アプリの戦略的
モダナイゼーションで
デジタル変革を推進
アプリケーションと組織を最新化し現在と今後の
ビジネス・ニーズを解決

エグゼクティブ・サマリー

世界中の企業が、競争力を保つため、新しいサービスを開始するた
め、規則に準拠するため、
コストを管理するため、
より良い体験を届
けるため、
その他多くの要求に応えるため — さまざまな理由で、変
化する必要を感じています。彼らが必要としているものを一言で表
すと、デジタル・トランスフォーメーション、つまり事業価値を生み出
すという目標のために、アプリケーション・ランドスケープを徐々に
変えていく一連の作業です。トランスフォーメーションによって企業
の既存の事業プロセスや実施方法がインテリジェントなワークフ
ロ ー に 変 わ ることで、新し い 効 率 性と新し い 働き 方 へと導き
ます。しかし、
トランスフォーメーションは複雑で、満足のいく成果を
得るのは容易ではありません。企業の86%が1つ以上の期待したト
ランスフォーメーション・プロジェクトに失敗し、73%が得られた結果
が本物の変革には足りていないと感じています。6

デジタル・トランスフォーメーションを効果的にするためには、
それを
導く戦略が必要で、
その戦略の重要な部分としてアプリケーションの
モダナイゼーションが必要です。アプリのモダナイゼーションは、
一般
的な改善だけにとどまりません。具体的には、目に見える事業の成
果に向けてアプリケーションの組み合わせを評価し最適化するため
に、
プロセスやインフラストラクチャ―を実装することを意味します。
新しいテクノロジーを利用するために組織のマインドセットとスキル
セットを採用することも含みます。これから始めるモダナイゼーショ
ンのジャーニーを成功させるために、以下の4つの手順を検討して
ください:
• モダナイゼーションを進める事業ニーズと現在のアプリケーショ
ン・システム全体の状態を評価する。
• 定義した事業目的を満たす具体的なモダナイゼーションの取り
組みと、必要なサービスを提供できるプロバイダーを選択する。
• 複数のモダナイゼーションのジャーニーがうまくいくように調整
するロードマップの概要を描く。各ジャーニーは徐々に価値が
高まるようにし、
同時に事業の継続性はずっと保たれるようにする。
• 新しいワークフローやリソースからメリットを得られるように、
企業の
文化、
スキルセット、
データ・ガバナンス、組織の要件を調整する。
アプリのモダナイゼーションは必ず、個々の組織によってまったく異
なる作業になります。しかし、
その作業は真剣に取り組む価値のあ
るものです。モダナイゼーションに成功すれば、年間収益の14%増
加、
アプリケーションのメンテナンス費と運転費の30% ～ 50%削減
といった、非常に大きなメリットがあります。7 ふさわしい戦略とサポ
ートがあれば、
アプリを最新化し事業を変革できます。適切なコンサ
ルティング・パートナーがいれば、特定の業界に合わせた専門知識、
ツール、
モダナイゼーションのパターンや詳細な計画を提供してトラ
ンスフォーメーションを加速できます。

2

目次

04

はじめに:
デジタル・トランスフォーメー
ションの役割

06

アプリのモダナイゼーションを
成功させるための4つのステップ

13

適切なときに業界特有の専門知識
を活用する

15

専門家略歴

はじめに:
デジタル・トランス
フォーメーションの役割
↑14%
モダナイゼーションの取り
組みが成功したことにより
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デジタル・トランスフォーメーションは、事業価値を生み出すと
いう目標のために、使用しているアプリケーション・ランドスケープ
を徐々に変えていく一連の作業です。企業の既存の事業プロセス
や実施方法をインテリジェントなワークフローに変え、新しい効
率性と新しい働き方を支援します。これらのメリットを達成する
ためには、ワークフローを支えるアプリケーションのモダナイゼー
ションを行う必要があります。
したがって、トランスフォーメーション全体のロードマップを描
こうとすれば、変革しようとするアプリケーション・ポートフォ
リオの事業推進要因、現在の状態、優先順位について明確に理解
していなければなりません。組織全体の変革は一足飛びにはいき
ません。アプリケーションのポートフォリオや相互のつながりが
複雑すぎるためです。むしろ、同時進行で多くのモダナイゼー
ションのジャーニーを進めることになります。戦略的に計画すれば、
事業継続性に影響することなく、それぞれのジャーニーで明確に
定義した事業成果が得られます。
デジタル・トランスフォーメーションの課題
どの企業も、過去にどれだけ成功していても、時代とともに変化
しなければならない危機感を感じています。例えば、電気通信事
業者のVodafone Germany社は、ERPランドスケープが時代に合
1
わなくなり必要条件を満たさない状況に直面しました。
あるいは、両替
サービスを提供し毎日5.5兆米ドルを取り扱うCLS社を考えてく
ださい。20年間の急成長が残したのは、サポートが難しく新し
いサービスを開始する妨げになる古いミドルウェアに縛られたア
プリケーション体系でした。2 これらは、広範囲に存在する変化へ
の圧力のうち、たった2つの事例です。ライン・オブ・ビジネス
の担当者は、デジタルの世界でシステムと機能を円滑に接続する
必要性を強く感じていることがよくあります。法律部門や規制部
門では、高レベルの認証に対応しなければならないプレッシャー
があります。

CFO、IT スタッフ、経営幹部は一般的に、システム・メンテナンス
費用の増加と、オンプレミス・システムの拡張による急激なコス
トの増加を感じています。さまざまな部門や業種で、アプリケー
ションの性能向上やユーザー体験の改善が求められているという
ことは頻繁に報告されています。その他にも多くのプレッシャー
があり、そのどれかひとつが最も重要ということはありません。3
どの場合でも、企業は変化への圧力を感じています。彼らが必要
とするさまざまなものを包括的に言い表した言葉が、デジタル・
トランスフォーメーションです。徐々に進む一連の改善、デジタ
ル・テクノロジーの継続的な追加、常に変化するビジネス環境へ
4
の適応です。
意欲は問題ではありません。大半の経営幹部は組織にとってデジ
タル・トランスフォーメーションが必要なことを認識しているか
らです。2024年までに、業界のほとんどの古いアプリケーショ
ンにモダナイゼーションのための投資が行われ、65%はクラウ
5
ド・サービスを使用するものになるでしょう。
しかし、変化する
必要性を知っていることと、実際に変化を成功させることの間に
は大きな隔たりがあります。今日の複雑な企業環境では、何百、ある
いは何千ものアプリケーションが同時に機能することで事業の成
果を出しています。トランスフォーメーションを成功させるのは
複雑でなかなか達成しがたいのです。企業は、全体のトランス
フォーメーション戦略に沿って、複数の職務領域にまたがって効
率よく調和した一連の手順をとる必要があります。そうしなけれ
ば、結果はがっかりするものになるかもしれません。企業の86%
が1つ以上の期待したトランスフォーメーション・プロジェクト
を完了できず、73%が達成した結果が本物の変革には足りなかっ
6
たと考えています。
どうすれば、これらの予想を覆し、トランスフォーメーション
を成功させることができるでしょうか？ 多くの要因がありま
すが、欠かせないのはアプリケーションのモダナイゼーションです。デジ
タル・トランスフォーメーションと同様、アプリケーションのモ
ダナイゼーションもひとつのプロセスでは終わりません。アプ
リ・インフラストラクチャーの設計変更、運用、スキルセット、プロ
セス、ガバナンスが含まれ、そこにクラウド・テクノロジーが含
まれることもよくあります。

戦略的なアプリのモダナイゼーションで
それらの課題に対応する
絶対に必要なスタート地点のひとつは、モダナイゼーションに実
際何を含めるべきなのかを理解することです。この用語は、クラ
ウドへの移行から新しいアプリケーションの作成まで、あらゆる
内容を含めて広く使われることがあります。この場合、モダナイ
ゼーションは単純にクラウドの使用開始を意味する場合もある
でしょう。また同じ用語をもっと狭い意味で、COBOLアプリを
Javaに書き換えるなど、特定の作業負荷の改善だけを意味して使
う場合もあるでしょう。どの意味でも妥当でしょうが、まとめた
ときに混乱の原因になる可能性があります。
モダナイゼーションは、「改善」を意味する曖昧な類義語ではありま
せん。アプリケーションの組み合わせを評価し最適化して、事業
に明らかな影響をもたらす全包括的プロセスとインフラストラク
チャーを導入することを意味します。クライアントのポートフォ
リオと導入のための戦略を包括的に理解することが重要です。アプ
リを改善しても相変わらずデータ・サイロの中にあるなら、企業
環境全体を変換するには何の役にも立ちません。
これを正しく理解するのは意味があります。モダナイゼーション
に成功すれば、年間売上の 14% 増加、アプリケーションのメン
テナンス費と運転費の 30% ～ 50% 削減のような、非常に大きな
7
メリットがあるからです。
適切な戦略とサポートがあれば、アプリ
ケーション・ポートフォリオのモダナイゼーションによってビジ
ネスを変換できます。
アプリのモダナイゼーションについてそのように明確に理解した
うえで、そこから最大限の利益を生み出すために、次の重要な質
問について考える必要があります。アプリのモダナイゼーション
に何を含めますか？ モダナイゼーションの取り組みによって最も
重要な事業課題を確実に解決するには、どんな戦略を使用すべき
ですか？ それらの戦略的目標を達成するには、どんな手順をとる
ことができますか？

アプリケーションのモダナイゼーションのための適切な戦略があ
ったことで、VodafoneとCLSはそれぞれのニーズに合った成果を
達成できました。期待したよりも早くアプリを最新化し、新しく
基幹となるアプリを構築して導入し、世界的なパンデミックの間
も不具合はありませんでした。彼らはどうやって業務を中断する
ことなく付加価値を得ることができたのでしょうか？ どうすれ
ば、御社の組織でも同じようにできるでしょうか？ 鍵は、現在の
状況を徹底的に理解し、経験豊富なパートナーと協力して、各段
階で付加価値をつけるカスタマイズされたアプリのモダナイ
ゼーション戦略を実施することです。

86%の企業が取り組んだ1つ以上の変革プロジェクトで失敗
しています。 73%は成果は出たものの、本当の変革には足りな
かったと感じています。
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アプリの
モダナイゼーションを
成功させるための4つ
のステップ

改善したい漠然とした希望を、具体的で計測可能な事業目標
に落とし込んでください。

6

評価

選択

アウトライン

適用

事業のニーズを
把握する

作業とプロバイダーを
選択する

C段階別ロードマップを
作成する

文化とスキルの不足に
対処する

モダナイゼーションが事業にも
たらす機会を特定します。

希望する改善分野を具体的な
事業の成果と定義された行動
パターンに落とし込みます。

各モダナイゼーションの稼働
開始予定を確認し、事業継続
性を維持しながら徐々に提供
価値を増やします。

新しいワークフローを指させ
るために必要なスキルと文化
を構築するために、組織変更や
訓練を実施します。

エコシステムの対応関係を
定義する

ハイパースケーラーを
選択する

アーキテクチャーを
設計する

ガバナンスと組織を
更新する

既存環境の アプリ、接続、依存
関係、結果について理論的に
説明します。どのアプリを優先
的に最新化するか確認します。

新しい作業負荷と既存の作業
負荷に合わせて、適切なハイ
パースケーラーを選びます。

ハイパースケーラーに移行する
アプリのターゲット・アーキテ
クチャーを設計します。

データ構造とガバナンス・ポリ
シーに必要な変更を行います。

アプリのモダナイゼーションは単に「外して取り換える」だけで
はありません。実際、うまくいく企業のモダナイゼーションでは、
多くの古いアプリを変更せずに、新しい方法で新しいアプリと
統合します。それによって、新しい機能が追加され、新しいワー
クフローを支えます。最も差し迫った事業ニーズに対処するデジ
タル・トランスフォーメーションを成功させるには、モダナイゼ
ーションのそれぞれのジャーニーの開始点を 評価、選択、アウト
ライン、適用の4つのステップで考える必要があります。

1. 評価
このステップでは、事業ニーズと既存アプリケーション・ランド
スケープの両方についてしっかりとした理解の土台を構築します。
事業ニーズについては、以下を検討することから始めてくだ
さい。組織がアプリのモダナイゼーションを推進する最も重要な
要素は何ですか？ これに対するさまざまな回答が、異なるモダナ
イゼーションに向けた行動を導き出します。例えば、純粋なコス
ト削減の取り組みと効率やパフォーマンスのための取り組みは異
なります。ただし回答とは関係なく、この理解は、この後に来る
すべてのことを整理する原則になるはずです。
アプリケーション環境を理解するために、手動または自動ツール
を使用して既存システムを理論的に説明してください。理論的説
明は、組織全体のデータとアプリケーションの環境を確認するプ
ロセスです。以下のような重要な知識を提供してくれます。アプ
リ・インフラストラクチャーの状態、正確な数、アプリの機能と
接続性、作業負荷、制御する依存関係、サポートする事業の機能
と収益の流れなどの、重要な知識を与えてくれます。理論的説明
はモダナイゼーションの土台です。業務についての詳細な理解を
確立します。また、最も関連する痛点またはボトルネックも特定
できるため、最も価値をもたらす少数のアプリに絞り込み、そこ
にモダナイゼーションの力を集中できます。
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理論的説明のための正確なプロセスは規模と状況によって異なり
ます。しかし一般的には、偏見のない外部からの視点を提供でき
る第三者パートナーとの契約が関わります。理論的説明のプロセ
スは、実際のスプレッドシートに、アプリと、名前、サポートす
るデータベース、技術スタッフ、戦略的優先順位、依存関係、接
続、使用年数、アップグレードの状態、担当するビジネス・ユニッ
トなどの関連する詳細を記録していくようなシンプルなものにも
できます。このプロセスで、現状の組織とアプリの組み合わせを
示すレポートとマップができます。
規模の大きな組織では、適切な自動化された機能で情報の収集
と分析を助けてくれる、理論的説明のパートナーを見つけるの
が賢明です。例えば、IBM Consulting™ は企業変革業務モデル
(ETOM) を使用します。同種の中で最高のサービスの情報を順番
にまとめる独自のアプローチと実績のあるアクセラレーターを使
用し、冗長な手動プロセスを避けて、大規模な組織向けにインサ
イトを調整するのに役立ちます。このモデルは、手動の理論的説
明に比べて一貫した結果をもたらし、作業を約半分にできます。8

2. 選択
このステップで、課題についての理解と、具体的な行動計画のス
タート地点をつなぎます。
モダナイゼーションのジャーニーを計画するときに共通する課題
は、一般的な改善の希望から、計画し測定できるひとつ以上の具
体的な事業成果、そしてそれらの成果を達成するための具体的な
行動へと、系統立てて進められるようにすることです。
スタート地点では、パフォーマンス、コスト、ユーザー体験、デー
タの統合、アプリの開発時間、イノベーションの速度、アプリケ
ーションの信頼性、ビルトイン・セキュリティーなど、希望する
改善が幅広く存在します。しかし、そのように優先順位が拡散し
た状態では計画が困難であるため、最も価値をもたらす項目を選
択する必要があります。
別の見逃しがちなステップは、ある領域の一般的な改善の希望を、
実行可 能 な 1 つ以上の具体的事業成果に変換することです。希望
する改善領域に対応する具体的な事業成果を選択すると、取り掛
かる必要がある具体的なモダナイゼーションの行動を選択できる
ようになります。例えば、顧客体験を改善したいというところか
ら出発し、リアルタイム注文追跡を改善する計画、地域データと
取引データを統合できるシステムを導入するプログラムに進み、追跡
を可能にできます。
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ジャーニーには独特の作業の組み合わせが関わってくるかもしれ
ませんが、時間を節約し、重要な作業をし損なわないようにする
ために、引き続きモダナイゼーションのパターンを相談するのが
最善です。これらのパターンにはそれぞれ、希望する事業成果を
達成するために着手する必要があるかもしれない事項が示されて
います。モダナイゼーションのパートナーは、具体的なモダナイ
ゼーションの目標に適したパターンを用意し、特定の規制または
パフォーマンスの必要条件がある業界に対応できるようにしてい
るはずです。また、お客様の特定のケースで、どのパターンと、
その中のどの作業が最も重要かを判断するのを助けることもでき
るはずです。
最後に、達成したいことと、そのためにどのタスクに着手する必
要があるのかについて明確に理解できたら、必要なサービスを提
供するハイパースケーラーまたはその他のプロバイダーを選択で
きます。ひとつのハイパースケーラーだけを検討して、サービス
に合わせてお客様のプログラムを設計するという、よくある間違
いは避けてください。ハイパースケーラーが提供するさまざまな
オプションから選ぶのではなく、ハイパースケーラーがお客様の戦
略を支えると考えてつきあうほうが成功する可能性が高まります。
希望する期限、使うことのできるリソース、結果を実現する緊急
性に基づき、複数の取り組みを調整して様々な事業成果に結びつ
けるためのモダナイゼーションのロードマップの概要を描くこと
ができます。

3. アウトライン
このステップでは、既存業務を中断することなく価値を追加する
ためのロードマップと予定を作成します。
アプリのモダナイゼーションは、変革に至るまでに時間がかかり
ますが、すぐに結果が得られなければ、ステークホルダーから承
認を得るのが困難になる可能性があります。そのため、重複するフ
ェーズのための計画を立てることが最良の戦術になります。複数の
モダナイゼーションのジャーニーのそれぞれに、具体的な事業成
果の目標があります。時間が経つにつれ、各ジャーニーがトラン
スフォーメーションの活動に短期的価値と長期的深さをもたらす
ことができます。
計画立案が役立つのは、効率改善や機能維持だけではありませ
ん。セキュリティーを保つためにも重要で、アプリと環境を一緒
に設計した場合のみ確実に達成できます。多くのセキュリティー
事象は、遡るとクラウドの許可を不適切に設定したことが原因に
なっていることがあります。9 組織の55%が2025年までにコア、
エッジ、クラウドのデータ保護をクラウドから管理しようとして
いるため、クラウド・セキュリティーの考慮事項に対応した効果
的な計画立案がますます重要になってきています。5

デ ジタル・トランスフォーメーションには 、そ れ を導く戦 略
が 必 要 で、そ の 戦 略 の 重 要 な 部 分 が アプリケー ション の
モダナイゼーションです。

改善したい漠然とした希望を、具体
的で計測可能な事業目標に落とし
込んでください。
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重要課題からアプリからサービスまで、モダナイゼーションの
ジャーニーのすべての部分を理解したら、実装のロードマップを
設計する準備ができています。このロードマップで、各事業の課
題に対処し、セキュリティーを維持し重要な事業の機能を保ちな
がら、徐々に価値を上げていくための具体的なモダナイゼーショ
ンのジャーニーを計画します。このロードマップは、モダナイゼ
ーションのジャーニーそれぞれのステップと進歩の段階を定義
し、デジタル・トランスフォーメーション全体も明らかにするた
め、チームが最終結果に焦点を合わせ続けるのに役立ちます。
このステップで、ハイパースケーラーがホストするためのターゲッ
ト・アーキテクチャーを設計する必要があるかもしれません。
ハイパースケーラー・アーキテクチャーで指針となる原則は、組織
の目標を直接的に進めることがない作業をハイパースケーラーに
扱わせることです。例えばあなたの会社が銀行だとすれば、あな
たの関心の対象は銀行業務のアプリケーションと顧客サービスで
あり、データ管理やメインフレームのメンテナンスなどのサ
ポート業務ではないでしょう。おまけとして、適切なハイパース
ケーラー・アーキテクチャーは、融通の利かないアプリケーショ
ンをAPIでリンクした一連のマイクロサービスに分解して、機敏
さの向上に役立てることができます。このプロセスによって、個
々のサービスを変更し、システム全体のテストをすることなくそ
の変更をより容易に実施できるようになります。

4. 適用

このステップは、新しいアプリの環境を、組織の人やプロセス、すな
わち、すべてを機能させる文化とスキルとつなぎます。
スキルセットと運用モデルを新しい必要条件に適合させる
アプリのモダナイゼーションの効果的な取り組みは、既存の
従業員の新しい働き方を求めるとともに支援します。例えば、いく
つかのワークフローを単一の新しいアプリに統合したり、デー
タ・ソースをまとめたりすることにより、事業全体のステークホ
ルダーが信頼できる唯一の情報源にアクセスできるようになり
ます。その結果、アプリケーションが改善されたことによって、プロ
セスの変更、チーム再編、個人の再訓練、新人の雇用などにより
スキル・ギャップに対処する必要が出てくるかもしれません。
アプリのモダナイゼーションを成功させるには、新しいアプリケー
ションと、人、プロセス、ガバナンスとの間を調整する必要があ
ります。モダナイゼーションを単にテクノロジーのアップグレー
ドとして捉えるのであれば、そのテクノロジーを使用する人が変
化を受け入れる準備できるまで、テクノロジーは使用されない
ままになるでしょう。新しいアプリを導入するだけでは不十分
です。変化を促進し維持するには、会社全体に変革されたスキル
セットと運用モデルが必要なのです。

必要な変化を機会として捉える
スキル・ギャップによって、デジタル・トランスフォーメーショ
ンで成功するために現時点では適していない事業領域が明確にな
ります。しかし適切に計画すれば、アプリのモダナイゼーショ
ン・プロセスにより、テクノロジーと文化を同時に改善できま
す。DevSecOpsモデルの採用など、業務方針の根本的な変化
は、成功するアプリのモダナイゼーションとともに実施すると比
較的容易になります。
お客様の将来にとって最も重要なのは、再訓練を伴うモダナイゼー
ションの取り組みにより予想外の機会を利用できるというマ
イ ンドセットも培うということです。どれだけ成功したとし
ても、どんなモダナイゼーションやトランスフォーメーションの取
り組みも一時的なものです。未来は未来のままではありません。
適切なコンサルティング・パートナーは、スキル・ギャップの特
定を支援できるだけでなく、これらの新しい現実を扱えるよう
に従業員を訓練できるはずです。例えば、IBMコンサルティング
では、サイバーセキュリティー、エンタープライズ・コンテンツ
管理、ハイブリッドクラウド、メインフレームなどのシステムを
含む、トランスフォーメーションに必須の複数のスキルを構築する
ことに特化したセンター(Center of Excellence)を開設しました。

急速な変化を受け入れる
モダナイゼーションの成功には、マインドセットの変化も必要に
なることがよくあります。アジャイルでクラウド使用可能な、デジ
タル・トランスフォーメーションが行われた職場では、従業員全
員に新しい機会と課題の両方が与えられます。アジリティが高い
ということは、安定度が低いとも捉えられます。変化がさらに速
くなり、新しい状況が起こると、それに対する適応がさらに要求
されるようになります。モダナイゼーションの過程で、古いシス
テムで長年使用してきたワークフローをクラウド・ベースのマイク
ロサービスに分けることになるかもしれません。この新しいアー
キテクチャーは、従業員が期待する機能が急速に変化し、新し
い方法で相互に影響し合うようになるかもしれないことを意味し
ます。特に訓練し新しい必要条件に順応できるような手順をとら
ない場合、これらすべての変化が、既存の従業員にとって難しい
ものになりえます。マイクロサービスについての従業員の訓練と
会社全体でスプリントやスクラムなどのアジャイル・プロセスを
実施することが役立ちます。
ガバナンス、管理、KPI を改善する
マインドセットの変化に加え、埋め込まれたデータ・ガバナンス
や許可プロセスも変更が必要かもしれません。これらのプロセス
はたいてい、組織が所有するメインフレームとデータの監督と管
理のために開発されており、クラウド環境に適していない場合が
あります。ガバナンス・ポリシーの不一致は、セキュリティー脆
弱性の主な原因だという点を覚えておいてください。KPIや測定
基準の変化は、トランスフォーメーション後の環境で資産の効
果的な利用を測定するのに役立ちます。例えば、実装をメインフ
レームからクラウドに切り替えた場合、コストに直接影響するた
め、利用効率の指標が突然KPIになります。ITスタッフは、クラウ
ド・アプリケーションのモニタリングや維持の方法についての訓
練が必要かもしれません。ただし、クラウド利用を最適化するた
めに従業員の訓練に投資すると、たいていは、クラウド・リソー
スのコスト削減で元が取れます。
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従業員が新しいワークフローと追加したリソースに確実に適応
できるように、
スキル評価と訓練を組み込みます。

モダナイゼーションが
トランスフォーメーションを導いた事例:
段階ごとに価値を追加した銀行
これらのステップがどのように共に機能するかを示す例を見てみま
しょう。ある銀行が、
オンプレミスのインフラストラクチャ―を構築す
ることなく、競争力を高め、
コンプライアンスを容易にし、新しい働き
方を可能にしたいと考えています。事業ニーズに基づく高レベルの
トランスフォーメーション目標です。
理論的説明の活動から始め、既存のアプリと従業員のスキルを詳細
に書き出し、改善の希望を具体的な事業成果に落とし込むことがで
きました。
• 不正検知の自動化
• 資金管理の改善
• 融資業務の自動化
次にこの銀行は、以下の3つの明確な事業成果を最も価値をもたら
す順序で達成するために、18か月にわたり3つの重複するモダナイ
ゼーションのジャーニーを計画しました。後のジャーニーで、
それよ
り前のジャーニーの経験やリソースを再利用できる機会が出てき
ました。

API | マイクロサービス | オープン・バンキング
マーケティング

販売

サービス

製品管理

規制への準拠

2022年7月
キャンペーン
管理

カスタマー・オ
ンボーディング

カスタマー・ケ
アとサービス

資金管理

リスク管理

コンテナ化

クライアント・アド
バイザリー・サー
ビス

口座開設

オムニチャネル
体験

製品カタログ

2023年11月
顧客を知る

融資開始

リファクタリング
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マネー・ロンダ
リング対策

2022年9月
リアルタイム
決済

製品バンドルと
価格設定

不正検知

マイグレーション

1. 不正検知の自動化。
a. データ基盤が統合され、十分に機械学習に対応できることを
確認します。
b. 新しいアプリとワークロードを取り扱うためにクラウド・イン
フラストラクチャーを立ち上げます。
c. A I搭載モデルを導入して疑わしい取引を特定しブロック
します。
d. 銀行担当者がAI駆動型インサイトを自身の意思決定に組み
込むために訓練します。
e. 例えば関連する疑わしい取引の記録と報告を自動化するこ
とにより、不正修復を改善します。
メリット: 不正検知率を改善し、個々のエージェントの作業負荷を軽
減し、収益性を高め、銀行経営に対する信頼を高め、顧客満足を向上
させます。
2. 資金管理の改善。
a. 銀行のリスクモデルでAIモデルを訓練する。
b. 投 資とキャッシュフロ ー を 管 理するた め に 資 本 戦 略 を
実施する。
メリット: 利益を最大化し、投資リスクを管理し、確実に効果的な運
用ができるように常に手許現金があるようにします。

3. 融資開始の自動化。
a. 改善した領域を特定するために、自動化された不正検知プロ
グラムからパフォーマンス・データを取得します。
b. 借り手の信用力、
銀行のリスク・エクスポージャー、
それよりも
広い経済環境など、
新しい測定基準にAIモデルを適用します。
メリット: 融資担当者の生産性を向上し、承認済みローンの質を向
上し、融資開始プロセスのバイアス削減を支援します。
これらの各ジャーニーで、希望する成果を達成するための日々の活
動は、金融業界固有のパターンから取得し、
この銀行のニーズに適用
されます。影響を受ける従業員が新しいテクノロジーを効果的に利
用できるように、
スキル評価とトレーニングを含めることになるでしょう。
このように設計し実施された場合、
モダナイゼーションのジャーニー
は互いに重複し強化しあい、組織全体のさらに徹底したデジタル・ト
ランスフォーメーションに貢献します。それぞれが別々に元の希望す
る改善領域に貢献します。競争力を向上させ、
コンプライアンスを容
易にし、新しい働き方を可能にします。初期の取り組みは目に見え
る価値をもたらし、将来のモダナイゼーションを容易にします。さら
に、事業継続性がずっと保たれていきます。このシナリオは一例です
が、
これらのイニシアチブを合わせると TCO40%削減、製品化までの
時間の60%短縮、品質とNPSの30%増加につながる可能性があり
10
ます。
Veritis社は、
事業のその他の領域でのアプリのモダナイゼーショ
ンの利点について、詳細な推定値を発行しています。

アプリのモダナイゼーションの取り組みは、事業の複数の
領域に劇的な改善をもたらす可能性があります。7
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適切なときに業界
特有の専門知識を
活用する
適切なプロセスとインフラストラ
クチャーを用意することで、目に見
える事業の成果に向けて、モダナイ
ゼーションによりアプリケーション
の組み合わせを評価し最適化できる
ようになります。

アプリケーションのモダナイゼーションは、適切なコンサルティング
支援によって大きな違いが出る領域だということを明確にしておき
たいと思います。ニーズに合った適切なハイパースケーラーを選
択し、具体的なシナリオに沿って法令順守についての詳細を理解し、
アプリ、
インフラストラクチャ―、従業員の変化の優先順位を設定す
れば、
おそらく支援からメリットが得られるでしょう。
理想的には、
コンサルタントがハイパースケーラーやISVと強い関係
性を持ち、同時に独立性と、個々のソリューション・プロバイダーに関
係なくお客様の状況に合わせた最高のハイブリッド・ソリューション
を統合するための豊富な専門知識を持っていると良いでしょう。クラ
ウド・プラットフォームの構築と稼働の経験を含む、深いクラウドの専
門知識もプラスになります。究極的に、
アプリのモダナイゼーション
に最も関連性が高いスキルセットは、複数の技術システムを事業や
人材のプロセスとともに統合する能力です。特定のテクノロジーに
おける優秀さは重要ですが、
そのテクノロジーの専門知識が戦略的
ビジョンと組み合わさってサポートできない限り、継続的に価値のあ
る事業成果を得ることはできません。
例えば、
この報告書の冒頭で紹介したVodafoneチームは、
IBMコンサ
ルティングと提携し、
S/4HANA上でアプリを最新化しました。従来の
移行に比べて50%早く達成し、
データ・フットプリントは90%削減でき
ました。同社のアプリの理論的説明イニシアチブでも、
アプリの60%
が使用されておらず、完全に取り除けることが明らかになりました。1
IBMコンサルティングは、主要なモダナイゼーションの取り組みの
間CLSとも緊密に連携し、新しいプラットフォームで取引決済アプリ
の構築とテストを行い、
グローバルな操業に影響を与える深刻な問
題を一切発生させることなくカットオーバーを成し遂げました。
その
後、CLSの決済アプリケーション責任者のリテーシュ・ガディヤ氏は
「逆境の中、CLSチームとIBMチームは非常に緊密に協力して取り
組みました。両方のチームの献身は並々ならぬものでした」
と述べ
ています。2

電気通信事業者がIBMと協力してモダナイゼーションに取り組
み、
アプリを60%削減し、
データ・フットプリントを90%削減
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もし、お客 様 の 事 業 が 抱えるプレッシャーへ の 対 応としてデジ
タル・トランスフォーメーションが必要な場合、最も重要な質問は、
「ト
ランスフォーメーションのためにどのように計画し、実行するか」
とい
う質問です。アプリケーションのモダナイゼーションは、事業を改善
する力強い要素になりえます。しかし、
トランスフォーメーション・イニ
シアチブの良く練られた計画の一部として、戦略的に行われた場合
に限られます。これらの戦略的で抜け目のない推奨事項が、
どのよ
うに計画しモダナイゼーションの成功を達成するかについて考える
際に役立つことを願っています。

アプリのモダナイゼーションは必ず、
個々の組織によってまったく異な
る作業になります。しかし、その作
業は真剣に取り組む価値のあるも
のであり、メリットは非常に大き
なものになります。

次のステップ
デジタル・トランスフォーメーション戦略と、その中
に適合させることができるアプリのモダナイゼ
ーションについて、IBMコンサルティングのア
プローチの詳細は、こちらをご覧ください。ハ
イパースケーラー・クラウドサービス・プロバ
イダーの中で、当社が包括的な実施品質の最高
位にランクされた理由をご覧ください。11
https://www.ibm.com/jp-ja/services/cloud/
modernize-applications
お客様のモダナイゼーションについてのご相
談は、IBMのモダナイゼーションのエキスパートに
よる個別電話をご予約ください。
https://www.ibm.com/jp-ja/services/cloud/
modernize-applications?schedulerform=
IBM Garageを ご 契 約 い た だ い て 事 業
を革新し、変革し、拡大した4,500を超える企業
に名を連ねましょう。
https://www.ibm.com/jp-ja/garage
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IBMをお勧めする理由
IBMコンサルティングをモダナイゼーションのパートナーとして選
ぶと、以下のようなクラス最高のリソースを活用できるようになるこ
とを意味します。
• 迅速な発見、サイジング、
ビジネス・ケースの作成、広範なアプリ
ケーション環境全体にわたる説明付きのロータッチ・デリバリー
• アマゾン・ウェブ・サービス(AWS)、
Microsoft Azure、
IBM Cloud®、
Google Cloud Platform、Red Hat® を含むランディングゾーンの
柔軟性
• IBMの豊富な経験と100,000件を越えるモダナイゼーションの
ジャーニーのベストプラクティスに基づくエキスパート・ルール、
プレイブック、
リファレンス実装を、
どのような状況も加速させら
れる独自の提供方法にまとめたもの
• AIと機械学習を搭載したテクノロジーとツールを作る世界クラ
スの研究組織
• 大きな問題ステートメントとソフトウェア・エコシステムを要素に
分け、要素を組み立ててより大きなエコシステムに統合する先駆
的な製品設計手法 - IBM Garage
IBMコンサルティングは、
トランスフォーメーション・ライフサイクル全
体の自動化と規範的ガイダンスによるすばやいソリューション提案、
低コストの実装を提供します。IBMコンサルティングは、
ジャーニーを
企業固有のアプリケーション・ランドスケープに適合させる柔軟性を
持ち、主要な制限事項に対処し、アプリケーション・ポートフォリオ
の一貫したモダナイゼーションを可能にします。

専門家略歴

プラヴィーナ・ヴァラダラジャン氏

ヴァルン・ビジラニ氏

ソフトウェア製品のエンジニアリングで25年以
上 活 躍 し 、 Sun Microsystems社、Oracle社、Avaya社、FICO
社、Amazon社でテクノロジー・ソリューションに携わって
きました。高い業績を上げている彼女のチームは、部門を
横断した事業目的を繰り返し達成しており、億ドル単位の
テクノロジー事業を率いて複数の業界で事業的価値と経済
的価値を実現してきました。技術革新を活用して製品をデ
ジタル空間に再配置し、顧客が取り組むクラウド・ベース
の製品開発のジャーニーの価値を引き上げることができる
と確信しています。直接得たデジタル・トランスフォーメー
ションの経験、エンジニアリングの高いスキル、サービス
のバックグラウンドを組み合わせ、IBM のグローバルなモダ
ナイゼーション手法を構築しています。

IBMのグローバル・ハイブリッドクラウド・トランスフォーメー
ション・サービス事業の責任者として、クライアントのクラウド
戦略とアーキテクチャーの設計と、移行、モダナイゼーション、お
よび新しいクラウド・ネイティブ機能を介しての実行を支援して
います。ドメイン知識とグローバル管理の専門知識を戦略・運用
におけるリーダーシップ経験に合わせ、業界実務およびコンサルテ
ィングの双方において26年以上にわたり活躍してきました。クラ
イアントがトランスフォーメーションを定義して実行できるよう
に支援し、組み込まれた変化から持続可能な価値を取り出すこと
に情熱を傾けています。
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