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コスト削減は今もなお企業が Software as 
a Service (SaaS) を採用する大きな理由です。

しかし、クラウド・リーダーを始めとする、先陣

を切って SaaS 採用に踏み切る企業は、SaaS を

使うことで、いかにより広範囲に、より戦略的な

目標、すなわち競争優位性を引き出すという
目標が達成可能であるかを認識しつつあります。 
  

 

 

 

 

 

 

調査について 

2013 年末、IBM Center for Applied Insights は、クラウド・コンピューティングによっ

て、企業がいかに競合他社との差別化を図っているかに関するグローバル調査の結果

を発表しました。
1
この調査に引き続き、SaaS に関する詳細な調査を行っています。

今回のグローバル調査では、SaaS を採用している企業の意思決定者 879 名が対象で

す。回答者の 12 パーセントは事業部門の経営幹部、10 パーセントが IT 部門の幹部

クラスです。他の回答者は、ビジネス部門と IT 部門からほぼ同数の部課長など、管理

職が占めています。20 パーセントが従業員数 10,000 人以上の企業に勤務しており、

40 パーセントが従業員数 2,500 人未満の企業に勤務しています。
2 

 

この数年間で、Software as a Service (SaaS) の利用が急増し、その勢いは衰える気

配がありません。世界市場は 2012 年の 182 億米ドル (1 ドル 100 円換算で約 

1.8 兆円) から、2017 年には 456 億米ドル (約 4.6 兆円) に成長すると見込まれ

ています。3
 

 

何がこの需要を牽引しているのでしょうか。800 社以上の企業を調査した結果、

SaaS の採用理由として最も多く報告されたのが、アプリケーションの総所有コス

ト (TCO) の削減でした。実際 40 パーセントの回答者がその目標を大きく達成し

ています。しかし意外にも、さらに多くの回答者 (47 パーセント) が、SaaS を利

用してさまざまなメリットを獲得し、そうした強力なメリットを駆使してさらに

重要な「競争優位性」というメリットを獲得しています。 

 

意外かもしれませんが、クラウド・コンピューティング、すなわちサービスとし

てインフラストラクチャー、プラットフォーム、ソフトウェアを利用することで

競争優位性を獲得したという先導企業の報告を検討した、以前の IBM 調査と非常

によく似ています。優位性に関する主張どおり、このようなトップ企業は、クラ

ウドへの取り組みにより、同業他社を凌ぎ、優れたビジネス成果を達成していま

す。 

 

さらに最近においても、SaaS を採用している企業を注意深く見てみると、同様の

結論が浮かび上がってきます。トップ企業は、SaaS を強力かつ革新的ともいえる

方法で活用しています。このようなリーダーたちは、この取り組みの策定と導入

を、明らかに異なるアプローチで着手しているのです。 
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SaaS 採用企業のプロファイリング* 

 

 

 

 

 

*縦軸の位置は、企業が SaaS として導入するアプリケーション領域の数を表して

います。横軸の位置は、競争優位性を SaaS で達成しているとの意見への同意の

度合いを表しています。バブルの大きさは、特定のデプロイメントと競争優位性

の交点に位置する相対的な企業数を表しています。 

 

SaaS リーダーの成り立ち 
単なるコスト削減だけではなく、SaaS によって競争優位性をいかに獲得している

かについてさらに詳細に調査するために、回答者を 3 つのグループに分けました。 

 

• ペースセッター (先導者) は、SaaS を最高レベルで採用しており、幅広い取

り組みから競争優位性を獲得している 

• チャレンジャー (挑戦者) は、SaaS の適用範囲は限定的ながら、実際の SaaS 

導入範囲において競争優位性を獲得している 

• チェイサー (追随者) は、SaaS の採用に慎重で、その使用において競争優位

性を獲得している 

 

ペースセッターとその後を追う 2 者との間で著しく差が出ている点のひとつに、

SaaS 導入に至るそもそものきっかけがあります。チェイサーとチャレンジャーは、

TCO の削減を第 1 の動機としており、次にアプリケーションの俊敏性向上が続

いています。しかしペースセッターは、社内、そしてエコシステム全体での協力

体制の向上、そして顧客体験の向上を狙って SaaS 採用に至っています。 

 

ペースセッターの成功は、外部を重視し、顧客中心のアプローチを取ることで、

競争優位性を高められることを示唆しています。 同様に、戦略と導入にも独特の

アプローチを取ることで、目的が達成可能になります。 

 

 

高 

低 

そうは 

思わない 
非常に 

そう思う 
競争優位性を SaaS で 

獲得している 

チェイサー 

 40% 

チャレンジャー 

 41% 

ペースセッター 

 19% 
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戦略を練り、チームとして機能する 
一般に、SaaS は購入と展開が容易なことから、IT 部門が関与する必要はほとん

どないと考えられています。しかしこれは、ペースセッターには当てはまりませ

ん。SaaS ソリューションのディレクションから安全確保まで、幅広い問題で事業

部門 (LOB) と IT の緊密な協力体制が取られています。例えば、ペースセッター

の 71 パーセントが、SaaS の選択と展開で LOB と IT が緊密に協力しています。

一方、チェイサーでこのような統合された視点からメリットを得ているのは、わ

ずか 36 パーセントに過ぎません。 

 

これは、テクノロジーが時に IT と LOB の分裂を招くものとして見られている

ためです。ただし、ペースセッターの見方は異なります。70 パーセントが SaaS は 

IT と LOB との関係を強化していると回答する一方、チェイサーでは、このメ

リットを享受しているのがわずか 39 パーセントとなっています。65 パーセント

以上のペースセッターが実際に IT と LOB の関係を戦略的パートナーシップで

あると説明しているのに対し、チェイサーでその考えを持っているのは 3 分の 1 

にも届きません。 

 

 

協力体制を整え社内関係をより緊密なものにするだけでなく、ペースセッターは

チェイサーやチャレンジャーに比べて、SaaS を単なるソリューション単体向けの

戦術的ツールではなく、より戦略的な観点で捉える傾向がはるかに高くなってい

ます。ペースセッターが全社的な総合 SaaS 戦略を持っている割合は、チェイサー

に比べて 2 倍以上 (71 パーセント対 31 パーセント)、企業のクラウド戦略の欠

かせない部分として SaaS を位置づける傾向は 4 倍に及んでいます。 

 

ペースセッターは正確にどの程度この差異からメリットを得ているのでしょうか。

外部に意識を向けた視点、包括的な協働プロジェクト・チーム、戦術より戦略を

重視することから何を得ているのでしょうか。答えは「たくさん」です。 

 

  

コラボレーションの力 戦略的パートナーシップの形成 
チェイサーを上回っている 

ペースセッター 
チェイサーを上回っている 

ペースセッター 

SaaS が IT と LOB の

関係性を強化している 

SaaS の選択と導入に 

おいて IT と LOB が 

緊密に協力している 

SaaS のセキュリティー

において IT と LOB が

緊密に協力している 

IT の回答者は、LOB を 

SaaS の戦略的パート

ナーと見なしている 

LOB の回答者は、IT を 

SaaS の戦略的パート

ナーと見なしている 

チェイサー ペースセッター 
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競争優位性の獲得 

アプローチの合理化 リードしている領域 

  

企業の効率性: アプローチの合理化 
全体的に、ペースセッターは SaaS を利用して成果を挙げることに秀でており、

多くの場合、まず効率性の向上に着手しています。 

 

66 パーセントが、SaaS の使用により、従来のアプリケーションの固定的な仕様

から解放され、より迅速、容易、柔軟にソリューションを展開、導入できるよう

になったとしています。ペースセッターの 4 分の 3 が、SaaS の導入でセルフ・

サービス機能が大幅に向上したとしているのに対し、チェイサーでこの成果を挙

げている割合はここでも下回り、わずか 26 パーセントに過ぎません。さらに、

ペースセッターの 70 パーセントがビジネス・プロセスとワークフローを SaaS で最

適化しているのに対し、チェイサーでは 31 パーセントにとどまっています。* 

 

以上の通り、ペースセッターは企業の効率性という点で、SaaS を利用し目覚まし

い成果を挙げています。しかし、彼らはまた、競争優位性の獲得に SaaS がいか

に威力を発揮したか、なかでも、社内外の協力体制、より迅速かつ優れた意思決

定、市場への俊敏性を実現したことがどれだけ効果的だったかを認識しつつあり

ます。 

  

深遠な 

コラボレーション 

よりよい 

意思決定 

市場への 

俊敏性 

*詳しい結果については、11 ページをご覧ください。 
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61 パーセントのペースセッターが、SaaSに

より社内外の協力体制が向上したと報告しています。 
 

 

  

深遠なコラボレーション: 協働でよりスマートに働く 
ペースセッターにおける IT と LOB の強力な パートナーシップを考えれば、両

者が極めて熱心に SaaS を使用し、組織全体、エコシステム全体でより広範な協

力体制を促進していても不思議ではありません。 61 パーセントのペースセッ

ターが、SaaS により社内外の協力体制が向上したと回答しているのに対し、チェ

イサーは 34 パーセントです。71 パーセントのペースセッターが、SaaS のおか

げでビジネスの関係性が良好になったとしているのに対し、チェイサーではわず

か 28 パーセントに過ぎません。* 

 

興味深いことに、ペースセッターはソーシャル・ツールを SaaS の最も好ましい

アプリケーションとして挙げています。極めて対照的なことに、チェイサーでは

その順位が 12 位に下がっています。ペースセッターにとってソーシャル・ツー

ルは、適切な人材がビジネス・エコシステム内のどこにいようとも、個人やチー

ムが等しく迅速にその人材へのコンタクトを可能にする方法です。そうすること

で、SaaS は企業が新たな視点、新鮮なアプローチ、迅速な結果を受容できるよう

にしています。 

 

の導入期間短縮が 

多くのプロジェクト

で達成されました。 

緊密なコミュニケーション、迅速なプロジェクト 

 

米 SafeGuard World International 社は、給与計算・雇用代行サービスを世

界的に提供しています。急速な成長を支えるために、同社では拡張可能な

プロセス、そして導入や新規クライアントの立ち上げ時にチームが効果的

に働けるようにする必要がありました。同社が出した答えは、SaaS を活

用した、コラボレーションとソーシャル・プロジェクトを管理するソリュー

ションでした。 

 

知識共有とコラボレーション機能により、今ではプロジェクトのステータ

スに従業員も幹部も同様にリアルタイムでアクセスできるようになりまし

た。またこのソリューションにより可視性が生まれ、コミュニケーション

は増加しましたが、逆に不必要な会議は減尐し、スリム化された積極性の

あるコミュニケーション文化が作られました。その結果、SafeGuard 社は

コミュニケーション上の課題を克服し、多くのプロジェクトで導入期間が 

20 パーセント短縮され、早期収益化が実現しました。4
 

*詳しい結果については、11 ページをご覧ください。 
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72 パーセントのペースセッターが、 

SaaSを利用して分析を行い、膨大なデータの 

塊から洞察を得ています。 

 

よりよい意思決定: ビッグデータの利用で大きく方向転換 
今日生成されるデータの山には、競合他社を抑えて決定的に優位に立つための重

要な鍵となる洞察が隠れていることに疑問の余地はありません。ペースセッター

は、貪欲に SaaS を活用し、このような洞察を見出して実行に移しています。 

 

実際、ペースセッターのほぼ 4 分の 3 が SaaS を利用して分析を行い、巨大な

データの塊から洞察を得ている一方、チェイサーではわずか 3 分の 1 しかこの

機能を活用していません。同じ割合のペースセッターが、SaaS を利用して意思決

定を向上させているのに比べ、チェイサーでは 28 パーセントに過ぎません。* 

 

ビッグデータから洞察を引き出すことで、ペースセッターは迅速かつ正確な決定

を導き、最終的に競争優位性を獲得しています。 

 

 

 

 

 

  
既存店売上高が 

2.4%  
増加 

適切な価格を適切な店舗で 

 

2011 年の売り上げが 22 億ユーロ (1 ユーロ 130 円換算で約 3,000 億

円) となったイタリアの大手小売業者 PAC2000A では、1,000 店舗以上の

加盟店の店頭価格を内製のアプリケーションを使用して｢直感的｣に管理し

ていました。同社が使用しているアプリケーションでは、消費者の需要を

全国規模でも地域的にも価格に反映させることができませんでした。同社

は、SaaS を活用した価格の最適化ソリューションを導入し、高度な分析

機能を、きめ細かくコストや競合データに適用できるようになりました。

この結果、個別の商品ではなくカテゴリーを重視した、地域ごとに調整可

能な価格決定が可能になり、予測の精度も増し、既存店売上高が 2.4 パー

セント増加しました。5
 

*詳しい結果については、11 ページをご覧ください。 
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68 パーセントのペースセッターが、 

SaaSを活用して顧客体験を向上させています。 

 

市場への俊敏性: 変化と同じ速さで動く 
他の企業に比べ、ペースセッターが SaaS を利用する動機は 自社内だけを見つめ

た内向的なものではなく、明らかに外向きで顧客中心です。そのため、より多く

のペースセッターが SaaS を活用して市場志向の成果を網羅的に達成しているの

は意外なことではなく、ごく自然なことです。 

 

例えば、ペースセッターの 66 パーセントが SaaS を活用して活発にイノベー

ションを生み出し、新製品の市場投入や、既存製品の改良を行っています。さら

に、71 パーセントが SaaS を採用して市場投入期間を短縮しています。最終的に、

68 パーセントが SaaS で顧客体験の向上を図っています。一方、チェイサーは概

して傍観者的で、上記のいずれにおいても大きな成果を挙げているのは、3 分の 1 

以下です。 

 

明らかに、SaaS には市場への参入方法に変革を起こす力があります。実際、ペー

スセッターの 71 パーセントが SaaS によりビジネスモデルが変化したとさえ考

えているのに対して、チェイサーでは 30 パーセントにとどまっています。あら

ゆる点で、SaaS を積極的に活用している企業は、矢継ぎ早に生じる課題や好機に

効果的な対応が可能となり、その過程において、市場での成功をつかむまったく

新たな方法を見出すことが可能になります。* 

 

 

 

 

 

 

Web イノベーションの飛躍 

 

他の航空会社同様、英ヴァージン・アトランティック航空も、厳しい市場

経済と激化している競争に事業の成長を阻まれていました。新たな戦略的

優位性を求めて自社を見渡した結果、顧客がどのように Web サイトを遷

移して旅行先を決めるのか、SaaS 分析を使用して顧客をタイプ別に取り

まとめました。このプロセスにより、顧客体験向上だけでなく、新たな収

益源となる機会も明らかになりました。同社がサイトに新機能を導入する

と、このソリューションが顧客のレスポンスを追跡し、さらなる改良を行

えるようになりました。例えば、ホームページの検索パネルのサイズを変

更しただけで、同社のフライト予約が 10 パーセント向上しました。 ク

リックスルー・レートに対する洞察から、より高額な価格帯の席を販売で

きるようになり、平均的な予約価格も 7 パーセント増加しました。6
 

*詳しい結果については、11 ページをご覧ください。 

フライト予約が  

10%  
増加 
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自社の競争優位性を SaaS で促進 
ペースセッターが実証しているように、SaaS は企業全体に強力なメリットを幅広

く提供します。コストの削減ももちろんですが、それ以上に、豊かで広範囲に及

ぶ協力体制を生み出し、よりよい意思決定の道を開き、より顧客を重視し、市場

の動きに迅速に対応可能になります。 

 

しかしこれは、計画や備えを何もすることなく、競争を勝ち抜くことができると

いうことではありません。まずは、適切な仮説と目標を設定してください。 

野心的な目標を設定する 
SaaS の利用で達成できるメリットを残ら

ず検討する。 

より戦略的なアプローチを取る 
SaaS ソリューションを全社的なクラウド

戦略内に位置づける。 

協力体制の基盤を広げる 
IT と LOB の緊密な協力体制で成功の

チャンスを拡大する。 

円滑かつ緊密な協力体制を社内外で幅広く

敷くことで、どのように結果を向上 

できるか 

 

ビッグデータを活用して意思決定を行い、

よりよい仕事をするのはどのチームか 

 

どのビジネス・プロセスを最適化できるか 

 

アプリケーションの展開と導入をどの部分

で迅速化できるか 

現在の SaaS 戦略を締めくくる要素は 

何か 

 

SaaS の導入に際し、適切な程度の 

指揮権を発揮しているか 

 

SaaS 戦略をより広範なクラウド戦略に 

どう統合するか 

 

ガバナンス体制を最新にしておくために 

どのような変更が必要か 

IT と LOB の最高の人材を活用し、 

SaaS の選択と投資判断を行っているか 

 

IT と LOB がお互いの視点やリソース 

から利益を得られる部分は他にないか。

SaaS 導入？セキュリティー？ 

 

貴重な専門知識を SaaS で組織外にも 

活用できないか 
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IBM Center for Applied Insights について  

ibm.com/ibmcai 

IBM Center for Applied Insights は、これまでにない新しい考え方や働き方、指導方

法を紹介しています。同センターは実際の調査を通じて、リーダーに実践的な指針と

新たな事例を提供します。 
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SaaS と競合優位性  

(SaaS で達成した割合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業の効率性 

深遠なコラボ

レーション 

よりよい 

意思決定 

市場への 

俊敏性 

チェイサー チャレンジャー ペースセッター チェイサーを上回ってい

るペースセッターの割合 

アプリケーションのセルフ・サービス機能の増加 

最適化されたビジネス・プロセスとワークフロー 

アプリケーションの俊敏性の向上 (ソリューションの柔軟な展開と導入) 

社内やエコシステム全体で向上した協力体制 

中心事業における関係性の向上 

企業全体で分析機能を活用し、ビッグデータを洞察へと転換 

よりよい意思決定の達成 

イノベーションの増大 

市場投入期間の短縮 

顧客体験の向上 

ビジネスモデルの変化 
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