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• クラウドは、IT サービスの消費のされかたの根本に大きく影響してきました。しか
し、変化はまだ始まったばかりです。 

• 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）にかかっているかもしれません。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。 

• クラウドの主要なデリバリ システムとしての価値は、この新たな The Internet of 

Everything（IoE）の経済にもおよび、人、プロセス、データ、モノをつないでいきま
す。そして、各組織が激変の時代において価値を獲得できるかどうかは、そのク
ラウドへの対応力にかかっているのです。 

 

 

• 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。 

• モバイル テクノロジーや BYOD（個人所有デバイスの持ち込み）のトレンドによ
り、現在ではこの数が 100 億近くまで増加し、The Internet of Things（IoT）の時
代が到来しました。 

• 次に訪れる大きな変革では、The Internet of Everything（IoE）により 2020 年ま
でに 500 億の接続が見込まれています。クラウドはこの変革の柱の 1 つです。 

• シスコは IoE を、人、プロセス、データ、モノをひとまとめにし、これまで以上に密
接で価値のあるネットワークを作ること、と定義しています。企業や個人や国の利
益のために、情報を、新しい能力、豊かな体験、類のないビジネス チャンスを生
み出すアクションへと転換するのです。 

 

 

 



• 「クラウドが IT 消費モデルにもたらす影響」の調査では、LOB による IT サービ
スの計画、資金調達、調達、運用、管理のやりかたに影響する劇的な変革につ
いて検討しています。 

• 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）は新たな IT 部門形態への移行
の一例です。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 に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。 

• 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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• シスコと Intel による 「IT 消費モデル Horizons 調査」 では、米国、英国、カナダ、
ドイツ、ロシア、インド、ブラジル、中国、メキシコの 9 ヵ国の 18 業界にわたる、
4,226 人の IT リーダーを調査対象としました。調査は 2013 年 3 月と 4 月に実
施されました。 
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• 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、すでに回答者の
全 IT 関連出費の大きな部分を占めていて、その割合は 23 パーセントでした。3 

年以内にこの値は 27 パーセントに達すると予想されています。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。 

 



• IT リーダーのクラウドに対する熱意は新興市場で高くなっています。 

• 調査対象の中の新興経済圏（ブラジル、中国、インド）はクラウドに対して積極的
であり、組織への有効性にかなり期待しています。これら地域ではクラウドが変
革の可能性を持つと考えられ、多額の投資がなされています。これら新興経済圏
では第 1 のクラウド推進理由はビジネスの生産性向上です。これに対して先進
経済圏では、クラウドは主にコスト削減の手段と見なされています。 

• コストの削減の重要性は以下において際立って高く評価されています。 

• アジアと中南米よりも欧州と北米 

• （先進経済圏において） 

• 5,000 社余りの企業 

• 新興経済圏 – 第 1 の推進要因は企業のビジネスの生産性の向上 

 

 

 



• クラウドの主要な阻害要因として、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、これは驚くに値
しないでしょう。そしてこの阻害要因は地理的相違や業種によらず存在します。しかしクラウドの認知
のされかたには興味深い二面性があります。つまりクラウドによりセキュリティが向上するという考え
方も同時に存在します。確かに、サードパーティのソリューションが組織の LOB 側で大量に採用され
るなか、IT 部門にとって、クラウドのセキュリティは頭痛の種でしょう。しかしクラウドにはセキュリティ
に関する独自の対応手段があります。ポリシーの自動適用がそのひとつであり、その他の次世代機
能も利用できるようになっています。 

• 第 2 にあげられる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。 

• 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。外部システムとレガシー システムのパッチワークのような接続が増加すると、必然的に問題が生
じ、それを解決し安定を保つ任務が IT 部門に課せられます。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。 

 

• 中南米では他の地域と比べてセキュリティへの懸念が少ないようです。 

• 2 と 3 はアジア太平洋地域で際立って高くなっています。 

• セキュリティとプライバシーに関する懸念：先進地域の 50% の回答者、新興地域の 42% の回答者 

 

 

 



• すでに発生している問題や発生が懸念される問題にもかかわらず、回答者は既
存のクラウド プロバイダーに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。 



• ビッグデータの分析はクラウドの重要な用途であり、よりよい知見と競争優位性
に資するものです。回答者の 33 パーセントが 2016 年にはクラウドベースの業
務量のトップ 3 にビッグデータが入ると予想しています。 



• 今回の調査では IT ライフサイクルの主要段階（計画、調達、導入、運用、ガバナ
ンス）でのクラウドの影響に焦点を当てました。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して、LOB の影響力が増していることです。このこと
は、クラウドがもたらすより分散された資金調達環境により、過去数十年の IT の
伝統からの脱却が始まっていることを意味しています。 

 



• 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。このことは、クラウドがもたらすより分散された資金調達環境によって生じ
る、過去数十年にわたる IT の伝統からのパラダイム シフトと言えます。 

• しかし、回答者は、IT 部門は新たな重要役割を担うようになると考えています。回
答者の 76 パーセントが、このことによりクラウド サービスの「ブローカー」または
仲介者としての役割が生じ、LOB のために内部クラウドと外部クラウドに関する
計画と調達を調整することになると考えています。 

• また 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。 

 

 

 



• 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 1 つの事項にも関係
します。それは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 購入の判断に影響すると考えていま
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、機能、リリース予定日が企業の購入判断に影響します。 

• 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。 

• 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。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
クは業務への IT 導入の阻害要素として働きます。つまりこれは IT のインパクトに
対するブレーキの役割を果たすのです。 

 



IT ライフサイクルの全段階において、事業部門（LOB）の影響力が増大すると予測
されます。その結果、IT 組織は、広範囲にわたる組織のセキュリティ問題とテクニカ
ル サポートに取り組むことになり、業務が複雑になります。 

 

IT 資金全体の 44% は、すでに LOB により負担されています。これには直接的な
支払いと IT 部門のチャージバックが含まれます。 

 回答者の 69% は購入権限が LOB に移行しつつあると考えています。 

ライフサイクルのすべての段階における LOB の影響力の高まりを踏まえ、IT 部門
は、その戦略を再検討しなくてはなりません。LOB は、もはや単なる購買センターで
はありません。計画やガバナンスなどの分野にも、明らかに進出しつつあり、IT 部
門はこれらの部門と、これまでになく深いレベルで協力する必要が生じるでしょう。 

 



• IT 調達段階から開発段階に移ると自動化が重要になりますが、統合が主要な課
題として立ちはだかります。 

• 回答者の 79 パーセントは、IT が自動化とセルフサービス モデルの方向に向かっ
ていると考えています。 

• 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。 

• また 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統合さ
れているため、困難を予想しています。 



• 運用段階では、クラウドの利点は膨大な 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。 

• 第 1 の利点として回答者が示したのは、より多くの共有サービスの使用による効
率化です。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。 

• 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。 



• 回答者全体の大部分（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。 

• 特に、回答者はリスク管理を ガバナンスにおいてクラウドにより最も影響を受ける
分野であると見ています。 
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• 基幹業務（LOB）は IT 部門の従来の監督から解放されたいと願っていますが、
また同時に成功へ向けてサポートするという IT 部門の任務が継続されることも
期待しています。調査により、LOB が IT の自由な使用を求める 2 つの主要な
理由が明らかになりました。 

• 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ます（全体の 

82 パーセント）。またビジネス ユーザはますます IT サービスを「セルフサービ
ス」ビジネス アプリケーション モデルで使用したいと思うようになっています（全
体の 73 パーセント）。 

• これらの傾向はアジア太平洋地域で顕著であり 91 パーセントになっています。 

• 欧州と中南米ではビジネス ユーザに大きな自由度を許すことに対してより慎重
です。 

 



• 一方 LOB の影響力は特にパブリック クラウドで強く感じられています。回答者は
この領域で影響力が大きい分野として以下を指摘しています。 

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 

• 実際 LOB は積極的に IT ニーズの範囲を規定し、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。 



• しかし LOB が自らの需要に応えるためにクラウド サービスとビジネス アプリを
使用しようとするなかで、今回の回答者である IT 部門関係者は、自分たちが企
業内で重要な仲介者や調整者としてサービス、調達、納入を統括し、また同時に
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るとみています。実
際、回答者の 76 パーセントが、LOB に対する内外クラウド サービスのブロー
カーとしての IT 部門の役割が今後いっそう大きくなるであろうと考えています。
75 パーセントが、今後 LOB 関係者の IT 計画への関与が強くなっていくと考え
ています。 

• 事業部門によって、業務はさまざまで、そのための個別かつ多様なニーズが生じ
ています。幸か不幸かクラウドは非常に多くのアプリケーションを市場に提供して
います。ごく小さな仕事のためのアプリケーションも存在するため、アプリケーショ
ンの数だけをとっても標準化と統制に基づいた従来の IT の構築手法になじみま
せん。 

• インドでは「自主購入」が顕著に増加しているとの回答が 61% もあり際立ってい
ます。 



• 影響力を増す LOB から流れる資金が IT 出費の半分近くを占める状況のなか、
回答者は主な課題として 複雑化する IT サポートの要件、高まるコスト削減の圧
力、高まる IT 投資回収率への期待の 3 点を指摘しています。 

• 1 つの側面として、LOB による IT への出費の増加により、IT 部門による IT サー
ビスの需要予測が容易になるということがあります。IT 出費の半分を超える金額
を LOB が掌握している企業では、すでに IT 部門が LOB の需要と要件を予想し
やすくなっていると述べています。 

• 全体では回答者の 62% が 2016 年までに LOB からの IT 資金調達が増加する
とは予想していませんが、38% が増加を予想しています。 

 



• 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、
戦略に大きな影響をもたらします。IT 部門の意義と業務範囲が維持されるかどう
かの疑問も持ち上がっています。それでもシスコ/Intel の調査結果では逆の結果
が出ています。 

• 回答者によると、サードパーティによるパブリック 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。 

• 全体の 57 パーセントが IT 部門の役割と責任が増すと考えています。 

• 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、欧州と北米ではそれぞれ 50%、45% と低くなっています。地域による違いは
あるものの、IT 部門の役割が縮小すると考えているのは全般的に少数派です。 

• 先進経済圏では 30% の回答者が変化は見られないと回答しています。一方新
興経済圏ではこの値が 12% と少なくなっています。 

 



• 規模と業務範囲に関して、クラウドの時代では IT 部門が縮小し分割されるとの予
想もあります。しかし、回答者はそうは考えていません。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。このこともクラウド環境にまつわる
複雑さの増大に関係します。IT 部門が多様な事業部門の要望により動かされる
ことが多くなると、よりいっそう IT の組織化と集中化により秩序を保ち混乱を防ぐ
必要がある、と調査の回答者たちは主張しています。 

• 実際に回答者の 56 パーセントが IT 部門の集中化が進むと予想しています。ア
ジア太平洋地域ではこの数値が 79 パーセントにのぼります。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 パーセントで中南米では 69 パーセントでし
た。LOB の IT 消費が増大するなか、このこと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、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、まだ分かりません。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。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。 



• CIO（最高情報責任者）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、クラウド主導の環境で成功する 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と需要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。 

• 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。IT リーダーはコ
ストを圧縮し良好な ROI を維持する必要があります。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。 

• 第 3 の資質は IT に関する充実した技術的知識です。急速に前進する革新への
最新の知識を取得することに加え、IT リーダーはすべてのレガシー インフラストラ
クチャとアーキテクチャの確固とした基礎知識を備えている必要があります。この
ことにより組織全体を「導く」ことができます。 

 

26 



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る。 




