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IDCでは、自社のネットワーク／データセンターのITと業務の運用のサポートにIBMネットワーク・
サービスを利用している10社の企業にインタビューを行った。
これらの企業のITマネージャーに
よると、自社の日常的なIT／業務運営を更に効率化し、IT構想を推進する目的でIBMネットワーク・
サービスを活用している。IDCは、
これらの企業ではIBMネットワーク・サービスへの投資によって大
きな価値を実現しており、
これらの企業が平均して5年間で322％の投資利益率（ROI）を達成すると
予想している。
これは、IBMネットワーク・サービスによって以下のメリットが提供されるためである。

ビジネス価値の
ハイライト

322%

5 年間の平均投資利益率

9.3か月
投資回収期間

17%

ネットワーク担当者の
効率性向上

65%

ネットワーク関連の
計画外ダウンタイムの低減

»

IT担当者、特にネットワーク担当者の効率化

»

ネットワークの信頼性と安定性を向上させることにより、
ダウンタイムによる運用と業務への
影響を軽減  

»

ベストプラクティス、統合、およびプロビジョニングによるネットワーク機器およびデータセン
ターコストの低減

»

ネットワークの導入時間短縮によるアプリケーション開発の改善とビジネスの俊敏性向上   

これに加えて、多くのインタビュー対象企業では、IBMネットワーク・サービスを利用して、
クラウドの
導入、ビッグデータ・アナリティクス、モビリティー、データセンター統合の取り組みなどの重要なIT構
想もサポートしていると回答した。

概況

8%

データセンター内でサーバー仮想化が拡大し、第3のプラットフォーム（クラウド、モビリティー、

コストの低減

データ・アナリティクス、
ソーシャルビジネス）がクライアント／サーバーの時代に取って代わる中

50%

で、旧来のエンタープライズ・ネットワークは発展を阻害している。ネットワークは効率性と生産性の

IT インフラストラクチャー・

ネットワーク機器の
導入時間を短縮

一層の向上に寄与するどころか、それを妨げている。ネットワークはビジネスの俊敏性とビジネス価
値の障害となっている。
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第3のプラットフォームとデジタル・トランスフォーメーションの時代においては、従来のエンター
プライズ・ネットワークはアーキテクチャおよび運用の両面において、管理の複雑化、監視に係る
コスト、そしてセキュリティーの確保とスケーリングのしにくさがあまりに顕著となっている。ネット
ワークはアーキテクチャに柔軟性がなく、効率的な運用がほぼ不可能となっているため、ビジネス
の俊敏性のニーズに応えると同時に、設備投資と運用経費の削減に寄与するために変化を必要と
している。
実際、Software Defined Networking（SDN）は、第3のプラットフォーム時代における企業の俊敏性
への要求に対するネットワーク・アーキテクチャとして、遅まきながら登場したものである。SDNは
クラウドとデータ分析に関する課題が重要な意味をもつと初めて考えられたハイパースケール・
クラウドの分野で誕生したが、今ではハイパースケール・データセンターがsoftware-definedテクノ
ロジーの活用によって得ている効果と同じ効果を得たいと望む企業やクラウドサービスプロバイ
ダーにおいて積極的に取り入れられている。
企業はネットワークと大きく関連するビジネス課題やテクノロジー動向に間違いなく直面している。
例えば、企業はビジネスの俊敏性向上、市場への製品／サービス投入スピードの加速、そしてコス
ト削減の手段としてクラウドを活用している。
このような状況下で、自動化によるネットワークの
俊敏性は不可欠なものとなっている。ネットワークは、
プライベート・クラウド、パブリック・クラウド、
またはハイブリッド・クラウドにおけるワークロードの柔軟性とアプリケーション・パフォーマンスの
最適化を可能にするものでなければならない。
同時に、
アナリティクスおよびビッグデータによって、データの速度、種類、容量は急激に増加する。
データは顧客サービスの改善や競争優位の観点でますます重要となっているため、企業はこれら
の増加のペースに対応していくしかない。ネットワークに関して言えば、
これはネットワークの帯域
幅、信頼性、拡張性の向上が求められる。
このデータの氾濫の一因となっているのがエンタープライズ・モビリティーである。エンタープライ
ズ・モビリティーは、生産性とイノベーションを推進するために活用されている。エンタープライズ・
モビリティーの着実な成長によって、ネットワークの提供する帯域幅の拡大が求められているだけ
ではなく、継続的な可用性、拡張性の向上、強固な信頼性、機器やロケーションを問わないシームレ
スなコネクティビティ、そして最適化されたアプリケーション・デリバリーに対するニーズも高まって
いる。
当然、セキュリティーもネットワーク全体にわたって必要とされている。ネットワークの境界がもは
や存在しない世界においては、セキュリティーはユビキタスでなければならず、
またコンプライアン
ス、ガバナンス、規制要件への準拠が必要である。
これらのビジネス、市場、テクノロジーなどの要因とそれらがネットワークに及ぼす影響は多種多様
かつ複雑である。多くの企業では変化を積極的に受け入れ、イノベーションを促進し、ビジネスの
俊敏性向上と運用効率化を望んでいるが、それらをどのように進めるべきかが明確にはなっておら
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ず、特にネットワーク・アーキテクチャと運用業務の見直しとなるとなおさらである。
これらの企業で
はしばしばネットワークの自動化、仮想化、そしてSDNに関する課題に苦しんでおり、
どのアプロー
チが自社の事業目標、
アプリケーション環境、
クラウド戦略、
リソースに最適であるかが明確になっ
ていない。
これらの企業の従業員／要員は多くの場合において、
クラウド、SDN、ネットワーク仮想化、ネット
ワーク機能の仮想化（NFV）、オープンソースのネットワーク自動化ツールといったビジネスの俊敏
性向上などの目的を達成するために採用すべきテクノロジーに精通しておらず課題となっている。
したがって、
これらの企業では、ネットワークの変革と運用業務の改善を可能とする専門的／技術
的サービスを提供できる、信頼のおける外部機関の支援を求めることになると見られる。
これらの
ネットワークサービスプロバイダーはベンダー中立でなければならず、
また事業目標に対する包括
的な理解と次世代ネットワークテクノロジー、製品、運用モデル全般にわたる広範な専門知識を備
えている必要がある。
企業が第3のプラットフォームにおけるデジタル・トランスフォーメーションを追求する中で、能力
と知識を有するベンダー中立のネットワークサービスプロバイダーはますます重要となる。

IBM ネットワーク・サービス
IBMはニューヨークを拠点とするテクノロジー／コンサルティングの多国籍企業である。同社では
最近、
グローバル・テクノロジー・サービス（GTS）事業部門を再編し、ネットワーク／システム／スト
レージが統合されたグループとは別の部門としてネットワーク・サービス部門を設置している。
これ
により、ネットワークへの一層の注力と投資を実現している。IBMネットワーク・サービスは、170か国
に展開しており、全世界で数千におよぶ案件において、9万6,000台を上回るネットワーク／テレフォ
ニーのデバイスを管理している。

IBMネットワーク・サービスでは、計画、設計、統合、管理および最適化サービスを含むライフ
サイクルアプローチを利用している。IBMではネットワークテクノロジーの開発／生産を行ってい
ないため、広範なネットワークテクノロジー企業とのパートナーシップによって企業向けソリュー
ションを提供できる柔軟性がある。企業は小規模なプロジェクトベースでの業務からマネージド・
ネットワークに至るまで、任意のタイミングでIBMのサービスを受けることができる。IBMのベンダー
中立の戦略においてはテクノロジーパートナーが重要な役割を果たしており、IBM自体は業界認
定、ベストプラクティス、そして企業の複雑なネットワーク環境をサポートするコンサルティング、
最適化、管理に関する独自のメソドロジーなどに投資をしている。IBMは企業のビジネス／テクノ
ロジー要件をサポートするネットワーク・ソリューションおよびサービスのインテグレーターであり、
企業のイノベーションを推進し、競合との差別化を支援する。
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IBMネットワーク・サービスのポートフォリオは企業のビジネスとテクノロジーの両面での目標を達
成できるように設計されており、高水準の投資利益率とコスト最適化によってビジネス成果をあげ
ることに重点を置いている。ポートフォリオは3つのコアセグメントで編成されており、
これらのセグ
メントはIBMのクラウド、
アナリティクス、モビリティー、
ソーシャル、セキュリティー、そして従来型の

ITソリューションと統合可能である。全てのネットワーク・サービスは、企業のsoftware-defined
アーキテクチャに向けた取り組みを支援し、企業のビジネスの優先順位、
アプリケーション、
ワーク
ロードを理解して企業がビジネス成果を達成できるように設計されている。

»

ネットワーク・コンサルティング・サービス：新たなネットワークテクノロジーの進歩にIBMの専門
知識を活用し、主要なビジネス／テクノロジー要件にあわせてネットワーク戦略の立案を行う。

»

プロジェクト・ベースのサービス：可用性、信頼性、パフォーマンス、セキュリティーの向上の実現
にむけネットワーク環境の統合や仮想化を行う。SDN、NFV、自動化、
アナリティクス、オープン・ス
タンダードなどの価値実現を目的とした戦略のもとにプロジェクトを遂行する。

»

ネットワーク・マネージド・サービス：可用性の向上、複雑性の軽減、および運用管理コストの改
善を目的として、ネットワーク／コネクティビティ管理の簡素化、自動化を行う。長期的契約に
は、LAN、WAN、
コラボレーションが含まれる。

IBMネットワーク・サービスのソリューションには以下のものがある。

»

Software-defined WAN マネジメント・サービス
（SD-WAN）
：複数の地域の複数の通信事業
者を利用し、MPLSおよびインターネット接続の組み合わせにより、企業のWANトラフィックの動
的な管理を行う。
このサービスによってシームレスなグローバルWANが構築され、ネットワーク
パフォーマンスの改善、
コスト低減、そしてネットワーク管理の簡素化を可能にする。

»

ネットワーク・マネージド・サービス：ネットワークを含むIT資源がオンプレミス、Bluemix

Infrastructure上、あるいは任意のクラウド上のどこにあるかを問わず、ネットワークを含むIT
資源の監視、管理、
レポーティングを行うためのカスタマイズ可能なIBMのサービス・カタログ。

Document #US41001416 © 2016 IDC. www.idc.com | Page 4

IDC White Paper | The Business Value of IBM Networking Services

»

コンバージド・ファイバー・ネットワーク：パッシブ・オプティカル・テクノロジーと分散アンテナ・
システムを利用してIT、
コミュニケーション、設備サービス全般を同一のネットワーク上で実行
し、
スポーツ、エンターテイメント、ヘルスケア、教育、ホスピタリティ、小売りなどの業種におい
て魅力的でセキュアな施設／会場を顧客体験とともに提供できるコンバージド・ネットワーク
を構築する。

»

SDNおよびNFV：SDN,NFV共に、
クラウドベースのワークロードを迅速にデプロイするための

software-definedインフラストラクチャーの中核的な位置づけである、プログラム可能で中央
管理されたSoftware Defined Networking環境を構築するための、ネットワーク戦略の立案、
設計、導入を行う。

IBMは、テキサス州ダラスおよびフランスのニースに所在するClient Innovation Centerにおいて、
主要なネットワーク／テクノロジーパートナーからの様々な新しいテクノロジーをテスト／統合で
きる能力を有している。
これらのセンターでは、IBMは企業の要件に応じた最善のテクノロジーを統
合するだけではなく、革新的なコンセプト実証（proof-of-concept）を行うことも可能である。Client

Innovation Centerでは、ITインフラ全体をサポートするためのベストプラクティスとメソドロジーの
開発が可能なだけではなく、IT環境全体を考慮してネットワークを統合し、ネットワークがサイロ化
されず、IT全体とビジネスの一部となることを確実にする。

IBMでは全世界で一貫したデリバリーをサポートするために、グローバル・サービス・メソッドを使
用している。
これは、戦略セッション、
アセスメント、計画から、デリバリーおよび管理に至る全ての業
務を対象とした定義とツールである。IBMのコンサルタントはツールに応じて、それらをオンサイト
または遠隔から利用することが可能であり、IBMはセルフサービスを好む企業が新たな方法でIBM
とつながりをもつためのツールに投資している。
また、
これによって、一貫した知識の継承が保証さ
れ、チームメンバー間での指導が促進される。

IBM ネットワーク・サービスのビジネス価値
調査対象
IDCでは10社の企業を対象として、IBMネットワーク・サービスがネットワークおよびデータセン
ター運用および環境に与える影響についてインタビューを行った。
これらの企業は大半が大企業
であり、大規模ネットワーク／IT環境を有し、平均で67,900人相当数の従業員を抱えている。表1
で示す通り、インタビュー対象企業は、北米とEMEAを本拠地とするさまざまな業種からなる。
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表1

インタビュー対象企業の概要：
IBMネットワーク・サービスを利用している企業
平均

中央値

範囲

従業員数

67,900

37,500

2,000 ～ 290,000

IT担当者の数

3,177

1,250

20 ～ 17,000

ITユーザー数（社内）

67,300

36,000

2,000 ～ 290,000

業務アプリケーションの数

2,372

1,275

25 ～ 10,000

物理サーバーの数

6,500

2,750

150 ～ 30,000

ネットワークルーターの数

486

200

30 ～ 2,000

ネットワークスイッチの数

470

500

40 ～ 1,200

国	
米国、カナダ、
トルコ
業種

エレクトロニクス、
アパレル、金融サービス、
公益事業、ヘルスケア、消費者向けサービス

出典: IDC, 2016年

インタビューを行った企業の大半が、IBMネットワーク・サービスを利用して、LANおよびWANのコ
ネクティビティやデータセンターのネットワークに関するサポートを受けていると回答した。約半数
の企業が自社のワイヤレスネットワークの取り組みとリモート・マネージド・サービスにIBMのサー
ビスを利用しており、3社の企業ではコンバージド・コミュニケーションの推進のためにIBMを利用し
ている。図1の通り、具体的なユースケースでは企業の多様性が示されており、ネットワークの設計・
導入、ネットワーク管理、ネットワーク・セキュリティーが最も一般的なユースケースとなっている。

図1

ユースケース：IBMネットワーク・サービス
7

ネットワークの
設計とデプロイ

6

ネットワーク
管理

6

5

ネットワーク・
セキュリティー

ネットワーク
の統合

（企業数）

出典: IDC, 2016年
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ビジネス価値の分析
インタビュー対象企業では、IT運用の効率化、ネットワーク関連障害の運用と業務への影響の軽減、
ネットワークとITインフラコストの低減、ビジネスの俊敏性向上など、IBM ネットワーク・サービスを
用いて価値を実現している。IDCではこれらの企業がIBMネットワーク・サービスによって、以下の分
野において、5年間でITサービスの100ユーザー当たり年間平均3万2,435米ドル（1企業当たり2,180
万米ドル）に相当するメリットがあると予想している
（図2を参照）。

»

IT担当者の生産性向上：IBM ネットワーク・サービスの利用によってサポート、ツール、ベストプ
ラクティス、自動化、そしてネットワークの信頼性が改善され、IT担当者の効率性と生産性が向上
する。IDCではIT担当者の時間と生産性に係る効果は、5年間で100ユーザー当たり年間平均1万

5,398米ドル（1企業当たり1,040万米ドル）の価値に相当すると推定している。

»

リ
 スク軽減 – ユーザーの生産性向上：ネットワーク関連のダウンタイムやセキュリティー侵害に
よる運用と業務への影響は、IBMネットワーク・サービスによって大幅に低減される。IDCではこ
れらの企業が、ネットワークの問題に起因する生産性低下を最小限にし、
これらの障害による
業務への影響を抑制することによって、5年間で100ユーザー当たり年間平均1万1,146米ドル
（1企業当たり750万米ドル）に相当するメリットを実現すると予想している。

»

I Tインフラコストの削減：IBM ネットワーク・サービスでは、機器の最適化、ベストプラクティス、
およびプロビジョニングの改善によって、ネットワークおよびデータセンター関連のコスト削減
と抑制が可能になる。IDCではこれらのコストの節減が、5年間で100ユーザー当たり年間平均

2,576米ドル（1企業当たり170万米ドル）に相当すると算定している。

»

業務の生産性向上：IBMのサポートによってIT運用の俊敏性が向上し、機器とアプリケーション
の導入時間が短縮され、事業部門をサポートする能力が向上する。その結果として、ユーザーは
職務に必要な業務アプリケーションに従来よりもタイムリーにアクセスすることが可能となり、
生産性が向上する。IDCではこれらの業務関連の効果が、5年間で100ユーザー当たり年間平均

3,315米ドル（1企業当たり220万米ドル）に相当すると推定している。
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図2

（100ユーザー当たり、単位$）

IBMネットワーク・サービスによる年間平均利益
（100ユーザー当たり）
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

$2,576

$3,315

$11,146

$15,398
IT担当者の
生産性向上

リスク軽減 – ユーザー
の生産性向上

ITインフラコスト
の削減

業務の
生産性向上*

年間平均利益（100ユーザー当たり）
：$32,435
* 業務の生産性向上には、インタビュー回答者がIBMネットワーク・サービスに起因するものであるとした効果が含まれている。
この価値の一部は、本稿で議論している企業全体のテクノロジーイニシアチブに対するIBMネットワーク・サービスのサポートに
よるものであるが、イニシアチブによる価値全てがIBMネットワーク・サービスによるものというわけではない。

出典: IDC, 2016年

IT 担当者の効率性
IBMのサービスを利用している企業は、IBMネットワーク・サービスのサポートによってIT部門の効
率性が向上したと回答した。特にネットワーク環境の導入、管理、維持を行う担当者の効率性が向上
している。
これらの企業ではIBMの助言やベストプラクティス、自動化やその他運用改善のサポート
によって効果をあげており、一部のケースではIBMに業務を委託している。結果として、
これらの企業
ではネットワーク、サーバー、
ストレージへの対応にかかる時間がそれぞれ17％、14％、15％短縮さ
れており、ビジネスの拡大にあわせて要員を追加する必要がなくなっている。
図3はこれらの企業が、変更管理、計画、管理、インストール、セキュリティーなどのネットワーク固有
の業務において、IBMネットワーク・サービスで実現している効率改善を示したものである。IBMの
サポートによって、
これらのすべての領域において効率性が向上しており、その結果として担当者が
業務関連の取り組みに費やすことのできる時間が増加している。インタビューを受けたIT
マネージャーは、IBMネットワーク・サービスによりIT運用が効率化された例を以下のように説明し
ている。

»

「
 稼働監視」に費やされる時間の低減：
「IBMネットワーク・サービスによって、ネットワークエンジ
ニアが単に稼働を維持するためだけに費やす時間の比率を80％から30％に引き下げることが
できました。
この変化によって、エンジニアたちは顧客のためにより多くのプロジェクトを実行で
きるようになりました」。
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»

サポート品質の向上による効率性の向上：
「当社が使用しているIBMのソリューションとツール
は標準化されており、直感的に使えるため、導入やトラッキングが容易であり、
また意図された
目的に対して適切に利用できます・・・これによって、当社のIT担当者は新規アプリケーションの
開発や、パフォーマンス／チューニングの深堀に、
より多くの時間を費やすことが可能になりま
した」。

»

IT運用のさらなる自動化の推進：
「当社では、IBMネットワーク・サービスによって、自動化のレベ
ルが上がったため、人手による作業が減り、TCOが低下しています。IBMのサポートによる仮想
環境構築の自動化により、当社では今では開発・導入のサイクル全体を迅速に行うことが可能
です」。

図3

IBMネットワーク・サービスによるネットワーク担当者の効率性向上
50
36

ネットワーク
の監視

ネットワーク
変更管理

31

ネットワーク
計画

29

28

ネットワーク
管理

ネットワーク機器
のインストール

19

18

ネットワーク・
新規ユーザーの
セキュリティー・管理 プロビジョニング

(% 効率性向上)
出典: IDC, 2016年

リスク軽減と業務の可用性
インタビュー対象企業では、ネットワーク関連の計画外ダウンタイムやセキュリティー侵害によるユ
ーザーや業務の運用への悪影響が大幅に低減されたとしている。インタビュー対象のITマネージャ
ーは、IBMネットワーク・サービスを利用する前は、業務に要求されるレベルの可用性と信頼性の提
供が困難な場合があったという。図2で示す通り、インタビュー対象企業ではIBMのサポートによっ
て、ユーザーに対するネットワーク関連のダウンタイムやセキュリティー侵害の影響を最小限に抑え
ることが可能になり、生産性の低下による損失は1ユーザー当たり年間平均5.4時間から2.2時間に
減少している
（59％の減少）。あるインタビュー対象企業は次のように説明している。
「当社では、IBM

ネットワーク・サービスによって、サービス停止が最小化され、ネットワークの信頼性が大幅に向上
しています・・・これはサービスの信頼性がはるかに高くなっていることを意味しており、稼働率は

99.9999％に達しています」。
インタビュー対象のITマネージャーは、ネットワークの可用性と安定性の改善についてIBMのベス
トプラクティスとサポートによって可視性が改善され、問題を短時間で解決するために必要な専門
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知識が提供されたためであるとしている。
これに加えて、ネットワーク・セキュリティーに関するIBM
との協力によって、
ウイルスやその他のネットワーク・セキュリティー侵害の頻度や影響が軽減され
ている。ネットワークの可用性と信頼性改善による効果はユーザーだけに留まらない。複数の企業
では、
これらの改善によって、顧客に対するサービスの拡大が可能になり、
これによってビジネス効
果が得られたとしている。

表2

IBMネットワーク・サービスによるリスク軽減
IBM

IBM

ネットワーク・
サービス 利用前

ネットワーク・
サービス 利用後

インスタンス件数／年間

34.3

20.4

13.9

41

MTTR (時間)

2.8

1.7

1.1

40

1ユーザー当たりの生産性低下時間／年間

4.7

1.7

3.0

65

差異
% 改善度
計画外ダウンタイム				

計画ダウンタイム				
インスタンス件数／年間

26.9

24.0

2.9

11

MTTR (時間)

3.5

3.0

0.5

14

1ユーザー当たりの生産性低下時間／年間

0.23

0.18

0.05

23

セキュリティー侵害				
インスタンス件数／年間

0.6

0.5

0.1

13

MTTR (時間)

2.9

2.7

0.2

6

1ユーザー当たりの生産性低下時間／年間

0.4

0.3

0.1

19

影響の合計				
年間のユーザー当たり生産性低下時間の合計

5.4

2.2

3.2

59

年間のFTEの影響の合計

192

79

113

59

出典: IDC, 2016年

ITインフラコストの削減
インタビュー対象企業ではさらに、ネットワーク／データセンターに関するコスト削減を実現してい
る。
これらの企業ではIBMのサポートを得てネットワークおよびデータセンター環境を統合し、イン
フラストラクチャー要件を減らすための仮想化などのイニシアチブを推進し、既存資産を活用する
ためにIBMの助言とベストプラクティスを活用している。インタビュー対象企業では平均して、ネット
ワーク機器のコストが12％、全体的なデータセンター関連のコスト
（サーバー、電力およびファシリ
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ティ、
コンサルティングなどのその他のコスト）が8％削減されている
（図4を参照）。
これらの節減は、
設備投資を抑制し、運用経費に重点を置いたネットワーク／データセンターのコストモデルへの移
行を目指す企業にとっては特に重要である。

図4

IBMネットワーク・サービスによるITインフラ
ストラクチャー・コスト：100ユーザー当たりの年間換算額
8%のコスト削減

（100ユーザー当たり、単位$）

35,000
30,000

$2,839

25,000

$6,743
$2,713

20,000

$2,711
$6,195
$2,378

15,000
10,000

$20,175

$18,536

IBMネットワーク・サービス
利用前

IBMネットワーク・サービス
利用後

5,000
0

n
n
n
n

サーバー
ネットワーク・ハードウェア
電力およびファシリティ
その他

出典: IDC, 2016年

業務の生産性向上
インタビュー対象企業ではIT運用の効率化と費用対効果の改善だけではなく、運用や業務にもIBM
ネットワーク・サービスを活用している。IT部門はビジネスパートナーとして、
またイネーブラーとし
て機能することがますます求められており、IBMネットワーク・サービスはこれらの企業のIT部門の
目標達成をサポートしている。
インタビュー対象のITマネージャーの多くはITの俊敏性を、自社におけるIBMネットワーク・サービ
ス利用の中核的なメリットであるとしている
（図5を参照）。
これらの企業では、俊敏性とは進化する
ビジネス要求に対してIT資源とサービスをより良くマッチングできることを意味している。IBMは、ベ
ストプラクティスやサポート、そしてより多くの業務アプリケーションとサービスのデリバリー、
アプ
リケーションの開発サイクルの加速を可能にする仮想化などのイニシアチブによって、
これらの企
業のネットワーク、サーバー、
ストレージ機器のより迅速な導入を支援している。
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さらに、複数の企業では、IBMネットワーク・サービスによって、IT担当者の効率性が向上したことで、
アプリケーションやサービス開発などの取り組みにより多くの時間を費やすことができるようにな
り、顧客サービスの品質向上を実現できたという。
インタビュー対象企業では、IBMネットワーク・サービスによって業務サポートを向上させた数多く
の例を挙げている。

»

新
 たな機能やアプリケーションの提供能力：
「IBMは、当社がこれまで市場に投入できなかった機
能やアプリケーションを備えた製品やサービスの投入を可能にしました。例えばデータセンター
のクラウドの分野では、今やセキュリティーとコネクティビティに関するサービスをダイナミック
にプロビジョニングすることが可能であり、
これによって開発者の効率も向上しています」。

»

仮
 想化による運用サポート「IBMネットワーク・サービスによって、仮想環境の導入が容易になり
ました・・・これによって、ビジネスニーズに対応し、ネットワーク関連の課題を軽減するための、
柔軟で拡張性のあるキャパシティ・プランニングができるようになりました」。

»

開
 発期間の短縮：
「IBMのサポートにより開発期間が短縮され、他社に先駆けてソリューションを
実装できるようになりました。
これによって収益向上が期待できます」。

図5

IBM ネットワーク・サービスによるITの俊敏性向上
50
39

35
20

ネットワーク機器
の導入

ストレージ
の導入

サーバー
の導入

(% 効率性向上)
出典: IDC, 2016年
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また、インタビュー対象企業の多くは、企業全体にわたるテクノロジー構想の実現にむけIBMネッ
トワーク・サービスを利用していると述べている。
これらの構想には、モビリティー、
アナリティクス、
クラウド、統合などが含まれており、
これらは多くの場合においてこうした企業の長期的なITおよび
ビジネスの優先課題である。インタビュー対象者は多くの場合において、
これらの構想による具体
的な価値のどれだけがIBMネットワーク・サービスによるものであるかは特定できないが、IBMの経
験、ベストプラクティス、専門知識によって、
これらの変革をサポートし、実現に寄与していると報告
している。表3で示されているように、
これらの構想が成功した場合には、企業は運用、業務の両面
で大きな価値を実現することが可能であり、生産性向上のメリットは8％から34％に達し、最大で

4万700人の従業員に効果が及ぶと見られる。
表3

企業のテクノロジー構想* — IBMネットワーク・サービス
取り組みを
行っている企業数

影響を受ける
平均ユーザー数

平均生産性       
向上率（％）

従業員のモビリティー

3

40,700

8

ビッグデータ・アナリティクス

2

3,550

8

プライベート・クラウド

5

3,425

17

ハイブリッド／パブリック・クラウド

4

24,400

34

その他（コラボレーション、統合）

2

2,600

30

* 業務の生産性向上には、インタビュー回答者がIBMネットワーク・サービスに起因するものであるとした効果が含まれている。この価値の一部は、本稿で議論している企業全体の
テクノロジーの取り組みに対するIBMネットワーク・サービスのサポートによるものであるが、構想による価値全てがIBMネットワーク・サービスによるものというわけではない。

出典: IDC, 2016年

投資利益率 (ROI) の分析
IDCでは本調査分析を行うために、IBMネットワーク・サービスを利用している企業10社にインタ
ビューを行い、その結果を記録した。IDCでは、以下の3つのステップからなる方法を用いてROIの分
析を行った。

1. サービス利用前-利用後の評価を用いたインタビューによる、定量的な利益情報の収集：本調
査での利益には、IT担当者の時間節減と生産性向上、ユーザーの生産性向上、売上高の増
加、インフラ関連コストの削減が含まれている。

2. イ
 ンタビューに基づいた、投資プロファイル（5年間の合計コスト分析）の作成：投資
にはIBMネットワーク・サービスの利用に係る年間のコストだけではなく、移行、計画、
コン
サルティング、関連ハードウェア／ソフトウェアの追加、設定あるいは保守、そして担当者／
ユーザーのトレーニングなどの付加的なコストも含まれる。
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3. ROIおよび投資回収期間の計算：IDCでは、企業の5年間にわたるIBMネットワーク・サービス
の利用に関する利益と投資の割引後キャッシュフローの分析を行った。ROIは正味現在価値
（NPV）
と割引後投資額の比率である。投資回収期間は、累積での利益額が当初投資額と等
しくなる時点までの期間である。
表4は、本調査でのインタビュー対象となったIBMネットワーク・サービスを利用している企業におけ
る、平均の割引後利益額、割引後投資額、および投資利益率に関するIDCの分析を示したものであ
る。IDCでは、インタビュー対象企業から提供された情報に基づいて、
これらの企業が5年間でIBMの
ネットワーク・サービスに対して割引後の平均で100ユーザー当たり2万6,976米ドル（1企業当たり

1,820万米ドル）を投資すると算定している。IDCではこれらの投資によって、5年間で100ユーザー当
たり割引後の平均で11万3,708米ドル（1企業当たり7,650万米ドル）に相当する利益を得ると予想し
ている。
これらの利益と投資コストのレベルから、
これらの企業の5年間のROIは平均で322％、投資
回収期間は9.3か月となる。

表4

5年間のROI分析
1企業当たり

100ユーザー当たり

利益（割引後）

$76.5 百万

$113,708

投資額（割引後

$18.2 百万

$26,976

正味現在価値 (NPV)

$58.3 百万

$86,732

投資利益率 (ROI)

322%

322%

投資回収期間

9.3か月

9.3か月

割引率

12%

12%

出典: IDC, 2016年

機会と課題
機会
IBMネットワーク・サービスは、IBMの関連部門やリソース全てを活用して、セキュリティー、モビリ
ティー、
ホスティング、マネージド・サービス／クラウドサービスを含む関連サービスを提供することが
できる。
IBMはまた、全世界の様々な業界において、企業のITインフラ全体を俯瞰して、
コンピューティン
グ、
ストレージ、
アプリケーション全体、
および、
それらがネットワークに与える影響を包括的にみること
ができる。
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IBMは広範な顧客満足度測定システムと顧客維持プログラムを提示している。また、継続的に顧客
満足とネットワークに対応するためのネットワーク最適化サービスなどの専門的なサービスの開発
も行っている。

IBMは過去数年において自らが変革し、GTS事業本部内における自社のサービス事業の再編と再投
資を行っている。特にネットワーク・サービス・グループは、ネットワーク・コンサルティングと統合の
分野におけるポジションが再定義されている。ネットワーク・サービス・グループでは、LAN、WLAN、
ワ
イヤレス、
データセンター、およびイーサネット・ネットワークの主要成長分野を中心とした中核的な
ネットワーク・インフラストラクチャー・サービスを強化すると共に、SDN、NFV、ハイブリッドITなどの
新たなネットワークテクノロジーへの投資を行っている。
これに加えて、IBMでは企業に対して高度な
自動化、俊敏性、
そしてネットワーク資源の管理と最適化に関する選択肢を提供するために、ネット
ワーク・マネージド・サービス、SD-WAN、
コンバージド・ファイバー・ネットワークなど、差別化された
新たなサービスを展開している。

課題
IBMは世界的規模で、ネットワーク・コンサルティング、プロジェクトベース／マネージド・サービスの
ポートフォリオを開発し、企業のクラウド／モビリティー構想の実現をサポートしている。IBMは、最
近の戦略的な動きにおいて、同社のサービスポートフォリオの開発と拡大に注力すると同時に、従
来型ネットワーク機器への関与を縮小化している。それと並行して、IBMでは世界規模のエコシステ
ム・チャネルを有しているが、
これらのパートナーは企業のニーズに応えるための支援をIBMに期待
すると見られる。従来、IBMは主要なサポートサービスをパートナーと共有する知的財産（IP）に限定
している。IBMのコンサルティングサービスへの展開は、特にSDNやNFVなどの高度なネットワーク
のイニシアチブを中心として、チャネルのイネーブルメントとパートナーとのIPの共有のバランス
面で困難な課題となる可能性がある。
企業がテクノロジーへの投資とビジネス効果に整合性を求める中で、信頼されるアドバイザーは
それらの企業と同じ言葉を用いて適切な指針を提供できなければならない。幸いなことに、IBMの
総合力で、テクノロジーで解決可能なビジネス課題に対処することが可能である。IBMネットワーク・
サービスにおいてサービスの調整が必要な分野は、ビジネス成果に対するネットワーク投資の効
果を測定するためのKPIの開発である。多くの場合においてKPIは測定がより
「ソフト」な指標となる
ため、
これは困難な課題となる可能性がある。

要約と結論
第3のプラットフォーム上でのデジタル・トランスフォーメーションによって、企業はネットワークと
大きく関連するビジネス課題やテクノロジー動向に直面している。企業では他競争優位となるため
に、
クラウド、ビッグデータ・アナリティクス、
ソーシャル、モバイルテクノロジーの採用がますます進
んでいる。
この面において、ネットワークの俊敏性は不可欠なものとなっている。
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これらのビジネス推進力、市場、テクノロジーに係る要因とそれらがネットワークに及ぼす影響は多
種多様かつ複雑である。多くの企業では、変化を積極的に受け入れ、イノベーションを促進し、ビジ
ネスの俊敏性と運用効率を向上させることを望んでいるが、それらをどのように進めるべきかが明
確にはなっておらず、特にネットワーク・アーキテクチャと運用業務の見直しという問題になるとそ
れはなおさらである。
これらの企業では多くの場合において、ネットワークの自動化および仮想化、
そしてSDNに関連する課題に苦しんでおり、自社の事業目標、
アプリケーション環境、
クラウド戦略、
リソースを考えた場合にどのアプローチが最適であるかが明確になっていない。

IDCでは、企業にとってネットワーク要件とビジネス目標を戦略的に整合させるための技術サービ
スと業界の専門知識を提供できる、信頼できる外部機関のリソースを活用することが不可欠である
と考えている。IDCでは、それを念頭にIBMネットワーク・サービスを利用している企業10社にインタ
ビューを行った。
このインタビューでは、外部機関のプロフェッショナルサービス企業との協力の
メリットが示され、定量化されている。IBMネットワーク・サービスを利用している企業は、IBMとの協
力によって得られる以下のメリットを強調している。

»

IT担当者の生産性向上

»

リスクの軽減の強化 — ネットワークのダウンタイムの軽減

»

ITインフラストラクチャー・コストの削減

»

業務の生産性、俊敏性向上とイノベーションの実現

»

ITプロジェクトの平均ROIの向上

IDCのビジネス価値に関する本調査では、IBMネットワーク・サービスを利用している企業が得た
ビジネスおよびテクノロジー面でのメリットが明確に示されている。IBMネットワーク・サービスの
ツール、
メソドロジーは、
コンサルティング／プロジェクトベース／マネージド・サービスの能力全
般にわたって思慮深く構築されており、それによって企業のネットワーク／データセンター・テクノ
ロジーとビジネスニーズの整合性が保証されている。IBMネットワーク・サービスにおける人材、
プ
ロセス、テクノロジー、
メソドロジーに対する投資によって、その差別化、イノベーション、そして企業
が最大のビジネス価値を引き出す支援が可能になっている。
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付録
本プロジェクトにおいてはIDCの標準的なROIメソドロジーを用いている。
このメソドロジーでは、既
にIBMネットワーク・サービスを利用している企業へのインタビューから収集したデータをモデルの
基盤としている。
これらのインタビューに基づき、IDCでは以下の3ステップのプロセスからなるROI
と投資回収期間の計算を行っている。

»

ITコストの削減（人員、ハードウェア、ソフトウェア、保守、ITサポート）、ユーザーの生産性向上、
デプロイ期間における収益改善による節減効果の測定

»

ソリューション導入に係る投資および導入に伴う移行、
トレーニング、サポートに係るコストの
詳細分析

»

5年間のコストおよび節減額の予測と、ソリューション導入のROIと投資回収期間の算定

IDCでは、投資回収期間とROIの計算において多数の前提を用いている。これらの前提を以下に要
約して示す。

»

効
 率性と管理者の生産性による節減の定量化において、時間の価値は会社負担を含む給与
（給与に福利厚生および諸経費として28％を加算）を乗じて計算される。

»

ダウンタイム値は、ダウンタイムの時間と影響を受けたユーザー数を乗ずることにより計算さ
れる。

»

計
 画外ダウンタイムの影響は、エンドユーザーの生産性の損失と逸失収益により定量化される。

»

生
 産性の低下はダウンタイムに会社負担を含む給与を乗じて算定される。

»

逸
 失収益はダウンタイムに時間当たりの平均収益を乗じて算定される。

»

5年間の節減額の正味現在価値は、元の節減額からそれを12％の利回りの商品に投資した場
合に実現されたであろう金額を減じて
（逸失される機会のコストを計算に入れるため）算定され
る。
これによって、想定される資金コストおよび想定される収益率の両方が計算に入れられる。

ダウンタイムのすべてが、生産性や収益の低下と等しくなるわけではないため、IDCではダウンタイ
ムの一定比率のみを節減額の計算に算入している。IDCでは分析の一環として調査対象の各社に対
して、生産性向上による節減と逸失収益の削減の計算に使用されるダウンタイムの比率をたずねて
いる。
この比率を使用して収益の課税が行われる。
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さらに、ITソリューションには導入期間が必要であるため、導入期間は十分に利益を得ることはでき
ない。
この現実を反映させるため、IDCでは利益を月次ベースに比例配分し、初年度の節減額から導
入期間に当たる利益を減じている。

注：本レポートにおけるすべての数値は四捨五入のため完全に厳密なものではない場合がある。
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