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エグゼクティブ サマリー
今日の要求の高い顧客に対応するため、企業は常に製品やサービスの変
更やアップグレードを行っています。しかし、多くの場合、基盤となる
テクノロジーは停滞したままです。企業は、その顧客および従業員との
関係を保ち続けるために、データ ストレージ ソリューションからフロ
ントフェーシングのデータ分析マネージャーまで、IT テクノロジーのス
タックを一つずつ早送りする必要があります。IT インフラの近代化に熱
心な一方で、多くのリーダーがこの変革の規模と範囲に苦闘しています。
しかし、適切な計画と調整を行うことで、企業はこれらの重要なインフ
ラの力を活用し、ビジネスの成果を加速することができます。

2018年 1月、Intel は Forrester Consulting に対し、直面する課題や実
現されたメリットなど、ITトランスフォーメーションの戦略と実施に関
する評価を委託しました。Forrester は、米国、英国、ドイツ、インド、
中国、日本の各組織の IT戦略担当者 606名を対象にオンライン調査を
実施しました。私たちは、IT の近代化の一部の側面は挑戦的で複雑であ
る一方で、企業は包括的戦略によって競争力と革新性を維持できると認
識していることに気付きました。

主な調査結果
 › 組織は、IT を変革するために多額の投資を行う意思があります。調査
対象企業の 80％ 近くが、IT イニシアチブに着手するために IT 予算を
増やす計画を立てており、従業員のイノベーションを強化するうえで
インフラの刷新が不可欠であることを認識しています。

 › しかし、IT の近代化はスタック全体を網羅しているため、企業はその
範囲、優先事項、技術的負債に苦慮しています。競合するアジェンダ
と IT トランスフォーメーションの広がりが負担となり、IT リーダー
は新しいテクノロジーを実装し、既存のシステムやプロセスに統合す
ることに苦闘しています。

 › 企業は、包括的戦略によって、組織全体で柔軟性と収益性を解き放つ
ことができると理解しています。企業は、洞察を与え、革新とビジネ
ス価値を促進する新しいツールとともに、柔軟で適応性のあるインフ
ラプラットフォームが従業員に力を与えることができると認識してい
ます。



ビジネスの成功に必要な IT トランス
フォーメーション
競争の激化によって、企業はかつてないほどの課題に直面しています。
彼らは、データを収集するだけでなく、そのデータを活用して成長し、
革新を行わなければならないことを認識しています。これらの需要の高
まりに対応するために ITインフラを根本的に変革するには、IT 戦略の
再考と最新の革新的技術への投資が必要があることも認識しています。

 › イノベーション、収益性、顧客経験は、IT トランスフォーメーション
の主要要因です。IT トランスフォーメーションに着手する主要要因と
して、調査対象企業の 52％ が「イノベーション」、46％ が「費用削減」
を挙げています（図 1 参照）。興味深いことに、調査対象者の 39％ が、
製品とサービスの革新の向上が IT インフラやプロセスの変革要因と
なっていると指摘しました。

 › コンプライアンス、コスト管理、革新する能力の改善もまた、IT トラ
ンスフォーメーションの成功を測る尺度と相関しています。企業は、
IT トランスフォーメーションの成功は、セキュリティ／コンプライア
ンスの向上、全体的な IT コスト管理の改善、革新する能力の向上、IT 
インフラ管理の改善、およびワークロード戦略のカスタマイズにおけ
る柔軟性によって測ることができると主張しています。

 › これらの目標を達成するため、企業は IT を真の意味で変革する新た
なテクノロジーに投資しなければならないことを理解しています。そ
のため、過去 12～ 24 か月間で、調査対象企業の 78％ が IT 予算を
増やしました。驚くことに、32％ は予算を 11% 以上増額していまし
た。そして、このトレンドは続きます。今後 12～ 24 か月で 80％ 以
上の企業が IT予算のさらなる増額を予想しており、46％ が、予算増
加率は 11％ を超えるだろうと回答しました（図 2 参照）。
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「あなたの会社の IT トランスフォー
メーションの主な推進要因は、次の
どれですか？」

図 1

調査対象：IT トランスフォーメーションを
担当するグローバル企業の IT マネージャー 
606 名
出 典：Intel の 委 託 を 受 け て Forrester 
Consulting が 実施した調査 (2018 年 1 月 )

52% 既存の IT 機能を改善してアジリ
ティとイノベーションを向上する

46% コスト削減

42% 顧客体験の向上

39% 製品とサービスの革新

39% 収益の増加

「過去 12～24 か月間、御社の ITイニシアチブのための予算に変化はありましたか？また、今後 12～24 か月でどのように変
化すると予想されますか？」

図 2

調査対象：IT トランスフォーメーションを担当するグローバル企業の IT マネージャー 606 名
出典：Intel の委託を受けて Forrester Consulting が 実施した調査 (2018 年 1 月 )
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広範囲に及ぶ IT トランスフォーメーショ
ンが組織に挑戦を突きつける
真の意味での変革を実現するため、IT 部門はテクノロジースタックのあら
ゆる側面を考慮する必要があります。しかし、これらのイニシアチブがカ
バーする範囲の広さゆえに、多くの企業は、新たなテクノロジーの実装だ
けでなく、その潜在能力のフル活用を行うため、適切なプロセスとスキル
の優先順位付けおよび構築に苦慮しています。

 › ほとんどの IT トランスフォーメーションはインフラスタック全体をそ
の範囲としています。調査対象企業の新しいインフラテクノロジーの実
装または実装拡張件数は平均 5.7 件でした。そして、平均でさらに 4.8 
件の異なるテクノロジーの実装またはパイロットを計画しています（図 
3 参照）。これらのイニシアチブ全体で、組織はネットワーキングとス
トレージへの投資を優先し、ハイブリッドクラウドアーキテクチャと高
度なアナリティクスの成功を解放するこれらのテクノロジーの重要性を
確認しました。ソフトウェア定義のネットワーキング・ソリューション
は、より多くのポリシーベースのオーケストレーションを実現し、ハイ
ブリッド・インフラストラクチャ環境全体でネットワーク運用を集中化
できます。一方、スケールアウトされたサービスベースのストレージ・
ソリューションは、予測不能かつ増大するデータ量をサポートするため
の柔軟性と拡張性を提供します。
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「下記のテクノロジーへの投資および／または導入計画について教えてください。」

拡張またはアップ
グレードを実施中

図 3

調査対象：IT トランスフォーメーションを担当するグローバル企業の IT マネージャー 606 名
出典：Intel の委託を受けて Forrester Consulting が 実施した調査 (2018 年 1 月 )

現在導入中、拡張やアップ
グレードはしていない

現在パイロット／
テスト中

今後 12 か月以内の
導入を計画中

ソフトウェア定義のネットワーキング・ソリューション 30% 24% 20% 16%

サーバベースのストレージ・ソリューションの拡張 25% 27% 19% 15%

コンバージド・インフラストラクチャ・システム 24% 26% 21% 13%

ネットワーク機能の仮想化 24% 24% 22% 15%

IoT アナリティクス 23% 19% 25% 18%

予測分析 21% 22% 23% 16%

基幹系のワークロード周辺で最適化される
エンジニアド・システム

23% 23% 20% 17%

自動化ソフトウェア 22% 20% 21% 15%

コンテナソリューションおよびサービス 17% 23% 22% 16%

人工知能 22% 16% 22% 20%

サーバ用に高密度に最適化されたパッケージング、
または特殊パッケージング 21% 20% 18% 17%

ハイパーコンバージド・インフラストラクチャ・システム 18% 19% 19% 20%

汎用グラフィック処理ユニット 15% 24% 17% 14%



 › しかし、ほとんどの IT 意思決定者は、新しいテクノロジーシステ
ムを既存のシステムやプロセスに統合するにあたってのトラブルを
経験しています。調査対象者の 47％ が、新しいテクノロジーの既
存システムへの統合が IT の近代化戦略を実行する上での最大の課
題だと回答しました。41％ は、予算内に収まるかどうかが最大の
懸念事項であり、IT 意思決定者の 3 分の 1 以上が、老朽化  または
時代遅れとなったインフラを原因とする課題に直面していました。

 › 同時に、意思決定者はアジェンダの競合によっても妨げられてい
ます。企業では、IT トランスフォーメーションがもたらすものに
ついて、ステークホルダーの間でしばしば認識に違いが見られま
す（図 4 参照）。この認識の不一致が、戦略と実行計画を定義する
際の重大な課題となることがあります。調査対象企業が、IT トラ
ンスフォーメーションの実行にあたり、人を中心にした課題の上
位に挙げたのは、IT とビジネスユニット間の連携不足（38％）と
適切なスキルの不足（38％）でした。プロセスに関しては、39％ 
の企業が、最大の課題は、主に新たなプロセスと機能の実装であっ
たと述べています。プロセスを再構築するための適切なスキルや
能力がなければ、計画された無数のテクノロジーを既存のテクノ
ロジーシステムにシームレスに実装することは不可能です。

 › 企業は、データ管理と、ビジネス・イニシアチブの強化目的で使用
されるデータ量の増加に伴うネットワーキングとストレージの問
題という課題に直面しています。IT 部門のすべてのチームは、ま
すます増加するデータ量を保護し、管理するという課題に直面し
ています。これは、ストレージ関連の課題として最も回答が多かっ
たものです。データのプライバシーに次ぎ、増加するデータの量
と種類の管理も、アナリティクス関連の課題で上位を占めました。
特に、ネットワーキングチームは、データのストレージと移動の
増加による負担を感じるとともに、インフラ全体への展開でセキュ
リティ、コスト、パフォーマンスを維持するのに苦戦しています。
IT 意思決定者は、データとアナリティクスによるビジネスの進展
を可能にするため、インフラを管理する必要があることを認識し
ています。
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「IT トランスフォーメーションの成功
をどのように測定しますか？」

図 4

調査対象：IT トランスフォーメーションを
担当するグローバル企業の IT マネージャー
606名
出典：Intel の委託を受けて Forrester 
Consulting が 実施した調査 (2018 年 1 月 )
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革新能力
の向上

44%
41%
35%
41%



包括的な IT トランスフォーメーショ
ン戦略はビジネスの進展に弾みをつ
ける
包括的な IT の近代化戦略により、企業がインフラ全体で柔軟性と
適応性を発揮できるようになることで、変化する脅威や競争環境へ
の対処、革新的な製品の提供および収益性の向上を実現します。こ
の戦略には、テクノロジーへの投資だけでなく、テクノロジーを担
当する従業員への投資も含まれます。回答者の 80％ が、これらの
新しいテクノロジーをより効果的に管理および実装するには、IT 部
門織全体のスキル向上が重要であると認識しています。

 › ほとんどの企業は、ハイブリッド・クラウドが IT トランスフォー
メーションのための重要な基盤であると認識しています。クラウ
ド・リソースは、アジャイルで柔軟性に富むセキュアなインフラ
ストラクチャによって、アプリケーションのパフォーマンスを向
上させるために活用されます。調査対象企業の 95％ が、IT トラ
ンスフォーメーションの重要な要素はクラウドであると認識して
います。42％ は、アプリケーションのパフォーマンスを向上が、
クラウドに関して期待される最大のメリットであると回答してい
ます。

 › ハイブリッド・クラウド・モデルは、新しいプラットフォームの
統合を容易にするだけでなく、既存のシステムの適応性とスケー
ラビリティを向上させるソリューションと考えられています。
リーダーの 81％ が、IT 部門が IT インフラのための包括的なクラ
ウド戦略を策定して IT トランスフォーメーションを成功させる
ことが重要、または、非常に重要であると認識しています。しかし、
通常、クラウド・プラットフォームはエンタープライズ環境のご
く一部しかカバーしていません。したがって、43％ が、データ・
インサイトやアナリティクスのための、ビッグ・データ・プラッ
トフォームなどの新しいソリューションを活用できるよう、この
マルチプラットフォーム環境を管理するためのハイブリッド・ク
ラウド・インフラストラクチャを拡大、拡張、または進化させて
いると回答しました。

 1

 › スケーラブルで適応性のあるインフラストラクチャを整備するこ
とにより、企業はアナリティクスを通じてデータの力を活用する
ことができます。組織は、データからアナリティクスを通じたイ
ンサイトを取り入れることの価値を認識しています。IT リーダー
の 46％ が、アナリティクスの改善を通じたビジネス収益や収益
性の向上を期待していると答えました。これに続く回答として多
かったのが、アナリティクスを活用した情報に基づくビジネス上
の意思決定の改善（45％）、顧客体験の向上（43％）でした（図 
5 参照）。データ資産を活用するため、企業は、データ量の増加
と高度なアナリティクスをサポートできるよう、インフラシステ
ムのスケーラビリティ、相互運用性、相互接続性を高める必要が
あります。
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図 5

46% 増収と収益性改善

45% 十分な情報に基づくビジネス上の意思決定

43% 顧客体験の向上

41% 製品ライン管理の改善

39% イノベーションの改善と R＆D の強化

39% 競争における立場の向上

36% 新しい市場や販売機会を特定する能力

33% AI への準備態勢の向上

「改善されたアナリティクスにどのようなメリットを期待しますか？
または、どのようなメリットが得られましたか？」

調査対象：グローバル企業でアナリティクスソリューションに着手する IT トランス
フォーメーション担当 IT マネージャー 528 名
出典：Intel の委託を受けて Forrester Consulting が 実施した調査 (2018 年 1 月 )

46% の組織が、アナリ
ティクスの向上による
収益性の改善を期待

45% が、十分な情報に
基づくビジネス上の意
思決定を期待



主な提案
デジタル時代で成功するための変革は、既存の IT プロセスと優先事項の
近代化を必要とする、革新的なテクノロジーが推進する包括的なビジネ
ス戦略から始まります。ビジネスをサポートするため、IT 部門は新しい
サービスの開始、新規顧客へのアピール、競合他社よりも速くイノベー
ションを実現するのに役立つ新しいイニシアチブのサポートを行うこと
で、インフラ環境を変化させ、変革する必要があります。IT トランス
フォーメーションに関するインフラの意思決定者に対して Forrester が徹
底した調査を行った結果、以下の重要な推奨事項が明らかになりました。

ビジネスを中心に、全チームの優先順位と投資への見解を一つにするこ
と。IT トランスフォーメーションは企業のイノベーションをサポートし、
お客様により良いサービスを提供するための挑戦から始まります。競合
する投資と優先事項が非常に多くあるため、ビジネスリーダーと IT リー
ダーは、優先事項、イニシアチブを調整し、支援と協働の環境を育成す
るビジネス目標に合意する必要があります。

企業文化に起因する変化への抵抗を緩和し、変化を促すための経営陣か
らのサポートを確保すること。新しいテクノロジーを採用するには、各
個人が新しいスキルを習得し、新しい責任を引き受ける必要があります。
しかし、誰にとっても変化は困難です。インフラストラクチャ・チーム
が新しいモデルやプロセスを導くには、経営陣からのサポートが必要と
なります。

高度なクラウドとアナリティクス機能をサポートできる基盤テクノロ
ジーから開始すること。ソフトウェアで定義されたスケーラブルなコン
ピューティング、ストレージ、ネットワーキングは、新しいテクノロジー
の基盤となります。最初にこういったテクノロジーに投資することで、
企業のより多様なテクノロジーのテストと実装が可能になります。

データを保護し活用するためのテクノロジーに投資すること。高度なア
ナリティクスにはビジネスの成果に影響を与える最大のポテンシャルが
ありますが、ほとんどの企業では組織全体でデータにアクセスする能力
が不足しています。企業は、既存のプラットフォームだけでなく、高度
なアナリティクスのためのテクノロジーに対してもデータのアクセス可
能性を確保し、拡張および改善ができるテクノロジーに投資する必要が
あります。

新しいテクノロジーの価値を生かせるよう、スキルやプロセスの再構築
に投資すること。新しいテクノロジーも、使用する方法を知っている熟
練した従業員がいなければ、価値を失ってしまいます。処理速度が遅い、
整合性がないなどの問題があれば、迅速かつアジャイルなリソースのメ
リットが失われてしまう可能性もあります。企業は、新しいテクノロジー
がもたらすポテンシャルを十分に活用するため、再トレーニング、再ツー
リング、プロセス再構築を通じて準備を進めなければなりません。
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付録 A：調査方法
Forrester は IT トランスフォーメーションの計画と要件を評価するために、米国、英国、ドイツ、中国、日本
およびインドの IT 部門の意思決定者 606 名を対象としたインタビューを実施しました。調査の参加者には、
ネットワーク・インフラストラクチャと運用、戦略・エンタープライズアーキテクチャ、セキュリティ、ソフ
トウェア・アプリケーション、データベース管理、アプリケーション管理、ハードウェア、全般監視、プロジェ
クト管理チームの意思決定者が含まれています。今回、貴重な時間を割いて調査にご協力いただいた方々には
薄謝を送らせていただきました。調査は 2018 年 1 月に完了しました。

付録 B：調査対象者データ
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付録 C：巻末注
1 
調査対象：自社のクラウド・プラットフォームの購入／予算権限がある、または自社のクラウド・プラット
フォームに関する意思決定権を持つ／意思決定に影響力があるマネージャー以上の職階にある 515 名。出典：
Intel の委託を受けて Forrester Consulting が 実施した調査 (2017 年 5 月 )

16%従業員 20,000 名以上
23%従業員 5,000 ～ 19,999 名

45%従業員 1,000 ～ 4,999 名
17%従業員 500 ～ 999 名

15%50 億ドル超
19%10 億ドル ～ 50 億ドル

24%5 億ドル ～ 9 億 9,900 万ドル
12%4 億ドル ～ 4 億 9,900 万ドル
14%3 億ドル ～ 3 億 9,900 万ドル

7%2 億ドル ～ 2 億 9,900 万ドル
4%1 億ドル ～ 1 億 9,900 万ドル
4%100 万ドル ～ 9,900 万ドル

年間売上高（単位：米ドル）

29%マネージャー
30%ディレクター

12%バイス・プレジデント
29%最高責任者レベルの

経営幹部（CIO、CTO など）

職階

IT戦略に対する責任の法則

17%製造・材料
12%金融サービス・保険
11%テクノロジー

7%小売
7%エネルギー・公共事業・廃棄物管理
6%輸送・物流
6%通信サービス
5%ヘルスケア
5%消費財メーカー
5%企業・消費者向けサービス

3%その他 (具体的にご記入ください )
3%政府機関
3%建設
2%旅行・観光
2%電子機器
2%教育機関・非営利団体
2%化学品・金属
2%農業・食品
1%法務サービス

業種

23%
組織で IT戦略の定義、

導入、管理するための責任
を共同で負っています。 77%

組織で IT 戦略を定
義、展開、管理する
ための主な責任を
負っています。

米国 17% 英国 17%

ドイツ 17%

中国 17％
日本 16%

インド 17%

調査対象：ITトランスフォーメーションを担当するグローバル企業の ITマネージャー 606名
出典：Intel の委託を受けて Forrester Consulting が 実施した調査 (2018 年 1 月 )


