
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

過去9年間に亘り、デロイトコンサルティング
が発行する「Tech Trends」では、CIOやIT
部門がクラウドやモバイル、アナリティクス

といった破壊的テクノロジーにどう立ち向かってきた
のかを伝えてきた。この期間彼らは、新しいIT業務、IT
への期待や機会に取組んできたのと同時に、ITを中心
とした企業戦略を展開するためにビジネス側とより深

くかかわってきた。
しかし、多くのCIOや企業の経営層は、昨今の破壊

的テクノロジーへの対応だけでは、十分でないことに
気づきつつある。現在では、ブロックチェーンやコグニ
ティブ、ARやVRといったDigital Reality技術が企業の
ビジネスモデルや業務に大きな影響を与えており、こ

れまでのような受身的で縦割り化された仕事のやり
方では今日の急激な変化に対応することが難しい。IT
がこれまでの主戦場であったバックオフィス領域を超
えて、製品管理や顧客対応といったより重要性の高い
領域に影響している状況において、切実な問題となっ

ている。
近年におけるこのような傾向は、CIOにとってはチャ

ンスであり、同時にリスクでもある。IT領域における急
速で破壊的な革新は、これまでにないビジネスチャン
スを企業にもたらす一方で、そのビジネスチャンスをと
らえて欲しいというCIOへの期待値に応えるべく、新し
いチャレンジに立ち向かうことが求められている。例え
ば、「どのような場合に、企業のCIOが更迭され得る

　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。
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か」について、2016年～2017年にデロイトが調査した
際には、回答者の74％が「CIOがビジネス側の期待に
十分に応えていない場合に更迭が起きる」と回答して
いる。また、もはや驚くべき結果でないが、調査対象者
の72％が「企業の重要なビジネス上の変革に対応で
きないCIOは会社を去るべきである」と回答している1。

これまでの長い間、IT部門はビジネスの再構築に
貢献してきた。一方でビジネス部門と同じようなビジョ
ン、規律、厳しさをもってIT部門を再構築した例はほと
んどなかった。

しかし、そのような状況は、今後1年半～2年で一変
することになる。CIOたちはIT部門を再構築するだけ
でなく、企業全体のテクノロジーへの取組み方の再構
築に乗り出すことになるだろう。この変革のゴールは、
企業のテクノロジーを従来のような単なる業務機能を
提供するシステムから、ビジネスのスピードを加速さ
せ、インパクトと価値を生み出すエンジンへと作り変え

ることである。 
テクノロジーの再構築へのアプローチは企業によっ

てさまざまであるが、大別して以下の二つの戦略をと
ることになると予想される。

ボトムアップからは、拡張性が高くダイナミックなシ
ステム基盤とオープンで柔軟性の高いアーキテクチャ
の実現を目指すだろう。重要なことは、近年における
機械学習による自動化技術の普及により、新システム
の立ち上げ、柔軟な機能開発、システム運用のすべて
の面における高速化を可能にしつつあることだ。近い
将来、この自動化技術はシステム基盤やアプリケーシ

ョンに組み込まれ、ITオペレーションにとって当たり前
のものとなるであろう。

トップダウンからは、CIOは自部門の予算や組織構
造、配員、サービス提供の在り方などを再構築する機
会をより多く得ることができるようになるだろう。

「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。   

Deloitte Insights | Deloitte.com/insightsSource: Deloitte analysis.

ステップ1: 最新化されたインフラ

ステップ2: 自動化の普及

 

ステップ3: 新しい運用モデル

結果: 成果主義的な予算化
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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

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

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

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

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise

8



成ではない。むしろ、すべての仮説にチャレンジし、より
良い結果を求めて設計し、究極的には未来のIT導入
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

Michael HammerとJames Champyは、著
書「Reengineering the Corporation」の中で、「ビジ
ネスプロセスはグループ化されたタスクであり、効率よ

くまとめられた時に顧客に価値ある結果をもたらすも
のである」と述べている。さらに何も生み出さない個々
のタスクよりも、プロセスにフォーカスすることによ
り、企業はより効率的に期待する結果を得ることがで
きると説いている。「プロセスとタスクの違いは全体
か一部か、結果か手段か」だと彼らは言う2。

今日、多くの企業におけるIT部門は、彼らの主張と
は対極のアプローチをとっている。過去30年に亘って、
企業におけるテクノロジーはあらゆる側面で拡大し
続けたが、アプリケーション、インフラだけでなく、ネッ

トワーク、ストレージ、運用管理に至るまでひどくタスク
思考だった。その結果、今日スキルの高いIT人材は一つ
の役割でしか働けなくなっている。なぜならネット
ワークエンジニア、システム管理者、セキュリティアナ
リストの間で、同じツールを共有することもなく、コミュ
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
当たり前になっているからである。 

最近までテクノロジーによる変革といえば、ニューテ
クノロジーやアウトソーシング、オフショアといった
もの へ の 適 応 を指すという理 解 が 一 般 的であっ
た。HammerやChampyのように、業務プロセスその
ものに着目してテクノロジーの再構築を推進していこ
うという提言は少なかったのである。しかし、昨今のス
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、

一般消費者向けサービスを支えるテクノロジーがエン
タープライズ領域へ浸食しているといった潮流を受け、
彼らが言及しているようなアプローチでのビジネスと
テクノロジーの再構築に否応なく駆り出されている
CIOも多い。このアプローチは、スタートアップ企業
や、大企業からスピンオフしたフットワークの軽い企業
にとっては親和性が高いものであるが、従来型の大企
業にとっては難しいものであることも事実である。大
企業はまずは、さまざまな先進的なツール、ニッチな
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

ンに目を向けてみることから再構築へのチャレンジに
取組むことができる。 

ボトムアップアプローチによる 
再構築

再構築を実現する際、基盤となるインフラやアーキ
テクチャの刷新はその一部でしかない。先進企業がボ
トムアップアプローチでビジネスとテクノロジーの再
構築に着手する場合は、自動化、技術的負債、インフラ
の最新化という三つの領域における改善の可能性を
検討することとなる。 
• 自動化：自動化は企業がテクノロジーの再構築に

取り組む際の最も重要なゴールとなるものであ
る。ITライフサイクルを通じて、多くの自動化の機会
がある。例えば、自動的なプロビジョニング、開発、
テスト、リリース、運用と同様に、自動監視、自動学
習、自動修正をする大規模なオートノミックプラッ

トフォームなどがある。ほぼすべての伝統的なIT運
用は自動化の候補となり、ワークフロー業務、定型
業務、ポリシーベースで自動判断できる業務、複数
システム間のデータ整合性検証業務などが該当す
る。ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）、 
コグニティブオートメーション、インテリジェント
オートメーション、コグニティブエージェントなど、
さまざまなバズワードによって表現されることが
多い自動化技術であるがその背景にあるビジネス
ニーズは共通している。それは、日々増大する煩
雑な業務から従業員を解放することである3。 

自動化の取組みの一環として、いくつかの企業
ではシステムリソースを柔軟かつダイナミックに管
理することができ、システム開発から運用までに必
要な業務を統合するオートノミックプラットフォーム

（自律的な企業基盤）を導入している。このオートノ
ミックプラットフォームについては、自動化とロボテ
ィクスの組合わせ、もしくは機械学習を用いた高次
元の自動化として議論されることが多い。オートノ
ミックプラットフォームは、大きく二つのトレンドのも
とに成り立っている。一つはメモリやストレージ、ネ
ットワークといったさまざまなシステムリソースを
仮想化し、ソフトウエアの負荷に応じて自動的に
最適化を行うSoftware-defined everythingとい
う考え方であり、もう一つはDevOpsアプローチで
のシステム運用とデリバリモデルの抜本的な改革
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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
などのIT部門の業務タスクレベルまでが、よりコード
化されるようになり、組織は新しいアーキテクチャ
や規律を手に入れるチャンスを得ている。このよう
な取組みにより、企業はIT部門の業務とそれを支
えるシステムとを切り離すことが可能となり、結果
として、有能なIT人材を付加価値の低い単純なシ
ステム保守作業から解放し、より付加価値の高いビ
ジネスに直結する業務に注力させることが可能と
なるのである。また、生産性を向上するチャンスも
ある。一般的に、「ITプロセスの効率性とは、そのプ
ロセスに要する人員数と逆相関の関係にある。」と
いわれている。

オートノミックプラットフォームと並ぶ、自動化に
おけるもう一つの重要なキーワードは、一部のクラ
ウドベンダが提唱しているセルフサービスオート
メーションという概念だ。Webベースのポータルを
通じて、ユーザは標準化されたサービスメニューの
載ったカタログから必要なサービスを選ぶことが

できる。自動化されたシステムによって、ユーザ側の
システムリソースの自動割り当て、職務分掌に基づ
く自動化されたアクセスコントロール、承認プロセ
スなどが自動的に提供される。これにより、企業の
リスク低減やリソースの整理も実現できる。

• 技術的負債：技術的負債は、品質の悪いコードや
システム設計によってのみ引き起こされる訳では
ない。多くの場合には、短期的なROIの改善や、各
プロジェクト個別の最適化のみを追求した結果と
して発生する。このようにして徐々に積み上がって
いく技術的負債を放置せず、定期的なシステムの
見直しや統合を行うことで返済していくことがで
きる企業は、生まれた余剰を活用することにより
ビジネスを成長させる新しいイノベーションに投
資することができる。もちろん、この技術的負債は
物理的なインフラ領域やアプリケーション領域に
おいても発生し得るし、レガシーシステムの継続運
用が長期化すれば積み上がっていくものである。
クラウドを活用して既存システムの再プラットフ
ォーム化を促進することで、技術的負債を削減し、
ビジネスのスピードを加速することもできる。 

金銭的な意味での借金と同様に、技術的負債
という借金を返済しない企業は、その予算の多くを
既存システムのメンテナンスといった後ろ向きの
活動に費やし、ビジネスを加速させるような革新
的なテクノロジーへの投資をすることができない。

技術的負債に対応するために企業は以下の二つ
のステップに取り組む必要がある。 

1. 定量化・視覚化して判断する：潜在的な品質およ
び構造上の課題を可視化することが、技術的負債
に立ち向かうための第一歩である。技術的負債を
解決するためには、まずは技術的負債の背景にあ

る問題をシンプルかつ視覚的に理解できるよう経
営層に伝える必要がある。もちろん、IT関連の中長
期計画やポートフォリオマネジメント、個々のITプ
ロジェクトのデリバリそのものも、技術的負債を生
じさせるものであるということも忘れてはならない。 

2. 適切に管理する：今後1～2年での企業の短期的
戦略目標を達成するために必要なツールやシステ
ムを明確化する必要がある。これにより、今現在、
取り組まなければならないポートフォリオを識別す
ることが可能となる。また、不要なアプリケーション、
インフラ、定常業務などを削減していくことも忘れ
てはいけない。IT部門の目標は、技術的負債を監
視することではなく、削減していくことである。

• インフラの最新化：インフラの最新化とは、いくつか
のスタートアップ企業でその効率性と有効性が実
証された、クラウド環境の活用を主軸とする、柔軟
性の高いアーキテクチャモデルである。今後、多く
の企業で採用される可能性が高いと考えられてい
る。このクラウドファーストのモデルにおいては、プ
ラットフォームは仮想化・コンテナ化され、可用性
の高い再利用可能なリソースとして扱われること
により、インフラの維持管理に関わる業務量を大
きく削減することが可能となる。システムはポリ
シーや管理、自動制御により疎結合される。同様に
限られた労働力を用いて、オンプレミス、プライベート
クラウド、パブリッククラウドの能力を適正な価格と
性能で活用することができる。組織を現行システム
の維持管理を目的とする従来型の組織から、ビジ
ネスに貢献する成果を生み出すものへと変革する
ことができるのである。

システムアーキテクチャをより柔軟で俊敏なもの
に変革することが、ビジネス戦略上・システム運用
上の多くのメリットをもたらすことは議論の余地が
ない。例えば、柔軟なソリューションでさまざまな
業務領域における迅速な開発と展開をサポートす
ることが可能となり、企業の革新と成長を促進する
ことができると考えられる。さまざまな新しい破壊
的テクノロジーが乱立している昨今、いかにそれら
のテクノロジーを活用して、いち早くマーケットに
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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。

トップダウンアプローチによる 
再構築

過去10年間でCIOの影響力と地位は著しく高まって
おり、その主な要因は、引き続き効率的で信頼性の高
いIT運用にある。このシステム運用というCIOに求めら
れる職責は、多大な労力を要する一方で、最先端のテ
クノロジーを適切に企業へ導入することも求められて
いる。新しいテクノロジーを活用したツールによっても
たらされるIT部門の業務、組織や人材管理の領域にお
ける変革を引き起こしていくことも必要である。デジタ
ル時代に継続的な成長を続けている企業のリーダーた
ち（チーフデジタルオフィサー、チーフデータオフィサー、
チーフアルゴリズムオフィサー）はCIOとシステム部門
に対して、以下の三つの貢献を期待している。1）収益
拡大のための新製品とサービス、2）才能ある人材を
獲得し、育成する新たな方法、3）将来的に会社が実施
すべきことの検証手段とそれに必要な試作品。

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
進化は、さまざまな業務の進め方に大きな変革をもた

らすと考えられている。「テクノロジーに強い人材」と 
 「ビジネスに強い人材」に二分するこれまでの企業内
の考え方はもはや有効ではない。テクノロジーは、い
まや企業活動の中核を担うものであり、これにより企
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。

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。
•	 チームの再編成と縦割りの破壊：多くのIT組織では、

社員は機能やスキルセット別の縦割り組織で管理
されている。例えば、ネットワークエンジニアリン
グ、QAサポート、システム管理はそれぞれ別の部隊
となる。このよくある組織構成では、プロジェクトの
各フェーズで、各々の専門知識を提供することで貢
献している。結果として、プロジェクトが厳格に順
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
越し」のエンジニアリングを増やす。 

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。
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
あげることに重点を置く。次のステップとして、アプ
リケーションやインフラなどのIT領域間の境界をな
くすことに重点を置くことかもしれない。自分自身
に問いかけて欲しい。

 ◦ 「ITリソースと人材を共有する機会はあるか。」
 ◦ 「新しい組織能力開発のために、必要に応じて

メンバを流動的に変更可能なチームが作れるか。」
 ◦ 「それらのチームに対してあらかじめ予算を

確保しておくことは可能か。」
インフラ内の縦割りであるストレージ、ネットワーク、

システム管理、およびセキュリティにも同じことが
いえる。

 ◦ 「これらのチーム間で共有できるスキルセット
とプロセスは何だろうか6。」

システム展開方法に関して：このところ頻繁に
取り沙汰されているアジャイルとDevOpsにはメリ

ットがある。しかし、アジャイルやDevOpsのような
より効率的な手法が企業として認められない場合
はチームの再編成は無駄になる可能性が高い。も
しアジャイルとDevOpsを試しているならば、心して
取り掛かるべきだ。元の生活に戻ることができない
ように、乗ってきたボートを燃やす探検家のように。 

• 全体を見据えた予算：機能的な縦割りが消滅する
につれて、アプリケーションとインフラの境界線が
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
ネスリーダーが「欲しいもの」のリストを作成し、優
先度とコストにしたがってそれを分類してプロジェ
クト化することで実現してきた経緯がある。これら
のプロジェクトは、通常ITに振り分けられた裁量予
算の大部分を消化し、残りが保守とメンテナンスに
割り当てられてきた。このベースとなる予算の青写
真は、予算が再び計画される1年後まで有効となる。 

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
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
者は、主要な戦略目標の達成をサポートする潜在
的、かつ価値ある機会に工数と予算を集中させる

ことになる。プロジェクトの優先順位を引き上げる
ためのこのモデルは、予算を柔軟かつ迅速に割り
当てられ、投資は測定可能な成果をもってモニタリ
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
べきだ。また、長年に亘る調達方針を変え、成果主
義に基づくパートナーやベンダとの協業関係、共
同投資の機会を模索する必要もある。 

• 曖昧さを包含したポートフォリオ管理：IT予算を
詳細ではなく、大枠でとらえるにつれて、イニシアテ

ィブのIRRとROIを計算するのが困難となる可能性
がある。例えば、従来からあるクラウドへの移行の
ケースを想定すると、計画時にCIOはプロジェクト
費用とコスト削減効果を見積もることができる。さ
らに言えば、これらの見積もりに責任を負うことが
できる。

しかし、工場全体にセンサーを配備して運用上
の可視性を高めるようなケースにおいては、もう少
し状況は複雑だ。良い成果が得られるかもしれな
いが、その効果をある程度の精度で予測するのは
難しいかもしれない。CIOは彼らがプロジェクトの
ポートフォリオを構築および管理する方法とし

て、70：20：10の法則を適用することにより慎重に

なってきている。プロジェクトの70％はコアシステ
ムに重点を置いており、20％はその周辺の仕組み

（ 上記の「工場 作 業の可視性向上 」の 例など）
に、10％は短期的に成果を出すかどうか分からな
い新興技術や実績のない技術に焦点を当ててい
る。一般的にコアシステムのプロジェクトは、期待
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。
確実さと曖昧さのバランスを効果的にとることで、
潜在的な機会を探る時間の捻出が可能となり、よ
り多くのリスクを取ることができる。 

• ガイダンスとインスピレーション：IT組織には特別
な機会と責任がある。それはビジネスリーダーや
戦略立案者がテクノロジーを使って実現したいこ
とのリストとその優先順位付けを行うための俯瞰
図を提供することだ。例えば、課題解決するための

イニシアティブは適切であるか。組織のITエコシス
テムの現実を考慮した場合、技術的目標は達成可
能か。提案は運用上および戦略上の大目標と整合

しているか。IT組織は俯瞰図を描くプロセスにおい
て二つの役割を果たす。一つは、将来の可能性につ
いてインスピレーションを与えるシャーマンとして
の役割である。もう一つの役割は、現在利用可能
なツールのみを駆使して、探検家を目的の場所に
誘導する案内人としての役割である。
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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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Sysco社の秘伝のソース
大手食品マーケティングおよび流通企業である

Sysco社は、現在進行中の技術革新イニシアティブを
再評価するために大胆な施策をとった。72社の国内
事業会社の内12社は、人材不足で老朽化したレガ
シーシステムに代わり新しいERPソリューションを導入
し、プロセスの標準化と業務改善を実現した。ここで何
が問題だったかというと、新しいERPソリューションを
導入した企業には、大きな業務上の利点はなかったこ
とである。さらに悪いことに、競合他社は顧客のカスタ
マエクスペリエンスを促進し単純化する新しいデジタ
ル機能に投資を集中していた。一方で、Sysco社の大
規模なバックオフィスの実装は、顧客との取引を妨げ

る障害と認識されていたため、Sysco社のITリーダーシ
ップは代替となるアプローチを考えた。

知的財産や何十年も使われてきた発注管理、在庫
管理、倉庫管理のカスタマイズソリューションに組み込
まれた「秘伝のソース」をいかに最新化して改良するか、
ということを念頭に置いて、レガシーシステムを再評価
してみた。同時に、彼らはIT部門を根本的に変革し、大
規模なパッケージソフトウエアをサポートする組織か

ら、新しい機能や製品（特に顧客対応に直結するソリ
ューション）を迅速に設計できる組織へと移行すること
の重要性を認識した。

この件についてITリーダーシップは、企業経営層の
説得を必要とした。なぜならこの決断が戦略を揺るが

し、現在の軌道を変え、多くの時間、リソース、資金を必

要とするからだった。アーキテクチャの観点からは、ク
ラウド、先進的なアプリケーションプラットフォーム、マ
イクロサービス、自動化技術といった新しいアプローチ
の中心となるテクノロジーの多くは、従来のERP戦略
が成立した時点では存在しなかったか、成熟していな
かった。ITチームは経営層に対し、テクノロジー、ツール、
および方法論が過去数年間にどのように進歩したか
を説明した。またSysco社に柔軟性をもたらし、マーケ
ットでのポジションを効果的に獲得するには、コアとな
るITシステムに検証済みテクノロジーを使うことだと
訴えた。そしてこの場合、ERPソリューションを他の事
業会社に展開し続けた場合よりもコストははるかに
少ないことを説明した。

Sysco社のexecutive vice president and chief 
technology officerであるWayne Shurtsは次のよう
に述べた。「我々のレガシーシステムは、我々のビジネ
スのために、特別にカスタマイズされており、古くても
機能は素晴らしい。基盤となるテクノロジー（例え実行
しているハードウエア、構築したプログラム言語、運用
方法）が先進化していたとはいえ、慣れ親しんだシステ
ムに戻ることを営業各所は歓迎した7。」

このような成果を達成するため、ShurtsはSysco社
のIT組織の特徴であった伝統的なウォーターフォール
型のプロセスではなく、DevOpsとアジャイルフレーム
ワークに適用したソフトウエア製品、プラットフォーム、
サービスチームが必要なことを企業の経営層に納得
させた。

「最初に物事の動機付け、次にそれを実行する方
法を考える。我々は働く方法のすべてを変えた。」と
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Shurtsは言う。「我々はテクノロジーや手法を、新しい
ツールやプロセスを必要とするものに変えつつある。 
最終的には、それは我々の組織を変えることを意味す
る。」IT組織の半数以上が変化を遂げ、新しいツール、
手法、および方法を活用している。個々のチームは、製
品やカスタマエクスペリエンスをベースに、完璧に機
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。
また、継続的な革新だけでなく、機能の開発と継続的
な運用サポートという責務を果たすことができる。今
年中に残りのIT領域を変革する計画が立てられている。

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
構築し、新しいアジャイル方式を体系化した。彼のチーム
は緻密に布陣された外部の専門家と協力し「自分たち
で社員を育成する」という目標を達成した。レガシーシ
ステムに精通したベテラン従業員とのバランスを保ち
つつも、スキルセットを全社的に向上し、Sysco社のIT
を再構築するという組織的な取組みが始まった。

Shurtsは新しいアイデア、イノベーション、顧客サービ
スを提供するため毎日システムのリリースを行う、とい
うITチームの目標を達成するためにプロセスを継続的
に改良している。「我々の競合他社と顧客が、これまで
に一度も見たことのないものを多く見ることを期待し

ている。今日の世界の変革スピードが加速すると信じ
ているならば、新しい方法だけでなく新しい考え方に
移行する必要がある。他のCIOへアドバイスするとす
れば、すべてのチームは、我々が歩んできた道、つまり

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
だ。」

Vodafone Germany社が目指す 
カスタマエクスペリエンス

Vodafone Germany社は、モバイル、ブロードバン
ド、テレビ、企業関連サービスを提供するドイツ屈指の
通信会社である。同社は、そのビジネスニーズに対応
するため複数年に亘るプログラムを始動した。これに
よりIT基盤を刷新し、デジタル時代に対応するITスタッ
クを整えようとしたのだ。Vodafone Germany社はこ
の取組みの中で、カスタマが一気通貫して快適にサービ
ス利用できるよう、業務プロセスの改善や従業員の再
教育に必要な対策を講じた。また、さらに将来的なテ

クノロジーに柔軟に対応できるよう、抜本的なIT再構
築を目指したのだ。

まず最初にレガシーシステムを有効活用するた
め、ITインフラを仮想化した。Vodafone Germany社
はITインフラを自社データセンタからクラウドへ移行
し、新しいアーキテクチャ、ツール、自動化のポテンシャ
ルに沿ってIT運用を刷新した。再構築されたインフラは、
システムの障害からの復元力が高まり、ITコスト面で
の効果が見られた。また、これにより、重大事故からの
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
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

く適合しないものがあり、この移行には苦戦した。こ
のようなシステムの移行準備開発コストは多大なもの
になりがちである。そのため、Vodafone Germany社
はIT基盤の刷新と、より幅広いIT革新ミッションを並
行して進めることにした。このIT革新ミッションは、
レガシーシステムのコアアプリケーションを、新製品、
カスタマエクスペリエンス、カスタマエンゲージメント
の基盤となるよう作り変え、さらにそれがスムーズに
廃止できるよう対策を取るというものである。このミッ
ションに際してVodafone Germany社は自社のコアと
なるシステムを定義し直し、同じような変革を実現する
ための業務モデルを推進した。

Vodafone Germany社のchief technology of-
ficerであるEric Kuischはこう語っている。「リスクや
ビジネスの混乱を恐れ、ほとんどのIT組織はレガシーシ
ステムを新しいシステムに変えることに慎重だ。しかし
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
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

下げると確信していた8。」
Vodafone Germany社の進める最新化の次の一歩

はネットワークの仮想化、高度な自動化、ITスタック全
体のデジタル化への投資によるIT変革である。

この大仕事をスピーディに成し遂げるため、Kuisch
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
型開発手法を統合したマルチモーダルなITモデルを
選択した。フロントエンドのユーザのタッチポイントや
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
はより古くからあるウォーターフォール型開発手法で
対応したのである。またITチームが個別のシステムで
はなく、一気通貫したサービスレベルアグリーメントに
対応するための体制を取れるようトレーニングに投資
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
なるだろう。現在までのところ、移行によって効率は上
がり、コストは大きく削減されている。インフラの仮想
化だけでも効率は30～40％向上している。デジタル
環境、製品化までの時間、新たな収益源などに、システ
ム移行がどのように寄与しているか数量化することは
難しいが、想像以上に大きいと予想される。

Beachbody社のデジタル 
リエンジニアリングワークアウト

Beachbody社では1998年以来フィットネス、栄
養、減量プログラム事業において、VHSから始め、次に
DVDとさまざまなノウハウ動画を多数提供してきた。
同社の価格設定、包装、取引といったビジネスモデル
はDVDの販売を中心にして作られたものだった。 

3年ほど前、Beachbody社のリーダー陣は、人々の
間で動画を見る方法が急激に変化していることを知っ
た。デジタル配信技術により、DVD時代より選択の幅

がぐっと広がり、ユーザは自らが選んだものを直接モ
バイル機器、テレビ、PCなどに取込むことができるよう
になっていたのだ。新たなテクノロジーと消費者行動
の変化に基づき、Beachbody社はデジタルプラットフ
ォームを基盤としたオンデマンドモデル立ち上げを決
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
がこれを利用するスキルを身に付けると、他のチーム
もパブリッククラウドを活用した商品を作り始めた。 

Beachbody社はここ数年で自動化の能力を伸ばし
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
スのお陰である。Beachbody社データセンタは人が
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

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
作った。モデルが完成し、このチームがIT部門に戻る際、
同社は新しいビジネスモデルを支えられるようIT運用
を再編成した。ユーザに直接サービスを届けるフロン

トエンド、APIとガバナンスに専念するミドルエンド、エ
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
すべてのチャネルにまたがる三つの重点分野で、一貫
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。

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise
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Michael Dell, chairman and CEO
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。

私の見解
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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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テクノロジー基盤とオペレーションを刷新していく
際、最初からリスクに対する戦略を取り入れておくこと
が非常に重要である。今日、ほぼすべての企業でテクノ
ロジーが扱われていることを考えると、サイバーリスク
を管理することは「ITの問題」ではなく、企業全体とし
ての責任なのである。

• 経営層は、新しい市場への参入、販売チャネルの
開拓、顧客企業の獲得、あるいは新しい販売会社
との提携により、ソフトウエア攻撃を受ける可能性
が高まり、組織を新たな脅威にさらしてしまう可能
性を、CIOの助けを借りながら理解するべきである。

• CIOはソフトウエア攻撃に対する防衛力を強化し、よ
り柔軟に対応できるように、サイバーリスクリーダーと
ともにリスク管理に取り組むべきである。

• リスクの専門家は新しいパラダイムに慣れ、より
今の環境に合った速度、敏捷性を得るためには
ウォーターフォール型の方法をやめるべきである。 

政府と規制当局は、規制が厳しい産業界において
は特に、経営層自身の判断に伴うリスクを理解し、適
切にリスク管理することを求めている。

過去から現在まで、サイバーリスクは情報セキュリ
ティ、あるいはネットワークセキュリティチームの責任
とされてきた。外部の脅威から内部のデータやシステ
ムを守ることを目指して、彼らはファイアウォールやネ
ットワークルーターを強化した。今日、サイバーセキュ
リティへのアプローチとして、このような方法は非効率
的で不適切かもしれない。多くの場合、組織の資産は
壁の外、つまりクラウド上あるいは第三者が提供する
APIの後ろにあり、世界中のネットワーク端末が彼らの
ネットワークにアクセスしてきている。それは企業が
IoTベースのモデルを選ぶにつれて、文字通り何百万
ものデバイスにまで拡大されているかもしれない。か
つては、セキュリティは限られた範囲内でのものだった
が、今日ではどこでも管理すべきものとして考えるよう
になってきている。 

アーキテクチャ（ボトムアップ）の観点からは、クラウ
ドの採用、Software-definedネットワーキング、徹底
的な分析、顧客とのより堅固な情報システム統合、デ

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
ジーに関するリスクをより広範囲なものとしている。し
かし同じ理由でサイバー防衛を変革し、刷新すること
もできる。例えば、仮想化、マイクロセグメンテーション、
そして「infrastructure as code（コードによるインフラ
の構成管理）」を使用することによって、これまでにな
いほど迅速かつ安全に安定してシステム動作環境を
構築し、また解体することが可能になっている。 

テクノロジーの運用とデリバリモデルの、トップダウ
ン方式での再構築の一環として、リスクとサイバーセキ
ュリティの評価と計画は組織全体の責任であるべきで
ある。開発、運用、情報セキュリティ、そしてビジネスの
ステークホルダーは、全員が一丸となり、リスク、トレード
オフ、彼らの判断が及ぼす影響について理解できるよ
うに、プロジェクトライフサイクルの初めから、密な関
係にあるべきである。

最新のインフラ環境でリスクを積極的に管理するに
は、最初からセキュリティを取り入れておくことが重要
である。

• 現実的に対応する。リスクの観点から、場合によっ
ては自分ではコントロールできないことがあること
を認め、また今までのリスク管理戦略を変える必
要があるかもしれないことを認める。より広い視野

でリスクと自社で優先度の高い事例をとらえ、自動
化、スピード化、敏捷化とともにリスク許容範囲も
再考する。

• 高まってきたリスクに対処できるようになる。新し
いツールの開発への投資、テクノロジー管理プロ
セスの改訂および導入、新しいサービスの立ち上
げだけでなく、追加で人材採用を行うことを指す。

• 最新のインフラによって可能になった、高度なセキ
ュリティ機能を活用する。IT全体をより早く、アジャ
イルに、効率的にし得る自動化技術やリアルタイム
でのテスト検証などで、システムとインフラをより安
全にすることができる。

• 安心できるベンダとパートナー関係を構築する。サ
プライチェーン全体の防衛力を高め、ITシステム全
体の脆弱性にどのように対処するかを決める。

テクノロジーの再構築
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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
たがるデロイトのリーダーを対象とした調査では、そ
れぞれの地域において企業はテクノロジー投資のス
ピードとインパクトを高める機会を模索しているとい
う結果が出ている。CIOの影響力の増大、イノベーショ
ンアジェンダを積極的に進めていきたいというIT部門
の強い思い、既存の多くのITポートフォリオやアセット
の規模や複雑性といった要因により、地域に拘らず同
じ傾向になっているといえる。

だが、テクノロジーの再構築の実施タイミングは各
地でばらつきがあると予測される。すべての地域のア

ンケート回答者は、ITILとITサービス管理への投資が
進んでいるか否かに拘らず、多くの企業がアジャイルや
DevOpsの導入に関心を示している、と回答した。アジ

ア太平洋および中南米では、再構築を実施したいとい
う強い思いと、それに向けた準備状況にギャップがあり、
結局再構築は進んでいないようだ。南ヨーロッパでは、

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
リカでは、多くの業界部門の組織がこの章で説明して
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
タイプの変革を進めている。例外として、イギリスの金
融サービスやアジアハイテクなど、他の地域において
も同じ変革が起こっている。

最後に、テクノロジーの再構築のトレンドを取り入
れる準備の状況は地域によって異なることが調査結
果から分かっている。ここ数年の、地域経済の低迷と
主要通貨の弱体化によって、南ヨーロッパと中南米で
は、IT予算が圧迫されている。文化やスキルセットも準
備状況に影響を与えている。北ヨーロッパでは、階層
的なバイアス、経営層からの指示の欠如、また変革に
対する楽観視などが、取組遅延の要因となっている。し
かしながら、概して、野心的な変化を成し遂げるのに
共通して障害となるのは、専門知識の欠如と達成指
標がないことである。

Deloitte Insights | Deloitte.com/insights

図 2. グローバルインパクト

関心
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

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

指標

Source: Deloitte analysis.

Tech Trends 2018: The symphonic enterprise

20



始め方

IT部門をトップダウンとボトムアップで再構築する
ことは簡単なことではない。再構築の主な目標は、段
階的な展開を乗り越えて、イノベーションとマーケット
ニーズに反応することだが、一つの包括的なプロジェ
クトを自前でできるような企業はほとんどない。再構
築に取り掛かる前に、以下の準備のステップを取るこ
とを検討してほしい。それぞれのステップは、変革に向
けた取組みが、徐々に進めるものであろうと、まとめて
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

を見せる。ある者は熱狂的に歓迎するし、別の者は
抵抗する。組織にも同じことがいえる。具体的な再
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
者のことを理解できないと、あなたに対する信頼
が損なわれ、これから実施しようとしている変革の
取組みを実施することが難しくなる可能性がある。

通常、IT組織は以下の三つのカテゴリーのいず
れかに分類される。

 ◦ 「意志はあるが、実行されない」：組織は厳格
なガイドラインの範囲内で行動し、変革に対して適
切に対処できない。

 ◦ 「為せば成る」：ITの人々は変化を受け入れる
かもしれないが、変革を進めるためには新しいツール
や方法論を習得させる必要がある。

 ◦ 「変化だけは、常に存在している」：このタイプ
のIT組織は、変革に伴う変化を受け入れて、ITとビ
ジネスのかかわり方に対する抜本的な変更にもう
まく対応する。 

組織の文化、働き方、士気の高め方を理解する
ことによって、技術的および人的な要素の両方をカ
バーした再構築戦略を策定できる。ここでは、IT人
材に新しいシステムを学んでもらうためのトレーニ
ングの機会が生まれるかもしれない。あるいは、パ
イロットで新しい開発チームを作り、人をローテーシ
ョンさせて新しいチーム体制やテクノロジーに触
れてもらうといったこともできるかもしれない。 

• 自分自身を知る。CIOが自身のIT組織を理解すべ

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
ロジーへの全 体アプローチを再設 計すべきで
ある。CIOには明確な価値提供をできる三つの
リーダーシップのパターンがある。

 ◦ 頼りになるオペレータ：コスト、運用効率、パ
フォーマンスの信頼性に重点を置いて、組織内で統
制された運用を行う。また、経営戦略に沿った実現
可能なテクノロジーを提供し、ビジネス変革に向け
た取組みを支援する。

 ◦ 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
を発揮する。経営戦略支援と最先端のテクノロジーを
活用するためかなりの時間を費やす。

 ◦ 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
とに時間を使う。

テクノロジーリーダーとしてのあなた自身の強
みと弱みを知ることは学問の世界とは異なる。異
なったリーダーシップのパターンと、自分自身の
能力をはっきりと理解することで、優先順位を適
切に設定し、関係を管理し、責務をうまく処理する
ことができる。さらに、このリーダーシップフレーム
ワークは、あなたがどのように時間を費やしている
か、どのように時間を過ごしたいか、組織により多く
の価値をもたらすために何に注力すればよいかを、
建設的に模索するよい機会かもしれない。

• 人が変わるか人を変えるか。成功しているIT人材と
いうのは得てして変化を好む。しかし多くの人がニ
ッチな分野、縦割りの組織、集団思考にはまってし
まう。再構築の一環として、彼らが変わらないので
あれば、人の入れ替えも検討しなければならない。
再構築は自動化に重点を置いているため、スキル
をアップし、さらに上を目指すIT人材にはさまざま
な機会があるはずだ。もちろん、将来的にITに関連
した雇用が減少する可能性はあるが、残った仕事
は、より満足感があり、チャレンジしがいもあり、分
析的、創造的で、これまでにないほどのインパクト
を及ぼすテクノロジーを使って得られるものである
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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はじめに
　「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。

攻守一体の組織形成
　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。

　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。

　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。

企業特性に合わせたアジャイル 
手法の組み込み
　「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。
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