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はじめに：デジタル パーフェクト ストームが発生 
「パーフェクトストーム」とは、複数の力が集まって 1 つの巨大な力が発生している状況を

表します。テクノロジーにおいては世代ごとにパーフェクトストームが発生し、そのたびにテク
ノロジーをどのように活用して私たちの暮らし方を変えればよいかを考え直しています。その
ような状況はインターネットの時代が始まったときに発生し、高速ネットワーク、ホームブロー
ドバンド、安価な PC、インターネットブラウザなどの要素が一気に登場しました。

今日、別のパーフェクトストームが目前に迫っています。デジタル トランスフォーメーショ
ンです。デジタル トランスフォーメーションは「テクノロジーを活用して新しいビジネスプロ
セスを生み出すこと」と定義され、IT コストの削減やカスタマーサービスおよび従業員の生
産性向上を実現するものです。組織はここ数年デジタル化に取り組んできましたが、ビジネ
ス環境での競争が激化しているため、計画を早めています。

デジタル時代を推進する主なトレンドは次のとおりです。

リモートアクセス：事例調査によれば、コロナ禍以前に日常的にテレワークをしていた従
業員は 10 ～ 15% でした。しかし今や、多くの企業が職場戦略を見直しています。テレワー
クの課題は、高品質のユーザエクスペリエンスをいかに維持するかということです。

Wi-Fi 6：Wi-Fi 6 より前の Wi-Fi 規格は、あくまで有線ネットワークを補助する便利なネッ
トワークという位置付けだったので、高いパフォーマンスを求められるアプリケーション
は有線を使用していました。一方で Wi-Fi 6 は、ほぼすべてのものがネットワークに接続
され、多くのデバイスが Wi-Fi を使用するということを前提に設計されています。Wi-Fi 6 

は旧規格よりもパフォーマンスに優れ、高速で輻輳が少ないため、有線ネットワークと同
等の優れたモバイルエクスペリエンスを実現します。

5G セルラー：セルラーサービスは 5G に進化しています。5G も Wi-Fi 6 と同様に、新しい
使用例に対応するために 4G から設計が見直されています。5G は高速 / 低遅延であるた
め、仮想現実や Internet of Things（IoT）などに最適です。

Software-as-a-Service（SaaS）アプリケーション：SaaS ベースのアプリケーションはこの 

10 年で着実に増加していますが、従業員の在宅勤務によってさらに大幅に拡大していま
す。SaaS アプリケーションは安い初期コストで簡単に導入でき、どこからでも利用できま
す。ZK Research は、クラウドの操作性がオンプレミスのアプリケーションと同等以上であ
るため、SaaS アプリケーションは今後 5 年間で 18% の年平均成長率（CAGR）を示すと
予測しています。
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ソフトウェア定義型ワイヤレス エリア ネットワーク（SD-WAN）：従来の WAN はクライアン
ト / サーバコンピューティング向けに最適化されているため、柔軟性に欠けています。SD-

WAN は、基盤となるハードウェアからネットワークの制御が分離されているため、設定を
簡単 / 迅速に変更できます。ZK Research の調査では、従来の WAN の場合、ネットワーク
全体に変更を適用するのに平均 4 ヵ月かかっています。一方、SD-WAN では、同じ変更を
数時間で適用できます。そのため ZK Research では、SD-WAN 市場が 2019 年の 40 億ドルか
ら 2023 年には 149 億ドルに成長すると予測しています（図 1）。

Internet of Things：これまで IoT の対象は、少数のオペレーショナル テクノロジー（OT） 

用エンドポイントに限定されていました。現在、IT が OT を取り込むか、少なくとも OT と
連携して、設備機器、セキュリティエンドポイント、業界専用機器などの多くの新しいエ
ンドポイントを接続しています。IoT により、ヒトとモノは相互にやり取りできるようになり、
さまざまな新しい使用例が生まれています。

人工知能（AI）：現代において競争優位性を確保するには、最適な意思決定を迅速に下すこ
とが必要です。ほとんどの企業にとっての課題は、手作業で分析するにはデータが多すぎる
ということです。ZK Research は、これまでに作成された全データの 90% がこの 2 年間に生成
されたと推定しています。データがどれだけ急激に増加しているかがわかるでしょう。AI の 

アルゴリズムを活用すれば、手作業よりも迅速かつ正確にデータから重要な洞察を引き出せ
ます。

図 1：SD-WAN が爆発的に増加 
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デジタル トランス

フォーメーション 

の時代が到来し、 

テクノロジーが 

デジタル化成功の 

鍵となっているこ 

とは間違いありま 

せん。

上記のテクノロジーやトレンドには独自の変革力があり、組織はそれぞれに関する戦略を練って
います。しかし、これらを組み合わせれば、新たな未来を生み出すパーフェクトストームとなります。
デジタル トランスフォーメーションの時代が到来し、テクノロジーがデジタル化成功の鍵となって
いることは間違いありません。

デジタル トランスフォーメーションは、今日の IT リーダーに大きな影響を与えています。実
際、CIO の役割は、ビジネスの世界において他のどの職種よりも大きく変化していると言えます。
これまで IT エグゼクティブはテクノロジーを稼働させることに重点を置き、いかに効果的に「稼
働を維持できているか」を指標として測定していました。現在 CIO には、ビジネス トランスフォー
メーションを実現するためにイノベーションを推進する役割が課されています。IT リーダーが重
視する 2 つの主要分野は、従業員の生産性とカスタマーエクスペリエンスの向上です。そのた
め組織は、コラボレーションツール、ビデオ、オムニチャネル コンタクト センターなどのさま
ざまな新しいアプリケーションを導入してきました。しかし、ユーザエクスペリエンスが悪いと
従業員や顧客に不満が生じ、企業に悪影響が及びます。顧客向けアプリケーションのユーザエ
クスペリエンスは、今や価格や製品品質さえも上回る、最も重要なブランド差別化要因となっ
ています。実際 2019 年に ZK Research が実施したインタビューによると、ミレニアム世代の 3 分
の 2 が、一度悪い経験をするとブランドに対するロイヤルティがなくなると回答しています。し
たがって、一度でも操作性に不満を持たれると顧客を失いかねません。一方、操作性が優れて
いればロイヤルティが高まり、ウォレットシェアを多く獲得できます。

現在発生しているデジタル パーフェクト ストームは、これまで不可能だったことを可能にし、
最終的に生産性とカスタマーサービスを新たなレベルに引き上げます。しかし、すでに導入さ
れているテクノロジーはサイロ化されていて、アプリケーションやデバイスがうまく連携されて
いません。ユーザはモバイルや IoT の操作に慣れてきていますが、パーフェクトストームによっ
てすべての操作性が統合され、単一のコネクテッド エクスペリエンスが生み出されます。デジ
タル パーフェクト ストームの価値を最大限に引き出すには、ビジネスリーダーと IT リーダーが 
IT を再検討し、ネットワークを活用してコネクテッド エクスペリエンスを創出する必要があります。

セクション II：デジタル パーフェクト ストームによる IT の変革 

IT の現在の運用モデルは何十年も同じままで、根本的には変化していません。IT はサイロ化した
インフラストラクチャの概念に基づいて設計されていて、大規模な IT 部門内の個別のグループが特
定のテクノロジーを担当しています。サイロ化の例としては、サーバ、ストレージ、ネットワークの
運用の他に、デスクトップやアプリケーションなどのテクノロジーがあります。これは決して理想的
な状態ではありませんでしたが、アプリケーションがサイロ内で完結している場合には十分でした。

サイロ化された設計では、アプリケーションごとに専用のストレージ、サーバ、ネットワーク イ
ンフラストラクチャがあります。あるアプリケーションのストレージをアップグレードする必要が
ある場合、ストレージ管理者は他のアプリケーションに影響を与えずに追加できます。現在では、
特定のアプリケーション コンポーネントが共有されたり、仮想化 /コンテナ化されて複数のアプリ
ケーションで利用されたりしています。つまり、1 つのインフラストラクチャ コンポーネントを変
更すると、組織全体のアプリケーションに影響が及ぶ可能性があるということです。その結果、「問
題のたらい回し」と呼ばれる状況が発生しました（図 2）。この状況では、問題に遭遇したユーザ
が問い合わせをすると、問題が解決されるまで サイロ化されたインフラストラクチャ間でたらい
回しにされます。従業員だけの問題であればまだ良いのですが、最悪の場合、企業の収益に
影響が及びます。

ZK Research: A Division of Kerravala Consulting © 2020 ZK Research 

ZK RESEARCH | コネクテッド エクスペリエンスで将来のニーズに対応 

4 



IT 部門に関するもう 1 つの問題は、IT 部門がかつてのように環境を厳格に制御できなく
なったことです。10 年前、IT 部門は、従業員が作業できる場所、使用できるデバイス、デー
タにアクセスできる場所、使用するアプリケーションを決めていました。現在、業務部門が
独自にクラウドアプリケーションを購入し、ユーザは個人のデバイスを持ち込むようになった
ため、IT 部門が制御しきれなくなっています。

また、IT の仮想化、クラウド化、分散化が進むにつれて、インフラストラクチャの運用が
ますます複雑になっています（図 3）。現在使用されている管理ツールは、サイロ化した個別
の環境用であるため、新たな状況にはあまり適していません。たとえば、ネットワーク管理ツー
ルはネットワークだけを管理し、ストレージ管理ツールはストレージだけをモニタしています。
そのため、IT 部門が信頼できる「唯一の正しい情報源」は存在せず、問題がさらに深刻になっ
ています。アプリケーションの問題の 75% もが IT 部門ではなくエンドユーザによって報告さ
れているのはそのためです（出典：ZK Research 2019 Network Purchase Intention Study（ネットワー
ク調達意向調査））。問題が特定された場合でも、問題の解決にかかる時間の 90% は、問題
の原因を特定することだけに費やされています。

図 2：IT 部門を悩ませるたらい回し問題
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図 3：ネットワークの複雑さの高まり
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インフラストラクチャの導入、運用、管理の方法を変える必要があることは明らかです。
エンドポイントとアプリケーションが IT 部門の手を離れているのであれば、IT 部門が所有し
ているリソースに制御権を移す必要があります。つまり、制御ポイントをネットワークに移行
すべきです。

セクション III：ネットワーク中心のアプローチがコネクテッド エクスペリエンス
の成功に不可欠な理由 

ネットワークはこれまで IT の中心ではなく、CIO やビジネスリーダーの関心を集めていま
せんでした。テクノロジーは、コンピューティングとアプリケーション中心だったからです。
デジタル トランスフォーメーションの構成要素（IoT、クラウド、モバイル、5G など）はすべ
てネットワーク中心型であるため、この状況はここ数年で変化しています。つまり、ネットワー
クがデジタル化の成否に重要な役割を果たすようになるということです。

今日のビジネスはますます変化が激しくなり、分散していきます。コロナ禍によって従業
員は自宅での業務を余儀なくされています。この状態は当面続き、組織戦略の中心となるで
しょう。世界が「通常」の状態に戻ると、従業員は自宅、オフィス、リモートから業務をす
るようになります。ネットワークは、ユーザやエンドポイント、IoT 機器をアプリケーションと
結び付ける仕組みです。それらの場所やアプリケーションへのアクセス方法は問いません。

特に Wi-Fi 6 の場合、操作性はまったく新しいものになります。古いバージョンの Wi-Fi では、
処理速度は徐々に向上し、操作性もいくつか改善されました。たとえば、Wi-Fi 4（802.11n）
によってワイヤレスでのゲームが可能になり、Wi-Fi 5（802.11ac）では Netflix などのストリー
ミング方式のエンターテイメントが始まりました。しかし Wi-Fi 6 は、思いもしなかったよう
な方法でほぼすべてのコンシューマ市場に影響を与えるでしょう。その結果、ネットワークの
価値はさらに高まります。
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ビジネスリーダーと 

IT リーダーは、 

ネットワークが競争

優位性を生み出す

戦略的リソース 

であると考える 

必要があります。

またネットワークは、管理とセキュリティにおける「唯一の正しい情報源」であり、真のコネ
クテッド エクスペリエンスを提供するための基盤となる IT リソースです。すべてのアプリケーショ
ンおよびユーザトラフィックがネットワークを通過するため、通常と異なる状態は問題発生の前
触れであったり、セキュリティ侵害の兆候を示していたりする可能性があります。たとえば、ネッ
トワークのベースラインを設定する場合、ビデオトラフィックのサイズは特定のレベルに設定さ
れます。時間の経過とともにそのレベルが上昇し続け、より多くの帯域幅を消費するようになっ
た場合、IT 部門は、ビジネス上の重要な問題になる前に予測し、問題を修正することができます。

ネットワーク中心のアプローチがセキュリティとどのような関係にあるかを理解するために、
特定のクラウドリソースと通信して日次でステータスを更新する IoT デバイスを取り上げます。
ネットワークトラフィックが変化し、IoT デバイスがアカウンティングサーバにアクセスしようとし
ている場合、侵害が発生した可能性があるため、詳細に調査するためにエンドポイントは検疫
されます。このようにして、侵害を特定する時間が大幅に短縮されます。ZK Research の調査から、
侵害を特定するための期間は現在約 100 日であり、その間に大きな被害が発生する可能性が
あることがわかっています。ネットワークの異常を見つけることで、侵害を数日で検出できるよ
うになります。

しかし、コネクテッド エクスペリエンスを提供するには、ネットワークとその管理方法を再検
討する必要があります。組織には、ワイヤレスネットワーク、WAN、キャンパスネットワーク以
外にもデータセンターやクラウドのネットワークがあります。さまざまなリソースを管理してい
る IT 部門のようにこれらのネットワークを個別に管理するのではなく、エンドツーエンドのネッ
トワークを単一のエンティティとして扱う必要があります。それはなぜでしょうか。ユーザがア
プリケーションにアクセスする際、クラウド、Wi-Fi、データセンター、キャンパスを通過する可
能性があるためです。これがコネクテッド エクスペリエンスの実態です。パフォーマンスや可用
性の問題は、これらのドメインのどこで発生するかわかりません。そのため、エンドツーエンド
で把握することが、問題の原因をすばやく特定するために有効です。

さまざまなドメインにまたがるネットワークを単一のエンティティとして扱うことの最大の利
点の 1 つは、データを集約して AI を活用すれば重要な洞察を導き出させるということです。デー
タサイエンスの世界では、優れた洞察は優れたデータによって導き出されると言われています。
ただし、逆もまたしかりです。データの質が低いと質の低い洞察しか得られません。また、デー
タが不十分だと断片的な洞察しか得られないため手動で関連付けなければなりません。AI を
ネットワークデータに活用するには、ネットワークを単一のエンティティとして管理する必要が
あります。

洞察を導き出させるようになったら、次にプロセスを自動化してネットワークを短時間で管理
できるようにします。ZK Research の調査によると、企業がネットワーク全体を変更するのに平
均 4 ヵ月かかっています。これはデジタルビジネスにとっては遅すぎます。自動化することでわ
ずか数分に短縮され、最終的には自律的に稼働するインテントベースのネットワークが自らセ
キュリティを確保するようになります。

ビジネスリーダーと IT リーダーは、ネットワークが競争優位性を生み出す戦略的リソースで
あると考える必要があります。そのためには、すべてのドメインをカバーした単一のエンティティ
としてネットワークを保護 / 管理しなければなりません。これが、コネクテッド エクスペリエン
スを実現する唯一の方法です。

IT リーダーとビジネスリーダーは、インフラストラクチャの導入方法を再検討する必要があ
ります。組織のリーダーがデジタル トランスフォーメーションを進める際には、次のことを考慮す
べきです。
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エクスペリエンスの向上とセキュリティの確保にネットワークを活用する：現在の私たちは
すべてが接続された世界で暮らしていて、ネットワークの役割が変化しています。ビジネス
リーダーは、ネットワークを活用することでアプリケーション エクスペリエンスをモニタし
て最適化し、企業や従業員を保護するために必要なレベルのセキュリティを確保しなけれ
ばなりません。

ベンダーにシンプルさを求める： 導入と管理が簡単なテクノロジーを構築することは、複雑な
テクノロジーを構築するよりはるかに困難です。ベンダーは、基盤となるソリューションの
複雑さがユーザの目に触れないように、ソリューションをシンプルにする必要があります。
それをしないベンダーは、自らの困難な作業を顧客に負担させているということです。 
IT 部門の意思決定者は、多くの手作業が必要なソリューションを受け入れてはなりません。

従業員および顧客のエクスペリエンスを重視する：カスタマーエクスペリエンスは、今やあ
らゆる業界のほぼすべての企業にとって、ブランドを差別化する最も大きな要因となって
います。ただし、市場でトップクラスのカスタマーエクスペリエンスは、コンタクトセンター
の担当者だけでは提供できません。顧客に接するすべての従業員が最新のコンタクトセン
ターツールとコラボレーションツールを活用して、必要なときに適切な情報にアクセスでき
る必要があります。

セクション IV：シスコが提供するコネクテッド エクスペリエンス 

シスコは、ネットワーキング、セキュリティ、コラボレーションをはじめとした多くのテクノロジー
で市場をリードしています。そのため、多くの顧客が特定のビジネス成果を得るべくシスコから
複数の製品を購入しています。たとえば、ユーザが在宅勤務できるようにするためには、VPN 
用に Cisco AnyConnect、コラボレーション用に Webex、ネットワーク接続用に SD-WAN などの製
品が必要です。

単一のベンダーから複数の製品を調達できるという利点はありますが、すべての部品を正しく
組み立ててユーザエクスペリエンスを最適化するのは、多くの場合複雑な作業になります。正しく
組み立てられないと、ユーザの不満、ヘルプデスクへの大量の問い合わせ、IT 部門が問題のト
ラブルシューティングに費やす時間の大幅な増加につながります。この問題に対処するために、
シスコは Connected Experiences ソフトウェアを開発しました。このソフトウェアは、複数のサイロ
にまたがるテクノロジーを簡単に導入できるように設計されています。Connected Experiences ソフ
トウェアはシスコの全製品ラインのテクノロジーを活用しますが、自動的に連携されるため、す
ぐに利用できます。

たとえば、リモートで業務することなどかつては例外でしたが、現在では標準になり、今後
も続くでしょう。ZK Research は、CIO とのインタビューから、コロナ禍が収束した後もテレワー
クが 30% 増加した状態が続くと予測しています。そのため企業は、従業員の約 20% がリモート
アクセスする状態から、会社全体でアクセスできるように拡張する必要があります。ただし、 
簡単にリモート接続できるような「便利なボタン」はありません。IT 部門はいくつかの問題に 
対処する必要があります。たとえば、部外者によってオンラインミーティングがハイジャック 
されたことがニュースになり、セキュリティに関する認識がさらに高まったことなどがあります。 
リモート接続のプロセスを簡単にするために、シスコはリモートアクセスに関連した Connected 
Experience ソフトウェアを開発しました。
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図 4 は、ユーザが自宅で作業できるようにするためのシスコの全製品の範囲を示していま
す。シスコは、Webex、Duo、AMP for Endpoints などの製品を個別に調達しなくてもすむよう
にプロセスを効率化し、大規模な導入に必要な反復タスクをすべて自動化しました。

IT プロセスを大幅にシンプルにすることで、Cisco Connected Experiences は現在の業界トレン
ドに対応しています。ZK Research 2020 Network Purchase Intention Study では、組織の IT 予算の 

74% が現状維持に充てられていて、イノベーションのために残されているのはわずか 26% で
あることがわかっています。Cisco Connected Experiences ソフトウェアにより運用とサポートが
大幅にシンプルになり、企業はその分イノベーションとデジタル トランスフォーメーションの
推進に予算を充てられます。

ZK Research: A Division of Kerravala Consulting © 2020 ZK Research 
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また、Cisco Connected Experiences の自動化機能によりすべてのコンポーネントがすぐに連携
できます。そのため、サービスが最適に機能するようにこれまで数週間から数ヵ月かけて調整
していた作業が不要になります。Cisco Connected Experiences のターンキー機能により、個別の
製品を連携させる際の問題が解消されます。これらの問題は、従業員と顧客両方のユーザエク
スペリエンスに大きな影響を与える可能性があるため、企業にとっても重大な問題になりえます。

セクション V：まとめ 

デジタル トランスフォーメーションは、この 5 年間でビジネスの進化を推進する大きな原動
力となっています。コロナ禍によりデジタル化の取り組みが進み、テレワークが急増する中、 
企業は従業員の生産性とカスタマーエクスペリエンスを最高レベルに維持しようとしています。
その結果、企業は、リモートアクセス、ワイヤレスネットワーク、SD-WAN、IoT など、さまざま
な新しいテクノロジーを導入しています。

これらの新しいテクノロジーによってビジネスに新たな機能がもたらされ、イノベーションが
促進されていますが、IT プロフェッショナルにとっては、これまで以上に複雑さが増しています。
企業がデジタルテクノロジーの力を最大限に活用するには、IT システムの導入、管理、運用を
シンプルにする必要があります。

シスコの Connected Experiences ソリューションは、ベンダーの幅広い製品ポートフォリオと企
業のインフラストラクチャを組み合わせて、従業員が簡単 / 迅速に接続できるようにするもの
です。また、オープンなアーキテクチャと統合セキュリティ機能によって組織と従業員を保護し、
可視化、分析、アクションというクローズドループのプロセスを自動化します。

IT リーダーとビジネスリーダーは、インフラストラクチャの導入方法を見直し、シスコの 
Connected Experiences などのターンキーソリューションを検討して、デジタル化の機会を最大限
に活用する必要があります。
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