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依然として不透明な状況が続く日本経済
新たな成長戦略がこれまでにも増して強く問われる

─謝敷　日本経済は全般に回復過程にあると言われます
が、止まらない円高や電力不足など、依然として不透明な状
況が続いています。国内市場が伸び悩むなか、経営者は新た
な戦略を打ち出さないと「生き残れない」と感じており、多く
のCIO（最高情報責任者）の方々には、自社が成長するための
手立てを打つというミッションが与えられているでしょう。厳
しい経済環境の中で新たな「成長戦略」を作り、それにITを
どう生かすのかが、これまでにも増して強く問われています。
─桔梗原　企業が新たな成長に向けて、これまで以上に
ITを活用する必要があるという点は同感です。リーマンショッ
クは4年も前の出来事です。さすがに今は回復過程に入って
いるものの、成長期に入ったわけでもない。企業は明確な戦
略を打ち出さないと、業績を立て直せません。
　では、どのようにITを活用したらよいでしょうか。一つは

新規事業の立ち上げです。実は、当社が今年4月に発行した
『リーン・スタートアップ』という書籍が非常に売れています。
トヨタ自動車の生産方式を米国の研究者が体系化した「リー
ン生産方式」を、新規事業の立ち上げに適用する方法を解説
したものです。
　この書籍の著者は起業家の立場でその方法をまとめてい
ますが、既存の企業や組織で新しい事業を立ち上げる人に
も役立ちます。ポイントの一つは、新規事業のカギとなるシス
テムを、クラウドサービスを活用して構築することです。クラ
ウドによって事業の基盤となるシステムを素早く稼働させる
ことで、PDCAサイクルを短期間で回し、成長戦略を効率的
に推進します。
　ここではクラウドを取り上げましたが、最近は企業の成長
戦略に大きなインパクトを与える可能性を持ったITの技術革
新が続 と々生まれています。例えば、スマートフォンやタブレッ
ト端末といった「スマートデバイス」の活用が急速に進んでい

クラウド・コンピューティング、スマートデバイス、ビッグデータなど、新しいITが続 と々実際に活用されて
きている。企業はこれらにどう取り組み、新たな成長戦略を加速するべきか。日経BP社のコンピュータ・
ネットワーク局長として九つのIT関連雑誌・Webサイトを統括する桔梗原富夫氏と、新日鉄ソリューショ
ンズ 代表取締役社長の謝敷宗敬が語り合った。（文中敬称略）

謝敷 宗敬
新日鉄ソリューションズ株式会社
代表取締役社長

桔梗原 富夫氏
日経BP社
執行役員 技術情報グループ統括 兼
コンピュータ・ネットワーク局長

新時代のITと企業戦略
〜技術革新で加速する新たな成長戦略〜
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ます。大容量かつ構造化されていないデータを取り扱う「ビッ
グデータ」という技術の適用も始まりました。これらの最新情
報は当社のIT総合情報誌『日経コンピュータ』で特集として
たびたび掲載しています。
─謝敷　確かに、業務アプリケーションをクラウドサービス
として提供するSaaS（ソフトウエアアズアサービス）はメ
ニューがそろってきました。これから事業を立ち上げようと
するベンチャーだけでなく、一般の企業が業務で十分使える
サービスが増えています。
　当社の子会社であるエヌシーアイ総合システムでもワーク
フローパッケージを、米グーグルのクラウドプラットフォーム

（Google App Engine）上でサービスとして提供していますが、
立ち上げ1年で6社1万ユーザーに使っていただく見通しとなっ
ています。また、当社の電子契約サービスも大手百貨店様に
採用いただくなどユーザーが増えています。お客様は短期導
入や拡張性の高さといったSaaSのメリットを評価され、業務
システムの中に組み込んで使用しておられます。
　グーグルがクラウド・コンピューティングを2006年に提唱

したときは、技術的な側面が大きかったと思います。しかし
今では技術戦略の段階から、経営戦略にどのように組み込む
のかを競う段階に入りました。

クラウドが企業戦略に与える影響は大きい
短期間で事業環境の変化に追随可能になる

─桔梗原　クラウドの経営的な位置付けの変化は劇的で
す。最近は多くの経営者が、クラウドが企業戦略に与える影
響の大きさを認識していますが、以前はコスト削減のために
クラウドを導入するケースがほとんどでした。経営者の方々
も「クラウドはコスト削減に効果があるらしい。ウチはやって
いないのか」─そういう言い方をCIOやIT部門の担当者な
どにしていたと思います。それがすっかり変わりました。
　クラウドが企業戦略に大きな影響を与えるようになった理
由の一つは、短期間で事業環境の変化に追随できることです。
これまでは新しい経営戦略を策定しても、システム構築に大
きな初期投資や長い構築期間が必要になり、ライバルの動き
や市場の変化に後れをとる場合がありました。クラウドによっ
てその課題が解決します。
　スマートデバイスやビッグデータもクラウドと同じような過
程をたどり、企業の成長戦略を大きく加速する力を持つ可能
性があります。
　スマートデバイスは、メールやグループウエアのような情報
共有ツールの端末として利用が始まったところですが、先進
的な企業では基幹業務システムの端末として活用されていま
す。社外営業活動の改革、顧客との対面のマーケティングの
活性化などを実現しており、企業の成長戦略を担い始めてい
ると言ってよいでしょう。
　ビッグデータは現在、コンセプトやキーワードが先行してい
る段階ですが、これから具体的な成果が出ると感じています。
米国に数千万人規模の読者データベースを構築して多様な
属性情報を記録している出版社があります。住所や氏名だけ
でなく、年齢、趣味、購買行動の履歴などをデータベースに記
録しており、例えば特定のメーカーの自動車を買った人の傾
向を調べることができます。それによってその会社は、他社
のマーケティング活動の支援を行う、出版社とは違う業態へ
転換することで急成長しています。
─謝敷　スマートデバイスやビッグデータは、クラウドと表
裏一体の関係にあります。企業がスマートデバイスの活用を
進めている背景には、スマートデバイスは個人で使って便利
だということで、企業システムでも使いたいというニーズがあ
ります。そのニーズを企業システムのクラウド化が具体化す
るという関係です。

　企業は今、セキュリティ強化や在宅勤務の推進などのため、
デスクトップの仮想化技術をベースにしたDaaSの導入を進
めています。多くの企業は、情報管理の厳格さを重視して自
社のプライベートクラウドとしてDaaSを導入していますが、
このDaaSが軸になってデスクトップPCでも、スマートデバイ
スでも業務を行える発展形のシステムがどんどん実現してい
ます。
　当社では、既に端末台数が3500台に上るDaaSをお客様に
提供しておりますが、DaaSの端末にバーコードリーダーを付
けて商品データの読み取りに使ったり、スマートデバイスを
DaaSの端末として活用したりするなど、多様な利用方法を実
現しています。
　このお客様のDaaSのITインフラは、当社のクラウドサービ
スである「absonne（アブソンヌ）」であることから、セキュリティ
などの要件を満足しながら、お客様のニーズに柔軟に対応す
ることができました。また、スマートデバイス上のアプリケー
ション開発を効率化するため、当社の開発フレームワークを

「hifive」という名称でOSS（オープンソースソフトウエア）化し
ています。OSSコミュニティの力によって、一層便利な開発フ
レームワーク・ツールになっていくことを期待しております。

IT投資全般の状況は引き続き厳しい
目的の区分けをさらに厳格に行うべき

─桔梗原　新規事業の立
ち上げにITを活用する必要
性が高まる一方で、IT投資全
般については、引き続き厳し
い状況が続いています。その
対策として、成長のために取
り組むべきもの、コスト削減
のために取り組むべきもの、
それぞれの区分けをさらに厳
格に行うことが不可欠になっ
てきました。言い尽くされた
ことですが、コアの部分とノ
ンコアの部分をはっきりさせ
て、コアの部分へ戦略的にリ
ソースを割り当てる必要があ
ります。
　例えば、事業の成長に寄与
するアプリケーションの開発
にリソースを振り分け、ITイ
ンフラの運用については社外

リソースの活用を検討する方法があり得ます。ITインフラの
運用を外部委託し、ガバナンスをきちんと行うことで運用の
信頼性をコントロールする─具体的にはSLA（サービスレ
ベルアグリーメント）やKPI（重要業績評価指標）を定め、目標
と実績を報告会で徹底的にフォローし、PDCAサイクルを回
すことで、安定運用を実現していくのです。
─謝敷　おっしゃるようにリーマンショック以降、ITコスト
の削減はCIOに課せられた継続的な命題です。成長戦略に
投資することの重要性は分かっていますが、既存システムを
安定運用する必要もあります。既存システムに大きなトラブ
ルが起きれば、経営的に打撃になる場合も少なくありません。
成長も安定運用も両方重要だと経営者は言うでしょう。投資
額が限られている中で、どうしたらいいか、CIOとしては悩ま
しいところです。
　当社は、お客様がこれまでコスト削減のために導入した「プ
ライベートクラウド」は見直しが必要になると考えています。
ここでいうプライベートクラウドは、自社のITインフラを仮想
化して、運用を自前で行っている「社内クラウド」を指します。
　企業はこれまで、自社システムのITインフラを仮想化技術
によって統合し、プライベートクラウドを構築することによっ
て、システム資産の効率化を進め、大幅なコストダウンを実現
してきました。
　しかし、運用が本格化することで新たな課題が生まれてい

桔梗原 富夫氏
1987年、SIベンダーを経て日経BP社に入社。日経コンピュータの記者・
副編集長として、ITベンダーの戦略からユーザーのIT利活用までをカ
バーする。2003年、日経ソリューションビジネス編集長。2006年、日
経コンピュータ編集長。2010年からコンピュータ・ネットワーク局長
として『日経コンピュータ』『ITpro』など九つのIT関連媒体を統括する。

謝敷 宗敬
1977年、新日本製鐵株式会社入社。1987年、米コーネル大学 経営管理学 修士課程修了（MBA）。同年、新日鉄エ
レクトロニクス・情報通信事業本部企画調整部。2001年、新日鉄ソリューションズ 金融ソリューション第一事業
部長。2005年、取締役企画部長、総務部長。2009年、常務取締役。2012年4月、新日鉄ソリューションズ代表取
締役社長に就任。
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ます。仮想化技術によって複雑化したプライベートクラウド
の運用は、予想以上に難しいのです。
─桔梗原　プライベートクラウドはインフラの更新も定期
的に必要になります。まだ多くないかもしれませんが、来年
から再来年には初期のプライベートクラウドのインフラが更
新時期を迎えます。そのときは、プライベートクラウドをもう
一度新しく作るのかどうかについて、適切な判断をしなけれ
ばなりません。
─謝敷　人材面からもプライベートクラウドにリソースを
投入するかどうかを考えるべきです。どの企業も優秀なIT
人材が希少になるなか、自社でどのような人材を育て、どの
仕事に投入するのかを戦略的に決める必要があります。
　現在はどの企業でも、成長に向けたビジネスイノベーショ
ンの構想を練る、新しいアプリケーションを開発するといった
ことが優先テーマではないでしょうか。CIOには、そうしたこ
とを実行できる、実力のあるIT人材を育てられるのかどうか
が問われています。
─桔梗原　人材面以外にも、BCM（事業継続マネジメン
ト）、電力・エネルギー・環境問題、コストなどさまざまな要因
を基に、最も良い投資とは何かを判断すべき時代が既に来て
います。自社サイトを使うのか、先端的なデータセンターへア
ウトソースするのか─。いずれを選択するかが経営課題と
しても最重要になっていると思います。

─謝敷　「クラウド（雲）」と
いうのはよく考えられた表現
だと思います。「雲」は常に動
いて形を成しています。いっ
たんプライベートクラウドと
いう統合インフラを作っても、
さまざまなニーズに対応して
動いていくクラウドであり続
けることは容易ではありませ
ん。しかし、当社は「メンバー
シップクラウド」というコンセ
プトを基に、50社以上のクラ
ウド（ 統 合 イン フ ラ ）を
absonneで提供しています。
　多数のクラウドを構築・運
用する経験の蓄積と、運用面
の集約効果を考えると、プラ
イベートクラウドと、absonne
のようなメンバーシップクラ
ウドの競争力の差は時がた

つにつれ、大きくなるでしょう。データセンターのファシリティ
の差も考えれば、すべてのインフラをその運用を含めて外部
委託し、ユーザーはガバナンスをしっかり行うという方法も、
CIOとして経営の負託に応える選択肢ではないかと思います。
　当社はこの5月に、第5データセンターという最先端のデー
タセンターを開設いたしましたが、お客様のオンサイトにある
すべてのITインフラを調査分析し、クラウドと固有インフラに
分けて、一括して第5データセンターに移す計画を実行中で
す。最先端の第5データセンターとDR（災害復旧）サイトの組
み合わせ、クラウドと固有インフラの包括運用により、BCM、
コストダウン、運用安定化、環境対応という四つのニーズにお
応えします。

成長戦略加速へグローバル展開が改めて重要に
ITサービス業界には高度な支援が求められる

─桔梗原　新たな成長戦略を加速するには、新規事業の
開発とともに、事業のグローバル展開が改めて重要になって
います。これまで以上に多くの日本企業が海外進出を急ピッ
チで進めていますが、日本のITサービス業界はグローバル展
開が遅れていると感じています。課題は二つあります。一つ
はグローバルSCM（サプライチェーンマネジメント）への対応
で、もう一つは事業の現地化への対応です。
─謝敷　国内市場は全般に縮小しており、為替相場は円高

傾向が続いています。これに電力供給問題が追い打ちをか
けました。企業の投資は今、市場と低コスト生産拠点を求め、
着 と々海外へシフトしています。
　グローバルSCMへの対応については、これまでにない難し
さがあります。従来は、中国市場向け製品を中国の生産拠点
で作るといったシンプルな物の流れでした。それに対して、
現在のグローバル展開では、米国工場で作った製品を中国や
アジアに輸出する─しかも市場動向や為替レート、供給障
害などによってダイナミックに生産拠点を変えるというサプ
ライチェーンに移行しつつあります。
　このため、グローバルなロジスティクスのより高度な最適化
が不可欠になってきました。今までのSCMとは全く変わって、
製品や部品の生産・輸送の最適点を、さまざまなパラメータ
の変化に応じてシミュレーションし、動的に求める必要があ
ります。
　システムの企画・要件定義も難しくなります。業務を理解
して、システムの企画・要件定義を行うところに、相当優秀な
人材を投入することが不可欠です。
─桔梗原　グローバルSCMのような、高度な業務に用いる
システムの構築では、IT部門にも業務上の課題を発見・解決
する力が求められます。御社のようにシステム開発を行うIT
サービス事業者もそうしたIT部門の活動を支援するパート
ナーとしてのスキルが求められるでしょう。ITの知識に加え
てグローバルな業務の経験や知識が問われます。
─謝敷　グローバルな業務の経験や知識については、当社
も人材を強化しているところです。業務は、本来は一番おも
しろいところです。グローバルSCMの業務課題は、各国の規
制や税制などを含めて解かなければならない。複雑ですが、
それができる会社とできない会社とでは、圧倒的な差がつい
てしまう時代です。しかし業務とITの両方が分かる人材が
増えれば、企画段階の工期が短縮され、開発するシステムの
品質も高まります。

アジア太平洋地域での日本企業の現地化に対応
アプリケーション開発を現地で行うことも視野に

─桔梗原　日本企業の現地化への対応はどうでしょうか？
一般の日本企業が海外へ進出しているほどには、日本のIT
サービス事業者は海外へ進出していないと感じます。日本企
業は生産拠点や市場を求めて海外へ乗り出し、IT部門もそ
れに従って現地へ進出しました。一方、日本のITサービス事
業者はリスクをとることに慎重なのか、その動きにあまり呼
応していません。
─謝敷　当社については、2002年に中国・上海で新日鉄

軟件（上海）有限公司を設立するなど、早くから取り組んでい
ます。中国市場の成長に従い、新日鉄軟件も事業を拡大して
います。
　さらに、2011年末には、アジア太平洋地域への事業展開を
図るべく、シンガポールに現地法人「NS Solutions Asia 
Pacific」を設立しました。このシンガポール現地法人では、ア
セアン（東南アジア諸国連合）諸国全域をカバーします。
　アセアン諸国では所得水準向上に伴い、日本企業が急速に
日本のサービスモデルを現地で展開するようになっています。
それにあわせて、当社もお客様から現地の事業活動に対応し
たシステム化の支援を相談される機会が増えています。当社
はシンガポールの現地法人を拠点として、このようなお客様
のニーズに応えていくとともに、アプリケーションの開発を中
国やアセアン諸国の現地で行うことも視野に入れて事業を展
開していきます。
─桔梗原　御社は、システム開発はもちろん、シンガポー
ルの通信環境を活用したクラウドなどのソリューションを提
供されるということで、期待したいと思います。
─謝敷　当社は、これからも時代の流れの先をとらえて事
業を展開していきます。本日はどうもありがとうございました。


