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イントロダクション
CIO にとっては
試練の時代

デジタル経済の進化に伴い、CIO にとっては不確定要素が多く
なります。CIO は新しい創造的な方法で情報技術を使用して、

カスタマー・エクスペリエンスを強化し、市場の混乱を切り抜

けられるでしょうか？昨今の新しい環境では IT 自体が強力な戦

力補強要因となる一方で、さらに前進するには、生産的で安全
な方法で IT の力を活用するリーダーシップが必要です。

これは CIO にとって、将来を見据えた戦略を開発、実装してク

ラウド時代に IT を最適化し、既存の資源と最新の資源を統合す

るチャンスとなります。今すぐ行動すべき理由は以下の通りで
す。


デジタル変革は、現在の経済を前進させる重要な要素で



企業にとって、IT の最適化はデジタル変革への道を開きま



IT の最適化は、堅牢なネットワーク、回復力、およびセ

す。
す。

キュリティーを確実なものにする、熟慮の上で明確に定義
されたアーキテクチャーによって実現します。

従来の IT 環境を完全に放棄することはできません。また、特定

のワークロードやアプリケーションをクラウドに確実に移行で
きる計画を立てなければ、現代のビジネスのニーズに完全に対
応することもできません。CIO にとっての課題は、IBM

Institute for Business Value が発表した最近の調査の言葉を借り
ると、多くの CIO は「実装に苦労しています。彼らは『すべき

こと』については多くを知っていますが、
『方法』については支
援が必要です。
」1

1

「超越する “I”―CIO の視点」、IBM Institute for Business Value、2018 年
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成長のための
IT の定義
成長のための IT を目指す過程
において CIO に必要なもの
は、助言や専門知識、イノ
ベーションです。この過程に
おいて重要なことは、データ
センター内のシステムやコー
ドのみを維持しようという IT
の役割についての従来の考え
方を超えて進化することと、
将来の成長を見据えて戦略的
なビジネス資産として IT を最
大限に活用することです。
成長のための IT の特性を解説します。



機敏性。成功した CIO は、ビジネスと同じペースで IT を
迅速に進化、拡大するために、高度に適応可能なクラウ
ド・ベースのインフラストラクチャーとプラットフォー

ム・ソリューションを利用しています。また、サービスを

24 時間年中無休で利用できるようにする必要がある時代に
おいて、クラウドは企業が必要とする回復力も提供しま
す。成長のための IT システムおよびインフラストラク

チャーには、ビジネスの必要に合わせて適応および再構成
5
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する能力があります。この能力にはたとえば、新しいテク
ノロジーや方法論を採用して、クラウド・プロバイダーや
オンプレミスでのデプロイをまたいだワークロードのポー
タビリティー向上を狙うことなどが考えられます。


行動指向型。成功した CIO は、従来のレガシーIT 環境を維
持するために、予算の 70%程度まで積極的に投資すべきで

あるという、型にはまった考え方を「覆して」います。彼
らはそのような古い考え方に固執せず、テクノロジーに基
づくイノベーションにより多くの資源を投入しています。
成長のための IT を採用する組織を率いる CIO は、IT チー

ムが「サービス・プロバイダー」になることを可能にする

「サービスとしての IT」という考え方を通じて変革を推進
しています。この考え方では、最新のソリューションを、
多くの場合セルフサービスのポータルを経由して、社内の
データセンターから、または外部のクラウド・プロバイ
ダーからオンデマンドで提供できます。


進歩的。成功した CIO は、IT 部門をコスト・センターでは
なく、組織の前進を支援する、戦略的パートナーと捉えて
います。成長のための IT は、IT 資源とデータ・ソースか

らなる回復力のあるネットワーク上に構築されています。
このネットワークにより、オープンソース・システム、コ
ンテナ、API、クラウドといった、俊敏性とコスト効率に

優れた最先端のテクノロジーが提供され、利用できます。

成功した CIO は一貫した計画と戦略を採用し、クリティカ
ルなアプリケーションやサービスのクラウド・ベース環境
への移行を進めています。

CIO による成長のための
IT への道にはクラウドが
不可欠
ビジネス・リーダーは、クラ
ウドがもたらす戦略面での優
位性を認識しています。実
際、Forbes Insights 社の
Cloud of Future の調査では、
IT のリーダーがシニア・リー
ダーとしてキャリア・アップ
するには次世代のクラウド・
テクノロジーを率いる立場に
なることが重要であることに
回答者の 85%が同意していま
す。また、回答者の 83%は、
経営幹部と取締役会のメン
バーが次世代のクラウド・テ
クノロジーに潤沢に投資する
準備ができていると回答して
います。

では、今以上にワークロードやアプリケーションをクラウドに

移行する CIO が増えることを妨げる要因は何でしょうか。多く
の場合、セキュリティーやレジリエンシー、人員配置への懸
念、またはクラウド・コンポーネントとクラウド以外のコン
ポーネントを統合する方法に関するものです。

クラウド導入に向けて十分に計画された戦略的アプローチによ

り、こうした懸念を和らげることができます。最近の IBM の調
査によると、正式な計画を準備している組織は、あらゆる目標
において非常に高いレベルで成功を収めており、クラウドへの
移行により望ましい改善を実現する可能性が高く、クラウド・

ジャーニーで得た課題に対処、軽減できているとのことです。2

ここからは、CIO がクラウドで得られる機会を
十分に活用するために講じている主要な手段を
10 個紹介します。

1. 自分の役割を再考する。クラウド・サービスの可用性を考

えると、CIO の役割は IT 部門のリーダーに留まらず、自社

のアドバイザーへと進化しています。今では CIO は、ビジ
ネス・チャンスや目前の問題解決に適任な、サービスのブ

ローカーとして機能しているのです。IT を最大限に活用す
るために、CIO は適切な利害関係者を話し合いのテーブル

につかせて同意を得る、コラボレーションのまとめ役とし
ても機能します。

2. クラウドに対する戦略的かつ包括的なアプローチを策定す

る。最適化された IT 環境では、社内外の資源をすべて利用

します。IBM Institute for Business Value には次のような記
述があります。
「オーケストラの演奏者と楽器を組み合わせ
て統合させる交響曲のように、組織は調和のとれたマルチ

2

「Cloud Architecture Design」
、Patty Kim、Kathy Millich、IBM、2019

クラウド環境を必要としています。
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これを実現するには、独自の IT インフラストラクチャーを

備えたパブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイ
ブリッドクラウドの適切なポートフォリオを構築して総合
的に扱う必要があります」

3

IDC の調査によると、現在、アプリケーションの 50%は当

面、従来のオンプレミス・システムにとどまる可能性が高

いと考えられるとのことです 4。つまり、オンプレミス・シ
ステムも当然、成長のための IT の一部として必要となりま

す。だからこそ、クラウド戦略は非常に重要です。ビジネ
ス上の利害関係者と緊密に連携して策定した、一貫した戦
略を有することにより、適切なインフラストラクチャー、
アプリケーション、移行、レジリエンシー、およびセキュ
リティーを確立できます。

このような戦略を立てるために、CIO はベンダーから入手可
能なさまざまなツールなど、自分たちの持つ選択肢を吟味
しており、既存のシステムはメンテナンスや注意を強化し
なければならないという側面を認識しているのです。

3. 企業を教育する。CIO は、自社において技術の「最初の教

育者」としての役割を担い、デジタル変革を推進するため
のツールやプラットフォームに関する有益な最新情報を提
供しています。業務部門の利害関係者は、テクノロジーに
よって企業内のイノベーションをどのように推進できるか

を理解する必要があります。加えて、IT チームは、公式な
トレーニングだけでなく、DevOps、自発的なチーム、ア

ジャイル開発サイクル、顧客中心のプラクティスといった
方法を通じて専門知識を培っていく必要があります。

4. イノベーションを促進する。CIO の新しい役割の 1 つとし
て、CIO も革新の主要な提唱者となりつつあります。これ

は、IBM Institute for Business Value が 2,258 人の CIO を

対象に行った調査で裏付けられています。CIO が自社の資
源について方針転換をすることで、パートナーの広範な

ネットワークなどの新たな規模のソースを獲得し、エコシ
ステムから新しい価値を引き出していることが調査で明ら
かになっています。

この調査によると「CIO は、顧客やパートナーと共同で作り
出したりコラボレーションすることにおいて抜きん出た力
を持っています。

3
4

7

「Assembling Your Cloud Orchestra: A Field Guide to Multicloud Management」、IBM Institute for Business Value、2018 年 10 月
「Three Keys to Maximize Application Migration and Modernization Success」、Peter Marston、Gard Little、IDC、2019 年 7 月
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の機能は、既存のオンプレミス・ソリューションと共存す

彼らは自社の文化を含めて組織を再構築し、実験を奨励し

る形で導入できるため、ワークロードを段階的にクラウド

て、新しいアイデアに光を当てました」5

CIO はまた、企業内のセンター・オブ・エクセレンス

（CoE）や、シンクタンク、ハッカソンで活動することに

より、企業内のオープン性や新しい思考を育み、大きな貢
献を果たしています。
5.

柔軟で将来を見据えたアーキテクチャーに焦点を当てる。

健全なアーキテクチャー戦略は、成長のための IT を目指す

上での成長およびクラウド導入の基盤となり、活気のある
オンデマンドのリソース・ネットワークをサポートして自
社がワークロードや優先事項を迅速に移行できるようにし
ます。

重要なのは、従来のオンプレミス・システムとクラウド・
ベースのシステムの両方をサポートするように構築された
アーキテクチャーを設計し、その両方でビジネスを運営で
きるようにすることです。ワークロードやアプリケーショ
ンの多くは依然としてオンプレミスのままであるため、オ
ンプレミス・アプリケーションとクラウド・アプリケー

ションの両方をどのように保護、調整できるかを理解する
ことが重要です。

成長のための IT は、オンプレミスの資産とシームレスに統

合するアーキテクチャー上に構築されており、CIO は、企

業で頻繁に発生し、クラウドの消費とオンプレミスの統合
の両パターンの標準化を促進するアーキテクチャーのフ
レームワークを定義して環境を整えています。
6.

移行方法を提供する。CIO は、ワークロードをクラウドに

配置するのに十分定評のあるアプローチの開発を検討し、
ビジネス面と技術面を評価して移行を実施します。こうし
た移行は、2 つの方法をたどることになります。1 つ目の

「リフト・アンド・シフト」の移行では、オンプレミスの
システムを閉鎖し、代わりにオンラインのシステムに置き
換えます。もう 1 つは、最新システムへの移行です。

多くの場合、アプリケーションに応じて、企業内で両方の
シナリオが必要となるでしょう。移行計画により、企業は
革新的なテクノロジーでさらなる成功を収め、クラウドへ
の期待にすぐに応えることができます。クラウド・ベース

5
6
7
8

に移行できます。
7.

セキュリティーの境界を確立する。企業向けサイバーセ

キュリティーは常に進化しているため、経営層にとって長

期にわたる課題となっています。Forbes Insights の最近の

調査では、組織がビジネスに影響を与えることなく大きな
サイバー・イベントから回復できる自信があると回答した

経営層は 42%に留まり、経営陣がサイバー・リスクの軽減

と、より包括的で調整されたダイナミックなサイバー・レ
ジリエンス戦略に向けた取り組みとの違いを理解している
と考えている回答者はわずか 27%だけでした 6。

多くの企業にとって、クラウドは企業のセキュリティーへ
の明確な道筋を与えてくれます。実際、多くの場合、クラ
ウド・サービスは、従来のオンプレミスのエンタープライ
ズ・データセンターよりもはるかに安全です。

1,000 人以上のエンタープライズ・セキュリティー・エグ

ゼクティブを対象とした Forbes Insights の別の調査では、

多くの組織がクラウドを利用してセキュリティー・オプ
ションを強化していることがわかりました。Forbes

Insights の調査で「サイバーセキュリティーの先駆者」と

認定された経営層の 3 分の 1 が、エンドポイントの検出と

応答をクラウドで行っています 7。

クラウドの影響は計り知れません。IBM の最近の調査で

は、十分に計画された正式なクラウド・アーキテクチャー

を持つ組織の 95%がセキュリティー体制に改善が見られた

と報告されています 8 。クラウド・サービスはより複雑に

なり、さらにマルチクラウドやハイブリッドクラウドが加
わるため、クラウド・プロバイダーとの連携を検討するべ
きです。クラウド・プロバイダーは、クライアントのデー
タやアプリケーションが最新かつ最高のセキュリティー・
プロファイルを確保するため、テクノロジー、スキル、証
明書を常に更新しています。同じく重要なこととして、ク
ラウド・プロバイダーは、GDPR やその他のデータ・プラ

イバシー法を含む、コンプライアンスおよび規制要件を管
理するための、信頼性の高い基盤を提供しています。

「超越する “I”―CIO の視点」
、IBM Institute for Business Value、2018 年

「Perception Gaps in Cyber Resilience: Where Are Your Blind Spots?」、Forbes Insights、2019 年

「Cybersecurity Trailblazers Make Security Intrinsic To Their Business」、Forbes Insights、2019 年
「Cloud Architecture Design」
、Patty Kim、Kathy Millich、IBM、2019 年
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8.

回復力をデザインする。クラウド・リソースを戦略的に採
用することは、デジタル・リソースやデータ・リソースへ
のアクセスを妨げる可能性のある機能停止や不具合などの
問題に対する回復力を増強することを意味します。マルチ
クラウドやハイブリッドクラウドをベースとしたレジリエ
ンシー戦略は、資源が常にオンライン上で利用可能とな

り、継続的で中断のない事業運営ができることにつながり

ます。IBM の調査によると、98%の組織が、包括的で適切
に設計されたクラウド・アーキテクチャーを通じて、可用
性や稼働時間を最大化できているとのことです。9

今日の企業はほとんどが災害復旧戦略を備えていますが、
変化の激しい昨今において、こうした戦略はすぐに時代遅
れになる可能性があります。たとえば、クリティカルなア
プリケーションに高可用性（HA）戦略を用意したとして

も、悪意のあるコンテンツが HA サーバーにすぐに複製さ

れ、サイバー攻撃により HA モデルが無効になる可能性が

あります。この場合、サイバー・レジリエンシー戦略とと
もに、組織の最も重要な資産を保護する新しい方法である
「アプリごとのレジリエンシー・オーケストレーション」
が必要です。

企業のレジリエンシーは、あらゆるプラットフォームにわ
たるアプリケーションやワークロードに対するリスク特定

や脆弱性の上に成り立ち、クラウドと従来の IT 環境とを橋

渡しできなければなりません。このレジリエンシーは、ク
ラウド環境とオンプレミス環境の両方を包括するサービ

ス・レベル・アグリーメントによって保証され得るもので
す。
9.

オンプレミスのアプリケーションをクラウド・サービスと

同じレベルに動的にする。成長のための IT を導入する企業

では、エンド・ユーザーは、アプリケーションやサービス
が自社のデータセンター内から発生したのか、外部のクラ
ウド・プロバイダーから発生したのかを意識していませ

ん。これは成長のための IT の戦略の重要な目標です。つま

9
10

9

「Cloud Architecture Design」
、Patty Kim、Kathy Millich、IBM、2019 年
「Cloud Architecture Design」
、Patty Kim、Kathy Millich、IBM、2019 年
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り、オンプレミス・システムとクラウド・システムが淀み
なく融合している状態です。

クラウド・ベースの資源は、アクセスと管理が簡単である
ことが知られていますが、オンプレミスでも同様であるべ
きなのです。同じく、オンプレミスのアプリケーションと
クラウド・アプリケーションの両方の管理を標準化して、
資源が一方の環境へシームレスに呼び出されるようにする
必要があります。オンプレミスのアプリケーションとクラ
ウド・アプリケーションの間でデータを移動する場合、ど
ちらの環境内でもデータに同じようにアクセスでき、保護
されている必要があります。

10. 経験豊富なパートナーと連携する。クラウド主導型の企業
へと進化するには、マルチクラウドおよびハイブリッドク
ラウドの管理やアーキテクチャーについての最新の専門知
識だけでなく、適切なクラウド・サービスを特定して選択
することが必要です。パートナーを味方に付けることで、
変革途中に浮上する可能性のあるスキルのギャップを埋め
ることができます。

最近の IBM の調査では、回答者のほぼ 3 分の 2 が、サー

ビス・プロバイダーから得られる技術的専門知識が重要な
能力になると答えています 10。有用なパートナーは、ビジ

ネス、アプリケーション、ネットワーク、セキュリティー
の回復力の要件を理解している必要があります。また、
ワークロードをクラウドに移動するためのアーキテク

チャーと移行方法だけでなく、新旧の資源の最適化を目的
とした計画の策定を支援する必要もあります。さらに、成
長主導型 IT への変革を支援するためには、PaaS

（Platform as a Service）サービスなどの適切なツールも必
要となります。

CIO はデジタル経済の中で前進する

ための選択肢を自社に提供するため
に積極的に対策を講じていますが、
今以上に多くのことを行う必要があ
ります。つまり、自分たちの役割を
再考し、刷新し、自身を日常の技術
管理担当者から提唱者へと進化させ
て、テクノロジーがビジネスにもた
らす強力な変化を理解して伝えてい
かなければなりません。クラウドを

介して IT インフラストラクチャーと

IT 資源を最大限に活用することこそ
が、こうした前進のための基盤とな
ります。

Forbes Insights は、
メディア、ブランド戦略、
テクノロジーをグローバルに
扱う企業である Forbes
Media による戦略的研究と
ソート・リーダーシップ・プ
ラクティスを扱っており、そ
のプラットフォームを合わせ
ると、世界中で月間約 9,400
万人に及ぶ企業の意思決定者
に情報を提供しています。
Forbes コミュニティーの上級幹部専用データベースを活用
することにより、Forbes Insights は幅広いトピックについ
て調査を行い、価値の高いブランドをソート・リーダーと
して位置付けて関係者の関心を引き出しています。調査結
果は、デジタル、印刷物、ライブなど、さまざまな形で配
信され、Forbes のソーシャル・プラットフォームやメディ
ア・プラットフォームで公開されています。
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