
クラウドが IT 消費 
モデルにもたらす影響 
シスコ/Intel が 9 の主要経済圏と 18 業界における  
4,226 人の IT リーダーを調査 ... そこからの考察

概要
近年の飛躍的なインターネットの成長により、新たな課題はあるものの、IT リーダーに
は大きなチャンスが訪れています。 しかし、さらに大きな変革はシスコが掲げる「The 
Internet of Everything」（IoE）にかかっています。シスコはこれを、人、プロセス、データ、モ
ノのネットワーク接続と定義しています。

シスコの試算では、2000 年には約 2 億個のモノしかインターネットにつながっていませ
んでした。 多くの分野（ビデオ、モビリティ、ソーシャル メディア、クラウド）における前例の
ない革新により、この数は現在約 100 億にもなり、2020 年には接続されるデバイス数が 
500 億にまで急増すると予想されています。 接続されていないものが IoE により接続さ
れ、それらが今後さまざまな組織にとっての新たな価値の源となるでしょう （http://www.
internetofeverything.com）。 このことを実現する主要な手段として、IT 主導の価値の民主
化に向けた原動力であるクラウドがあげられます。

クラウドの成長予測が多く語られてきた一方、クラウドが IT 部門自身にどのように影響
するか、またその検討事項、構造、戦略についてはほとんど理解されていませんでした。 
Intel® とパートナーシップを組んだ Cisco® コンサルティング サービスは、広範な調査に
よりクラウドがどのように IT の変革を牽引するかを明らかにしようと試みました。 「クラウ
ドが IT 消費モデルにもたらす影響」の調査により、消費ライフサイクルのあらゆる主要段
階（計画、調達、導入、運用、管理）において IT 部門に大きな影響が生じることがわかりま
した。 クラウドにより IT の消費方法がどのように変わるかについて明確に理解できれば、
リーダーはこの変革への対応方針を最適化させ、ビジネスを成功させるために必要な 
サービスを提供するでしょう。

クラウドによる変革の最もはっきりとした兆候として基幹業務（LOB）の関与の増加があ
ります。LOB とは人事、営業、研究開発などの IT エンド ユーザで、クラウドベースのサー
ビスの直接の消費者です。この部門が、企業の IT 計画に対して顕著な影響力を持つよう
になっています。 クラウドにより驚異的な技術的革新がもたらされ、これら革新の多くは
「IT 部門」の従来の想定範囲を超えています。 いわゆる「個人所有デバイスの持ち込み」
（BYOD）（http://www.cisco.com/web/about/ac79/re/horizons.html）は新たな IT 部門
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形態への移行の一例です（図 1 参照）。 クラウド導入への障壁が低くなり IT の資本コス
ト削減への圧力が高まっています。また LOB の革新の可能性が出てきたことで、LOB と 
IT 部門の関係が大きく変わります。

図 1. IT 変革の原動力

出典：シスコ/Intel によるクラウド調査（2013 年）

「複数のクラウドが存在する世界」では、IT ライフサイクルの各段階にわたり、クラウド ソ
リューションの消費において、企業には多くの選択肢があります。 プライベート クラウド
の膨大なフル機能であれ、パブリック クラウド プロバイダーを通じてサービスとして提供
される単一企業アプリケーションであれ、クラウド サービスを提供するベンダーの状況は
ダイナミックに変化しており、IT 消費者としての企業に対しかつてない選択肢が提供され
ています。 これを踏まえ、本調査は、大局的な視点からクラウド像を明らかにすること、つ
まり、今何が起きていて、リーダーが今後の IT 消費（購入、管理、サポート）についてどう考
えているか、また、それが組織にとってどのような意味を持つのかを解明することを主な
目的として実施されました。 

それでは将来の IT 消費ライフサイクルにおける LOB の役割について、IT リーダーは何
を知っておく必要があるのでしょうか。 IT の意思決定者はこの組織の大転換をどのように
捉えるのでしょうか。 3 年後の IT 部門は根本的にどのようになっているでしょうか。 ビジ
ネスにとって価値を持ち続けるために IT リーダーは何をすべきでしょうか。 これらの質
問に答えることは、IT 部門が革新とビジネスの俊敏性の実現における役割を拡大し続け
るために欠かせないことです。
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Executive Summary
主な調査結果は次のようになります。

• IT 意思決定者の立場からはクラウドは有効。 課題や混乱が伴うにもかかわらず、クラウ
ドはあらゆる点を考慮すると IT 部門にとって望ましい発展であると見なされています。 （
好例：セキュリティはクラウドの阻害要因かもしれませんが、同時にセキュリティ問題のソ
リューションとも見なされています）。世界的に見ると、5 人中 4 人以上の回答者は、クラ
ウドが組織にプラスの影響を及ぼすと考えています。 

• クラウドはすでに存在し成長し続けている。 クラウドは、パブリック、プライベート、ハイ
ブリッドにかかわらず、すでに存在しています。 今日では IT 出費の 23 パーセントという
かなりの部分を占めています。また、回答者は 2016 年までに 27 パーセントに上昇する
だろうと考えています。 プライベート クラウドはクラウド導入手法として最も多く、その割
合は 45% です。

• 新興市場。 クラウドに対し全体的に肯定的な姿勢が示されているにもかかわらず、新
興市場と先進市場では重要な違いがあります。 新興国の IT リーダーはクラウドに対して
積極的で、クラウドがもたらす変革と革新の可能性に着目しています。先進市場ではクラ
ウドはコスト削減のツールと見なされています。 

• クラウド プロバイダーに対する高い評価。 競争の激しい市場において、クラウド プロ
バイダーはエンドツーエンド ソリューションを提供すると同時に、パートナーとのエコシ
ステムを形成する必要があります。 そのため、今回の調査でクラウド プロバイダーに対す
る評価が高い一方、セキュリティ機能、カスタム ソリューション、サービス レベルの保証な
ど、クラウド プロバイダーに対する要求も高くなっています。 

• IT 部門が求めるのはクラウドの安全性。 調査対象の業界や地域に関係なく、セキュリテ
ィとプライバシーの問題が最大の関心事であり、クラウドの成長の明確な阻害要因と見な
されています。 また、堅固なセキュリティとデータ保護機能も、クラウド サービス プロバ
イダーにとって最も重要な要因になると見なされています。 

• 1 つの方法でどんなケースにも対応できるわけではない。 パブリック、プライベート、ハ
イブリッドなど、多様なクラウドが存在する世界において、企業は組織の包括的目標を達
成することを可能にするアプローチを作り出す必要があります。 IT リーダーは、LOB やサ
ードパーティ プロバイダーなど、主要な利害関係者といかに協力するかを考慮し、個々に
独自な要件に適したアプローチを採用する必要があります。

• IT 部門は最前線そして中心へ… LOB の影響力が高まっているにもかかわらず、特に
新興市場の回答者は IT 部門が引き続き十分に資金の提供を受け、中心的な役割を果た
し、一貫したポリシーおよびセキュリティのソリューションに基づいてクラウド ソリューシ
ョンを管理すると考えています （アジア太平洋地域および中南米では、欧州および北米
に比べて 2 倍近くの回答者が IT 部門の規模が拡大すると予想しています）。

• …しかし LOB の影響力は増大している。 LOB の影響力は IT ライフサイクルのあらゆ
る段階に及び、IT 部門に前例のない複雑さをもたらすでしょう。これは IT 部門がセキュリ
ティとテクニカル サポートを行わなくてはならないからです。 IT がサービス型モデルへ
と移行するなか、IT 部門と LOB との連携関係は変えていく必要があります。
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• IT 部門と LOB の協力関係。 IT の集中化とリソース拡大が現実的かどうかは、まだ分
かりません。 いずれにせよ、IT 部門は複雑かつ新しい方法で LOB と協力していく必要が
あります。 調査対象の IT リーダーの見解によると、IT 部門は LOB にサービスを提供する
ブローカーへと進化し、企業内で内部および外部のクラウド ソリューションの仲介者や調
整者としての役割を果たすようになります。同時に、テクニカル サポートを提供しセキュ
リティを保証することになります。

• IT 部門への警鐘。 LOB の影響力の高まりを受け、IT 部門は、迅速な対応、革新の推
進、新しいエンドユーザ エクスペリエンスの実現、そして定量可能な形でビジネス成果に
プラスに貢献するといった、新たな難問に取り組む必要があります。 

調査の詳細
クラウドの現状
シスコ/Intel の調査は、クラウドがすでに存在し、急速に発達していることを明確に示して
います。 今回の調査対象となった 9 ヵ国の平均では、IT 出費の 23 パーセントがすでに
クラウドに費やされています。 調査の回答者はクラウドの出費が 3 年以内に 27 パーセ
ントに上昇すると考えています。これは、IT 全般のなかでクラウドの成長率が 17 パーセ
ントを超え、今後数年間は IT がクラウドにより牽引されることを意味します。1

新興市場と先進市場の主な違いは、クラウドの中心的な促進要因をいくつか考えてみる
と明らかになります。 米国、英国、ドイツ、カナダなどの先進経済圏では、クラウド ビジネ
スの第 1 の促進要因はコストの削減です。 クラウドはコスト削減のメカニズムとして見ら
れていますが、「成長に合わせた投資（Pay As You Grow）」および予測可能なコスト管理
を実現する機能も提供します。 ブラジル、インド、中国などの新興国では、第 1 の原動力
はビジネスの俊敏性と生産性の向上です。

これは最近のシスコの調査、たとえば『BYOD がもたらす財務的影響』（http://www.cisco.
com/web/about/ac79/docs/re/byod/BYOD-Economics_Top-10-Insights_JA.pdf）
や『2013 年の IoE 価値指標に関するホワイトペーパー』（http://internetofeverything.
cisco.com/ja/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper）と一致します。これら調査の両
方で、新興市場の回答者が革新的な IT の使用の可能性に高い関心を示していることが
明らかになっています。 これは新興市場が新技術へ「一足飛び」する傾向を反映している
かもしれません。例として、先進国ではいまだに主流である従来の固定電話アーキテクチ
ャの導入を新興国がとばしているということがあげられます。

クラウド導入の主要な阻害要因としては、セキュリティ上の懸念が第 1 にあげられます。 
多くのビジネス プロセスが外部クラウド（組織のファイアウォールの外部）に移行してい
ることを考えると、これはおそらく驚くに値しないでしょう。 そしてこの阻害要因は地域や
業種を問わず存在します。 しかしクラウド セキュリティの認知のされかたには、興味深い
二面性があります。 クラウドはセキュリティ革新の実現手段でもあるため（ポリシーの自
動適用やその他の次世代機能の普及）、クラウドによりセキュリティが向上するという考え
方も同時にあります。 

1 このシスコ/Intel 調査では回答者の条件として、会社がクラウドを導入済みである、あるいは少なくとも積極的に
導入を考えていることに注意してください。 そのため多くの回答者はすでに「クラウド指向」であり、この分野に高
額の投資を実施しています。したがって将来予測（2016 年の出費予測）は充実した初期導入基盤に基づくもので
す。  クラウド指向の活動に乗り出していない会社も含めて調査を実施すれば、成長予測はさらに高くなるかもしれ
ません。 

調査レポート

しかし LOB が自らの需要に
応えるためにクラウド サービ
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したがってセキュリティは第 1 のクラウド阻害要因ではありますが、新興市場と成熟市場
の両方においてクラウド導入の促進要因としても第 3 位となっています（第 2 の阻害要
因は増大する複雑さです）。 サードパーティのクラウド サービスやベンダーを管理するこ
とは IT 部門にとっての新たな課題です。 

このことが特に顕著になるのは、各 LOB がそれぞれの独立性を主張して「かってに」パブ
リック クラウド サービスを購入することにより、従来の IT 部門の意思決定プロセスを回
避するような場合です。 回答者の 55 パーセントは過去 2 年でいわゆる「こっそりと行わ
れた IT 出費」の発生率が「ある程度」または「非常に」増していると考えています。

第 3 の阻害要因は内部システムとプロバイダー システムの統合と相互運用性の実現が
困難なことです。 クラウドベースのシステムとレガシー システムの接続が増加するに従っ
て、IT 部門は不具合を解決して稼働時間とユーザ エクスペリエンスの一貫性を保証する
ことが必要になります。 

しかし課題があることは明白です。 IT リーダーはある意味で自分たちが移行期にいると
考えています。革新を迅速に実行することが期待され、同時に「稼働」しているあらゆるも
のに対する従来の期待（システムの相互運用性の確保、システム停止の回避など）にも反
してはならないのです。 この 2 つの命題は IT リーダーにとっては試練です。なぜならテ
クノロジーの資金と革新への要請が LOB から流れてくるからです。

回答者は既存のクラウド プロバイダーに対して高い満足度を示しています。 地域と業種
全般にわたり、過半数が「非常に満足」、残りの 35 パーセントが「ほぼ満足」と回答してお
り、全体の 86 パーセントが満足していることになります。 

この高い評価のもと、クラウド プロバイダーは現在安定した地位にあります。ただし今後
要求レベルが高まっていく市場での事業に向けて準備は必要です。

クラウドが IT 消費ライフサイクルにもたらす影響
今回の調査では、IT ライフサイクルの段階のカテゴリを定義しました。これを図 2 に示し
ます。

 

新興市場はクラウドによる変
革の可能性に着目している一
方、先進市場の回答者はクラ
ウドを主にコスト削減の手段
と考えています。  
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図 2. IT 消費ライフサイクルの推移

出典：シスコ/Intel によるクラウド調査（2013 年）

計画

今回の調査結果で最も重要なのは、計画と調達の段階に関する点です。そして LOB の影
響力が増していることです。 たとえば回答者の 75 パーセントは、LOB の IT 計画への関
与が強くなっていくと考えています。 

さまざまな事業部門からの個別の多様な要望に応えて、クラウド プロバイダーは膨大な
種類のサービスを市場に提供してきました。 このように提供サービスの範囲が拡張し続
けることにより、IT 戦略の重要な側面、つまりこれまでの標準化と統合管理に基づいた手
法が変わる可能性があります。 さらに、回答者の 4 分の 3 近くが、IT 計画においてサー
ドパーティ ベンダーとの直接の折衝が増えると予想しています。

しかし、自身が周縁化されると考えるどころか、IT 部門はクラウド サービスの「ブロー 
カー」または仲介者としての新しい役割を担い、LOB のために内部クラウドと外部クラウ
ドに関する計画と調達を調整し、サードパーティの複雑性に対処しています。 回答者のう
ち 76 パーセントが、IT 計画のなかで LOB のためにクラウド サービスのブローカーとし
ての役割を果たすことが多くなると回答しています。 

回答者は既存のクラウド プ
ロバイダーに対して高い満足
度を示しています。 地域と業
種全般にわたり、過半数が「
非常に満足」、残りの 35 パー
セントが「ほぼ満足」と回答し
ています。
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調達
サードパーティ ベンダーの影響は調査で明らかになったもう一つの事項にも関係しま
す。それはライフサイクルの調達段階に関するものです。 さらに 71 パーセントの回答者
がベンダーによるクラウドのリリース サイクルが IT 購入の判断にますます影響を及ぼす
ようになると考えています。 つまり、ベンダーの提供サービスがより注目されるようになり
ます。最新のソリューションとリリース予定日が、企業が投資する時期と場所に影響を及ぼ
すようになります。

回答者のかなりの部分（69 パーセント）が LOB が持つ購入判断における権限が増して
いくだろうと考えています。これは重要な調査結果です。 また 65 パーセントが、各事業部
門へのチャージバックが IT の資金調達の主要手段になっていくであろうと考えています。 
興味深いことに、このチャージバックに依存する傾向は LOB の期待に逆行する可能性も
あります。 「一括払い」のチャージバックはわかりやすく伝統的な IT 資金調達モデルです。
しかし最も革新的な IT 部門は、ビジネス リーダーと協力しながら、実現されるビジネス
価値に基づいて提供サービスの値付けを行います。 実際にチャージバックは企業の IT 
導入の阻害要素として働く可能性があります。つまりこれは IT の効果に対してブレーキの
役割を果たすのです。

シスコ/Intel 調査では LOB が世界の全 IT 出費の 44 パーセントを負担していることが明
らかになっています。この数字はすべての地域でほぼ同様になっています。 回答者の過
半数は、今後 3 年間 LOB はこの割合を維持または増加させると考えています。 「かって
に」または「こっそりと」行う IT 出費を含めると、LOB による IT 出費はさらに多くなるかも
しれません。 しかし明確なのは、IT の主な購入元としての LOB の遠い未来の話ではな
く、すでに現実になっているということです。

導入
導入の段階においては、統合が主要な課題として立ちはだかります。77 パーセントはクラ
ウドを社内 IT システムと統合するときに生じる複雑さに懸念を示しています。 このことは
前記のように、さまざまなクラウド プロバイダー間の統合の必要性を示しています。 しか
し 75 パーセントは、異なるクラウド ベンダーのソリューションが組織内で導入されてい
るため、困難を予想しています。 回答者の 79 パーセントは、IT が自動化とセルフサービ
スの方向に向かっていると考えています。この方向性においては、プロビジョニングは「ア
プリ ストア」モデルに従います。 調査結果によると、IT 部門は柔軟な消費、セルフサービ
ス オプション、および多数の機能を LOB に提供する必要があります。 同時に、ソリューシ
ョンの統合と相互運用性など、本質的に全組織に影響する課題に対して戦略的な構想を
維持していく必要があります。 

運用
運用段階では、クラウドの利点はさまざまな IT 業務の効率化にあります。これにはユーザ 
サポート、日常の管理業務、システムのメンテナンスが含まれます。 全体として IT 意思決
定者の 85 パーセントが、クラウドはコストを削減し、内部でのサービスの提供を最適化
することにより IT の運用とサポートに対してプラスの効果があると考えています。 回答者
が示したクラウドの第 1 の利点は、より多くの共有サービスの使用による効率化になりま

回答者のうち 76 パーセント
が、IT 計画の中で LOB のた
めにクラウド サービスのブ 
ローカーとしての役割を果た
すことが多くなっていると回答
しています。 
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す。 これに続く利点はクラウドの「新たな分析能力」による IT 資源とその使用の最適化で
す。これはよりスマートなサービスになることを意味します。 これに関連して、クラウド対
応ビッグデータと分析への依存の拡大により、IT サービスの提供と資産管理において改
善と最適化が進むことが予想されます。 第 3 の利点は IT 環境の「モニタリングと管理に
関する単一の統合されたビューの提供」です。 

ガバナンス 
回答者の大部分（世界の 82 パーセント）が IT ライフサイクルの最終段階であるガバナン
スにおいてクラウドがプラスの効果をもたらすと予測しています。 ただしガバナンスの機
能としての実施形態に変化が認められます。 81 パーセントが、IT ガバナンスのプロセス
において自動化が重要になると考えています。 これにはポリシーの設定と施行において
クラウド自身への依存度を高めることが必要になります。 76 パーセントは IT 部門がより
いっそう数値基準に基づいて行動するようになると考えています。 システムの稼働時間や
セキュリティ違反などの従来の数値基準に加え、回答者は ROI などのビジネス指向の数
値基準が導入されると予想しています。 

クラウドによりもたらされる IT ライフサイクルのあらゆる段階への変更、中断、課題にも
かかわらず回答者の大多数はクラウドを好意的に見ています（図 3 参照）。 全体の 83  
パーセントが、クラウドを基本的にはある程度好ましいまたは非常に好ましいものである
と見なしています。 クラウドの複雑さが増す運用やサポートの領域においても、クラウド
はこの複雑さを軽減するソリューションと見なされています。 回答者の 85 パーセントが
運用とサポートの領域でクラウドを歓迎しています。 これらの数字により、この IT 調査の
回答者がクラウドの利点はその複雑さや課題を凌駕すると考えていることがわかります。

図 3. IT ライフサイクル全般に対するクラウドの効果への肯定的見解

  

 

 出典：シスコ/Intel によるクラウド調査（2013 年）

クラウドによりもたらされる 
IT ライフサイクルのあらゆる
段階への変更、混乱、課題に
もかかわらず回答者の大多数
はクラウドを好意的に見てい
ます。  
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LOB の役割
LOB に関しては「新たな購入元」として多くの記事が書かれてきました。しかしシスコ/
Intel の調査から、LOB は単なる購入者であることをはるかに超える影響力があるとわか
ります。その影響力は IT ライフサイクル全般で感じられるようになるでしょう。このことは
特にクラウドにより顕著になります。 調査により、LOB が IT の使用に関して影響力を増大
させようとする理由として 2 点が明らかになりました。1）ビジネス ユーザはさらに多様
なデバイスを使用したいと考えている（全体の 82 パーセント）（企業での BYOD の出現
に関連）。2）ビジネス ユーザはますます IT サービスを「セルフサービス」モデルで使用し
たいと思うようになっている（全体の 73 パーセント）。 

一方 LOB の影響力は特にパブリック クラウド（これだけではありませんが）で強く感じ
られています。 回答者はその影響として次の 3 項目を上位にあげています。1）ビジネス
要件の特定、2）ソリューションの推奨、3）製品、技術、ブランドの調査。 調査回答者の 30 
パーセントが購買の承認に LOB が関わっていると回答しています。 これらの調査結果
は、LOB が単にその場しのぎで安価なクラウド プロバイダーと関わっているのではない
ことが明らかになった点で重要です。 LOB は IT 消費のすべての側面にますます積極的
に関わってきています。 実際 LOB は IT ニーズを規定し、問題の特定、ソリューションの推
薦、製品と技術の推奨に関して影響力を持つようになっています。

回答者の多くが LOB の影響力が増すにつれて、IT 部門による関係者の管理が必須にな
ると考えています。 66 パーセントが IT プランニングにおける LOB の影響力が「ある程
度」または「非常に」増していると考え、その割合は資金調達/調達と IT の運用/サポートで
は 65 パーセントになります。このことを図 4 に示します。 IT ライフサイクルの他のすべ
ての段階でも同様の数字になっており、またすべての地域と業界にあてはまります。          

図 4. IT 消費ライフサイクル全般で増大する LOB の影響力

出典：シスコ/Intel によるクラウド調査（2013 年）

しかしシスコ/Intel の調査によ
り、LOB は単なる購入者であ
ることをはるかに超える影響
力があるとわかります。そして
その影響力は IT ライフサイク
ル全般で感じられるようにな
るでしょう。このことは特にク
ラウドにより顕著になります。
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将来の IT 部門 

これまで見てきたように、変化する IT 消費モデルは IT 部門の任務、組織構造、戦略に大
きな変化をもたらします。 IT 部門の意義が維持されるかどうかについての疑問も持ち上
がっており、IT 部門は消滅してビジネスの単なる構成要素になるとも言われています。 

少なくとも回答者は、クラウド サービスの使用の増大により IT 部門の重要性が必ずしも
低くなるとは考えていません。 世界的に見て全体の 57 パーセントは IT 部門の役割と責
任が、システム インテグレータ、クラウド サービス プロバイダーといったサードパーティ
と比較して増大すると考えています。 この割合はアジア太平洋地域（68 パーセント）と中
南米（64 パーセント）では高く、一方欧州の回答者で増大を予想しているのは 50 パーセ
ント、北米の回答者では 46 パーセントです。 

この調査で、IT 部門のリーダーは、これまでのビジネスにおける自分たちのポジションを
特徴付けている、監督的立場と権限をほとんど失うことはないだろうと考えていることが
わかりました。 56 パーセントが、IT 消費が増加するにつれ、IT 部門の役割は LOB の役
割のように断片化されず、むしろさらに集中化すると見ています（アジア太平洋地域では 
79 パーセントにものぼります）（図 5 を参照）。 

 
図 5. 今後数年で IT 部門はより拡大し集中化される

出
典：
シ
ス
コ/

Intel によるクラウド調査（2013 年） 

世界的に見て 57 パーセントの回答者は IT 部門の規模（フルタイムの従業員数）が拡大
していると回答しています。これはアジア太平洋地域では 80 パーセント、中南米では 69 
パーセントです。 一方、ヨーロッパや北米では、クラウドにより人員が増加するとした回答
者の割合は 10 人中 4 人にとどまっています。アジア太平洋地域やラテンアメリカでは、
その 2 倍近くの人が IT 組織の拡大を予想していることになります。 

回答者によると、クラウド サー
ビスの使用の増大によって IT 
部門の重要性が低くなること
はないとしています。 逆に全
体の 57 パーセントは IT 部
門の役割と責任がサードパー
ティと比較して増大すると考え
ています。  
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集中化、組織規模といった問題に対する姿勢から見ると、ヨーロッパや北米の回答者は、
新興国市場の回答者に比べて、クラウドが管理対象リソースにとって持つ意味について明
らかに慎重であるといえます。 これは本調査で前述している導入要因のデータに関連し
て興味深い点です。先進国の IT リーダーは主要なキー ポイントとしてコストの削減をあ
げていましたが、新興市場の回答者はクラウドにより可能になるビジネス変革の可能性
の拡大をあげていました。 

LOB の IT 消費が増大するなか、IT リソースの集中化の増大はある意味直観に反するか
もしれません。 しかし、顧客とパートナーの両方の LOB で断片化した革新が進む状況で、
特に新興市場の回答者は一貫して一定の協調、一貫性、セキュリティが必要であると指摘
しています。 ただし CIO による統制強化により集中化を実現するべきではありません。 
LOB が柔軟でビジネスに精通した IT 部門と協力関係を結ぶことを望むなか、画一的でト
ップダウンの消費モデル（つまり IT 部門から LOB へ）を導入しようとしても実現可能性
が低いかもしれません。

IT の集中化とリソース拡大が現実的かどうかは、まだわかりません。 ただ、IT 部門と LOB 
がこれまでにないレベルで、共に IT 消費を形作っていくことは確かです。 IT に従事する
本調査の回答者は、自分たちの役割が縮小するとは考えていません。しかし、重要な役割
を維持するには、IT 消費のすべての段階において、LOB とさらに協力することが不可欠と
なります。 前述のとおり、4 人中 3 人の回答者は、IT 部門が LOB に対して内部クラウドと
外部クラウドのクラウド サービスを提供するブローカーとして機能するようになり、企業
内で仲介者や調整者の役割を果たすようになると考えています。 

ただし、この協力関係は相互的なものです。 LOB の多くは、変化の激しいビジネス要件に
対応するために、IT を通さず、直接クラウド サービス調達を図るでしょう。 場合によって
は、この選択肢こそが標準、あるいは望ましいものとなる可能性もあります。 しかし、LOB 
は、IT 部門が実現可能な調達やガバナンスに向けた戦略的なアプローチの、リスク管理、
スケール メリットや総所有コストの削減、ポリシーの一貫性といった面での価値も認識
すべきです。

これらの役割の変化により IT 部門のリーダーシップと意思決定に新しいアプローチが必
要になります。 CIO に必要とされる主要な資質についての理解を深めるために、回答者
に、クラウド主導の世界で成功する IT リーダーの特質をランク付けしてもらいました。

第 1 にあげられたのは、会社のビジネスの優先順位に IT 戦略を整合させる能力です。 
成功している CIO は常にこのことを実践してきましたが、クラウドの時代では、急速に変
化する LOB ユーザ基盤のニーズにより状況が形成されることが多くなっていて、IT の意
思決定者にとってこの難しい環境を把握することが必須になっています。 これらのニーズ
に対する俊敏性と対応力が重視されています。

CIO が成功するための第 2 の資質は、新しい技術と最新の IT プラクティスの理解です。 
クラウドベース サービスの活用などにより LOB が常に組織に革新をもたらすなかで、IT 
リーダーは技術の最先端にいなければなりません。 前進していくためには、 

組織の競争力に影響（プラスまたはマイナス）する外部の技術革新や提供サービスすべ
てについてよく知っておくことが、よりいっそう重要になります。

回答者の多くが IT 部門は拡
大しさらに集中化されると考
えています。 
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調査対象の IT 意思決定者も従業員に新しいスキルが必要であると強調しています。 この
ことにより新しい IT 業務パターンと運用費用が発生します。 回答者によると IT セキュリ
ティが最も需要が高いスキルになります。 このことは、クラウド導入の阻害原因の調査結
果でもセキュリティが第 1 にランクされていたことと合致します。

クラウド プロバイダーの今後について
複雑さが増大するなかで、単一ベンダーからクラウド サービスを調達したいという強い志
向が見られます。 理由としてあげられた上位 3 点は「トラブルシューティングと修理を含
むクラウド ソリューションの日常管理の簡素化」、「相互運用性の向上」、「容易なベンダー
管理」です。これらの理由は前述のレガシー IT システムとの統合問題とも関連します。

回答者全体の 70 パーセントが、単一ベンダーが「重要」または「非常に重要」と回答して
います。中南米の 89 パーセントとアジア太平洋地域の 85 パーセントが最も高く、欧州と
北米ではどちらも 55 パーセントとなっています。 アジア太平洋地域ではクラウド ソリュ
ーション間の相互運用性が他の地域と比較して顕著に重要視されています。

調査の回答者はクラウド プロバイダーにとって顧客を獲得するためにはどの成功要素が
最も重要になるかについても述べています。 前の調査結果と同様、堅牢なセキュリティ能
力とデータ保護能力が最も高くランクされています。 クラウド プロバイダーに第 2 に求
められているのはカスタム ソリューションの構築能力です。 サービスの可用性と、クラウ
ド導入のリスクを伴わない品質の確保が第 3 位にランクされています。 

まとめと警鐘
回答者は、LOB の影響力の高まりと、IT 部門によるリーダーシップの両方を予想していま
す。 また、投資回収率などの指標や、究極的には、より高いビジネス成果が、ますます注目
を集めるとみています。 ビジネス成果の責任の共有（たとえば、ビデオ会議やコラボレー
ション ツールの活用による出張費の削減）が、IT の標準的な役割となることも考えられま
す。 しかし、IT 部門のリーダーの多くが、一括払いのチャージバックなど、従来の資金調達
の仕組みが維持される（そればかりか、拡大する）と考えています。これは、革新的な機能
の導入を妨げ、IT 部門を成長への貢献者ではなく、従来型のコスト センターとして位置
づけることにつながります。 これは、昔ながらの運用モデルが、ビジネス リーダーが新た
に期待することと相いれない可能性を示す、ほんの一例です。 

IT 部門が企業に提供できる価値のハードルが高くなっていることは確かです。 LOB の影
響力の高まりは、IT 部門への警鐘として認識されるべきです。スピードに遅れず対応し、
革新を培い、新しいエンドユーザ エクスペリエンスを実現し、そして測定可能な形でビジ
ネス成果にプラスの影響を与えることが肝要です。IT 部門がこうした難問に取り組まない
限り、LOB は、クラウドによる革新が必要になった場合、独自に投資するようになるでしょ
う。これによって結局複雑性は増し、IT 部門の目標とする効率や一貫性が達成できなくな
ります。

IT 部門が拡張し集中化され
るとともに、従業員には新し
いスキルが必要になります。 
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こうした変化を受け、IT 部門が提供できる付加価値を総合的に再評価する必要がありま
す。 そのために IT 部門のリーダーは、今後の成功に向け、特に以下のような領域に注目
すべきです。

• コラボレーション：IT リーダーは、IT ライフサイクルの全段階に影響力を持つ LOB と、
ますます協働する必要がある。 特に、IT がサービス型モデルへと移行するなか、IT 
部門と LOB との連携関係は変えていかなくてはならない。

• 価値創造：IT リーダーは LOB と協力関係を結び共に価値を創造することが何を意味
するのかについて考え直す必要がある。 これは、資金調達の仕組み、予算編成、指
標、計画、ガバナンス モデルなど、機能としての IT をどのように管理するかの全側面
におよぶ。 

• 革新：かつて大企業や専門職に限定されていた機能が、クラウドにより広く利用できる
ようになり、従業員主導による革新の機会が広がる。 IT 部門のリーダーは、自社のビ
ジネス変革を促し、IT を成長と収益創出の推進力とする機会を、積極的に求める必
要がある。

クラウド市場は急激に進化しています。今日の企業は、クラウド ソリューションの調達、導
入、運用にあたって、さまざまなアプローチからの選択が可能です。 どんなケースにも適
しているアプローチというものはありません。  企業はむしろ、その包括的目標の達成に向
けたアプローチを作り上げなければいけません。 

多くの場合、企業はクラウド ソリューションを使って、以下の少なくとも 1 つの実現を目指
しています。

• 複数ワークロード、複数システム、また複数ベンダーに起因する IT 環境の複雑性を軽
減し、サービスを予測可能にする

• 組織を従来の「サポート」という役割を超えたものへと変革し、クラウド ソリューション
による弾力的なサービス提供と柔軟な運用により、新しい収益モデルと市場投入までの
時間の短縮を実現する

• 従量制サービス モデルや自動化などにより全体的な運用コストを削減し、自社の競争
力を高める

• ビジネス クリティカルな特定アプリケーションを効率化する

クラウド戦略の策定にあたり、IT 部門のリーダーは、LOB やサードパーティ プロバイダー
など、主要な利害関係者といかに協力し、その独自の要件に適したアプローチを追求する
かを検討すべきです。

CIO は新たな役割を担う必要があります。生産性の促進、複雑な取引の交渉、IT 消費ライ
フサイクルのすべての段階における LOB との緊密な連携を通じた関係者の期待への対
応、クラウド サービス提供のための組織力の向上、および急速に進化する IT 情勢の把握
に対処します。 これらの必須スキルをすべて組み合わせることにより成功はもたらされま
す。 シスコと Intel は、クラウドが提供する価値への主要な貢献者として、この行程の一歩
一歩をお手伝いします。

CIO は新しい IT モデルを使
用して IT の購入、サービスの
提供、管理のやりかたを根本
的に変える方法を探す必要が
あります。 
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クラウドの普及による競争力の変化に関するさらなる詳細は、シスコが最近公表した
「2013 年の IoE 価値指標に関するホワイトペーパー」を参照してください 
（http://internetofeverything.cisco.com/learn/2013-ioe-value-index-whitepaper）。

調査手法
シスコと Intel は Lightspeed Research の 1 部門であるグローバル マーケット インサイ
ト（GMI）に依頼し、9 か国の 18 業界で 4,226 名の IT リーダーに対して調査を実施しま
した。 2013 年の 3 月と 4 月にオンライン アンケートを実施しました。アンケートは「二
重匿名」ベース、つまり回答者が無記名で回答するようにしました。また、シスコと Intel は
調査のスポンサーであるため回答者には含まれません。  

すべての回答は IT 部門からのものでした。回答者に LOB は含まれません。 回答者の 96 
パーセントは社内の IT 意思決定プロセスに直接関わっていると回答しており、63 パーセ
ントは財務に関する意思決定者であるとしています。33 パーセントは IT 製品と IT サー
ビスの選択と承認の意思決定プロセスに深く関わっていると回答しています。 4 パーセン
トは自身で意思決定はしないものの、意思決定プロセスに関わっていて重要な影響力を
持っていると回答しています。 回答者のうち 29 パーセントが上級 IT 意思決定者（CIO、
シニア VP、VP）であり、残りは取締役レベル（25 パーセント）と、最低 5 名の直属の部下
を持つシニア マネージャ レベル（46 パーセント）でした。 

調査に参加する条件として、すべての回答者には SaaS、PaaS、IaaS、仮想化などの概念
に習熟していることを求めました。 また所属する会社がクラウド ソリューションの経験が
ある、または近い将来に投資予定があることを条件としました。

すべての回答は IT 部門から
のものでした。回答者に LOB 
は含まれません。 
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地理的な詳細
回答者の 46 パーセントが先進国で働いており、54 パーセントが新興国で働いていま
す。 回答者の国別内訳は次のとおりです。

国 回答者
ブラジル 500
カナダ 291
中国 600
ドイツ 412
インド 605
メキシコ 298
ロシア 286
英国 608
アメリカ 626

回答者のうちエンタープライズクラス（世界全体の従業員の合計が 1,000 人以上の企
業）は 60 パーセントで中企業（各国の従業員合計が 500 人から 999 人）は 40 パーセ
ントでした。 調査対象となった企業のうち 11 パーセントが世界全体で 10,000 人を超え
る従業員を抱えると回答しています。 図 6 に調査対象企業の収入別内訳を示します。

図 6. 調査回答企業の収入別内訳

出典：シスコ/Intel によるクラウド調査（2013 年）
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シスコのクラウド戦略の詳細については、http://www.cisco.com/go/cloudstrategy をご
覧ください。

Intel のクラウド コンピューティングの詳細については、http://www.intel.com/cloud をご
覧ください。

The Internet of Everything（IoE）の詳細については、http://www.internetofeverything.
com をご覧ください。

その他の情報 
シスコと Intel は高度な企業 IT 価値をビジネスに生かすためのソリューションについて 
10 年以上も協力してきました。 準備が整えば、Intel® Xeon® プロセッサの Cisco UCS 
上に弾力性のある高パフォーマンスでセキュアなクラウド ソリューションを導入すること
により、高度に仮想化された企業はデータセンターの進化の次の段階に進むことができ
ます。 

シスコはまた、Cisco Cloud Builder として認定を受けている複数の業界パートナーを通
じてビジネス クラスのクラウド ソリューションを企業に提供すべく努力しています。これ
らパートナーはハードウェアとソフトウェアのセキュリティ ソリューションを使用したシス
テム構築により、ホステッド クラウド ソリューションにおける企業 IP とデータ セキュリ 
ティを保証します。


