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業経営者の方々に、各業界の重要課題および業界を超えた課題に関して、事実に基
づく戦略的な洞察をご提供しています。

Introduction



Karen Butner 共著

継続的な変革は、IBM を最終的に Globally Integrated Enterprise（GIE：
真に統合されたグローバル企業）へと変貌させた戦略であるが、これによって 20 年前に
は瀕死状態にあった IBM は世界最高の価値を誇るブランドを有する市場リーダーとして
現在の地位への再生を果たした。IBM はイノベーションとリインベンション（reinvention：
再発明）によって変化する市場にすばやく対応し、お客様に価値を提供し、財務目標を達
成する確固たるポジションを確立した。我々の教訓を共有しながら、どうすれば組織は自
社を差別化し、長期にわたる繁栄の道を切り開くことができるかについての議論を始めよ
うと思う。
進歩するには変化が不可欠である。今日のグローバル・

IBMはこの10年間、グローバル統合を積極的に追求する

ビジネス・リーダーはこの考えの重要性を認めている。

ことにより自社を変革してきた。共通のシェアード・サ

変革の能力は進歩するだけでなく、変化する現代の世界

ポート機能、全社的なプロセス、強力なガバナンス・シ

経済で生き残るための必須要件でもある。

ステムを導入し、グローバルなスキルを活用することに
よって、顧客価値の向上と生産性向上によるめざましい

しかし、どうすれば絶え間なくリインベンションに挑む

効率化を実現し、成長とイノベーションに投資するリソー

企業文化を生み出せるのか。それを自社のDNAに植え付

スを確保した。

けるにはどうすればよいのか。それをどのようにして管
理、評価し、自社のリーダーや組織全体の行動規範とす

そ の 結 果、IBMは 堅 調 な 業 績 を 持 続 し て い る。2012

るのか。

年には1株当たり利益が10年連続で2桁の伸びとなり、
2015年の1株当たり利益のロードマップの達成に向け

IBMはこうした変革の課題への対応について、お客様の

て順調に進んでいる（図1を参照）。シェアード・サービス、

ニーズと長年にわたる実地経験や試行錯誤から得た知見

エンド・ツー・エンド・プロセスの変革、業務統合によ

に基づき、独自かつ実効性のある考え方を確立した。ま

る生産性向上は、最初の2010年ロードマップにおいて

た継続的な変革へのコミットメントを前提とするビジネ

累積で60億米ドル相当の生産性向上を実現し、2015年

ス・モデルを構築した。イノベーションとコモディティー

までにさらに80億ドルの効果を達成する計画に向けて順

化とのせめぎ合いが絶えることなく続く業界において、

調に進んでいる。このような継続的な収益性実現は潤沢

IBMはイノベーションとリインベンションを目指す道を

なキャッシュ・フローを生み出し、お客様によりよいサー

進んできた。

ビスを提供し、投資家に多額の利益を還元する一方で、
2000年以降の750億ドルの研究開発投資を含む、ビジ
ネスへの投資も可能になった。
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図1：1株当たり利益は一貫して増加

IBMは世界で最も積極的に企業買収を行う企業の1つで

イノベーション経済のパラドックス

ある。当社は成長戦略として、お客様のニーズの変化に

イノベーション経済のパラドックスとは、一貫して実績

対応する、より価値の高いソリューションを提供する企

を上げるために、絶え間なく変化しなければならないと

業の買収、新規市場への参入、非中核事業からの撤退な

いうことだと我々は考える。組織は休みなくリインベン

どを掲げている。投資家の期待に応えるには、収益成長

ションに努め、業務のあらゆる面を改善する方法を常に

を有機的要因と非有機的要因の両方によって支えなけれ

追求する必要がある。そのためには変革に取り組むため

ば な ら な い。IBMは1999年 以 降、200件 を 超 え る 企

の厳格に統制されたアプローチが求められる。

業の合併・買収（M&A）ディールを行い、取引総額は
300億米ドルを上回る。

本書では、「何を実行するか」、「どのような方法で行う
か」ということに加え、多くの組織の変革イニシアティ

こうした大規模な活動を支えるため、IBMは戦略から

ブに適用できる教訓を紹介する。まず初めに、Globally

デュー・デリジェンス、統合計画策定や実行に至るまで、

Integrated Enterprise（GIE）のコンセプトを理解す

初期段階から統合に重点を置いた包括的なM&Aのエン

ることが重要である。GIEとは、効率性と生産性の向上

ド・ツー・エンド・プロセスを構築している。ディール

を目的として、全世界の日常業務を標準化、統合化およ

の早い段階で、プログラムのすべての面を主導する統合

び体系化した組織である。それは成長を促進し、収益を

担当エグゼクティブを指名する。そうすることで、ディー

生む活動にリソースを集中する組織である。

ルによるシナジー効果の発揮を早め、リスクを軽減し、
リターンを最大化することができる。
この数年間にIBMは多数の企業買収を行ってポートフォ
リオを拡大し、ビジネス・アナリティクス、クラウド、ソー
シャルおよびモバイルの能力を強化する一方で、買収に
よって新たな洞察とテクノロジーを獲得している。
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GIEはまた強力なリーダーを擁し、継続的改善を牽引す

本書ではIBMが開発し、精緻化した変革の青写真を紹介

るアナリティクスを活用する。その結果、GIEは市場の

する。よりスマートな企業への変革を促進するために不

変化にすばやく対応し、より強い確信を持って結果を予

可欠な、以下の3つの重要要素について説明する。

測し、それに応じた行動をとることができる。価値を創
造する戦略的イニシアティブに注力しながら、生産性向
上と業務効率化を実現するために持続的な変革を図るこ
とができる（図2を参照）。通常、組織は変革の行程に沿っ
て進展するのに伴い、サポート機能を合理化し、全世界
の営業範囲を最適化し、ビジネスのあらゆる面にアナリ
ティクスを組み入れる。

I.	グローバル統合化の基盤としてバリュー・サービス
機能を創出する
II.	全社的な変革のリーダーシップ、ガバナンスおよび
チェンジ・マネジメントのモデルを確立する
III.	システム全体を最適化し、グローバルに統合された
企業から、ソーシャル、モバイル、アナリティクス
およびクラウドの各テクノロジーを駆使する、より
スマートな企業へ移行する
組織はそれぞれ異なるが、IBMのアプローチは他の組織
の変革への行程に役立つと思われる。実際にIBM幹部は

Globally
Integrated
Enterprise に
備わっているもの

Globally
Integrated
Enterprise に
可能なこと

毎年、数百社のお客様と会合を持ち、アイデアを交換し、
変革の経験について話し合い、課題解決や戦略策定に協
力して取り組んでいる。本書では、IBMとお客様が進化
を続ける変革の科学の習得に努める中で（現在までに）
学んだベスト・プラクティスと教訓を説明する。

・スケール・メリットを可能にす ・市場の変化へのすばやい対応
る合理化および標準化されたサ ・複数のビジネスと地域を横断す
ポート機能
るバリュー・チェーンの活用
・グローバルなネットワークとプ
・生 産 性 を 向 上 さ せ る 継 続 的 な
ロセスが最適化された事業範囲
変革
・継 続 的 改 善 を 促 進 す る 強 力 な ・戦略的イニシアティブへのより
ガバナンス
的を絞った注力
・幅広い統合アプローチ
・よ り 強 い 確 信 を 持 っ た 結 果 の
・業 務 に 組 み 込 ま れ た イ ン テ リ
ジェンス

予測

図2：予測可能な業績を達成する持続的な変革を推進

I. バリュー・サービス－グローバル統合
化の基盤としてバリュー・サービス機
能を創出する

「グローバル化はトレンドではなく、
実際には将来の成功のための条件で
ある。世界とビジネス世界をこれま
でとは異なる観点から見る能力が大
きな変化と組織の可能性を引き出す
要因になる。したがって、あらゆる
業種の洞察力に優れたビジネス・リー
ダーは、成功につながる変革を生み
出し、推進するための、よりスマー
トなアプローチに注目している。」
Linda Stanford、IBMシニア・バイス・プレジデント、エンタープライズ・
トランスフォーメーション担当



よりスマートな企業の構築

IBMのGlobally Integrated Enterpriseへの移行は、い

IBMのGIE化の行程は、シェアード・サービスの構築か

くつかの明確なフェーズごとに特徴を示すことができる。

ら始まった。まず初めに財務を統合された機能に再構築
し、最高財務責任者が世界中のすべての事業部門を統括

• フェーズ1：グローバルに統合化されたシェアード・

する。次にサプライ・チェーン・マネジメントに取り組

サービス、すなわちIBM全体に支援業務を提供する組

み、IBM全体のすべての調達から支払いに至るプロセス

織部門の導入－より高度な標準化を図り、スケール・

全般に責任を負う1つの組織を創設した。人事、情報技

メリットを活かし、グローバルな業務を規律に沿って

術、不動産および法務の各機能はそれぞれ、プロセスと

行うため、協力し、知識と経験を共有する

テクノロジーを標準化して統合した。マーケティングは

• フェーズ2：水平方向のエンド・ツー・エンド・プロ
セスの変革イニシアティブの展開

各事業部門や国ごとに異なるばらばらのマーケティング
戦略から、よりスマートに需要を喚起し、管理すると同

• フェーズ3：統合された業務の構築－統合を促進する

時に、IBMのブランド力を強化する需要システムに進化

ため、全世界の事業活動、スキルおよび資産の相乗効

した。また、リソースをビジネス・チャンスにより的確

果を活かすプログラム

に配分して営業担当者の生産性を向上させるため、営業
管理支援を再編成した。

IBMでは、シェアード・サービスの継続的な変革、エンド・
ツー・エンド・プロセスの変革、および統合された業務

しかし、生産性や効率性の向上により節減効果は高まっ

を総称してバリュー・サービスと呼んでいる。

たが、これはほんの「氷山の一角」にすぎないことに当
社のリーダーはすぐに気づいた。リーダーは各分野に機

フェーズ 1：グローバルに統合されたシェアード・
サービスの導入

能的な専門性を持つ事業体を創設してグローバルなリ

国内企業から多国籍企業へ、さらにグローバル企業へと

術（IT）の要件などをすべて統制する権限を持つ責任者

移行する中で、サポート機能がさまざまな事業部門に分

を設置した。

ソースをすべて集約し、予算、人員、プロセス、情報技

散したり、国ごとに別々の機能があったりするなど、組
織に重複が生じることはめずらしくない。その結果、非

こうした強力な変革を契機に、シェアード・サービス全

効率性、重複および柔軟性の欠如が生じる。

体の効率化とイノベーションが大幅に促進された。各機
能は地域と中核プロセスごとにリソースの構成と能力を

多くの企業はシェアード・サービスのビジネス・モデル

検討することを求められた。これらは直ちにグローバル

を構築することでこうした非効率性を解消している。シェ

統合化された機能となり、適切なコスト、スキルおよび

アード・サービスはスケール・メリットとプロセス標準

ビジネス環境を基盤として世界中で最も適切に遂行でき

化を実現するために、組織内の類似した機能を統合する

る場所に業務と機能の拠点が置かれた。

ことと定義することができる。通常、一般的な情報技術
のソリューション、スキルおよびプロセスによってこれ
らを集約することができる。

IBM Global Business Services



主な教訓
重複する機能やプロセスをグローバルに統合化された
シェアード・サービスとして合理化する中で、我々は他
の組織の変革行程に役立つと思われる多くの教訓を得た。
• 業務の変革とITとを密接に連携させなければならない。
合理化および標準化したら、標準化された共通の情報
技術の機能を使ってプロセスを稼働させなければなら
ない。
• プロセスの簡素化を試みる前に、現在実行しているプ

財務の変革
1990年代の初め、IBMの財務は帳尻を合わせることができ
なかった。組織は分散し、迷路のように複雑な独自のシステム
に依存して、一貫性のない財務報告を行っていた。財務組織は、
たいていはありきたりな会計部門と見なされていた。
何が変わったか。すべてが変わった。
財務組織の現在および将来の使命は、企業の信頼できるビジネ
ス・アドバイザーとして事実に基づく予測的なビジネス・イン
テリジェンスを提供することである。

ロセスを理解する。雑然としたプロセスを自動化して
はならない。まずプロセスを調整し、それからITを適
用する。
• プロセスを継続的に絶え間なく改善し、それに応じて

収益に対する金融費用（E/R）
決算リードタイム

スキルを調整する。新たなテクノロジーや簡素化によっ

高い価値を生む活動に費やす時間

て更新する。

センター・オブ・エクセレンスの財務スタッフ
元帳

フェーズ 2：エンド・ツー・エンド・プロセスの変
革イニシアティブの展開
エンド・ツー・エンド・プロセスの変革イニシアティブは、
機能や事業部門の枠を越えたイニシアティブである。こ
うしたプロセスは、他の業務部門にコスト面で大きな影
響力を持つため、効率性と効果の改善の余地が最も大き
く、エンド・ツー・エンドの観点から生産性向上を実現
することが可能である。IBMは第2フェーズで、この機
能横断的なプロセスにフェーズ1で詳述したような標準
化のコンセプトを適用した。

勘定科目表

以前

現在

3%
18
30%
0%
60+
60+

1%
7
70%
50%
1
1



よりスマートな企業の構築

以下は多くの組織に一般的に見られる水平方向のエンド・

構築した。これにより、継続的な生産性向上と強化の余

ツー・エンドのサポート・プロセスである。

地を見つけるため、プロセスを継続的に評価しやすくなっ
た。この枠組みはまた、自動化によって作業を削減する
とともに、アウトソーシングの対象とする非中核的な業

機能横断的なプロセス

重点事項

務を特定するために仕事量増加要因を明らかにする上で

営業計画と業務計画の統合：需要、供給、 営業、生産、財務、マーケ
製品およびポートフォリオ変更に関する テ ィ ン グ、 輸 送、 調 達 を1
期間別予測を評価・修正するプロセス
つの予測計画にまとめる

も役立つ。エンド・ツー・エンドの業績基準を継続的に

販売機会から注文まで：営業の見込み、販 営業担当者の生産性を高め
売機会の特定から顧客の注文に至るまで るため、セールス・プロセ
のプロセス
スを最適化する

ス・インサイトが最近、追加された。

注文から入金まで：顧客の注文、商品の サプライ・チェーンの効率
受け取りから商品・サービスの代金支払 と効果を促進する
いに至るまでのプロセス

主な教訓

購入から支払いまで：商品・サービスの ビジネス・パートナーとの
要求、引き渡し、商品の受け取りから代 関係を活用する
金支払いに至るまでのプロセス

簡素化に関して、いくつかの重要な原則が変革を通じて

製品ライフサイクル管理：構想から設計、 さまざまな事業部門を横断
製造、サービス、処分に至るまでの製品 する複雑な製品ポートフォ
ライフサイクル全体を管理するプロセス
リオを簡素化する
エンタープライズ・リスク管理：先を見 グローバルなリスクを軽減
越した、包括的なリスクの特定、数値化 する
およびモニタリング

評価するため、高度なアナリティクスと予測的なビジネ

エンド・ツー・エンドに統合化されたプロセスにおける
明らかになった。
• ユーザーとプロセス責任者の観点に立って簡素化し、
付加価値を生まないプロセスのステップを除去する
• プロセスを外の環境の変化や条件を考慮してエンド・
ツー・エンドの観点からとらえ、部門と地域の枠を越
えた部門横断的なリーダーシップと明確な責任を定め

シェアード・サービスと同様、エグゼクティブ1名が複

る

数の機能と事業部門を横断するエンド・ツー・エンド・

• スペシャリストに専門的な業務を処理させる－情報に

プロセスの変革イニシアティブを主導する。そうするこ

基づいて意思決定を行うことができるよう、アナリティ

とで重点事項に大きな力を集中し、グローバル業務に相

クスから得た事実に基づく洞察を与えて、スペシャリ

乗効果をもたらすことができた。

ストの業務遂行を可能にする

情報技術もこれらの各プロセスを可能にすることは言う

卓越したプロセスを実現するには、エグゼクティブのス

までもない。機能、事業部門、地域全体にわたってプロ

ポンサーシップ、事業部門との強力な連携、すべての階

セスが徹底的に簡素化されると、テクノロジーは、最新

層におけるプロセスに関する優れたスキルが求められる。

の関連情報を提供するシームレスな環境を提供する。

IBMはこの数年間に、社員数百人を対象にリーン・シグ
マやその他のプロセスの手法に関する研修を実施し、プ

このエンド・ツー・エンドのプロセスをさらにサポート
するため、共通の分析、および業務プロセスの枠組みを

ロセスの専門知識・技術を強化した。
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業務／サプライ・チェーン・マネジメントの変革
グローバル市場、経済、政情不安に関する、いずれもリスクを
伴う複雑な問題が生じることから、サプライ・チェーンは適切
なモデルを確立しておくことが極めて重要である。IBMのサプ
ライ・チェーンは継続的な変革の過程にある。広範囲にわたる

IBM のよりスマートになった
サプライ・チェーンは、
この 10 年間における変革の
成功の中心に位置づけられている。

予測型経営と在庫管理に適用される見える化とアナリティクス、
およびプロセスの自動化のソリューションにより、年間

350億ドル

60 億ドル

以上の支出を管理することは今や科学である。

45 カ国にわたるサプライヤー

フォーチュン 500 社の
1 社の規模に相当する、
年間

ISC（Integrated Supply Chain） は、 す べ て の 事 業 部 門 の
販売前からライフサイクルの終了（資産の再利用）、現金回収に
至るプロセスを網羅する。現在はエンド・ツー・エンドの予測、
規定および最適化に高度なアナリティクスを利用している。

35,000

のコストと費用を削減。

社をオンラインで接続し、
サプライヤーの請求書の 98% を電子的に処理する。

品質の早期警告システムによって不具合が

100 カ国

より迅速かつ早期に特定されることで、

のお客様は、契約、注文、在庫情報に 24 時間、
セルフサービスでアクセスできる。

4,000 万ドル

が節減される。

ビジネス継続性のリスクを特定する
ため、サプライ・チェーンの

毎年 242 トンの紙と
201 トンの二酸化炭素排出量を削減し、

10,000 カ所

130 万

近くを自動的に分析する。

2012 年には全世界の

65 社

のお客様がサプライ・チェーンの改善についてアイデアを提供し、
インタビューに応じた。

のセールス・コールが不要になる。

IBM のお客様 の

98.6%

は、

IBM のサプライ・チェーンのサポートは要件を
満たしているか、要件を上回ると述べている。



よりスマートな企業の構築

フェーズ 3：統合化された業務の構築

センター・ベースの業務、グローバル・クライアント・

次にIBMはスキルや資産はより密接に連携した場合に最

センター、開発、収益性に基づく営業範囲の最適化、全

適化できるとの認識の下、業務の統合を始動した。シェ

世界の投資、割当て変更、特許など多数の業務分野にわ

アード・サービスで確立したグローバル統合化の原則を

たる。

グローバルな業務全体に適用した。通常、統合化業務は
一般的に、複数の事業部門や地域において類似の成果が

我々はGlobally Integrated Enterpriseへの行程におい

達成できる分野、類似のスキルを擁するプロセス、およ

てIBMとお客様を新たな段階の効率性と成長へと進展さ

びアナリティクスのような類似のテクノロジーによって

せる中で数多くの教訓を得た。2000年代初めに開始し

最適化が可能なプロセスをカバーする。

たIBMの行程は直ちに際立った成果を達成した（図3を
参照）。現在、企業変革のガバナンスを微調整し、新たな

IBMの統合化された業務は、ビジネス・オペレーション、

世代のスマート化へと進んでいる。

2010 年〜 2015 年：
80 億ドルの節減
2006 年〜 2010 年：
60 億ドルの節減

シェアード・
サービス

2002年

エンド・ツー・エンド・プロセスの変革

2006年

業務統合

2010年

共有と提携
全世界で一貫したプロセス、ベスト・プラクティス、
標準化、ガバナンス、パフォーマンスの統制

グローバル統合化
適切なスキル、適切な場所、適切なコスト、
サポート機能の合理化、プロセスの徹底的な簡素化

スマート化
機能化、相互接続、
インテリジェント

図3：IBMの変革行程
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II. 企業変革－全社的な変革のリーダー
シップ、ガバナンスおよびチェンジ・
マネジメントのモデルを確立する



我々はすべてのグローバル企業がそうであるように、常
に変革の過程にあり、次々と並行して実施されるイニシ
アティブに取り組んでいる。その結果、すべての主要な
変革イニシアティブにチェンジ・マネジメントの手法を
適用することが極めて重要であることがわかった。改善

「成長と快適さは共存し得ない」
Ginni Rometty、IBM会長、社長兼最高経営責任者

のための新しいイニシアティブが世界中で設計、展開さ
れているため、これは成功、導入および行動の変革の重
要な要因であった。

ガバナンスと変革のリーダーシップ
我々は変革行程の早い段階で、すべてのグローバルな変
革イニシアティブを監督する権限を付与された組織を設
置する必要があることに気づいた。IBMは企業変革の専
任チームを設置している。1名のシニア・バイス・プレ
ジデント（SVP）がGlobally Integrated Enterpriseへ
の変革を主導する（図4を参照）。

SVP Globally Integrated Enterprise Forum
（シニア・バイス・プレジデントの Globally Integrated Enterprise フォーラム）
議長：シニア・バイス・プレジデント、エンタープライズ・トランスフォーメーション担当
戦略指針を確立し、
Globally Integrated Enterprise への
変革について責任を負う

Enterprise Process
Transformation Board
（エンタープライズ・プロセス
変革委員会）

Enterprise Functional
Transformation Board
（エンタープライズ機能
変革委員会）

･エンド・ツー・エンドと機能の
パフォーマンスを最適化する
･変革、統合、効率性および効果を
促進する責任を負う

変革の実現
チェンジ・マネジメント、アナリティクス、プロセス・エクセレンス

基盤となる重要な能力を提供する

部門および地域

変革に向けて業務効果の必要性と
優先度について情報を提供する
責任を負う

図4：変革ガバナンス・モデル
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IBMは審議会や委員会を設置し、エンタープライズ・ト

価値観を基盤とする文化の醸成

ランスフォーメーション担当シニア・バイス・プレジデ

IBMは、変化は進歩するために不可欠だという考えを持っ

ントを統括責任者とする、構造化された厳密なガバナン

ている。組織の文化は、新たに生じるお客様のニーズに

ス・モデルを構築している。バリュー・サービス、ITお

独創的なアプローチで取り組み、お客様にサービスを提

よび事業部門間のコラボレーションにより、組織のすべ

供することに注力する姿勢を生み出し、維持するための

ての階層の生産性目標が可視化され、一貫した統合的な

最も重要な要素の1つである。

達成が担保される。この全社的なシニア・リーダーシッ
プ・チームは、イノベーションと継続的なリインベンショ

幅広い共鳴を呼ぶ文化を構築するためには、社員全員を

ンの推進力となるパフォーマンス、統合、および価値に

関与させる必要があった。2003年にIBMの中核的な価

重点的に取り組んでいる。

値観をあらためて伝えるValues Jamを実施し、社内
のイントラネットで配信されたこのオンラインのコラ

財務システムは利益にコミットし、投資判断を促すため

ボレーティブ・イベントに数千人のIBM社員が参加した。

に使用するビジネス・ケースを策定する統制のとれたプ

価値観が意味することは倫理観、コンプライアンス、行

ロセスから始まる。これらのイニシアティブをすべて、

動規範にとどまらない。価値観は、お客様、投資家、社

可視化された規律ある評価システムでサポートしている。

員、コミュニティーに対してIBMを特色づけることを表

この評価システムには四半期の業績評価、業務および財

すと考えている。IBMの価値観は当社のミッション、願望、

務の評価基準の追跡、投資成績、事業部門の利益評価な

社内における意思決定の方法、集団および個人としての

どを含む。

態度や行動を反映している。

変革のリーダーシップを発揮するには、リーダーがグロー
バルな考え方を持ち、社員の関与を促し、次世代のアイ
デアを喚起することが求められた。それを可能にするた
め、リーダーのコンピテンシーを一新し、業績と社員の
経験に重点を置いた新しいリーダーシップ・フレームワー

IBMの価値観
すべてのお客様の成功への献身的な取り組み
IBMと世界にとって重要なイノベーション
すべての関係における信頼と個人の責任

クを定義した。
この10年間、価値観の実践、イノベーションの推進、価

「組織を変革するためには、まずリー
ダーが変わり、中核的な価値観を体
現する新しい考え方と行動を模範的
に実践し、可能にする必要がある。」
Nancy DeViney、IBMバイス・プレジデント、組織変革マネジメント担当

値観を体現する行動の明確化を実現するためにどのよう
に業務を変更する必要があるかを明らかにするため、社
員を継続的にJamsに参加させた。より重要なことは、
リーダーの行動、人事の慣行、管理システム、およびコミュ
ニケーションを価値観に基づく文化の強化に向けて方向
づけることを徹底する行動を継続的に実行したことであ
る。また、社員を対象に価値観に関する調査を行い、進
捗と改善点についてフィードバックを得た。リーダーは
価値観に関する調査から、具体的で実践可能な洞察を得
ることができ、一部で「検証不可能」なトピックと見ら
れていたことについて「確証」を得た。

IBM Global Business Services
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IBMの価値観は時代を越えて続く。それは我々の戦略と

以下に挙げる、変革プログラムの要素が成功に不可欠で

変革プログラムに根拠を与え、リーダーとチームにIBM

あることを長年の経験から学んだ。

の価値観に沿って、全社員が参加できるような方法で変
革を確実に推進する重要な責任を課す。

• リーダーシップのコミットメント－従業員はリーダー
から指示を受ける。リーダーは変革のビジョンを明確

全社的な組織変革を可能にする
IBMは、全社的なチェンジ・マネジメントは組織の俊敏
性に必須の行動転換を促し、複雑な変革活動でビジネス

に語り、望ましい行動を模範的に実践しなければなら
ない。
• 従業員の賛同－従業員は変革の論拠を理解し、プロセ

上の成果を達成する上で不可欠な要素であると考えてい

スで重要な発言の機会が与えられ、定期的に関与し、

る。そこで我々は、企業変革チームの一部として、数万

十分なリソースと実現手段が与えられると、積極的に

人のIBMのリーダーとチームの変革能力を深化させ、全

変革に取り組む。

世界の主要な変革イニシアティブによりよい優れた変革

• 組織の整合性－組織の方針、プロセス、ツール、人事

手法、すなわちIBMの標準ベスト・プラクティス手法と

慣行は変革の課題を支える望ましい行動との整合性が

統合化ツールキットを適用する手助けをすることを使命

なければならない。

とするOrganizational Change Management（OCM）
センター・オブ・エクセレンスを創設した。

• 移行の管理－変革の影響を調整および管理し、すべて
のステークホルダーを巻き込んで変革を理解させ、持
続させるために支援させる専任の責任者を定める。導

実務者は、変革の4つの側面に重点を置くことにより、は
るかに高いプロジェクト成功率を達成していることが明
らかになっている（図5を参照）。

入の評価は重要な成功要因である。
• 価値観の実現－明確な評価基準（即座に現れる成果と
長期的な成果）を定め、変革のライフサイクルを通じ
て追跡し、情報を伝達する。

適切な投資
適切な効果
プロジェクト成功度の観点から、
どの種類の投資が最大の利益を
実現するかを理解して、
適度なチェンジ・マネジメントを行う

より優れたスキル
より効果的な変革
リソースを適切に活用して、
経営陣のスポンサーシップを示し、
変革の専任マネージャーを指名し、
変革を実行に移す権限を
従業員に委譲する

図5：変革の4つの側面

現実に則した洞察
現実的な行動
今後発生する課題や複雑性を完全かつ
現実的に理解することに努め、
それらに対処する措置を講じる

健全な手法
確実な利益
成果に重点を置き、
正式なプロジェクト管理手法と合致する、
変革への体系的アプローチを使用する
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組織の変革はトップダウンで行われることもあれば、ボ
トムアップで行われることもある。このことを理解して、

マーケティングの変革

IBMのリーダーの多くは現在、ソーシャル・ビジネスの

重複。マーケティング機能の変革に着手した当時、各事業部門
はそれぞれ異なるスキルとプロセスを使って独自の活動を行い、
それぞれ異なる成果を上げていたが、それらはすべてメッセー
ジの混乱とIBMブランドの毀損につながっていた。お客様に「1
つの顔」を示す「One IBM」戦略を強化するため、一元化され
たマーケティング・メッセージが必要であった。マーケティン
グの役割が拡大し、デジタル時代の到来により企業が市場を把
握し、消費者へのアプローチ方法が激変するのに伴い、マーケ
ティング機能がその任務を遂行するために必要なスキルや能力
も拡大した。

テクノロジーを利用して全世界のチームに接触して継続
的な変革に関与させ、社員と協力して変革のアプローチ
やソリューションの向上に努めている。アナリティクス
やソーシャル・リスニングの手法は変革の進捗に関する
組織の洞察力をますます高め、導入を浸透させ、結果達
成を速めるアプローチを強化するために利用されている。
我々の経験から、ガバナンス、変革のリーダーシップ、
価値観に基づく文化、組織のチェンジ・マネジメントは
企業変革を成功させる上で不可欠であることが実証され
ている。

人事の変革
グローバル化のトレンド、労働人口動態、企業の合併・買収活
動などの要因により、人材に関するより戦略的な洞察の必要性
が生じている。そのため人事組織は従来型の業務支援を提供す
る組織から、多様で、移動性が高まり、地域的にますます分散
した人材の要件を戦略的にサポートする役割に移行することが
求められた。

IBM の人事部門の変革
人事オペレーション・センター
シェアード・センターでの業務の比率
人事のアプリケーション

変革前

変革後

150
0%
1600

1
70%
400

アート－ブランドと文化の結合
IBMのマーケティング機能は、IBMの会社として
の目的は何か、それは何を表すのか、IBM社員で
あることは何を意味するのか、という大きな問い
について考える上でより広範な役割を果たしてき
た。これらの問いについて熟考した末、IBMのス
マーター・プラネットの課題が明確になり、必要
不可欠な企業になるという共通の目的の下にIBM
社員が結集した。
現在、IBMはインターブランドのBest Global Brandsで第4位
にランクされている。消費者ブランドが圧倒的多数を占めるリ
ストにおいてB2B企業がこの順位にランキングされることは大
きな成果である。1

科学－テクノロジーの応用
よりスマートな需要創出に自動化とアナリ
ティクスを応用。IBMマーケティング部門
はCIOチームと協力して、見込み客にメッ
セージを伝達するために700万通の電子
メールを送信する「Spray and pray（広告
媒体で一方的に広告を流し、後は売れるこ
7M
とを祈る）」マーケティング手法から脱却し、
自動化されたマーケティングによって50万
をわずかに上回る電子メールを送信する手
法へと移行した。

500,000

結果：新しいアプローチによって反応率は14倍に上昇。ある主
要市場ではリード転換率が2倍になった。

分野を絞った専門知識と技術
パフォーマンスと生産性を高めるため、マー
ケティング業務とマーケティングの洞察の
ためのグローバル・センター・オブ・エク
セレンスを創設。共通のマーケティング手
法を使って設計、計画作成、実行を標準化
している。新しい「マーケティング・ラボ」
では、俊敏性の原則を、イノベーションと
IBMのベストをお客様の行程に統合するこ
とに適用している。
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III. システム全体を最適化し、グローバ
ルに統合された企業から、ソーシャル、
モバイル、アナリティクス、クラウド
の各テクノロジーを駆使する、よりス
マートな企業へ移行する

広範囲にわたる
つながり
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ビッグデータ

ソーシャル

「ビッグデータは産業と社会に大変革
をもたらす可能性のある新しい巨大
な天然資源である。適切なテクノロ
ジーを使用すれば、それを分析し、
価値と洞察を引き出すことが可能で
ある。」
Ginni Rometty、IBM会長、社長兼最高経営責任者

モバイル

クラウド

アナリティクス

図6：デジタル変革の要因

企業変革における次の進化は、システム全体の最適化に

お客様と企業の洞察力を高めるアナリティクス

よってよりスマートな企業を創出することである。広範

我々は本書全体を通じて、ビジネスの洞察を引き出すア

囲にわたるつながりとビッグデータというデジタルの力

ナリティクスの幅広い利用と、変革のすべての側面、す

は、以下を含む次世代の変革に備えた態勢を整える（図

なわちすべての機能、すべてのプロセス、すべての意思

6を参照）。

決定と思考の最適化に言及している。我々はアナリティ
クス主導のコンピテンシーに磨きをかけ、検討や意思決

• お客様と企業の洞察力を高めるアナリティクス

定にアナリティクスを取り入れている。アナリティクス

• ビジネスでのコラボレーションのためのソーシャル・

を活用する組織は、情報から洞察を引き出して価値を創

メディア
• 常につながるためのモバイル・コミュニケーション
• 情報を有効なものにするクラウド・テクノロジー
組織は、大量の情報を新しい方法で処理し、分析する方
法を理解し、探り始めている。重要な2つのトレンドが、
今後このビッグデータの時代を異なるものにする。1つ
目は、事実上「すべてのもの」をデジタル化することで
ある。現在、デジタル化によって幅広い業界で新しいタ
イプの大規模なリアルタイムのデータが生成されている。
2つ目は、今日の高度なアナリティクスの技術や手法に
より、組織はデータから以前には達成不可能であったほ
ど高度な洞察を、かつてないスピードと正確さで抽出で
きるようになることである。

造するコンピテンシーを習得することがわかっている（図
7を参照）。
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アナリティクス

連携

予測

行動

情報を中心として組織の
連携を図る

ビジネス成果の発生、予測、
および形成を予想する

成果を最大限に高めるため、インパクト
を与える地点で自信を持って行動する

• 信頼できる情報基盤を構築する
• 情報を統合し、管理する
• コンテンツのライフサイクルにわたる
管理を機能化する
• 社内外のデータの容量、頻度・スピード、
および種類を活かす

• 傾向と異常を見つけ、分析する
• 潜在的な脅威と機会を予測する
• リソースの計画を立て、予算を組み、
予測する
• リスクを評価し、管理する
• 意思決定を自動化する

• アナリティクスを組織のプロセスに組み入れる
• 実証済みのソリューションとモデルを活用する
• 過去、リアルタイム、および予測の洞察によっ
て従業員に力を与える
• アナリティクスに基づく意思決定を育む文化を
醸成する

図7：アナリティクスに基づいたコンピテンシー

以下はアナリティクスがどのようにして「ビッグデータ」
から洞察をもたらすことができるかを示す例である。

• リ ス ク と 課 題 を 予 測 す る：Portfolio and Risk
Management(PRISM)は、過去の買収案件のデータ
を使って案件の特性の相関性を見極め、統合と業務の

• 情 報 を 中 心 と し て 組 織 の 連 携 を 図 る：Coverage

潜在的な問題を特定して未然に問題に対処できるよう

Optimization with Profitability（COP）は、営業マ

にすることにより、買収に伴うリスクを予測し、軽減

ネージャーが営業範囲の計画をより効果的に作成する

する。

ためのサポートに重点を置いたビッグデータのアプリ
ケーションである。COPは営業マネージャーのリコメ

• 人材のアナリティクスを応用してビジネス成果を予測

ンデーション・エンジンである。データを使ってセー

し、形成する：IBMではハードウェアを基盤とする企

ルス・チームの売上総利益と利益性のビューを顧客別

業からよりサービス重視の企業へと転換する中で、人

に作成することにより、COPツールはIBMのセールス・

材をはじめ、あらゆる分野を最適化する必要性がます

リーダーに特定の顧客に配分する営業リソースをどの

ます重要視されるようになっている。こうした環境の

程度増やすべきか、維持するべきか、あるいは減らす

下、IBMはアナリティクスを用いた独自の差別化され

べきかを提案する。データはSPSS（統計解析ソフト

たアプローチを使って重要なスキルを持つ社員の転

ウェア）とCognosを使って分析した後、個人のIBM

換と定着化を図っている。IBMがとった措置の1つは、

クラウド環境に集約される。

報酬差別化の意思決定を行う際に人材基盤に予測分析
と規範分析の考え方を適用したことである。

IBM Global Business Services
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• インパクトを与える地域で最適化する：IBMは成長

170カ国にわたる45万人以上の社員をつなげることを

市場で、離職のリスクが最も高い社員を正確に予測

求められる我々の目標は、社員の知識を深化させること

し、定着させるために必要な行動を推奨するプロセス

であり、また言うまでもなく生産性を向上させることで

を設計し、モデルを構築した。アナリティクスはマネー

ある。我々は多くのメンバーのモバイル・オフィス利用

ジャーがデータすべてに目を通す必要性を省き、適材

や全世界を移動しながら仮想的に業務をこなす世界中の

の定着化を図るための個別の提案を受けて、先を見越

コミュニティ、それらを通じた臨機応変なコラボレーショ

した措置を講じることを可能にする。

ンを推進している。こうした熱心な支持者のコミュニティ
を創設することで一般社員レベルへの迅速な導入を促し

• インパクトを与える分野で予測し、行動する：製造分

てきている。

野ではチップ歩留まりを向上させ、問題を未然に予測
し、多くの複雑な製造工程全般でパフォーマンスを最

IBM社内ではソーシャル・メディア・ツールをビジネ

大限に高めるために深く掘り下げたアナリティクスを

ス向けソーシャル・ソフトウェア・プラットフォーム

利用し、コスト削減と成長の両方を可能にしている。

で あ るLotus Connectionsに 統 合 し て い る。Lotus
Connectionsには状況更新、プロファイル、コミュニ

IBMの高度なアナリティクスとリサーチのスキルはコン

ティ、ブログ、ディスカッション・フォーラム、Wiki

ピテンシー・センターでグローバルに管理されている。

をはじめとする多数の機能が搭載されている。社外環境

年間の特許申請件数は数千件に上り、リサーチ部門に

では営業、マーケティング、コミュニケーション、技術

数千人の数学者を擁するIBMは、ビジネス上の問題とパ

的卓越性、および採用のサポートとしてフェイスブック、

フォーマンスの最適化へのアナリティクスの応用につい

LinkedIn、ツイッター、ブログの使用を奨励している。

て長年にわたる幅広い経験がある。

社員のソーシャルを活用した対話が詳細に調査されるこ
とはない。IBMの市場でのリーダーシップを強化し、見

ビジネスのコラボレーションのためのソーシャル・
メディア
IBMはソーシャル・メディアに本格的に進出し、お客様、
ビジネス・パートナー、その他のステークホルダーに新
たな方法で影響を与え、接触している。また、ソーシャル・
メディアは社員がグローバルな組織全体にわたって互い
を見つけ出し、常につながり、臨機応変に機動的な方法
で情報を共有することを可能にする。これは次世代のリー
ダーを育成し、選択したコミュニケーションの手段をサ
ポートし、コラボレーションによるイノベーションを促
進することにつながると考えている。

「我々はIBMを卓越したソーシャル企
業にすることに全力を注いでいる。」
Ginni Rometty、IBM会長、社長兼最高経営責任者

解を共有し、お客様に常に一貫して接するためにソーシャ
ル・メディアの新しい活用方法を継続的に試行している。
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情報技術の変革
IBM の IT 戦略は変革に欠かせない促進要因で、生産性、統合、
成長およびイノベーションを実現する広範な目標を下支えする。
極めて俊敏性に優れた組織は、リインベンションに真剣に取り
組むにはまずテクノロジーをスマートな方法で運用および実装

できるようにしなければならないことを認識している。したがっ
て変革で世界トップクラスになるには、世界トップクラスの IT
組織が必要である。

IBMのIT組織の変革
広範囲にわたる統合
2005年以降のITの節減額は15億ドルを上回る。現在、この
節減額を将来のために再投資している。ITを単なる生産性のた
めのツールとしてではなく、イノベーションと仕事のやり方の
リインベンションを促進する触媒として利用する。
CIO
128名から1名

データ・センター
155から5

アプリケーション
160,000から3,800

広範囲にわたる統合
3,900台のサーバーをSystem zの30台に統合。エネルギー
・コストの80%削減とフロア・スペースの85%削減が見込ま
れる。

広範囲にわたる統合
ソーシャル

IBM のソーシャル・
プラットフォームは
428,000 名のブロ
グ・ユーザーと
86,000 のパブリッ
ク・コミュニティー
をサポートしている。

モバイル

現在、IBM 社員が
会社の業務を行う
ために使用してい
るモバイル・デバ
イスは 185,000
台を上回る。

クラウド

IBM はクラウドを
利用して、サー
バー・プロビジョ
ニングを 5 日から
1 時間に短縮した。

アナリ
ティクス

IBM は人材のアナ
リティクスを使っ
て、熟練社員を定着
化させるための事
前措置を講じ、1 億
ドル以上の節減を
見込んでいる。

IBM Global Business Services
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いつでもつながるモバイル・コミュニケーション

情報有効化のためのクラウド・テクノロジー

個人間のコミュニケーションとビジネス・コミュニケー

変革に伴い、IBMは全世界のエンタープライズ・アプリ

ションにおけるモバイル・テクノロジーの利用は全世界

ケーション・インフラストラクチャーを標準化し、持続

に拡大している。モバイル企業は新規顧客を惹きつけ、

的な情報の可用性を向上させるクラウド・テクノロジー

そのビジネス・プロセスとITインフラストラクチャーを

の導入にすばやく移行した。

変革することが可能である。企業の効率性を高め、顧客
サービスと顧客との対話を向上させるモバイル・アプリ

主要な業務アプリケーションの運用を標準化および自動

ケーションの能力は計り知れないように見える。

化するプラットフォームを提供することで、クラウドは
IBMのITサポート・コストを劇的に削減し、職場の効率

IBMはモバイル・デバイスの爆発的拡大に対して、適切

性とリソースの利用を大幅に改善した。それに加えてク

なアプリケーションを、適切な社員が所有するセキュリ

ラウド・コンピューティングは、IBM社内でサービスと

ティー対策が万全のデバイスに、適切なときに提供する

サポートを提供する方法を改善できるような方法でイノ

モ バ イ ル 活 用 戦 略 で 対 応 し て い る。Bring Your Own

ベーションを行う能力を加速度的に高めた。要するに、

Device、すなわち「社員が私物のデバイスを業務に使

これはIBMにおけるビジネス変革を促進する触媒となっ

用する」パラダイムは、多くの企業に社員ベースのモバ

た。

イル・デバイスのサポートを促している。IBMの場合は、
デバイスの管理を可能にし、安全な稼働に適したインター

IBMは幅広いアプリケーションへのクラウドの導入を拡

フ ェ ー ス と 機 能 で あ る こ と を 示 す、Bring Your Own

大している。クラウド・テクノロジーの活用はスケール・

Securable Device、すなわち「社員がセキュリティー

メリット、弾力的な拡張性、より効果的な自動化を可能

対策可能な私物のデバイスを業務で使用」する方針をとっ

にする。開発者、営業担当者、業務マネージャーにはセ

ている。

ルフサービスの機動的なコンピューティング能力が備わ
る。さらにコラボレーションをサポートし、社員のアナ

IBMのモバイル・デバイス・アプリケーションもソー

リティクスへのアクセスを拡大するため、クラウド・ソ

シ ャ ル 化 し て い る。 モ バ イ ル「Sametime」 は、 ユ ー

リューションを速やかに導入している。

ザーをマルチチャネルによるチャットで緊密に結びつき、
Sametimeのミーティングは、モバイル・ユーザーがラ

IBMは2013年に法人向けクラウド・サービスのトップ

イブ・プレゼンテーションに参加することを可能にする。

企業であるSoftLayerを買収した。社内ではすでにソフ

Lotus Travelerソリューションはeメール、カレンダー、

トウェア製品開発とCIOアプリケーションのテストと開

連絡先の情報をスマート・デバイスに同期させる機能で、

発業務にSoftLayerを使用している。このプラットフォー

社員の柔軟性と生産性を高める。

ム上での作業量をさらに追加する計画で、それによって
サービスとしてのインフラストラクチャーの迅速なプロ

多くの企業はモバイル・テクノロジーを新しい先端技術
と考えているかもしれないが、IBMでは、リーダー・チー
ム、ビジネス・パートナー、全世界の社員、そして何よ
り重要なものとしてお客様が手にすることができるリア
ルタイムの情報のパワーを強調したい。IBMはハンドヘ
ルド・デバイス（携帯端末）を使用する20万人以上の社
員を社内ネットワークに接続している。そしてこの行程
は始まったばかりである。

ビジョニングが可能になる。
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お客様の変革行程

近く前に、IBMの最も基本的な価値観は何かという課題
を掲げ、会社全体が関与する、世界的規模のオンライン・

「自社の進むべき方向を明確に示し、
それを達成したという点でこれほど
優れた実績を上げた企業はない。」
Warren Buffett、IBMについて

ジャムを開催した。3日間にわたる熱気溢れる討議の締め
くくりとして、全社的な運動を立ち上げ、今もなお関連
性を持つ指針を作成した。2013年にはGinni Rometty
のリーダーシップの下で「Client Experience Jam」を
開催し、実践することでお客様にとっての価値を実現す
る手法が明らかにされた。変革を活性化するために、我々
が継続的にしばしば利用しているようなジャムか、その

IBMは組織を変革し、スマート化するためには何が必要

他のソーシャル・ビジネスかいずれかの方法で従業員を

であるかということについて、明確な見解を確立してい

関与させなければならない。

る。本書では多くの経験、専門知識や技術および教訓に
ついて述べたが、それらを図8にまとめた。

2.継続的改善のプラットフォームを構築する。IBMは
こ の8年 間 に 多 国 籍 モ デ ル か らGlobally Integrated

変革行程に着手する、あるいは継続する際には以下の5

Enterpriseへと進化した。それを実現する手段として、

つの原則を考慮することをお勧めする。

全世界に共通のプロセス、標準、およびアプリケーショ
ンの導入を促進した。グローバルなスキルを活用し、業

1.ムーブメントを起こす。ソーシャル・ネットワーク

務を最も適切に処理できる場所に移行させた。例えば、

の時代には、従業員はプロセスに関わることを期待する。

IT、人事、財務、マーケティング、法務、その他の機能

上層部からの命令だけでは十分でない。

をシェアード・サービスとしてグローバル化した。各シェ
アード・サービスには1名ずつ、業績目標に責任を負う

全社員を共通の信念の下で行動を起こさせるため、10年

戦略

• CEO のスポンサーシップが不可欠である
• 組織を結集できるよう「切迫感」を生み出す

グローバル・リーダーを指名する。

生産性

• プロセスを雑然としたまま自動化しない
−まずプロセスを修正し、それから IT を
適用する

• グローバルに考え、行動し、最適化する
• ガバナンス、パフォーマンス目標および報
告の規律を導入する

成長

• 高成長を遂げている顧客セグメントと新し
い市場に重点を置く
• ビジネス・アナリティクスを活用し、事実
に基づく洞察によってリソースをビジネス・
チャンスにより的確に結びつける
• 収益成長の有機的要因と非有機的要因の両
方を考慮する

図8：教訓から得た専門家のアドバイス

• ビジネス変革と IT とを密接に結びつけな
ればならない

• プロセスをエンド・ツー・エンドの、全
体的な観点からとらえる

変革

• 部門横断的なリーダーシップと明確な責
任を必要とする
• 従業員を幅広く関与させる
• 文化を具体的に示す
• 文化の変革も行程に含まれることを理解
する
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バ ッ ク オ フ ィ ス 業 務 の 統 合 は、2005年 か ら2010年

IBMは、アナリティクスを独創的に使用することで業績

までに生産性向上により60億ドルを超える効率化効果

を向上させ、よりスマートな企業への転換を速めること

をもたらした。我々はシェアード・サービスから学んだ

ができるプロジェクトに事業部門と協力して取り組む社

教訓を業務の他の分野に適用した。これを基盤とするこ

内のアナリティクス・チームを創設した。全社員に対し、

とによって継続的な改善を図り、IBMの2015年ロード

データに基づいて意思決定を行うためのアナリティクス

マップで表明した生産性目標を達成することが可能にな

の利用方法について教育を行っている。

る。同様に重要なことは、プロセス改善が従業員の時間
的な余裕を生み出すことを目的としている点である。社

5.変革を極める。効果的な変革とは、つまるところ「ソ

員がお客様の成功を支援する、イノベーションを追求す

フトの要素」、つまり変革の人的側面に行き着く。これを

る、信頼できる関係を構築するというIBMの価値観を実

正しく行うことは最も難しい場合がある。文化面の変革

践できるよう、事務処理業務に費やす時間を短縮したい

の重要性を認識して、組織変革のマネジメントのスキル

と考えている。

を育成し、こうした側面を変革プロジェクトの計画に組
み入れた。また、IBMの次世代のリーダーに求められる

3.成長（および生産性）を追求する。グローバルなプラッ

コア・コンピテンシーとして変革リーダーシップの育成

トフォームを構築することは生産性に寄与するだけでは

に重点を置いた。

ない。それは成長の基盤となる。業務の遂行方法の柔軟
性を格段に高める。今では既存のインフラストラクチャー

変革を主導することは困難である。それは決して終わる

に「プラグ・アンド・プレイ（接続するだけで即座に使

ことのない行程である。存続する企業は自社のリインベ

用可能）」するだけで、営業所の開設や従業員の採用を行っ

ンションをやめることは決してない。幸運なことに、現

たり、大きなビジネス・チャンスが見込まれる次の市場

在は変革の黄金期である。今やあらゆる場所で人々は新

でお客様にサービスを提供したりすることができる。例

しく、よりスマートな業務の方法を強く求めている。そ

えば、モーリシャス、タンザニア、セネガル、アンゴラ

のために必要なことは、組織全体にわたる、成長に向け

にオフィスを開設し、南アフリカ、ケニア、ナイジェリア、

て体系化された綿密な戦略的アプローチである。

エジプトにハブを設置することにより、IBMは現在、20
カ国以上のアフリカ諸国にプレゼンスを確立し、さらな

科学

る拡大を計画している。多くの人が今やアフリカの時代

従来、企業は構成要素ごとに個別に改善を実施しその結

だと考えているが、IBMもそうした趨勢に乗り遅れない

果の合計で評価されていた。しかし、今日の複雑でグロー

ようにしたいと考えている。成長のためのアジャイルな

バルな環境においては、一体となって共同作業を行う複

プラットフォームを使えば、それは可能である。

数の活動部門が織りなす成果により、真のグローバルな
卓越性が数値化される。

4.よりスマートな変革にテクノロジーを適用する。新し
いテクノロジーを導入すること自体が業務を変革するこ

重要なことは、生産性によってコストを削減し、その削

とはないが、的確に応用すると、ITは変革を加速して実

減額を将来のイノベーションと成長を促進するビジネス

現し、業務を新しいやり方で始めることができる。

に投資するか、あるいは利益と1株当たり利益の形で最
終収益に加えるかの適切なバランスを図ることである。

IBMはクラウド・コンピューティングやアナリティクス
といった新しい能力を活用して、よりスマートな企業

企業変革と絶え間ないリインベンションは前進と成功に

に転換した。IBMはこの数年間に販売管理、リスク管理、

導く成長に不可欠で、革新的な変革の文化から科学、す

人事、財務、製造、サプライ・チェーンをはじめとする

なわち変革の科学に進展させる。

さまざまな業務にアナリティクスを導入した。
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IBM Institute for Business Valueの調査に基づく最

協力者

新のエグゼクティブ・レポートを特集する月刊電子ニュー

Nancy DeViney、IBM CHQ、組織変革マネジメント担

スレター、IdeaWatchをご購読ください。

当バイス・プレジデント

Ibm.com/gbs/ideawatch/subscribe
Kari Barbar、IBM CHQ、Globally Integrated
タブレットからIBM Institute for Business Valueエ

Enterprise Enablement担当バイス・プレジデント

グゼクティブ・レポートにアクセスするには、iPadまた
はAndroid用の無料「IBM IBV」アプリをダウンロード

Sean Reilley、IBM CHQ、エンタープライズ・プロセス・

してください。

シンプリケーション担当バイス・プレジデント

著者について

Gregory Golden、IBM CHQ、エグゼクティブ・コミュ

Karen Butnerは、IBMの ビ ジ ネ ス・ シ ン ク タ ン ク で

ニケーション、エンタープライズ・トランスフォーメー

あるIBM Institute for Business Valueにてリサーチ、

ション担当バイス・プレジデント

ソート・リーダーシップ、戦略および変革担当グローバル・
リーダーを務めている。重点を置く調査分野はGlobally

Timothy Ensign、IBM CHQ、エグゼクティブ・コミュ

Integrated Enterprise、サプライ・チェーン・マネジ

ニケーション、エンタープライズ・トランスフォーメー

メント／オペレーション、サステナビリティ、リスク・

ション

マネジメントである。

日本語編集

上記の役割において、マーケット・インサイト、業界の

高橋 総一郎

動向、およびソート・リーダーシップ育成を担当している。

日本アイ・ビー・エム株式会社

また国際会議に招聘されて基調講演を行うこともしばし

グローバル・ビジネス・サービス事業

ばあり、主要なビジネスおよび業界出版物に幅広く引用

Global Integrated Enterprise推進担当

されている。戦略策定と変革に25年以上の経験を有する。

戦略コンサルティンググループ

お客様の戦略策定と課題の改善を支援し、グローバルな

パートナー

パフォーマンスの変革において大きな価値を提供するこ
とに情熱を持って取り組んでいる。

日本におけるオペレーション、サプライチェーン変革コ
ンサルティングのリーダーの一人。
製造、流通、電力、通信など各業界で戦略策定からシス
テム導入まで多くのコンサルティング・プラクティスに
従事。
現在はグローバル経営戦略の立案や業務改革を推進する
GIE（Globally Integrated Enterprise)推進のリーダー
を務める。
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