであろう。実

に二つの業務部門が次世代ERP、IoT、機械学習やロボティック・プロセス・オートメーション
（RPA）へ共同投資し

始めるケースが想定される。同時に、財務とサプライチェーンの機能はプロジェクト型からプラットフォーム型へシフ

トし、
その影響はさらに広く波及していくと考えられる。
そのような中で、ビジネスリーダーや経営層は戦略と投資効

果・業績といった結果に気を配るだけで済むようになり、日々の戦略実行や業務運用を支える個々のテクノロ

ジーについて逐一口を挟むことは徐々になくなるであろう。
これでも財務とサプライチェーンの融合シナリオはあり
得ないと言い切れるだろうか。
もちろん、
ドメイン型思考のアプローチにより価値が温存されるものもある。
基幹システム資産がITエコシステム

をいまだに支えている。
サイバーセキュリティとリスク対策は、
これまで以上に重要性が増している。
「The business

of IT（ビジネスとしてのITサービス）」を運用するCIO戦略は比類ない価値があり、永久である。
それでも、個々のテ

クノロジーの進化を享受し、
オーケストラのように一つに統合していく大きなトレンドの到来を我々は認識しなけれ

ばならない。最新号となる本レポートが、今起こっているテクノロジーの力をより深く理解するための一助となるこ

とを願っている。
そして、
あなた自身がシンフォニックエンタープライズを築いていくための一助になることも。
美しい
音楽を奏でられますように。

Bill Briggs

Craig Hodgetts

Chief technology officer

US national managing principal—Technology

Deloitte Consulting LLP

Deloitte Consulting LLP
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テクノロジーの再構築

トップダウンとボトムアップから進める
新しいIT導入モデル

テクノロジーとビジネス戦略が密接に紐づけられた今日において、先進企業ではテ
クノロジーによる変革の構想、導入、展開の各段階におけるアプローチを抜本的に再
検討している。
彼らはIT部門をビジネスの成長エンジンへと変革させており、
その影響
範囲はバックオフィスやシステム運用だけでなく、製品開発やプラットフォームでの
サービス提供にも及んでいる。
ボトムアップからはインフラやアーキテクチャの最新化
を図っており、
トップダウンからはテクノロジーに関わる組織、運用プロセス、
デリバリ
の在り方を新しい方法に変えている。
このトップとボトムの両面からのアプローチは単
なる業務の効率化をもたらすだけでなく、将来のIT組織を定義するツール、
スピード、
権限委譲の姿を明らかにしてくれるだろう。

過

去9年間に亘り、デロイトコンサルティング

れまでのような受身的で縦割り化された仕事のやり

が発行する
「Tech Trends」
では、CIOやIT

方では今日の急激な変化に対応することが難しい。IT

といった破壊的テクノロジーにどう立ち向かってきた

えて、製品管理や顧客対応といったより重要性の高い

への期待や機会に取組んできたのと同時に、ITを中心

ている。

くかかわってきた。

ンスであり、同時にリスクでもある。IT領域における急

部門がクラウドやモバイル、
アナリティクス

がこれまでの主戦場であったバックオフィス領域を超

のかを伝えてきた。
この期間彼らは、新しいIT業務、IT

領域に影響している状況において、切実な問題となっ

とした企業戦略を展開するためにビジネス側とより深

近年におけるこのような傾向は、CIOにとってはチャ

しかし、多くのCIOや企業の経営層は、昨今の破壊

速で破壊的な革新は、
これまでにないビジネスチャン

的テクノロジーへの対応だけでは、十分でないことに

スを企業にもたらす一方で、
そのビジネスチャンスをと

気づきつつある。現在では、
ブロックチェーンやコグニ

らえて欲しいというCIOへの期待値に応えるべく、新し

ビジネスモデルや業務に大きな影響を与えており、
こ

ば、
「どのような場合に、企業のCIOが更迭され得る

ティブ、ARやVRといったDigital Reality技術が企業の

いチャレンジに立ち向かうことが求められている。
例え
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か」について、2016年～2017年にデロイトが調査した

ることである。

十分に応えていない場合に更迭が起きる」と回答して

てさまざまであるが、大別して以下の二つの戦略をと

の72％が「企業の重要なビジネス上の変革に対応で

ボトムアップからは、拡張性が高くダイナミックなシ

際には、回答者の74％が「CIOがビジネス側の期待に

テクノロジーの再構築へのアプローチは企業によっ

いる。
また、もはや驚くべき結果でないが、調査対象者

ることになると予想される。

きないCIOは会社を去るべきである」
と回答している 。

ステム基盤とオープンで柔軟性の高いアーキテクチャ

1

これまでの長い間、IT部門はビジネスの再構築に

の実現を目指すだろう。重要なことは、近年における

貢献してきた。
一方でビジネス部門と同じようなビジョ

機械学習による自動化技術の普及により、新システム

ン、規律、厳しさをもってIT部門を再構築した例はほと

の立ち上げ、柔軟な機能開発、システム運用のすべて

しかし、
そのような状況は、今後1年半～2年で一変

将来、
この自動化技術はシステム基盤やアプリケーシ

んどなかった。

の面における高速化を可能にしつつあることだ。近い

することになる。CIOたちはIT部門を再構築するだけ

ョンに組み込まれ、ITオペレーションにとって当たり前

でなく、企業全体のテクノロジーへの取組み方の再構

のものとなるであろう。

築に乗り出すことになるだろう。この変革のゴールは、

トップダウンからは、CIOは自部門の予算や組織構

企業のテクノロジーを従来のような単なる業務機能を

造、配員、サービス提供の在り方などを再構築する機

提供するシステムから、ビジネスのスピードを加速さ

会をより多く得ることができるようになるだろう。

せ、インパクトと価値を生み出すエンジンへと作り変え

「テクノロジーの再構築」のトレンドは単なる再編

図1. テクノロジーの再構築を実現する二つのアプローチ

トップダウンアプローチは、改良されたボトムアップのアーキテクチャによりその効果を増幅させ、ボトムアップ
アプローチは、
トップダウンの変革と組合わされることにより、
よりインパクトを高めることができる。
ミッション

予算化

トップ
ダウン
ボトム
アップ

運用モデル

自動化
アーキテクチャ

インフラ

Source: Deloitte analysis.

再構築シナリオの例
結果: 成果主義的な予算化
アジャイル方式のシステム導入アプ
ローチは、日々移り変わる企業の
戦略目標に応じた柔軟な予算変更を
可能とする

ステップ3: 新しい運用モデル
最新化・自動化されたシステム開発
にかかわる一連のプロセスには、新
しいスキル、組織、導入モデルが
必要とされる
ステップ2: 自動化の普及
仮想化・クラウド化され、拡張性が
高いインフラを背景に、業務に応じ
た設定変更やメンテナンスの自動化
が可能となる
ステップ1: 最新化されたインフラ
仮想化・コンテナ化され、クラウド
への移行が可能なインフラを整備
する
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成ではない。
むしろ、
すべての仮説にチャレンジし、
より

ンに目を向けてみることから再構築へのチャレンジに

良い結果を求めて設計し、究極的には未来のIT導入

取組むことができる。

モデルを構築することである。

タスクではなくプロセスに着目する

ボトムアップアプローチによる
再構築

書「Reengineering the Corporation」の中で、
「ビジ

テクチャの刷新はその一部でしかない。先進企業がボ

Michael HammerとJames Champyは、著

再構築を実現する際、基盤となるインフラやアーキ

ネスプロセスはグループ化されたタスクであり、効率よ

トムアップアプローチでビジネスとテクノロジーの再

のである」
と述べている。
さらに何も生み出さない個々

の最新化という三つの領域における改善の可能性を

り、企業はより効率的に期待する結果を得ることがで

• 自動化：自動化は企業がテクノロジーの再構築に

くまとめられた時に顧客に価値ある結果をもたらすも

構築に着手する場合は、自動化、技術的負債、
インフラ

のタスクよりも、プロセスにフォーカスすることによ

検討することとなる。

きると説いている。
「プロセスとタスクの違いは全体

取り組む際の最も重要なゴールとなるものであ

か一部か、結果か手段か」だと彼らは言う 。

る。
ITライフサイクルを通じて、多くの自動化の機会

は対極のアプローチをとっている。過去30年に亘って、

テスト、
リリース、運用と同様に、自動監視、自動学

続けたが、
アプリケーション、
インフラだけでなく、ネッ

トフォームなどがある。ほぼすべての伝統的なIT運
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今日、多くの企業におけるIT部門は、彼らの主張と

がある。例えば、自動的なプロビジョニング、開発、

企業におけるテクノロジーはあらゆる側面で拡大し

習、自動修正をする大規模なオートノミックプラッ

トワーク、
ストレージ、運用管理に至るまでひどくタスク

用は自動化の候補となり、
ワークフロー業務、定型

思考だった。
その結果、
今日スキルの高いIT人材は一つ

業務、ポリシーベースで自動判断できる業務、複数

の役割でしか働けなくなっている。なぜならネット

システム間のデータ整合性検証業務などが該当す

ワークエンジニア、システム管理者、セキュリティアナ

る。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、

リストの間で、同じツールを共有することもなく、
コミュ

コグニティブオートメーション、インテリジェント

ニケーションもごくまれにしか取らないといったことが

オートメーション、コグニティブエージェントなど、

当たり前になっているからである。

さまざまなバズワードによって表現されることが

クノロジーやアウトソーシング、オフショアといった

ニーズは共通している。それは、日々増大する煩

た。HammerやChampyのように、業務プロセスその

自動化の取組みの一環として、いくつかの企業

最近までテクノロジーによる変革といえば、ニューテ

多い自動化技術であるがその背景にあるビジネス
雑な業務から従業員を解放することである3 。

もの へ の 適 応 を指すという理 解 が 一 般 的 であっ

ではシステムリソースを柔軟かつダイナミックに管

ものに着目してテクノロジーの再構築を推進していこ

理することができ、システム開発から運用までに必

うという提言は少なかったのである。
しかし、昨今のス

要な業務を統合するオートノミックプラットフォーム

タートアップ企業に対する社会からの期待の高まりや、
有望な投資領域に対するテクノロジー企業の進出、

（自律的な企業基盤）を導入している。このオートノ

タープライズ領域へ浸食しているといった潮流を受け、

ィクスの組合わせ、もしくは機械学習を用いた高次

テクノロジーの再構築に否応なく駆り出されている

ミックプラットフォームは、大きく二つのトレンドのも

や、大企業からスピンオフしたフットワークの軽い企業

ットワークといったさまざまなシステムリソースを

業にとっては難しいものであることも事実である。大

最適化を行うSoftware-defined everythingとい

ミックプラットフォームについては、自動化とロボテ

一般消費者向けサービスを支えるテクノロジーがエン

元の自動化として議論されることが多い。
オートノ

彼らが言及しているようなアプローチでのビジネスと

とに成り立っている。一つはメモリやストレージ、ネ

CIOも多い。このアプローチは、スタートアップ企業

仮想化し、ソフトウエアの負荷に応じて自動的に

にとっては親和性が高いものであるが、従来型の大企

う考え方であり、もう一つはDevOpsアプローチで

企業はまずは、さまざまな先進的なツール、ニッチな

のシステム運用とデリバリモデルの抜本的な改革

プラットフォーム、
新しい開発言語などに柔軟かつオープ
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である。システムインフラの領域からシステム運用

技術的負債に対応するために企業は以下の二つ

などのIT部門の業務タスクレベルまでが、
よりコード

のステップに取り組む必要がある。

化されるようになり、組織は新しいアーキテクチャ

1. 定量化・視覚化して判断する：潜在的な品質およ

な取組みにより、企業はIT部門の業務とそれを支

に立ち向かうための第一歩である。技術的負債を

や規律を手に入れるチャンスを得ている。
このよう

び構造上の課題を可視化することが、技術的負債

えるシステムとを切り離すことが可能となり、結果

解決するためには、
まずは技術的負債の背景にあ

として、有能なIT人材を付加価値の低い単純なシ

る問題をシンプルかつ視覚的に理解できるよう経

ジネスに直結する業務に注力させることが可能と

期計画やポートフォリオマネジメント、個々のITプ

ステム保守作業から解放し、
より付加価値の高いビ

営層に伝える必要がある。
もちろん、IT関連の中長

なるのである。
また、生産性を向上するチャンスも

ロジェクトのデリバリそのものも、技術的負債を生

ある。一般的に、
「ITプロセスの効率性とは、
そのプ

じさせるものであるということも忘れてはならない。

ロセスに要する人員数と逆相関の関係にある。
」と

2. 適切に管理する：今後1～2年での企業の短期的

いわれている。

戦略目標を達成するために必要なツールやシステ

オートノミックプラットフォームと並ぶ、自動化に

ムを明確化する必要がある。これにより、今現在、

おけるもう一つの重要なキーワードは、一部のクラ

取り組まなければならないポートフォリオを識別す

ウドベンダが提唱しているセルフサービスオート

ることが可能となる。また、不要なアプリケーション、

メーションという概念だ。Webベースのポータルを

インフラ、定常業務などを削減していくことも忘れ

通じて、
ユーザは標準化されたサービスメニューの

てはいけない。IT部門の目標は、技術的負債を監

できる。
自動化されたシステムによって、
ユーザ側の

いくつか
• インフラの最新化：インフラの最新化とは、

載ったカタログから必要なサービスを選ぶことが

視することではなく、削減していくことである。

システムリソースの自動割り当て、職務分掌に基づ

のスタートアップ企業でその効率性と有効性が実

く自動化されたアクセスコントロール、承認プロセ

証された、
クラウド環境の活用を主軸とする、柔軟

スなどが自動的に提供される。
これにより、企業の

性の高いアーキテクチャモデルである。今後、多く

リスク低減やリソースの整理も実現できる。

の企業で採用される可能性が高いと考えられてい

• 技術的負債：技術的負債は、品質の悪いコードや

る。
このクラウドファーストのモデルにおいては、
プ

システム設計によってのみ引き起こされる訳では

ラットフォームは仮想化・コンテナ化され、可用性

ない。多くの場合には、短期的なROIの改善や、各

の高い再利用可能なリソースとして扱われること

プロジェクト個別の最適化のみを追求した結果と

により、インフラの維持管理に関わる業務量を大

して発生する。
このようにして徐々に積み上がって

きく削減することが可能となる。システムはポリ

見直しや統合を行うことで返済していくことがで

限られた労働力を用いて、
オンプレミス、
プライベート

いく技術的負債を放置せず、定期的なシステムの

シーや管理、自動制御により疎結合される。
同様に

きる企業は、生まれた余剰を活用することにより

クラウド、
パブリッククラウドの能力を適正な価格と

ビジネスを成長させる新しいイノベーションに投

性能で活用することができる。
組織を現行システム

資することができる。もちろん、
この技術的負債は

の維持管理を目的とする従来型の組織から、ビジ

物理的なインフラ領域やアプリケーション領域に

ネスに貢献する成果を生み出すものへと変革する

おいても発生し得るし、
レガシーシステムの継続運

ことができるのである。

用が長期化すれば積み上がっていくものである。

システムアーキテクチャをより柔軟で俊敏なもの

クラウドを活用して既存システムの再プラットフ

に変革することが、ビジネス戦略上・システム運用

ォーム化を促進することで、技術的負債を削減し、

上の多くのメリットをもたらすことは議論の余地が

金銭的な意味での借金と同様に、技術的負債

業務領域における迅速な開発と展開をサポートす

ビジネスのスピードを加速することもできる。

ない。例えば、柔軟なソリューションでさまざまな

という借金を返済しない企業は、
その予算の多くを

ることが可能となり、企業の革新と成長を促進する

既存システムのメンテナンスといった後ろ向きの

ことができると考えられる。
さまざまな新しい破壊

的なテクノロジーへの投資をすることができない。

のテクノロジーを活用して、いち早くマーケットに

活動に費やし、ビジネスを加速させるような革新

的テクノロジーが乱立している昨今、
いかにそれら
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展開できるかが企業の競争を左右するのである4。

このモデルの変革は、
スキルセットによって分類

された縦割りを破壊し、IT人材のマルチスキル化と

結果志向のチームへ再編成することから始まる。

トップダウンアプローチによる
再構築

結果志向のチームを作り上げる最初のステップは、

特定の開発工程（初期フェーズの要件定義や設

計）に焦点を当てるのではなく、要求される成果を

過去10年間でCIOの影響力と地位は著しく高まって

あげることに重点を置く。次のステップとして、
アプ

おり、その主な要因は、引き続き効率的で信頼性の高

リケーションやインフラなどのIT領域間の境界をな

いIT運用にある。
このシステム運用というCIOに求めら

くすことに重点を置くことかもしれない。自分自身

クノロジーを適切に企業へ導入することも求められて

◦◦ 「ITリソースと人材を共有する機会はあるか。
」

れる職責は、多大な労力を要する一方で、最先端のテ

に問いかけて欲しい。

いる。新しいテクノロジーを活用したツールによっても

◦◦ 「新しい組織能力開発のために、必要に応じて

たらされるIT部門の業務、組織や人材管理の領域にお

メンバを流動的に変更可能なチームが作れるか。
」

ル時代に継続的な成長を続けている企業のリーダーた

確保しておくことは可能か。
」

チーフアルゴリズムオフィサー）はCIOとシステム部門

システム管理、およびセキュリティにも同じことが

拡大のための新製品とサービス、2）才能ある人材を

◦◦ 「これらのチーム間で共有できるスキルセット

ける変革を引き起こしていくことも必要である。
デジタ

◦◦ 「それらのチームに対してあらかじめ予算を

ち（チーフデジタルオフィサー、チーフデータオフィサー、
に対して、以下の三つの貢献を期待している。1）収益

インフラ内の縦割りであるストレージ、
ネットワーク、

いえる。

」
とプロセスは何だろうか6。

獲得し、育成する新たな方法、3）将来的に会社が実施

システム展開方法に関して：このところ頻繁に

すべきことの検証手段とそれに必要な試作品。

取り沙汰されているアジャイルとDevOpsにはメリ

従来のシステム運用手法がもはや機能しないこと

には、多くのCIOが気づき始めている。
テクノロジーの

ットがある。
しかし、アジャイルやDevOpsのような

らすと考えられている。
「テクノロジーに強い人材」と

はチームの再編成は無駄になる可能性が高い。も

より効率的な手法が企業として認められない場合

進化は、
さまざまな業務の進め方に大きな変革をもた

しアジャイルとDevOpsを試しているならば、心して

「ビジネスに強い人材」に二分するこれまでの企業内

取り掛かるべきだ。
元の生活に戻ることができない

の考え方はもはや有効ではない。
テクノロジーは、い

ように、乗ってきたボートを燃やす探検家のように。

まや企業活動の中核を担うものであり、
これにより企

• 全体を見据えた予算：機能的な縦割りが消滅する

業の人材は業務領域から開発領域までを担うように

なる5。

につれて、アプリケーションとインフラの境界線が

新しいシステム運用手法を構築する時がきている。

トップダウンでのリエンジニアリングを模索する時は、
次のような機会を考慮すべきだ。

なくなり、タスクではなくプロセスに着目するよう
になるため、IT組織は予算の立て方を見直す必要

があるかもしれない。多くの古いIT組織には、ビジ

• チームの再編成と縦割りの破壊：多くのIT組織では、

ネスリーダーが「欲しいもの」のリストを作成し、優

されている。例えば、ネットワークエンジニアリン

クト化することで実現してきた経緯がある。
これら

となる。
このよくある組織構成では、
プロジェクトの

算の大部分を消化し、残りが保守とメンテナンスに

社員は機能やスキルセット別の縦割り組織で管理

グ、QAサポート、システム管理はそれぞれ別の部隊

先度とコストにしたがってそれを分類してプロジェ

のプロジェクトは、通常ITに振り分けられた裁量予

各フェーズで、各々の専門知識を提供することで貢

割り当てられてきた。
このベースとなる予算の青写

献している。結果として、
プロジェクトが厳格に順

真は、予算が再び計画される1年後まで有効となる。

を追って進行することにより、
プロジェクトの進行

は遅くなる。また、チームメンバが後続のタスク、

チーム、またはイニシアティブの最終目的について
知ることなく、黙々と目の前のタスクをこなす「壁

しかし現在、
プロジェクトが望ましい結果を達

成するための新しい予算モデルが生まれつつある。

例えば、
「カスタマエクスペリエンス」が重点領域に

なると、IT予算をeコマースやモバイル製品に割り

越し」のエンジニアリングを増やす。

当てられる。具体的機能は未定のままかもしれな
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いが、重点領域を定めることで、戦略立案者や開発

なってきている。
プロジェクトの70％はコアシステ

者は、主要な戦略目標の達成をサポートする潜在

ムに重点を置いており、20％はその周辺の仕組み

的、かつ価値ある機会に工数と予算を集中させる

（ 上 記の「工 場 作 業の可 視 性向 上 」の 例など）

ためのこのモデルは、予算を柔軟かつ迅速に割り

い新興技術や実績のない技術に焦点を当ててい

ことになる。
プロジェクトの優先順位を引き上げる

に、10％は短期的に成果を出すかどうか分からな

当てられ、投資は測定可能な成果をもってモニタリ

る。一般的にコアシステムのプロジェクトは、期待

ングされる。

なお、予算割当の優先順位を変更する際には、

クラウドへの移行のように、
これまで資産化されて
いたものが費用となるケースがあることに留意す

通りの成果になることが多いが、
コアシステムでな

ければないほど確たる結果が得にくくなる。流動

的な予算編成サイクルに移行するにつれて、CIOは

この曖昧さを認識し、それを受け入れるべきである。

べきだ。
また、長年に亘る調達方針を変え、成果主

確実さと曖昧さのバランスを効果的にとることで、

義に基づくパートナーやベンダとの協業関係、共

潜在的な機会を探る時間の捻出が可能となり、
よ

同投資の機会を模索する必要もある。

り多くのリスクを取ることができる。

• 曖昧さを包含したポートフォリオ管理：IT予算を

• ガイダンスとインスピレーション：IT組織には特別

詳細ではなく、大枠でとらえるにつれて、
イニシアテ

な機会と責任がある。それはビジネスリーダーや

ィブのIRRとROIを計算するのが困難となる可能性

戦略立案者がテクノロジーを使って実現したいこ

がある。例えば、従来からあるクラウドへの移行の

とのリストとその優先順位付けを行うための俯瞰

費用とコスト削減効果を見積もることができる。
さ

イニシアティブは適切であるか。組織のITエコシス

できる。

能か。
提案は運用上および戦略上の大目標と整合

ケースを想定すると、計画時にCIOはプロジェクト

図を提供することだ。
例えば、課題解決するための

らに言えば、
これらの見積もりに責任を負うことが

テムの現実を考慮した場合、技術的目標は達成可

しかし、工場全体にセンサーを配備して運用上

しているか。IT組織は俯瞰図を描くプロセスにおい

の可視性を高めるようなケースにおいては、もう少

て二つの役割を果たす。
一つは、将来の可能性につ

いが、その効果をある程度の精度で予測するのは

の役割である。もう一つの役割は、現在利用可能

し状況は複雑だ。良い成果が得られるかもしれな

いてインスピレーションを与えるシャーマンとして

難しいかもしれない。CIOは彼らがプロジェクトの

なツールのみを駆使して、探検家を目的の場所に

ポートフォリオを構 築および管 理する方 法とし

誘導する案内人としての役割である。

て、70：20：10の法則を適用することにより慎重に
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よくある誤解と真実

「再構築」という言葉は、一部のCIOの思考を一時的に停止させるかもしれない。常識を覆し、システムを
変革するという考え方は、特に既存の運用業務が存在している場合、機能不全への招待状のように思える
だろう。以下の段落では、懐疑的なCIOがテクノロジーの再構築のトレンドをとらえる上で、抱くであろう誤解
を解決する。

誤解：技術は常に複雑になり、
アーキテクチャやエンジニアはビジネスのためにそれを解読する必要がある。

真実：新しい技術は、企業にもたらす可能性やその内容が不透明であることが多々ある。
しかし、過去に何度
もあったように、昨日の破壊的な難問は、新たな技術の始まりなのである。例えば、AIについて考えてみよう。
当初、
コンピュータに詳しい人だけの領域だった。
今日では、
スマートフォンのカメラの焦点を迅速に合わせる
機能や、仮想のパーソナルアシスタントに利用されている自然言語処理機能で老若男女がAIを使用している。
一貫して、
先駆者は技術的に成熟していないものを上手く取り扱い、
幅広く活用する方法を知っている。
誤解： ビジネス全体にテクノロジーを活用することで、
中央管理型のエンタープライズアーキテクチャの効率
性が失われる。

真実：その考え方も理解できるが、再構築のプロセスによって旧来の連合型のアーキテクチャを今後も持続可
能なものへと変更させることができる。例えば、セキュリティ、監視、保守のためのアーキテクチャ標準や
ベストプラクティスをSoftware-defined infrastructureのポリシーとテンプレートに組み込むことができる。
新しい環境が準備されると、
アーキテクチャは新しい環境に組み込まれ、
目に見えない部分で自動的に稼働す
るようになる。
エンタープライズアーキテクチャは開発者同士の仮想の議論ではなく、各階層が個々のテクノロ
ジーソリューションによって、織物のように組み合わされたものになる。
アーキテクチャは、象牙の塔の学者や
エバンジェリスト
（ただ、転換を望んだり、願ったり、祈る者）のように意味のない役割を担うのではなく、進化
するプラットフォームやツールに集中することができる。
誤解：組織の縦割りを打ち砕くことは、組織に混乱をもたらす。ITの機能とチームが分けられているのには
理由がある。

真実：組織の縦割りの問題は、
「ITは各機能の集合体のままであるべきか、
それともプロセスや成果に合わせ
て整理すべきか。
」
という問いを生む。
成果に焦点を合わせて整理しても混乱は起きない。
それは単にIT組織を
再編成し、
ビジネス組織と効率的に協力して企業にもたらす価値を最大化するからである。
これは、
プラット
フォーム、
自動化、
およびデリバリの標準化に焦点を当てたボトムアップ型の投資の場合に特に当てはまる。
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要とするからだった。
アーキテクチャの観点からは、ク

Sysco社の秘伝のソース

ラウド、先進的なアプリケーションプラットフォーム、
マ

Sysco社は、現在進行中の技術革新イニシアティブを

が成立した時点では存在しなかったか、成熟していな

イクロサービス、自動化技術といった新しいアプローチ

大手食品マーケティングおよび流通企業である

の中心となるテクノロジーの多くは、従来のERP戦略

再評価するために大胆な施策をとった。72社の国内

かった。ITチームは経営層に対し、テクノロジー、ツール、

事業会社の内12社は、人材不足で老朽化したレガ

および方法論が過去数年間にどのように進歩したか

シーシステムに代わり新しいERPソリューションを導入

を説明した。
またSysco社に柔軟性をもたらし、
マーケ

し、
プロセスの標準化と業務改善を実現した。
ここで何

ットでのポジションを効果的に獲得するには、
コアとな

導入した企業には、大きな業務上の利点はなかったこ

訴えた。
そしてこの場合、ERPソリューションを他の事

が問題だったかというと、新しいERPソリューションを

るITシステムに検証済みテクノロジーを使うことだと

とである。
さらに悪いことに、競合他社は顧客のカスタ

業会社に展開し続けた場合よりもコストははるかに

マエクスペリエンスを促進し単純化する新しいデジタ

少ないことを説明した。

ル機能に投資を集中していた。一方で、Sysco社の大

Sysco社のexecutive vice president and chief

規模なバックオフィスの実装は、顧客との取引を妨げ

technology officerであるWayne Shurtsは次のよう

る障害と認識されていたため、Sysco社のITリーダーシ

に述べた。
「我々のレガシーシステムは、我々のビジネ

ップは代替となるアプローチを考えた。

スのために、特別にカスタマイズされており、古くても

管理、倉庫管理のカスタマイズソリューションに組み込

しているハードウエア、構築したプログラム言語、運用

ということを念頭に置いて、
レガシーシステムを再評価

」
ムに戻ることを営業各所は歓迎した7。

規模なパッケージソフトウエアをサポートする組織か

のIT組織の特徴であった伝統的なウォーターフォール

ューション）を迅速に設計できる組織へと移行すること

ワークに適用したソフトウエア製品、プラットフォーム、

知的財産や何十年も使われてきた発注管理、在庫

機能は素晴らしい。
基盤となるテクノロジー（例え実行

まれた「秘伝のソース」をいかに最新化して改良するか、

方法）が先進化していたとはいえ、慣れ親しんだシステ
このような成果を達成するため、ShurtsはSysco社

してみた。同時に、彼らはIT部門を根本的に変革し、大

型のプロセスではなく、DevOpsとアジャイルフレーム

ら、新しい機能や製品（特に顧客対応に直結するソリ

サービスチームが必要なことを企業の経営層に納得

の重要性を認識した。

させた。

この件についてITリーダーシップは、企業経営層の

「最初に物事の動機付け、次にそれを実行する方

説得を必要とした。なぜならこの決断が戦略を揺るが

法を考える。我々は働く方法のすべてを変えた。」と

し、現在の軌道を変え、多くの時間、
リソース、資金を必

14
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クノロジーに柔軟に対応できるよう、抜本的なIT再構

最終的には、
それは我々の組織を変えることを意味す

まず最初にレガシーシステムを有効活用するた

ツールやプロセスを必要とするものに変えつつある。

築を目指したのだ。

る。」IT組織の半数以上が変化を遂げ、新しいツール、

め、ITインフラを仮想化した。Vodafone Germany社

品やカスタマエクスペリエンスをベースに、完璧に機

し、新しいアーキテクチャ、
ツール、自動化のポテンシャ

また、継続的な革新だけでなく、機能の開発と継続的

システムの障害からの復元力が高まり、ITコスト面で

年中に残りのIT領域を変革する計画が立てられている。

リカバリが容易になっただけでなく、
システムのスケール

手法、
および方法を活用している。
個々のチームは、製

能する新しいアプリケーションを作成することができる。

はITインフラを自社データセンタからクラウドへ移行

ルに沿ってIT運用を刷新した。再構築されたインフラは、

な運用サポートという責務を果たすことができる。今

の効果が見られた。
また、
これにより、重大事故からの

Shurtsは、社内のITチームを再編するだけでなく、

経験豊かな第三者のアーキテクチャ、エンジニア、開

発者を招いて、Sysco社のマイクロサービスの機能を

アップも可能となり、
レガシーテクノロジーのコアと関

係した領域以外では素早くITの変革に対応できるよう

になった。従来のシステムの中には仮想化技術にうま

構築し、
新しいアジャイル方式を体系化した。
彼のチーム

く適合しないものがあり、この移行には苦戦した。こ

で社員を育成する」という目標を達成した。
レガシーシ

になりがちである。
そのため、Vodafone Germany社

は緻密に布陣された外部の専門家と協力し
「自分たち

のようなシステムの移行準備開発コストは多大なもの

ステムに精通したベテラン従業員とのバランスを保ち

はIT基盤の刷新と、
より幅広いIT革新ミッションを並

つつも、
スキルセットを全社的に向上し、Sysco社のIT

行して進めることにした。このIT革新ミッションは、

を再構築するという組織的な取組みが始まった。

レガシーシステムのコアアプリケーションを、新製品、

スを提供するため毎日システムのリリースを行う、
とい

の基盤となるよう作り変え、さらにそれがスムーズに

Shurtsは新しいアイデア、
イノベーション、
顧客サービ

カスタマエクスペリエンス、カスタマエンゲージメント

うITチームの目標を達成するためにプロセスを継続的

廃止できるよう対策を取るというものである。
このミッ

に改良している。
「我々の競合他社と顧客が、
これまで

ションに際してVodafone Germany社は自社のコアと

ている。今日の世界の変革スピードが加速すると信じ

ための業務モデルを推進した。

移行する必要がある。他のCIOへアドバイスするとす

ficerであるEric Kuischはこう語っている。
「リスクや

に一度も見たことのないものを多く見ることを期待し

なるシステムを定義し直し、同じような変革を実現する

ているならば、新しい方法だけでなく新しい考え方に

Vodafone Germany社のchief technology of-

れば、
すべてのチームは、我々が歩んできた道、つまり

ビジネスの混乱を恐れ、ほとんどのIT組織はレガシーシ

トップダウンとボトムアップの両方から進めていくこと

ステムを新しいシステムに変えることに慎重だ。
しかし

だ。
」

我々はそれこそ新システムへの移行を加速する要素

だとみなした。
レガシーシステムでは4～6ヶ月で新し

い機能を実装することさえ困難だったが、我々は、数

Vodafone Germany社が目指す
カスタマエクスペリエンス

週間あるいは1～2ヶ月でこれを実現することを目標と

した。新しいテクノロジーを用いた新システム導入は、
製品化までの時間を短縮し、IT維持・保守のコストを

Vodafone Germany社は、
モバイル、
ブロードバン

」
下げると確信していた8。

ド、
テレビ、企業関連サービスを提供するドイツ屈指の

Vodafone Germany社の進める最新化の次の一歩

通信会社である。同社は、そのビジネスニーズに対応

はネットワークの仮想化、高度な自動化、ITスタック全

するため複数年に亘るプログラムを始動した。
これに

体のデジタル化への投資によるIT変革である。

よりIT基盤を刷新し、
デジタル時代に対応するITスタッ

この大仕事をスピーディに成し遂げるため、Kuisch

クを整えようとしたのだ。Vodafone Germany社はこ

のチームは、
アジャイル型開発手法とウォーターフォール

ス利用できるよう、業務プロセスの改善や従業員の再

選択した。
フロントエンドのユーザのタッチポイントや

の取組みの中で、
カスタマが一気通貫して快適にサービ

型開発手法を統合したマルチモーダルなITモデルを

教育に必要な対策を講じた。
また、さらに将来的なテ

オンラインエクスペリエンスについてはアジャイル型
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開発手法を用い、一方バックエンドのシステム移行に

がぐっと広がり、ユーザは自らが選んだものを直接モ

はより古くからあるウォーターフォール型開発手法で

バイル機器、
テレビ、PCなどに取込むことができるよう

対応したのである。
またITチームが個別のシステムで

になっていたのだ。新たなテクノロジーと消費者行動

はなく、一気通貫したサービスレベルアグリーメントに

の変化に基づき、Beachbody社はデジタルプラットフ

対応するための体制を取れるようトレーニングに投資

ォームを基盤としたオンデマンドモデル立ち上げを決

し、大規模な内製化を図った。

Vodafone Germany社によるシステム移行により、

各企業はレガシーシステムでは不可能だったエンド

ツーエンドのサービスをカスタマに提供できるように

定した。

アーキテクチャの観点から言うと、Beachbody社は

パブリッククラウド上にオンデマンドプラットフォームを
作った。
クラウドに特化したツールが準備され、
チーム

なるだろう。現在までのところ、移行によって効率は上

がこれを利用するスキルを身に付けると、他のチーム

がり、
コストは大きく削減されている。
インフラの仮想

もパブリッククラウドを活用した商品を作り始めた。

環境、製品化までの時間、新たな収益源などに、
システ

たが、
それは一部パブリッククラウド上のツールやサービ

化だけでも効率は30～40％向上している。
デジタル

Beachbody社はここ数年で自動化の能力を伸ばし

ム移行がどのように寄与しているか数量化することは

スのお陰である。Beachbody社データセンタは人が

難しいが、想像以上に大きいと予想される。

実施すれば5人以上必要としていた作業を自動化し

た。クラウドに移行するにつれ、彼らの役割はシステム

管理者というよりソフトウエアエンジニアのようになっ

Beachbody社のデジタル
リエンジニアリングワークアウト

ていった。

オンデマンドモデルを構築するため、Beachbody社

はデジタルプラットフォームに専念する開発チームを

Beachbody社では1998年以来フィットネス、栄

作った。モデルが完成し、このチームがIT部門に戻る際、

養、減量プログラム事業において、VHSから始め、次に

同社は新しいビジネスモデルを支えられるようIT運用

DVDとさまざまなノウハウ動画を多数提供してきた。

を再編成した。ユーザに直接サービスを届けるフロン

同社の価格設定、包装、取引といったビジネスモデル

トエンド、APIとガバナンスに専念するミドルエンド、エ

はDVDの販売を中心にして作られたものだった。

ンタープライズシステムに専念するバックエンド、
という

3年ほど前、Beachbody社のリーダー陣は、人々の

すべてのチャネルにまたがる三つの重点分野で、一貫

間で動画を見る方法が急激に変化していることを知っ

したサービスをカスタマに提供できるようにしたので
ある9。

た。
デジタル配信技術により、DVD時代より選択の幅
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DELL TECHNOLOGIES

テクノロジーはしばしば劇的な変革を引き起こすが、
デジタルトランスフォーメーションはITに限定されたことで
はなく、CEOや事業部門担当幹部のさりげない一言から始まるケースが多い。
例えば、
「抜本的に事業を刷新するに
はどうしたらよいか。
センサー、
コネクティビティ、
インテリジェンスをどうやって製品に取り入れるか。
カスタマとのか
かわりをどう変えていくべきか。
その結果はどのようなものになるか。
」といった会話だ。急増しているセンサーや
コネクターノードからマイニングされる膨大なデータ、先端的なコンピューティングパワー、コネクティビティの向上
は、機械知能、
ニューラルネットワークの急速な進歩とあいまって、企業に真の変革を促している。
先進的な考え方の
できる組織に早く生まれ変わることは企業にとって最優先事項である。
デジタル化は確かに非常に大きなチャンスであり、経営層にとって最優先の検討課題だろう。
しかし、個別の取組
みにせよ、
より広い意味でのデジタル改革の一部にせよ、多くの投資対象となっている分野は他にも三つある。
顧客
の目標達成を手助けするにはどのようにするのが最善なのか、
それぞれの分野について考えてみた。

以前から我々は、
テクノロジーによって顧客に価値提供する方法を抜本的に改善することを目的に、企業のIT自
体が変わるための手助けをしてきた。企業はプラットフォームを自動化し、ITインフラをコード化するために、
Software-defined everythingを使いたがる。
今日では企業が何千人もの開発者を抱え、何千ものアプリケーショ
ンを保有しているのに、
インフラや運用担当スタッフはほんの一握りしかいないということは珍しくない。
もちろん物
理的なインフラは今でも必要なのだが、企業はソフトウエアを用いてその管理、最適化、更新作業を自動化している。
我々のカスタマはシステムをただ運用するのではなくそれを変化させることに投資がしたい。
カスタマはITスタック
や組織を再構築し最適化して、
スピードと結果を手に入れることを望む。
そうすることによって、ITはBT（ビジネステク
ノロジー）となり、BTの優先事項はカスタマへの影響と協業マーケット戦略での成果につながる。
そしてそれによ
り、
ITは単なる雑務からビジネス戦略実践の中心にあるコア業務になる。
このような業務の変化によって、変革の第2幕が開かれる。仕事はもはや場所にかかわりなく実施するものだ。
企業は従業員が高い生産性を持って働けるよう、彼らに適切なツールを提供しなければならないことを認識してい
る。従業員の考え方に変化が起こり、PCその他のデバイスが生産性に重要な影響を持つことを理解するようになった。
例えば、
より大きな画面を備えたより薄く軽いノートパソコンが人気を博し、居場所に拘らず効率よい仕事ができるよ
うになった。
ビジネスで機械学習、
ブロックチェーン、
IoT、
Digital Reality、
クラウドネイティブを利用し、
より直感的で魅
力的になっていく環境において、
社員がどう働けるか、
どう働くべきかについて、
多くの企業は再考している。

最後に、非常に重要なのが、関心が高まっているサイバーアタックその他の脅威に対するネットワークセキュリティ
の問題である。
脅威の性質は常に変化しており、
インテリジェンスとセンサーが非常に多くのノードに組み込まれるよ
うになったため、攻撃対象が爆発的な勢いで増えている。
セキュリティはインフラやその運用の中に組み込まれてい
るべきである。
企業は脅威検知拡張インテリジェンスを利用して自前のセキュリティサービスを備えるようになってき
ており、
自社の資産を守るためにネットワークのセグメント化、
仮想化、
自動化を進めている。

我々も積極的に変わるべきだと思っており、我々の変革はとにかくカスタマニーズに応えることに注力することか
ら始まった。
他社が縮小と合理化を進めているとき、我々は成長を遂げた。
我々はEMC社を買収し、同社および同社
傘下のVMware社は、Boomi社、Pivotal社、RSA社、SecureWorks社、Virtustream社といった他のテクノロジー資
産とともにDell Technologies社となった。我々はそれらのテクノロジーで、デジタル化を進めようとする顧客に対し、
ハイブリッドクラウド、
Software-definedデータセンタ、
コンバージドIT基盤、
PaaS（Platform as a Service）、
データ
分析、
モビリティ、
サイバーセキュリティの術を提供している。
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顧客同様、社内でも同じテクノロジーをより良い製品、
サービス、
ビジネス機会を生み出すことに使っている。
我々
のIT組織は我々と我々の顧客の未来に向けてのデジタル変革に必要な人材、
プロセス、
テクノロジーの進歩のため
の試験環境、概念実証センターとなっている。
アプリケーションの合理化、刷新の過程で我々はフレキシブルなインボ
イス作成、
グローバルな貿易管理、売掛金、間接課税などに関する世界共通サービスを構築し、毎回ゼロから始める
ことなく、
より多くの機能を速く顧客に提供している。
本来分解しづらい我々のERPをいくつかの部分に分割すること
によって、製品化までの時間は大幅に短縮された。
我々はアジャイル手法、DevOps手法をすべてのプロジェクトに取
り入れ、ITとビジネスの間にある壁を取り払った。
また、我々の新しいアプリケーション開発は、
スケールアウトされた
マイクロサービスを使用したクラウド固有の方法論にしたがっている。
人材面からは、社風を改善し、
チームがクリエ
イティブな発想を生み出し、
より速く製品開発を行うにはどのような仕事のやり方が望ましいのかを考えている。
もし我々がそれを実現しなければ、競合他社がやるだろう。
幸いなことに、我々のカルチャーは今や社員が試験的
な取組みをしてリスクを取ることを後押しするものとなっている。
私は常にIT戦略は企業戦略から派生するものでな
ければならないと考えてきた。
ITがITから逸脱し、企業が製品の設計、生産、
サービスの提供、
そして販売を行うのに
なくてはならないものとなった今日特に重要な考え方である。
ITは大企業でだけでなく現代のどのような企業にお
いても、
あらゆるものに影響を与える。
重要なテクノロジーの原則を根本的に再構築し、新しいデジタルの世界で果
敢に闘っていく基盤を作るのは今この時である。
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ジタルトランスフォーメーションなどによって、
テクノロ

が非常に重要である。
今日、ほぼすべての企業でテクノ

かし同じ理由でサイバー防衛を変革し、刷新すること

際、最初からリスクに対する戦略を取り入れておくこと

ジーに関するリスクをより広範囲なものとしている。
し

ロジーが扱われていることを考えると、
サイバーリスク

もできる。例えば、仮想化、
マイクロセグメンテーション、

を管理することは「ITの問題」ではなく、企業全体とし

そして
「infrastructure as code（コードによるインフラ

• 経営層は、新しい市場への参入、販売チャネルの

いほど迅速かつ安全に安定してシステム動作環境を

との提携により、
ソフトウエア攻撃を受ける可能性

テクノロジーの運用とデリバリモデルの、
トップダウ

ての責任なのである。

の構成管理）」を使用することによって、
これまでにな

開拓、顧客企業の獲得、あるいは新しい販売会社

構築し、
また解体することが可能になっている。

が高まり、組織を新たな脅威にさらしてしまう可能

ン方式での再構築の一環として、
リスクとサイバーセキ

性を、CIOの助けを借りながら理解するべきである。

ュリティの評価と計画は組織全体の責任であるべきで

• CIOはソフトウエア攻撃に対する防衛力を強化し、
よ

ある。開発、運用、情報セキュリティ、
そしてビジネスの

り柔軟に対応できるように、
サイバーリスクリーダーと

ステークホルダーは、
全員が一丸となり、
リスク、
トレード

• リスクの専門家は新しいパラダイムに慣れ、より

うに、
プロジェクトライフサイクルの初めから、密な関

ウォーターフォール型の方法をやめるべきである。

最新のインフラ環境でリスクを積極的に管理するに

ともにリスク管理に取り組むべきである。

オフ、彼らの判断が及ぼす影響について理解できるよ

今の環境に合った速度、敏捷性を得るためには

係にあるべきである。

は、最初からセキュリティを取り入れておくことが重要

政府と規制当局は、規制が厳しい産業界において

である。

は特に、経営層自身の判断に伴うリスクを理解し、適

• 現実的に対応する。
リスクの観点から、場合によっ

切にリスク管理することを求めている。

ては自分ではコントロールできないことがあること

過去から現在まで、サイバーリスクは情報セキュリ

を認め、また今までのリスク管理戦略を変える必

ティ、あるいはネットワークセキュリティチームの責任

要があるかもしれないことを認める。
より広い視野

とされてきた。外部の脅威から内部のデータやシステ

でリスクと自社で優先度の高い事例をとらえ、自動

ムを守ることを目指して、彼らはファイアウォールやネ

化、
スピード化、敏捷化とともにリスク許容範囲も

ットワークルーターを強化した。今日、サイバーセキュ

再考する。

リティへのアプローチとして、
このような方法は非効率

• 高まってきたリスクに対処できるようになる。新し

壁の外、つまりクラウド上あるいは第三者が提供する

セスの改訂および導入、新しいサービスの立ち上

ネットワークにアクセスしてきている。それは企業が

• 最新のインフラによって可能になった、高度なセキ

ものデバイスにまで拡大されているかもしれない。か

イルに、効率的にし得る自動化技術やリアルタイム

的で不適切かもしれない。多くの場合、組織の資産は

いツールの開発への投資、テクノロジー管理プロ

APIの後ろにあり、世界中のネットワーク端末が彼らの

げだけでなく、追加で人材採用を行うことを指す。

IoTベースのモデルを選ぶにつれて、文字通り何百万

ュリティ機能を活用する。IT全体をより早く、
アジャ

つては、セキュリティは限られた範囲内でのものだった

でのテスト検証などで、システムとインフラをより安

が、今日ではどこでも管理すべきものとして考えるよう

全にすることができる。

になってきている。

• 安心できるベンダとパートナー関係を構築する。
サ

アーキテクチャ
（ボトムアップ）の観点からは、
クラウ

プライチェーン全体の防衛力を高め、ITシステム全

ドの採用、Software-definedネットワーキング、徹底

体の脆弱性にどのように対処するかを決める。

的な分析、顧客とのより堅固な情報システム統合、デ
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テクノロジーの再構築がトレンドとなっているのは、

世界中で見られる現象である。世界の10の地域にま

既存のプロセスとシステムから独立したデジタルチー

ムを立ち上げる企業がいくつか見られる。唯一北アメ

たがるデロイトのリーダーを対象とした調査では、そ

リカでは、多くの業界部門の組織がこの章で説明して

ピードとインパクトを高める機会を模索しているとい

タイプの変革を進めている。例外として、
イギリスの金

ンアジェンダを積極的に進めていきたいというIT部門

も同じ変革が起こっている。

の規模や複雑性といった要因により、地域に拘らず同

れる準備の状況は地域によって異なることが調査結

だが、
テクノロジーの再構築の実施タイミングは各

主要通貨の弱体化によって、南ヨーロッパと中南米で

ンケート回答者は、ITILとITサービス管理への投資が

備状況に影響を与えている。北ヨーロッパでは、階層

れぞれの地域において企業はテクノロジー投資のス

いるトップダウン型とボトムアップ型を包括したような

う結果が出ている。CIOの影響力の増大、
イノベーショ

融サービスやアジアハイテクなど、他の地域において

の強い思い、既存の多くのITポートフォリオやアセット

最後に、
テクノロジーの再構築のトレンドを取り入

じ傾向になっているといえる。

果から分かっている。
ここ数年の、地域経済の低迷と

地でばらつきがあると予測される。
すべての地域のア

は、IT予算が圧迫されている。
文化やスキルセットも準

進んでいるか否かに拘らず、多くの企業がアジャイルや

的なバイアス、経営層からの指示の欠如、また変革に

DevOpsの導入に関心を示している、
と回答した。
アジ

対する楽観視などが、取組遅延の要因となっている。
し

ア太平洋および中南米では、再構築を実施したいとい

かしながら、概して、野心的な変化を成し遂げるのに

結局再構築は進んでいないようだ。南ヨーロッパでは、

標がないことである。

う強い思いと、それに向けた準備状況にギャップがあり、

共通して障害となるのは、専門知識の欠如と達成指

図 2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

アジア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.
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始め方

きであるのと同じように、自身のリーダーとしての

強みと弱みを理解してから、企業としてのテクノ

IT部門をトップダウンとボトムアップで再構築する

ロジーへの全 体アプローチを再 設 計すべきで

ことは簡単なことではない。再構築の主な目標は、段

ある。CIOには明確な価値提供をできる三つの

階的な展開を乗り越えて、
イノベーションとマーケット

リーダーシップのパターンがある。

クトを自前でできるような企業はほとんどない。再構

フォーマンスの信頼性に重点を置いて、組織内で統

とを検討してほしい。
それぞれのステップは、変革に向

可能なテクノロジーを提供し、
ビジネス変革に向け

ニーズに反応することだが、一つの包括的なプロジェ

◦◦

築に取り掛かる前に、以下の準備のステップを取るこ

パ
頼りになるオペレータ：コスト、運用効率、

制された運用を行う。
また、経営戦略に沿った実現

けた取組みが、徐々に進めるものであろうと、
まとめて

た取組みを支援する。

進めるものであろうと、
その準備に役立つものである。

◦◦

• 組織を理解する。
人々は、変化に対して違った反応

変化の立役者：テクノロジーを活用したビジ

ネス変革とそのプロセスにおいて、
リーダーシップ

を見せる。
ある者は熱狂的に歓迎するし、別の者は

を発揮する。
経営戦略支援と最先端のテクノロジーを

抵抗する。
組織にも同じことがいえる。
具体的な再

活用するためかなりの時間を費やす。

構築のステップを実行する前に、影響を受ける組

◦◦

織をしっかりと見ること。
その地域の文化や、雇用

事業の共同創作者：戦略策定や製品開発の

パートナーとしてビジネス部門とともに活動するこ

者のことを理解できないと、あなたに対する信頼

とに時間を使う。

取組みを実施することが難しくなる可能性がある。

みと弱みを知ることは学問の世界とは異なる。異

れかに分類される。

能力をはっきりと理解することで、優先順位を適

が損なわれ、
これから実施しようとしている変革の

テクノロジーリーダーとしてのあなた自身の強

通常、IT組織は以下の三つのカテゴリーのいず

なったリーダーシップのパターンと、自分自身の

：組織は厳格
◦◦ 「意志はあるが、実行されない」

切に設定し、関係を管理し、責務をうまく処理する

なガイドラインの範囲内で行動し、変革に対して適

ことができる。
さらに、
このリーダーシップフレーム

切に対処できない。

ワークは、あなたがどのように時間を費やしている

◦◦ 「為せば成る」
：ITの人々は変化を受け入れる

か、どのように時間を過ごしたいか、組織により多く

かもしれないが、
変革を進めるためには新しいツール

の価値をもたらすために何に注力すればよいかを、

や方法論を習得させる必要がある。

建設的に模索するよい機会かもしれない。

：このタイプ
◦◦ 「変化だけは、常に存在している」

• 人が変わるか人を変えるか。
成功しているIT人材と

ジネスのかかわり方に対する抜本的な変更にもう

ッチな分野、縦割りの組織、集団思考にはまってし

のIT組織は、変革に伴う変化を受け入れて、ITとビ

いうのは得てして変化を好む。
しかし多くの人がニ

まく対応する。

まう。再構築の一環として、彼らが変わらないので

組織の文化、働き方、士気の高め方を理解する

あれば、人の入れ替えも検討しなければならない。

ことによって、技術的および人的な要素の両方をカ

再構築は自動化に重点を置いているため、
スキル

バーした再構築戦略を策定できる。
ここでは、IT人

をアップし、
さらに上を目指すIT人材にはさまざま

ングの機会が生まれるかもしれない。
あるいは、
パ

した雇用が減少する可能性はあるが、残った仕事

材に新しいシステムを学んでもらうためのトレーニ

な機会があるはずだ。
もちろん、将来的にITに関連

イロットで新しい開発チームを作り、
人をローテーシ

は、
より満足感があり、
チャレンジしがいもあり、分

ョンさせて新しいチーム体制やテクノロジーに触

析的、創造的で、
これまでにないほどのインパクト

れてもらうといったこともできるかもしれない。

を及ぼすテクノロジーを使って得られるものである

• 自分自身を知る。CIOが自身のIT組織を理解すべ

可能性が高い。
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要点

多くの企業において、従来型のITデリバリモデルでは、凄まじい速度で進む技術革新と、
それが引き起こす
破壊的な変化にもはや対応することができない。
テクノロジー再構築のトレンドは、CIOとそのチームにITを根
本的にトップダウンとボトムアップの手法で見直すためのロードマップを必要とする。
トップダウンとボトムアッ
プの両方を追い求めることができれば、
これら二つのアプローチは、今日の課題に対処し、明日起きることに
備えることができるだろう。
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日本のコンサルタントの見解
はじめに

日本企業に目を向けてみるとどうであろうか。
アジ
ャイル型開発手法の導入を試み、攻めの姿勢を見せて
いる企業も中にはあるが、縦割りの組織設計・ルール・
慣習に縛られているため、小さなアジャイル型開発は
運用できたとしても、
スケールアウトできずにもがき苦
しんでいる印象が強い。
攻守を揃えるには、
組織・ルール
の変革が欠かせないのであるが、
ここにメスを入れる
となるとCIOのみならずCxO全体の理解と決断が必要
である。
ただ残念ながら世界と比べると日本の経営層
はテクノロジー再構築に組織変革が不可欠であるこ
とを実感として持っていないようだ。

「テクノロジー再構築」に対する関心は、近年世界中
で非常に高まっており、本編の中で取り上げられた各
地域のデロイトのリーダーを対象とした調査でも、技
術投資のスピードとインパクトを高める機会を模索し
ている企業が増えているという回答が目立つ。
一方、日
本の企業はこのようなテクノロジー再構築に関して興
味を示すものの、実際には技術投資を行うまでには至
らないというケースが多く見受けられてきた。
その原因
として、縦割りの組織や硬直的なルール・プロセス、柔
軟性に欠けるシステム環境などにより迅速な意思決
定ができないといった点が挙げられる。
これらを解消
し、
テクノロジー再構築を成し遂げるためには、本編で
提唱された組織全体のストラクチャを刷新する
「トップ
ダウン」
アプローチとインフラやアーキテクチャを最適
化させる
「ボトムアップ」
アプローチの二つを組合わせ
ていく必要がある。
この二つのアプローチに沿って、日
本企業の再構築を成功させるには、
トップダウン目線
からは「攻守一体の組織形成」
・
「企業特性に合わせた
アジャイル手法の組み込み」を実現すること、そしてボ
トムアップ目線からは「SoR（System of Records）と
SoE（System of Engagement）
の融合を見据えたアーキ
テクチャの再編」を実現することが不可欠であり、本稿
ではここに重点を当てて論じていきたいと思う。

したがって、CxOの組織改編に対する理解が不足し
ている企業については、役員レベルの啓蒙を速やかに
実行することが不可欠である。
そして次の段階として
組織変革を実現することになるのだが、そこにリスク
とハードルを感じ二の足を踏んでいるケースでは、試
験的な施策を
「バーチャルな組織」
で実施し、小さな成
功体験を社内で積み上げてから、組織とルールを漸進
的に見直すことをお勧めしたい。例えば、最初は社内
ポータルやユーザを限定したアプリケーションなど、小
さな開発プロジェクトをいくつか選定した上で、
ビジネ
ス部門、IT部門の枠を越えた組織を構築し、段階的に
開発対象を広げながら自律的にサービスリリースでき
るケイパビリティを向上させていくモデルが考えられる。

攻守一体の組織形成

企業特性に合わせたアジャイル
手法の組み込み

2017年1月に実施されたガートナージャパン社の
調査結果によると、新しい技術を投入する際に、今後
の企業のIT戦略はバイモーダルのフレームワークでと
らえることが重要であるとされる1。
バイモーダルフレーム
ワークは二つのアプローチに分けられ、企業ITを
「シス
テムの維持とコスト削減の要件に応え、高品質で安定
的な運用を目指す」守りのITと、
「ビジネスの成長と革
新の要件に応え、変化対応型のアジャイルアプローチ
を取る」攻めのITに分類しており、前者がSoR、後者が
SoEと一般的に定義されている。
ウォーターフォール
型開発手法が基本となる守りのITに対して、攻めのIT
を実現するにはアジャイル型開発手法の導入の必要
性がまず思い浮かぶが、
トップダウン目線からは組織
も合わせて見直す必要がある。
なぜなら迅速にビジネ
スの革新をもたらすには、ビジネス部門やIT部門の垣
根を越えて協働しないといけないからだ。

「アジャイル」
という言葉は企業においてかなり認知
が進んだと思われるが、
その運用と定着は道半ばであ
る。例えばアジャイルと一言でいっても、そこにはあら
ゆるプラクティス（例：ペアプログラミング、
テスト駆動
開発、
カンバン、
レトロスペクティブなど）が包含されて
おり、画一的に適用してもあまり上手くいかない。
その
ため、
その企業の文化や開発対象に合わせてプラクテ
ィスを選択していくことが必要であり、
その企業に根差
す手法を模索することが重要である。
また中にはフロ
ントエンドの開発だけでなく、バックエンドとのシステ
ム連携が必要なケースにおいて、簡単にアジャイルと
割り切れず、
ウォーターフォールと組合わせたハイブリ
ッドアジャイルといった手法も取り入れなければいけ
ないことに注意が必要である。一見単なるスマホアプ
リの開発のように見えても、
その裏では古いレガシーシ
ステムとの相互連携が必要となることもあり、
アジャイ
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ルとウォーターフォールの両手法を巧みに駆使しなが
ら、
プロジェクトを推進する局面が少なからずあるの
である。
ウォーターフォールと比べ柔軟性が高いがた
めに、中々最適解が導けないかもしれないが、迅速な
サービスリリースを念頭において、実践を繰り返しなが
らその企業に適した手法を勝ち取ることが期待される。

SoRとSoEの融合を見据えた
アーキテクチャの再編

本編でも触れられているが、
ボトムアップ目線で対応
を要するものの一つとして挙げられているのが、
アーキ
テクチャの再構築である。
これまでの企業システムはウ
ォーターフォールに沿って構築された基幹システム、
す
なわち信頼性と安定性をコアバリューとするSoRが中
心であった。
しかしマーケットの変化が激しくなるにし
たがい、顧客との関係強化を目的とした、
より柔軟性
を要するSoEに対するニーズが非常に高まってきたの
が現在である。但し、SoRとSoEを両立させるために
は、疎結合によって両者を融合させたり、SoEの要素を
これまでの古いレガシーシステムから分離したりと、
一筋
縄にはいかない。特に日本のシステムの特徴として、
標準機能がプリセットされているERPであったとして
も、カスタマイズによって複雑な作りになってしまって
いるものが多いため、SoRからSoEの要素を分割して
システム基盤を再構築することが難しい。そこで例え
ば、大型ERPの保守切れをきっかけとして、単なるシス
テムアップグレードではなく、ゼロベースでシステム構
想を練り直し、SoRとSoEを整理してシステム再編を
検討することも一考であろう。
もしくは基幹システムの
アップグレードやリプレイスを待てない場合は、早急に
ビジネスの付加価値を高めるSoEシステムの取組みを
先行し、既存の基幹システムとはMDMやESBなどを
通して間接的に結合して、両立を図ることも考えられ

る。いずれにしても日本企業にとっては簡単な取組み
ではないが、ビジネスに迅速に付加価値をもたらすた
めには、早急に着手することが求められる。

最後に

「テクノロジーの再構築」を説くには、今回俎上に上
がった二つのアプローチを効果的に利用する必要が
ある。
まずは、
「トップダウン」
アプローチにより、変化し
続けるビジネスニーズにフレキシブルに調整していく
ことができる、バイモーダル組織体制へのシフトと、自
身の企業に即したプロジェクト管理手法の定着化を
促進していくことだ。
それと並行して「ボトムアップ」ア
プローチにより、ビジネスをスムーズに動かす基盤を
整えるために、アーキテクチャの再編も考える必要が
ある。大きなチャレンジが待っているが、
ここを乗り越
えない限り海外の競合他社からは引き離されてしまう。
日本企業の再興もしくは更なる発展のために、
ともに
テクノロジーの再構築を実現したいと願ってやまない。
参考文献
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ガートナージャパン株式会社 2017年プレースリリース

「ガートナー、日本におけるクラウド・コンピューティン
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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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労働力の新しい概念：
ノーカラーワークフォース

ヒトとキカイの境界線が融解し、
互いに高め合う未来

今日、オートメーション、
コグニティブコンピューティング、AIといったテクノロジーが
ますます社会の牽引力を強める中で、世の企業は自社の「働き手」の役割を定義し直
す必要性に迫られている。
仕事の一部は人間に、一部は機械に、
そして一部はテクノロ
ジーが人間の能力を最大限に高める
「ハイブリッド型」の労働力に割り当てる、
といっ
た具合に。人間と機械の両方を管理しなければならなくなると、企業の人事部門はこ
れまでにはなかった試練に直面することになる。例えば、人間と機械を同時に教育す
るにはどうすればよいか。
あるいはバーチャルワーカー、
コグニティブエージェント、ボ
ット、AIといったテクノロジーと人間との協業を意味する、新しい労働力の概念「ノーカ
ラーワークフォース
（襟を持たない労働力：no-collar workforce）」
（訳注）を全体管理
するには、どのような人事プロセスを構築すればよいか。従来型の慣習、システム、人
材モデルに対し、思い切ってメスを入れることによって初めて、企業の人事部門は未来
の人材（機械と人間の両方）をうまくサポートできる、機敏で活力に満ちた組織へと変
革を果たすことができるのである。
（訳注）ノーカラーワークフォース
（no-collar workforce）は、直訳すると
「襟（collar）のない労働者」
という意味である。
最近まで
は肉体労働者を表す
「ブルーカラー」
や、事務系の労働者を表す
「ホワイトカラー」のように、
シャツの襟の色は、
その労働者の職種

を比喩的に表現する言葉として使われてきた。
近年は特定の企業に属さず自由な働き方をする労働者を指す
「no-collar work-

ers」
という言葉も一般的になりつつあるが、
これらはいずれも
「人間」の労働者を指す用語である。
この章で使われている
「ノーカ

ラー（no-collar）」は、人間だけではなく、AIに代表される
「機械の」労働力と、人間の労働力がお互いの長所を引き出し合い、高
め合う
「協業形態」
そのものを指して使われている。

高

度な自動化を意味するいわゆる
「インテリ

に希望にあふれ、
それでいてはるかに現実味のあるシ

ジェントオートメーション」が着実に普及す

ナリオを考慮できていない。
それは近い将来、労働者

るのに伴って、歴史的な技術破壊を伝える

と機械がシームレスに協業し、
お互いを補完しあうこと

マスコミ報道は過熱する一方である。例えば、
「新しい

で生産性を高めるというシナリオである。むしろ、
これ

の労働者はロボットに置き換えられる高いリスクに直

「ハイブリット型」の労働力を採用し、管理し、育成すべ

「アメリカ
研究：AIはミレニアル世代の仕事を奪う」1や、

面している」2といったニュースだ。

からの各企業の人事部門は、人間と機械が協業する

く、新たな戦略と仕組みを開発し始めるようになるだ

こうした悲観的な見出しは多くのクリック数を集め

ろう。

注目されるものだが、残念なことに、
それよりもはるか
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図1.「ノーカラーワークフォース」時代の新しいマインドセット

人間と機械はビジネスに多面的なメリットをもたらす
「ノーカラーワークフォース」
という新しい労働形態の中で、
それぞれの専門スキルと能力を活かし、協力し合うことができる。
能力

精神運動、
感覚、
身体

コグニティブ

スキル

コンテンツ、
プロセス、
システム

人間

社会的

機械
Perception

Speech clarity

Coordination

Near vision

Precision

Fine manual dexterity

Rate control

Strength

Basic speech
Sound localization

Selective attention

インテリジェント
オートメーション

Problem sensitivity
Oral & written expression
Oral & written comprehension

Dynamic flexibility
Night & peripheral vision
Reaction time

Inductive & deductive reasoning
Creativity

Speech recognition

Regular object manipulation

高度な分業

Category flexibility

Stamina

Scalable processing capacity
Complex problem-solving
Judgment

Fact recall

進化した
意思決定

Applying expertise

Active listening

Management

Critical thinking

Routine reading comprehension

Ethics

Handling ambiguity

Persuasion

Equipment operation & repair

より高い生産性、
イノベーション、
効率化

Operations analysis

Computation

Empathy

Pattern recognition
Impartiality

Logic

System design
Novelty detection

Emotional intelligence

Condition monitoring

Social perceptiveness

Structured inference

Negotiation

Data discovery

Sources: Deloitte LLP, Talent for Survival: Essential skills for humans working in the machine age, 2016; Deloitte LLP, From brawn to
brains: The impact of technology on jobs in the UK, 2015; Jim Guszcza, Harvey Lewis, and Peter Evans-Greenwood,
Cognitive collaboration: Why humans and computers think better together, Deloitte University Press, January 23, 2017; Carl Benedikt
Frey and Michael A. Osborne, The Future of Employment: How Susceptible are Jobs to Computerisation?, University of Oxford,
September 17, 2013; O*NET, US Department of Labor.
Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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人間がロボティクス、
コグニティブコンピューティン

再編成や再雇用を行うのは簡単なことではない。
「人

ちてくるかのような大騒ぎは、
そのうち杞憂に終わるだ

には、仕事、企業文化、
テクノロジー、そして最も重要

グ、AIに仕事を奪われるのではという、
まるで空でも落

間と機械の協業」という新しい時代の潮流に対応する

ろう。確かに、
これらのツールは反復的な低レベルの

である「人間」に関して、全く新しい考え方が必要となる。

作業を、人間の代わりに自動化することはできる。
しか

しかし、
それがどれだけ困難なものだとしても、簡単に

重要なのは、単純作業を自動化ソリューションに任せ

能性を秘めている。
例えばこう考えてみて欲しい。
かつ

しそれはものごとの一面をとらえているに過ぎない。

見過ごしてしまうにはあまりに惜しいほどの大きな可

ることで、人間はより
「人間の本質」に近い側面、
すな

て我々が機械製造での生産性を高めてきたのと同じよ

スキル、EQ（心の知能指数で人間関係をうまく維持す

せることができたら、
どれほど素晴らしいだろうか。

わち人の心を動かして問題を解決する能力や、社会的

うなスケールで、人間自身のパフォーマンスをも向上さ

る能力）といった領域に集中できるようになる可能性

インテリジェントオートメーションの秘めたる可能

があることだ。
例えば、
リテールバンキング取引が自動

性を模索し、人間と機械が協業する新しい時代の到来

化されると、銀行員は商品の販売や顧客とのやりとり

をいち早く受け入れている先進企業にとって、
「もしも

に、
より多くの時間を費やすことができる。

到来したら」はもはや重要な問いではない。問題とな

デロイトは2017年に発表したGlobal Human Capi-

るのは、
「どれだけ早く到来するか」の一点のみである。

tal Trendsレポートで実施された調査において、140ヶ
国に亘る1万人以上の人事担当者およびビジネス

労働者諸君（ヒトもボットも）、
団結
しよう！

リーダーに次のような質問を行った。
「自動化はあな

たの組織の仕事にどのような影響を与えると思うか」。
自社の雇用が減ると回答したのは20％に留まってお

2017年のGlobal Human Capital Trendsレポート

り、77％もの回答者が、新しいテクノロジーを活用する

によると、調査対象である経営層の41％が、企業の労

よう従業員を再トレーニングするか、人間のスキルをよ

デロ
り活かすために仕事を再設計するつもりだと述べた3。

働力の中でコグニティブやAIといったテクノロジーをす

イトUKの最新調査によれば、
今やデジタル化やスマート

でに導入した、あるいは導入に向けた大きな進捗があ

技術が人間の職場を脅かしつつあるにも拘らず、人間

ったと回答した。
またその他の34％は、本格導入に向

が生来持っているソフトスキルは、
これからの時代も

けたパイロットプログラムをすでに開始していると回

変わらず重要なものであり続けるだろうと言われてい

答した。

る。

このように、テクノロジーの導入そのものは加速し

4

この調査が予見する未来は、早くも現実のものとな

ている一方で、人間、ロボット、AIという多様な労働力

りつつある。向こう1年半～2年の間に、多くの企業は

が密に連携して働ける状態になっていると回答したの
は、わずか17％に留まっている5。

業務内容の再設計や、人と機械が協業するいわゆる

人間と機械が協業する
「ノーカラー」のトレンドはま

「ハイブリッド環境」において仕事がどのように行われ

だ始まったばかりであるため、いま残りの83％に数え

るべきかを見直す必要に迫られるだろう。

このような労働力の新しい概念は、特に人事組織

られたとしても全く恥じる必要はない。それ ばかり

ボットや仮想労働者といった新しい労働力の実績管

ピードで進化していることを考えると、今ここで態度を

い労働者への新人研修や退職手続きはどうするのか。

られることになる。
それは自ら賞味期限を縮めるよう

もはや空想ではなくなってきている。機械の労働者を

応は、本レポートで紹介している他のテーマと同様に、

に対して、数多くの根本的な課題を突き付ける。例えば、

か、AI、
コグニティブ、ロボティクスがまさに凄まじいス
明確に決めたとしても、
すぐにまた変化への対応を迫

理を、企業はどのように行えばよいのか。人間ではな

一昔前だったら誰もが一笑に付したであろう問いが、

支援するための人事組織が新たに必要か、というのも、

この新しい概念が投げかける重要課題の一つである。

なものなのかもしれない。
労働力の新しい概念への対

短時間でゴールラインまで全力疾走する短距離走と

は全く性格の異なるものである。
むしろ、新たな発見を

求める長い冒険の旅といった趣の方が近い。
ニーズや

既存の仕事、
キャリア、人材モデルがどれほど定着

目標は企業によって変わるため、組織、人材、
テクノロ

しているかを考えると、自動化を中心にして労働者の
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ジー、
トレーニングに対するアプローチもおのずと異な

新しい労働モデルへと変革が進んでいくと、今度は

ってくる。
しかしこれから述べるように、労働力の変革と

AI、RPA、
コグニティブといった労働力が業務にどのよ

いう
「長い旅」を定義する共通軸も存在する。

うにかかわるかを、
うまく分類して説明しなければなら

のもとで、確立されたプロセスに従い特定のタスクを

今のところは、
これらのツールを単に
「テクノロジー」
と

企業文化：既存の企業文化は、固定化された役割

ないという、新たな難題に突き当たることもあるだろう。

こなす
「人間」の労働者を前提としている。
しかし、
それ

さえ呼んでおけば話は済む。但し、未来の労働モデル

身のキャリア、
そしてテクノロジーに期待する役割につ

ノロジーを単なるツールではなく、
「業務の一翼を担う

では自社の業務全般における自身の仕事の本質、自

の可能性とあるべき姿を正しく理解するためには、
テク

いて、どうしても固定観念を持ってしまう。
では、従来人

存在」ととらえ直す必要が出てくるだろう。例えば、機

間が担っていた役割やタスクをボットに置き換え始め

械学習は問題解決に貢献するもの、RPAはオペレーシ

ると、企業文化には一体何が起こるのだろうか。
テクノ

ョン管理の一部を受け持つもの、
といった風に。

れると、果たして職場の士気は損なわれるのだろうか。

るためには、そもそもそのテクノロジーが一体何者な

して同じ職場で緊密に連携し合い、互いを補完し合え

型の新しい労働形態にどのような付加価値をもたらし

ロジーが人間の能力を高めるように業務が再設計さ

しかし、
テクノロジーを業務の構成要素と位置付け

さらに言うと、
人間とテクノロジーが平等なパートナーと

のか、どのように機能し得るのか、そしてハイブリット

ると考えるのは、そこまで非現実的なことなのだろう

得るのかを、深く理解していなければならない。
すなわ

か。このような類の問いにきちんと答えられないよう

ち、
「テクノロジーへの精通」である。
そして自社のテク

では、
「AIに仕事を奪われる」という最悪の、
しかしよく

ノロジーに「精通」
するためには、自社における最重要

しまう。

ステムのケイパビリティはどうか。他システムとの関連

を開発することではない。むしろ人と機械が協業する

価値を生んでいるのか。将来的にどれくらい大きな可

このような新しい文化を作りたいと思うならば、人間

で言うと、オートメーションや、
それを可能にするテクノ

れを梃にして未来のデジタル組織像へと方向転換す

テクノロジー主導の労働力変革のあるべき姿を正確

硬直したプロセスに縛られ、
ごく当たり前の結果しか

とによって、労働概念の多様化に合わせてどのように

動化するだけでなく、人間を更に高い次元の仕事に注

行に移すことができるようになる。

は、仕事の「高次元化（augmentation）」に基づくべき

プロフェッショナルの多くがテクノロジーに精通してお

ありがちな誤解が、労使の間で共有されることとなって

のシステムを正確に理解していなければならない。シ

「ノーカラーワークフォース」とは、単にAIやボット

性はどうか。企業戦略や業務運用においてどのような
能性を秘めているのか6。労働形態の改革という文脈

文化の中で、新しい仕事の仕方を創造することである。

ロジーを深く理解することによって、企業戦略に沿った、

と機械の「ハイブリット型」人材モデルを支点と考え、
そ

に描くことができる。
そしてテクノロジーに精通するこ

べきである。機械でできた「同僚」のおかげで、人間は

業務を再設計すればよいのかをイメージし、迅速に実

出せない日常から解放される。機械は単純作業を自

今日では、IT関連業務に従事していない人も含め、

力させることができるからである。つまり労働文化と

り、最先端のイノベーションを熟知している。
しかし、人

ものであって、
「自動化（automation）」に基づくもので

間と機械が高度に協業する
「ハイブリッド型」の労働形

は決してないはずだ。
このような新しい意味での労働

態にいち早く対応するのに十分な専門知識、能力が社

環境に馴染むようになれば、人間は必然的に、
これま

員に備わっているかと言われれば、
それは未だ道半ば

でやってきた簡単なことは機械に任せようと考え始め
るだろう。言い換えれば、人間は逆に「機械という同

だと言わざるを得ない。社員が職責やランクに拘らず、

もあるのだ。
そのような文化が根付けば、経営層は（自

うにするために、各企業はテクノロジーを学習するた

創造性や社会貢献といった、
より本質的な側面で社員

提供する必要がある。
とりわけ、新しい労働形態に合

本質的に、創造的に、かつ着実に変革に貢献できるよ

僚」の生産性を高める責任を負っているということで
動化できるような）単純作業のスループットではなく、

めのイノベーティブな教育手法を開発し、組織全体に
わせて業務を刷新していく人事組織にとっては、特に

を評価できるようになるかもしれない。

重要なことである。

テクノロジーへの精通：人間だけを想定した古典

的な労働モデルから、人間と機械とが互いに高め合う
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ヒトとキカイのための人事組織：機械をひとたび

たな指標を定める必要がある。
そのためには、IT組織

「人材」ととらえたならば、次はAIをどのように調達・

やその他さまざまなチームリーダーと協業していくこと

統合し、職場に展開していくのか7 。次のような質問に

が必要である。

ははっきり答えられるようにしておきたいものである。

留意すべきは、
これらの指標や役割は、時間の経過

• スタッフの割り当てや遂行が簡単にはいかない業

とともに進化させていく必要があることだ。機械の労

なスキルが必要か。有力候補となる従業員が求め

とと、
タスクに対して今までより繊細なアプローチで成

ればよいか。

非常に大きな利点である。
しかし、人間と機械の協業

務は何か。
その業務を遂行するためには、どのよう

働者の利点と課題は、絶え間なく働き続けるというこ

られるスキルを有しているかを、どのように評価す

長し続けることである。生産性という意味においては

• 機械の「人材」をどのように職場に参画させ、軌道

という側面で考えると、
このままテクノロジーがどんど

• 機械の「人材」を、同僚となる人間にどのように紹

を担っていくべきなのだろうか。
タスクやケイパビリティ

に乗せればよいか。

ん進化・成長し続けた場合に、人間はどのような役割

介すべきか。

がもはや固定的とは言えなくなる中、人間や機械の能

• 必要なセキュリティアクセスとソフトウエアをどの

力を正確に測定するにはどうすればよいのか。さらに、

ように提供すべきか。アクセス管理や監査への要

人間と機械が協業するタスクのパフォーマンスを、どの

求に対してどのように対応すべきか。

ように測ればよいのだろうか。

また、割
• パフォーマンスをどのように評価すべきか。

り当てた仕事に適任ではないと判断された場合に、
どのように解雇すべきか。

時代の模範となるために

本編で紹介してきた労働力の新しい概念は、IT、経

どれも聞き覚えがある質問かもしれない。なぜなら

理、カスタマサービスといった組織を激変させる可能

ば、
これらはいずれも人間の労働者を採用したり管理

性があるが、
このような変化は人事組織、人材育成モ

したりする際に、人事組織が検討する事柄だからであ
る。

デル、働き方においても例外ではなくなるかもしれな

人事組織やIT組織は、
これらの労働者を管理するため

ョンを主導している人事組織も存在する。同様に、
デジ

機械の人材を労働力としてとらえるようになると、

い。
すでに企業レベルのデジタルトランスフォーメーシ

タル人材採用に向けた新たなアプローチを考える人

のアプローチを全面的に見直す必要に迫られる。
自動

事組織や、アプリケーションのような多様なデジタル

化には、必ずしも良くない、あるいは正しくないプロセ

スをもたらすリスクがある。
例えば、機械学習ツールは

ツールを導入し、従業員のトレーニングやサポートに

リズムは無意味なタスクを実行し始めるかもしれない。

ロセスやツールに関して言うと、従来の人事組織が取

積極的に活用する人事組織も増えている。
しかし、
プ

不正確な結果を出し始めるかもしれないし、AIアルゴ

り組んできたデジタル化の取組みは、AI、
コグニティブ、

このようなリスクを最小化するために、人事組織は、ガ

ロボティクスの持つ可能性と比較すると、早くも時代

バナンスや機械を制御する能力を設計して、機械の労

遅れになりつつある。近い将来、人事組織は従来人間

働者を
「管理」
する必要がある。

によって行われてきたタスクのうち、仮想エージェント、

一方で、人事組織は人間の採用、育成および労働者

管理といった従来通りの役割を、これからも担い続

ボット、そして質問への回答・業務処理・トレーニング

の労働形態に適したものにカスタマイズする必要があ

必要に迫られることになるだろう。

に使われるツールにかかわるプロセスを再設計する

けるだろう。
しかし、そのアプローチはハイブリッド型

また、機械の労働者を管理するためにコグニティブ

る。例えば、
ハイブリット型の労働環境に求められる複

ツールの活用を検討することで、未来の労働形態であ

数のスキルを向上させるために、
テクノロジーや役割

る
「ノーカラーワークフォース」の可能性はさらに広が

に特化したトレーニングを提供する必要があるだろう。

るだろう。

同様に、
パフォーマンスを正しく測定するために、個人

の役割の再定義や生産性への影響を織り込んだ、新
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よくある誤解と真実

「自動化」は、近年偏った解釈がされる用語である。
大幅な効率化やコスト削減といった前向きな印象を持つ
人もいれば、人員削減ととらえる人もいる。
この示唆に富む
「自動化」
という言葉と、
それに深く関連する
「ノーカ
ラーワークフォース」の潮流について、
よくある誤解を解いていきたい。
誤解：これまでの長い歴史の中で、自動化により人は仕事を奪われてきた。
結局自動化とは、労働コストを削
減することではないのか。

真実：AI、
コグニティブ技術やロボットは、人間ができることのすべてを、人間と同じように、人間よりも安く迅
速に行うことができると思っているかもしれないが、決してそんなことはない。
現時点では、共感する、説得す
る、言語を理解するといったことはまだ人間にしかできない。
「ノーカラー」
の潮流が勢いを増してくると、企業
は、
人間にしかできない仕事とは何かを考え直す必要に迫られるであろう。
それとともに、
企業は人間だけが
持つ能力をテクノロジーによって高めていく機会を模索することとなるだろう。
誤解：ロボティクスとコグニティブ技術はIT組織の管轄であり、
人事組織がすべきことはない。

真実：確かに、IT組織はこれらのテクノロジーの導入と管理を主導していくだろう。
しかし、人間と機械がとも
に働く中で、従来の人間と機械との境界線はもはや存在意義を持たなくなる。人間と機械が互いに協力し、
目的を達成するのである。
テクノロジーを取り入れることは、広範に亘る分野の知識を必要とする。
その実現
のために、
人事組織は業務の再設計や、
人間と機械のトレーニングを主導して行っていく必要がある。

誤解：テクノロジーに精通した労働者が必要なのは理解できるが、
すべての労働者がテクノロジーに精通す
る必要はあるのだろうか。
時間と労力の無駄ではないのか。

真実：すべての労働者がテクノロジーに精通していること、
そしてまた、雇い主である企業が彼らにテクノロ
ジーについて学べる環境を用意することは、最も重要なことである。
なぜなら、企業の持つテクノロジーとそ
れらが持つ可能性について、社員全員が共通認識を持たなければ、企業が斬新な戦略と可能性に満ちた未
来を実現するために必要不可欠な、全社共通のイマジネーションを育むことなど、
できないからである。
テク
ノロジーに精通することで、
あらゆるバックグラウンドを持つ労働者が、現状だけでなく、未来の可能性をも理
解することができるようになる。
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NASAの宇宙時代の労働力

ればボットを活躍させられるかを考え、自動化できる

作業を見つけやすくするために、ジャーニーマップを

NASAに入社したての職員のひとりが、Stennis

作成し、業務プロセスを分析可能な単位まで分解

Space Centerで勤務している。彼は立派な職員資格

した。Georgeは、採用候補者の適合性についてのレ

メールアカウントを持ち、主に取引データ処理の管理

人事チーム宛の報告書に組み込むという作業を担って

ットである。

買業務を自動化するというタスクを担っているボット

を持っており、
「1111ビル」の外で仕事を行っている。e

ポートをeメールからコピー&ペーストし、その情報を

業務に従事している。
名前はGeorge Washington。
ボ

いる。CFOオフィスの資金分配業務や、CIOチームの購

「私は、ボットを人間に取って替わるものではな

もいる。
かつては人間が数時間かけて行っていた業務

く、作業簡略化の手段としてとらえている。」と、NASA

であるが、今ではほんの数分で終わってしまう。

シェアードサービスセンタ（N SS C）のExe c u t i v e

NASAは局全体にボットの展開を始めた。
中央集権

Director、Mark Gloriosoは言う。
「我々は、職員がもっ

型ではなく分散型アプローチをとることで、NSSCの10

と効率的に仕事をできるようにボットを開発している。

ヶ所のセンタは職員をどのように配置したいのかをそ

それが軌道に乗れば、増員をせずにより多くを達成す

れぞれで決めることができる。
自分たちでどのタスクを

ることができるようになる。
」

自動化したいかを決め、それに応じたボットを開発す

Georgeは、NASAが開発したボットの小規模チーム

ることができる。ボットをひとつのコミュニティで運用

業や所内作業を行うように開発された。人間が、もっ

め、ボットへの投資も各センター持ちとなっている。業

の一員であり、決まりきった手順の反復的な帳簿作

するのではなく、各センターが個別に運用しているた

と高いレベルでの戦略的な活動に集中できるように

務が違えばロボットに求められるスキルもおのずと異

することがゴールである。
これは、経営資源最適化に

なるため、例えば財務などの特定の領域に強みを持つ

向けたNSSCの重点施策の一つとして2年前に計画

ソフトウエアベンダを、各センターが独自に選定できる

（bots-as-a-service）」プログラムとして始動した。その

ンターのボットがすべてNASAの基準に適合しているこ

され、Georgeが勤務を始めた2017年5月に、
「BaaS

仕組みになっている。Gloriosoのチームは、10あるセ

後間もなく、Thomas Jeffersonや他のボットが後に

とを確認した上で、各センターにおけるボットの製造を

続いた。

後押しする。
これによって、NSSCは必要な分だけボット

Gloriosoのチームは、投資のリターンを正確に測

プログラムの規模を拡大することができる。
インフラ全

るために、そしてIT側の負荷を不用意に高めてしまわ

ないように、このプログラムを最初は小規模に展開し、
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体へ投資するというよりは、一つのボットごとに投資す

るのである。

LESSONS FROM THE FRONT LINES
最前線からの学び

順次規模を拡大していくことにした。
チームは、どうす

最前線からの学び
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NSSCは創設以来、組織の決定に対し、従業員全員

同社は、経済と環境の両面での戦略目標を常に満た

が納得し合意することを重視してきた。Gloriosoの

さなけなければならないエネルギー業界において、先

ットのデモンストレーションを行った。
そして、
リーダーた

コントロールすることは会社のミッションを達成する

かけた。さらに、職員に対してボットのメリットを伝え、

えばイノベーティブな発想をしやすくするために、労働

チームは、センターの主な部署のリーダーに対して、ボ

進企業であり続けている。
この業界にとって、効率性を

ちに、
この技術を各チームメンバに伝えるように呼び

ボットが実際にどのように動くのかを見せる場として、
彼らは「Lunch and Learn」というセッションを始め

た。職員は、反復的で時間がかかるタスクを自動化す

ための重要な鍵となる。
ここで言う
「効率性」とは、例

力を最適化することである。Exelon社は、事務処理業

務を外部に委託することで、IT部門の従業員をクリエ

イティブな業務や分析業務に集中させることにした。
こ

るための手段として、
すぐにボットを取り入れるように

うした、労働力の有効活用を図るための「ストラテジッ

るような業務はないか考え、積極的に提言するように

を使った「人間の労働力」の強化の可能性を追求する

なった。
そして、
それ以外にボット導入の効果が見込め

クサプライヤプログラム」の成功を経て、同社はボット

なった。

人間の労働者と同じ能力が備わっているとはいえ、

ボットはさまざまな観点で何度もパフォーマンスレビ

ューを受けている。例えば、Gloriosoのチームがボット

企業として、一躍リーダー的存在になった。

「イノベーションとは、現実世界から離れた象牙の

塔にあるようなものではなく、
ひとりひとりが果たすべ

き任務なのである。
」と、Exelon Utilities社のIT Vice

にパスワードリセットの業務を引き継ごうとした時のこ

President兼CIOのMark Browningは言う。
「社員が

とである。ボットは人の労働者よりも非常に多くのパス

全員で組織を横断してイノベーションを起こし、自分

ワードリセット作業をこなすことが可能であり、
これに

たち自身の価値を再定義してもらいたいと思っている。

よって作業簡略化の劇的な改善が見込まれていた。
し

そのためには、
より優れたパフォーマンスや高い顧客

かし、
これにはユーザエクスペリエンスの品質が最大

サービスレベルを達成すべく、事務処理業務を機械に

の関門として立ちはだかった。
ユーザがボットとのコミ

任せて、労働資源をもっと付加価値の高い業務に移し

」
ていかなければならない9。

ュニケーションを
「難しい」と感じたら、
この試みは成

Exelon社のCEOは、稼働効率化とコスト削減を実

功とはいえなくなるのである。

現するRPAの可能性を自ら探ることで、会社全体を先

Gloriosoは、チームには常に人間が必要だと言う。

導している。CEOオフィスは、ボットのメリットを最大

予算を承認し、新たなビジネスを立ち上げるのは人間

限に活かすことのできる領域を特定するためのアセス

であり、またまれにルールの例外が発生した場合にボ

メントを数ヶ月に亘って実施し、IT部門がパイロット開

ットをサポートするのは、人間の熟練した知見だと言

発を行うための施策を推進することになった。IT、財務、

う。
Gloriosoは、
このプログラムが発展していけば、ボッ

トの開発やパフォーマンス管理といった領域に雇用創

サプライチェーン、
人事、
法務、
危機管理、
コミュニケーシ

出の潜在的なチャンスがあるとも考えている。
「私は、

ョンといった多くの部署がそれぞれの業務プロセスを

人材を雇えるようになることを望んでいる。
今はまず手

事例を考えた。思考も性格も異なるひとりひとりの人

うに仕事をサポートしてくれるかを教えている段階で

ある。
その意味で、ボット活用のロードマップ策定での

業務をボット化する必要性を訴えている段階なのだ8。」

るだけではなく、いかにしてRPAを業務の定義に適合

最終的には自分自身の業務を
『ボット化』
できるような

評価し、RPAが確実に機能し、貢献できるような想定

間の仕事を切り取って、ボットに任せようという試みで

始めにボットを開発し、
すべての職員にボットがどのよ

重要なポイントは、自動化に適した業務を単に特定す

ある。
現在はまだ、社員各々に対して、将来自分自身の

させるか、従業員をどのように組織するか、企業文化

的な背景を踏まえた上でRPAをどのように進めていく

Exelon Utilitiesがボットを
パワーアップする

か、
これらの事柄を定義することにある。

「我々は事務処理的なIT業務のアウトソース化に

より、コストの削減や、付加価値の高い業務に向けて

Exelon社は発電、送配電、エネルギー販売の事業

従業員を配置し直すことに成功した。業務をボットに

をアメリカ48州とワシントンDC、カナダに展開している。

シフトしていく過程においても、同様の成功を見込んで
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データ、
機械学習、
次世代ERP、
IoTなどのテクノロジーに

でき、
それが会社全体の成功に直接つながるような環

なることを望んでいる。彼は、
こうしたテクノロジーは

Exelon社が具体的なROIを伴った事例を示したこ

の業績に好ましい影響を与えると言う。
「RPAは、我々

どうフィットするかを考え始めた。
「これは単なるテクノ

と信じている。RPAはテクノロジーにおけるチャレンジ

ンジングで満足度の高い仕事のチャンスを得ることが

対するExelon社の投資を有意義に活用できるように

境をつくっていけるように、RPAを活用していきたい。
」

互いに交わって一種のシナジーを生み出し、ビジネス

とで、企業のリーダー達は、
それぞれの組織にボットが

が保持し続け、成熟させていくべき競争力の核である

ロジーの課題ではない。従業員や会社の使命に直接

であると同時に、チェンジマネジメントや組織風土の

関わる問題なのだ。
」

変革にも大きく関わると考えている。だから、我々はこ

Browningは、将来的にRPAが組織の中で成熟して

れをしっかりと推進していかなければならない。
」

いくことで、彼のチームがその技能を発展させ、ビッグ
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いる。
」
とBrowningは言う。
「従業員が、今よりもチャレ

リスクの視点から
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The Center for Cyber Safety and Educationによる

することで、大量の「スレットインテリジェンス（Threat

材がおよそ180万人不足すると予想されている10。未来

脅威に関する知見）」を処理するといったサイバー対

間がより高いレベルの活動に勤しむことのできるような

しかし、ボット自体が攻撃対象となり、従業員や顧

と、2022年までに、サイバーセキュリティにかかわる人

Intelligence：サイバーセキュリティにかかわる情報や

の労働形態、
すなわち機械が単純作業を担うことで、人

策の自動化が可能となる。

協業が実現すれば、サイバーセキュリティ人材の不足を

客情報などの機密情報の流出によって企業のレピュ

カバーすることができるかもしれない。
しかし一方で、新

テーションが傷つけられる可能性もある。
それゆえ、ボ

しい労働形態は既存の業務のありようを劇的に変容さ

ットやIoTデバイス、
アプリケーションやネットワークを

せる側面を持っていることも、企業は十分に知っておく

（オンプレミスであっても、遠隔の仮想環境であっても）、

べきである。

保護することが最も重要な観点となる。
ボットをしっか

りコントロールする仕組みをあらかじめ組み込み、継

職場の文化

続的に監視やテストを行い、新しい脅威にさらされた

働き方の変化は、すでに労働者同士のやりとりや

時にはすぐに対応できるようにしておかなければなら

関わり合いの方法に影響を及ぼしている。今日、同僚

ない。
これは単なる設備投資の問題には留まらず、企

セージで済ませることは珍しくないが、
それによって人

がって、業務部門とIT部門が緊密に連携しながら、職

るということはない。だが、同僚がボットとなった場合

することが必要である。

とのコミュニケーションをeメールやSNS、ショートメッ

業ポリシーや人事戦略にもかかわる問題である。
した

間同士のクリエイティブな協業関係が大きく損なわれ

場のサイバーリスク軽減に向けたガイドラインを策定

は、
ナレッジ共有は途端に難しくなり、協業関係ははる

かに複雑になる。例えば、サイバー専門家の重要な業

法規制

ナレッジを蓄積し、創造的な対策を考案するというも

たな規制やコンプライアンス上の問題が発生し得る。

業務が自動化され、人間と機械の協業が進むと、新

務の一つに、同僚と協力して攻撃メカニズムに関わる

例えば個人情報保護は、特に「EU一般情報保護規則

のがある。
この業務を自動化した場合、
コラボレーショ

ンの機会は減り、協業による相乗効果は薄くなってしま

（European Union’s General Data Protection Reg-

グと、機械への継続的なトレーニングや調整を行うこ

をセンサーやデバイス、
カメラ、
マイクなどから収集・処

を巧みに実行できる可能性もある。

収集してしまった場合、国によっては個人情報保護に

は、
ミッションベースで行動する人間と、
ルールベース

厳しい業界で働くボットは、
ネットワーク障害や機器の

は、
サイバーセキュリティに関わるタスクを実行する場

われる可能性がある。
加えて、人間とロボットの協業が

適用し、緊急性の高い脅威へ柔軟に対応することがで

の課題が露呈する可能性もあるため、労働法も適宜

ulation）
」
の対象企業にとって大きな課題である。
データ

うかもしれない。
しかし、人間への効果的なトレーニン

理する職場のボットが、意図せず従業員の個人情報を

とで、お互いが協力し合ってより広範なサイバー戦略

関する法律違反になり得る。
また、金融などの規制が

また、RPAによって人間と機械が協業するチームで

故障により自動監視機能が停止した場合に責任を問

で振る舞うボットの間に軋轢が生じかねない。人間

増えてくると、現在ではまだ予見できていない労務上

合、使命感を持って取組み、必要に応じて例外処置を

見直していかなくてはいけないだろう。

きる。一方、ボットは状況の把握能力に限界があり、例

人間と機械が協業する「ノーカラーワークフォース」

外に対する瞬時の判断は苦手である。
そのため、人間

は、将来的にサイバーセキュリティの計画策定と実行

の判断と意思決定が必要な業務はどれなのかを事前

の能力を強化し、ひいてはリスク管理全般を大きく改

に検証した上で、自動化するタスクを慎重に選択する

善する可能性を秘めている。スレットインテリジェンス、

ことが重要となる。

セキュリティソフトの監視、権限管理といった機能が自

サイバーセキュリティ

動化されるようになれば、企業のサイバーセキュリティ

ボットは、さまざまな制御処理を自動化することで

の一貫性、信頼性、カバレッジは今よりもはるかに向

サイバーリスクを軽減させ、信頼性、一貫性および有

上するだろう。

効性の向上に貢献することができる。
また、RPAを活用
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エンプロイーエクスペリエンスへの関心が高まってい

る。
デロイトが10の地域で実施した調査によると、RPA

ることや、クラウド技術の導入が比較的進んでいると

様な業界に対して与えている。コグニティブコンピ

や実現技術（Enabling Technology）
（訳注）を積極的

はほぼすべての国と地域において、一定の影響を多

いう環境もあり、拡張技術（Augmented Technology）

ューティングとAIは、現段階ではまだ全世界にあまね

に活用する動きが加速している。

く波及しているとは言えないものの、
「ノーカラーワーク

（訳注）実現技術（イネーブリング技術：Enabling Tech-

フォース」は今後グローバル企業が競争を勝ち抜くた

nology）とは、人々や文化に革新的な変化をもたらすような

めに、取り入れなくてはならないトレンドと言ってもよ

発明やイノベーションを指す。実現技術が生まれると、
さらに

いだろう。

それを活用・派生させた後発のテクノロジーが、多様な場所

ラテンアメリカでは、ビッグデータ解析が意思決定

で短期間に次々に開発されるという特徴がある。

一方、高い失業率に悩むアフリカの発展途上の市場

の根 幹をなす鉱 業、資 源・エネルギー 業 界の企 業

では、人間と機械の協業への前途は茫洋と言わざるを

が、RPAに強く注目している。中央ヨーロッパでは、多

得ない。
テクノロジーの発展やクラウドプラットフォーム

数のシェアードサービスセンタ、BPOプロバイダなど

の活用が進めば企業組織の変革が加速する可能性も

が、RPAやコグニティブオートメーションを活用してい

るようである。
この潮流によって、
「人間」には旧来の機

ゼロではないが、現状は制約の大きい労働環境が発

のような高次元のスキルが今後求められることになる

調査回答者の大多数は、1～2年でRPAが普及する

展の障害となっている。

械的プロセスの実行ではなく、
クリティカルシンキング

と考える一方、
コグニティブコンピューティングとAIの

だろう。北ヨーロッパにも同様のことがいえ、人間と

すべての地域
普及は2年〜5年かかると予想している。

機械の24時間体制の協業が、世界規模で進むことが

において、
このような技術の普及を進めるために必要

期待されている。
この変化を起こすためには、企業の
IT部門がイニシアティブを取って進めることが不可欠

である。オーストラリアでは、カスタマエクスペリエンス、
図2. グローバルインパクト
指標
関心

なスキルの向上が、ますます期待されるようになるだ

ろう。

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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RPAは、今や世界中で働き方に変化をもたらしてい
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始め方

身がどれだけ理解できているか検証でき、
プロセ

「ノーカラーワークフォース」を実現するためには、

入念な計画が必要である。人間と機械が相乗効果を
発揮できるように、課題を想定し、
「ハイブリッド型」の

ス全体の効率化に寄与する人材やテクノロジーに
関するオプションを検討することができる。
また、自

動化が自社組織にどのようなインパクトをもたら

すのか、斬新な気づきを与えてくれるかもしれない。

労働形態をうまく機能させるためのあらゆる要素を考

• スキルとタスクを分類する。
倫理観や創造性といっ

以降では、既存の業務を分解し、人間が本質的に注力

質的なタスクとの違いを定義する。
その違いを理

慮して、リソースとガバナンスを整備する必要がある。

た人間固有のスキルと、機械でも遂行し得る非本

すべき業務は何か、そしてどのような業務が「協業」に

解することは、業務の再設計や、人間がより本質的

適しているのかを検討するためのファーストステップ

な仕事に注力できる機会の特定、自動化の戦略策

• ニーズを検証する。人間と機械の協業は自社にと

• ツールと戦術を研究する。同業他社ではどのよう

を紹介する。

定を行う上で役立つだろう。

って実行可能な選択肢か。
この質問に答えるため

には、企業のミッションクリティカルな活動の中で、
機械で代替できる要素を含むのはどの業務領域

なのかを、まずは特定する必要がある。
そのような

なコグニティブ技術や高次元のロボティクスソリ

ューションが活用されているのか。近い将来どのよ

うな進歩が起こるのか。急速な技術革新によって、
破壊的イノベーションをもたらすツールがオンライ

領域で機械と協業することによって、人間はより高

ンですぐに利用できる時代になっている。
このよう

とが可能なのか。
可能であったとして、本当にそうす

インテリジェントオートメーションの進歩を追いか

いくのである。
企業によっては、
「ノーカラーワークフ

にどのようなインパクトを与えるのかを、常に把握

次元の役割にシフトし、パフォーマンスを高めるこ

な環境において、IT、人事、各業務部門のリーダーは、

る必要性はあるのか。
そのようなことを明確にして

け、最先端の技術や概念が自社の生産性や働き方

ォース」が組織変革にあまり寄与しない場合もある。

し続けなければならない。

テクノロジーありきではなく、ニーズに基づいて戦

• 小規模に始めるか、あるいは全面的に刷新するか。

略を決めることが重要である。

アプローチも異な
利用するテクノロジーが違えば、

• 現在の業務を理解する。プロセスの各タスクに

る。ボットを使って、あらゆる業務を是が非でも完

ついて、誰が行っているタスクなのか、タスクの実

全自動化したいと考えるのか。
それよりはいくぶん

行に必要なスキルは何か、さらにそのタスク
（タス

小規模に、ボットよりはいくぶん柔軟な（そしていく

ク単体だけではなく、広くプロセスをとらえた時に

ぶんお財布にも優しい）
コグニティブ技術やAIの導

前後関係や依存関係を構成するタスクも含めて）

入を検討するのか。
あなたの会社のミッションや戦

を任せられるテクノロジーは何かを特定する必要

略にマッチするのは、
どちらのアプローチだろうか。

がある。
それらが明確であれば、既存プロセスを自
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要点

AI、
コグニティブ技術、
ロボティクスの進歩は、仕事、
キャリア、職場におけるテクノロジーの役割、
そして業務
プロセスに関する古くからの常識を覆そうとしている。
「ノーカラーワークフォース」
という新しい労働形態の誕
生で、
人間と機械が互いの力を補完し高め合いながらともに働くという、
全く新しい組織モデルを、
空想ではな
く現実のものとして企業が考え始める時代に突入している。
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日本のコンサルタントの見解
機械との共存のはじまり

昨年の
「Tech Trends」
では、AIや機械学習、ボットと
いったテクノロジーの活用について紹介したが、今年
は人間とそれらの機械が協働する新たな
「ハイブリッド
型」の労働力を
「ノーカラーワークフォース」と呼び、人
事的な側面から検討すべき点をいくつか挙げている。
日本でもこの数年間に、職場においてそのようなテクノ
ロジーの活用は大きく拡がり、
チャットボットによる社
内外の問い合わせ対応、RPAによる事務作業代替、AI
を活用した需要予測や製造ラインでの不備予見など、
さまざまな事例が見られるようになった。昨今の人材
不足や「働き方改革」の後押しもあり、
こうした取組み
は今後加速するものと考えられる。

「AIやロボットに仕事を奪われる」という脅威論が
議論される一方で、生産性向上の効果を期待し、機械
との共存に前向きな論調も少しずつ増えていることも
事実である。機械にできる範囲がある程度特定できて
きたことや、人材の置き換えよりも、不足の補充として
の期待が背景にあるのだろう。
日本的な企業文化の一つ
である、部門間の調整や意思決定時の根回しといった
感情的なコミュニケーションは機械が苦手とするもの
であり、代替できないはず、
という希望的観測も多少は
あるのかもしれない。いずれにせよ、現状においては、
人間と機械が協働し、
パフォーマンスを高め合うノーカ
ラーワークフォースというよりは、
人間の作業支援ツール
として機械を活用することの意識に留まっている段階
の企業が多いのではないだろうか。

協働に向けたチャレンジ

機械の活用が進み、さらに協働するようなノーカ
ラーワークフォースの実現にはさまざまな変革が必要で
あり、ボトムアップ型が主流でスピーディな意思決定を
苦手とする多くの日本企業にとっては、一足飛びでた
どり着ける未来ではないだろう。
ここではその道のりに
おいて、ハードルとなり得る点をいくつか挙げてみたい。
1.

ずは業務の可視化からスタートする必要があり、
それだ
けでも骨が折れる作業となるだろう。
また、標準的なプ
ロセスが存在しなければ、機械に任せる業務の手順も
組み立て直す必要が出てくる。
機械を導入する都度、
場
当たり的にそのような対応を進めると効率が悪く、
また
部分最適に陥りかねない。
人と機械の協働を促進する
という観点では、
早い段階から業務の棚卸を行って全体
像を掴んだ上で、機械が得意な領域から優先順位をつ
け、
業務の属人性を可能な限り排除し切り出しがしやす
い状態を保っておくべきであろう。
2.

KKDに基づく意思決定

AIのように機械がデータから想定パターンを学び、
判断を行うには、学習に必要なデータをどう準備する
か、
というハード面の検討も重要だが、
「ブラックボック
ス化」
しがちな判断プロセスを、人間がどこまで受け入
れられるかという点についても考慮が必要である。欧
米企業ではデータ活用が進んでいるが、日本の、特に
歴史ある企業では、経験、勘と度胸（KKD）に頼った意
思決定が多いのではないだろうか。
機械の判断結果が
人のそれと異なる場合、必ずしも人が正しいとは限ら
ない。
当然、
その差がなぜ生じているのかを分析する必
要はあるが（機械の判断精度が低いのであれば改善
が必要）、KKDを優先して機械の判断をすべて否定して
いると、結局人はより高次の作業に時間を割けず、何も
変わらない。
機械に任せた判断の重要性に鑑みて、機
械の判断を信頼する度胸も必要だろう。
また、機械を
否定したくなる他の要因としては、
商慣習や目標のずれ
（機械が目指す目標と、人が評価される指標が一致し
ない）なども想定されるが、
こうしたものは思いの外根
深い。
機械の導入と合わせてどういった阻害要因があ
り、どういったチェンジマネジメントが必要なのかは整
理しておく必要があるだろう。
3. マネジメント層のコミットメント

業務の属人化

機械を導入する際には、
その特徴を理解した上で、
ど
んな業務に適切なのか、
どこまでを任せるべきなのかを
整理し、スコープを定義することが重要となる。しかし、
日本企業においては業務の属人化傾向が強いため、
ま
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日本のマネジメント層は欧米と比してテクノロジーに
対する理解度が低い傾向にあると言われている。
機械
の全容を理解せず導入が目的化している、必要な変革
に気づかず効果が出ないと嘆いている、
といったケース
はないだろうか。
ノーカラーワークフォースという観点
では、
テクノロジーを使いこなし、それによって自身の
業務をどう高めていくことができるか、自ら考えられる
ような人材をいかに育成するか、そのような文化をい
かに醸成するかが鍵となる。
機械に業務の一部を任せ
ることで空いた自分の時間を、
より高次の業務に充て

労働力の新しい概念：ノーカラーワークフォース

日本企業において機械の活用が進 め ば、ノーカ
ラーワークフォースの課題に直面する企業も増えてい
くだろう。働き手の減少が続くであろう現実と、市場縮
小により効率経営を実践する海外企業と戦わなけれ
ばならない日本企業にとっては、機械の最大限の活用
と生産性向上は至上命題ともいえる。導入済みの企
業も、検討中という企業も、今から変革の必要性を認
識し、着手していくべきではないだろうか。

ることは当然のように思えても、実際にはできていな
いケースが多い。特に日本企業においてはポジション
ではなく人に業務がついており、業務を他者に任せづ
らい、またそれを奨励する文化もないといったことも
多いのではないだろうか。人材育成、役割分担の見直
しや組織風土づくりは、
マネジメントがコミットして旗
を振るべき取組みの一つだろう。

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

経営、業務、ITの知見を活用し、経営層に対してコンサル
ザリーサービスを提供。

ティングサービスを提供している。
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エンタープライズデータの
あるべき統治とは

データを愛するならば、
自由にさせよう

あらゆる組織がデータを重要な資産であると認識する中で、
データを
「フリー」にし
たいという需要が高まっている。
つまり、情報をアクセスしやすく、理解しやすく、各事業
部や部署、国をまたいですぐに利用できる状態にすることである。
これを実現するため
には、機械学習や自然言語処理、
データ間の関係の理解や、
ストレージおよび権限の
管理を大幅に自動化するという現代的なアプローチを、
データ構造およびデータガバ
ナンスの仕組みに取り入れる必要がある。
このケイパビリティは、変わりゆくプライバ
シーやデータ保護に関するグローバル規模の規制や法的な要求に対応するためにも
必要となる。

我

々は、新たなデジタル文明の時代に突入し

あれば、データが持つ潜在性を100％引き出すため

と、
それに含まれる顧客や戦略、
オペレーシ

明らかであろう。
「フリー」とは「無料」という意味では

た。
今までにない膨大なボリュームのデータ

に、データを
「フリー」にする必要がある、
ということは

ョンに関する貴重な洞察によって突き動かされる時代

なく、アクセシビリティ（アクセスしやすいこと）と偏在

である。
この新しい時代においては、
今までに比べデータ

性（あらゆるところから取得できること）である。
昔から

量がただ多いというだけでなく、
データがあらゆるソース

組織を分け隔てていたハードルが下がると、価値を生

から生み出されており、情報がより多くの意味を提供す

み出す分析を行うために、
データをより広く利活用する

るものになっている。
「Tech Trends 2017」
で明らかと

ことが今までより重要になる。
データが「フリー」
であっ

なった通り、
トランザクションシステムや産業機械、
ソーシ

ても、我々はさらにそれを理解し意味づけしなければ

深層Webなどの新たなソースから得られた洞察に富

従来は「データを理解する」
というと、
トップダウンで

ャルメディア、IoTセンサーに加え、画像や音声、動画、

ならない。

んだデータは、ますます意思決定の在り方を左右し、

アクセス制御のために厳格な定義や階層を定め、何重

すでにデジタル文明への道を歩み始めているので

進分類法のようなアプローチは、一言でいえば、カオ

未来への新たな道を描く一助となっている1。
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にもガバナンスを敷くことを意味した。
このデューイ十
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スを力づくでコントロールする際に説明責任を果たす

いた。
このシンプルな時代には、構造化されたビジネス

べく形作られた方法であった。

データがテーブルや基幹システムに存在するのみであ

我々は、この1年半～2年の間に、より多くの企業

がデータマネジメントへのアプローチを近代化し始め、

コントロールとアクセシビリティのバランスを取ること

に努めると予測している。
本編では、昨今増えているこ

る。その時でさえ、戦略家やCIO、その他意思決定者は、
データを抱えきれず、また理解しきれずにいた。多くの
企業は、データを取扱うにあたり、次の二つの基礎的

なアプローチのうち、
どちらかを採用していた。

のような潮流を
「エンタープライズデータの統治（Sov-

• 自由放任アプローチ：意思決定者たちは、データ

ereignty）」
と名付け、今後ますます重要視される企業

マネジメントは面倒かつ困難なものだということ

資源の価値を管理し、
マネタイズし、
そして最大化する

を受け入れ、各々の課題に真面目に取り組むこと

ための企業の取組みを紹介する。

よりは、特定の要件に対応するために個別のシス

解決に努めることになる。
その三つとは、
マネジメント

ア、
レポート、
アドホックでのデータ可視化の仕組み

これらの企業は大まかに三つの課題にフォーカスし、

とアーキテクチャ、グローバルでの規制に対するコンプ

テムを構築した。
データウエアハウスやデータスト
が構築された裏には、
マスタデータを合理化したり、

ライアンス、
データの所有・責任である。

汚れたデータをクレンジングしたり、差分を照合す

各分野において多くの企業が直面するこれらの課

る影の活躍者が必要とされていた。

題はさまざまであり、根強く存在し続ける。例えば、以

• 力づくのアプローチ：データのもつ大きなポテンシ

下のような課題が挙げられる。

ャルに気づいたいくつかの企業は、
データを聖書の

• どのようにすれば、データを慎重かつ効果的にマ

ように厳格に取扱う要塞を築き、
データを抱え込も

ネジメントしつつ、組織的・機能的な境界を越えて

うとした。
このアプローチではすべてのプロセスが

• どのようにすれば、面倒で頻繁に発生するデータ

れ一貫している場合のみに機能するため、異なる

データを開示することができるか。

厳格に管理されたが、
すべてのデータが構造化さ

分類やクレンジング作業を自動化できるか。

タイプのデータがシステムに投入された際には維

• どのようにすれば、グローバル企業として、国ごと

持が難しかった。
データの整合性と品質を維持す

に大きく異なる規制やプライバシー要件を遵守す

るために、企業は細やかな指示だしと、複雑なテク

ることができるか。

ノロジーやマニュアル作業に大きく頼っていた。

任を負っているのか。
CIOか、COOか、誰でもないの

20年経った現在、
ビッグデータ、
リアルタイムレポーテ

• 企業の中で、最終的には誰がこれらのデータに責

ィング、オートメーションの時代、特にデータボリューム

か。

およびデータの戦略的な重要度がともに継続的に増

エンタープライズデータの統治とは、企業がインサ

す時代においては、
これらのアプローチはともに不十

イトドリブンな組織へと発展するためのロードマップを

分であることが明らかになっている。
これは、
すべての

示すものである。
この変革には、
データのインテグレーシ

業界で、
また国を問わず起こっている現象だ。

ョン、カタログ化、セキュリティ、
トレーサビリティ、
スチ

例えば今日の自動車は、機械というよりむしろ、セ

ュワードシップ、
その他分野への長期的な投資が必要

ンサーからデータを大量に生み出す、タイヤに搭載さ

投資を通じて、継続的に進化し、学び、成長するダイナ

トヨタ社、エリクソン社、その他の企業が合同で、自動

とができる。

いデータマネジメントの仕組みを開発すると発表した。

であることに疑う余地はない。
しかし企業は、
それらの

れたコンピュータという位置づけになっている。最近、

ミックなデータマネジメントの仕組みを作り上げるこ

車から生み出される大量データを管理するための新し

「2025年頃には、車とクラウド間のデータ量は、ひと

月あたり10エクサバイトに達すると予測される。
これ

データの今と昔

アムは発表している2 。10エクサバイトとは100億ギガ

ながらのデータマネジメントのテクニックを採用して

だ。

は、
現在のボリュームの約1万倍だ。
」
と、
あるコンソーシ

データ量が比較的少なかった時代は、IT部門で昔

バイトにあたる。それが毎月車から生み出されるの
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図1. 新しいデータマネジメントアーキテクチャ

伝統的なデータマネジメントは、
マニュアル作業や厳格に管理
されたストレージ・処理によって基礎的な情報を提供してきた。
先進的なデータマネジメントアーキテクチャにおいては、
コグニ
ティブデータスチュワードとダイナミックなデータファブリックが、
より深いレベルの洞察を生み出し、企業が意思決定の在り方を
変革させることを手助けする。
ダイナミックなデータファブ
リックはメタデータを含む
データ辞書を作成する

データソース

データの量、多様性、複雑性

伝統的

マッチングアルゴリズムを使用
して、データ辞書はデータの
つながりを認識するようになる

ダイナミック
データファブリック

データ取得

先進的

データマネジメントアーキテク
チャのソリューションはデータ
間の多元的な関係を明らかにし
可視化する

セマンティック
レイヤ

エンタープライズ
インテリジェンス

コグニティブデータスチュワード
エンティティレゾリューション
（データの解明）プロセス等に
おいて、アルゴリズムはデータ
を閾値ごとのクラスタにまとめる

人によるデータスチュワードで
クラスタをレビューし、マニュ
ア ル で 承 認・却 下 す る こ と で
アルゴリズムが改善される

Source: Deloitte analysis.

アルゴリズムは自分自身で改善
するようになり、同じプロセス
で管理や監視といった追加タスク
が自動化される

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights

IDC社は、2025年までに全世界で毎年163ゼタバイ

治を模索し始めるだろう。先進的なデータのマネジメ

トのデータが作成/複製されると予測している（1ゼタ

ントとアーキテクチャとはどんな姿か。グローバル規

バイト＝1兆ギガバイト）。
これは9年前の2009年のデータ

制をいかに遵守するか。
データの所有/責任は誰が担

量に比較すると、10倍のデータ量に相当する 。

うのか。

に到来しているという意見もあるかもしれないが）津

先進的なデータマネジメントとアーキテクチャとは。

に答えながら、エンタープライズデータのあるべき統

ジメントを語る際には、単なるデータの保存場所/保存

3

先進企業は、
これから到来する（人によってはすで

波のようなデータの中で、以下のような根本的な問い

エンタープライズデータの統治においてデータマネ
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方法の検討だけでは不十分であり、次のポイントの考

• コグニティブデータスチュワード：コグニティブテ

慮が必要だ。

• 信頼できるデータの調達と提供（例：バッチ処理、
リアルタイム連携、構造化データ、非構造化データ、
IoT連携）および各種データソースとの同期

• メタデータマネジメントとデータトレーサビリティ

クノロジーはユーザが新しいコンプライアンス要件

を理解するのを助け、データとコンプライアンス

ルールを明確にすることで、
ヒトのデータスチュワー

ドを支援する。
コグニティブデータスチュワードは、
機械知能、ボット、その他のテクノロジーと組合わ

• マスタデータマネジメントとユニークID

せて、伝統的にマニュアル作業に頼っていたデータ

• 情報へのアクセスとデリバリ
（例：上流/下流）

マネジメント上のガバナンス・監督業務・アカウンタ

プライバシーそして暗号化
• セキュリティ、

ビリティに関わるタスクを自動化することができる。

• データアーカイブとデータ保持

• エンタープライズインテリジェンス：機械学習と先

進的なアナリティクスソリューションは、
より示唆に

従来のデータマネジメント技術では、
このような複

富んだ洞察に光を当て、
より確実な意思決定やリ

雑な作業の実施にはマニュアル作業による補正が必

アルタイムなアクションを可能にする。
エンタープラ

装により、検討事項はさらに複雑化することがある。

スタデータ、
カタログ、
データトレーサビリティ、セキ

要であった。
クラウドへの移行や、システム間連携の実

イズインテリジェンスはとりわけ、ダイナミックにマ

しかし、先進的なツールの採用や、データマネジメ

ュリティプロファイルを構築し、
データへのアクセス

ントアーキテクチャの再構築によって、企業はデータの

や活用、
コンプライアンスにおける変化へ適切に対

加工について頭を悩ます必要性が少なくなっていくだ

処できることであろう。

ろう。
新しいアーキテクチャのツールによって、
データの
調達・登録・管理について、意思決定の自動化を実現

誰が組織のデータに
「責任を持つ」べきなのか。

とケイパビリティによってさまざまなものがあるが、先

にデータ品質と一貫性に重点を置き、
データ品質の維

要素が含まれる。

自身は企業においてデータの所有者ではないかもし

することが可能となる。
アーキテクチャは企業のニーズ

現在、多くの組織はデータスチュワードを雇用し、主

進的なデータマネジメントアーキテクチャには以下の

持のための作業にあたっている。
データスチュワード

• データ取込みと信号処理ハブ：構造化/非構造化

れないが、企業においてデータ権限を持つべき人に最

データ
（パブリックデータ、
ソーシャルデータ、
プライ

も近い存在である。
データがますます重要なビジネス

ベートデータおよびデバイスデータ）の取得/取込

資産となっていく中、一部の組織では単純なデータ

みのためのソリューション。
ここには自然言語処理

管理作業だけを行うのではなく、チーフデータオフィ

とテキスト分析が含まれる。

サー（CDO）を雇用し、データから洞察を導き出すこと

品質と一貫性を向上させるため、データの不整合

収集と集計を最適化するためのゲームプランの策定

• データの一貫性とコンプライアンスエンジン：データ

に注力している。CDOは、グローバル規模でのデータ

を解消するケイパビリティ。各種規制へのコンプラ

を次第に進めている。
ここには、外部ソースからの構造

イアンスも満たすことが期待される。

化データと非構造化データの両方を活用することが

• ダイナミックなデータファブリック：メタデータや

含まれる。
さらに、CDOはゲームプランを策定すること

データリンクを保持したダイナミックなデータディ

により、
ストレージに関する地理的および法的な検討

クショナリを、企業横断的に構築するソリューショ

事項に対処している。

ン。データディスカバリツール、オントロジー技術や

ビジュアリゼーションツールを駆使して、
データディ

グローバル企業は、国によって大きく異なる規制要件

クショナリ内の多元的なつながりを、明らかにする

をどのように満たしているのだろうか。

ティブテクノロジーや、空間的・時間的ネットワーク

フォームでホストされるデータは、
そのデータが保管さ

ことができる。
こうしたつながりはまた、
インタラク

クラウドサービスや他のインターネット上のプラット

あるいはソーシャルネットワークの形で表示するこ

れる国の管轄下にある。
この事実だけをとらえると簡

とも可能である。

単なことだと思われるかもしれないが、ビジネスにお

いて世界的なデータ保護規制はどこまでも厄介な問
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題だ。次のようないくつかの重要な問いに対処しなけ

法令を遵守しない組織に対する追及を積極的に行っ

ればならないからである。誰がデータを所有する権利

ている。
ロンドンの独立系調査機関であり、
コンサルテ

できる権利を持つのか。
クラウドサービスを提供する会

法令遵守のコストはかなりの額かもしれないが、法令

を持つのか。誰が他国に保管されたデータにアクセス

ィング会社でもあるOvum社の最新レポートによると、

社が所在する国から、異なる大陸にあるかもしれない

違反に伴うコストはそれ以上に高額なものとなる可
能性があるとのことだ6。

第三国のデータセンタのデータにアクセスすることは

現在、グローバル企業には管轄国の法令要件を満

問題ないのか。
これらの問いに対して答えを用意する

たすのに役立ついくつかのテクノロジーベースの選択

ことは、簡単ではない。

肢がある。例えば、クラウドサーバに直接配備された、

2018年5月25日、欧州連合（EU）は、一般データ保

洗練されたルールエンジンは、無数のルールをデータ

護規則（the General Data Protection Regulation:

に対して動的に適用し、
特定の管轄区域のどのステーク

GDPR）として知られるデータプライバシーと使用に関

この法律は、ある立場の人にと
する法律を施行した4。

ホルダーがどのデータにアクセスできるかを判断でき

っては歓迎すべきことに、
これまでの問題と解決策を

る。
または、企業は法的管轄区域によってクラウドイン

でのデータ管理体制に対しさらなる複雑性をもたらし

からデータストアへのクラウドアクセスについて、分割

明確にし、他の立場の人にとっては、
グローバルレベル

スタンスを分割してデータを論理的に分離し、各ユーザ

た。GDPRは、個人からの同意を得ることなく、企業が

したそれぞれのロケール内に制限することができる。

防止することを目的としている。
そして、
これはデータ

定の国や地域の極めて厳格な規制では、データが凍

消費者のデータを収集、処理、または使用することを

最後に、CDOは皆理解していることではあるが、特

を格納するサーバがEUの中にあるか外にあるかに関

結される可能性がある。
運が良い場合、
それは一時的

係 なく、もしデータがEU市民に属するものであれ

なものであるが。
しかし、
これらのデータ資産から集め

ば、GDPRの適用対象となるのである。GDPRを遵守し

られた洞察は管轄規制の対象ではなく、グローバル組

高で2,200万ドルまたは前年度の総売上の4％のいず

置くと、グローバル組織にとって、ローカル法令を遵守

ない場合、巨額の罰金が科せられる可能性があり、最

織で自由に移転することができる。
このことを念頭に

れか高い方が制裁金として科せられる可能性がある5。

しつつデータを会社全体の資本として組み入れるため

でも、それぞれデータ保護規制法令が施行され、当該

ことが助けとなるであろう。

一方、オーストラリア、中国をはじめとする多くの国

には、焦点を、
データそのものから洞察へと移していく
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よくある誤解と真実

今やデータマネジメントはテーマとして新しいものではなく、
「再発明」
されたという表現も中途半端だ。
データ
マネジメントに関係する最新動向を懐疑的に思う読者の方がいることも理解しているので、
ここでは疑問点の
解消やよくある誤解の訂正を通して、エンタープライズデータの統治とその可能性について明確にしていきた
い。
誤解：我々はマスタデータ管理ソリューションを使って鉛のような価値しかないデータを、金に変えようとした
が、
うまくいかなかった。
この章で説明されてきたことを実行したところでまた無駄足になるのではないのか。

真実：今回は今までと状況が異なる。
理由は次の通りである。
過去20年間で利用可能だった多くのマスタデータ
管理ソリューションは、顧客データ、製品データ、経理データといったさまざまなデータを保存している個別シ
ステムのマスタデータを、一つの共通のマスタデータを中心に構成しなおすフェデレーション技術だった。
マス
タと個別システムとを整合させていくプロセスは手作業であり終わることのない作業だった。
さらには、
データ
マネジメントにおけるすべてのルールを運用前に定義しなくてはならず、
システム全体を運用初日から雁字搦
めに規定するものだった。
しかし、
エンタープライズデータの統治の取組みは異なるものである。
フェデレーシ
ョン技術と手作業の工程は、自動化技術や最新のデータマネジメントの技術に取って代わられる。
それは、自
然言語処理、
ダイナミックなデータディスカバリ、
オントロジー、
高度な機械学習、
コグニティブといった技術だ。
この新しいシステムでは 、以 前 ほど事 前のルール定 義の必 要 は なく、システムがひとりでに複 雑 な
データのデータマネジメント方法を学び、
ビジネスエコシステムの内外において一貫してコンプライアンスを
保つことができる。
誤解：自動化されたとしても煩雑なデータを現場で入力する人はなくならない。

真実：確かに入力作業やシステムデータを扱っている人たちは、システムが想定していたものよりも、ずっ
と複雑で煩雑なデータを年々打ち込むようになってきている。さらに言えば、
これらの人たちを飴と鞭で
コントロールしても、ほとんど問題に対処できなかった。最先端のデータマネジメントシステム、自動化
技術、機械学習、リレーショナル技術では、データを均一化・整合化し、データにコンテキストを与え解
釈を容易にし、特定のデータセットを必要な人に限って利用可能にすることで、データの質を向上させる
ことができる。
それに加え、データアーキテクチャを設計する際には、データ品質、
メタデータ管理、データ
連結に関わる機能をシステム群の中心ではなく、よりデータソースに近い時点で行うことを検討する
べきだ。
それによって人為的なミスを企業内データフローに入る手前で修正することができるだろう。
誤解：データへのアクセスを
「フリーにする」
ことは問題を引き起こすだけだ。

真実：データが自由にアクセスできるようになるということは、
いつ何時もすべてのデータが会社の全社員か
らアクセス可能であるということを意味しない。
そうしてしまうと、ほとんどの人は混乱するだろう。
さらに悪い
ことには、R&Dやその他の取り扱いに注意を要するデータを広く共有することは、不正を引き起こすことにつ
ながりかねない。
しかし、
メタデータ、動的オントロジー技術、動的分類、
その他のリレーショナル技術を使うこ
とで、
システムは会社の各部門やプロセスへのデータマッピングに十分な情報を得ることができるだろう。
この
マップを使うことで、誰がどのような時にどのデータセットにアクセス可能か、
ユーザに代わりシステムが規定
するようになる。
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データがもたらしたアジア市場で
の競争優位性

スタマサービスの向上と業務効率化のための最初の
実験が開始された。最初に注力したのはデータを集

約することだ。社内で行われているあらゆる地域のさ

競争が過熱するアジア市場を見据えて、2012年、あ

まざまな業務や取引、例えばコールセンタ、
カスタマサ

レーションを拡充させる方法を模索し始めた。どう

で、潜在的な品質問題を早期に警告する指標を特定し

るグローバルメーカーが自社のビジネスモデルとオペ

ポート部門、代理店訪問などのデータを集約すること

すれば売上を増やし、コストを削減して、収益を劇的

たのだ。

に改善する新しいビジネスモデルを構築できるのか。

ほどなくして実施された二つ目の施策は、数百もの

リーダーたちは、
かつてないほど増加したデータとそこ

センサーを職場に設置し、
業務のリアルタイムパフォーマ

に内包される顧客、戦略、業務への有意義な洞察の中

ンス取得に利用した。そうすることで、業務の効率化、

プローチを確立することで、企業は戦略と実行におけ

へのより深い製品知識の提供、サプライチェーンにお

にその答えを見出した。
データを管理し利活用するア

品質問題の顧客への早期警告、顧客と対面する営業

るゴールを達成するために必要な術を見つけだすこと

ける非効率の特定ができるようになった。

ができるかもしれない。

リーダーたちがより良いデータ活用のアプローチや

最初のステップは、信頼できるデータの収集と活用

戦術を探求する歩みを止めることはない。

がデータ規制に準拠して何度でも行える新しいデジタ

なぜなら彼らの究極のゴールは常に一貫している

ル基盤をグローバルで構築することだった。
しかしそ

のだから。
それはデータという武器を持ち、戦場で優

共通の強固な顧客マスタを構築すること、
ストレージ

先どのような強敵が現れたとしても。

れだけではなく、
新しいデータソースの統合、
全グループ

位に立つことだ。目の前の相手はもちろん、例えこの

のデータやヨーロッパ、アジア中で転送されるデータ
の両方の保護を強化することも目的としている。
この

大規模な機能に加えて、
プロジェクト計画は、社内に

存在した「私のデータ」とでも言うべき意識を変革し、

データは組織横断で活用されるべきものとする意識

利益と洞察を生み出すデータ

デジタルエコノミーにおいて、データは急速に、交

換可能な通貨へと変質しつつある。
この通貨をより効

を植え付けた。

果的に扱い、
また価値ある洞察を求めてより広くデータ

プロジェクト完了以降、
そのデジタル基盤は地域や

を採掘するため、先進的な金融機関ではデータアーキ

部門を越えてビジネスの情勢を目覚ましく可視化した。

テクチャとデータガバナンスに対するアプローチを現

それにより、各組織の内外で改善されている領域が簡
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代化させている。

でなくコグニティブ技術を活用することにより、
グローバ

的価値のあるデータの膨大なストレージを、老朽化し

あるシステムから別のシステムに移動する時は、
データ

今日では、多くの金融機関が、長年蓄積された潜在

ル規模でデータの特定と追跡を可能にした。
データが

た多くのレガシーシステムに保有している。
それらデータ

開示義務もデータ使用者の元に移動し、開示先も自

の多くは、企業のさまざまな組織によって縦割り管理

動で適切に変更されるのだ。

されている。例えば、販売部門は自分たちのカスタマ

いくつかの企業では、データガバナンスをさらに前

データを保有しているかもしれないし、財務は自分た

進させている。年々厳しくなるデータの監督と取り締

ちの取引データを保有しているかもしれないなどだ。

まりが、
データ品質管理において経営会議の優先議題

企業グループ内のデータをより利用可能にするため

となっていた。金融サービス企業は、規定された開示

いるところだ。
ある決済サービス会社では、
巨大なデータ

をタイムリーに開示できることを、今までになく求めて

コグニティブコンピューティングと機械学習によって

バナンス、取り締まり、開示義務タスクを自動化しよう

に、企業は伝統的な情報の縦割りをまさに今解体して

義務を滞りなく行うために、
完全に正確な粒度のデータ

プラットフォームを構築した。そのプラットフォームは、
データの探索とリアルタイムリサーチが可能となって

いる。
この目的のため、企業は従来の手作業によるガ

と邁進している。
例えば、
ある投資管理会社ではガバナ

いる。同様に、あるグローバル保険会社では、全業務

ンスシステムを構築し、
そのシステムではグローバル全

予測モデルを配置することによって、顧客の「360度ビ

するデータスチュワードのコミュニティが負っている。

販売、
リスク管理、不正検知、保険責務、保険請求、そ

の諸問題に日々対応している。並行して、その企業で

創出に貢献した。

用可能にする追跡システムを開発しており、
データスチ

部門のカスタマデータをつなげて業務改善のための

社に対する責任を、定義された規約および手順を遵守

ュー」を実現した。このアプローチは、マーケティング、
の他の業務オペレーションで新しいケイパビリティの

データスチュワードたちはデータ管理やガバナンス

はガバナンスワークフローを全システムで一元的に利

一方で、金融サービス企業はメタデータ管理リポジ

ュワードたちが各地域のデータプライバシー保護やセ

トリ、
クリティカルなデータのトレーサビリティ、
全社データ

キュリティ規則に則って、
コンプライアンス業務に従事

の追跡システムを構築し、
また従来の手法に頼るだけ

し貢献している。
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 GE社のデジタル領域に対する取組みは、
データを効率的に活用するという試みを発端としている。
我々はものを
ただ売るだけではなく、顧客のビジネス効率化を支援する存在を目指している。
我々が機器のパフォーマンスを測定
するために機器にセンサーを取り付け分析するという試みを開始したのは10年ほど前に遡るが、
その中で顧客も同
様に新旧さまざまな方法でデータの分析に取り組んでいることを知った。
その点、
我々は機器の内側も外側も理解し
ている。
そこで、我々はこれまでの知見を活かし、顧客が効率的にデータを活用し、
さらには機器そのものを効率よく
運用することを支援するサービスに取組み始めたのだ。
新たにビジネスを立ち上げるにあたり、差別化された方法をとるために我々はGEデジタル社を立ち上げた。
GEデ
ジタル社のゴールは、
我々の機器、
ソフトウエア、
IT、
セキュリティ、
フルフィルメント、
そしてプロダクトマネジメントのケ
イパビリティを用いることで新たなデジタルインダストリーを切り開き、
顧客に価値を提供することだ。

我々はビジネスにおけるデータ活用の注目度の上昇をテクノロジーではなくビジネスの視点からとらえ、
データの
活用によって顧客の生産性向上、収益性向上、新たな機会創出の支援をサービスとして提供することを始めた。
この
試みには前例がなく追随すべきロードマップはなかったが、
この結果からは、埋もれたデータを解析し活用するため
には機器に対する深い専門知識が重要であることを認識した。
そして、
この知識を活用するには新たなケイパビリティ
（クラウド、モバイル、そしてデータサイエンスなど）を取り込むためのインフラ整備も必要となった。
我々のような大企業の多くは規模がある一方でビジネス展開やデジタル化などの組織変更に対してスピードが不
足していることが多い。
新たな試みをするには既存の資産にレバレッジをかけることが重要であり、
そうすることで迅
速なビジネスの展開が可能となる。
大企業は、各々のビジネスユニットを半ば独立させた形で垂直統合させ効率性
を上げているが、一方でデジタルの価値とは組織をまたいでデータを統合し活用する水平的な動きである。
企業にと
ってデジタルトランスフォーメーションは避けることのできない道であり、
その実現には組織のトップがドライブしてい
くことが必要だ。
我々はまず、社内における垂直統合、水平統合といった考えから離れ、
デジタル化を推し進めるため
にユニット横断で検討を行った。
検討の際には摩擦も生まれたが、最終的にはデータを利活用し、
より一層のコラボ
レーションを行うために既存資産を最適化するという考えを組織全体で共有することに成功した。
我々はGE社のサービスに新たなケイパビリティをもたらすことに注力した結果、
データを集め、
知見を広め、
どのよ
うなタレント、
スキルセットが我々自身に必要であるかを把握することができた。
その後、2011年から2年間集中的に
組織編制とインフラ整備を進めた結果、2013年には顧客に対するサービス提供ができるまでになった。
GEデジタル
社は、
データ、
アナリティクス、
そしてGE社の深い専門知識の統合により、単に顧客のコスト情報を引き出すだけでは
なく顧客の事業に対して便益をもたらすまでの事業となったのだ。

例を挙げると、GE社のITグループはPredixプラットフォームの上でFieldVisionというサービスを作り上げた。
当初
は発電事業をターゲットとして開発していたが、FieldVisionは今やあらゆるサービスにおけるオートメーションの青
写真となった。
今では発電事業向けには停電を自動化するサービスを提供しており、年間で2億ドルのコスト削減を
達成している。
ほとんどの組織がスプレッドシートや紙ベースでオペレーションに注力する中、
FieldVisionはデータを
用いることで便益をもたらすことに注力したソリューションだ。
これにより、組織はより一層効率化をもたらすデータ
を提供することが可能となる。

データとは、生まれながらに価値を持っているものではない。
データが語りかける洞察とそれがもたらし得るイン
パクトが、組織の中に信念として根付いた時、
データに価値が生まれるのだ。
誰もがデータの重要性を数十年に亘り
議論しているが、
その複雑さとコストによりデータ活用の取組みに対しては懐疑的となっている。
企業はビジネスに
価値をもたらさない取組みに3年以上もの時間は費やせないため、
データの活用によりどのような変化を起こし、
ど
のような価値をもたらそうとするのか、自身で信念を持つことが重要だ。
データは誰にでも利用できるものではある
が、最大限の価値を引き出すためには、組織が意思を持って業務や人々の働き方を変えていくことも必要となるので
ある。
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「データ」という企業において最も価値のある資産

セキュリティ強化といった防御策の実行に、人と時間と

は、不適切な方法で使用、処理、保管されるリスクが

リソースを充ててきた。
しかし、いかなる企業もサイ

機器の計算能力の飛躍的な向上、および莫大な量の

であり、
リスク回避の観点では、
データそのものに着目

高まってきている。これは、近年における通信の帯域幅、

データ利用が可能となったことに伴い、高度なデータ

バー攻撃のリスクから断絶されることがないのが現実

することでより効果的な施策を得られる場合がある。

マイニング、
データストレージ、
クラウド、IoT、
コグニティ

企業では、
これまでのセキュリティ強化策の継続実行

ブなどの各技術の発展や利用が急速に進んだことが

に加え、サイバー攻撃による被害抑止に向け、以下三

主な理由である。上述の技術的発展は、自社による

データアクセスだけでなく、売買されるデータを含め、
業務やその手順を直接管轄することができない第三

つの観点を考慮すべきだ。

• 機密情報資産の棚卸・分類・維持：データを護るた

めの最初のステップは、何がどこにあるのかを知る

者によるアクセスや利用をも可能とした。
このような

ことである。保持しているデータの一覧を管理・維

を考える際、新たなアプローチを取り入れる必要があ

が可能となる。また、流出などが起きた場合に企

まず、前提として、データガバナンスとは、情報の利

で、
その情報を集中的に保護するような施策を講じ

の生成・利用というライフサイクルを通した品質担保

は、GDPRに規定されるデータポータビリティや個

状況下においては、
データのセキュリティやガバナンス

持することで、
データ保護を体系的に実施すること

ろう。

業を危機的状況に陥らせ得る情報を特定すること

用を制限することを目的とするものではなく、データ

ることもできる。加 えて、正 確 なデータの 一 覧

のプロセスである。
事実、
より堅牢なリスク戦略を策定

人の「忘れられる権利」などの規制要件への適合

する上でデータは重要な役割を果たす。例えば、通常

促進や企業における急速なデータ増加時における

とは異なるデータソースを用いて分析を行うことによ

即座の管理・転送・削除の一助となる。企業は自ら

り、潜在的な脅威を場所別、人口別、時期別などといっ

が保持するデータを正確に認識し、護るため、第三

デルを構築することが可能となる。
また、同様のデータ

なガバナンスプロセスを構築し、実行することが重

パートナーとのセキュリティ規約の評価にも役立つも

• 予防・検知機能をもつデータ層の導入：データ区分、

たより細かな粒度へと絞り込んだ上で、予測リスクモ

者とのデータの行き来に対する監視を含めた厳格

は、
ネットワークを共有することとなる新たなベンダや

要となる。

のである。

データ欠落防止、権限管理、暗号化、トークン化、

データ量が膨大になるにつれ、企業はデータの生

データベース活動監視、アクセス管理の各機能の

成・利用というライフサイクルに亘る記録や管理が難し

導入は重要な検討事項となる。
これらの機能は、

くなってくる。
データの利活用がビジネスにもたらした

データ層における予防と検知を行い、防御の観点

価値は、
そのデータに利用価値が認められれば、
その

では最後の砦となる。

母数は多ければ多いほど良いといった思想をもたらし

• 機密情報の価値低減：機密情報の価値を低減する

クを招く可能性があり、
その回避に向けて企業はデータ

読化し、流出した際の第三者における利用を困難

た。但し、急速なデータの蓄積は、多くのサイバーリス

方法の一つとして、
データを暗号化、
トークン化、難

の生成・収集・保管・使用・共有・破棄に関する最適な

にする方法がある。
また、別の方法として、
データの

手順を選択し、
定着させる必要がある。
また、
サイバーリ

必要性がなくなった時点でそのデータを破棄する

スクの危険性は、EUのGDPRや中国サイバーセキュリ

といった方法もある。
これらは、長期間保有してい

ティ法など、消費者保護を主目的とした規制の台頭を

るデータが流出した場合に伴う犠牲の大きさに対

促し、多国籍企業ではデータマネジメントの在り方の

し、もたらされる利益はほとんど無いことから、有

見直しが迫られている。このような状況から、企業で

効な手段だとされている。

は、時間をかけて収集したデータは場合によっては資

産というよりも負債と考えられるといった見方がされ

データ層そのものを主軸にリスク戦略を構築するこ

始めている。

とは、継続的に増加するデータを保護し、企業におけ

この数十年、多くの企業ではサイバー攻撃回避のた

る価値を守るにあたり、最も効果的な施策の一つなの

め、ネットワーク、アプリケーション、インフラにおける

である。
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インに開きが生じているのは、技術スキルや特定の国

性質を持つため、エンタープライズデータ統治に関す

を反映しているかもしれない。
また、
タイムラインが地

グローバルにおいて多様で、初期段階にあり、動的な

と業界における参考事例が世界的に不足していること

るテーマはますますトレンドとなっている。投資は既存

域や国ごとに多様である背景には、地域や国に固有に

または迫りくる政府政策への戦術的対応に集中する

存在する課題がある。
例えば、北ヨーロッパでは、市民

傾向があるものの、データ保護規制とエンタープライ

の自由、
プライバシー、国家データ収集に関連して歴

ズデータ統治に関するテーマは、地域を超えてその深

史的背景があり、データ統治の話題は特に敏感で政

刻な影響が認識されている。2018年に施行の迫った

治的となる可能性がある。
アメリカ、ヨーロッパ、アジ

GDPR から、最近のオーストラリアのプライバシー法ま

ア太平洋地域では、規制を制定するために政府と民

歩に遅れがちな業界規制によって作り出された法の

イタリア、ブラジル、中国を含む世界中のあらゆる地域

で、各国固有で求められる対応は、テクノロジーの進

間部門の間で活発な議論が進行中である。南アフリカ、

未整備領域に対処するために必要であると考える人

では、公的なプロバイダがプライバシー法の発展に先

組織では、企業内にどのようなデータがどこに保管さ

る。
地域固有のタイムフレームと障壁は、
これらの事項

もいる。
しかし、
これらの複雑な法律に照らして、多くの

駆けて
「国家」主導のクラウドを作り上げようとしてい

れ、
ビジネスユニットや地域、
または第三者からどのよ

を反映しており、投資の可能性や政策の成熟に対して

うに使用されているかを把握できていないということ

期待を持てる地域であるか、あるいは状況が複雑であ

を認識しつつある。

り慎重にバッファを設ける必要があるか、
ということを

データ保護規制への取組みに関して適用タイムラ

図 2. グローバルインパクト
指標
関心

表している。

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期

今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降

実現レベル

非常に高い
高い
中
低い
なし

Source: Deloitte analysis.
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始め方

とによって、
より多くの良質なデータを格納すること

目指しているのは、膨大な量のデータを扱う効果的か

し、各データの意味づけを行うことでその質を向上

際は多くの企業はまだそれを目指すだけのケイパビリ

はデータクレンジングのような作業ではなく、
より

ができ、
その管理も容易になるのだ。

データマネジメント力をつけようとしている企業が

加えて、
データを吸い上げる段階で整理・体系化

つアジャイルな仕組みや方法の確立である。
しかし、実

させることができれば、データサイエンティストに

ティを備えておらず、
その道のりは険しい。
そこで、以下

高度な分析に専念してもらうことができるようにな

に基礎を築くためのステップを示す。

る。

• データ負債を返済する。
世界中のCIOがレガシーシ

• メタデータを最大限活用する。ローデータを取り

ステムのバグ対応や、バージョンアップグレードの

込むときにメタデータを付随させることで、
ドキュ

遅延のような技術的負債に大いに悩まされている。

メント類、ニュースフィード、ソーシャルメディアな

の種の一つだ。
これは、あまり使われないデータリ

る。また、データの意味づけを進めることで今度は

レポートは手間暇かけてアナログ式で作成しなく

なり、そのプロセスの自動化も検討することができ

そして多くの企業にとってデータ負債も大きな悩み

どの非構造化データの意味づけを促すことができ

ポジトリの構築に多くの費用を割きながら、必要な

テーマごとの整理・体系化を効率的に行えるように

てはいけない現状からも窺える。

るようになる。

データマネジメントの仕組みを変えるための

• コグニティブデータスチュワードを構築する。通

を定量的に把握することである。例えば、各リポジ

記揺れにあふれており、とてもそのままの状態で

第一歩は、
まず、有象無象に散らばっているデータ

常、ローデータは誤表記や重複レコード、
そして表

トリやシステムは、いくつのインターフェースやフ

は活用できない。
それゆえ多くの場合データスチュ

ィードとつながっているのか。
また、
それらのデータ

群を常に「活用できる状態」にするためには日次、

月次そして年次でどれくらい人の手を介在させな

ければいけないのか算出することもできるかもし

ワードが自らデータに目を通し、分析の弊害となり

そうな要因を取り除くクレンジング作業を行い、分

析中に課題が生じる度にその対処に追われていた。

ただ、あまりにも膨大なデータ量を人力で処理す

れない。
いずれにせよ、
まずはこれらの情報を把握

るには限界があり、近年では徐々にコグニティブコ

はその欠如）、
コストを明らかにすることができ、
そ

このプロセスを自動化し、人間が行っていた作業を

• 上流から変える。
ここではデータサイエンティスト

スチュワードたちをより付加価値の高い業務に専

スを行う場面を考えてみたい。そのデータは主に

• ユーザの効果的なデータ活用を促す。慣れている

こで使われるのは、情報サプライチェーンの末端か

を探し、見つけ出すのを困難と感じることがあるの

わば下流のデータである。
しかし、実は各企業が先

り一層難しいだろう。
しかし企業側が自然言語処

サプライチェーンの始点、つまり、ローデータを収

を導入し、データ活用の道しるべを用意すること

することで、現状のデータ容量、処理能力（あるい

ンピューティング技術の活用が目立ち始めている。

の後の分析基盤を固めることができる。

徐々にシステムへシフトさせることによって、
データ

たちが予測モデルや機械学習を使ってアナリティク

念させることができるようになる。

構造化されていないデータであろう。多くの場合こ

ユーザでさえ、数あるデータの中から必要な情報

ら取得されたデータつまり、ユーザに提供されるい

に、ましてやデータになじみのない人にとってはよ

にこれらの技術や他のテクノロジーツールを情報

理システムやコグニティブコンピューティングツール

集する上流で活用することで、データサイエンティ

で、誰でも専門家同様に高度検索や予測モデリン

ストやユーザは、
すでにクレンジングされ、体系化

グを駆使できるようになるだろう。
それによって企

された状態のデータを受け取ることができるよう

業はデータマネジメントにおけるROIを向上してい

になる。
また、企業としてもサプライチェーンの早い

けるだろう。

段階からローデータ同士を紐づけて構造化するこ
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要点

データが指数関数的に増加するとともに戦略的な意味を増している今日、
「エンタープライズデータの統
治」の概念は、
データドリブンな組織へと進化したい企業に対し、変革の青写真を提供する。
このゴールを達
成するには、
データのインテグレーション、
カタログ化、セキュリティ、
トレーサビリティなどの対応へ長期的な
投資が必要になるかもしれない。
しかしこうした取組みは、慎重に計画することで進化し続けるダイナミック
なデータマネジメントの仕組みの構築を可能とし、
データから継続的なROIを得るための投資となることであ
ろう。
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日本のコンサルタントの見解
組織の壁を越えての取組みが必要となるからであろう。
昨今、デジタル化に向けて、その取組み主体はビジネス
でもITでもなく、
ハイブリッドとする企業が増えてきた2。

転換期を迎えたビッグデータ

我が国において「ビッグデータ」が、
ようやく長い取組
みを経て効果を刈り取っていくべきものと位置づけられ
てきたようだ。ガートナージャパン社は、新たなテクノロ
ジーが過度にもてはやされ、熱狂が冷めて期待が下が
った後、再び市場における存在を確立して期待を上げて
いく典型的な経過を
「ハイプ・サイクル」として定義してい
る。同社の「日本におけるテクノロジーのハイプ・サイク
ル：2017年」では、
ついにビッグデータが期待度の下落し
きった谷底に位置付けられた1。
それでも依然として、AIや
アナリティクスは日本でもトップの投資領域の一つであ
り、AIを検討したい、IoTをやりたい、
といった声をクライア
ントから聞くことは多い。
これからは発揮されるべき価値
とそれに向けた必要な取組みが着実に啓蒙され、日本
企業に広がっていくことを期待したい。

しかし今なお、人材の問題が困難なまま横たわってい
る。個別領域のスペシャリストを発掘できても、デジタル
を用いて価値を生み出すために、要件への落とし込み
を行い、
データを理解し、複合的なプロジェクトを推進す
るといったことに対応できる人材は引っ張りだこだから
だ。
デロイトアナリティクスでシニアアドバイザーを務め
るThomas Davenportは、今後のコグニティブ技術の
活用において
「Purple people」というハイブリッド人材
の重要性を説いている3。
ビジネスとテクノロジー両面の
スキルを併せ持つ人材のことだ。
しかし、
こうした人材の
確保を満足に行えている例はそう多くない。育てる、外
部協力会社から招き入れる、あるいは社内で広くバーチ
ャルチームを組んで凌がざるを得ないこともあるだろう。
人を育てつなぎ留める、あるいは組織の壁を越えてコラ
ボレーションを続ける人が輩出され続けていく、
こうし
た姿は、一朝一夕には成し得ない、経営体力の問われる
テーマであろう。本編でも触れられたチーフデータオフィ
サーという職責は、そうした全社的取組みを継続させる
ためのスポンサーとして存在するのだとしたら、決して
大袈裟なコンセプトではない。

本編では、
「エンタープライズデータの統治（Enterprise Data Sovereignty）」として、旧来のデータガバナ
ンスに対する新たなアプローチを、システムのアーキテク
チャ、組織体制、規制対応の各面から論じてきた。
データ
に対する取組みは往々にして長く地道なものである。
データと向き合う中で、本当にここまで細かくやらなけ
ればならないのか、なぜこのような現状になっているの
か、悩みを持つ方も多いことと思うが、本編を読むと日
本企業独特の課題ではないことに気づかれるであろう。
むしろ欧米企業の方が、
コグニティブなど先進技術を活
用し、
データという資源から利益を獲得するため、現在こ
うした課題へ真剣に立ち向かっている。今、日本国内で
戦う限りにおいては現状のままで問題なくとも、
アメリカ
や中国などとグローバル規模で競っていくためには、意
識的にキャッチアップしなければならない。
そして、最新
のテクノロジーは往々にして欧米から2～3年遅れて日
本で普及することが常であるが、あと3年経てば日本で
もデータ課題の解決が待ったなしとなるだろう。

日本においてチーフデータオフィサーが設置された
企業はまだわずかだ。背景として、チーフデータオフィ
サーが例えばデータクレンジングを所掌する職責である
ことは理解されつつも、それが経営へどのような価値を
もたらすのか、まだ具体的に語られていないことが要因
だと考えられる。
また、アナリティクスを実施する人材や
組織は各部門に分散していることが多く、ITと橋渡しし
ながらバリューチェーンを見渡し、どこにその機能を置く
のが適切かといった議論も必要であろう。当面は、
アナリ
ティクスから収益拡大やリスク低減といったメリットを享
受するビジネスのリーダーがこうした取組みを支援する
ことが必要だ。
アナリティクスに関与する側も、
このよう
なビジネス側のキーパーソンを巻き込み続けられるよう
に、自らのミッション、追求すべきバリュー、そして成果の
測定方法を定義し、継続的かつ積極的なコミュニケーシ
ョンを働きかけることが求められる。そもそも物事が組
織や職責ありきで進むことはまれであり、
こうした成功
例を地道に積み重ねていく忍耐力を鍛えていかなければ

変革の推進主体にまつわる困難

最近の国内調査結果によると、ビッグデータ活用に
おける課題として多くの企業が挙げていたのは、データ
分析・活用のための体制組織の整備であった。変革に
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ならない。
その意味で、
アナリティクスチームのリーダーお
よびメンバには、
コミュニケーションなどソフトスキルを
鍛えておくことが欠かせない。
マネジメントの方も、現場
からのコミュニケーションを待つのではなく、
プロアクテ
ィブにアナリティクスによる価値創造の機会を語り合う
姿勢が必要である。
プロジェクトや変革の進め方もドラスティックに変え
る必要がある。データ対応も含めるとアナリティクスへ
の投資というものは一般的に大きく、その反面で巨額
を費やして構築したシステムがあっという間に使われな
くなり失望を買うことも珍しくない。小規模な取組みで
ROIを検証しながら本格展開し、またツールやプロセス
の整備を順次行うアプローチが増えている。
このような
アプローチでは、RFP通りに構築するようITベンダに任
せきりにするのでは不十分で、ビジネスサイドから十分
な関与を確保し、機敏に意思決定を行って課題に対処し
ていくことが必要だ。日本におけるシステム構築は、請
負契約をベースとした慣行で、変更時にベンダに負担を
求める傾向も見受けられる。もし失敗や説明責任を恐
れるあまり要件を膨れ上がらせる組織風土や構造的問
題があるならば、
この機に改革すべきではないだろうか。

具体的な「問い」無くしては
始まらない

う問いを具体化すること、そして「small start, quick
win」から取組みを重ねることが王道であることを、繰
り返し発信してきた。
テクノロジーの力だけでビジネス
課題を解決できることはない。
また、どんなに品質を向
上し洗練させられたとしても、100％正しいデータという
ものは存在しない。検証すべき仮説、解消すべき課題を
タイムリーにとらえ、機敏に対応することが避けられな
いのだ。
読者の皆様においては、
これまでの1年ないし3年間
で、
テクノロジーで解決したいこと、実現したいアジェン
ダが十分に具体化されてきたであろうか。本レポートが、
よい振り返りの機会となるならば幸いである。
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ニューコア：
次世代の基幹システムに向けて
基幹業務におけるデジタルポテンシャルの解放

昨今、
クラウドやコグニティブなど
「創造的破壊」をもたらすデジタルテクノロジーが
多くの注目を集めているが、
その関心の中心は、
これらの技術が個別あるいは複合的
に実現するであろう新しい顧客体験や製品のイノベーション、業界におけるエコシス
テムの再構築といったフロントエンドの革新にあるのが現状である。

一方で、
これらのテクノロジーが、
バックオフィスにおける基幹システムとその業務
の在り方を根本的に一変させてしまうポテンシャルを持っていることについては、
し
ばしば見落とされている。
デジタルテクノロジーを活用した次世代の基幹システムに
向けた変革は、主に会計とサプライチェーンの領域から始まっている。AI、ロボティク
ス、IoT、
ブロックチェーンといったテクノロジーを活用した、
これらの領域での業務改
革が礎となり、基幹業務の他領域に伝播していくことが期待されている。
ここから業務
の垣根を越えた基幹システムにおけるデジタル改革が始まるのである。

現

代のビジネスとテクノロジーの文脈におい

るといっても過言ではないが、
フロントオフィスとバック

て、
「デジタル」という言葉から真っ先に連

想されるのは、
マーケティングやeコマース、

オフィスにおけるシステム連携については、現在に至っ

てもなお重要な課題として残っているのが現状である。

オムニチャネルといったものであり、実際こうしたソリ

フロントオフィスの変革を進める上では、
そこで取り入

いる企業は非常に多い。顧客、ビジネスパートナーに

たる基幹システムと密に連携する必要がある。
この連

超えて必要不可欠な取組みとも考えられている現状

在庫、サプライチェーン、品質、会計などの基幹業務の

一定のレベル以上に成熟した企業は、
すでにあらゆ

に十分活用できず、改革の成果が限定的なものになっ

ューションに興味を持ち、導入のための投資を行って

れる新しいデジタルテクノロジーが、
バックエンドにあ

対するデジタル体験の向上・改善が、今や業種・業界を

携なくしては、基幹システムが保持している製品価格、

に鑑みると、
このことは決して驚くべきことではない。

情報を、営業やカスタマサービスなどのフロント業務

る角度からデジタル化に向けた取組みを推し進めてい

てしまうのである。
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フロント業務と基幹システムの連携をより綿密なも

である。
なぜならば、ほとんどの企業が顧客に相対する

のとする試みは、少しずつ進展してはいるものの依然

フロント機能にのみ注力し、
バックオフィスまでを含め

として表面的なものに留まっている。
つまり、現在進行

たデジタル化に目を向けて来なかったからである。

形で進んでいるデジタル革命において、基幹システム

先進企業のCIO、CFO、サプライチェーンリーダーは、

の潜在的な可能性についてはほぼ未開拓のままなの

企業全体としてのデジタル化を完結させ、
その果実を

図1. ニューデジタルコア：会計とサプライチェーンでの実例

差別化を生み出すデータ
駆動型の製品設計

RPAを活用した
procure-to-pay（調達か
ら支払）
とorder-to-cash
（受注から入金）
プロセス
の効率化

マシンラーニングによる
シナリオ分析、
需要予測、
価格の最適化

デジタル技術による
機能間連携、
シミュ
レーション、
ラピッド
プロトタイピング

予測に基づく部品
交換によるダウン
タイム削減
センサーやドローンを使用した
稼働状況モニタリング
(部品、
スタッフ、
設備など)

コグニティブシステムによる、
取引データの異常検知と
問題解決の自動化

DIGITAL
CORE
リアルタイムでのカスタマ
サポート、
提案型のアフター
サービスメンテナンス
配送ルートの
効率化、
無人
車両による配送

リードタイムゼロでの修理
サービス、
パーツ提供

拡張現実を活用
した生産、
リモート
メンテナンス

POSおよびセンサーによる
自動での在庫補充
ブロックチェーンによる
セキュアな金融取引

Source: Deloitte analysis.

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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十分なものとするために、基幹システムにおけるデジ

て負担となっている。CxOや業界のリーダーたちは、
テ

での喫緊の対応としてこれに着手する必要がある。

い影を落とし得る、
という一見矛盾しているように見え

タル化の必要性を認識し、直近1～2年といったスパン

クノロジーの急速な進歩が時に彼らのビジネスに暗

すなわち、単なる見栄えのよい限定的なデジタル

る現実に頭を悩ませている。最新テクノロジー自体は

リアルタイム分析およびレポーティング、他システムと

んでおり、一旦陳腐化してしまえばそれは重荷以外の

込み、業務の在り方を根本的に変えることができる次

らはいずれ陳腐化するテクノロジーを単発的に導入し

事、営業、
マーケティングといった領域においては、
こ

勢を取るようになってきているのである。

ソリューションの導入ではなく、自動化、アナリティクス、
の連携といったテクノロジーを業務プロセスに落とし

大きな武器となるが、容易に陳腐化するリスクをはら
何物でもなくなってしまうのだ。
こうした状況から、彼

世代の基幹システムの構築が求められるのである。人

続けることに、今まで以上に懐疑的になり、慎重な姿

の次世代の基幹システムともいえるデジタルソリューシ

ニューコア（次世代基幹システム）というコンセプト

ョン活用のトレンドを、各企業で進行中の取組みの中

は、
これらの課題に対して一石を投じる存在となって

にしばしば見出だすことができる。
戦略やマイルストーン

いる。
このトレンドが、近い将来においてより顕著なも

該当領域の業務を単にその領域のみで完結するもの

務に対してデジタルソリューションの適用による変革

はさまざまではあるものの、彼らに共通しているのは、

ではなく、
より大きなエコシステムの構成要素としてと

のとなれば、会計やサプライチェーンといった基幹業

を実際に推し進めていくCxOを目にする機会が増える

らえ、そのビジョンを広く共有し、ビジネスの再構築に

ことだろう。
それは、個別具体的なタスクやツールに焦

向けた取組みを行っている点である。

点を当てるのではなく、
デジタルテクノロジーがどのよ

うに、
グローバルエコシステムの構築、複数領域にまた

がる複雑な業務システムのシンプル化、そして将来に

デジタル デジャヴ

おける新しいワークスタイルに寄与するのかをグローバ

現在進行しているデジタル化のトレンドのように、

基幹業務に最新のテクノロジーを適用する取組みは

全く目新しいものというわけではない。

ルレベルで模索する取組みとして進められることにな

るのである。
つまり、
ニューコアの実現に向けて乗り出

していくには、単一のテクノロジーにのみ着目した短

期的、近視眼的な状況認識ではなく、デジタルテクノ

過去20年を振り返ってみると、ERPや大規模なカス

ロジーのインパクトを総合的にとらえる、より複合的、

タムシステム、BPOの導入などが、基幹業務にその時

長期的なビジョンが求められるのである。

られてきた。
もちろん、
すべての取組みが成功裏に終わ

ているのではない。
これらはむしろ最終的なビジョンを

のようになってしまった多くのテクノロジーのイノベーシ

例えば、
ブロックチェーンによるオープンで安全なプロ

点での最新テクノロジーを適用する取組みとして進め

決して個々のテクノロジーが重要ではない、といっ

ったわけではなく、今や全く顧みられない過去の亡霊

達成するために不可欠な要素になり得るものなのだ。

ョンにも投資が行われてきた。

トコルによって実現されるセキュアな金融取引は、海

ローバルレベルでの業務の標準化や自動化など目に

ェーンネットワークの構築という、
よりハイレベルなコ

面、分かりづらい画面や極度に柔軟性に欠ける操作

ブロックチェーンという個別のテクノロジーが、ダイナ

仕様変更を断念せざるを得ないなど、予期せぬ副作

前提事項となるのである。

そうしたイノベーションへのチャレンジの結果、グ

外との輸入・輸出取引を含むグローバルサプライチ

見える成果として実を結んだ部分があるわけだが、反

ンセプトの実現に必要不可欠な要素であるといえる。

手順、限定的なデータの可視化、
コストや難易度から

ミックに相互連携されたニューコアを構成する重要な

用をもたらし、
これが現在における負債となってしまっ

企業がニューコアへの探求を進めていくにあたり、

ていることも忘れてはならない 。

デジタルイノベーションが既存の機能を含む他テクノ

のの、陳腐化してしまったシステムが、その複雑さゆえ

上の価値創造に貢献できるのか、を精査し理解するこ

1

その時点での最新ソリューションの導入を行ったも

ロジーとどのように共存し、連携し、最終的なビジネス

に容易にリプレイスできないなどの問題が、何年かご

とが非常に重要なのである。

とに定期的に発生するという事態は多くの企業におい
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トレンドの普遍化に向けて

いて、
ここ数年見られていた停滞感は、
ようやく緩和の
兆しを見せ始めているといってよいだろう。先見的な

ニューコアの本質は、限定された領域のみではなく

CFOやCIOは、相互に連携され自動化されたシステム、

基幹業務とそのプロセス全体に対して適用できるもの

統合されたデータ、
リアルタイム分析およびレポーティ

であり、
また、
そうすることが望ましいものである。
しか

ング機能を中心に構築された、
デジタル化された未来

ために、
まず、
テクノロジーによる基幹業務改革の長い

そのようなニューコアとしての会計部門の在り方は

しこのトレンドを歴史的な背景の文脈の中で理解する

の会計部門の在り方を描き始めている。

歴史を持つ二つの分野、すなわち会計とサプライチ

企業や業界によって異なるが、
効率的でより良いサービ

ェーンの領域に焦点を当てて述べていきたい。

スを提供するために、その多くが次のような共通する
特徴を有していると考えられる4。

• 迅速かつ効率的：デジタルを活用した会計業務の

会計領域における変革の兆し

モデルにおいては、新しいサービスの導入とアップ
グレードを迅速かつ効率的に行うことができる。
パ

会計部門にとってデジタル革命は、変革に向けた

ブリック、
プライベート、
またはハイブリッドクラウド

重要な機会であると同時に、飽くなきチャレンジの始

を活用することで、大規模な初期投資や既存のIT

まりであるといえる。

アーキテクチャ、
ソースコードといったものに頭を

例えば、会計に関連する膨大な構造化データある

悩ますことなく、
柔軟で拡張性のある
「as a sevice」

いは非構造化データには、
ビジネスや業務運用の在り

としての機能を完全な形で利用し、提供できる。

方を変える潜在的な示唆が含まれているが、現状では

• より速く、良いものを低コストで：自動化により会

ル技術を活用し、既存のアナリティクス機能を強化さ

を削減することができる。例えばProcure-to-pay

これらの可能性は十分に顧みられてはいない。
デジタ

計部門は、業務効率を上げると同時に運用コスト

せることで、従来は単なる分析資料の提供者に過ぎな

（調達から支払）やOrder-to-cash（受注から入金）

かった会計部門が、
このような可能性を掘り起こし、企

といった、データ入力やレポーティングに多くの手

業全体に対する戦略的なアドバイスを提供する立場

作業が必要となる業務プロセスにおいては、RPA

になり得るのである。

による反復的なタスクの大幅な自動化、効率化が

このようなチャンスの実現は、部門間の垣根が取り

可能である。

払われ、部門固有のデータが共有され、個々のシステ

• 情報のアクセシビリティ：視覚化技術を搭載した

ムから統合されたデジタルネットワークに変遷してい

予測アルゴリズムにより、従来は伝統的にデータサ

くというデジタル化のただ中においては、
より現実的な

イエンティストの領域であった種々の情報や予測を、

門は依然としてデータ処理自体に多大な労力を費や

きる。これにより、経営企画担当者や分析担当者は、

必要な技術やスキルを持ち合わせていないのが現状

化を、データ分析そのものに手を煩わせることなく、

ものとなっている。
しかし、多くの企業において、会計部

直感的に分かり易い指標として提示することがで

しており、先に述べたような可能性を実現するために

意思決定に影響をおよぼすトレンドや環境の変

である2。

容易に確認することができる。

また、一 連のマニュアル作 業を自動 化すること

将来的には、会計とオペレーションの情報が統

で、会計部門全体の効率を飛躍的に向上させること

合され、
このようなアルゴリズムによる分析対象と

が可能な「スマートテクノロジー」について見てみる

なることで、
よりシームレスな管理、計画、意思決定

このようなテクノロジーをアジェンダとして認識してい

• AIの活用によるリアルタイムレポーティング：
「コ

ても、
テーマとして認識されてはいるが、一般化された

学習、自然言語処理、音声認識、
コンピュータビジ

と、CFOを対象としたデロイトの最新の調査によれば、

るのは、全体の42％という水準であった。
こちらについ

が可能となるだろう。

グニティブコンピューティング」という言葉は、機械

トレンドとして定着し、実現されているとまではいえな

ョン、AIといった一連のテクノロジーを意味してい

ただ、デジタル化による変革へのチャレンジにつ

を模倣し、膨大なデータから自動的に経営に対す

いのが現状といえよう3。

る。
これら技術を組合わせることで、人間の認知力
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用を立証するためにデジタルIDを作成し、
ブロック

に行うことが可能となる。

チェーン上に閲覧のみ可能な状態で格納すること

会計部門の役割の一部であったアナリティクスは、

ル契約においても、デジタルIDは必要不可欠な要

示唆に富んだ分析結果を導き出せるまでになった。

いが、
「スマートコントラクト」は、
ブロックチェーン

• 汎用化、高度化されたアナリティクス：長きに亘り
新しいテクノロジーにより、一般社員が自身でより

そのようなテクノロジーはまた、将来予測をより詳

になるだろう。
同様に、
ブロックチェーン上のデジタ
素になると思われる。現時点で法的な拘束力はな

が単なる金融取引におけるプロトコルから、他分

細で正確、かつ効率的に行うために、データに内

野へ応用される次の段階に来ている代表例といえ

包された関連性や傾向を見つけだすことにも寄与

る。

している。

デジタル技術が成熟してきているにも拘わらず、あ

このような価値の実現に対する期待が、
アナリテ

らゆる業界において会計部門における基幹システムの

ィクス分野への継続的な投資を加速させていると

デジタル化の事例は比較的少ないのが現状である。

いえる。
デロイトによる最新のCFO調査では、
約45％

会計業務のデジタル化には会計データそのものの

が会計分野におけるアナリティクスにすでに投資
済みであり、
そのうちの52％が将来的な追加投資

クレンジングという煩雑な対応を考慮する必要がある

• 膨大なデータのマネジメント：デジタル情報を効

に見てもコスト削減の主要ターゲットとして認識され

を計画している5。

ため着手のハードルが高く、また、会計部門は歴史的

果的・効率的に管理するためには、情報の可用性

てこなかったため、喫緊の対象とは考えられてこなかっ

や適時性、
「帳簿と記録」
の品質を犠牲にすることな

た。

く、巨大なデータを処理できるシステムアーキテクチ

しかしながら、他領域と調和の取れた形で会計部

ャが必要となる。
主要アプリケーションにトランザク

門に対するデジタル化を進めている先駆的な企業は

ション処理、
イベント処理、分散キャッシング、
シナリ

存在しており、RPAなどの特定ツールの検証を試みて

オモデリングを組み込んだ、
インメモリ技術の活用

いる企業も存在する。
これらの試みは、大きなロードマ

によりこれを実現することができる。

ップ上の一部として行われているのかもしれないが、

Trends」で論じたように、デジタルエコノミーにお

取込んだ事例とはいえないだろう。
しかし、
これらの先

• デジタルベースでの信用・認証：前回の「Tech

少なくとも現時点では、ニューコアのトレンドをすべて

いては、銀行や信用機関などの第三者機関を介す

駆的な取組みは、ニューコアというトレンドが熱を帯

る金融取引や契約手続は、従来の信託メカニズム

び、本格化するにつれて、先進企業に競争上の優位性

を必要としないパーソナルな取引に置き換えられ

をもたらすことになると考えられる。

そして、取引の当事者は自らの信
ると考えられる6。
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る示唆を探り当て、
レポーティングをリアルタイム

The new core

デジタルファイナンスの実現に向けて
デジタルテクノロジーの活用によって一歩先を行くファイザー社のファイナンス部門

ファイザー社は180ヶ国以上で事業を展開する世界最大級のグローバル製薬企業の一つである。
その規模を考慮
すると、
ファイナンス部門は単なるバックオフィスではなく、
むしろ全社業務における重要な部門の一つといえる。

ファイザー社のファイナンス部門はこの重要性を認識し、
ビジネスの推進に寄与すべく、常に最新テクノロジー導
入の先陣を切ろうとしてきた。
ファイザー社のファイナンス部門におけるデジタル化の取組みは、
中央集権型のERPプ
ラットフォーム導入を始めた7年前よりスタートしていると考えられる。
グローバル共通のERP基盤への移行は、業務
標準化とグローバルレベルでのシェアードサービス、
そしてCOE（Centers of excellence）への業務移管の一助にな
るとともに、管理会計担当者がより広範な領域を対象とした分析作業に集中できるようになるという効果を生み出
した。
現時点でファイザー社のビジネスの95％はすでにERPプラットフォーム上に集約されていることから、次のステ
ップとして新しいデジタルテクノロジーの導入・活用を検討することは自然な流れであった。

「我々は、
デジタル化自体を他の取組みと異なる特別な存在として見ていない。
」
とファイザー社のvice president
of finance portfolio management and optimizationのPaul DeBartoloはいう。
「我々は、
利益率の維持に加え、
コ
ンプライアンスの推進とサービスレベル向上を意識してきた。これには業務の集約化、標準化、最適化が鍵となるが、
その推進のために次世代のデジタルテクノロジーとツールの活用を進めている7。
」

「デジタル化の推進自体を特別なものとは考えていなかったが、評価と導入のアプローチは他と異なるものにし
ていた。
」DeBartoloによれば、
ファイナンスのリーダーシップにとって重要だったのは、
どのテクノロジーが利用可能
で、
どのツールが最新なのか、
そして今後に有効なインパクトをもたらすテクノロジーは何なのかを把握することだっ
たという。
結果的に、
彼らはデジタルツールを短期間で迅速にパイロット導入する
「ラピッドローリング」
モデルを採用
することで、本格展開する前にそれらの機能と適性を見極めることにした。
このプロジェクトにおいて同社のファイナ
ンスとテクノロジーの混成チームは、以前とは異なったアプローチで、
そしてよりクイックにツールの調査・実装に着
手することとし、
いくつかの候補の中でより成熟したソリューションであるRPA、予測分析、
データの視覚化ツールを
まずパイロット導入した。
彼らは、
マネジメント層がそのビジネス上の価値とベストな導入方針を十分に理解できる
よう、ROIの早期検証が可能な四つのプロセス（卸売業者へのチャージバックプロセス、債務管理、
マネジメントレ
ポート、内部取引照合）に対してパイロット導入を実施し、RPAがレポート出力、Excelファイルの生成、サーバへの
データアップロード、eメールの送信など、
スコープとしたタスクの30～80％を自動化できることを立証した。
この結
果、経営層は投資効率の良いRPAと予測分析機能を広範囲に本格展開することを決定したのである。
このRPA展開
によって削減されたコストの一部は、将来のデジタルファイナンスの候補となるソリューションのパイロット導入に充
てられることになるという。

DeBartoloは以下のように続けている。
「ラピッドローリングモデルの採用は、我々にとって重要なことだった。
迅
速に事を進めるには、既存プロセスの再設計と自動化を同時に行うのではなく、
まず既存プロセスを自動化するこ
とが重要だと考えたのだ。
非常に規制の厳しい業界で事業を行っている我々は、機能変更や追加に際してのコンプ
ライアンス維持について慎重に検討する必要があり、既存プロセスの見直しには時間がかかってしまう。
初期段階の
パイロット導入や実装フェーズから得たフィードバックは、
ニューテクノロジーの観点から既存プロセスの合理化とシ
ンプル化に徐々に寄与してくれることだろう。
」

はじめに実施した二つのパイロット導入の経験から、
ファイザー社は、
ブロックチェーン、自然言語処理、
コグニティ
ブコンピューティングなど他のツールをテストするためのロードマップを作成している。
一言でいえば、
これらのツール
はファイナンス部門によるビジネスサポートを、
より一層進化させ得るものといえる。
例えば、市場の動向に対する予
測モデルを開発することは、
ファイナンス部門が市場評価のための情報整理や計算などのマニュアル作業に追われ
ることなく、収益や患者数予測、事前のリスク検知に対して新たな示唆を提供できるようになることを意味している
のだ。
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ファイザー社のファイナンス部門のリーダーたちは、
デジタルがもたらす新たな効率化は業務プロセスそのもの
を変えてしまう可能性があり、デジタル化には社員の意識改革が伴わなければならないことを十分に認識している。
「特定の領域では可能な限り手作業を無くすことを目指しているが、
自動化を進めたからといって、
現場責任の放棄
を望んでいる訳ではない。
」
とDeBartoloはいう。
「デジタルへの移行とは、
テクノロジーとしてのデジタルそのものよ
りも、むしろ人材のデジタル化の占める割合の方が大きいのだ。
我々は、彼ら自身が責任を持ち、理解し、管理し、受
け入れた上で、
今後どのように業務に活かすことができるのかを自発的に考えてくれることを期待している。
」
DeBartoloは、
リーダーを含む全社員が継続的に変化を受け入れていく様子を見て、現在では将来について楽観
的にとらえているのだという。
「我々のデジタルに対するこれまでの取組みは、組織のシニアマネジメント層にも十分
に認知されるに至っている。
彼らはデジタルの可能性を十分理解しており、
ファイナンスとビジネステクノロジーの責
任者たちはその導入と投資に非常に前向きだ。
技術の進歩のスピードを考えると、我々は再び自身を変化させる必
要があるかもしれない。
しかし、
このようにリーダーたちがこの取組みに前向きに取組んでいる事自体が、我々の組
織に強い推進力をもたらしているのであり、
他社との重要な差別化要因であると考えている。
」
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デジタルサプライネットワーク

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise

シンプルなフローからネットワークへ

て、市場環境の変化、需要予測、サプライヤ固有の
問題など、特定の分野における課題解決にも寄与

デジタルソリューションの活用は基幹業務のすべて

することができる。

の領域に大きな変革をもたらし得るが、
その中で最も

• 総合的な意思決定：すべてのサプライチェーンプ

大きな影響を受けるのは、恐らくはサプライチェーン

ロセスがより明確になることにより、可視性の向

領域であろう。

上、パフォーマンスの最適化、目標値の設定、
そして

通貫のプロセスとして進めるためにサプライチェーン

る。
これにより、関連するトレードオフを理解しつつ

能の間で時間、カネ、
データ、
モノを、原則一方向の流

て中途半端な最適化を回避することができるので

従来、企業は商品企画から調達、製造、配送を一気

事実に基づいた意思決定といった効果が期待でき

を構築してきた。
サプライチェーンを構成する個々の機

複雑な意思決定を迅速に行うことができ、結果とし

れとして連携させることで膨大な量の取引を可能にし

ある。

てきたのである。

企業の急速なデジタル化に伴い、サプライチェーン

DSNのデータ構造の中で統合管理されたデータ

は、相互接続されたオープンなシステム、
すなわち動

ハブは、プロセス全体の可視化に貢献する。従来の

的かつリアルタイムに各機能が連携される、新たなサ

サプライチェーンにおいては、カスタマエンゲージメ

プライチェーンシステムに姿を変えている。
この機能間

ント、販売、カスタマサービス、
コアオペレーション、製

の相互接続性が、従来の個々に連続するサプライチ

造、サプライチェーンとパートナーシップというよう

ェーン業務をより効率的かつプロアクティブなデジタ

にデータが機 能ごとに独 立してしまうケースが散

ルサプライネットワーク
（DSN）に変化させているので

見される。
この従来型のモデルでは、データが領域

• 柔軟性と可視性の担保：DSNは、従来よりサプライ

領域と関連があるデータなのか判断が付かず、結

データと、センサーや位置情報技術から連携され

ある。一方で、統合されたDSNハブは、各業務領域

とができる。
これによりサプライネットワークがあら

盤として機能する。
このハブは、サービスとして多角

あり、DSNは以下のような特徴を備えているといえる8。

別に縦 割りであるがゆえに、それぞれが他のどの

チェーンが保持していたサプライチェーンに関する

果としてビジネスチャンスを逸してしまう可能性が

るデータをセキュアかつリアルタイムに統合するこ

間で共通のデータを流すことができるデジタル基

ゆる方向から可視化され、
サプライチェーンの動的

的な視 点からカプセル化されており、複 数の機能

な追跡、同期化、需給調整、業務の効率化が可能と

（製品、顧客、サプライヤ、アフターマーケットサポート）

れたり、といった事態が起こったとしても迅速なリ

とを可能にしているだけでなく、データの同期と統合

• 関連コミュニティとの相互接続：DSNは、ゲート

DSNの登場は、業種やマーケットを跨いで世界的

なった。
また、通信状況が悪くなったり、突然遮断さ

からほぼリアルタイムでDSNデータにアクセスするこ

を行うことも可能である9。

カバリ対応をとることができる。

に広がるデジタル革命の一部である。デジタル技術は、

キーパーのような管理機能を介さずとも、サプライ

ヤ、
パートナー、顧客、製品、資産などの複数のネッ

今後ますます物理世界とデジタル世界の境界を曖昧

直接やりとりして共有できるようにする。
この相互

ら膨大なデータをリアルタイムに収集し、新たな洞察

決定の際に各ステークホルダーがすべて同じデータ

適切な意思決定、戦略策定、効率化を行うことが可能

にしていくであろう。
企業は今や物理的な資産、設備か

トワークを構成する機能同士が、情報やデータを

を加えた高度な分析を行い、それによって従来よりも

接続によりデータの同期性がさらに向上し、意思

なのである10。

を使用することができる。
また、
DSNは何らかの操作

いくつかの企業はすでに、従来のサプライチェーン

上の決定を自動化することをも可能にするのである。

への影響に配慮しつつ、製品設計、製造、
および販売プ

• 高度な業務最適化：ヒト、設備から連携される

ロセスの改革を行うため、DSNのコンセプトを導入し、

データ、および、その分析結果（データ分析および

活用を始めている。

将来予測）を有機的に関連させることで、DSNは

例えば、小売業界において、消費者に対するオムニ

現場での意思決定をサポートする情報をその中に

チャネルを検討する上で最も重要なのは在庫の可視

ストックするとともに、データアナリティクスを通じ
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ライチェーンを構成する各機能が他の領域に対する可

入荷されるのかを知りたいはずだ。
しかしながら、
この

てしまうというのはしばしばみられる状況である。
しか

うと、
そうではないのが実態だ。なぜなら従来のサプラ

統一されたデジタル基盤が構築されており、
これによ

その商品が購入可能かどうか、在庫がなければいつ

視性をほとんど持っておらず、次のアクションが遅れ

問いにすべての事業者が簡単に答えを出せるかとい

し、DSNモデルにおいては、全領域が相互接続されて

イチェーンでは、処理の一つ一つが直列であるがゆえ

りサプライチェーンの管理者が、設計から製造、出荷ま

に、
その情報自体も前の処理に依存しているためであ

でのすべてのプロセスの一つ一つをリアルタイムで確

る。
つまり、特定の処理における非効率性が、
その次の

認できるようになるのである。

処理にも影響しボトルネックとなってしまうのだ。
サプ
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化である。オンラインで商品を購入する時、消費者は
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よくある誤解と真実

デジタル化という革命においては、もちろんバックオフィスもその例外ではいられない。実際に多くの企業にお
いて、会計、サプライチェーンの領域においてデジタルソリューションが導入され、
その活用の幅を広げる検討
がなされている。

しかし、ニューコアというコンセプトにおいては、現時点での限定的なデジタルソリューションの活用という以
上に、
より広範囲で、
より抜本的なレベルでの変革がもたらされることになるのである。現時点でよくある誤解
について以下に解説し、
その誤解を解きほぐしておきたい。

誤解：コグニティブツールの導入について、現在導入しているERPパッケージのベンダがそのパッケージの会
計・サプライチェーンのモジュールにおけるコグニティブツールを提供してくれるのを待っていればよいだろう。

真実：コグニティブソリューションのマーケットは、
すでに統合の兆しを見せている。
有力なソフトウエア企業、
ク
ラウドベンダは有望なコグニティブツールを選定し、自身のソリューションにそのツールを組み入れる動きを
推進している。
現時点でコグニティブマーケットにおける革新をリードしているベンチャー企業は、近い将来に
おいて大企業に吸収合併されるか、
ニッチな領域で勝負するかのいずれかの選択をとらざるを得なくなるだろ
う。
デジタル化に向けた動きが急速に進んでおり、競合他社も恐らくは検討に着手し進めている可能性が高い
という現状に鑑みると、
マーケットが整理されて落ち着くのを待っている時間的な余裕はないと見るべきであ
る。
誤解：我々は十分に信頼性の高い会計システムを保有しており、会計上の数値の詳細まで確認ができる。
その
上、
パフォーマンスも十分であるので、
無理に自動化を行うメリットはないと考えている。

真実：会計・企画業務を担当するメンバの多くは、業績予測の精度が現状と同レベルで維持できれば、
それで
問題ないと考えていると推察される。
機械学習の活用によって、計画策定・業績予測のプロセスを自動化する
ことができれば、
これらのメンバの負荷を大幅に軽減することができ、企業全体の戦略をどう実現すべきか、
と
いった、
より付加価値の高い業務に注力することができる。

自動化というテーマについては、
自社内の他部門でもすでにその導入を模索している可能性も十分にあり、
協
同して導入を進めていくことも有効な打ち手として考えられる。
一部門単独での自動化の取組みであったとし
ても十分な効率化を実現することは可能であるが、
そこに留まらず、多くの部門に展開することでさらに大きな
効果を実現することができる。
基幹業務に関連する部門であれば、人事、
サプライチェーン、会計などの部門で
共通して、
RPA、
コグニティブなどのツールを活用し、
バックオフィス全体として定型的な事務作業を排除するこ
とができれば、
その改善効果は非常に大きなものになると期待できる。
誤解：我々の会計部門のスタッフは極めて優秀であり、新しいデジタルソリューションやそれを活用したプロセ
スを導入したとしても、
特別なサポートなく活用することができるだろう。

真実：スタッフがいかに優秀であったとしても、
デジタル化された会計やサプライチェーンのプロセスにおい
て、
それを最大限に活用して成果を十分に得るために求められるスキルは、従来の会計やロジスティクスに関
するスキルとは大きく異なっている。
そのため、何名かのスタッフは大きくその役割を変え、
デジタルへの適応を
推進する役割を担う必要が出てくるだろう。
人材育成や採用のモデルも大きく影響を受けることになる。
例え
ば、
デジタルソリューションを活用できる、
いわばその道におけるベテランを採用する必要性も出てくるかもし
れない。
ニューコアの導入を進めていくにあたり、必要なスキルを持った適切な人材を確保することの重要性
を無視することはできないのである。
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ステムの統合、
コグニティブソリューションによる自動

つれて、サイバー攻撃を受ける可能性が広がり、新た

データという観点でのリスクについて新たな考慮事項

る。一方で、基幹システムのデジタル化により、透明性

総括的なレビュープロセス、
モニタリングツールの

いて、自動化、
デジタル化によって機能統合を進めるに

化が推し進められている。しかし、これらの導入により、

なリスクへの対応を検討しなければならなくなってい

が発生することになる。

が拡大し、
リアルタイムのコミュニケーションが可能に

導入などといったプロセス全体におけるガバナンスを、

なるため、
これらを活用してより洗練されたリスク管

デジタルソリューションの導入と併せて導入することで、

理戦略を実現し、企業の情報セキュリティの拡充を実

これらのリスクに対応しなければならない。
そのため

現することができるチャンスともなり得るのである。

の重要なポイントを以下に述べる。

• コグニティブツール、
エージェントシステムをモニタ

サプライチェーンのリスク

リングし、意図通りに動作しているか検証する必要

サプライチェーン関連の基幹システムのデジタル化

がある。例えば、本来エージェントは読み取り権限

はプロセスの統合と透明性の向上をもたらすが、同時

しか認められていないところ、書き込み権限も可

を保持するというリスクにもつながってしまう。

情報の不正な改ざんにつながるリスクとなり得る。

にセキュリティ的には脆弱性をはらんだ大量のデータ

能になっているというケースがあれば、
これは会計

• データの機密性に関するリスクは、依然として懸

• 第三者のソリューションの検証を慎重に行うべき

ネットワークで転送中のデータ、システムのメモリ

ンとして第三者製品を使用する場合、仕様の詳細

案事項となる。ストレージに保管されているデータ、

内で処理中のデータなど、
さまざまなポイントでの

である。
メインとなるソリューションに対して、
アドオ
が不明な場合も多く、
これがセキュリティにおける

機密性を保証する必要がある。

深刻なリスク要素となることもある。

• オープンAPIの使用により、ネットワークの脆弱性

• レビューとテストのアプローチを柔軟に調整すべき

データ管理、ログ管理・モニタリングといったコント

を行うようなアプローチでは、
コグニティブソリューシ

が高まるリスクがある。API固有のアクセス管理、

ロールを利かせる必要がある。

である。従来の、定期的にコンプライアンスチェック

ョンに対しては十分ではないケースもある。

• 従来のサプライチェーンにおけるリスク(偽造、悪

意のある改ざん、知的財産権に対する侵害など)は、

依然としてデジタル化されたサプライチェーンにお

いても脅威となり得る。
サプライチェーンの流れを

• 事前コントロールを強化すべきである。
コグニティ

ブソリューションを運用する前に、徹底したレビュー、
影響分析、事前承認を経るのが望ましい。
また、
コ

ントロール自体を自動化する場合、その仕組みも

きちんとトラックできるような履歴を記録して管理

含めて厳格な事前レビューを行うべきである。

する仕組みが求められる。

ロボティクス、
コグニティブ、自然言語処理、
ブロック

データ管理の観点では、企業はサプライチェーンを

チェーン関連技術などのデジタルテクノロジーの活用

通じて移動するデータを記録・チェックする必要がある。

いわば、データの棚卸である。各ポイントにおいて、

データの監視・管理を行う担当者、および、問題対応

により、サプライチェーン、会計という基幹システムの

領域においてビジネスプロセスの自動化を実現するこ

とができる。
これはビジネスプロセスの効率化のみな

への責任者を明確にする。セキュリティ上の要件を明

らず、
より堅牢なリスク管理の仕組みを実現するよい

責任者を設置する。
つまり、デジタルサプライチェーン

ラーの削減、
モニタリング・エラー検知の早期化、
データ

確に定義し、
その要件に関する各部門における監査の

機会となり得る。
プロセス自動化により、
ヒューマンエ

を運用すると同時に、セキュリティ関連のチェック、
レビ

整合性の向上を実現できるのだ。

ューの仕組みも導入する必要がある。

新しいテクノロジーの導入にはリスクがつきもので

あるが、基幹システムへのデジタルテクノロジーの活

ファイナンスのリスク

用により、サプライチェーン、会計というすべての企業

近年、
特にバックオフィス業務のコストダウンのニーズ

にとって不可欠かつ重要性の高い領域において、
より

が高まっており、それを可能にするテクノロジーの進

効率的、総合的なリスク管理を実現することが可能と

歩も相まって、グローバルレベルでの会計プロセス・シ

なるのである。
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サプライチェーン、会計といった基幹業務領域にお

グローバルの視点から
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直近の基幹システムの革新に向けた取組みが、企

業にとって大きな価値を産むものであるということは、

グローバルレベルでの共通認識となっている。
デロイト

の直近の調査によると、ERPシステムのアップグレード、

および、
コグニティブ、
ロボティクス、
IoTといったニューテ

クノロジーの活用といった、基幹システムのデジタル

おいては、顧客接点となるフロントエンドにおけるデジ

タルソリューションの導入がより重視される傾向にあ

る。
調査結果によると、
これらの地域においては、
フロン

トエンドのデジタルソリューションをバックエンドとな

るERPシステムと連携させるという点に主眼をおいた
取組みがなされているが、基幹となるERP自体を刷新

化による革新はより広範囲に亘る変革につながる有

するような大規模なプロジェクトはそれほど立ち上が

効な手段として注目を集めている。

っていない。

ニューコアの取組みの進捗状況は地域ごとに大き

グローバルレベルで見ると、総じてニューコアの導

く異なっている。
例えば、
イギリス、
アメリカ、
カナダ、
ドイ

入準備が十分に整っているとはまだいえない状況であ

ツなどのように大規模なERPプラットフォームを早期

る。調査結果によると、企業文化、人材採用・育成、組

みにおいても先進的なパイオニアとなっている。一方

んなインパクトを与えるのかわからない、
という懸念を

ル、
メキシコ、アジア太平洋、中東では、ニューコアへ

するという複雑性がもたらすコストも、実際に取組み

まずは必要性をきちんと認識し、そこから具体的なア

総じていうと、世界中で多くのCIOが、基幹システム

に導入していた地域については、
ニューコアへの取組

織構成といった要素に対して、ニューコアの導入がど

で、ERPの導入が比較的後発になっていた地域、
ブラジ

持っている企業が非常に多い。既存のシステムを刷新

の移行においては、異なったアプローチが要求される。

を開始するのを躊躇する大きな要因になっている。

クションプランを形成するという、ある種より慎重なア

のデジタル化という革新に向けた、統合されたビジョ

プローチが必要となっている。

ンをどう描くべきか頭を悩ませているというのが現状

その他、ニューコアへの取組みのタイムラインに影

であるといえよう。

響を与える要素として、
ラテンアメリカ、南アフリカに
図 2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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始め方

ゼロから作り直す必要はない。彼らがデジタルソリ

ューションをどう活用し、
その結果としてオペレーショ

一般的にいって、個々の領域の境界を取り払うこと

ンモデルがどのように影響を受けたか、などは具

がテクノロジーの潜在的な可能性を引き出すことにつ

体的に参考にできるだろう。彼らの成功と、そして、

ながることは往々にしてある。ある領域のみに限定さ

れていたテクノロジーが他領域の改善にも活用できる、

というケースだが、
これは基幹システムにおけるデジタ
ル化においても然りである。
基幹システムの改革を
「単

失敗から学ぶべきことは非常に多いのである。

• 着実な計画を立てる。基幹システム変革の計画を
機能領域ごとに整理する必要があるが、もし会計

領域、ないしはサプライチェーン領域において、
す

一の領域で完結した改善の集合体」ととらえるのでは

でに実績のある、十分に成果を上げられる蓋然性

善の集合体」
ととらえることで、成果の改善につながる

初はその導入にフォーカスするのが得策だろう。
そ

なく、
「複数領域に相互に影響する可能性を持った改

の高いソリューションが特定されている場合は、最

可能性は大きく広がるのである。

の導入をパイロットとして、
その後の展開に活用す

例えば、会計の締め処理の自動化に活用されるデ

る計 画が現 実 的である。但し、注 意が必 要 なの

出荷指示の割当を自動化し、
リアルタイムかつ柔軟な

ある。ご存知の通り、デジタルの領域では状況は

また、IoTの技術は情報連携のリアルタイム化を実現す

握するのは非常に難しい。状況が十分に分かる前

ジタルソリューションは、オーダーの優先度に応じた

は、一歩一歩着実に実行していく計画にすることで

割当を実現するソリューションにも流用が可能である。

刻一刻と変化していくため、何が正解なのかを把

ることでさまざまな領域の改善につなげることが可能

に、大規模なアクションを起こすような勝算の低い

による品質管理の改善、製品のステータス情報のリア

将来たどり着くべきゴール
• 長期的な視点で考える。

である。
サプライチェーンからの情報連携の頻度向上

賭けは慎むべきである。

ルタイム連携による販売管理・コスト管理のスピードア

のことだけを考えるのではなく、着実に現状認識を

ップ・精度向上、製品の在庫状況や顧客の購買行動の

行って、そこからゴールに向かうプロセスをきちん

リアルタイムでの把握による価格管理・プロモーション

と設定すべきである。

管理の改善などがその事例となる。

デジタルに関する壮大なビジョンを掲げる前に、

つまり、一つの領域へのデジタルソリューション導

人材、組織、
プロセス、
テクノロジーといった要素を

入を契機として、他領域に展開して連鎖的に改善を進

デジタル化という観点から評価し、自社の現在地

めることが可能であり、それが望ましい進め方なので

を正確に把握しなければならない。

マラソンのようにはるか遠いゴールを目指す息の長い

を先行して導入を進めていくことは可能ではある

かう短期的な取組みでもない。直近のゴールを達成し

タイミングについては、具体的な導入計画を策定

ある。ニューコアの領域に踏み込んでいくということは、
取組みではなく、短距離走のように直近のゴールに向

また、
すでに実績のあるデジタルソリューション

ものの、原則として、
ソリューション導入の必要性と

た後、
それを足掛かりに次のゴールを目指す取組みを

する前に熟慮する必要がある。何を行うか、のみな

連続的に繰り返すことで最終的なゴールにたどり着く

らず、いつ行うべきなのか、も考える必要が大いに

な取組みといえるだろう。

ジーについては、その現時点での成熟度、企業全

ような、いわば短距離走を何度も何度も繰り返すよう

あるのだ。まだ確立されていない新しいテクノロ

以下に、デジタルソリューションを活用した基幹シ

体に導入した際の管理手法をどうすべきか、進歩

ステム変革に乗り出そうとする際に参考となるであろ

のスピードに伴う陳腐化リスクの考慮といった、導

う考察を紹介したい。

入に踏み切る前にクリアすべきハードルは数多く

• 他者から学ぶ。現在のテクノロジーのトレンド、お

よびその活用の可能性を十分に理解するために、

あり、また、
それを考慮するためには過去の経験に

のみ頼るわけにもいかないのだ。

小規模なクロスファンクションのチームを先行して

• データのクリーンアップを行う。
データは、基幹シ

リューションの活用を進めている他の部門があれ

である。
と同時に、新たな基幹システムに向けた取

すでに経験したこと、
確立されている手法をもう一度

り得る。多くの企業において、ビジネスで必要とさ

作るべきだろう。また、
すでに先進的なデジタルソ

ステムを機能させるために不可欠な、いわば血液

ば、そのメンバを巻き込むことも有効と考えられる。

組みにおける潜在的なトラブルの主要な要因とな
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れるデータは、
スペルミス、データの重複、不整合

要である。
データの定義情報であるメタデータをき

などの誤りをはらんでいるのが通例である。

ちんと定義することによって、
実際に発生するデータ

検討するのも有効な手段となり得る。
膨大なデータ

ことが可能になる。

かかる作業を自動化できるというのは、大きなメリ

ルーピングすることが可能になり、
これはプロセス

データのクレンジングを行うために、AIの活用を

がそれに沿ったものか、
そうでないのかを判別する

を分析し、問題を解消していくという非常に手間の

メタデータを定義することにより、データをグ

ットとなり得るのだ。
また、
データを管理するための

の自動化にも寄与するものとなるのである。

アクションをよりプロアクティブに起こすことも重

要点

企業の役員会議では、
そう簡単には、広範囲に亘る変革のアジェンダに対しての投資の承認は得られないも
のである。
特に、
バックオフィス組織に関するアジェンダの場合にはさらに困難になる。
しかし、
デジタルという変
革の波は、待ったなしで企業全体に急速に押し寄せてきており、
これを無視し続けることはそれ自体リスクとな
ってしまう。デジタルイノベーションに基づくニューコア、
次世代の基幹システムというトレンドは、
潜在的な価値
の実現の可能性、
ビジネスのコアを再定義すること、
ひいては顧客にも影響する変革と成長のチャンスの基盤と
なり、
企業の将来像を描くにあたり重要なコンセプトとなっているのである。
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日本のコンサルタントの見解
験を進めていく、
アナリティクスについては基幹システ
ム再構築が一段落して基盤が確立された後の次のステ
ップとして位置づける、
といったアプローチである。

ビジネスのデジタル化を支える基
幹システムの再構築へ

次世代基幹システム構築の鍵となるのは間違いな
くデジタル化である。我々は本編で単なる部分的なソ
リューションや派手なデジタル機能の単発的な導入で
はなく、自動化、
アナリティクス、
リアルタイム分析およ
びレポーティング、相互接続がシステムやプロセスに
組み込まれ、業務の在り方を根本的に変えることがで
きる新しい基幹システムの構築を提案してきた。

多くの日本企業にとって、長きに亘り未解決の、ERP
を含む基幹システムの再構築は一朝一夕には解決しな
い重要な課題ではあるが、
そこだけに注力していてはビ
ジネスの変遷に追随できず、取り残されてしまう結果に
なりかねないのだ。

日本におけるデジタル化の取組み

このような動きは、実のところバックオフィスやミド
ルオフィスの効率化に起因するものではなく、
そもそも
実ビジネスの必要性に基づくものととらえるべきだろ
う。現状のビジネスは大量生産・大量販売から多品種
少量生産、多様なニーズに合わせた受注生産化・顧客
別カスタマイズ、
そして
「モノ売り」から
「コト売り」へ遷
移している。
もはやモノを売って、CRMで顧客の声や状
況を管理するという受動的なサービス提供では足り
ず、IoTを活用したリアルタイムの情報から、提供するモ
ノが常に期待された効果を生み出すことを保証する
サービス化（コト売り）を実現することが期待され、基
幹システムはこうしたビジネスの変遷に基づく要求に
応えていく必要があるのだ。

前述のような状況ではあるが、
クラウドソリューショ
ンを活用した基幹システムの再構築、RPAなどを活用し
たプロセス改善など、
デジタル化に向けたチャレンジを
進めている日本企業は実のところ多く存在している。
そ
うした実例をいくつか紹介したい。

ある自動車部品メーカーでは、
モノ売りからコト売り
へのビジネスの変化に対応するために、基幹システム
再構築の構想策定を行っている。
コト売りビジネスに
おいては、
プロセス自体が確立されておらず、システム
には高い柔軟性とスピードが求められる。
そのため、
パ
イロットアプローチを基本とし、かつ、業務標準化を徹
底することを目的に、
アフターセールスの基盤としてグ
ローバルなSaaS（Software as a Service）のクラウドソ
リューションを採用する方針とした。

このような状況の中で、
グローバルではすでにERPを
初めとする基幹システムのプラットフォーム再構築が進
められ、
クラウド導入も堅調に進められ、現状では、
そ
の次のステップとしてビッグデータなどを活用したアナ
リティクスなどが最重要のテーマとして位置づけられて
いる。

また、既存のモノ売り型のビジネスのERP再構築に
おいては、他ビジネスでのクラウドソリューションの採
用も念頭におき、他システムとの連携基盤を整備する
ことを優先度の高い要件として盛り込むこととした。
実
際に、
この構想に基づき、基幹システム再構築は連携
基盤であるAPIの構築から着手され、
現在進行中となっ
ている。

それに対して、日本企業はより複雑な状況に立たさ
れているといえる。
基幹システム再構築は未完了である
が、
ライセンス保守期限切れなどの要因により早晩進
行させなくてはならず、
クラウド投資についても拡大基
調にあるとはいえ、
十分に定着したものとは未だなって
いない。
そうした状況があった上で、同時に上記のよう
なビジネスの変化への対応が求められているのである。

ある商社では、海外ビジネスをM&Aにより拡大しつ
つも、グループ内でのガバナンスの維持や人材の流動
化、システムの展開・メンテナンスの負担を考慮し、従
来の本社のシステム基盤の展開とは別に、海外子会社
に対して統一のクラウド型ERPを採用する、いわゆる
2Tierでのシステム基盤構築に乗り出した。これにより、
低コスト・短期間での標準化されたビジネスプロセス
とシステムの展開を実現しつつ、
グローバルレベルでの
プロセス・ITのガバナンスの確保を狙っている。

何に優先順位をおいて対応すべきか、判断の難しい
状況といえるが、恐らくは短期的な施策と、
より長期的
な施策とを同時並行的に進めていくアプローチが求め
られるのだろう。
つまり、基幹システム再構築を進め、こ
れと並行して、RPAなどを用いたデジタル化の実証実
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あたり、考慮すべき論点を述べておきたい。

ある総合部品メーカーでは、IoTとAIを活用した検
査自動化や装置異常の検知による生産性・品質向上
を実現するスマートファクトリーの基盤構築を行うこと
とした。
これを実現する前提として、個別最適化され標
準化されていないがゆえに柔軟性を失っていたアドオ
ン開発ベースの既存ERPを捨て、ゼロベースで最新の
ERPを導入し、システム構成を再構築する決断を行っ
た。

•

基幹システムとビジネスの標準化および共通化

本編のファイザー社の事例では、基幹システムのプ
ラットフォーム化が取り上げられている。背景にあるの
は、複雑な現行システムを前提に、場当たり的にデジタ
ル化を推し進めたところで、期待する効果は得られな
いという仮説である。
新しいERPやクラウドソリューション、RPAを入れた
だけで業務がデジタル化できるわけではない。例えば
RPAを各部門、業務で個々にバラバラに導入を行った
場合、一旦業務変更がなされると、誰もメンテナンスで
きず、野良ロボとして放置され、場合によっては不正な
更新などセキュリティ上のインシデントを起こしかねな
い。
このような状態では、
デジタル化が進捗したとは到
底いえないだろう。

このERP刷新計画には、共通化された標準業務
ベースに業務全体の自動化を進めるためのRPAの活
用や、ERPとクラウドベースのBIツール、SCPツールを
組合わせた、
よりビジネスニーズの変化に適応しやす
いシステム構成への見直しなども含まれている。
これ
は、ゼロベースでのERP再構築が派生的な効果として
デジタルソリューションの適用可能性を広げた例と考
えられる。
あるサービス業では、契約手続きのプロセスの標準
化・共通化を行い、ERPを含めた複数のシステム間作
業並びにメール・Excel作業などの手作業を含めたプ
ロセスへRPAを活用した自動化を行った。
その結果、
プ
ロセス全体で50％の業務工数の削減を実現した。

ERPそのものの再構築は行わず、
プロセス見直しと
RPAの適用によって具体的な成果を実現している。今
後のRPAによる自動化の他業務への展開として、従業
員経費申請のチェック作業・通知作業を検討している。

こうしたデジタル化への実際の取組み事例は、ERP
の再構築、IoT基盤の構築、
クラウドソリューションの活
用、RPAの導入など多種多様であり、
その規模もさまざ
まである。こうした状況が示しているのは、市場の状況、
自社のリソース・戦略、競合他社の動向など、
それぞれ
の企業の置かれた環境に応じて、適切なデジタルソリ
ューションの活用方法を模索・検討することが必要で
あることを示している。
デジタル化においては、大多数の企業に適用できる
成功への蓋然性の高い勝利の方程式は存在せず、各
企業の信念に裏打ちされた個別の方針策定が求めら
れるのである。

日本における成功事例としては、
まず、散在している
システムのプラットフォーム化や属人化している業務の
標準化・共通化を進め、
次に、
標準化された業務にデジ
タルソリューションを適用する、
という進め方で成功を
収めている事例が多く見られる。
先に述べたように、グ
ローバルに比して、基幹業務・システムの再構築、およ
び、
それに伴う標準化について遅れを取っている日本
企業においては、
デジタル化による成果を出すために
はまず一定レベルの業務の標準化が前提として求めら
れるケースが多いといえよう。

もちろん、
これは個別企業の状況によって変わってく
る。
ある特定領域において、標準化がすでに十分に進ん
でいるケースであれば、一足飛びにデジタル化に進ん
で十分に成果を出すことも可能であろう。

重要な点は、
テクノロジーの進化スピードに合わせ
てむやみにデジタル化を進めるのではなく、
その前提と
なる業務の標準化・共通化を必ず考慮に入れるという
ことである。業務の現状認識とデジタル化への課題分
析を行った上で、自社にあったアプローチを設定するこ
とが肝要なのである。
•

多面的、総合的な視点

デロイトがMIT Technology Management Review
と合同で実施した調査によると、グローバル企業の幹
部や管理職が必要とする具体的なソフトスキルとして、
変革へのビジョン、未来志向、組織横断的なコラボ
レーションの三つが挙げられている1。
これは、
まさに今
後デジタル化が進むビジネスの中で、どのような技術
革新がもたらされるかをいち早くキャッチし、企業変革
のビジョンへ落としこみ、組織横断的なコラボレーシ
ョンにより、
それらのビジョンを実現していかなければ

基本構想策定の視点

先に述べたように、基幹システムにかかわるデジタ
ル化を効果的・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、市場や競合の状況
などを踏まえて、中長期的な視点に立った基本構想を
策定することが重要となる。以下に、基本構想策定に
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デジタルソリューションの中には、RPAのように部
分的には容易に適用できるものも多い。
しかし、ビジ
ネスの変遷に追随し、時にはそれを先導するための
デジタル化という文脈において考える時、場当たり的
な、自社の現状に沿わないデジタル化施策では、期待
された効果を生み出せないばかりではなく、今後のビ
ジネス上の深刻なリスクにもなり得る。基本構想の段
階から、自社の現状に応じたデジタル化の方針を策定
し、実現に向けた長期的なロードマップを設定すべき
なのである。

ならないといった危機感を各企業が持っていることを
示しているといって過言ではないだろう。

本編でも語られている通り、基幹システムのデジタ
ル化は、ビジネスプロセスとシステムの変革のみでは
なく、企業文化、組織設計やガバナンスなどの広範囲
にインパクトをもたらし得るものである。今後の基幹
システムのデジタル化に関する構想策定としては、単
にデジタル化に関するテクノロジーの側面のみを考慮
するのではなく、
その影響を多面的、総合的にとらえた
ものとすべきである。
デジタル化により企業全体の在り
たい姿をビジョンとして提示し、企業文化、組織、人材
などへの影響を考慮した上で、実現すべきビジネスの
姿、
プロセス、
そしてシステムに落とし込まれているべ
きなのである。
•

もう一つ重要な点は、構想策定にも柔軟性が求め
られるということである。
デジタルテクノロジーの技術
革新は非常に早く、一度ターゲットとしたソリューショ
ンが陳腐化により意味をなさなくなったり、
より有用な
他のソリューションが登場したり、
といった事態はまま
あることである。
ターゲットの検証を行うステップが必
要であるし、結果によってロードマップの見直しを行う
必要がある。
デジタル化における大きなビジョン、企業
全体のゴールとしての在りたい姿は不変のものである
が、
それを実現するためのプロセスは状況に応じて柔
軟にアレンジすべきものなのである。

デジタル化への社内認識の醸成

デジタル化は働き方を変えていく起爆剤になり得る
が、それでも人の意識や動き方はなかなか急には変え
られないものである。特に、現場主義の日本では、
トッ
プダウンで全体のデジタル化を一気に推し進め、即時
に効果が出ることを期待するのは非常に困難である
といえよう。
デジタル基盤としての要求に耐え得る基
幹システムの刷新を進めつつも、RPA、
アナリティクス
などを始めとするデジタル化によるquick hitでの小さ
な成功体験・変革を断続的に続けていく中で、徐々に
社内認識が醸成され、企業全体における業務のデジタ
ルトランスフォーメーションを起こしていくことが、真の
意味でのデジタル化の定着に向けて必要なステップ
だと考えられる。
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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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Degital Reality

Digital Reality™

技術開発から利用機会創出へ

拡張現実（AR：Augmented Reality）、
バーチャルリアリティ
（VR：Virtual Reality）の革
命は転換点に達した。
テクノロジーやデータの歴史的な変革を目の当たりにし、
マーケ
ットリーダーは概念実証やニッチな提案という段階を超え、産業化に向けた革新的な
事例やプロトタイプに基づく戦略策定に焦点を移している。社内のコアシステムとの
統合、
クラウドを活用した展開、接続性、
コグニティブ、
アナリティクス、
そしてアクセス
性といった課題に取組むことにより、AR/VRをより広範囲に展開するための基礎を築
いている。
一部の企業では、新しいデザインパターンの開発やその開発に必要となる、
これまでとは異なるスキルセットの育成も始めており、新たな時代への取組みを予感
させる。
これらのアーリーアダプターたちは、AR/VRが生み出す風に変化が起きている
ことを敏感に感じとっている。
Digital Realityを受け容れるべき時は「今」
である。

こ

れからの10年間で、Digital Reality（AR、VR、

複合現実（MR：Mixed Reality）、360度動画、

および没入型テクノロジーの融合）はさらに

進歩し、我々とデジタル情報とのインターフェースはも

年後の2021年には1,600億ドル近くまで上昇し、年平
均で換算すると113.2％の成長となる見通しだ1。

そのような爆発的な成長はどのように説明できる

のだろうか。企業の関心は、AR/VRデバイスを
「流行り

はや画面やハードウエアではなく、ジェスチャー、感情、

もの」として実験的に使用する段階から、企業内のミッ

この進歩は、かつてのクライアントサーバからWeb

し始めている。ゲームとエンターテインメントにおける

の飛躍であり、
すでに始まりつつある。International

ける動きも本格化しつつある。IDC社は、2017年に大

視線となる可能性が高い。

ションクリティカルなシステムへ活用する段階へシフト

コンシューマ市場への投資は続いているが、企業にお

へ、Webからモバイルへという変遷に匹敵するレベル

規模な投資を惹きつけた産業向けAR/VRの事例とし

Data Corp.社（IDC社）によると、2017年のAR/VRの製

て、現場での組立てと安全確保（3億3,900万ドル）、小

品・サービスに対する総支出は91億ドルであったが、4
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売業における商品陳列（2億5,000万ドル）、製造業のト

• ユビキタスアクセス：今日の我々がネットワーク

次の1年半～2年の間に、
より多くの企業が事例を

に、近い将来、AR/VRはインターネットや企業ネット

レーニング
（2億4,800万ドル）を挙げている 。

に常時接続したモバイル機器で楽しんでいるよう

2

増やし、
パイロット的な利用から本格的な利用へと加

ワークに「常時」接続した環境になるだろう。しかし、

速する。
そして、Digital Realityの実用化に向けたトレ

ンドは勢いを増すだろう。一部のアーリーアダプターは、

ポケットの中の電話に手を伸ばす必要があるのと
は異なり、近い将来、我々はAR/VRデバイスを1日

すでに2～3周目の製品・サービス設計サイクルに入っ

に何時間も装着するかもしれない。設計と基礎技

らゆる活用が検討され始めている。例えば、BMW社は

すら不要とする自己完結型のAR/VRデバイスとして、

ており、
その他の企業においても、Digital Realityのあ

術の進歩は、ケーブルやかさばるバッテリーパック

一方で、
エールフ
VRを自動車の設計工程に導入した3。

これまでとは異なる快適性を生み出しつつある。

ランス社は、VRヘッドセットを身につけた乗客が3D映

• 日常利用に耐えうるレベルの取り決め：あなたが

画を見ることができる
「没入型エンターテインメントシ

同僚とのVR会議に出席していると、視界に騒々し

ステム」を一部のフライトで展開した4。

い3D広告が立ち上がり、集中力を乱し、
ミーティン

このトレンドは、
これから述べる三つの技術的なブ

グを遮る。
スマートフォンの着信音をミュートする

レークスルーがDigital Realityと融合することで、
さら

機能や、ネットサーフィン時のポップアップをブロッ

に速度を増すだろう。

クする機能など、日常的な利用に耐えうる不可欠

および
• シームレスなインターフェース：音声、身体、

な機能があるのと同様に、AR/VRでも、仮想環境に

物体の配置機能を組合わせることで、ユーザは

おけるデータフィードのコントロールが重要になる

境と相互にかかわり合うことができるようになるだ

ロールするように、
データフィードをユーザの嗜好、

られるが、現時点においても十分自然な連携が実

れない。

データ、アプリケーション、および彼らの周辺の環

だろう。近い将来、交通巡査が道路状況をコント

ろう。そのような技術は今後さらに発展すると考え

位置、活動に合わせて調整することができるかもし

現されている。

Digital Realityの用語と略語のガイド

拡張現実（AR）
：デジタルで作成されたコンテンツを、実世界の環境と重ね合わせる。
透過型の光学レンズと
そのレンズ越しに、
ユーザ自身の現実の周辺環境を視認することができる点が特徴である。
バーチャルリアリティ
（VR）
：実世界の環境を置き換える、完全に描画されたデジタル環境を生成する。
物体と
動作のトラッキング機能を特徴とする。

複合現実（MR）
：ユーザの実世界とデジタルで作成されたコンテンツを、両方の環境に共存させ、相互作用さ
せる方法でシームレスに混成する。
空間認識と動作認識のための高度なセンサーを使用する。

没入型：AR、VR、MR、360度動画、
およびその他の技術を使用して、深い結びつきと複合感覚を得ることができ
るデジタル体験。
形式はさまざまである。
Digital Reality：AR、
VR、
MR、
360度動画、
および没入型テクノロジーを包括する概念。
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こうしたゲームチェンジを引き起こす機能は一夜

ている様子を見て、彼らの作業を誘導し、サポート

エクスペリエンスを設計することと、
フラットスクリーン

で研究を行うことが可能な「バーチャルサンドボッ

ある。実際に、それは全く新しい言語と設計思想を用

ットは、接続が途切れることによりイライラすること

のようなIT部門ではなく、
ハリウッドで必要とされるよ

ホログラムをリアルタイムに再現することで、没入

CIOたちは、VR体験の設計に必要なCGI（Computer-

トボードや、
リアルタイムで操作できるモックのよう

また、主
ゲームの熟練した技術者を集め始めている5。

ることができる。

にしては生まれないかもしれない。
没入型環境のユーザ

することができる。海を隔てた科学者たちは、共同

の体験を作り出すことは、根本的に異なるプロセスで

クス」に集うことができる。
ビデオ会議やライブチャ

いる。
これらの新しい設計技法を確立するのは、従来

が多いが、三次元のカメラでは表情やジェスチャー、

うなスキルを持つ次世代の開発者であろう。すでに

型の会話が可能になる。
チームはバーチャルホワイ

Generated Image）の専門知識を持つ映画やビデオ

なデジタル資産を共有することで、一緒に仕事をす

要なハリウッドスタジオも、彼ら自身のVRコンテンツ

• 知識：Digital Realityを活用することで、コンピ

あらゆるシステム開発の取組みと同様に、社内にお

て必要とする瞬間に特定の情報にアクセスできる

の開発計画を立ち上げている6。

ュータを使用する人であれば誰でも、仕事におい

けるコアシステムとの統合、クラウドを活用した展開、
接続性、
アクセス性など、ITエコシステムを実現する上

ようになる。
これはドキュメントシェアツールの性

能が向上したというレベルではない。まさに今必

で、考慮すべき問題が存在する。加えて、標準化やガバ

要な情報を目で確認できるということである。例え

ントについては、いまだ進化の途上である。だが、
これ

けることで、電気部品や配管部品の詳細な説明書

ナンスの戦略など、
Digital Realityの一部のコンポーネ

ば、建設業の技術者はDigital Realityグラスをか

らの課題を克服しつつ、Digital Realityの取組みは着

を参照し、どのように個々の部品を壁に取り付ける

さあ、あなたも
ようこそDigital Realityの世界へ 。

す柔軟性や利便性が、あらゆる分野における初期

実に前進していく。
旅立とう。

かを確認できる。
こうしたDigital Realityがもたら

7

の概念設計フェーズに与える影響を想像してみて
ほしい。
アーキテクチャやインテリアのデザイン、消

費者向け製品のR&D、サプライチェーンなど。没入
型テクノロジーを用いた分析は、複数の軸や次元

Digital Realityがもたらす
五つの恩恵

においてユーザがデータを探索することを支援し、
仮想環境におけるコラボレーションをさらに強化

前回の「Tech Trends」では、我々は未来を想像し

する。例えば携帯電話の基地局配置の検討におい

ながらAR/VRの技術と初期の事例について調査した

て、
この分析技術を用いてみる。
エンジニアは仮想

が、広範囲での利用や商業化はただちに起こらないと

環境で自由に基地局の場所を動かし、そこに住む

しかし、わずか1年ですでにその未来に到
考えていた 。

人々の生活の質にかかる潜在的なインパクトを測

8

達している。Digital Realityの動向は、技術自体の向

ることができるようになるのだ。

上からそれを用いたサービスの開発と展開へと大きく

再現すると高コスト
• 学習：いくつかの先進企業では、

の可能性を探るためには、以下の観点で検討してみる

チュエーションやトレーニングに、
Digital Realityを

シフトしている。
あなたの組織に合ったDigital Reality

である、
もしくは物理的に再現することができないシ

と良いだろう。

活用している。
例えばUPS社は、仮想空間上で新人

• 連携：
「場所を選ばない協業」。Digital Realityは

ドライバに5トントラックの運転シミュレーションを

を可能とする。
ある人はそれを見栄えのいいビデオ

レーション機能を活用して、従業員が現場に出る

ある。例えば、技術者は事務所のオフィスに座りな

教育環境を提供している10。

またKFC社は、
トレーニングシミュ
提供している9 。

別の拠点にいる同僚に対する支援や、情報の共有

前に、5段階あるチキンの前処理をマスターできる

電話のようなものだと言うが、それ以上のもので

がら、遠く離れた現場で作業員が保守や修理をし
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図1．市場におけるDigital Reality

技術開発によって、私たちはハードウエアによる制約を意識することが少なくなっている。
以下の6つの要素が発展
することで、Digital Realityの大規模な利用への道が開かれる。

バッテリー利用
継続時間の延長

携帯の帯域幅
の拡大

相対的な市場の関心

アプリケーション
のエコシステムにおける
互換性の拡大

データ送受信
の速度向上

デバイス価格
の低下

新技術に対する
心理的抵抗の緩和

Digital Reality市場の3つのフェーズ

$160B

120

80

携帯用AR/MR
AR/MR事例の広範な発展。
「キラーアプリ」の探索

AR/MRのためのHMD
企業における、重要な
ハードウエアとしての
HMDの地位の確立

VRのためのHMD
HMD端末価格の下落と
適用ケースの出現

VRのためのHMD
特定の没入型事例への利用。
プロバイダの統合

AR/VR製品とサービスにおける総支出*

40
AR/MRのためのHMD
プロトタイプフェーズ

0

AR/MR/VRのためのHMD
AR/MR/VRを融合した、B2B、
B2Cの適用ケースの出現。
消費者とエンタープライズの事例

短期

2017年実績：91億ドル

2021年予測：1,600億ドル

AR＝拡張現実； VR＝バーチャルリアリティ；
MR＝複合現実； HMD＝ヘッドマウントディスプレイ

中期

長期

Sources: Deloitte analysis; *International Data Corp., Worldwide Semiannual Augmented and Virtual Reality Spending
Guide, October 28, 2017; spending line is representative.
Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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• 探究：消費者に焦点を当てた事例が、小売や観光

データのマネジメントやガバナンス、加えてアーキテク

（デロイトでは「トラベルホスピタリティー&レジ

チャへのアプローチを最新化してくれるだろう
（本レ

ャー」と呼ぶ）、不動産業の中で増加している。
潜在

ポート3章「エンタープライズデータのあるべき統治と

顧客に対して彼らの製品、
サービス、体験に関心を

は」参照）。

持ってもらうことを狙ってDigital Realityを利用して

コアシステムとの統合：ヘッドギアのメーカーはコ

いる。
Estée Lauder社は、自社のWebおよびモバイ

ア技術とビジネスプロセスをDigital Reality体験につ

提供し始めている。
そこでは光や肌、
質感そして艶を

客に、設備や製品を提供することを想像してみよう。
同

ルサイト上で、ARのバーチャルメイクアップミラーを

なげるAPIを設計している。例えば、仮想環境上で顧

調整し、自身の写真やライブビデオに投影することで、

様に、Digital Realityで開始された取引において、
この

ユーザが仮想的に製品を試すことができる 。ま

コンテンツが使用できることを想像してみよう。
近い将

件を訪問する必要性がなくなるため、不動産業や

るものはDigital Realityシステムの設計における根幹

11

た、VRを活用して内見することで、販売している物

来、ERP/CRM/CMSなどのコアシステムに深くかかわ

仲介業における営業担当者の働き方にも変化を

的な構成要素となるだろう。

もたらしている 。

分析：視線の先の意図は何か。ARのヘッドセットを

12

• 遊び：ゲームや講演、
ライブイベントにおけるDigi-

装着した個人の視点を追跡することは現時点でも可

数年でさらに増えるだろう。
IDC社によると、AR/VR

跡することで生成されたデータを分析したりすること

tal Reality技術の事例は多岐に亘り、
これからの

能だが、
さらにユーザの意図を見分けたり、視点を追

の技術への投資はゲームへの事例だけで、2021

もできる。将来、その視点追跡の分析結果を広告媒体

年までに95億円に達すると見込まれている13。

に利用することができるようになるかもしれない。
例え

ば、ある人が冷蔵庫を見つめると、近隣にあるレストラ

ンのディスカウントクーポンがその人の視界に現れる
といったように。
しかし、個人の視点を12時間追跡し続

Digital RealityがITに与える
インパクト

けることが可能だとしたらどうなるだろうか。
その規模

での追跡を実現するのに必要なストレージ容量は、膨
大な量になるだろう。
さらに、
リアルタイムでその膨大

Digital Realityの技術がITのエコシステムに与える

インパクトに対して、多くの疑問が残っている。我々が

な量のデータを分析するには、多くの企業が現時点で

ていく必要がある。今まさに企業におけるDigital Re-

パワフルな分析能力が必要となる。

その答えを得るためには、没入型技術の探求を継続し

利用している分析機能とは比べものにならないような

帯域幅とネットワーク：現在、AR/VRのストリーミン

ality戦略やそれを十分サポートするために必要となる

コンピュータの処理能力について、CIOは考え始めな

グや360度体験に必要となる帯域スピードを提供でき

ければいけない。

るネットワーク事業者はほとんどいない。

量は驚異的に増加しているが、
それはテクノロジーが

は低い解像度でも最低25メガビット/秒が求められる。

ストレージ：Digital Reality体験に必要となるデータ

例えば、多くのVRディスプレイでのストリーミングで

進化し、新たな機能が登場するたびに一層大きくなっ

しかし、HDの解像度では80メガビット/秒程度必要に

なる15 。最近の調査では、世界のネットワークにおいて、

ていくだろう。VRの中の360度の視野は複数のビデオ

帯域幅が25メガビット/秒を上回るのはたったの7.1％

カメラの視点によって融合され、
これによってユーザ

トラフィックマネジメ
に過ぎないことが分かっている16。

は振り返ると彼らの後ろの景色も見ることができる。

ントや圧縮アルゴリズム、待ち時間の短縮やスループッ

言い換えれば、それらは標準的なHDビデオを利用し

た場合に必要となるストレージ容量の10倍から20

トの向上などAR/VRにかかわる技術に関して目覚まし

レージへの要求に対するコスト効率という点で、
クラウ

進化の途中であり、短期的に見れば、帯域幅とネット

倍が必要となることを意味している14。増え続けるスト

い開発努力が行われているにも拘らず、
それらはまだ

ドは一つの答えになるかもしれないが、それが唯一の

ワークの制限がDigital Realityにかかわる取組みの

選択肢というわけではない。
恐らく、Digital Realityは

進歩をゆっくりとしたものにしている。
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よくある誤解と真実

誕生日にもらったVRゴーグルで船酔いになったからといって、Digital Reality技術と企業が享受する可能性を
否定しないでほしい。
どうか、我々にこの先の未来に広がる誤解を解かせてほしい。

誤解：製造業におけるDigital Reality？フィールドオペレーション？結局、
VRのヘッドセットは、
操作中はコンピ
ュータとつながっていなければならない。

真実：確かにあなたの言う通りだ。
現在のVRの可動性はコードの長さにより大きく制限されてしまう。
一方で
バッテリー技術の急速な進化により無線の製品が出てきているという良いニュースもある。
さらにインサイドア
ウト方式の追跡技術によりVRの可動性がさらに向上しようとしている。いくつかの高性能のヘッドセットは、
ユーザが部屋のどこにいるかを追跡するのに外付けのカメラとセンサーを使用している。
携帯型のVRシステ
ムでは、一般的な位置追跡技術ではなく、ヘッドセットに内蔵させたセンサーにより、空間の奥行きや自身の
動きを把握する位置追跡技術（インサイドアウト方式）を使用している。
これによりユーザはセンサーとカメラ
で埋め尽くされた部屋から逃れることができる17。
誤解：VRグラスに850ドルも払うのは、
高すぎる。

真実：幸い、2017年の夏の終わりには、主要なブランドのVR装置の値段は急降下した18。
我々の最近の調査で
は、VRキットはどこでも200ドルから600ドルほどで売られている。
その値段であれば、現在のVR技術の水準を
もってしてもROIを得やすくなる。
技術水準が向上するにつれて新たな機能や利用方法が登場し、VRのROIは
さらに高まっていくだろう。

誤解：我々はスマートフォンやタブレットからでさえその能力を最大限に引き出せていない。
我々がSFの世界
で迷子になる前に、
今ある技術で仕事を終わらせるべきだ。

真実：これはそのような二者択一のシナリオではない。
モバイル端末がデスクトップやWebアプリケーションに
とって代わらないのと同じように、Digital Realityはモバイル端末に置き換わるものにはならないだろう。
それ
でもDigital Realityは、
私たちの課題解決に向けた取組みにおいて、
旧来の技術ではない形で役立つだろう。
も
しこのチャプターで議論した事例にあなたが共感したならば、
あなたが今スマートフォンやタブレットで展開し
ている取組みと並行し、Digital Realityにも少しだけ賭けてみる価値はあるかもしれない。
そうすれば数ヶ月の
うちに来るであろう、Digital Realityの大流行の際に、
アーリーアダプターとしてのアドバンテージを得ることが
できるだろう。
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最前線からの学び
レーティングシステムから、一般ユーザ向けのアプリ
ケーションまで、AR/VRに関するラインナップをすべて

Google社が目指すDigital Reality

取り揃えるつもりだ。
ハードウエアやソフトウエアは1

もはやGoogle社とDigital Realityとは切っても

年半～3年、
ディスプレイは5年、
アプリケーションにい

切り離せない。
ここ数年でGoogle社はCardboardや

たってはたった数週間～数ヶ月の間に次々と開発され

Tango、Daydream、そしてARCoreを相次いで世に

るが、KanのAR/VR戦略チームでは、複雑に入り組むこ

送り出した。もちろん、他の業界にひしめく多くの企

れらすべての開発スケジュールを把握し、統制している。

業と同様、Google社もアイデアの実証実験や導入ま

目下のところGoogle社の提供するDigital Reality

でのロードマップを策定しているのだが、他の企業と

は主に一般消費者へ向けられているが、将来は企業

パクトを狙っていない点だ。
Google社はAR/VRの長期

とらえている。現時点では企業や公共機関における本

AR/VRによって次々と強力な仮想体験を提供し、連鎖

いROIが得られると見込める事例が存在するのだ。以

Google社とが異なるのは、即効性のある単発のイン

向けのサービスが重要な位置づけを占めるとKanは

的な可能性を確信しており、
これから3～5年の間に

格的な利用にまで至っていないが、
これらの領域で高

させるという壮大な計画を描いているのである。

下に示すのは、Kanが高いROIを想定する4つのシナリ

するSteven Kanによると、AR/VRの強みは携帯性や

•「学習支援（学びを豊かに）」
：今や学校において

オだ。

Google社の描くAR/VRのグローバル戦略をリード

個人ごとのカスタマイズ性よりもむしろ、高い「直感性」

は、教育向けVRツールとしてGoogle社が提供する

だという。
コンピュータの基本要素として入力と出力

Google Expeditionsと、同じくGoogle社が提供

があるが、
そのうちの出力方法に関しては、
ここ数年で

するVRビューワーのCardboardとを組合わせるこ

没入感という点では目立った進歩がない。一方、入力

マニュアルの精読に替わる、
った19。企業においても、

ディスプレイは大きく高精細になったものの、得られる

とで、遠足や見学などが仮想世界で体験可能とな
社員トレーニング方法として模索されている。

方法に関しては、パンチカードからキーボード、そして

タッチ&スワイプへと変化を遂げ、今や手を伸ばし、
モノ

•「創造支援（創造的な活動と協働）」
：建築や工業デ

ュータプラットフォームは、
これらの技術を統合したも

に参加する専門家同士が製品や建物の実物大モ

ザインの分野においては、遠隔地からプロジェクト

に触れることができるようになった。次世代のコンピ

デルを共有し、リアルタイムな協業が可能となった。

のとなる。
ディスプレイ越しではなく、目の前に実物や

これにより品質の向上や納期の短縮が可能となり、

それ同等のオブジェクトが現れ、操作できること以上

プロジェクトのコストが抑えられるだろう。

に直感的な方法はないとKanは考えている。

Google社はハードウエアプラットフォームやオペ
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•「作業支援（メンテナンスの効率性と安全性）」
：技

術者は、設備の運転履歴や整備マニュアルを参照し、

原因の特定と修理に役立てている。
Digital Reality

VRをテコに企業向けサービスを
強化するFacebook社

Facebook社は、Oculus社（2014年にFacebook社

によって、
これらの情報は視線を下げずにハンズフ

が買収したVR関連企業）とともにVR事業で10億人の

リーで参照可能となるため、作業の安全性が向上

ユーザを獲得する目標を掲げた。
これまでFacebook

する。
また必要に応じて、ヘッドセットを通して遠隔

社は個人を主なターゲットとしたSNSの提供者として

地のスペシャリストに連絡し、仮想空間上で手本を

知られてきたが、
ここ数年は、VRヘッドセットである

示してもらうことも可能なのだ。

Oculus Riftをトレーニングや販売、
マーケティングな

：AR/VRの主要な活
•「販売支援（強力なカタログ）」

どの支援ツールとして企業向けに売り込もうとしてい

用事例が、商品のデモンストレーションだ。商品の
魅力はインタラクティブな電子カタログによって余

る。

するだろう。

るAsh Jhaveriによると、対面でのコミュニケーショ

Facebook社およびOculus社の事業開発VPであ

すことなく顧客へ伝えられ、
より多くの取引が成立

ンという観点に目を向けると、VRは距離や時間の制

約を取り払うことが可能なため、企業にとって有用で

Kanによると、
これらのシナリオを拡大させるため

あるという。Jhaveriによれば、ユーザは同社が想定

に、開発者はさらなる技術の向上に取組んでいる。例

えば、3Dモデルやデジタル資産へのアクセスは未だ容

していなかった用途をVRヘッドセットに見出し、彼ら

いため、オブジェクトを正しく描写できないのだ。
また

レーションの改善に取組んでいたという。
これを踏ま

設定といった運用上の課題についても解決しなけれ

場の進化に直接携わることとした21。

の組織における効率性の向上、
コスト削減、営業オペ

易ではない。CADはAR/VRとの連携を前提としていな

え、Oculus社は新たにB2B市場へ参入し、VRによる職

セキュリティポリシーやデバイス管理、
アクセス権限の

以下に、業界を問わず見出された、
さまざまなVRの

ばならない。
初期のAR/VRデバイスは管理性を念頭に

活用事例を示す。

設計されておらず、あたかもスマートフォンやタブレッ

• ある消費財を世界規模で取扱う企業では、小売業

トの誕生当初を彷彿とさせる。
またKanによると、エン

者に見栄えの良い商品の陳列案を提供することで、

ターテインメント業界やゲーム業界がDigital Reality

得意先である彼らのマーケティング活動を支援し

における主導権を握っているため、不足している設計・

ている。

開発者の確保に向けた競争も激化しているという。

• Audi社のショールームでは、顧客が車種、内装や

このように企業向けのDigital Realityは手探り状

車体の色などのさまざまなオプションを自由に組

態にあるが、Kanの見立ては楽観的だ。例えばある事

合わせることで、数千通りの中から自分の好みにぴ

例では、VRの活用により研究開発の期間が20％も短

ったりな車を選ぶことができる。そればかりか、車

縮されており、企業向けAR/VRのROIの高さを示して

の内部機構とその働きを顧客に説明するためにも

いる。
このROIの高さが、企業におけるAR/VRの活用を

活用している。

Google社が推し進める根拠だ。Kanによると、高い

• Cisco社は、Cisco Spark（クラウド型ビデオ会議

ROIが見込める限り、Google社は絡み合うさまざまな
問題を解決し、AR/VRへの投資を継続するつもりだ。

ここ3年に亘り、Google 社は、ARCore、Tango、

サービス）とVRテクノロジーとの統合による、新た

なコミュニケーションツールを模索している。
この

Cardboardといったツールの提供によってDigital Re-

ツールは参加者同士がホワイトボードに書き込み、

が加 速するとともに、その価 値 は 一 層 高まるだろ

加者であっても、
あたかも同じ部屋で会議に参加して

共有することを可能とするため、遠隔地からの参

alityのエコシステムを拡大させており、AR/VRの普及

いるかのように振る舞える。
もちろん、
ホワイトボード

う。
Google社がAR/VRによってもたらすインパクトの大

きさを、人々は過小評価しているとKanは豪語する20。

に書いた内容を印刷して保存することも可能だ。

• 3Dモデルを用いたデータの可視化が業界を問わ

ずに取組まれている。autoCADの3D対応版では、
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Tony Parisiによると、消費者市場に浸透するためには、

ことが可能だ。
やがて、建物、車、エンジンなどの設

まだサイズやコストを改善する必要があるものの、没入

るだろう。

プラットフォームとなり、やがては日常生活の一部とな

実に近い救急救命の現場を疑似体験させている。

とんどは、企業発のものとなると彼は考えている23。

型技術はモバイルに続く次世代のコンピューティング

計において、3Dモデルを介在した協業が盛んとな

る。
また、今後数年間の間に出てくる興味深い動きのほ

• Los Angelesのある小児科病院では、研修医に現

Unity社は、Digital Realityが今後新たな価値を生

このシミュレータで研修医を出迎えるのは、瀕死

むと見て、ゲーム業界以外にも活動の場を広げてい

の子供と取り乱した親だ。
研修医は、
彼らの一挙一動

る。例えば、自動車業界は、自動車のデザイン、オペ

に視線を注ぐ親を前にして、救急救命室に備えら

レーターやサービス技術者のトレーニング、自動運転

れた医療機器を適切に操作し、
また適切な医薬品

車用のシミュレーション、魅力的なマーケティングや販

を投与して、瀕死の子供の蘇生に取組む。

売体験などのさまざまな分野で、Digital Realityの導

Oculus社が近々に発表をすること計画している企

業向け新機能の一つが、PCのデスクトップを拡張する

入に関心を持っている。
これに対しUnity社は、自動車

高める、
バーチャルデスクトップだ。画面パネルの価格

フォームを拡張している。

のデザインを補助するツールを追加することで、
プラット

ことで必要な情報へのアクセス性を改善し、生産性を

自動車の設計におけるCADの利用は古くから行わ

やレンダリング処理能力、手足の動きが少なくてすむジ

れている一方で、今でもクレイモデル（粘土による原寸

ェスチャーなど、普及に向けてはまだ多くの部分で改

善を要するが、Jhaveriの考えによると、没入型ワーク

大模型）を用いた高価かつ時間を要する試作が続けら

スマートフォンやタブレットに感じたように、VRには

ザイナーは容易に模型を作成し、
さらに表面形状の変

目には映る。
VRによる真の没入体験は、ユーザの感覚

ブに付加できるようになった。
これは、再試作にかかわ

れている。
しかし、3D環境とDigital Realityによって、
デ

スペースの需要は底堅い。

更、塗装や仕上げの質感といった情報をインタラクティ

魔法のような無限の可能性を秘めているとJhaveriの

る時間を削減するばかりか、多くの部門が関与する設

的な反応を呼び覚まし、個人および企業でのVRの普

計工程をより直感的にする新たな手法であり、費用対

及を加速する鍵となるだろう。
このような体験は、人々

効果の向上や製品の品質を改善し得るものである。

の理解を促進し良い関係を築くばかりか、ビジネスま

もちろんDigital Realityのビジネス向けソリューシ

でをも成長させるのである。

ョンを生み出す上では、まだ多くの課題がある。例え

ば、データ統合やライセンス、
ソフトウエアの配布、
およ

ビジネスにおける
Digital Realityの加速化

びプロダクトライフサイクル管理ツールによる3Dデータ

の管理などに取組む必要がある。各社がそれらの課

題に取組むとともに、Unity社のチームは、家庭用の

Unity社は、世界で20億を超えるデバイスに搭載

家具販売、産業機器やオフィス機器の故障診断アプリ

されたゲーム作成エンジンである「Unity」の開発元

ケーション、
トレーニング、商品企画、小売り向けの店

メーカーである22 。多くの企業が、ゲームを通じてAR/

の活用をサポートするため、Digital Realityのプラット

として知られるゲーム開発プラットフォームのトップ

舗計画など、さまざまなクライアントにおけるAR/VR

VRへ進出したことを考えれば、Unity社が2Dや3Dに

フォームを発展させ続けている。

続いてAR/VRのための開発プラットフォームを構築し

次の2～3年は、コンテンツ制作者がリアルタイム

たことは、
驚くに値しない。
しかし、
Unity社のリーダーシ

3Dの技術を理解し、
マスターする期間になるとParisi

ップチームは自動車、建築、航空宇宙およびクリエイテ

は予測する。
また彼の考えでは、
やがてUnity社の提供

ィブといった領域において、VRを活用し、顧客と従業員

するプラットフォーム上で、Digital Realityのコンテン

模索する企業の取組みにも注目している。

だろう。
産業を問わず、多大な機会が訪れるのである。

により豊かなユーザエクスペリエンスを提供しようと

ツを提供する大物クリエーターやスタジオが登場する

Unity社のAR/VR戦略部門Global headである
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目の前にモデルを表示し、360度を隅々まで見渡す

私の見解

Judith McKenna, executive vice president
and chief operating officer
WALMART US

人々の生き方、働き方、
そして購買行動が急速に変わってきている。
それと同様に、
ウォルマート社も大きく変貌を
遂げている。
ウォルマート社では、
テクノロジーやイノベーションを従業員のトレーニングやスキル開発、長期的な学
習の支援に活用することで、
店舗での顧客体験を大きく改善するとともに、
従業員に学びと自己実現の機会を提供し
ている。

変革の手始めとして、我々は業務の単純化を狙い、店舗業務の棚卸に着手したが、ほぼすべての管理プロセスを
見直す結果となった。
また新たに従業員へタブレットを貸与し、彼らが売上や在庫状況、顧客満足度などすべての
データをリアルタイムに確認できるアプリケーションを提供した。
このアプリケーションにより、従業員は店舗のどの
部分にテコ入れをすれば効果的かを判断することができるようになった。
これらのデータやテクノロジーのおかげで、
今日では従業員は売り場に居ながらにして、
タブレットで店舗の舵取りを行えるようになったのだ。
同時に、我々は従業員の新たな働き方や、将来、彼らが必要とするスキルの開発を支援するため、教育プログラム
の再構築に乗り出した。
既存のeラーニングと職場体験プログラムは、我々が
「ウォルマートアカデミー」
と呼ぶハンズ
オントレーニングに再構成し、
これまでに全米200の店舗で、
約22万人が受講した。

このような規模でトレーニングを行う場合、カリキュラムもさることながら、指導方法をも十分考慮する必要がある。
検討初期から、我々は、
テクノロジーを活用して、指導方法を改善したいと考えていた。
このアカデミーでは紙を一切
使用せず、
カリキュラムのうち25％はタブレットを用いた座学とし、残りの75％はテクノロジーを用いて受講生が売り
場で生きたシナリオを経験できる構成とした。

しかし、これでは、雑然とした売り場や休日の混雑した売り場といった、すべての状況を再現することは容易でな
い。我々はこのような生々しい状況をトレーニングに活用する方法を模索し始めた。
その頃、
我々の仲間の1人がアーカ
ンソー大学のフットボールチームでトレーニングにVRを活用していることを知った。
これをきっかけに、
トレーニング
へのVR利用に対し半信半疑の思いを抱きながらも、
我々はVRを試してみることにしたのである。

ウォルマートアカデミーのある講座で、VRヘッドセットを試験的に導入し、受講生にゴミや濡れた床、間違って掛か
っている看板など、
バーチャルな店舗に潜むさまざまな問題を探させる一方、他の受講生には、
リアルタイムにその
様子を教室のスクリーンで観察させた。
この検証結果は満足のいくもので、受講生は、はっきりと各自がおかれた環
境を理解し、問題に対処することで、実地と同様の経験を積むことができた。
現在では、VRを活用したトレーニングを
拡大し、
200あるすべてのアカデミーで多種多様な事例を用いたトレーニングを実施するようになってきている。
この状況に鑑みると、
トレーニングツールとしてのVRの威力は明白である。
VRで現実の販売フロアでの教育を完
全に代替することは難しいだろうが、再現しづらい状況を経験できることには価値があり、従業員にとっても、最先端
テクノロジーを使うことは楽しく魅力的な経験となる。

VRを用いて業務を学ぶことは、従業員にとって、間違いなく効果がある。
日常業務や対応方法を詳細に記述したマ
ニュアルよりも、没入型体験は、従業員の自信を築き、店舗をより良くしようとする気構えを持たせることに効果があ
る。

テクノロジーは小売りの未来を作り替えていく。
競争に勝利するためには、我々は、常にイノベーションを受け入
れて、
新しいモノを試さなければならない。
うまくいくものもいかないものもあるだろうが、
とりあえず試してみればよ
い。
試行錯誤し、気づきを得て、前進していくのである。
かつて、店舗のフリーWi-Fiは斬新なものであったが、現在は
当たり前となった。
同様に、当初はVRによるトレーニングは効果的か否か確信がなかったが、現在では、従業員の教
育方法としてとても効果的な方法であると考えている。
我々のアカデミーの教育プログラムとVRとの融合は、
ウォル
マート社で働くこと、
ひいては顧客の購買体験をも変革するのだ。
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ンソースのソフトウエアを利用する場合は、品質の低い

スクはより一層複雑になっている。
サイバーセキュリテ

流出させてしまうリスクがあるため、それに対し緩和

とのかかわり方に変化をもたらしており、サイバーリ

もしくは悪意のある仕様によってコードや機密情報を

ィのリスクにさらされない組織など存在しないが、外

策を講じておくべきだ。
開発の序盤からセキュリティを

科手術や軍事訓練などのクリティカルな局面でDigi-

構築し、
プラットフォームに組み込んでおこう。昨今の

tal Realityが活用されている昨今においては、組織は

市場への対応スピードや先行者利益の確保へのプレッ

現実世界だけでなく、仮想世界をも安全に保たねば

シャーに鑑みても、
何か起きるまでセキュリティリスクの

開発工程の初期段階から向き合うことが、サイバーリ

を可能とする要素を理解し、開発者、第三者ベンダ、

に対するリスクを最小限に食い止めることにつながる。

てリスクに先手で対応し、彼らを自社のセキュリティプ

ならない。
これを障壁として避けるのではなく、むしろ

検討を先延ばしにしてはいけない。
Digital Reality体験

スクを緩和し、導入やイノベーションを速め、
ブランド

パートナーの方針をよくレビューする必要がある。
そし

Digital Realityに関するリスクは実に多様だ。
それ

ロトコルに従わせることが必要だ。

は、従来のアプリケーションがDigital Realityプラット

VRデバイスがリスクをもたらす場合もある。VRヘッ

フォームに移植されることにより、
リスクの性質がより

ドセットを利用している間、ユーザはこれを通じて提

らのリスクには、身体的危害、物的被害、公衆安全、お

データやデバイス、
インフラの完全性を保つことは、身

の義務、そしてステークホルダーの期待値に鑑みると、

って引き起こされる行動を最小化するためにも重要で

べきである。
例えば、仮想世界におけるIDや認証は、通

管理し、デバイスやインフラの脆弱性を評価する必要

ナイーブで深刻なものへと変化するためである。
これ

供される情報に依存している状態である。したがって、

よび作業の不履行も含まれる。顧客の安全や契約上

組織はリスクマネジメントを当然のこととして重視す

常のラップトップPCにユーザ名とパスワードでログイ

体的危害や方向感覚の喪失、
さらには誤った情報によ

ある。システムの構成要素全体をリアルタイムで監視・
がある。
また、第三者の監視プロトコルを含む企業の

ンすることとは異なるであろう。
このように構想、デリ

セキュリティプロトコルは、Digital Realityプラットフ

バリ、稼働といったシステム構築の過程を通してリス

ォームにも適合させるべきだ。
これまでのところVR体

フォーメーションにおいて極めて重要なステップである。

ジーの発展に対し規制は遅れを取り続けるであろう。

クマネジメントを検討することは、デジタルトランス

験に関する規制は少ない。
そして当分の間、テクノロ

いかに個人情報とコンテンツデータを保護するか

しかし、規制はなくとも製品やプラットフォームに堅牢

という点も考慮すべきだ。ユーザはコンテンツを作成

な制御を組み込むことは必要不可欠である。監督機

し、アップロードして、他のユーザと交流するが、
これら

関やあなたの株主と同じように、顧客もそうすること

のデータをユーザエクスペリエンスの豊かさを損なわ

を求めているのだ。

現するためには、抽出するデータに対しどのようにアク

する計画と対策において、重要な位置を占める。VR

蓄積する必要があるためである。
また、データの機密

く、災害訓練などのシミュレーションを行うことができ

いるものと同水準のものをDigital Realityアプリケーショ

あぶり出すツールともなる。極めて近い将来、セキュリ

ずに保護することが難題である。
というのも、
それを実

VRは、物理的およびサイバー的脅威の双方に対

セス、利用、保管したのかを完全に把握し、
その情報を

により、従業員や組織のインフラを危険にさらすことな

性とセキュリティコントロールは、組織全体に適用して

る。
それだけでなく、VRは物理的かつ論理的な脅威を

ンにも適用すべきである。
それに加え、Digital Reality

ティの専門家は、攻撃者が攻撃の経路として選ぶ可能

の利用における組織内部や顧客のプライバシーにか

性のあるネットワーク、建物、街区、産業設備をVRによ

かわるデータの保護方針（権限も含む）を定め、
それを

って可視化できるようになり、侵入（penetration）テス

組織内部や顧客へ明示する必要がある。

ト担当者は、
アプリケーション、
ソフトウエア、
そしてソリ

する第三者からのアクセスについても考慮が必要だ。

を得ることができるだろう。

別の側面では、
プラットフォームやネットワークに対

ューションにおける仮想の脅威について、3Dのモデル

もし自社のプラットフォームの構築に、第三者やオープ
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Digital Realityが多くの産業を変革し得ると世界規

といった多次元に亘る要素の統合を率先し、それらと

10の地域のリーダーたちの見立てでは、
Digital Reality

は、各組織においてインフラの保全やB2Cでの販売な

模で盛り上がりを見せている。
しかしながら、
デロイトの

キーとなる効果指標とを比較している。
ヨーロッパで

の定着は、他のテクノロジーのトレンドに比してやや遅

ど、
さまざまな文脈でDigital Realityのパイロットが行

くなる。
ARとVRを用いて、組織の効率性を高めたり、危

われている。
しかし、高速ブロードバンドネットワーク

険な仕事をより安全にしたり、従業員のスキルを拡充

の採用率の低さが、Digital Realityの採用拡大にとっ

する機会は、特にアフリカ、オーストラリア、
ラテンアメ

て障壁となっている。

リカで模索されている。

他の地域がDigital Realityを大規模に採用するまで

アフリカやラテンアメリカでは、鉱山業をはじめとし

にはおよそ1～5年かかると見込まれる中、
オーストラリ

た危険性の高い産業が、テクノロジーを用いてリスク

アではすでにDigital Realityによるインパクトが広範囲

しかし、高い初期
を緩和する実験を行い始めている24。

で見られる。
デロイトは、広範囲に亘るDigital Reality

用されるにはさらに2～5年程度かかるであろう。

加え、地域的な差異についても注目している。
とりわけ

コストにより、
これらの地域でDigital Realityが広く採

の定着を阻害する障壁について、
コスト面での懸念に

オーストラリアでは、
すでにエンターテインメントや小

アフリカと中東においては仮想世界で働くために文化

こ
融、教育の分野でも活用の機会が模索されている 。

カにおいては、労働者たちのスキルの再構築が必要に

不動産、
金
売業でDigital Realityが導入されており25、

面の大変革が必要であり、南ヨーロッパとラテンアメリ

26

の地域において特に先進的な組織は、Digital Reality

なると考えている。

による体験を構成する戦略、
デジタル技術、
そして空間

図 2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

アジア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降
実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.

オーストラレーシア

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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始め方

• まわりを見渡す。Digital Realityテクノロジーは
産業や企業、政府機関といった枠を超えて活用事

例が蓄積されつつあり、中には実用化に向けて進

Digital Reality完全な商用利用に至った企業はま

だ少ない。多くの企業は、新しいソリューションについ

んでいる例も存在する。
まずは、あなたの属する業

というのも、ビジネス環境下におけるDigital Reality

う。同様に、隣接する業界では、Digital Realityに

ら飛び込んでAR/VRの先駆者となることはリスクが高

うとしているだろうか。それらに目を向けることで、

て学び、成長するAR/VRの市場を調査する段階にある。

界における競合他社の取組みに目を向けてみよ

は、
まだ試行錯誤の段階にあるからだ。勇敢にも頭か

よってどのようなビジネス上のゴールを達成しよ

いといえるが、以下に示すステップに従い、来るべき大

サプライヤやベンダ、ビジネスパートナーと協力し

きなプロジェクトに向けて備えてもらいたい。

て、Digital Realityの活用事例や機会を得ることが

• テクノロジーへの知見を深める。伝統的なITスキ

できるようになるだろう。

ルは、AR、VR、360度動画、没入型テクノロジーに

• Digital Realityシステムに完璧を求めない。
Digital

取組む際にはあまり役に立たない。
これを自身に

Reality領域のイノベーションは加速しており、当

とってスキル強化の機会として考えてもらいたい。

面は継続するであろう。
このようなイノベーション

正式なトレーニングを受けるか、もしくは数ある市

は消費者主導によって引き起こされているが、企

も、簡単なデバイス検証や可能性の評価を行うた

洞察を通じて、Digital Realityの新たな可能性が導

販の開発キットの一つを数時間触れてみるだけで

業における活用事例や概念実証によって得られた

めに必要な知識や経験を得ることができるだろう。

き出されている。言い換えると、今日において、
「完

するには、従来と全く異なる設計思想とともに、新

それはあなたがDigital Realityを活用する機会を探

アを形にするための新しいツールやサービスも必

今、存在しているデバイスを試してみれば良く、完

• 新しい考え方を受け入れる。Digital Realityを設計

璧な」Digital Realityシステムは存在しない。しかし、

しいパターンや視点を備える必要があるし、
アイデ

り、活用事例を作り出すことの妨げとはならない。

要だ。高精度の3Dイメージキャプチャやマッピング

璧なデバイスが登場するまで待つ必要がないこと

機器といった新しいAR/VRツールの登場により、開

を覚えておいてほしい。
あなたが導入戦略を練って

にもARやVRのシミュレーションや仮想環境の構築

すべき時は「今」
である。

発者はますます現実世界を再現しやすくなった。
他

いる間に、
テクノロジーも発展するだろう。
スタート

に用いられるUnrealやUnityといったゲームエン

ジンが、企業に浸透しつつある。

要点

Digital Realityの活用事例が加速的に生まれている状況に鑑みると、没入型技術が次世代の巨大プラットフ
ォームとなることは、もはやSFの世界などとはいえないのではないだろうか。
確かに、Digital Realityの完全な
商用利用に向けた道のりには、
超えるべき壁が残されているが、
いずれもDigital Realityの秘める破壊的な可
能性を損なうものではない。
Digital Realityは、
我々がデータをやりとりする方法や、
身の周りの世界を経験する
方法をいつでも変革できる状態にある。
さて、
あなたは準備できているだろうか。
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日本のコンサルタントの見解
るキャラクター（アバター）を使い、我々が生きている
現実世界とは別の、文字通り二つ目の世界を提供する
というものであった。

普及期を迎えたDigital Reality

この
「Tech Trends」
でも、
3年続けて
「Reality」
に関す
るテーマが取り上げられている。
2016年は「AR/VR」、昨
年は「複合現実」、
そして今年は「Digital Reality」。
正直
なところ、私は本年の「Digital Reality」が最もしっくり
きた。
「拡張（Augmented）と仮想（Virtual）の違い」や、
「現実世界との融合（Mixed）」など、無理な線引きは
必要なく、純粋にデジタルコンテンツが「Reality」を持
つようになったととらえれば良いのだから。

ゲームのような色彩が強いものの、多くの企業がこ
のセカンドライフ内に事務所や店舗を出してマーケテ
ィング活動を行い、今に先駆けた仮想通貨のやりとり
や商取引がなされていたことは、みなさんの記憶にあ
るのではないだろうか。
ただし、残念ながらこのセカン
ドライフも、今や過去のものである。わずか10年程度し
か経ていないにも拘らず。
この二つの事例から我々が学べるものは何であろ
うか。3D TVについては、
デバイスとコンテンツの両方
で普及を促進するという難しさがあった。加えて、
コン
テンツについても、単に3Dがもたらす
「没入感」だけで
は人の欲求を満たすことはできない。
あたかもその世
界に入り込み、現実と同じように人と会話したり、身の
回りの状況に働きかけて反応が返ってきたりするよう
な、
「インタラクティブ感」が必要だったのではないかと
考えられる。

ここ数年でDigital Realityに注目が集まる中、昨年か
らの1年間でも状況は大きく様変わりしてきている。本
論で触れたような海外の事例だけでなく、我々日本の
状況にも目を向けてみよう。毎日届く一般紙を見ても、
実に多くの企業が実際の業務の中にDigital Realityを
取入れようという取組みを始めているではないか。
テ
クノロジーのハイプカーブからしても、できることとで
きないことの見極めができ、いよいよ普及する段階に
差し掛かったといえる。

過去の失敗から学ぶべきこと

ただし、我々が注意を払うべきこともある。同様の
新しい取組みを行い、
そしてそれが衰退・消滅していっ
たという過去を、二つの例によって検証してみることに
する。

一方、セカンドライフでは、
そのインタラクティブ感が
あったものの、
アバターを使い、ゲーム/アニメーション
の世界でのやりとりに終始したことで、没入感は皆無
であったと言わざるを得ない。

これらを踏まえ、私はDigital Realityを真の意味で実
用段階にレベルアップするためには、
「現実世界とリン
クした仮想世界」を作り上げる必要があると考える。
つ
まり、Digital Realityでなければならないという、必然性
を持たせるということだ。そのためには、
「 没入感」と
「インタラクティブ性」という二つの要素を両立させ、
当事者としてその世界に入ってもらうことが不可欠と
なる。

一つ目は3D TVである。
ご家庭にあるという読者の
方もいるかもしれない。
この機能を持つTVに加え、そ
の表示方式に合わせたメガネを着け、対応するコンテ
ンツを用意することで、3D映像を家庭で気軽に見るこ
とができるというものである。
韓国LG社などは、
コンテ
ンツによらず、放映される映像を3D化するといった機
能を実現しているが、
まれなケースである。

ユーザレベルでも可能となる
Digital Realityコンテンツの作成

3D TVは、映画館での3D上映が広まったことと相ま
って、初期は一定の普及を見せたが、今はどうであろう
か。残 念 ながら販 売される3 Dのコンテンツばかり
か、3D機能を搭載したTVもほぼ皆無になってきている
のが実態である。

では、Digital Realityの活用を目指す企業として、どの
ようにこの2要素を両立すればよいのだろうか。

もう一つは、一時期ブームとなった「セカンドライフ」
である。
これは、バーチャルな世界で、自分になり替わ

104

まず、デバイスについてだが、高機能のHMDですら、
大幅に価格が下がってきており、加えて手軽に入手でき
る簡易デバイスも増えてきている。
この面での敷居はか

Digital Reality

なり低くなったといえよう。

かたや、
コンテンツについてはどうであろうか。
コンテ
ンツの重要性は昨年も触れたが、内容もさることなが
ら、いかに早くリリースしていくかも重要なポイントとな
る。だが、Digital Realityコンテンツとしてのインタラクテ
ィブ性を持たせるためには、単なる3D映像では意味が
ない。
そのため、
コンテンツ内で利用者がアクションを選
択したり、映像の解説などの付加的な情報を引き出せ
たりできるよう、設定やデータを埋め込む必要がある。
初期は専用のツールを使い、専門的なスキルを持つエ
ンジニアでなければ開発できず、
しかも相当の時間を必
要としていた。だが、今はこのハードルも随分と緩和さ
れつつある。

デロイトもアルファコード社と提携し、同社が持つ
VRider DIRECTというコンテンツ開発・管理プラット
フォームを利用し始めた。360度の動画もしくは静止
画 を撮 れるカメラさえあれ ば、その映像をあたかも
PowerPointのオブジェクトを配置・編集するかのよう
に、Digital Realityコンテンツとして作成することができ
るのである。こうした編集作業が今やノンコーディングで、
いとも簡単に実現可能になったのである。
このプラットフォームを用いて、
デロイトでも実証実験
を試みた。新卒採用のセミナーにおいて職場環境や仕
事内容を紹介する手段の一つとして、Digital Realityコン
テンツを活用するというものである。

実際に就活セミナーに持ち込んでみたところ、かなり
有効であった。意外だったのは、今のDigital Nativeな世

代にとっては、Digital Reality技術やコンテンツなどは身
近な存在であり、決して目新しいものではないと考えて
いたのだが、相当に食いつきが良かったという点である。

コンサルティングのようなサービスビジネスは、いくら
社員が言葉で説明しても、また資料で見せても、今一つ
実感が沸きにくいものである。特に、実社会で仕事をし
たことがない多くの学生にとっては、ピンとこない職種
の一つではないだろうか。
こうした不安感などを払拭
し、実際の仕事内容や職場環境のイメージを持ってもら
うという点では、かなり効果が高いといえる。
まさに、
「百
聞は一見に如かず」
である。

また企業側にとっても、優秀な人材の採用は重要な
任務ではあるものの、現場の人間を大量に投入すること
は現実的には難しい。
これをDigital Realityコンテンツで
アシストできるというのは、社内調整で日々頭を悩ませ
ている人事担当者の働き方改革にもつながるだろう。

採用活動に限らず、研究所や工場など、セキュリティ
上の制約があって、容易には内部に案内できないものの、
投資家や提携先などに技術力をアピールしたい、といっ
た場面にも応用できよう。

業種を問わずDigital Realityの適用ケースが増え、かつ
難点であったコンテンツ作成の敷居がぐっと下がってい
る今こそ、取組まない理由はない。どうしようかと手をこ
まねく間に、他社に優位性を奪われてしまう。今はそのよ
うな時間こそが勝敗を分ける世界である。ぜひ一つでも
二つでもまずは自らがDigital Realityを提供していく側に
回ろうではないか。

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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単一のブロックチェーンから
複合型ブロックチェーンへ

ブロックチェーンの広範な適用と統合が現実的に

ブロックチェーン技術は概念実証の段階から実用段階へと移り、先進企業は範囲・
規模・複雑性を増大させた事例を模索するなど、
より広範な適用に向けて着実に進ん
でいる。特に、
イニシャルコインオファリングやスマートコントラクトは、
ブロックチェー
ンのエコシステムの中でより多くの活用方法が模索され、多様性を持ちつつある。
今こ
そ、企業は将来のブロックチェーン戦略を推進する技術、
スキル、
プラットフォームを標
準化すべき時であり、ビジネスコンソーシアムへの参画を決断する時である。
さらに、
企業はバリューチェーン全体の中で複数のブロックチェーンの統合、調整を行う次世
代のブロックチェーンの在り方を見据えておく必要がある。

ビ

ットコインがメディアで騒ぎ立てられていた

介業者が担ってきたゲートキーパーとしての役割がブ

ロックチェーンに取って代わられることにつながる2。

数年前に、先見の明のある技術者やビジネ

当時はブロックチェーンの活用に対する事例はほ

スリーダーは、物語の本質がSilk Roadや

とんど検証されていなかったが、
ブロックチェーンはビ

Mt.Gox社のスキャンダルではなく、ビットコインの中

ジネスだけでなく、社会全体にとっての大きな可能性

核技術であるブロックチェーンにあることを見抜いて

を持っているという考えが徐々に注目され始めてきた。

いた。彼らは、
この分散型台帳プラットフォームが、驚

今日では、
ブロックチェーンは再びニュースに取り上げ

異的かつ破壊的な可能性を秘めていることを認識し

ていた。例えば、公共および民間の組織は、情報を選

られ、産業界を横断する広大なエコシステムを形成し

デジタルの契約を結んだりすることが可能である 。個

てその活用方法が模索されている。

択的かつ安全に他者と共有したり、資産を交換したり、
1

人においては、自身の財務情報や医療情報、法的な記

始めている。
ブロックチェーンは各地域や業界におい
以下のような事例がある。

録をブロックチェーンにより管理することができ、最終

• ヨーロッパ最大の港であるロッテルダムにおいて

的には銀行、信用情報機関、
その他の従来からある仲

は、ロッテルダム港湾公社がサプライチェーンにお
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けるブロックチェーンの活用を探るための研究所

現在のところ、
ブロックチェーンは技術普及の過程

を立ち上げた 。

上の「過度の期待」を超えた段階に過ぎず、多くの人々

3

• 北アメリカおよびヨーロッパの電力会社では、
エネ

の感覚に反して、実際の大規模な適用には時間と労

ルギー先物取引や電気自動車の充電ステーション

力がかかることが想定される。
しかし、今後ブロックチ

での課金管理にブロックチェーンを使用している4。

ェーンの適用が進展すると、企業戦略や求められるス

理する機会をユーザに与えることで既存のソーシ

だろう。
また、現在、貿易や金融、国際送金、再保険な

• ブロックチェーンは、画像やコンテンツを所有し、管

キルセットにブロックチェーンが含まれるようになる

ャルメディアの破壊者となっている 。

どの分野で現れてきている先駆的な事例にもブロック

5

チェーンが埋め込まれるようになってくると考えられる。

• Enterprise Ethereum Alliance、Hyperledger

今後、数ヶ月の間にこれらの部門が先導することにより、

Project、R3、B3iなどのブロックチェーンコンソーシ

アムは、数多くのエンタープライズブロックチェーン

ブロックチェーンの未来は切り開かれていくだろう。

より実用に近い概念実証が実施され、産業界がブ

商業化への道筋

ソリューションを開発している。

ロックチェーンの規模や範囲の増大に向けた多様なア

どの業界であるかに拘らず、商業化への明確な道

プローチを経験するにつれて、活用事例は着実に増加

筋を持つ事例は、実用化に向けたチャンスを得られる

してきている。
ブロックチェーンの適用を広げる道筋は

機会が多い。なぜなら、
ステークホルダーや意思決定

実によく整備されてきており、ガートナー社は、2025年

者は、
「潜在的なROI」
という言葉により、得体のしれな

までにブロックチェーンによる付加価値額が1,760億ド
ルにまで拡大すると予測している6。

い技術概念を、大きなビジネスチャンスであると無意

しかし、注意すべき問題がいくつかある。今日のマー

識に変換してしまうからである。

ケットにおいて、
プラットフォームやプロトコルは普及

そのような事例や概念実証に利用可能なリソース

してきたが、単一のソリューションとしての明らかな勝

を集中させることで、CIOはステークホルダーやパート

者は出てきていない。
したがって、技術面またはプロセ

ス面での標準は依然として存在していない状況である。
同様に、運用の縦割りにより、
ブロックチェーン関連の

ビジネス計画を立てたり、大規模な適用のためにエコ

ナーに対して明確なインセンティブを提供し、個々のブ

ロックチェーンソリューションにおけるROIを向上させ、
収益拡大やコスト削減の機会を潜在的に作り出して

いる。見方によれば、彼らはプロジェクト目標の洗練や、

システム上のパートナーと協業したりすることが困難

タイムラインの設定、突出した人材の募集のために、
ブ

になっている。

ロックチェーンの開発戦略を正当化している。

ブロックチェーンの最新の動向を見ると、今後1年

半～2年の間に、多くの企業がこれらの問題を克服し、
当初の事例や概念実証を実用に移していくと考えられ

る。
これを達成するための戦術は、業界や独自のニーズ

以下の質問に答えることにより、CIOはブロックチ

ェーンの事例の商業的可能性を評価することができる。
• この事例は、今後5年間に組織の戦略目標の達成
にどのように貢献するのか。

によって異なるかもしれないが、
それらの多くは、最新

• 導入ロードマップはどのようなものか。
さらに、事

のブロックチェーンのトレンドを象徴する三つのアプ

例の商業化やROI最大化のためにロードマップを

ローチを取り入れているだろう。

どのように設計することができるか。

• 商業化への明確な道筋を持つ事例へのブロックチ

• この商業化戦略を推進するためには、どのような

• 技術、ビジネスプロセス、およびスキルセットの標

経験をもった人材を見つけることができるか。

ェーン開発リソースの集中

スキルセットが必要か。技術的な知見と商業化の

準化の推進

• IT部門はビジネス価値をもたらす概念実証を実施

• バリューチェーン内の複数のブロックチェーンの統

するために部門全体（や外部のコンソーシアムの

合と調整

パートナー）と協力する準備ができているか。
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最後に留意しておくべきポイントがある。
ブロックチ

ェーンの事例は、業界特有のものである必要はなく、
広範な商業的可能性を持つ必要もない。今後数ヶ月で、

ブロックチェーンが広範く適用されるにつれて、組織固

ルガン・チェース社は分散型台帳技術（DLT）を発展さ
せるために世界中から技術者を招き協業している7。

標準化の取組みは各IT企業のブロックチェーン開

発に影響を与えるため、必ずしもこの戦略に倣う必要

はない。
しかし、CIOは普遍的な標準化を待つのでは

有の問題に対応するための特別なアプリケーションに

なく、業界の標準化を推進するべきである。例えば、外

焦点を当てた事例が増えていくことが想定される。
こ

部のエコシステムとの連携を推進することで、標準化

れらの事例が将来の潜在的な収益機会を秘めている

に向けた協議に参画することができ、ベストプラクティ

なら、なおさら良い。

スに関する情報交換を行うこともできる。
また、社内向

けにCIOは、
組織が取組むエコシステムの標準化を推し

次のステップ、
それは標準化

進めなければならない。
最後に、
多くの組織では、
データ

管理やプロセス標準がすでに存在しているため、一か

ブロックチェーンの事例は、スコープや規模、複雑

ら再開発する必要はなく、既存の標準を活用しながら

性を増してきており、技術やプラットフォーム、
スキルセ

ブロックチェーンソリューションを適用すべきである。

ットの標準化が日増しに求められるようになってきて

いる。
以下のような標準化のメリットについて考えよう。
• 企業はブロックチェーンによるソリューションを共
有し、開発について協業できるようになる。

• 標準化された技術は、時間の経過とともに進化す

バリューチェーンにおける
複数のブロックチェーンの統合

将来的には、企業間、業界間におけるブロックチ

る。一からすべてを置き換えて構築するよりも、標
準化された技術を活用する方が効率的である。

ェーンソリューションは統合し、
デジタル資産を互いに

念実証を実施することができる。
同様に、本番に適

ェーンのエコシステムの多様性と規模を活かした事例

体でこれらの標準を拡張することができる。

ある。
ブロックチェーンのエコシステム内でパートナーシ

シームレスに共有できるようになるだろう。
ブロックチ

• 各企業は一般に受け入れられた標準を用いて概

を持つ組織にとって、統合による潜在的利点は明白で

用されるブロックチェーンの規模に応じて、組織全

ップを増やすことで、
より大きな価値がもたらされ、
ブ

• 開発者などIT関係者は、複数のプロトコル、
または

ロックチェーンによるROIを向上できる。同様に、相互

プラットフォームで開発を行い基礎的な知見を習

運用性を実現することにより、ブロックチェーンソリ

得するのではなく、一つまたは二つの優れたブロッ

ューションをカスタマイズし拡張することができる。

クチェーンプロトコルで開発することで、
より深い

残念なことに、多くの技術的な課題がブロックチ

知見を身に着けることができる。

ェーンの統合を妨げている。例えば、Hyperledger

FabricとEthereumはプロトコルが異なるため簡単に

しかし残念ながら、
ブロックチェーンには現在のとこ

統合できない。
それらは全く異なるエンタープライズシ

ろ包括的な技術標準はなく、さまざまな事例に対して

ステムとしてとらえられる。
これらの二つのシステム間

すぐに標準化が実現できると考えるのは現実的ではな

い。
このことはCIOに対して「競合他社によって標準が

で情報を共有するためには、統合レイヤを作成する

きか。
」
といった大きな疑問を提起するだろう。

標準化するべきだろう。

か（多大な労力が必要）、あるいは一つのプロトコルに

定義されるのを待つか。
それとも自ら基準を定義すべ

金融業界の巨人であるJPモルガン・チェース社には、

同業他社がブロックチェーンの技術標準を策定してい

技術的課題が解決されても、
二つのブロックチェーン

を接続することは二つのネットワークを接続させるこ

るのを傍観するという選択肢はなかった。JPモルガン・

とよりはるかに困難である。
なぜなら、
ブロックチェーン

のエンタープライズ対応の分散型台帳とスマートコン

の共有ネットワークを接続しようとするからである。
一つ

チェース社は2017年に金融業界向けにオープンソース

の統合は、
これまで情報のやりとりをしてこなかった二つ

のブロックチェーンから別のブロックチェーンにデジタ

トラクトプラットフォームであるQuorumを立ち上げ

ル化された情報を転送する際には、過去すべてのトラ

た。Quorumのユニークな設計は進行中であり、JPモ
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ンザクションの最初のブロックチェーンの値セットも転

ロトコルの開発に取組んでいる。
こうした取組みは継

査性を維持するために、データパケットが両方のブロ

き、標準が出現するだろう。
同様に、相互運用可能な技

ある。

信を広く利用できるようにする新しいプロトコルが登

アムは、ブロックチェーンを構成する技術標準を確立

ソーシアムのモデルと同じソリューションとプロトコル

送できなければならない。
また、データの整合性と監

続され、
やがて多様なプロトコルは徐々に収束してい

ックチェーン内の同じ情報を指していることが必要で

術は最終的に成熟し、
さまざまなテクノロジー間の通

現在、Hyperledger Foundationなどのコンソーシ

場するだろう。各企業は多くの参加者から成るコン

し、デジタル化された情報を交換するために必要なプ

を導入すべきである（統合における課題が解決され

図1. ブロックチェーン導入のロードマップ
ブロックチェーン
の適切な活用ケー
スを知る

事例

インタラクティブ
に概念実証を
実施する

アジャイル
ワークフロー
のフェーズ

スケール
事業モデルと
ガバナンスを
構想する

ブロックチェーン
の長所を十分に
活用できているか
評価する

評価フレーム
ワークに従って
事例の優先順位
を付け選択する

実行性の観点：期待する効果が得られるか
実現性の観点：導入を完遂する技量があるか
望ましさの観点：ビジネスとの連携が可能か

事例の評価
フレームワーク

目的・価値を確認
し、
新たな課題を
特定する

ビジネス機会に
なり得るケースを
洗い出す

既存コンソーシアム
への参加もしくは
立ち上げ、
エコシス
テムを拡張する

コンソーシアム
の成功要因

ブロックチェーン
の技術スタックを
選択する

要件定義

本番環境で
ブロックチェーン
ソリューションを
施行する

会員

システム構造を
構想する

設計

ロールアウトの
戦略および既存
システムとの連携
を構想する

ガバナンス

Source: Deloitte analysis.

最小限で実現可能
なエコシステムを
定義する

構築 レビュー

リーダーシップ

資金調達

概念実証

技術スタックを
産業化し、
必要に
応じて規制当局と
もかかわる
事業構造を
組織化する
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れば、共通のプロセスと標準を共有するコンソーシア

からB点に資産を移動させる。
B地点では、車から列車

ンとプロトコルは、
デジタル化された情報をブロックチ

する。このようなプロセスは洗練されているとは言い

でもある。
このようなプロセスを考えてみよう。
車でA点

ができるだろう。

ムは競争上の優位性を享受できる）。
そのソリューショ

に資産を転送する。列車は最終目的地のC点まで移動

ェーン間で移動させることを可能にするブリッジ技術

難いが、ビジネスにおいて望しい結果を提供すること
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よくある誤解と真実

今日、ブロックチェーンほど誤解されている技術はないと言っても過言ではない。インターネット検索では、
「ブロックチェーンとは何か」や「誰でも分かるブロックチェーン」などのタイトルの記事が豊富に得られるこ
とから、多くの人にとって分散型台帳、
プロトコル、
コンソーシアムの世界は不透明なままであることが示唆さ
れる。
この点を念頭に置いて、
ブロックチェーンと企業における可用性について、いくつかの誤解を正す必要が
ある。
誤解：組織がソリューションを採用する前に、
必ず標準化が行われていなければならない。

真実：包括的なブロックチェーンの技術標準はなく、
またこのような基準をすぐに確立することを考えることも
非現実的といえる。
一方で、国境を越えた取引やスマートコントラクトなど、特定の用途にはいくつかの技術的
およびビジネス上の標準がある。
こうした一部の事例をベースに築いた標準は存在するが、汎用的には受け
入れられない。
つまりは、
ブロックチェーンソリューションの採用を検討する際は、普遍的な標準が確立される
ことを待つ必要はないことを意味している。

誤解：量子コンピューティングがブロックチェーンを完全に無効にする、という記事を読んだことがある。
それが本当であれば、なぜブロックチェーンに頭を悩ませなければいけないのだろうか。

真実：上記の内容は可能性はあるものの、現実では決して起きないだろう。
量子コンピューティングは、暗号化
方式の解読に使用するための膨大な計算能力を提供できる。
また、暗号学者による、
より強力な暗号化アルゴ
リズムの生成を支援することも可能と考えられる。
どちらのケースにおいても、
ブロックチェーン技術は、量子
暗号へ対応して進化し続けるだろう。
誤解：ブロックチェーンは無償である。

真実：そうではない。ほとんどのブロックチェーンコードはオープンソースであり、低コストのハードウエアと
パブリッククラウドで動作している。
ブロックチェーンを既存の環境に完全に統合するためには、
リソースと
専門知識が必要であり、
これらは安価なものではない。
さらに、新しいブロックチェーンベースのビジネス
プラットフォームをサポートすることは無料ではない。
ブロックチェーンの技術は、ユーザがシステムとツール
を操作する必要があるため、ITの保守とサポートも必要である。
また、
ブロックチェーンプラットフォームは
新技術であるため、現在のプラットフォームと並行して実装されるケースが考えられ、一時的にコストが掛
かる可能性がある。
つまりブロックチェーンの適用は無償とは言えない。
ブロックチェーン技術の採用による
実際のコストを把握するためには、
コスト削減効果以外に得られる付加価値を特定し把握する必要がある。
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単一のブロックチェーンから複合型ブロックチェーンへ

最前線からの学び
ロックチェーンプラットフォームは、
すでに互いに通信

チェーンの統合

しているシステムのアーキテクチャに組込むことができ

lianz社は、より効率的なサービス提供、作業の合理化、

ロトタイプを十分に拡張して、
グローバル企業のニーズ

るのか。
ブロックチェーンの契約管理システムの設計は、

2016年10月、世界的な保険・資産運用会社のAl-

従来の設計とどのように異なるのか。また、既存のプ

監査取引の容易性向上に向けて、保険会社・再保険

を満たすことも可能なのか。

すための組織を組成した 。

ブと同様に、Allianz社のブロックチェーンイニシアティ

ある。
」
と、Allianz社のhead of group enterprise ar-

している。
それは複数のブロックチェーンを一つのバリ

会社数社とともにブロックチェーンの活用機会を見出

他の業界で進行中のブロックチェーンイニシアティ

8

「ブロックチェーンは、少々難解な新テクノロジーで

ブによってより広範なビジネス機会がもたらされようと

ューチェーンに統合し組織化することである。現状では、

chitectureであるMichael Eitelweinは述べている。

「ブロックチェーンが共有の概念であることを理解する

コンソーシアムの当事者全員が同一の共有台帳技術

ことが、各社が共同でブロックチェーンに取組み、理解

と標準を使用する場合にのみ、デジタルに取引を行う

を深めることの動機づけとなる。
」

ことができる。
この制約はB2BおよびP2Pの領域にお

その翌年、ブロックチェーン保険イニシアティブ（B3i）

けるブロックチェーンの価値を低下させる。

は、保険業界全体から23社の新メンバを迎え入れ、新

「インターネットのために開発された標準のように、

しいブロックチェーン再保険プロトタイプの市場テスト

デジタルにやりとりするための共通の標準を持ってい

テスト参加者には、彼らが契約の作成と
を開始した9。

る場合に限り、
ブロックチェーンを活用することができ

決済をシミュレートすることができる「サンドボックス」

る。」とEitelweinは述べている。
これは小売業で特に

環境へのアクセス権が与えられた。
「我々は直接的で

効果があると考えられる。
50人の消費者が50通りのブ

反復的な研究開発のアプローチをとった。
我々の目標

ロックチェーンを使うようでは、そこから利益を得るこ

は、
このプロトタイプが契約を処理する上でどれほど

となどできない。Eitelweinは、
「複数のブロックチェーン

有益であるのかを評価し、その強みと限界を理解して

次の開発レベルに引き上げることである。」とEitelweinは述べている10。

Allianz社は、B3iに参加するだけでなく、複数の組

の統合は、
ブロックチェーンの研究における一つの到

達点である。」と述べているが、現時点でこの概念は

「未知の領域」へのチャレンジである。

現時点でB3iの事例は、将来のコラボレーション、
さ

織間の相互作用を促進するために、同じ基本メカニズ

らには保険業界全体の標準化のための基礎を築いて

を判断するための社内研究も進めている。例えば、
ブ

成することができれば、デジタルビジネスから多くの

ムをグローバルオペレーションに展開できるかどうか

いる。
「ブロックチェーンプロセスの標準を最終的に作
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非効率性を取り除くことができる。
これは、
顧客およびデ

署名に関する概念実証も併せて実施した。

性がある。
これが、我々が目指しているものである。
」
と

した銀行は、できるだけ早期の商業化を希望した。概

ジタル化された経済全体に大きな利益をもたらす可能

「貿易金融プラットフォームのプロトタイプに参加

Eitelweinは述べている11。

念実証を始めるとき、我々は皆分散型台帳技術には
潜在的な可能性があると考えていたが、実際に商業

化できるかについては多くの疑問があった。今回のプ

国境を越えるブロックチェーン：
香港通貨当局

ロトタイプの成功が多くの可能性を切り開くだろう。」

とHKMAのexecutive director of financial infrastructureであるShu-pui Liは述べている。

香港通貨当局（HKMA）は、香港の通貨と銀行の安

HKMAは、貿易金融のブロックチェーンに参加して

定および国際金融センタとしての地位の維持に関する

いる7行の銀行とともに、2018年後半にパイロット版

の開発と運用における責任の範囲を考えれば、HKMA

商用システムを稼働させる予定である。
また、複数の

責任を担う中央銀行である。地域の金融市場インフラ

のプラットフォームを立ち上げ、2019年までに、完全な

の首脳陣がさまざまな金融アプリケーションやブロ

銀行がこのプラットフォームへの参加を希望している。

ックチェーン取引、分散型台帳技術の可能性を探る

概念実証の成功を受け、HKMAはシンガポール政

ことに興味を持っていることは驚くべきことではな

府とシンガポール通貨当局（MAS）とともに、
ブロック

い。HKMAは、香港応用科学技術研究所と共同でこの

チェーン技術に基づく貿易ネットワークの実現を探求

テクノロジーの可能性を研究した後、2016年11月の

している。
これは国際的なブロックチェーンエコシステ

ホワイトペーパにおいて、
ブロックチェーンや分散型台

ムの基礎となる可能性がある。

帳技術を導入する際に金融業界が取組まなければな

HKMAは2017年10月にシンガポールとの合弁事

らないガバナンス、法律、規制、
および運用に関する20

業を発表し、11月にHKMAとMASの間で正式な協定

その後、HKMAの
項目以上の懸念事項を提起した12 。

が締結された。
両当局は、国内のプラットフォームを立

首脳陣は、HKMAとしての課題に対処し、彼らにとって

ち上げると同時に、国境を越えたインフラ
（すなわち、
グ

の実施を決定した。

構築する予定である。構築完了後に他の国々がネット

のブロックチェーンの価値を検証するために概念実証

ローバル・トレード・コネクティビティネットワーク）を

この概念実証は、銀行、売り手と買い手、物流会社

ワークに参加する場合、その国のローカルプラットフ

の貿易金融に焦点を当てたものである。分散型台帳

ォームを構築された統合分散型台帳技術インフラへ

的なプロセスを自動化することで、不正取引のリスク

HKMAはインフラへの接続可能国数や使用可能な

技術を活用し、
スマートコントラクトを通じて労働集約

接続する。

と重複取引を減少させ、業界全体の透明性と生産性

技術を知らないため、相互運用性に対処する方法を

向上を実現するプラットフォームを構築した。分散型

模索しているという。
「我々は相互運用性の完璧な解

台帳技術は、改ざん不可能なデータの提供、分散型で

決策を持ち合わせていないが、いくつかの留意事項を

データを共有することによる耐障害性の強化、ほぼリ

特定し、提案を行っている。我々は、来年これらの問題

アルタイムでのデータ更新などを実現し、
トランザクシ

に取組む予定だが、今のところは順調に推移している。

ョンデータの格納庫として機能する。

合意に達するために多くの銀行が協力し合うことを奨

月までの12週間、
プライベートブロックチェーンネット

に関する標準は、
このインフラにおける重要な成功要

貿易金融の概念実証は、2016年12月から2017年3

励している。
さらに、
ドキュメントや取引のデジタル化

ワーク上において香港の銀行5行が参加して行われた。

また、貿易金融のみならず、住宅ローン申請とデジタル
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」
因である13。

私の見解

Peter Miller, president and CEO

THE INSTITUTES

過去108年に亘り、
The Institutes社は、
教育、
研究、
ネットワークの構築、
人材リソースソリューションにより、
リスク
管理および保険業界の変わりゆく人材開発ニーズをサポートしてきた。現在の保険業界を取り巻く環境の変化は速く、
データ分析を用いた革新的な変化が求められており、保険会社はブロックチェーンに活路を見出すべくブロックチ
ェーンの情報を多く収集している。
The Institutes社にとっての次のステップは、保険業界のクライアントに対して、
ブ
ロックチェーンの教育を行うことや導入の準備を支援することである。
多くの人が、
ブロックチェーンの幅広い適用性と、
ブロックチェーンによる分散型台帳管理には参加者の協力が必
要であることを理解している。
古くから存続してきた組織と同様に、我々は業界の変化するニーズや課題を把握し、
ブ
ロックチェーンがその課題の解決策として適用できるか検討している。
我々の業界では、
ブロックチェーンは保険金
支払い、保険料計算、保険金請求を合理化する能力を持っている。
保険金請求の一元管理された記録を通じて不正
行為を減らすことができ、
さらに、
顧客情報を分析することにより新しい顧客の獲得に貢献する。

我々は最初の非営利団体であり、民間企業からなるブロックチェーンコンソーシアムであるThe Institutes
RiskBlock Allianceを結成した。
RiskBlock Allianceではリスク管理と保険業界の専門家およびブロックチェーン開
発者が協同し、業界固有の事例についてブロックチェーンアプリケーションの研究、開発、試行を行っていく。
これは
我々のメンバ企業、
発行体、
再保険会社、
ブローカーなどを含む生命保険会社から損害保険会社までといった、
保険
業界に携わる他の企業と協力して開発された、特定の基盤技術には無関係なプラットフォームである。
我々は、一つ
のブロックチェーンの事例に焦点を当てるより、
ブロックチェーンの機能をさまざまな業界からなる30もの組織へ適
用させるために、複数のブロックチェーンを連動させてブロックチェーン間通信を実現することが必要だと考えてい
る。

まず、技術的に困難である保険証書発行、事故受付、求償権放棄特約条項、
パラメトリック保険の四つの事例に取
組んでいる。
これらのケースにはすべて、複数の関係者が事前に取り決めた契約のもと共有データを使用し共同で
作業する場合があり、
ブロックチェーン技術の可能性を実証しながらビジネス上の問題を解決することができる、理
想的な事例である。
また、我々が実証しているこれらのケースの他にも、文字通り何百といった魅力的な事例が存在
している。

複数の関係者による相互運用についての大きな課題は、組織が連携して作業することである。
我々は、業界全体
がブロックチェーンによる相互接続の安全性を確保することを目的に、安全性の高いフレームワークの開発を行って
いる。
すべての組織はコストの制約を受けるため、
コストを抑えるべく、共有データにアクセスでき、操作することので
きるAPIでの接続を検討している。
それぞれのベンダによるバックエンドのレガシーシステムと接続することで、最終
製品を管理するコンソーシアムを構想している。

ブロックチェーンの採用を促進するために、組織は学習曲線に沿って理解を深め、
ブロックチェーンが解決できる
ビジネス上の問題に焦点を当てる必要がある。
信頼できる技術を採用することが重要であるのと同じく、
優れたパート
ナーを見つけることは不可欠である。
ブロックチェーンは、分散型コンピューティング、暗号化技術、
ハッシュ化などの
実証済みの技術で構成されているのだから、
保険業界か否かを問わず、
ブロックチェーンの将来性を懸念して、
パート
ナーとの契約を控えるべきではない。
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各業界のリスクの専門家は、
ブロックチェーンの可

のある人物が不当に他の参加者情報を引き継ぐ場合、

能性について、既存システムで発生し得るリスクへの

その人物はその参加者の価値を不正に移転し吸い上

対応に適していると考えている。
しかし、
ブロックチェーン

げることができる。

はビジネスプロセスの効率を高め特定の既存リスク

を緩和することができる一方で、共通リスク、価値移転

スマートコントラクトリスク

いリスクをもたらすと理解すべきである14。

における契約をブロックチェーン上に記録することが

スマートコントラクトは複雑なビジネス、財務、法務

リスク、
スマートコントラクトリスクといった三つの新し

できるが、
これらの契約情報のデジタル化に伴うリス

共通リスク

クが存在する。
さらに、
スマートコントラクトが契約の

ブロックチェーン技術には、戦略、規制、サプライヤ

実行のトリガーとなる
「oracles（他の参加企業からの

などの現代のビジネスプロセスによってもたらされる

データ）」に依存するにつれ、サイバーリスクが増加す

のと同様のリスク以外にも、参加企業が把握すべきリ

る。
スマートコントラクトは、ネットワーク上のすべての

スクがある。
ブロックチェーンを採用する組織は、参加

参加ノードに一貫して適用される。
ビジネス上および

企業と基盤となるプラットフォームの両方を評価し選

法律上の措置を遵守し規制に従うための例外処理を

択する必要がある。後者の選択は、現在および将来の

可能にする必要がある。
スマートコントラクトは、他の

両方で提供されるサービスまたは製品に制限が掛か

ソフトウエアコードと同様に、
ブロックチェーンベース

クチェーン技術は企業の基幹系システムの一部として

るための堅牢なテストと適切な制御を必要とする。例

シームレスに統合されるだろう。
さらに、一部の技術を

トと直接やりとりすることでストレートスループロセッ

る可能性がある。
インフラの観点から考えると、
ブロッ

のビジネスプロセスに対する潜在的なリスクを軽減す

構成されるため、バックエンドのレガシーシステムと

えば、
スマートコントラクトは、他のスマートコントラク

外部ベンダが提供する場合、企業は第三者リスクにさ

シング
（契約条項の一部または全部を自己実行、自己

らされる可能性がある。例えば、
ブロックチェーンの実

強制またはその両方で行うことができる）を可能とす

装環境としてクラウドベースのインフラを採用する場

る。一つでも破損したスマートコントラクトが存在する

合、
これが典型的なリスクに当てはまる。

と、
ネットワークを麻痺させる連鎖反応を引き起こす可
能性がある。

価値移転リスク

新しい技術導入を成功させるには、関連するリスク

ブロックチェーンはP2Pによる価値移転を実現する

の適切な管理が必要である。
これは、
ブロックチェーン

スクから自分自身を守る必要がある。
ブロックチェーン

る場合に特に当てはまる。
さらに、規制当局の指針の

ワーク参加条件の観点において、参加者ノード間のコ

金融業界の規制当局は、資本市場における事例を開

なければならない。
コンセンサスプロトコルはブロック

組織は、
ブロックチェーンベースのビジネス
している15。

ンの改ざんは不可能であるが、秘密鍵の盗難や公開ア

理戦略、
ガバナンス、
およびコントロールフレームワーク

ため、当事者は、従来は取引仲介者が対処していたリ

のように、その技術が組織のコアインフラの一部であ

のフレームワークの場合、
フレームワーク、事例、ネット

変化とその意味を理解することが重要である。例えば、

ンセンサスを得るのに使用されるプロトコルを評価し

発するための運用上および規制上の考慮事項を公開

モデルでこれらの規制要件に対応し、堅牢なリスク管

チェーンの台帳を安全に記録し、過去のトランザクショ

ドレスに関連する資産の乗っ取りを受ける恐れがある。
例えば、価値移転ネットワークに脆弱性があり、悪意
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は、
デジタル自国通貨とブロックチェーンベースのオン

て歩み続けているが、主流の技術動向に鑑み、世界各

ライン支払プラットフォームを検討している。
アジア太

ある。世界の10の地域におけるデロイトのリーダーた

ロックチェーンを構築している。

地での実現に向けて有効な条件を明確化する必要が

平洋では、
クロスボーダーの支払を促進するためにブ

ちは、
ブロックチェーンが金融サービス、製造、
サプライ

また、
ブロックチェーンの実用化に積極的な中東の

チェーン、行政、その他アプリケーションにさまざまな

ドバイでは、2020年までにブロックチェーンを導入し

特にアジア太平洋、
北ヨーロッパ、
アフリカでイノベーシ

ックチェーンは普及の初期段階にあり、各地域への普

レベルで確実に影響を与えていることを確認している。

ブロ
た最初の政府となることを発表している16。現在、
及は5年を要すると予想されている。

ョンが集中している。
一方、
ヨーロッパ、南アメリカの多

ほとんどの地域において普及への障壁となるのは、

くの国は、
イノベーションが遅れており、標準化と規制

規制への懸念同様に、世論の懐疑的な風潮である。
コ

の確立が待たれる状況である。

ンソーシアム、
行政、
企業が事例の開発を継続し、
ユーザ

ブロックチェーンの普及には、2年～5年かかる見込

が潜在的利益についてより多くの教育を受けるように

みと言われている。ほとんどの地域において、金融機

なるにつれ、実現可能なブロックチェーンアプリケーシ

関とブロックチェーンのスタートアップ企業との協業

ョンは世界に展開されるだろう。

による概念実証やパイロット開発が活発に行われてい

る。
アフリカと北ヨーロッパにおけるいくつかの国々で

図2. グローバルインパクト
指標
関心

北アメリカ

北ヨーロッパ

中央ヨーロッパ

イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

中東

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期
今
1年後
1-2年後
2-5年後
5年後以降

実現レベル
非常に高い
高い
中
低い
なし
Source: Deloitte analysis.

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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ブロックチェーン技術とその関連技術は成熟に向け
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始め方

• コンソーシアムルールにこだわる。
ブロックチェーン
のエコシステムには、
コンソーシアムで協業する同

ブロックチェーンの事例や概念実証から商業化の

業界の複数の参加者が関与する。
コンソーシアム

準備を進めている先進企業もあるが、大部分の企業

が効果的に機能するためには、全参加者が明確に

はまだ到達にはほど遠い状況である。
各企業はブロッ

定義された役割と責任を持つ必要がある。義務、

クチェーンの商業化に向けて、以下の基本的なステッ

参加者の責任、
コンソーシアムへの参加・離脱のプ

プを検討すべきである。

ロセスについての詳細なオペレーションとガバナ

• ビジネスにおいて真に必要なことをブロックチ

ンスモデルが存在しない場合、テクノロジー、戦略、

ェーンがもたらすか判断する。世間ではブロックチ

進行中のオペレーションに関する判断がより困難

ェーンがあらゆる企業の問題を解決できるという

になるだろう。

誤解がある。
実際には、特定のケースにおいてしか

• 今すぐ人材について考え始める。
ブロックチェーン

用化への道筋を描くとき、
ブロックチェーンが戦略

ェーン機能の開発・管理、参加者の支援など、適切

できるか判断することが重要である。

ろう。しかし、ブロックチェーンが成熟するにつれて、

ブロックチェーンは強力なツールとなり得ない。商

へのROIを最大化するために、企業はブロックチ

目標の達成を支援し、真の価値を生み出すことが

な経験を有したIT人材を必要とするようになるだ

• 勝ち馬に投資する。
現在開発中のブロックチェーン

ブロックチェーンソリューションの実装に関心を持

足するために実施した取組みから芽が出る可能性

ことが困難になる可能性がある。逼迫した労働市

の事例を調査すべきである。好奇心や冒険心を充

つ企業が、
プロフェッショナルなIT人材を採用する

はほぼないため、そのような活動は止めるべきで

場において、あるCIOは社内エコシステムについて、

ある。破壊的な可能性のある事例や戦略目標と密

実用的な知識を持つテクニカルパートナーと第三

接に結びついた事例に焦点を当てることで、
ステーク

者ベンダにブロックチェーンプラットフォームの管

とができ、現実的な商業化を進められるだろう。

要を満たし、長期的なブロックチェーンの成功に

ホルダーやパートナー間のサポート関係を得るこ

理を頼るかもしれない。外部人材は当面の人材需

• 実用最小限のエコシステムを特定する。
ビジネス

貢献する。
一方、社内人材は、外部人材が次のプロ

戦略を実現するために必要な市場のプレイヤとビ

ジェクトに異動した後も企業に残り、価値あるシス

ジネスパートナーは誰か。開発ライフサイクルに不

テム知識を得て、継続性と持続可能性を維持する

への移行に重要な役割を果たすパートナーもいる

材のトレーニングと開発を考え、必要に応じて外

可欠なパートナーもいれば、実験段階から商用化

ための重要な存在になり得る。CIOはまず社内人

だろう。
これらの企業との協業により実用最小限の

部人材を活用するべきである。

エコシステムが構築される。

要点

ブロックチェーンを取り巻く過度の期待が収束し始めたことに伴い、多くの企業が堅実な事例を開発し、ブ
ロックチェーンの商業化の機会を模索するようになってきている。
実際に、
アーリーアダプターの中には概念
実証を本番導入させた企業もある。
テクノロジーとスキルの標準化の欠如は短期的な課題をもたらすかもし
れないが、企業がこれらの課題を乗り越え、単一のバリューチェーン内で複数のブロックチェーンを統合およ
び連動させ、
ブロックチェーンの普及が今後数年で着実に進むことが期待される。
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日本のコンサルタントの見解
ることを目指し、資金調達を希望する事業者、投資家
それぞれにとって安心で意義のある、商品設計や法務
要件などの検討を行うとともに、ICOが持続的な資金
調達の手段として確立することを目指したルール作り
を開発支援する取組みを行っている。

ここでは、我が国におけるブロックチェーンの取組
みの変遷とデロイト トーマツ コンサルティングの取組
み、
そして今後の展望について紹介していきたい。

実用化に向けた取組みが広がった
ブロックチェーン

ICOは、IPO（株式公開）に比べて資金調達を圧倒的
に早く実現できるため、IPOに代わる新たな資金調達
方法になる可能性があると注目を浴びている。
しかし
ICOは、秩序ある市場形成のための法整備が不十
分、ICOに対するデューデリジェンスが困難などの課
題も多く、現状の法律下で実施する場合、詐欺などの
リスクを防ぎきれない。

1.国内3大メガバンクと共同で進める、本人確認
（KYC：Know Your Customer）高度化プラットフ
ォームへのブロックチェーン技術の適用に向けた
取組み

デロイト トーマツ グループは、国内3大メガバンク
（みずほフィナンシャルグループ、三井住友フィナンシャ
ルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ）と共同
で設立した「ブロックチェーン研究会」で、KYC高度化
プラットフォームにブロックチェーン技術を適用する実
証研究を進めている。
研究においては、通常各金融機
関で行っている本人確認事務手続の一部を共同運営
機関（コンソーシアム）で行い、他の金融機関で実施し
た本人確認結果を利用することで、本人確認手続を簡
素化する仕組みを設けることを想定している。
この研
究は、金融庁が設置した「FinTech実証実験ハブ」とし
て支援が行われる初の取組みとなる、第1号案件として
認められたものである。

ICOビジネス研究会は、
リスク低減のために必要な
施策や法整備を政府に対して投げかけることを目的
としており、銀行などのリスク管理に実績がある企業
や組織が参加して議論することで、安心・安全な仕組
みになり得ると期待されている。

ブロックチェーンの実用化に向けた
課題と対応

ブロックチェーンの研究は日進月歩で進んでお
り、2018年も留まる気配は無い。反面、技術が発展途
上であるがゆえに、導入の難易度は高い。国内でも豊
富な検証実例が見受けられるが、実用化に向けてど
のような課題があるか紐解いていこう。

ブロックチェーンのプラットフォームを活用したス
マートコントラクトを実現する上での課題は、契約成立
の解釈が明確になっていないなど、法整備ができてい
ないことである。そのため、
ブロックチェーンのプラッ
トフォームを広く活用するためには、業界の主要プレイ
ヤだけでなく、金融庁などの法整備を検討する組織の
参画が望ましい。

1．技術を理解し、
「なぜブロックチェーンなのか」に解
を出せる人材の不足

ブロックチェーンは単一の機関に属さない開発者
達により驚異的なスピードで進化を遂げている技術
である。一方、発展途上であるがゆえに、
プロトコルな
どの標準技術は将来的に改修が見込まれ、各企業は
最新情報を追いかけながら導入することを求められ
る。現状、国内において技術革新の動向を海外から常
に吸い上げ、
ソリューションへ落とし込める人材が不
足している。

KYC高度化プラットフォーム構築は、金融庁も参画
した取組みであり、デファクトスタンダードになり得る
ものとして期待されている。
2.ICO（イニシャルコインオファリング）の理解と拡大
に向けた取組み

デロイト トーマツ コンサルティングは、国内3大メガ
バンクや多摩大学など20社・団体とICOビジネス研究
会の立ち上げを行った。
ICOビジネス研究会では、ICO
が健全かつ信頼性のある資金調達手段として普及す

さらに重要となるのが、
ソリューションが本当にブロ
ックチェーンであるべきか明確に定義できる人材であ
る。例えば、国内には製造業をはじめ、多数の下請け
業者を含む巨大で複雑なサプライチェーンが見受け
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られ、
さらに、仕入先毎に細かい納品や支払契約を結
んでいるなど、業務の管理や履行に膨大な人員と費用
が必要とされているケースが多い。
これに対して、
ブロ
ックチェーンやスマートコントラクトを活用することで、
複雑な契約パターンを自動化し、購買、支払、契約履行、
資産共有に要するコストの削減が期待できる。着眼す
べきは、
ブロックチェーンを1社に導入するより、サプラ
イチェーンに浸透させる方がはるかに大きな効果を発
揮するという点である。
これはブロックチェーンには業
界構造を平等化し、信用を安価で構築できるというブ
ロックチェーンの強みを理解することで、たどり着くこ
とができる答えである。

このように、技術と強みを理解した上でソリューショ
ンの範囲、領域や方向性を定めると、
ブロックチェーン
の必要性が明確になる。
実用化を後押しするために不
可欠なプロセスであるため、社内で人材が不足してい
る場合は外部専門家の利用も検討し、必ず明示するこ
とを推奨する。

また、既存システムでは無く、新規サービスとして導
入することを検討したい。先述の通り、既存システムは
すでに何らかの業務プロセスを担っており、置換のリ
スクが高い。反面、新規サービスであれば現存しない
サービスが対象であるため、影響リスクを最小限に抑
えることができる。

前項で述べた通り、
ブロックチェーンが発展途上で
ある点も考慮しながら、まずは情報管理やサプライチ
ェーンからの導入を進め、技術の理解や実績を積み上
げていくことが重要といえる。

ブロックチェーンの拡大に向けて

技術面で課題が残るブロックチェーンが注目を浴び
るのはなぜか。
ここでは、
国内におけるブロックチェーン
拡大に必要な取組みを考察する。

1．社会課題の解決に向けたエコシステム構築とブロ
ックチェーン

2．既存システムをブロックチェーンに置き換える
リスク

我が国では第4次産業革命の一環として、AI、IoT、
ビ
ッグデータなど、
テクノロジーを活用したスマート社会
の実現、エコシステムの構築、並びに社会課題の解決
に向けた取組みが検討されている。

日本企業は海外に比べて、技術が成熟してから使う
傾向があると言われており、特に企業規模が大きくな
るほどその傾向が強い。
しかし、技術が未成熟であるこ
とを理由にブロックチェーンを導入することをためらう
ことで、成熟した頃には後発の参入となり、海外から
大きな遅れを取る可能性がある。
これはブロックチェーン
の国内普及におけるリスクである。
では、なぜ大企業は技術が未成熟という理由で導
入を控えることが多いのだろうか。最大の理由は自社
サービスがミッションクリティカルであり、
フェール時
のインパクトが大きいからである。
既存の全銀システム
をブロックチェーンに移管するというアイデアを誰か
が唱えた場合、金融界の人間で無くともそのリスクが
想像できる。
ブロックチェーン化が進まない理由は、技
術が未熟なことに加え、
とてつもないリスクを背負って
既存インフラを変える必要があるからである。

ではどの領域にブロックチェーンを検討すれば良い
のか。
まずはブロックチェーン技術の信頼度が高く、業
務影響の低い、特に資金取引に直結しない領域を推
奨したい。これに最もあてはまるのは情報管理である。
ブロックチェーン技術の中で最も信頼度が高いのは改
ざん耐性であり、かつ、社内に限定すればほとんどの
ケースで資金に直結しないからである。例えば、社内
データベースの改ざん操作によるコンプライアンス問
題対策や、
サプライチェーンを飛び交う資産（製造業の
部品など）の取引履歴情報を正確に記録するシステム
などへの利用である。
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テクノロジーを活用した社会課題解決の具体例と
して、宿泊サービスを見てみよう。
宿泊サービスの提供
者として参入するためには、設備、
ノウハウ、人材など
多額の投資と時間が必要であり、日本は近年の急激
な海外渡航者増加や東京オリンピックなど、大規模イ
ベントに求められる宿泊設備の整備に出遅れた。
しか
し、
この課題はAirbnbのようなサービスにより、解決の
足掛かりができた。安価かつ簡易なインフラを提供す
ることで、個人が低い初期費用と短い時間でサービス
を利用できるようになり、利用者は豊富な選択肢の中
から時間を選ばず宿泊設備を確保できるようになった。
それまで高かった参入障壁が、テクノロジーにより緩
和され、利用者と提供者の間に存在しなかった価値を
生み出した。
そして、それが拡大することでエコシステ
ムとなり、社会課題解決を促進させた。

ブロックチェーンに期待されているのは、上記例の
ようなエコシステムの基盤となることである。技術が
持つ改ざん耐性、高可用性、耐障害性などの利点が、
エコシステムに求められる信頼性、安定性、セキュリテ
ィ要件と高い親和性を持つ。さらに、サービス提供者は、
サーバがあればサービスネットワークに参加できるた
め、参入障壁と利益を生み出すための損益分岐点を
大幅に下げ、利用者へこれまで無い価値を提供するこ
とができる。
エコシステムを社会課題解決に活用するために
は、相応の規模となる課題を多方面の業界で定義す
るところから始まる。
これには各業界に深い経験と知
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識を有し、課題解決に精通する人材とナレッジが必要
となる。
また、業界間の情報連携をスムーズに行うこと
で、エコシステム間をつなぐ新たなソリューションを生
み出し、より大きな課題解決に目を向けることもできる。
あらゆるインダストリーのエキスパートを持つ我々デ
ロイト トーマツ コンサルティングとしては、
その知見を
活かしながらブロックチェーンを拡大することで社会
課題の解決に貢献できると考えている。
2．非金融分野での取組みの拡大

我が国では、
ブロックチェーンの研究や実験は、金
融分野とりわけ銀行で活発に行われており、海外と比
較しても進んでいるといえる。
しかし、非金融分野はあ
まり活発でなく、海外と比較しても遅れており、今後さ
らに遅れていく懸念があることは否めない。我が国に
おいては、非金融分野でのブロックチェーンの研究や
実験が遅れていくことがリスクになる可能性がある。

なぜリスクになるのか。
ここで考えるべきことは、再
びエコシステムである。
金融分野でブロックチェーンを
用いてエコシステムを構築することができたとしよう。
それを非金融分野にも拡大しようとすると、研究や実

験の遅れによって、非金融分野ではブロックチェーン
が適用されず、
結局、
金融分野以外に拡大せず、
スマート
社会を実現できるような大きなエコシステムの構築に
つながらない可能性がある。

金融分野に留まったブロックチェーンは、技術革新
に時間がかかり、かつ広範なサービスに拡大する機会
を失うことになる。
それは、社会課題の解決や、
スマート
社会実現に向けた取組みの機会損失につながるリス
クがある。

第4次産業革命の取組みが世界中で推進される中、
ブロックチェーンは、社会課題の解決やスマート社会
の実現に寄与する技術の核になり得るものとして期
待されている。我が国が、第4次産業革命の取組みで
主導的な役割を果たす立場に居続けるためには、
ブロ
ックチェーンという大きな可能性を秘めたテクノロジーの
技術を成熟させることは、非常に重要なテーマである。
ブロックチェーンの未成熟な技術を成熟させ、技術革
新を進めるためには、非金融分野での活発な取組み
が必要ではないだろうか。

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。
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単一のブロックチェーンから複合型ブロックチェーンへ

監修
荻生 泰之

執行役員 ディレクター

外資系戦略コンサルティング会社を経て20年ほど戦略コンサルティングに従事。

主に金融機関における事業戦略、
マーケティング戦略等を得意としつつも、ITや

最新技術にも精通しておりデロイト トーマツ グループのFinTech・ブロックチェーン

のリーダーを務める。

企業個別のコンサルティングを行う傍ら、政府に対してFinTech・ブロックチェーン

分野での政策提言を行うとと共に、中央省庁や業界団体等において数々の委員

を歴任。
また、社会課題解決の観点から業界内・業界横断・政官民でのエコシステ

ム形成・運営に寄与している。

125

ビジネスに必要不可欠となったAPI

ビジネスに必要不可欠となったAPI
IT領域からビジネス領域へ

これまで、
アプリケーションプログラミングインターフェース
（API）は、システムとソリ
ューションの橋渡しを実現してきた。
しかし近年、各企業はAPIに新たな可能性を見出
し始めている。
つまり、APIを企業全体で再利用可能な技術資産としてとらえ始めたの
である。
APIの利用によって、IT投資のROIが向上するだけでなく、
その利用者に対して
一連のデータ、
トランザクション、
および製品を利用するための構成要素を提供するこ
とが可能となっている。API利用の高まりに伴い、各企業は、APIを公開、管理、制御す
るための新たな方法を模索するようになってきた。近い将来、
このトレンドが加速する
につれて、APIは、契約、価格設定、
サービス、
およびマーケティングといった分野におけ
るデジタル革新の重要な柱となり得る。

こ

れまでの産業革命で、常に競争優位をもたら

起爆剤としての有効性が備わったソリューションで

してきたのは、相互運用性とモジュール性で

ある。Alibaba社、Alphabet社、Apple社、Amazon

ある。Eli Whitneyが開発した互換性のある

社、Facebook社、Microsoft社、Tencent社、Baidu社

ライフルの部品は、大量生産の時代を迎えたフォード

など、世界の名だたるデジタル企業が提供しているソ

社の組立ラインへヒントを与えた。セーバーは予約と

リューションをみれば明白であるが、相互運用性とモ

発券プロセスを標準化することにより、前例のないコ

ジュール性の原則に基づいて設計されたプラットフォーム

ラボレーションを実現し、航空業界を一変した。SWIFT

を利用して、
エンドユーザや第三者のエコシステムへと

とFIXはグローバルの決済ネットワークを単純化し、金

サービスを拡大している。

融取引と商取引の劇的な成長を促した。

ITの領域において、APIは、相互運用性とモジュール

同 様のコンセプトは、デジタル時 代においては

性をサポートする重要な構成要素の一つとなっている。

「プラットフォーム」という形で現れる。それは喫緊の

コンピュータサイエンスと同じく長い歴史を持つAPIは、

ビジネス課題を解決するだけでなく、将来の成長の

システムやソリューションにおける情報交換方法の改
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善を支援し、
ビジネスロジックを呼び出してトランザク

APIは、
コアとなるデータエンティティ
（顧客、製品な

ションを実行する。
「Tech Trends 2017」では、APIの

ど）
やトランザクション（「注文をする」「
、価格決定する」

ます高まるAPIの重要性、および「APIエコノミー」の急

ることで、複雑さを抑えようとする試みであった。APIは、

間なく続いており、2017年初頭において利用可能なパ

ではAPI自体のライフサイクルを管理するために次の

2,000の新しいAPIが登場している 。世界規模の大企

• バージョン管理：旧バージョンのAPIを利用不可に

成長性、システムアーキテクチャの革新においてます

など）のような論理的なビジネス概念をカプセル化す

こうしたAPIの成長は絶え
速な拡大について論じた1。

広く柔軟に利用することができる。
さらに、優れたAPI

ブリックAPIの数は18,000を突破し、前年比で、およそ

ようなコントロール機能も設計されている。

2

業においては、
プライベートAPIが数百万にもなってい

することなく更新する機能。

る可能性がある。

• 標準化：COM、CORBAオブジェクトから、近年の

このような著しい成長は、企業にとってAPIが以前

RESTfulなWebサービスに至るまで統一的に利用

にも増して戦略上不可欠なものとなっている証しとい

できる機能。

える。
テクノロジー企業であれば、技術資産は再利用

• API情報制御：APIにより取得した情報を制御し、

的に理解できるだろう。
再利用は、IT部門が数多くのレ

のレコードのバッチを処理する仕組み、
ミドルウエ

できるように構築すべきである、という考え方は、直感

処理するための機能。情報には、
メタデータ、大量

ガシーシステムを開発していた時代には想像できなか

アプラットフォーム、
メッセージブローカー、サービ

再利用は、カプセル化された技術資産の交換を管

法、情報のルーティング方法、情報の処理方法を

った方法で、技術資本へ還元される。

スバス用のフックが含まれる。また、APIの通信方

理するための新しい機能を必要とする。
この新しい機

定義する。

能により、組織横断的な情報連携、業務のサポート、新

たなAPIの発見、利用、管理が可能となる。APIの戦略

現状、企業の多くは、まだ完全にはAPIの恩恵を享

的意図とそれを根底で支える機能の出現により、API

受していない。
共有APIの開発が進んでいる一方で、従

が企業にとって必要不可欠となってきている。

来のプロジェクトベースの縦割りアプローチは例外と

してではなく、今なお原則として残ってしまっている。
IT

コストと労力の多くは、技術的負債を抱えたままであり、

APIの新たな一面

データやビジネスロジックを適切に公開するようには

設計されていない旧資産を維持するために費やされ

以前からAPIが存在することを踏まえると、
これまで

てしまっている。
既存のIT資産をAPIに親和性の高いも

のAPIと昨今のAPIのトレンドは分けて考える必要があ

のへ改善することは、人に例えると、
まるで心臓手術を

る。大規模かつ複雑なプロジェクトでは、システム間で

行うがごとく、困難が伴う。

情報をやりとりするインターフェースに特徴がある。
こ

同様に、
プロジェクト計画に対してコスト、時間、複

れらインターフェースの多くは完全にオーダーメイドで

雑さを増加させる可能性のあるソリューションを使用

あり、特定のプロジェクトの要件を満たすように設計さ

して基盤を再構築することは困難である。
また、ビジョ

れていた。ポイントツーポイントのインターフェースが

ンの策定と実現には、異なるスキルが必要となる。多く

その結果、あまりにも多くのスパゲッティ状態に陥った、

プロセス、人材を混乱させるような取組みは非常に困

増えるたびに、システム間の複雑な相互依存性は増し、
現在のIT構造を生むこととなった。

特定の要件に縛られた脆弱なインターフェースに

の企業にとって、すでに確立されたコントロール、予算、
難だと映る。特にITシステムの戦術的決定として「だ

から何なのか。
どうする。
」と判断を要する場合はなお

おいては、多くの場合、顧客、注文、製品、
および販売情

さらである。

るか、余計に混乱を招く結果となる。一方で後続のプ

機会をもたらし、市場を再編成し、競争を過熱させる

報が重複している。変更を試みても往々にして失敗す

こうした懸念はもっともである。技術革新が新たな

ロジェクトでは、新しいインターフェースが必要となり、

より一層複雑な構成を招くこととなる。
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につれて、敏捷性や拡張性、スピードは差し迫って必

要となる。今後1年半～2年の間に、
これまで慎重であ
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図1：APIの論理アーキテクチャ
デバイス
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った多くの企業が、社内外のサービスのセルフサービ

ス化とその利用を促進するAPIの採用を見込んでいる。

用を促進していく企業文化の構築に対してコミットす

るのである。戦略的および企業文化的に、APIを開発し
利用する準備を進めることは、
ビジネスの俊敏性を高

め、既存の資産から新しい価値を引き出し、新しいアイ

「なぜAPIを？」
から
「どのAPIを？」
への変化

デアを市場に提供するプロセスを加速させるために
重要である。

APIは、企業の戦略上、
さまざまな利点を提供してく

APIを利用するにあたり、企業は戦略的な選択を行

れる。例えば、最新のAPIを利用してレガシーシステム

う。
つまり、再利用可能な技術への投資とともに、再利

を再活性化すると、
そのシステムに含まれる技術資産
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とデータがカプセル化され、技術資産とデータの利用

APIを活用する従業員を評価し、その従業員に報

用ができるようになる。同様に、APIを既存システムに

とコラボレーションを促進できるように、社内外の

引き出し、貴重な既存データを使用してイノベーション

• APIビジョン実現のための組織作り：企業のIT部

モデルやパートナーエコシステムの構築を可能にする

開発できるように努力すべきだが、IT部門単独の

方法を知らない新参の開発者や若い開発者でも再利

酬を与える。
そのためには、新たなアイデアの発見

組み込むことで、既存のIT資産からより多くの価値を

開発フォーラムを立ち上げることを検討する。

を推進することが可能になる。
さらに、新たなビジネス

門が中心となって、効果的なAPI管理プログラムを

ため、新しいアプリケーションにAPIを組み込み、APIを

責任にすべきではない。
また、APIの開発とデプロ

外部に公開することはもちろんのこと、新たなWebシ

イのすべてをIT部門に期待すべきでもない。目指す

再利用が容易となる。

クセレンス
（COE）
の変革である。
あらゆる共有サービ

ステム、モバイル端末、IoT機器でのAPIの利用および

べきは、
さまざまな業種に関与するセンターオブエ

APIの潜在的な可能性は、業界および導入企業の

スを集中管理することを重視した従来のCOEの考

基本戦略によって異なる。
デロイトのファイナンシャル

え方から、組織全体のステークホルダーと開発リ

セクターとシンガポールの銀行協会が実施したAPI利

ソースを紐づけるセンターフォーイネーブルメント

用についての最近の詳細な調査によれば、金融企業

（C4E）アプローチであるフェデレーションセンタ

が特定され、管理可能な411のAPIにマッピングされて

ラムのスケーラビリティと管理の効率を向上させる

に共通する5,636のシステムおよびビジネスプロセス

への移行という新たな考え方は、組織がAPIプログ

これらのビルディングブロックが
いることがわかった3。

のに役立つ。

構築されると、
ブロックチェーンの金融からバーチャル

リアリティの小売業に至るまで、新しいソリューション

エンタープライズAPI管理

とサービス構築において大幅な時間削減が可能にな

る。

APIのデプロイおよびスケーリングには、
これまで

に確立された統合基盤レイヤおよびメッセージングレ

経営層からのサポート

イヤで通常使用されるものとは異なる機能が必要と

重点をおいた開発に移っていくためには、次に述べる

かに拘らず、
ライフサイクル全体に亘ってAPIを意図的

なる。
APIを内部的に利用して新しいビジネスプロセス

企業が従来のプロジェクトベースの開発からAPIに

を編成するか、新製品の一部として外部的に利用する

ような管理プログラムを設計する必要がある。

に管理することで、よりAPIを知りやすく、利用しやすく、

• 予算とスポンサーシップの調整：共有APIを管理

保守しやすくなる。企業の展望が大きくなるにつれ、
よ

する機能を構築しつつ、APIの課題に対処するため

り戦略的にAPIを管理するためには、次のようなテクノ

• 再利用するサービスの決定：重要なAPIを見極め、

• APIポータル：開発者がAPIを開発し、共同作業

のプロジェクトとプログラムの優先順位づけを行う。

どの粒度で定義するべきかを判断する。
つまり、今

後の展望と、喫緊のプロジェクトニーズとを勘案し、
適切にトレードオフを決定する。

ロジーレイヤが役に立つだろう。

し、利用し、公開するための仕組み。
セルフサービス
の全体目標をサポートするように、ポータルはAPI

の機能、
コンテキスト、非機能要件（スケーラビリテ

• 事業計画と市場ニーズのバランス：スピード重視

ィ、セキュリティ、応答時間、ボリューム制限、
および

的にマッピングするような衝動は避けなければな

スの指標を提供する。
成熟したマスタデータやアーキ

特定し、
ビジネスの最優先課題にマッピングするこ

によって、既存APIを可視化することができ、また、

の精神を持ち、APIと既存インターフェースを徹底

復元性）、バージョン情報、使用状況、パフォーマン

らない。価値の高いデータやビジネスプロセスを

テクチャ標準がない企業であっても、APIポータル

とで、計画が麻痺することを防ぎ、APIプロジェクト

サービスの特徴、機能、技術詳細を知っている従業

• 再利用の動機づけ：社内外の資産とともに既存の

• APIゲートウェイ：利用者を認証し、取引を可能に

を動かすことができる。

員とコンタクトをとることも可能となる。
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する仕組み。API仕様とポリシーはAPI自体に組み

定する機能であり、社内外の関係者に対して、API

込まれている。
ゲートウェイは、APIが実装されてい

使用量に基づいて請求する機能などが含まれる。

る基盤となるアプリケーションから、
「APIプロキシ

（利用者が論理的にサービスと対話するノード）」を

これからの展望

切り離すことができる。
ゲートウェイ層は、API使用

の負荷を分散し、使用率を調整する手段を提供す

APIがビジネスにとって必要不可欠になるというト

る。

レンドは、本レポートの前段で述べたリエンジニアリン

• APIブローカー：API上の情報を操作するための拡

グ技術の戦略的な柱となる。
リエンジニアリング技術

張、変換、検証サービス。
基盤となるAPIにビジネス

と同様に、APIは、最新アーキテクチャの開発を促進す

ルールエンジン、ワークフロー、およびビジネスプ

るだけでなく、技術の潜在的なROIを向上させる。
つま

ロセスオーケストレーションを実装するツールでも

り、APIは、ビジネスの俊敏性を実現し、技術資産の再

ある。

利用を促し、技術資産を公開できる管理システムと技

• APIの管理と監視：監視、
サービスレベル管理、
SDLC

術アーキテクチャの導入を可能にし、広範囲なデジタ

プロセス統合、およびテクノロジーレイヤに対して

ル領域で企業の展望を実践できる方法を提供する。

ロールベースのアクセス管理を提供する集中管理

された機能。
システム全体でAPI使用量を計測し測
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よくある誤解と真実

仮にデジタルプラットフォームの事例が増え、再利用性についての盛り上がりが増してきた時、ベテランのCIO
がAPIの進むべき方向性について幾らかの懸念を抱いていたとしても、誰がそれを非難できようか。新しいイノ
ベーションはすべて
「非現実的である」
と報じるメディアの風潮の中、事実とフィクションの区別が難しいことが
ある。

それでは、APIとそのポテンシャルに対し誤解されがちな点について、正しく理解していこう。
誤解：APIは昔から存在するため、
目新しいものは何もない。

真実：その通り。IT組織は何年ものあいだAPIをさまざまな方法で導入してきた。標準化がなされず、基盤技
術も未成熟だったため、APIのポテンシャルが限られていたとしても、背後にあるビジョンは今日でも残ってお
り、根付いている。
これまで多くの人が、
APIが果たすべき役割は、
SOAPベースのWebサービスを利用したサービ
ス指向のアーキテクチャイニシアティブで提供されると誤解していた。
しかし、基盤となるプロトコルとスタック
構造が複雑で、拡張性に制限があったことが問題となっていた。
UDDPなどのリポジトリは決して成熟しておら
ず、
クラウドのプラットフォームやサービスが不足していたため、拡張性に制約があった。
しかし現在、開発者は
コアシステムをマイクロサービスとして再構築し、最新のRESTfulなアーキテクチャを利用してAPIを構築し、
堅牢なAPI管理プラットフォームを活用することで、
現在のIT業界を牽引し続けている。

システムを分割しビジネスルールの自己完結型の実行手段として再構築するためのマイクロサービスアプ
ローチを展開する組織は増えている。
より複雑なコード内に、特定機能の固まりを組み込んでいく従来のアプ
ローチは、
トランザクション、
またはデータをインターフェース、
あるいはAPIとして公開することに成功した。
しか
し、個々のAPIが全体的に独立して拡張、
または発展することは許されなかった。
マイクロサービスは、
より大
規模なアプリケーションを独立させ、展開可能な小規模なモジュールのサービスに分割する。
このアプローチ
によってSOAのレトリックは、最新化されたアプリケーションアーキテクチャに移管され、APIの影響を拡大する
ことが可能となった。

RESTは「representational state transfer」を意味する。
RESTアーキテクチャ標準にしたがって構築された
APIはステートレスであり、
より単純な手段を提供する。
例えばRESTでは、複雑なWSDLプロトコルを使用する
ことなくデータ資産をプレーンテキストに変換することが可能である。
また、基盤となるトランスポートメカニズ
ムからセキュリティポリシーを継承することも可能である。RESTによって、高パフォーマンスが確保され、開発、
導入、
およびテストのためのより迅速なアプローチが可能となる。
API管理プラットフォームは、従来の主要なメッセージング、
ミドルウエア、
サービスバス製品を補完できるまで
に進化した。
API管理プラットフォームは、IBM社、SAP社、Oracle社、Tibco社、MuleSoft社、Dell社、Software
AG社、
CA社、
Apigee社など、
以前から存在するベンダに加えて新規参入のベンダも提供している。

誤解：プロジェクトベースの開発が安価で手っ取り早い。我々には時間をかけてソリューションを設計する
余裕はない。

真実：緊急のプロジェクト、
または戦術的な統合に依存するプロジェクトでは、事前に多くの設計時間を費や
すことができない場合がある。
しかし、
あなたが新たなプロジェクトを開始する場合、1～10まで過去のプロジ
ェクトと同じ努力を繰り返す必要があることを理解しなければいけない。
プロジェクトを跨いだ要件の理解と
再利用のための設計に時間を費やすことで、時間と予算の両方のコストが有効活用され、時間の経過ととも
に、
その生み出された価値はさらに増すこととなる。
目標は、集中型の全社的な統制とガバナンスを構築する
ことではなく、価値を生み出す時間を短縮するためにチームに権限と責任を与えることができる技術資産を
形成することである。
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確かに、立ち上げ費用は必要となるであろう。
そして、最初のプロジェクトでは、
さまざまな資産のスコープ
設定、設計、および構築が行われる。
ビジネスオーナーやプロジェクトのスポンサーに負担を感じさせない
ように、
これらの投資に補助金を拠出することを検討する必要がある。
また、APIを作成して利用するチーム
に報酬を与える方法も探す必要がある。
誤解：我々には、APIトランスフォーメーションを行う必要があると考えるスポンサーが経営層にいない。
莫大
な予算を確保しなければ、
失敗するに決まっている。

真実：すぐに本格的なAPIプロジェクトを実行する必要はない。
手始めに、
一般的なAPIセットの再利用に関す
る小規模で低コストのプロジェクトをいくつか成功させ、成功事例を蓄積すればよい。
二つ以上のプロジェク
ト（三つ程度のプロジェクトがAPIを再利用したことによるROIを証明するために管理可能なプロジェクト数）で、
わずか三つのAPIを利用さえすれば、成功を証明することが可能である。
その後、
いくつかの大規模なプロジ
ェクトを成功させれば、
ビジネス部門、
最終的には経営層の信頼関係を構築するのに役立つ。
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AT&T社のビジネスオペレーション事業のpresi-

AT&T社の事例

dent（正式には、ネットワークとシェアードサービスの

CIO）であるSorabh Saxenaは、
「我々は総所有コスト

過去10年間、AT&T社はいくつかの大企業を買収し

を数十億ドル削減するとともに、統合されたケアセン

て一連の合併を行った。
その結果、IT組織は6,000を超

ターに巨額の利益を実現する機会を見出した。」と述

れ独自のオペレーションとソフトウエア開発ライフサイ

品チームの敏捷性と市場投入スピードが向上した。
目

えるアプリケーションを管理しなければならず、
それぞ

べている。
「AT&T社の場合、APIを利用することで、製

クルプロセスが必要となった。最終的にはこれらのア

標は、業務と技術チームの双方に、
ソフトウエア主導の

プリケーションとプロセスをAT&T社傘下で一元管理す

プラットフォームベースの企業を実現するための動機

トの削減、グローバル製品とネットワークケアの合理

AT&T社は、APIプラットフォームが毎年3,000件以

」
づけを行うことであった4。

るという目標を達成するため、システム統合、重複コス

上のビジネス要求に対応し、各ソリューションを設計す

化によってスピードを向上させるとともに、容易なカス

タマエクスペリエンスを提供するための変革を推進し

るための青写真を提供することがソリューションアーキ

トフォームをコアとする重要な技術的要素をさまざま

は、
開発の標準化と共通化によって、
APIプラットフォーム

テクチャチームのミッションと定義した。
Saxenaのチーム

た。
この変革を可能にするために、同社ではAPIプラッ
な形で定義した。

上で各ビジネスユニット固有の要件が満たされるよう

り、経営層は企業全体のビジネスイニシアティブとし

ビジネスナレッジを一つのチームに集中させることは

ンの数を6,000以上から2,500に削減し、2020年には

トフォームの共通化を行い、
チームのビジネスナレッジ

に合理化プロセスを開始したチームは、
ポイントツーポ

る。
また、
チームは、環境構築、開発標準設計、設計とテ

にした。総資産が1,600億ドル以上の大企業としては、

最初のステップは、アプリケーションの合理化であ

危険という懸念があったためである。
チームは、
プラッ

て位置づけた。
過去10年間で、
ITチームはアプリケーショ

を共有して、同一プラットフォーム上で開発を行ってい

1,500まで削減するという目標を掲げている。2007年

スト、導入、開発サポートも担当している。

イントのインターフェースの専用アプリケーションでは

当初、特定のビジネスニーズに対応するAPIを新規

なく、再利用できるように設計された最新のプラットフ

開発することで、APIプラットフォームを構築していった。

ォームベースのアーキテクチャの必要性をすぐに認識

した。
チームはその後数年間、
プラットフォームアーキ

しかし、時間の経過とともに、
チームはAPIを新規開発

ビジネス全体で共通となるデータモデルを使用して

た。2017年には約4,000件の再利用が行われ、長年に

することから既 存 A P I の 再 利 用 へと移 行していっ

テクチャを導入し、2009年に有線ビジネスおよび無線

亘って、Saxenaに数億ドルものコスト削減をもたらし

APIを導入した。
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続デリバリパイプラインの形成）を提供する。
このプラ

ン数は、2013年には100億件/月であったが、2017年9

ットフォームは、AI、機械学習、クラウド開発、自動化な

が3倍以上に増加したため、処理時間が短縮され、品

る。

月には240億件/月と増加した。
その一方で、APIの数

ど、AT&T社の戦略的イニシアティブをサポートしてい

質が大幅に向上した。

「我々はAPIの取組みを、技術的な取組みではなく、

しかし当初、チームは、API戦略のために組織全体

ビジネスイニシアティブとして位置づけた。
」
とSaxena

の結果が出るまでは時間がかかることが予想され、当

変化が、
プロセス、
トレーニングプログラム、労働力の

を説得しなければならなかった。
「共有サービスモデル

は述べる。
「製品パートナーと協力して、
テクノロジーの

初、
チームは消極的な姿勢であったため、まずは各部

配置の柔軟性を高め、全国的な製品立ち上げを合理

門代表者との関係を構築し、
そこで築いた良好な関係

化することを全社的に認めさせた。我々はAPIの必要

を開発に結びつけた。
」
とSaxenaは述べている。

性を認識し、社内外からのサポートを確保した。
テクノ

チームはまた、潜在的な懐疑論者にターゲットを絞

ロジーで何か新しい取組みをするときは、まずビジネ

り、問題が表面化する前に彼らにサービスを開始、提

スから考えるべきである。
」

供することで全体の士気を高めた。さらに、チームは

「意図的にシステムに苦痛を与えるもの」と例えて語ら

コカ・コーラ社の事例

れる例外処理に着手した。
週2回、SaxenaはAPIプラッ

トフォーム外にアプリケーションを構築する必要のあ

131年間、業界リーダーであり続ける秘訣とは何か。

る部門からのリクエストを受けて、例外処理に関する

コカ・コーラ社にとっては、顧客のニーズと要望に適応

要件を承認、
または却下していった。
当初、例外処理率

することである。
それは、原材料をクラウドソーシングす

は20％であったが、最終的には4％～5％までに低減

した。
チームは先行投資がすぐに大きな恩恵をもたら

ることから、商品出荷をドローンで行うことまでに至る。

資して、APIをアーキテクチャの標準として構築してい

よって設定された目標であるが、
デジタルを採用するこ

しながら導入をスピードアップさせることに成功した。

でに積極的にAPIの構築を行っており、ITの最新化をさ

さらに重要なことは、新CEOであるJames Quincyに

すことに気がついた。
チームは投資のリターンを再投

とである。
エンタープライズアーキテクチャチームは、
す

った。
再利用のメリットを共有することで、
コストを削減

AT&T社の次のステップはマイクロサービスに向け

た取組みである。チームは現在、高いコストで、UI/UX、

ビジネスロジック、
ワークフロー、データなどすべての

らに推進するための基盤はできている。

「すべてのAPIが同等に作成されているとは限らな

い。
」
と、
コカ・コーラ社のchief enterprise architect

レイヤでモノリシックなアプリケーションを維持管理し

であるMichelle Routhは述べている。
「単にAPIを利用

明確なゴールを設定している。
変革自体は手段の一つ

を利用している場合もある。
」

しているという場合もあり、一方で効果が出ているAPI

ている。AT&T社では、
マイクロサービスへの変革には

コカ・コーラ社のAPIの取組みは数年前から始まっ

に過ぎず、
スピードを向上させ、
コストを削減し、システ

ム変更によるリスクを軽減することが最終ゴールであ

た。
当時Routhは北アメリカのCIOであり、
彼女とチーム

「適切なサイジング」は、分散したビジネス機能をコン

ォームを導入した。
チームは、
すべてのアプリケーショ

クロサービスへの移行を容易にするため、
チームはハ

SaaSソリューションとした。
チームは、
マーケティング

は現在のマーケティング領域のテクノロジープラットフ

る。以前のモノリシックと比べて、
マイクロサービスの

ンをパブリッククラウドに移行し、プラットフォームを

ポーネント化するのに役立ち、変更を容易にする。
マイ

領域にかかわるテクノロジー全体にAPIを構築し、
モノ

イブリッドアーキテクチャを導入し、
サービスをモノリシ

ックまたはマイクロサービスのいずれかに振り分ける

リシックなシステムから最新のプラットフォームへの移

共有を実現している。

クロサービスのセットにすることで、何千ものマーケテ

行を容易にした。
また、
プラットフォームを分割してマイ

インテリジェントなルーティング機能を実装し、データ

ィング部門が容易にサービスを利用できるようになっ

APIとマイクロサービスプラットフォームは、
スピード

た。

とスケーラビリティをサポートし、コストを削減し、品

チームはSplunkソフトウエアを利用してAPIのパフ

質を向上させる本当の意味でのDevOpsエクスペリ

ォーマンスを監視した。
パフォーマンスレベルを監視す

エンス（自動化された継続的インテグレーション/連
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ることで、
パフォーマンスの劣化または停電が発生する

べてである。
この取組みによって、我々の成長は可能と
」
なり、
デジタルコカ・コーラ社を実現できる5。

前に対処することができるため、
リアクティブからプロ

アクティブへの移行が可能となった。最高のパフォーマ

ンスを発揮するAPIを提供するチームとビジネス部門

ミシガン州の事例

間で友好的な競争が繰り広げられ、時間の経過ととも

に効率はさらに向上した。
マーケティング部門は迅速

ミシガン州のテクノロジー行政予算管理局（DTMB）

かつ容易にサービスにアクセスできるようになり、コ

は、州政府の行政機関に対して、管理サービスやテクノ

カ・コーラ社は俊敏性と市場投入時間短縮のための

投資を拡大し、業界最高のデジタルマーケティングを

ロジーサービス、各種情報を提供している。同州の保

現在、エンタープライズアーキテクチャチームは、
コ

able Care Act）による法改正に対応するため各行政

険福祉局(MDHHS)が医療保険制度改革法（Afford-

実現した。

機関と医療保険関連情報をやりとりする必要が生じ

カ・コーラ社のビジネスを変革するため、
Chief digital officerと協力してこれまでの経験を活用してITの最新

た際に、DTMBはエンタープライズサービスバスを実

メーションイノベーション、
クラウド、サイバーの五つの

その後MDHHSは、統合サービスプログラムを通じ

装し、再利用可能な統合基盤を確立した。

化に取組んでいる。
組織は、
データ、
デジタル人材、
オート

て住民の個々のニーズに応じた行政サービスを提供

領域の準備状況を測定するために、システム全体の評

できるようにするための改革に乗り出した。
より多くの

価を実施している。エンタープライズアーキテクチャ

チームは、五つの領域それぞれに合わせた参照アーキ

住民が行政サービスを利用していくためには、新しい

テクチャを開発し、特定のビジネス課題の解決策から、

クラウドベースのプログラムの提供が必要であり、
その

さらにデジタル化を進めるために、企業は規模を拡大

は、エンタープライズサービスバスを拡張してAPIを実

デジタル企業にとっては、迅速な市場参入をサポート

た。APIによって、再利用性と拡張性が確保されるだけ

その成果に至るまでをマッピングしている。Routhは、

実現にはテクノロジーの拡張が必要であった。DTMB

装するために、アーキテクチャを最新化することにし

し成長を促進させる必要があることを認識した。
「真の
するための容易に利用できるAPIが必要である。
」

でなく、
サービス利用者の監視と制限を行うことにより

であるフードサービスのレガシーシステムも対象として

ムの安定性を実現した。

約を締結した顧客も存在している）を説得することで

ると、
より効果的なアーキテクチャの実現と再利用を

ジネスをより簡単に行うことが可能となる。
標準APIを

と、DTMBのgeneral managerであるLinda Pungは

関与を高めた。

役立っただけでなく、サービス開始までの時間短縮を

システム停止やパフォーマンス低下を回避して、システ

APIの取組みは、
コカ・コーラ社の最古事業の一つ

「我々の継続的なクラウドの取組みと併せて考え

いた。
そこでの課題は、昔からの顧客（100年も前に契

目指すためには、APIは合理的なアプローチだった。」

あった。紙ベースのデータ受け渡しをやめることで、ビ

述べる。
さらに「本アプローチによって、
コスト削減に

開発、公開する機能は、
プロセスを容易にし、顧客との

図ることができた。
」
と同氏は言及する6。

「我々は事業領域ごとに、
これまでの経験をすぐに

DTMBは、
バックエンドシステム、
データ、
エンタープ

活用することができる一連のサービスを提供したいと

考えている。
」と、
コカ・コーラ社のイノベーションおよ

ライズシェアードサービス、インフラといった既存のIT

であるBill Maynardは述べている。
「我々は、もはや

プローチを採用した。戦略全体を通じてデータが原動

みである。
」

セキュリティを提供するためには、行政機関内だけで

必要不可欠なものとなっている。
「ビジネスケースを部

レミス間でデータソースの標準化と簡素化を図り、
データ

ブリッククラウドに移行し、
アジャイル手法とDevOpsを

ness relationship managerであるJudy Odettは述

資産に対してAPIを活用するにあたり、多段階的なア

びエンタープライズアーキテクチャのsenior director

力となる。
「我々は、
より良い顧客サービスとデータの

APIの必要性については議論していない。実行するの

なく複数の行政機関に跨るクラウドサービスとオンプ

実際、APIはすでにデジタルコカ・コーラ社にとって

共有をサポートする必要がある。」と、DTMBのbusi-

分的に分解することはない。
」と、Routhは述べる。
「パ

べる。
さらに「このソリューションは、データセットを追

取入れて、APIを構築することは、現代の最高クラスの

加できるように、拡張性が確保されていなければなら

テクノロジーに移行するための全体的な取組みのす
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ある。CIBC社は、10年以上に亘りサービス指向アーキ

最初のステップは、クラウドベースのポータルを有

テクチャの道を歩んできているが、統合のコストと労力

イズサービスバスを拡張することであった。続くステッ

スペリエンスの要求を満たすため、
アーキテクチャを最

効にし、既存のIT資産を活用するために、
エンタープラ

を削減するのと同時に、顧客のエンドツーエンドのエク

プは、再利用が可能なAPI管理プラットフォームを既存

のアーキテクチャ上に構築、導入することであった。

新化したいと考えている。

既存プラットフォーム全体で数千もの再利用性の

チームは、
レート制限と負荷分散が可能で、かつ同州

高いWebサービスを運営しているCIBC社にとっては、

フォームを採用した。DTMBは一部の機能を実装した

いことではない。
しかし同行では、既存のSOAベースの

のセキュリティポリシーを満たすことができるプラット

統合のためのプラットフォームを構築することは新し

初のパイロットをリリースし、近い将来、全機能を実装

モデルは、次世代アーキテクチャ、具体的にはマイクロ

サービス管理ソリューションは、DTMBのエンジニアに

置き換えられることを改めて認識した。

したプラットフォームをロールアウトする予定である。
対して、現状は個々のシステム管理者が対応している

サービスアーキテクチャと組み合せたRESTfulなAPIに
CIBC社は、統合アーキテクチャの最新化のために

統合Webサービスの見直しと分析業務を行うための

複数のアプローチを評価し、
その結果、
クラウドネイテ

ポータルを提供する。
これにより、重複したWebサービ

ィブでオープンソースのフレームワークに焦点を当てる

個人情報管理サービスや名寄せサービスといった

イを介さずマイクロサービスにアクセスすることができ

スの数を減少させ、再利用の促進が可能となる。

ことにした。CIBC社は、利用者が従来のAPIゲートウェ

既存のエンタープライズシェアードサービスを活用す

るセルフサービス型のパブリッシングモデルに移行し

三者機関が提供している身分証明管理サービスを利

伝統的なアプローチに共通していたボトルネックを軽

ることにより開発期間は短縮された。また、住民は第

た。この簡素化されたユーザ視点のモデルは、従来の

用して個人認証ができるようになり、セキュアなデータ

減した。

交換が可能となりセキュリティが担保された。最終的

「API、クラウド、そしてLight4Jといったオープン

にMDHHSは、APIがサポートしているモバイルアプリ

ソースのフレームワークの組合せは、
技術的な観点から

ることで、住民からの問合せ件数が減少することを期

dent兼enterprise architecture leaderのBrad Fe-

ケーションを利用して住民が直接データにアクセスす

大きな利益を創出している。
」とCIBC社のvice presi-

待している。

dosoffは述べる。
「我々はAPIを複数の本番システム

パイロットに対する反応は肯定的であり、サービス

に実装しているが、実装は当初想定していた以上に柔

の向上は、住民に対するサービスの向上につながって

例えば、CIBC社はデータサービスのための新技

開始までの時間短縮、運用安定性の改善、
データ品質

軟に、
より短期間に、
より安価になっている。」

いる。

術を採用した。APIプラットフォームチームと協働し

た結果、1週間後にはサービスを開始した。以前なら
ば、実現に数ヶ月を要したであろう。
ビジネスの観点

CIBC社の事例

で、CIBC社は、新しい機能の導入と提供を迅速に実現

することができた。
一例として、
カナダのクライアントに

新たなデジタル時代では、消費者の期待は急速に

対して、
手数料無料で50ヶ国以上へ送金できるグローバ

進化していっている。消費者はストレスのないトランザ

ルマネートランスファーサービスがある。
送金を簡素化

クション処理と心地よいデジタルエクスペリエンスを

し、
スムーズなユーザエクスペリエンスを顧客へ提供す

行（CIBC社）は、多くの金融機関と同様、顧客の高度化

部の機能を速やかに統合した。

求めている。150年もの歴史をもつカナダ帝国商業銀

るため、ITチームは行内の機能と第三者が提供する外

されたニーズを満たすために、新しい機能を構築して

CIBC社は、
カスタマエクスペリエンスを発展させ続

いる。
これは、既存のインフラに新しい機能を統合する

けながら、APIの導入を拡大する次の機会として、支払

が既存機能の拡張にせよ新機能の導入にせよ、往々

「我々は、APIおよびマイクロサービスをベースとし

ことを意味する。
しかし、テクノロジーの統合は、それ

業務と個人情報管理に注目している。

にして多大な時間を要し、また高コストになりがちで

たアプローチをグローバルオープンバンキング改革の

137

最前線からの学び

ない。
」
と同氏は言及する。

最前線からの学び
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中核ととらえている。」とFedosoffは述べる。
さらに、

らないサービスを顧客 へ 提供することが必要とな

けている。
そのためには、革新的な機能で手間の掛か

る。
」
と同氏は述べる7。

「金融サービス機関は、ケイパビリティの拡大に目を向
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る。APIはそれを実現させるための賢明な方法と考え

私の見解

Werner Vogels, vice president and chief technology officer
AMAZON.COM

Jeff BezosがAmazon社を創業した頃、
昨今のAPIに相当する技術は意識されていなかった。
我々は顧客サービス
のアプリケーションコンテンツから出荷パッケージのサプライチェーンまで、一体的なコードベースで繰り返し開発を
行っていた。
Amazon社の信念は常に
「顧客を喜ばせること」
であり、
それが我々の進化の原動力となっている。

我々は成長の各段階で、
アプローチを改良してきた。
2000年頃、我々のエンジニアはバックエンドデータベースで
管理されるステートレスなアプリケーションを構築した。
このデータベースは共有リソースとなっており、従業員は必
要なデータに簡単にアクセスでき、
データの保存場所について懸念する必要はなかった。
しかし、
こうした共有リソース
は、取り扱い製品カテゴリーの追加や国際的な展開といったAmazon社の急拡大のスピードを低下させる障害と
なった。

こうした状況を受け、
Amazon社のエンジニアは新たなアーキテクチャについて検討を始めた。
その一つが、
各コード
が独自のデータベースを所有するもの、
つまりビジネスロジックのカプセル化である。
サービス指向アーキテクチャ
が普及する以前、
我々はそれを
「サービス」
と呼んでいた。
依存関係はAPIにより明確になっており、
ビジネス上のニーズ
に応じて、基礎となるデータモデルとロジックに対して迅速に変更を加えることができた。
これによって、進歩的なエ
ンジニアリングのアプローチが可能となり、我々はモノリスを一つずつ切り開いていくことができるようにな
り、
Amazon社の急拡大のパフォーマンスは再び向上していった。

その後2004年頃には、
モノリシックで大きなサービスが複数存在していることが判明した。
それは受注情報、顧客
情報、製品情報といったデータから構成されており、
ビジネスが成長するにつれてそのデータは爆発的に増えていっ
た。
例えば、Amazon社のグローバルの各拠点で運用されるすべてのコードが単一のサービスで管理されていたが、
その拠点は指数関数的に拡大した。
各拠点にはそれぞれ異なるサービスレベルが求められたが、
サービスはグループ
化されていたため、拡張性、
セキュリティ、信頼性などのあらゆる指標において、最も高いレベルに合わせざるを得な
かった。
こうした状況を受け、
サービス機能を分解する方向にシフトしていく必要があると考えられるようになり、現
在ではマイクロサービスと呼ばれるものを構築した。
その数は最終的に、
600～800にも及んだ。

こうして、
数年間はパフォーマンスが向上したものの、
その後再び生産性が低下していった。
エンジニアはデータベース、
データセンタ、
ネットワークリソース、
およびロードバランシングを管理するインフラに、
多くの時間を費やすようになっ
た。
我々は多くの機能がシェアードサービスに適していると判断した。
それにより社内の全エンジニアが、基盤となる
プラットフォームの解決に負荷をかけることなく、
テクノロジーを再利用できるようになった。
これは、後にアマゾンウ
ェブサービス
（AWS）
となる技術的コンポーネントの構築につながった。
Amazon社はユニークな会社である。
外部からは一見、
小売業者のように見えるが、
真のテクノロジー企業である。
社内の上級管理職は、
テクノロジーイニシアティブを支援すると同時に、
アーキテクチャレビューに参加するエンジニ
アでもある。
テクノロジーはビジネスのためのサービスグループではなく、
この二つは関連し合っている。
我々は最高
のエンジニアを採用し、彼らが思うがままに任せている。
例えば、
あるソリューションがベストだと彼らが判断した場
合、
それを自由に推進することができる。
速やかに動けるように、Amazon社ではトップダウンに意思決定をすること
はなく、
エンジニアがチーム、
ロードマップ、
アーキテクチャ、API再利用の管理を含むエンジニアリングに対して責任
を持つようにしている。
他の誰かが目の前の課題の一部を解決するために、
チームがいくつもの小さな発見を行うこ
とが奨励されており、
我々は速やかに動ける利点と引き換えにある程度の重複が生じることを許容している。
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サービスやAPIの経験は、
データセンタ、
アウトバウンドサービス、
ネットワーク、
データベースなど、
あらゆるものを
ソフトウエアコンポーネントに変換するAWSを構築する上で不可欠であった。
我々自身がプロセスを経験していなけ
れば、顧客にとっての価値、環境の構築、実行、進化させる需要を理解することができなかっただろう。
このテクノロ
ジーがインターネット企業を成功に導き、
テクノロジー業界を完全に変革させた。
現在、AWSの顧客の多くが、同様に
して彼らの世界を変革している。
Amazon社のビジネスには、実行と革新のスピードが不可欠である。
APIによる一連のトランスフォーメーションに
より、
コストの適正化のみならず、各コンポーネントのスケーリング、
パフォーマンス、
および信頼性を大幅に向上させ
ることができた。
これまで我々が学んできたことは、革新と成長を続けビジネスを拡大していくために不可欠なもの
となった。
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いる壁の中にあるデータを保護するために、
デバイス、

セットに対して強化されたセキュリティのデューデ

リジェンスと監視を適用する。

システム、
プラットフォームをロックダウンすることに

• 潜在的なセキュリティ脆弱性の検出と統合セキュ

し、現在の疎結合システムやマルチベンダプラットフ

頼性評価不足やデータ型チェック不足、データバ

よって、縦割りで制御された環境を保持してきた。
しか

リティテストの実施に十分な時間を割り当てる。信

ォーム、企業統合、
オープンAPIが普及したコンピューテ

リデーション不足、不適切なエラー処理、不十分な

ィング環境においては、
こうした戦略はもはや適切で

メモリオーバーフロー処理と特権エスカレーション

はない。

は、
ハッカーがつけ入ることができる問題のほん

今日のAPIの取組みは、企業が新しい製品やオファ

の一例にすぎない。

リング、
より効率的で新しいビジネスモデルを実現する
ために、
データ抽出、
サービス、
トランザクションのアーキ

APIは、エコシステムに新たなリスクをもたらす可

テクチャを公開する広範な活動の一部に過ぎない。
し

能性があるものの、企業の標準化や、進化する脅威に

かし、
こうしたチャネルの拡張は、組織のネットワーク

対し、動的に保護策を講じるのに役立つ。

たな脆弱性として悪用される危険性をはらむ。

けるコアセキュリティ、
モニタリング、回復要件の標準

最重要課題として考慮すべきである。企業は、企業間

リケーション、開発者、パートナー、および第三者が同

討する必要がある。例えば、あるAPIから別のAPIへ

ィポリシーの要件、最低限のセキュリティとプライバ

暗号化、機密性、セキュリティロギング、
モニタリング制

的なサイバーリスクに対処できるAPIが効果的に実装

の透過性を高めて新たな隙間を作り出し、結果的に新

公開されたAPI転送アーキテクチャは、IT環境にお

サイバーリスクは、企業内の技術統合とAPI戦略の

化に適している。
標準化されたAPIセットを介して、
アプ

の境界を越えて移動するデータを保護する方法を検

様のサイバーリスク機能を利用することで、セキュリテ

データが移動する際、API固有のID、アクセス、データ

シーのガイドライン、
および遵守義務に対応できる。
一般

御を管理する必要がある。

されている場合、
認証管理、
データ暗号化、
証明書管理、

セキュリティを当初から念頭に置いて構築された

APIは、
すべてのアプリケーションの強固な基盤となる。

セキュリティロギングとモニタリングのようなサービス
更新、
アップグレード、
リエンジニアリングなどが可能

不完全であればアプリケーションのリスクが増大する

となる。
また同時に、
この強化された機能を、複数の企

ィは後から考えるのでなく、あらかじめ組み込んでおく

る。
また、APIは企業のレジリエンシーを改善する。
新し

可能性がある。
言い換えれば、次に示す通りセキュリテ
必要があるということである。

• 内部および第三者のAPI開発者が、強固なID認証、
オーソリゼーション、セキュリティイベントのログと

モニタリング手法を採用していることを確認する。

• リスクの高いデータセットや環境が含まれる場合、
メモリ内、転送中、保存状態のデータに対し、2段階
認証による暗号化方式で構築する。

業や外部委託業者、顧客に対し共通化することができ

い脅威が特定された場合には、数日でなく数時間単位

での迅速な更新を可能とし、
コスト、
運用上のオーバーヘ

ッド、検出と応答にかかる全体的な時間を削減する。

多くのセキュリティベンダでは、
ハッカーによって悪

用可能な個々のセキュリティソリューションから、複数

のプラットフォームに統合されたセキュリティエコシス

テムを形成するAPIモデルへと移行しつつある。APIが

• 利用する第三者のAPIを評価し、厳格にテストを行

組織内で一般的になるにつれ、柔軟性と拡張性を維

う。

持しながら、
サイバー攻撃に対してより安全、
かつ慎重

• パブリックAPIとプライベートAPIの分類とテクニカ

で回復力のあるアプローチが可能となる。

ルセキュリティ要件を明確に理解し、
パブリックAPI
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企業はこれまで、自社内に存在し四方が囲まれて

グローバルの視点から
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デロイトが実施した最近の調査によれば、いくつか

government」
のガイドラインが存在するため、
グローバ

の要因によって、世界的にAPIがビジネス上、必要不可

ル市場全体で公共部門のAPIの利用は若干遅れてい

欠となっていることが分かる。
まず、多くの企業がITの

る。
また、中東でAPIは比較的新しいにも拘わらず、多く

るため、APIはデジタル変換の課題と複雑なビジネス

APIがどのように役立つかを実証している。
アンケート

近代化と技術提供モデルをリエンジニアリングしてい

の企業で、企業をスリム化し競争力をつけるために

モデルの中心的な存在となっている。
同様に、主要なソ

調査では、特にイスラエルは、全地域を通じてAPI利用

フトウエアベンダはAPIとマイクロサービスをサポート

が加速していると考えられる。

おり、APIを利用するための構成要素を提供している。

システムの近代化とデータ管理の取組みにつながって

スタートアップ企業は、自社の活動領域におけるエコ

によれば、レガシーシステムは情報共有を妨げ続け

するために、自社のソリューションをアップデートして
そして、API主導のアーキテクチャとモデルを取入れた
システムに対して競争優位な立場に立っている。

ていることが分かる。

用が進んでいる。イギリス、アメリカ、ブラジル、カナ

規制に関する最近のEUの決定事項によれば、政府

ダ、アジア太平洋地域の金融サービス、
ドイツ、アイル

から補助金を受ける条件としてテクノロジー関連のプ

ランド、
イタリア、
ラテンアメリカのメディア業界と通信

ロジェクトにはITサービスの透明性が要求される。
つ

業界という特にこの二つの業界で勢いがある。
大規模

まり、資金調達を行うためには強制的にAPIが必須と

なAPIトランスフォーメーションイニシアティブの準備と

なる。

実行について比較的、長い期間を設けている「open

指標
関心

いることを認識している。
デンマークのアンケート調査

る一方で、新しいシステムはAPIを組み込んで構築され

アンケート調査によれば、いくつかの国でAPIの利

図 2. グローバルインパクト

世界中の企業は、APIの目指すところがより広範な

北アメリカ

北アメリカ

中央ヨーロッパ イスラエル

アジア

南アメリカ

南ヨーロッパ

南アフリカ

オーストラレーシア

非常に高い
高い
中
低い
なし

着手時期

今
1 年後
1–2 年後
2–5 年後
5 年後以降

実現レベル

非常に高い
高い
中
低い
なし

Source: Deloitte analysis.

中東
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始め方

その上位者に対して、API利用の戦略的重要性を

ンは、特にレガシーシステムと大きな技術的負債（注

チームに報酬を与える仕組みを作る。
そしてチーム

ソフトウエア開発が引き起こした結果）を抱えるCIOに

得たのか、どのようにして既存のAPIを利用し、迅

説明して、彼らに支援を求めることから始める。同

これから始めるとなると、APIトランスフォーメーショ

様に、API利用の測定と再利用の原則を採用した

釈：個別最適に構築したアーキテクチャと、余裕のない

がどのようにして既存のサービスから成果を勝ち

とっては困難に思えるかもしれない。次の手順は詳細

速に新しいサービスを開発したのかという成功事

な戦略を構成するものではないが、前進していくため

例を共有する。

の基礎を築くのに役立つであろう。

• マイクロサービスへ移行する。
APIトランスフォーメーシ

• Open APIモデルを採用する。
APIの取組みのあら

ョンを始める場合、
複数のサービスがマイクロサービ

ゆる側面を検討しようとして、時間を無駄にする必

スに分割されていれば、
より効果的に管理または

要はない。必要な範囲でプロジェクトを推進すれ

配信できる可能性がある。
同様に、
すでにAPIアーキ

ばよい。
そして、
プロジェクトチームと開発者が労

テクチャを使用している場合は、特定のプラットフ

力を惜しまずに作成したAPIの価値を見極める。
こ

ォームをマイクロサービスに細分化することで、効

れは決して、完全に放任主義的なアプローチを受

率性と拡張性を得ることがある。
このアプローチ

入れるという意味ではない。
APIの価値の見極めで

が貴社に合っているかどうかを判断するためには、

は、再利用しない場合の判断基準を作成する必要

次のような質問に答えてみるとよい。現在、再利用

がある。加えて、再利用のガイドラインを無視した

できない大規模で複雑なコードベース
（注釈：単一の

チームの例を列挙する必要があるかもしれない。
と

リポジトリまたはルートコミットを共有する複数の

するためにあらゆる努力をして、最適なAPIを作成

リケーションの開発やサポートを必要としているか。

はいうものの、
チーム内の自律的なマインドを維持

リポジトリ）が存在するか。大規模なチームはアプ

すればよい。

アプリケーションの機能を維持または強化するた

基本となるAPI情報基盤
• API情報基盤を設計する。

めには、通常の本番リリースが必要か。上記のいず

は、API戦略の実行、高価値を提供するためのAPI

れかに「はい」と答えた場合は、
マイクロサービス

の設計とデプロイ、
そしてガバナンスと規約の青写

への移行を開始する必要がある。

真を提供する。
しかし、どこから手をつければよい

• KPIを定義する。APIをデプロイするとサービスが

とし穴を回避するためには、例えば、営業やマーケ

スを公開し続けるためのメンテナンスを継続する

づいて設計を行い、その上で、各事業が潜在的に

サービスのKPIを定義することで、APIがどの程度

のか。過剰性能のAPIアーキテクチャのよくある落

再利用可能になる。
しかし、
そのサービスは、
サービ

ティング、財務や人事などの既存の基幹業務に基

に値するほど十分に再利用されているのか。各

公開する可能性のあるサービスにAPIをマッピング

効果的なものなのかが判断できる。
結果が「あまり

することを検討する。
このようなアーキテクチャを

効果的ではない」場合、KPIはAPIをどのように改

設計するアプローチは、冗長性の回避に役立つ可

善すべきなのかを特定するのに役立つ場合もある。

能性がある。
そして、価値を促進して事業戦略を支

• 外部のパートナーと協業する。
APIは利用者、
パート

えるAPIの効果をより可視化して提供していくこと

ナー、および社内の各事業部門のために構築する

になる。

必要がある。開発者コミュニティを含む外部パート

• API利用を促進する。APIはビジネスにとって必要

ナーのためにドキュメンテーション、
コードサンプル、

不可欠であるというトレンドを受け入れる場合、新

テストおよび認証ツールに関して必要なサポート

規にAPIを作成するより、既存のAPIの利用を促進

を開発し提供することが重要である。
こうした循環

する方がより重要である。
APIの利用を重視する組織

がなければ、協業による革新が起こることはほと

文化を構築するためには、
各事業部門のリーダーと

んどないだろう。
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要点

APIはビジネスにとって必要不可欠であるというトレンドを先進企業が示したため、各企業はIT資産を管理
するよりも、IT資産を共有することでより多くの収益を上げることができると認識し始めた。
このトレンドを完全
に受け入れるためには、開発、統合、ガバナンスに対する長期的なアプローチを再考する必要がある。
これま
での方法に固執することはもはや選択肢ではない。
個々に独立したシステムからAPI プラットフォームへのトラ
ンスフォーメーションはすでに進行中である。
あなたは、
このトレンドから取り残されてはならない。
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日本のコンサルタントの見解
ラウドの標準的なAPI設計手法としてRESTが多く利用
されている。

APIとは

APIという言葉は、
テクノロジー活用における時代
の流れや環境による技術の違いにより、微妙に異なっ
た意味を持って使われてきている。
このため、
「API」と
いう言葉を使う時に想像される機能や活用場面のイ
メージは、経験や立場などにより、若干の差があると
感じる。

最近のテクノロジーに関する書籍や雑誌などで
は、多くのクラウドサービスで利用されている
「API」が
話題として取り上げられている。AIサービスや携帯写
真をクラウドストレージに自動的に格納するサービス、
住所を入れて検索すると地図上にポイントを表示する
クラウドマップサービスが代表的なものである。
ここで
いう
「API」は、
ソフトウエアの詳細を知らなくてもサービ
ス機能を使うことができる
「Web API」を指しており、
ク
ラウドコンピューティングを実現する上で欠かせない
技術要素となっている。

クラウドコンピューティングを
支えるAPI

クラウドコンピューティングにおいて、リソースの
取得や環境の設定、インスタンスの操作、状態の監
視 をいつでも自 由 に行えることは 、システムの開
発や運用においては、なくてはならない仕組みであ
る。
IaaS（Infrastructure as a Service）では、
すでに標
準的な仕組みとしてWeb APIを使ってサービス機能を
実行することが可能となっており、
インスタンスの設定、
リソースの効率性確保、高稼働率を維持するための可
用性確保、障害時に迅速に対応するための保守性確
保、ネットワーク設定、状態監視に至るまでの機能が
網羅されている。

Web APIのメッセージ交換方式には大きく二
つ 、 SOAP(Simple Object Access Protocol)と
REST（Representational State Transfer）があ
る。SOAPは業界団体で仕様が設計され、複雑なビジ
ネスロジックもWebサービスとして制御できる仕組み
になっており、
実行はXML形式のデータで行われる。
一方
RESTは、HTTPメソッドの仕様に沿って考えられたシン
プルな制御が特徴であり、実行に必要な情報のやりと
りは、JSONやXML形式のデータで行われる。最近はク
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このような技術要素や考え方を組合わせて、イン
ターネット上でURIをベースにHTTPメソッド（GET、
POST、
DELETE、
PUT、
PATCHなど）
を使ったWebサービ
ス、他のアプリケーションやWebサービスから利用する
ための仕様や規格としてWeb APIは整備されてき
た。APIリファレンスを基にサービスコンポーネントプ
ログラムにサービスAPIを組み込むことで、既存の開
発ソフトウエアに、他のWebサービスで提供されてい
る高度なサービス機能、
コントロールおよびデータを
最小コストで簡単に取り込むことができる。また、無
償・有償による機能の違いは存在するが、Web APIに
よってもたらされる高度な機能を利用することで、
ユーザ
は既存の開発ソフトウエアに付加価値をつけることが
可能となり、新しいサービスコンポーネントや新しい
サービスアプリケーションの開発ができるようになる。
今後、APIを他社に公開することで、他社のサービスと
組合わせた業種横断の新規ビジネスの創造が図られ、
こうした新規ビジネスを中心とするエコシステム（生
態系）が形成されることが期待される。

APIの普及

Web APIの価値が高まってきた2006年、Twitter社
がAPIを使った新しい操作性のクライアント、投稿の
分析機能、ボットを使った機械的な処理によるメッ
セージ投稿機能など便利な機能を開発したことで利
用者を増大させ、
ネット市場の中核となるソーシャルメ
ディアクラウドサービスとして位置づけられるようにな
った。
これによりTwitter社には人と情報が集まり、同
社を中心とする巨大なエコシステムが形成され、クラ
ウドサービスに付加価値が与えられることになった。
現在でもTwitter社では、無償の標準APIや有償のエン
タープライズAPI、
プレミアムAPIの提供を続けている。
この他にも、AWSのProduct Advertising API、Google
DevelopersのAdWords API、IBM社のWatson APIな
ど、多くのAPIが必要とされる仕様に基づき自由に利
用できる形態で提供されている。
これらAPIの普及に
よって、Twitter社の成功のようにAPIの公開が企業や
サービスの価値に直接的に影響をおよぼす結果につ
ながることとなり、企業の収益を大きく左右する重要
な戦略として位置づけられるまでになった。

ビジネスに必要不可欠となったAPI

るための取組みでもある。
その他、
ヤフー社の商用サービ
スのAPIを利用したIoTプロダクト、Webサービスをつ
なげるプラットフォームサービスである
「my Things」
の取組み、天気や公共機関サービスのAPI、情報提供
サービスのAPIとアプリケーション提供など、
すでに多
くのAPIが公開され、規模の大小を問わず、エコシステ
ムの形成が進んでいる。

また、APIを前提としたサービスも多くなってきてい
る。
iPhone、android携帯電話端末やiPadに代表され
るタブレット端末のアプリケーションもWeb APIを使っ
たサービスである。
これらのサービスは、
すべてが公開
APIではないものの、
アプリケーションとWeb APIが疎
結合されたWebシステムとして構成されており、携帯
電話端末やタブレット端末などのデバイスをサービス
展開の中核としてとらえているクラウドサービス事業
者は、それぞれのデバイスに合わせたAPIを提供して
いる。

APIによる新たなビジネスの創造

日本におけるAPIの動向

日本国内においては、
ここ3年の金融庁の動きに後
押しされて、APIを使った戦略が推し進められてい
る。
2015年にFinTechに関する一元的な情報の窓口と
して「FinTechサポートデスク」が設置され、2016
年、2017年と2年続けて銀行法の改正が行われた。
オープンイノベーションを支える中核としてオープン
APIの導入が強く推進され、政府の未来投資会議にお
いて2017年6月に発表された「未来投資戦略2017」
で
は、2020年6月までにメガバンクや地銀など80行以上
の銀行でオープンAPIの導入を目指すというKPIが設
定された。
この会議において、FinTechは、次のように
定義された。

「日本の目指すべき社会像は、利用者の安全・安心
が確保されることを前提として、
ブロックチェーンなど
の先進技術を活用するFinTech企業や金融機関など
が、オープン API などを通じて連携・協働しつつ、利用
者のために次々と競争的にサービスを提供、キャッシ
ュレス決済を広く浸透することである。
」

従来、
APIは社内システムにおけるデータ連携ツール
として使 われてきた。クラウドビジネスの発展に伴
い、クラウド事業会社がサービスとして外部に公開し
てAPIの持つサービス機能をユーザが自由に使えるよ
うにすることで、改革を導き出す起爆剤となった。業
種・業界の障壁を越えて新たな経済圏を構築するビジ
ネス連携ハブ機能として、各企業はAPIに大きな期待
を寄せている。
さまざまな企業がAPIを公開することで、
他企業のサービスやデータを組み込んだ新たなサービ
ス構築や業務提携によるビジネスの促進を図ることが
可能となり、自社の事業領域以外でのビジネスの立ち
上げや協業によるクライアント獲得につなげることが
できると考えられる。
企業は、自社のビジネスの戦略に基づくさまざまな
動機でAPIの公開に取組み、
ビジネスの成長や現行の
パートナーおよび新たなパートナーを含めたビジネス
連携体制を構築しようとしている。

しかし、APIの公開には、システム要件の対応だけ
でなく、何を、誰に、どのような目的で、といった要因に
応じた公開範囲の設定やセキュリティ方式の検討、ま
た、法的要件への対応も必要となる。戦略に基づいた
公開条件や公開範囲ごとに期待できる効果と収益、実
際に取り組む場合に顕在化する課題についても整
理・検討した上で、APIの利用方法ならびに公開方法
を決定していく必要がある。

実運用の段階では、金融業界を中心とするエコシス
テムを形成するためには、スタートアップ企業の取り
扱いやシステムのセキュリティ、法制度などの運用上
の課題解決が必要となる。多くの銀行のオープンAPI
を早期に提供する環境が整備できれば、他の諸外国よ
りも先んじてFinTechを推進できる社会インフラの構
築ができると期待される。

デジタルビジネスに必要不可欠な
API

金融以外の業界でも、さまざまなAPIを使った新し
いビジネスへの取組みが提案されている。
トヨタ自動
車のオープンインベーションプロジェクト
「TOYOTA
NEXT」
では、革新的なテクノロジーやサービスを持つ
企業、ベンチャーおよび研究機関と共同で、
トヨタ社
が持つ資産とAPIを組合わせることによって実現する
未来のモビリティ社会の創造が検討されている。
これ
は、クルマに乗っている時以外でもトヨタ社と人がつ
ながる「人を中心とした」
さまざまなサービスを実現す

モバイル、IoT、FinTechなどの新しいテクノロジーの
活用により、人・デバイス・企業を結び付けたビジネス
の価値創造が図られ、
デジタルビジネスの取組みが進
んでいる。APIの利用に大きな変化をもたらした要因
の一つが新しいテクノロジーの活用による環境の広が
りであり、今やデジタルビジネスに不可欠な技術として
APIは位置づけられている。
テクニカル面だけを考え
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れば、APIを使わずに、バックエンドのシステムにアク
セスし、必要なデータの連携や外部へ公開することは
可能である。
しかし、エンタープライズレベルのシステ
ム活用においては、誰が、どのデータに、どのような経
路からアクセスしたのかをしっかりと把握するための、
アクセスコントロールができなければセキュリティの
確保ができない。
このようなアクセス制御やセキュリテ
ィの観点からは、APIを利用せずにエンタープライズシ
ステムを運用することは実質不可能である。
API技術を
利用することで、企業のデータガバナンスを十分に保
ちながらアクセスコントロールやセキュリティを確保し、
必要なデータを適切な相手に適切なタイミングで提
供することが可能となる。

最後に

APIの公開を行うことで、企業は自社のサービスを
多くのユーザに展開することができる。APIの公開
は、一見すると、自社のサービスの競争の源泉となる
情報や仕組みを他社に公開してしまう結果につながる
と危惧されるが、見方を変えれば、他社の情報や仕組
みを活用することで、自社だけでは想像もつかないよ
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うな付加価値を生み出し、自社のサービスの価値や質
を上げてくれる可能性がある。重要なことは、APIをた
だ単に公開するのではなく、公開するAPIの機能を多く
のユーザが、
さまざまな形で活用できる環境を整備す
ることである。
そのためには、機能の独自性、簡易的な
活用、活用上のリスク低減などに配慮してAPIを公開
することが必要であり、さまざまなサービス機能を安
全に提供することで、ビジネスの拡大や新しいビジネ
スモデルの構築を図ることができ、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だろう。
日本国内においては、独自性の高いクラウドサービ
スや世界中からアクセスされるクラウドサービスが少
ないこともあり、現時点ではマーケットを牽引できる
APIが少ない。
しかし、行政も含め国内におけるAPIに
対する期待は大きくなりつつあり、
コネクテッドカーと
いった自動車業界の新しい取組みやIoTにおけるデバ
イスコントロールといった業 界 を超えた取 組 みな
ど、APIの活用は水面下では活発に動き始めている。
今
後、国内においてもAPIの活用が促進され、企業間に
おける付加価値の高い情報の発信やサービスの活用
により、新たなビジネスの創出が実現されるであろう。

ビジネスに必要不可欠となったAPI

執筆者
須田 義孝 シニアマネジャー
大手通信キャリア、
大手ソフトウエアメーカー、
外資系・日系コンサルティングファーム

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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飛躍的進化が期待される
テクノロジー
見え始めたイノベーションの兆候

量子コンピューティングはデータ暗号化技術の脅威になるだろうか。もしそうな
らば、いつまでに情報を量子暗号で保証できるようにすべきか。また汎用人工知能
（AGI：Artificial General Intelligence）の実用化が進んだとき、人間と機械の均衡は
崩れ、各業界に多大な影響を及ぼしてしまうのだろうか。
こうしたテクノロジーの飛躍的進化に直面する中で、先進企業はスタートアップ企
業や大学と連携しながら、
イノベーション技法の開発に加え、飛躍的進化が期待され
る技術の実験検証やビジネス適用の準備に取組んでいる。

科

学者のSteven Johnsonは、
「イノベーショ

れているともいえるイノベーションに対する取組みを、

デアが結びつく環境作りから生まれる。
」と

れば良いのだろうか。

ンは人々への動機づけからではなく、アイ

効率的で、生産的なプロセスに変えていくにはどうす

しかしながら、
イノベーションを起こす力
述べている1。

飛躍的進化が期待されるテクノロジーを用いてイノ

が競争を生き抜くために重要な意味を持つ今日のビ

ベーションを起こす場合、この課題はより一層困難

創出の環境作りに苦労している現状がある。
イノベーシ

でビジネスに明確な影響を与えると予測されている技

リスクや不確実性が伴う。
そのため、確実な収益性が

現時点ではビジネスへ影響を及ぼす兆候があまり見

ジネス環境下において、多くの企業がイノベーション

になる。本レポートで紹介している、今後1年半～2年

ョンを起こすプロセスでは、新しい価値創出のために

術とは異なり、
飛躍的進化が期待されるテクノロジーは、

見込めなければ、決断に迷い、懐疑的になる経営層も

えないかもしれない。我々は、
これらの新興技術は今

いるかもしれない。
では、四半期足らずでさらなるビジ

ネス成長を遂げるイノベーションを引き起こしていく
には、何に焦点を当て、どのような取組みを実施して

いけば良いのだろうか。そして、現在は闇雲に実施さ

後3～5年の間に、
これらの新興技術がビジネスに影

響を与えるという兆候が徐々に現れてくるだろうと考

えている。
これらの新興技術の中のいくつかは、
ビジネ

スや政府で広く活用されるまでに5年以上かかる可能
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性もある。例えば、本編で後述する汎用人工知能や量

リューションの開発を実施する顧客変革型のイノベーシ

子暗号化技術がビジネスへ影響を与える兆候が現れ

ョンへの取組みもある。

るまでには、5年以上かかると考えられる。
一方、上述し

Doblinの研究者は、工業、技術、消費財関連の企

た二つの技術以外については、
より早期にビジネスへ

業に対し、
イノベーションへの投資傾向と株価の相関

影響を与える兆候が現れるかもしれない。但し、汎用

についても調査を実施した。
その結果、優れた企業は

人工知能や量子暗号化技術も順調な技術的進歩を見

コアビジネス領域に投資の約70％を配分し、周辺ビ

能性もある。
このような技術を調査する際に注意すべ

ョンには約10％を配分するという傾向があることが明

せているため、5年より短い時間軸で進化を遂げる可

ジネス領域の取組みに約20％、
顧客変革型のイノベーシ

きなのは、現時点ではビジネスへ与える影響が小さい

らかになった。一方、各取組みへの資源配分の比率と

としても、計画を立てるのに3～5年を費やすべきでは

ROIには反比例の傾向があることも明らかになった。

ないということだ。Steven Johnsonの言う
「アイデア

具体的には、全体の効果の約70％は顧客変革型イノ

が結びつく」というコンセプトを取入れ、飛躍的なイ

ベーション領域、20％は周辺ビジネス領域、10％がコ

ノベーションを創出する環境を今こそ作り始める時期

これらの調査結果
アビジネス領域から得られていた2。

現在、多くの企業で整備が遅れているが、変化の激

ス領域、周辺ビジネス領域、顧客変革型イノベーション

から、成功を収めている企業は企業全体でコアビジネ

である。

領域への最適な投資配分を設定し、それぞれを事業

しい環境の中でイノベーションを効果的に起こしていく

全体の一部として資産や人的リソースを配分している。

ためには、組織構造、実行能力、
プロセスの整備が必

但し、
上述したイノベーションへの投資における70：20：

要である。
また、飛躍的な成長を可能にするような取

10の投資配分については、
すべての企業に当てはまる

組みには、強い信念と長期的なコミットメントも必要

になる。
それがあって初めて変革を実現することがで

きるのである。
例えば、
「Tech Trends 2014」
のレポート

では、最先端の研究機関であるSingularity Universi-

図1. イノベーション投資のポートフォリオ管理

tyと協力し、ロボット工学や3Dプリンティングなどの

Additive Manufacturing（付加製造）に関する調査を

標準的な
バランスの取れた
ポートフォリオ

実施した。当時、
これらの新興技術はムーアの法則を

上回り、1年～1年半ごとにコストあたりの性能が2倍

新規

以上に進化していった。
そして、わずか数年後に、我々

標準的なバランスの
取れたポートフォリオ
により得られる3～5年
後の収益

はこれらの技術が業界やビジネスモデル、各社の戦略

顧客変革型
イノベーション領域

を一変させている様を目の当たりにしている。

デロイトデジタルでイノベーション技法の研究を行

10%
周辺

っているDoblinの研究者は、成功を収めているイノ

周辺ビジネス領域

市場と顧客

ベータがこれらの課題やリスクにどのように取組んで

いるのかという研究を行った。
そして、彼らはイノベーシ

ョンの実績が高い会社ほどイノベーションの目的を明

確に述べることができ、
その目的に関連する取組みの

既存

ポートフォリオを戦略的に改善し続けていることを明

らかにした。ある取組みでは、既存顧客や既存製品を

最適化するコアビジネス領域におけるイノベーション

70%

コアビジネス領域

20%
20%

70%

に焦点を当てている。
またそれ以外の取組みでは、既

10%

存市場の拡大や既存資産をベースとした新製品開発

既存

を実施する周辺ビジネス領域におけるイノベーション
への取組みもある。
さらに、
まだ世の中に存在しておら

ず、市場や顧客でさえ認知していないニーズに対するソ

改善
製品と資産

新規

Source: Deloitte analysis.
Deloitte Insights | Deloitte.com/insights
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万能な比率ではなく、あくまでも業界や地域を跨いだ

なる条件に基づいて投資やアクティビティを管理し、

ョン投資の最適な配分は企業によってさまざまであ

る。
ここで重要なのは、
これらの仮説検証作業は研

飛躍的進化が期待されるテクノロジーによって引き

検証作業は飛躍的進化をもたらす技術の可能性

分析で導き出された平均的なものであり、
イノベーシ

立案した仮説に対する効果測定を継続的に実施す

る3。

究開発ではないということである。なぜなら、仮説

起こされるイノベーションは、顧客変革型のイノベーシ

を自社のビジネスに適用できるかどうかを長い時

ョン領域で起きると考える人が多いかもしれない。
しか

間をかけて判断する前段階の準備作業だからであ

し実際は、上述の3領域すべてでイノベーションを起こ

る。

すことができるのである。作家であり、大学教授でもあ

• 探査と実験：ある時点になると、調査は限界に達す

ビジネス領域や周辺ビジネス領域における既存製品

的進化が期待される技術の実用を検討しているか

るClayton Christensenは、真に破壊的な技術は、
コア

るだろう。
その場合は、競合他社がどのように飛躍

やプロセスの改善から活用されていくことが多いと述

を確認すべきである。
「百聞は一見に如かず」と言

べている。
そしてその後に、
これらの革新的な技術は新

われる通り、調査が限界に達した場合には、情報を

領域で活用されるのである 。

拾い集めるよりも実際にどのように活用しようとし

4

ているかを確認した方が良い。他社事例を10件以

上収集することで、飛躍的進化が期待されるテクノ

未踏の新領域の探求

ロジーやそれらのポテンシャルを理解することが

できるだろう。

飛躍的進化が期待される領域に対して配分され

飛躍的進化が期待されるテクノロジーのエコ

たイノベーションへの投資は、未踏の新領域への投資

システムがどのように形成され、発展しているかを

域、顧客変革型イノベーション領域から収益が得られ

サプライヤ、自社のステークホルダーの相互成長に

能性や方向性に焦点を当てる必要がある。飛躍的進

ナー間での価値交換方法やエコシステムの形成に

の数年間ですべては発揮されないかもしれないが、
そ

益獲得方法などについて調査をすると良い。

に分類される。
コアビジネス領域や周辺ビジネス領

調査することで、外部ビジネスパートナーやベンダ、

るかどうかに拘らず、
イノベーションへの投資はその可

も寄与するだろう。
具体的には、
エコシステムのパート

化が期待されるテクノロジーのポテンシャルは、直近

おけるガバナンスやプロセス、
エコシステムでの収

れらの技術が持ち得る力の一部を活用した事例は今

飛躍的進化が期待されるテクノロジーへの理

日も世の中に出てきているだろう。
もし、
それらの技術

解が深まるにつれ、どの要素が利益につながるか

を検討することなく3年の月日を過ごしてしまったなら

といった、
より具体的な実用方法の検討をするよう

れからさらに3～5年以上先になってしまうだろう。な

には、顧客目線で魅力的かどうか、
ビジネス観点か

ば、それらの技術により戦略的に得られる収益は、そ

になっていくだろう。実用方法の検討を進めるため

ぜなら、それらの技術は不規則に、非線形に発達して

ら実行可能か、実行するにあたって必要な能力とテ

ば遅れるほど、競合他社からさらに遅れをとってしまう

視点が必要となる。

いくため、
それらの技術の探求を始める時期が遅れれ

クノロジー資産が社内に存在しているかといった

からである。

探査段階から実験段階に移る場合は、事例の

飛躍的進化が期待されるテクノロジーを用いてイノ

優先順位づけや基本的なビジネスケースの検討を

ベーションを起こすことを目指すなら、後述するライフ

実施した上で、初版のプロトタイプを作成すべきで

サイクルアプローチを取入れることを検討すると良い

ある。もし、有効なビジネスケースを作ることがで

だろう。

きたなら、
イノベーションを引き起こせる可能性が

• 初期調査を行う：飛躍的進化をもたらすテクノロ

出てくる。

ジーの活用は、調査に基づき仮説を立てるところ

• インキュベーションと展開：実験の結果、ビジネス

躍的進化をもたらす技術の導入初期から中期段

ョンを企業全体に展開すれば良い。
但し、早期に展

る影響を仮定する。
そして、
定義した閾値やトリガーと

ネスケースや確証の持てる実験結果があっても、
こ

から始まる。具体的には、調査を実施する中で、飛

ケースの有効性が認められた場合は、
そのイノベーシ

階における既存製品や生産方法、競争環境に対す

開するには注意が必要である。
しっかりとしたビジ
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図2. フォーチュン100社のイノベーションセンタ

デロイトの調査によると、
フォーチュン100社のうち67社は、少なくとも一つのイノベーションセンタを保有して
いる。
これは、業務運用、製品、
および顧客体験を改善するために、革新的な技術を活用するイニシアティブである。
黎明期に、
ごく少数の先進的な組織がイノベーションセンタモデルを開発した。
そして、数十年をかけて、多くの
企業が独自のイノベーションセンタを創設するようになった。
目的

業界

メ

パー

政

企業のミッションステートメントで最も頻繁に使われる言葉

P
Industry
18

Technology
54

Innovate

Cu

22
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21

Solution
29

1929

Health care
17

Lab

72

年表

New
18

Drive
17

Business
21

World
17

Research
16

Computer
15

Experience
15

最初のイノベーションセンタ創立年

1945

1957

1966

1979

1980

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Source: Publicly available information on all Fortune 100 companies; representative sample of partnerships.

の段階ではイノベーションを展開できるかについて

何も証明されていないからである。
ある企業では、

中核事業とは別に、専任で人材を配置したイノ

ベーションセンタを設置している。
このように組織

的な取組みを実施している企業には、
インキュベーシ

イノベーションはインスピレーションの産物という

よりも、綿密な計画を立て、時間をかけて実行され
るべきものである。

人を中心とした視点

ョンと展開に向けた専門知識を持っていることが
多い。
また、
そのような企業は、
イノベーションを生

飛躍的進化を引き起こす技術に真剣に向き合い、

み出す前に必要な機能向上やテスト、脆弱性強化
に関する専門知識も保有していることが多い。

• 計画に基づく実行：着想を得てから生み出すまで、

戦略的にイノベーションを起こすアプローチを考えて

いく際には、考えがまとまらなかったり、落胆したりす

イノベーションは単なる2段階のプロセスでも、偶

ることは日常茶飯事だろう。
しかし、忘れてはいけない

的なひらめきに過ぎないと思う方もいるだろう。
確

あるということである。
例えば、人は投資プロセスの意

のは、多くの企業にとって人は経済価値の基本単位で

発的なプロセスでもない。
イノベーションは瞬間

かに、
イノベーションにはそのような側面もあるが、
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思決定にかかわるほか、
イノベーションの検証や導入

2004

して
ある。
くの
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に関する意思決定も行う。
また、飛躍的進化を引き起

人のアイデアが結びつくことにより、イノベーションが

ョンにおける人の行動を変えるということに他ならな

つける取組みに集中できれば、驚くような飛躍的進化

こす技術の可能性を検討することは、
市場やオペレーシ

生まれる。
人を中心とした視点を持ち、
アイデアを結び

い。
さらに、Steven Johnsonが示唆しているように、
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を遂げることができるだろう。

私の見解

Jonathan Knowles, head of faculty and distinguished fellow
Pascal Finette, vice president of startup solutions
SINGULARITY UNIVERSITY

我々人間は指数関数的な思考には馴染みが薄い。
なぜなら、日の出から日没まで、月曜日から金曜日と、一方向
で直線的な時間概念の中で生きており、普段から線形的に思考することに慣れてしまっているからである。
そんな我
々が、
指数関数的と表現せざるを得ないほど急激に発展しているものを感覚的に理解することは簡単ではない。

しかし、
こうした指数関数的な進化が今まさに現実世界で起きており、
それは特にテクノロジー分野において顕
著である。
例えば、1997年、当時世界最速のコンピュータであったASCI Redスーパーコンピュータは、CPU処理性
能は1.3Tflops（テラフロップス：処理性能の単位）で、値段は4,600万ドルであった5。
現在、Microsoft社のゲーム機
であるXbox One Xは、CPU処理性能は約5倍の6Tflopsにも拘らず、価格は約10万分の1の499ドルで手に入る6。
また、
Argonne National LaboratoryのスーパーコンピュータMiraはさらにその約1,600倍の性能の10Pflops（ペタ
フロップス）
であり、
それは毎秒1京回（10の16乗）の浮動小数点演算が可能である7。
飛躍的な進化は今に始まったことではなく、
それは今後も進化の速度が緩やかになることも、
停滞することもない。
さらに重要なことは、
コンピュータの飛躍的な進化により、他分野でも飛躍的かつ革新的な進化が実現可能になる
ということである。
これは飛躍的進化を遂げている技術に自社のビジネスモデルを破壊されることなく、
いかに自社
のビジネスに最大限活用できるかという、CIOやその他のCxOにとって手腕が問われる場面なのである。
頻繁に引用
されているKodak社の例を用いると、1970年代、Kodak社は世界初の0.01メガピクセルのデジタルカメラを開発し
たが、市場に出すことはなかった8。
もしあなたがKodak社と同じように飛躍的な製品を市場に出すことを躊躇した
として、
誰が後押ししてくれるだろうか。

すべての技術が飛躍的な可能性を持つと想定すべきである。
2011年に、ある研究者のグループが、
ビデオに映る
猫を認識できるニューラルネットワークAIを実演した。
その画期的な発明を人々は面白がったが、
その重要性に気づ
くことはできなかった。
もし彼らが5年先を見通すことができたならば、
ただ面白がっただけで終わるということはな
かったであろう。
今日の小売業では、店舗内のビデオ映像を解析することで顧客の買い物袋の数を把握し、店舗パフ
ォーマンスを予測するだけでなく、
収益増のために活用するまでになっている9。

四半期ごとの業績に関心を持っているステークホルダーや意思決定者が線形的思考から転換することができれば、
飛躍的な進化をもたらす可能性のある取組みにもっとチャレンジできるようになるだろう。
5年間をただ検討だけに
費やしたのでは、
むしろ変化に対する抵抗を強くするだけである。
しかし、飛躍的な変化はすでに進行中であり、
その
速度は増加し続けるばかりである。
経営者が直視すべき課題は、
飛躍的な進化を見せている技術が現在の環境を崩
してしまうかどうかを考えることではなく、
その変化がどのように、
どれぐらいのインパクトで、
どれくらい早く訪れるの
かを考えることである。
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データマイニングには突破口があったが、汎用人工知

ていたある男性が、直観力や共感力がある上、自己認

実際のとこ
きない重要な課題を克服する必要がある12。

界でひとつの彼女」の中では、妻と別れて悲嘆に暮れ

能を実現するためには、演算処理能力だけでは解決で

識も持ち合わせている新しいオペレーティングシステ

ろ、最も難易度の高い課題は、曖昧な事柄をテクノロ

グ担当者は、映画のストーリーをSF（サイエンスフィク

の学習能力、言語能力、およびセンシング能力の延長

スタジオのマーケティン
ム「Samantha」に恋をする10。

ジーが扱う方法を見つけることである。
これは、既存

ション）として宣伝した。
しかし本当にフィクションだろ

線上にあるものではない。
機械が未知の環境を探索し、

うか。近年のAIの進歩は、将来のある時点でテクノロ

実行可能な結論を導き出し、
それらの結論を使用して

ジーが人間の知的能力（そして社会的または感情的

未知のタスクを完了できるような、全く新しいものを創

能力）に広く適合し、人間と機械の境界を消滅させる

り出す必要がある。人は3歳児でもこれを上手くできる

可能性があることを示唆している11。

昨今のAIの進化形として知られる汎用人工知能は、

我々が人間の本能と呼ぶものに広く対応できる多くの
能力を備えている。
それは、初めて経験する状況にお

いてもその場で知覚し、解釈し、推論できるような直観

が、現時点のAIにはできない。

進化について語ろう

汎用人工知能の実現は、研究室での一瞬のひらめ

的な理解力である。

きによるものではなく、AIの進化の過程において時と

汎用人工知能が完全に実現された場合、非常に大

ともに実現されていくであろう。
今後3～5年の間に、現

きな可能性がある。
バーチャルマーケティング担当者

状のAIを構成している能力の改善に加え、
これらの能

は、製品やサービスを設計、
マーケティング、販売する

力が複合的に結合するようになると考えられる。現時

ために、社内システムの顧客データやソーシャルメディ

ア、ニュース、
マーケット情報などの膨大なデータを分

点では、汎用人工知能を構成するすべての能力の開

休みなく稼働するアルゴリズムは、先入観をもたず事

少なくとも実現までに10年以上はかかると考えてい

発、統合、展開に成功するかはわからないが、我々は

析することが可能となるだろう。
また、作家の代わりに

る（詳細は本編の「私の見解」を参照）。AIの活用事例

実に基づいた、複雑かつ状況に適したコンテンツを多

が広く展開され、企業の採用スピードが加速するにつ

様な言語で生成することが可能となるだろう。汎用人

れて、機械学習やその他のAI構成技術、製品の標準化

工知能が実現できることは、例を挙げればきりがない
ほど多くある。

が進んでいくだろう。

もしれない。
しかし、
その日が到来するためには、AIは

用に関する検討を始めている。例えば、皮膚癌を診断

一方で、多くの企業ではすでに特化型人工知能の応

汎用人工知能はいつか飛躍的な進化を遂げるか

現在の能力をはるかに超えた進化をしなければなら

するためのパターン認識であったり、機械学習の技術

したこと、もしくは機械学習を通じて学習したことの

改善への応用といったものである。

を人事、法律、
その他の管理部門における意思決定の

ない。既存のAIは、
プログラマが明示的にプログラム

多くの場合、
これらの初期ステップを通し、特化型

み処理することができる。現状のAIの強みは、自然言

人工知能の社内ナレッジの一部となる情報を得られ

語処理、画像認識、専門的なシステムを構築するた

めのディープラーニングなど、いわゆる特化型人工知

る。
これは、
テクノロジーが進歩し、ベストプラクティス

汎用人工知能システムの完成形は、
これらの特化

人工知能導入の先駆けとして、Goldman Sachs社は

が出現するにつれて洗練されていく。例えば、特化型

能（ANI：Artificial Narrow Intelligence）にある。

型の機能に加え、現状存在しない他の能力も備えてい

機械学習に投資し、
データを戦略的資産として活用す

るだろう。
それは、不確実性を伴う状況下での推論や、

るための継続的な取組みを行っている13 。金融業界に

ュニケーションを行う能力である。

例えば、eメールにディープラーニングを適用すること

意思決定および意図的な振る舞い、感知、自然なコミ
将来、汎用人工知能をより人間的なものにする
「汎

用性」
は、
実現が非常に難しい。
ニューラルネットワーク、

コンピュータビジョン
（
「ロボットの目」
を作る研究分野）
、
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限らず、
より小規模なアプリケーションでも同様である。

で、
パターンを特定し、ベストプラクティスと内部リスク
への洞察を得ている。
これらの個々の成功は、新たな

取組みの中で始まるものもあれば、徐々に拡大される

汎用人工知能（AGI）

2013年に公開されたSpike Jonzeの映画「Her/世

汎用人工知能（AGI）
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中で実現されるものもあり、いずれにせよ特化型人工

を横断し、複雑な抽象化によりそれぞれの知能段階の

知能のナレッジを開発、改善するのに役立つ洞察を企

バランスを取る。

業にもたらすだろう。

多くの人は、
コンピュータが人間の感情を正確に認

最先端技術は、各個別課題の進展および相互の

識したり、完全に理解したりすることができないと考え

統合によるイノベーションからもたらされる。例えば、

ているが、機械学習の進歩はそうではないことを示唆

間の感情や情緒に関係するコンピューティング分野）」

習によって、声のトーンや顔の表情に基づいて人の心

「視覚 + 共感 = アフェクティブコンピューティング
（人
「自然言語処理 + 学習 = 革新的な言語翻訳」などであ

している。感情認識ソフトウエアと組合わせた機械学

理的状態を識別することができ、それはすでに人間と
同じレベルに達していることを示している15。

る。
Google社のTensor Flowを使って感情分析や機械

これらは、AIを汎用人工知能へ進化させる上で非

翻訳を行うことはできるが、両方を一つのソリューショ

ンで実現することは容易ではなく、汎用性を持たせる

常に重要なステップである。他の事例も、その進化が

に進化させることは大きなチャレンジであり、三つ目

スーパーコンピュータはAIに対するテストとして有名

アメリカ国防高等研究計画局の情報イノベーション

同じ会話を行い、どちらが機械か判断できるかを検証

勢いを増している可能性を示唆している。
例えば、
ある

ことは困難なことである。一つの領域から二つの領域

なチューリングテスト
（判定者が人間と機械に対して

の領域を追加することは飛躍的に困難となる。

するテスト）を通過し、判定者に13歳の少年であると

室のdirectorであったJohn Launchburyは、AIの段

思わせることに成功した最初のマシンとなった（学術

階を概念的に四つのカテゴリーで表現している。
「特

定の環境内での学習」
「計画と決断の推論」
「複雑で繊

的に標準化された手法に基づく、
より厳密な評価を要

細な情報の知覚」
「抽象化による新たな意味の創造」

求した専門家もいたが）16。

し、明確に定義された領域内において知識構造を表

秘プロジェクト
「DeepMind」の研究者たちが2017年1

「手作りのナレッジ」と表現
である14。彼はAIの第1波を

ほとんど報道されなかったが、Google社のAIの極

現する一連の規則を人間が作成した上で、機械がその

月20日に
「PathNet：Evolution Channels Gradient

テムとルールエンジンは、推論のカテゴリーにおいて

arXiv（論文が保存・公開されているウェブサイト）に投

詳細を探索するものであった。
これらの専門的なシス

Descent in Super Neural Networks」
という論文を

は強力な効果を発揮し、AIポートフォリオの重要な要

稿したが、それが最も重要な汎用人工知能の事例で

素であるといえる。
またLaunchburyは、現在押し寄せ

あるとされている。
この論文は完成形の汎用人工知能

ているAIの第2波を
「統計的学習」
と表現している。
この

ソリューションのアーキテクチャ設計の中で、最も早く

ルを創り出して大量のラベルを持つビッグデータに適

近い将来、第1波および第2波の特化型人工知能を

公表されたものの一つとなるだろう17。

波の中で、人間は特定の課題領域のための統計モデ
用し、ディープラーニングのためにニューラルネット

使用し、個別課題の解決策を複合的に組合わせて構

優れているものの、推論はあまり得意ではない。彼は

スが取れた企業システムが実現されるかもしれない。

界の現象について文脈的に説明できるモデルを構築す

ングシステム「Samantha」はフィクションではないの

成することで、抽象化を含む知能カテゴリーのバラン

ワークを使用する。
これら第2波のAIは知覚と学習に

長い視点で見れば、Spike Jonzeの感情オペレーティ

第3波を
「文脈的適応」と表現し、
この中でAIは現実世

かもしれないのだ。

ることになる。
これらの波は、四つのカテゴリー全体
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今日の状況とはかけ離れた劇的な改善が必要となる
だろう。

しかし、AIの可能性を探るために汎用人工知能が

OREN ETZIONI, CEO
ALLEN INSTITUTE FOR ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

登場するのを待っている必要はない。
すでにいくつか

の企業は、より複雑な問題を解決するために複数の

2016年3月、
アメリカAI学会と私は193人のAI研究者

特化型人工知能を組合わせて作った特化型人工知能

に、実用的なあらゆる分野において最も優れた人間よ

アプリケーションを使用して、明確な成果を出している。

ンテリジェンス」を実現するまでにどれくらいの時間が

翻訳の範囲を広げることが可能となる。
また、人工的

りも優れた知性として定義される人工的な
「スーパーイ

例えば、機械学習と統合された自然言語処理は、言語

かかるかを尋ねた。回答した80人の研究者のうち、お

な共感技術と組合わせたコンピュータビジョンは、
アフ

よそ6 7 . 5 ％ が2 5 年 以 上かかる可 能 性 があると答

ェクティブコンピューティング能力を生み出すことがで

多くのメディアで「AIが我々の仕事を奪うようにな

必要な一連の作業を理解し処理できるAIが搭載され

え、25％は実現する可能性はないと答えている18。

きる。
例えば、標識や歩行者の行動の認識など、運転に

る」という記事が数多く存在することを考慮すると、
こ

た、自動運転の自動車などである。

現実に基づいている。心理測定による人間のIQの測

専門性に特化したスキルセットが必要である。現在、

れらの調査結果は驚くべきものである一方で、一定の

あなたの会社でこのレベルの躍進を遂げるには、

定には高い信頼性があるが、AIの心理測定はそれほ

需要を満たせるディープラーニングの専門家は十分に

ど成熟していない。定義ができていない問題はあまり

いない。
また、一般的には少数のラベルデータしか扱っ

にも曖昧であり、それらに対応することは困難である

ていないが、
ディープラーニングシステムを実現するた

日常会話において規則、目標、目的が明確に定義

段階では、多くの共通概念がマシンにとってどのよう

からだ。

めには膨大な量のラベルデータが必要である。
今日の

されることはまれであるため、言語コミュニケーション

な意義があるのかさえ分かっていない。

分野においてAGIへ期待されることも曖昧である。例

特化型人工知能から汎用人工知能への進化は、段

えば、私が文章を正しく理解しているかどうかはどうす

階の違いだけではないことに留意してほしい。
それは

れば判断できるだろうか。音声認識を改善したところ

根本的な改善、
そして恐らく根本的に異なる技術が必

ら、日常的で単純なやりとりでさえ、実は非常に複雑で

期的な視点で物事をとらえないように注意しつつ、ま

で必ずしも言語理解が向上するとは限らない。なぜな

要となる。
「知性的に見えるもの」と知性を区別し、短

ある場合があるからである。
例えば、人気のチェーン店

ずはAIに関する取組みを始めることを推薦する。
その

では、実に200万を超える方法でコーヒーが注文さ

努力が正当に報われる日が訪れるかもしれない。現

れている。人間の知的能力や、
それを上回る人工的な

在のAIでさえも、個々の組織だけでなく、業界全体に

スーパーインテリジェンス（ASI：Artificial Super In-

telligence）に匹敵する汎用人工知能を創り出すには、
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亘る困難な課題に対し、有用なソリューションを提供し

ているのだから。

汎用人工知能（AGI）

私の見解

量子暗号化
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量子コンピュータがもたらす変化

量子コンピューティングの脅威を
理解する

今から10年以内には、
現時点の最先端のスーパーコ

「Tech Trends 2017」では、量子力学の性質をコ

ンピュータをはるかに凌ぐ演算処理能力を誇る量子コ

ンピュータが、ビジネスや政府の課題に取組み始める

ンピューティング、センサー、暗号、シミュレーションに

格納されている2万以上のすべてのタンパク質の薬物

量子コンピュータを用いて量子技術を活用しようと

応用する量子技術について検討した。
数年前から汎用

だろう。例えば、個別化医療の分野では、
ヒトゲノムに
相互作用をモデル化することができる。気候科学の分

野では、量子コンピュータのシミュレーションによって、

人間の生態学的影響について新しい洞察が得られる
かもしれない19。

する取組みが始まっているが、現時点では、まだ実用

化に向けて工学的なハードルが残っている状態であ

る。それにも拘らず、世界中の現在のスーパーコンピ

ュータをすべて合わせた演算処理能力を上回る量子

コンピュータを開発すべく、
熾烈な競争が行われている22。

また、別の可能性として、量子コンピュータは、現在

量子コンピューティングの暗号化技術への脅威を

用いられている多くの暗号化技術を無効化させてしま

理解するためには、1994年にMITの数学教授Peter

うかもしれない。

Shorが開発した、桁数が大きい合成数の素因数分解

現在、一般的に利用されている暗号化アルゴリズ

を効率的に行える量子アルゴリズムを理解する必要が

ムの多くは、桁数が大きい合成数の素因数分解に基

ある。

づく方式である。現在のコンピュータでは、RSA-2048

Peter Shorのアルゴリズムは、1994年の発表当時、

やDiffie-Hellmanのような一般的な暗号化プロトコル

その理論を実証するために十分な演算処理能力を持

で用いられる500桁以上の数列を解読するのに何百万

ったコンピュータがなかったのにも拘らず、素因数分

年もかかるとされている。

解の困難性に基づいた公開鍵暗号方式、特に広く使

しかし、量子コンピュータであれば、
それらの数列を

数秒程度で解読することができるだろう 。

われているRSA暗号化方式の安全性に疑問を投げか

20

ける内容として注目を集めた23。

量子コンピューティングとサイバーセキュリティ分

暗号化された情報（例えば、文書またはeメール）を

野の専門家の間で、大規模な暗号化技術の解読がい

つ頃起きるのかということについてさまざまな見解が

復号化するためには、ユーザは鍵が必要になる。秘密

障および世界経済に致命的な影響を与える可能性が

用する。
暗号化された情報の作成者がその情報にアク

鍵暗号方式では、暗号/復号化の際に単一の鍵を利

提示されているが、個人のプライバシー、国家安全保

あるという見解は一致している21。

セスしたい人へその単一の鍵を共有する仕組みである。

但し、量子コンピューティングは暗号に対してネガ

公開鍵暗号方式では、秘密鍵と公開鍵の二つの鍵を

ティブな要素だけではなく、ポジティブな要素も持って

利用する。公開鍵を利用して誰でもメッセージを暗号

いる。不正目的で暗号化アルゴリズムを解読するため

化できるが、秘密鍵を保持している人だけがそのメッ

に利用される可能性のあるコンピュータの力を、量子

セージを復号化することができる仕組みである。
Peter

耐性のある暗号化方式の開発にも利用可能なのであ

Shorのアルゴリズムは、十分な演算処理能力があれ

る。実際、量子力学分野において量子暗号の開発が進

ば、
この公開鍵暗号方式の暗号を解読することができ

められている。

るのである。
このほかにも量子コンピューティングの

ィングによる暗号解読の脅威に気づくべきである。長

Groverのアルゴリズムにも注目が必要である24。

その一方で、
民間企業や公的機関も量子コンピューテ

高い演算処理能力を用いることで暗号解読ができる
一般的なセキュリティ対策はキーサイズを長くする

期的には、情報を
「量子化」するための新しい暗号化

技術が必要になるだろう。 しかし、組織が現在の暗号

ことだが、
キーサイズが長くなれば復号時により多くの

ための基礎を築いていくためには、いくつかのステップ

れたファイルや署名のサイズも大きくなってしまう。
そ

時間と演算処理能力が必要になる。
その上、暗号化さ

化技術を強化し、量子コンピューティングに対応する

こで別のより簡単な量子暗号化のアプローチとして、

がある。

キーサイズの長い秘密鍵暗号方式が考えられる。
しか

しこの場合、鍵交換を安全に実施するための方法が必
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量子情報科学の分野で博士号を持つShihan Sajeedの研究は、新興分野である量子鍵配送システム
（QKD：Quantum Key Distribution）
や量子鍵配送システムの実用性評価・分析、
量子の非局所性に焦点を当
てている。
この研究の中で、Sajeed博士はセキュリティ評価の一環として、実際にハッキングを試み、量子暗号
の脆弱性を見つけようとしている。

Sajeed博士は、量子コンピューティングの脅威に対して多くの人が取ろうとする対応は誤っていると考えて
いる。
汎用量子コンピュータが実用化するのは10年以上先の可能性もあるため、多くの人が緊急で対策を講
じる必要性を理解できていない。
そのような人々は、今日、自分のデータは安全に転送されていると安心して
おり、将来的に量子コンピュータが実用化されれば、新規で発生するデータは量子暗号に切り替え、非量子化
データも量子暗号に変換しようと考えている。
しかし、
そのような考えは楽観的である。
Sajeed博士は「その考
えは、
量子コンピュータが実用開始になった日に一晩で量子暗号への切り替えが可能、
かつ直近5年間のデータ
を誰も盗聴やコピーをしていないことを前提にしている。
もし、誰かがあなたの直近5年間のデータを盗聴し、
コピーしていた場合、量子コンピュータが実用化された初日に、
あなたの非量子暗号データは解読されてしま
う。
」
と警鐘を鳴らしている。
今日、実用化に至っているさまざまな量子暗号ソリューションは、将来直面する非量子化データに関する課
題の解決に寄与するだろう。
しかし、
「他の新興技術と同様、量子暗号技術にも脆弱性が存在し、実用化のた
めには、
まだ改善を行っていく必要がある段階だ」
とSajeed博士は指摘する。
ただその一方、
「量子暗号化技
術が適切に実装されれば、
ハッカーが送受信者に検知されることなく情報を不正取得できないようにするこ
ともできる。
」
とも述べている。
Sajeed博士は、量子暗号の信頼性が担保されるようになるまでには、多くの人が想像している以上に時間
を要すると警告している。
また博士は、
「量子暗号の信頼性を担保するためには、数学的理論や新技術も必要
になるが、
それらは一朝一夕では証明も発明もなされないだろう。
」
とも述べている。
そして、
「だからこそ、量
子コンピューティングの脅威に対して今すぐに対応を開始すべきだ。
」
と提唱しているのである26。

要になる。
ではどのようにして暗号化された情報の受

性原理に基づく量子複製不可能定理から、量子は検

駆的な研究者は、Kerberosといった既存の鍵管理シ

つまり、通信元と通信先で量子鍵が一致しなければ、

信者に秘密鍵を送付すれば良いだろうか。一部の先

知されることなく盗聴や改ざんをすることはできない。

盗聴や改ざん行為があったと検知できるのである25。

ステムが有用だと考えている。また、それに加え前方

もう一つの選択肢は、量子技術を活用しながら、暗

秘匿性（鍵交換においてセッションごとに複数のラン

ダムな公開鍵を使用すること）という鍵交換プロトコ

号の歴史を振り返ることで見えてくる。第二次世界大

ほか、もしあるメッセージの鍵を解読されたとしても、

ッセージを暗号化する度に乱数列の秘密鍵を生成す

ルの性質を利用することでセキュリティが強化される
他のセッションのメッセージは復号化されなくなる。

また、鍵の脆弱性も永遠に続く課題ではないだろう。

膨大な演算処理を可能にする量子物理学の法則は、

量子暗号分野の発展にも寄与している。
今までとは全

戦中に広く利用されたワンタイムパッドシステムは、
メ

る。
メッセージの受信者は、その唯一対となるワンタイ

ムパッド
（秘密鍵）を利用してメッセージを復号化する。
歴史的にも、受信者に対となるワンタイムパッドを連

携することは課題であった。上述した量子通信チャネ

ルは、鍵交換を容易にする上、情報通信中に鍵生成も

く異なる暗号化のアプローチだが、光ファイバー上で

可能になる。

量子もつれ光子対を伝送することができれば、鍵は量

子暗号化されることになる。
ハイゼンベルグの不確定
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脅威に備えるために

は、量子コンピューティングへのリスクを緩和するだろ

う。
また、業界内の競合他社やサイバーセキュリティベ

効率的でスケーラブルな量子コンピュータが不正

ンダ、
スタートアップ企業などとの協業の機会を探るこ

目的で利用しようとする政府やハッカーの手に渡って

とにより、自社のニーズに合った新しい暗号化システム

しまうのが5年後なのか、10年後か、20年後なのかと

いうことは現時点では正確には予測できない。
しかし、

を開発することができるかもしれない。
このような先
進的な協業事例としては、新しいアルゴリズムの開発

現実に鑑みると、不正目的の専用量子コンピュータの

や査読のための専門家の共有化、各分野の専門家同

性が高い。
その上、Peter Shorのアルゴリズムでも解

も構わないが、今すぐ始めることが重要である。
なぜな

方が、汎用量子コンピュータよりも早く世に出る可能

士の研究結果の共有などがある。
どのような取組みで

読できない暗号化方式の開発に、どれだけの時間が

ら、実用性のあるソリューションを開発し、
プロトタイプ

かかるかも現時点では分からない。

を構築してテストを実施し、企業全体に展開して標準

その間、公開鍵暗号方式から秘密鍵暗号方式への

化を行うまでには、10年以上の月日がかかることもあ

移行の検討が必要である。量子コンピューティングに

る。
それまでに、量子コンピューティングの脅威にさら

対する公開鍵暗号方式の脆弱性を考慮すると、共通

されてしまう可能性は十分にあるからである。

鍵を利用した秘密鍵暗号方式への移行や前方秘匿性
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に適用することができれば、劇的な効果を得ること

はこの両者を上手く組合わせることが極めて重要であ

から数週間を要しているが、
これは、脅威へのアッ

れることもあるが、新技術をビジネスに適用する際に

ができる。
リスク検出のための分析に現在は数日

る。通常、開発者はアプリケーションを開発するたびに

新しいユーザインターフェースを再発明したりしない。

例えば、
アプリケーションへのアクセスやログ出力、監

視、データハンドリングなど主要な機能に関する共通

プデートが適用されるまで、システムがリスクにさ
らされ続けていることを意味している。

一方、汎用人工知能は脅威の検出・分析の自動

化と高速化を可能にする。
イベントと応答内容を

関数を利用すれ ば、都度開発を行うことなくアプリ

チェックさせるために適切なレベルの分析担当者

これと同様に、リスクマネジメントにも普遍的な

る、
という一連の処理がリアルタイムで実現される

へ適用すれば、適切なマネジメントと開発の高速化を

• 量子コンピューティングと暗号化：現在の標準暗号

ケーション構築が可能になるだろう。

に通知し、脅威に対する回避行動を迅速に実行す

ルールがある。
その普遍的なルールをイノベーション

のである。

実現することができ、管理が負荷となることもない。
モ

化 方 式であるA d va n ce d E n c r y pt i o n

ジュール化された共通ライブラリを再利用するのと同

Standard
（AES）
は、
40年以上に亘り利用されている。

じように、
リスクマネジメントの普遍的ルールを確立す

ることで、
イノベーションを加速することが可能になる。

一般的かつ重要なリスクを取り除くことができれば、

当時は、256ビットのキーを持つAESの暗号を破る

には、最高のデバイスとプラットフォームを用いて

も数十年かかると言われていた。
今日では、量子コ

イノベーション固有の領域に注力することができる。
イ

ンピューティングにより短時間で高レベルの計算

価するとともに、
それらの分類と定量化を行い、どのリ

を保護しているコードも破られるかもしれない。

ノベーションに伴って発生する新種の攻撃の脅威を評

が可能となっているため、
現在ネットワークやデータ

スクが本当に企業と顧客に影響するかを判断する必

考えられる解決策として、
より大きなサイズの鍵

要がある。
その上で、どのリスクに対処し、避けること

を生成したり、
より堅牢なアルゴリズムを開発した

ができるか、
あるいはスコープ外とし得るのかについて

りすることで、解読にさらに大きなコンピューティン

切に管理することで、
プロジェクトを加速し、
マーケット

しかしながら、
そのような計算能力を備えていない

決定するべきである。意識的にリスクを受け入れ、適

グリソースを必要とさせることがあるかもしれない。

への展開を早期化することが可能となる。

既存システム群にとっては、高い負荷が掛かりすぎ

• 汎用人工知能（AGI）
：汎用人工知能は学習し、判

る可能性がある。

断し、事物を理解することができる仮想的な従業

幸い、量子コンピューティングでは、
より複雑で、

員のようなものである。
ハッカーからこの従業員を

解読が困難な全く新しいアルゴリズムを生成する

どのように守るかを考えるとともに、彼自身にセキ

可能性も持っている。
現時点では、
量子コンピューテ

ュリティとリスクの概念を理解させることを考える

ィングはまだ初期の実験段階にあるため、量子最

ムをどのように保護するかを理解し、学習する機能

攻撃に対して最も脆弱となるデータを守る必要が

必要がある。
つまり、
データやハードウエア、システ

適化されたアルゴリズムを設計し、量子レベルの

を汎用人工知能に組み込む必要がある。

ある。

汎用人工知能のリアルタイム分析をリスク管理
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要点

汎用人工知能や量子暗号化のような飛躍的なイノベーションがビジネスに与える影響の全貌は明らかにな
っていない。
しかし、
やがて訪れる実用化に備えて、今から取り得るステップも存在する。
他の新興技術と同様
に、
飛躍的なイノベーションは早期採用によって競争優位の機会をもたらす。
CIO、
CTOを始めとする経営層は、
今日において技術の飛躍的進化に関する可能性を模索し始めることは可能であるし、模索し始めるべきであ
る。
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日本のコンサルタントの見解
汎用人工知能（AGI）および
量子コンピュータに関する日本の
取組み

いずれの領域も、学術的な分類も含め研究と議論
が継続されており、
これらの技術がいつ、どのようにブ
レークスルーを迎えるかは、
それ自体が非常に興味深
いテーマである。
しかしながら、多くの企業にとってよ
り高い関心があるのは「それが我々のビジネスにどう
影響するか、何を準備しておくべきなのか」ということ
であろう。
本編でも記載の通り、
これらの技術の実用化
にはまだ5年以上を要する可能性がある。その中で、
始めておくべきことは何であろうか。

今年の
「Exponential technology watch list」
で
は、AGIおよび量子コンピュータを取り上げている。

特にAGIは、古くからSFでも取り上げられてきた夢
のある分野であるとともに、いわゆるシンギュラリテ
ィ
（AIが人類の知能を超える転換点）に関する議論な
ど、
メディアでも耳にする機会の多いトピックではない
だろうか。

これらの飛躍的な技術の進化に対する準備を考え
るにあたり、例えば、過去に起こった事例から考えてみ
るのはどうだろうか。

これらの技術については、もちろん日本でも研究
開発が続けられている。AGIであれば全脳アーキテク
チャ・イニシアティブ1など、量子コンピュータであれば
NTTが開発したニューラルネットワーク型のQNN 2な
どがその代表例となるだろう。

過去に起こった
「技術の飛躍的
進化」
：スマートフォンの場合

初代のiPhoneが発売されたのは2007年、
その翌年
の2008年にandroidがリリースされている。
その後急
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速に普及が進んだことは周知の通りだが、他の情報
通信機器と比較するとその構図はより鮮明になるだろ
う。

今日のビジネスにおいて、顧客接点としてはもちろ
ん、社員が利用する情報端末という面においても、ス
マートフォンなくしてビジネスを考えることは難しい。
特に10代の若者にとっては、生活の一部と言っても過
言ではないほどに大きな影響を与えている。まさに、
時代を一変させた「飛躍的進化」といって差支え無い
事例であろう。

では、もし仮に、我々がiPhoneの発売からさらに5
年前、2002年に居たとしたら、将来訪れるスマートフォ
ンの時代に備え、
どのような対応を取るべきだろうか。

「新しく始めること」と
「すでにあるもの」
もちろん、
スマートフォンに関連したビジネスやコン
テンツへの先行投資を行う、という対応は考えられる
だろう。
あるいは、Apple社やGoogle社と早期に協力
体制を組みエコシステムの構築を目指すべき、という
方向性もあるかもしれない。

れることだろう。
これを仮に、
「新しく始めること」と分
類しておこう。
では一方で、
「すでにあるもの」に目を向
けてみるとどうだろう。例えば、既存の業務や組織、シ
ステムは、
スマートフォンの到来に備えて何を準備して
おくべきだろうか。
例えば、
スマートフォンの普及により
顧客との関係そのものが変わることを考慮し、業務の
在り方や社内組織を段階的に変えていく必要がある
かもしれない。
また、
クラウドなどインターネットのシステム群と柔
軟な情報連携が必要となることを踏まえ、基幹システ
ムの拡張性や連携性を高めておく必要があるかもし
れない。
あるいは、情報の双方向性が増していくことを
考えると、企業倫理やコンプライアンス、セキュリティに
ついて、
より高度な教育の準備をしておくべきかもしれ
ない。

これらの「すでにあるもの」に対する対応は、一見す
ると直接的な利益につながらない地味なものに映る
かもしれない。
しかし、
こういった土壌が無ければ「新
しく始めること」が根を張り、
花を開かせることも難しく、
その必要性に気づいてから準備をするにも時間が掛
かりすぎる。
むしろ、対応に時間が掛かるこのような地味な要素
こそ、早期に着手しておくべきなのではないだろうか。

まずはこのような、
スマートフォンやその周辺技術に
直接関連するような領域での新しい取組みが挙げら
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着眼大局、
着手小局（大きな視点
から見て、
小さなことから実践する）

もちろんこれは一つの仮説に過ぎず、全く違う考え
を持っている人もいるだろう。
しかし、
そういったことを
考えてから改めて本編を読むと、新たな気づきがある
かもしれない。

「新しく始めること」の探し方と見ると、まだ検討を
始めるには早いように思われるだろう。
しかし、
「すで
にあるもの」の行く先として見ると、今から始めるべき
ものに気づくこともあるのではないだろうか。

も、単純にグローバルと同じ戦略を取ることは難しい
と考えるべきであろう。

「着眼大局、着手小局（物事を大きな視点から見て
小さなことから実践する）」とは古くから言われるとこ
ろであるが、いつの時代の経営層にとっても難しい命
題の一つであろう。
しかし、未来を考え、将来像を描
くというのは人にとって本来楽しい活動であるはずで、
企業においてもそうあるべきではないだろうか。
本編が、技術の大局を見定め、議論を深めていくた
めの一助となれば幸いである。

加えて、日本固有の事情も考慮する必要がある。世
界初の携帯電話IP接続サービスであるi-modeは
iPhoneの発売より8年前、1999年に日本で発売され
ている。
これがスマートフォンにつながる大きな流れ
の一つとなっているが、後に「ガラパゴス」と比喩され
る日本独自の進化を遂げたことも周知の通りである。
応用技術分野における日本の競争力の高さや、言語
を含むマーケットの特殊性について考慮すると、今後
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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・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
「Tech Trends 2018」は、2017年12月にアメリカで発表され、
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。
日本版は、今年も日本企業のビジネスに精通したプロフェッショナルによる
「日本
のコンサルタントの見解」を追加し、満を持しての発刊となった。
「Tech Trends」の日本語化の取組みを
担当して4年目になるが、今回の「Tech Trends」は、例年に比べて非常に現実感のある内容になってい
ると認識している。

私は、
テクノロジーコンサルティング部門だけではなく小売・流通業、旅行業、運輸業に対する戦略コン
サルティング部門のリーダーを担当しているのだが、
「Tech Trends 2018」
で示されている内容は、企業
の2025年や2030年にむけた長期計画などの主テーマになっている。今回の読者におかれては、今、自ら
が計画している内容そのものが記載されていたのではないだろうか。
「ビジネスを変える」、
「生活を変える」
ドライバは、
テクノロジーであることが定着化しつつある現在に
おいて、
ここ数年のトレンドであったAI、IoT、AR/VR、Cloudなどといったテクノロジー要素は、今、果実が
実ろうとしている。
これらの要素は絡まりつつ昇華をとげ、我々の生活へ着実に浸透してきている。
私たちは、我々を取り巻くビジネス環境を整理した上で、
テクノロジーによる変革をデザインし、今後発
生し得る課題への対応を加味して取組みを進める必要がある。
もはや、立ち止まっている時ではない、今
がイノベーションを起こすタイミングである。

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 リーダー

174

日本版発行責任者

安井 望 執行役員 パートナー
ジャパン テクノロジー 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。
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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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