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はじめに
シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社
代表取締役社長 尾羽沢功
近年まで、仕事でPC を操作する場所はオフィスにのみ限定され、社外でPC を利用
するということはありませんでした。
しかし、現在では、仕事を行う場所「仕事場（ワー
クスペース）」は、オフィスという物理的な制約から解放され、従業員は環境の変化
への高い順応性が求められています。
現在、あらゆる産業は目まぐるしい変化に直面しており、業務をより迅速に、効率的
に、そして柔軟性をもって対応することができる IT 環境の構築が求められています。
このようなビジネス環境の変化に対応するにあたり、会社や組織には、従業員の生
産効率化を図り創造力を最大化させるツールの提供が望まれています。
また、優秀
な人材の確保、従業員の定着化、優れた人材開発のような人的戦略に成功している
組織は、規制ツールとしてテクノロジーを捉えるのではなく、業務や働き方を支援す
るツールとして利用しています。
一方、IT環境は急激に複雑化しています。
より多くの業務はクラウド利用にシフトし、
オンプレミス環境でのアプリケーション利用から SaaS (Software-as-a-Service) に
移行しています。
このような環境において、データ管理や知的財産の保護は極めて
重要になっています。
また、取り扱うデータは、ユーザー、デバイス、
コンテンツ、
アプ
リケーション、ネットワークの急増に伴い、劇的に増加していますが、そのデータを
分析し業務に反映できることで初めてデータに価値が生まれます。
従業員が、時間や場所から解放され、様々なアプリケーションやデバイスへのアク
セスを求めるようになったことで、組織は、柔軟性、生産性、そして革新性を支える新
しいセキュリティのフレームワークを提示する必要になりました。IT部門のリーダー
は、単にITサービスを提供するだけでなく、事業収益への貢献も求められます。
IT環境のクラウドへのシフトは、
ますます多様な選択肢をもたらします。イノベーシ
ョンの促進と環境変化に対応していくためには、ハイブリッドクラウド環境とマルチ
クラウド環境を慎重に調整することが要求されます。
また、サイバー攻撃は増加し、
世界中の組織を脅かし続けています。IT 部門のリーダーは、
アプリケーション、
コン
テンツ、ユーザー、そしてネットワークを保護する必要があります。
「日本におけるIT環境の複雑性について」
では、国内における職場環境、IT分野が
直面する課題、セキュリティ問題、更にクラウド化への対応を検証していきます。
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概要
今日の企業や組織のエグゼクティブは、かつてない難問に直面し
ています。組織は、事業変化への対応、生産性の向上、労働力のフ
レキシビリティを高めるため、多くのシステム、
アプリケーション、
サービスを導入しIT環境の複雑性は避けられない状況となりまし
た。
しかし、IT部門は複雑性を理解し状況を簡素化することで、働
きやすい環境を従業員に提供し、組織データや知的財産を安全
に管理することは可能となります。
本調査は、組織内で感じられる複雑性のレベルとIT環境の相関関係、事業への俊敏な
対応、デジタルへの移行、セキュリティの対応、
クラウド化への移行状況、規制要件や
データセキュリティ管理の改善への対応状況について明らかにすることを目的として
います。
また、複雑性による問題点、デジタルトランスフォーメーションの遅れ、
クラウド導入
への組織内部からの抵抗、生産性の低下についても注目しています。
これらは、
日本
の組織における問題点の一部となっています。
そして、企業および行政機関の組織が、IT環境の複雑性についてオーナーシップを持
ち、効率性と生産性の向上を目的とした柔軟性に富んだ安全なデジタルワークスペ
ースを提供できるためのインサイトや戦略を提示しています。
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複雑性による妨げ
複雑性は、事業のあらゆる場面で見られ、多くの組織では長年、
構築、増設、改善、買収によって受け継がれたシステムが使われ
ています。
また、法令遵守に関する開示義務や、顧客やパートナ
ーからの透明性の要求等、新たな規制への対応等、組織がコン
トール出来ないものから生じることもあります。
変化の速度、技術の進歩、従業員の個人デバイスやアプリケーションの持込要求等
により、組織は、今までに無いレベルで複雑性が進んでいると感じています。
この点
において、回答者の40%は、IT環境が大幅に複雑になっている、
もしくは2年前に比
べてより複雑になっていると感じています。
継続的な使用やセキュリティの確保が必要なアプリケーションの数は膨大に増えて
おり、
アジア太平洋地域における3分の1の組織が100を超えるビジネスアプリケー
ションを使用しています。
日本では、多くのビジネスアプリケーションを使用している
組織は少なく、5分の1(20%)の組織のみが100を超えるビジネスアプリケーション
を使用していると報告されています。
しかし、回答者の25%は組織内で使用されてい
るアプリケーションの数を把握しておらず、複雑性に拍車がかかっています。
日本も含め全ての調査対象国で、Windows、
ウェブ、モバイルアプリが幅広く使用さ
れています。
クラウド、オンプレミス、SaaS、それぞれの組み合わせ等、異なるソース
のアプリケーションが使用されるようになり、ITの管理はさらに複雑になっていま
す。結果として従業員にとっては、
日常の業務が煩雑になり、生産性が低下すること
が懸念されます。
日本におけるSaaSの導入率は、
アジア太平洋日本地域の平均である45%より低い
数字(24%)となっており、新しい技術とクラウド型のプログラムを受け入れることに
躊躇いを示しています。Windows(69%)、
ウェブ(38%)、モバイルアプリ(26%)の順で
導入率は下がっていますが、
この順番で市場に導入されました。
従業員はIT疲れの兆候を見せており、最悪の場合、ITシステムを意図的に迂回して個
人のアプリケーション、デバイス、各種プロセスを日々の仕事に使用し始めているこ
とが明らかになりました。半数以上(58%)の回答者が、
日常的または必要な場合に
は、個人のアプリケーションを仕事目的で使用しているという結果が出ています。
こ
のようなシャドーIT(IT部門が把握していない状況で従業員がIT活用を行うこと）は、
組織内のデータとアプリケーションの管理およびセキュリティにとって大きな不安
定要素となります。
従業員は、組織が提供する業務に適さないツールに困惑し、不満を募らせています。
一方、IT部門は多様化する従業員のニーズに合わせるべく努力もしています。
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デジタルトランスフォーメーション
複雑性という問題に直面しながらも、
アジア太平洋日本地域で
は、ビジネス変革に必要な高度なITデジタルトランスフォーメーシ
ョンを促進しています。
調査対象の約4分の3の組織(73%)が何らかの形でデジタル化を取り入れています。
また、回答者のうち、51%が1年以内により高度なデジタルトランスフォーメーション
をより早く活用したい、
と望んでいます。
デジタルトランスフォーメーションを実施する理由は、組織外部の要因に比べて、事業
のプロセス改善を目指す等、事業に重きを置いたものが主となります。本調査結果に
よると、
日本の組織は主に次の効果を求めています。
1. コストの削減
2. 生産性の向上
3. ビジネス敏捷性の向上
デジタルトランスフォーメーションは常に進化していきます。本調査結果によると、デ
ジタルトランスフォーメーションの主な障壁は以下の3点です。
1. 柔軟性の無いIT文化とワークフロー
2. 予算不足
3. テクノロジーの欠如
複雑性を軽減するよう設計されたデジタルトランスフォーメーションは、従業員の生
産性の向上に繋がるのみならず、セキュリティと透明性の改善についても繋がります。
これは様々な法律や規制に準拠するコンプライアンスの面でも役立ちます。
組織は、最終的には複雑性を管理・低減するという、長期的視点に立ったデジタルト
ランスフォーメーションに取り組む必要があります。従業員にとっては使い勝手がよ
く、IT部門にとっては一元的かつシンプルに管理ができ、安全で統一されたデジタル
ワークスペースを提供することが重要です。
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セキュリティの懸念
セキュリティ問題は日本の組織にとって、今後も重要な課題とな
ります。広く認識されていることですが、分散化された労働力や
コネクテッド技術の対応に苦慮する中、セキュリティは組織にと
って非常に重要な懸念事項です。
EU一般データ保護規則 (GDPR) やこれに関する罰則等、
より厳しい個人情報および
データの保護規則の導入により、セキュリティ管理を怠った組織に対する評判や財
務的な影響は今まで以上に大きくなっています。
多くの国で情報保護に関する規制が義務付けられている中、
アジア太平洋地域の4
分の3(73%)の回答者が、個人情報保護に関する政策や法律への対応能力に疑問を
抱いています。
日本も61%と、それに近い数値を表しています。
組織は事業の俊敏性と競争力を高めるために、
クラウドテクノロジーやデジタルト
ランスフォーメーションを加速させますが、それに伴い現実に起こりうる脅威や流出
に対処しなければなりません。
デバイスやネットワークが多様に広がる中、誰が、
どこで、
どのように組織内にある
データやアプリケーションにアクセスしたかを見極めるのは、
ますます困難になって
います。組織は、
アプリケーション、
データ、および作業の場所に関わらず、
インフラス
トラクチャー全体を視野に入れて、
「人」中心のセキュリティ管理に取り組む必要が
あります。
注目すべき点として、回答者の4分の1以上(28%)がデータ流出に対する個人情報保
護に関する政策と法律に対応できるかを把握していませんでした。データの統合、
保管、
アクセスの問題に迅速に対応が出来ない場合、罰金を科される等の問題に発
展します。
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クラウドの兆し
クラウドの準備と導入については、
アジア太平洋地域のみなら
ず世界的にも注目されています。テクノロジーの進歩と設備投資
の削減、安定した運用維持に投資することは、イノベーションと
プロセスを改善するために重要な投資につながります。
クラウド
テクノロジーの利点は十分に理解されていますが、データ主権、
セキュリティ、
アクセス制御に関する事項は、引き続き会社や組
織の取締役会において議論段階にあります。
今回の調査では、回答者の60%が、Salesforce、Office365、Workday等のベンダー
が提供するSaaSソリューションを通じて、既にクラウドテクノロジーを導入している
ことが明らかになりました。
また、回答者の50%がクラウドへの移行に対し戦略的なアプローチをしており、独自
のクラウドネイティブアプリケーションを現在開発中、
もしくは計画中という結果も
出ています。

クラウドネイティブアプリケーションの使用、企画又は開発
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クラウドテクノロジーを導入する上での主な懸念事項は、外部要因ではなく、セキュ
リティと予算でした。
調査結果によれば、
日本において最も懸念されている事項は以下の3点です。
1. セキュリティの維持
2．コスト／ROIおよび規制へのコンプライアンス
3．問題のある環境でのクラウド移行
調査の中で、最も遅れているのがアナリティクスの分野です。回答者のうち77%が、
アナリティクスのもたらす利点を享受できていないと回答しました。また、そのうち
半数が、分散したデータやアプリケーションが効率的なアナリティクスの妨げの要因
であると挙げました。
これまでの回答を考慮すると、
日本でのハイブリッド、マルチクラウドアプリケーショ
ンの導入のブームは、今後数年続くと考えられます。IT部門は、
クラウド戦略のイニ
シアティブを早期に取り、従業員がハイブリッドマルチクラウド環境を充分に活用で
きるよう、統合的で順応性に富んだセキュアなデジタルワークスペースを提供する
ことが重要です。同時に、管理を簡素化し、全体的な視点からの、透明性を備えたデ
ータ分析、
「人」中心のセキュリティアプローチが必要となります。
クラウドは、ビジネスのプロセス、手段、仕事の仕方、そしてアプリケーションの新し
い提供の仕方等を一変させます。
これこそが真のデジタルトランスフォーメーション
であり、
より大きな発展への一部分であると考えるべきです。
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フレキシブルワーク
フレキシブルワーク
（フレキシブルに仕事を行うこと）のベネフィ
ットは明確であり、従業員のワーク・ライフ・バランス改善の助け
になります。幸福度の高い従業員ほど、生産性が高くイノベーシ
ョンに富んでおり、同じ職場に長期にわたり就労するケースが多
い傾向にあります。経営側の雇用、育成のコストを削減し、職場
の混乱を最小限に抑えることができます。
日本では、
フレキシブルワーク制の導入に前向きに取り組んでおり、73%がフレキシ
ブルワークのオプションを提供していると回答しています。一方で、制度に対する抵
抗も存在し、27%の回答者は、
フレキシブルワークの提供がされていないと回答し
ています。
これは調査対象地域の中で最も高い数字です。
日本におけるフレキシブルワーク
FLEXIBLE WORKING IN APJ

13%
17%

27%
18%
73%

Flexible/mobile working offered (90%)

フレキシブル/モバイル
・ワークが提供されている
Flexible/mobile working
not offered (10%) (73%)

フレキシブル/モバイル・ワークが提供されていない (27%)

25%

フレキシブル/モバイル
・ワークが組織全体で広く提供さ
Flexible/mobile working
is offered broadly
れている
(17%)
across the
organization (27%)

Flexible/mobile working
is offered,
フレキシブル/モバイル
・ワークが提供されているが、
特
定のチームにのみ提供
(25%)(31%)
but only to certain teams
Flexible/mobile working
is offered,
フレキシブル/モバイル
・ワークが提供されているが、
上
級管理職にのみ提供
(18%)
but only to Senior management
(19%)
Flexible/mobile working
is offered,
フレキシブル/モバイル
・ワークが提供されているが、
特
but only for specific job(13%)
functions (11%)
定の職務権限のみに提供
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フレキシビリティが不十分であることに加え、導入されている場合でもかなりの制
約があることが調査で分かりました。上記のグラフが示すように、調査対象者の内
73% にもおよぶ多数の組織でフレキシブルワークを採用しているにも関わらず、
フ
レキシブル／モバイル形態で従業員が就業できる実際の割合はそれよりかなり低
いことが見て取れます。半数以上の56% が制限付きで、そして、残りのわずか17%
のみに組織内でフレキシブルワークが提供されています。
経営層は、柔軟な働き方を促進するために、職場内の文化、ポリシー、テクノロジー
を変更する責任があります。今日のテクノロジーを使えば、取り組み次第で、
フレキ
シブルな労働環境は容易に実現できます。組織全体の意識を一新させ、柔軟性のあ
る働き方を推進してみてください。満足が行き、
どこでも使え、セキュリティが担保さ
れたワークスペースを提供することで生産性は高まります。
半数以上(58%)の日本の回答者が、従業員の生産性とユーザーエクスペリエンスは
強く結びついていることに同意しています。組織は、セキュアでシンプルなIT管理を
行うため、テクノロジー、
プラットフォーム、デバイス、
クラウドを統合化し安定したデ
ジタルワークスペースを必要としています。同時に、場所や方法に関わらず従業員が
個々のシステムにアクセスでき、優れたユーザーエクスペリエンスを保証することで
生産性が向上します。
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提言
「日本におけるIT環境の複雑性」を通じて、複雑性がいかにデジ
タル化を妨げているかを明らかにしました。あらゆる組織にとっ
て、統合したプラットフォームを構築する戦略的な移行は、組織
内にあるデータと知的財産を安全に保護しながらユーザーエク
スペリエンスを簡素化できるため、
これまで以上に重要となりま
す。
統合され安全なデジタルワークスペースを提供することで、従業員は、全てのアプリ
ケーション、データ、およびシステムにアクセスでき、業務を行うことができます。
アプ
リケーションがどのホスト環境にあるか、
またどのようなオペレーティングシステム
が必要かに関わらず、
このようなデジタルワークススペースは容易に構築、管理でき
ます。時間、
リソースの浪費を防ぎ、
シャドーITの原因につながるようなフラストレー
ションを解消することができるのです。
将来的に柔軟性があり、安全性が高く、
どこでも仕事ができ、簡素化した職場環境の
実現を理想としています。
しかし、それは遠い未来のことではありません。現在、
グロ
ーバル企業の一部では既に活用されており、複雑性を克服し、仕事を簡素化し、従
業員がどこにいても、
どのデバイスやネットワークでもセキュアに途切れなく働ける
環境を実現させているのです。
複雑性に対応し、増加する一方のセキュリティ脅威を管理しながら、従業員がフレキ
シブルに業務が遂行できるための提言は、以下の通りです。
IT 責任者:

組織:

ビジネス成果の向上に資源を集中

どこでも仕事ができる環境の構築

複雑化していくITインフラストラクチャーの簡素化は、経営資源を集中
し、IT部門がより良いビジネス目標を達成することに貢献します。

従業員は職場でも外出先でも必要なデバイスやアプリケーションにアク
セスできるよう求め、場所に関わらず職場と同じシームレスな作業ができ
ることを期待しています。

簡素化したクラウド戦略の設計と提供

イノベーションへの投資

IT部門内でクラウド使用の管理の基盤となる統括した戦略を作成し、柔
クラウドベースのインフラストラクチャー構築により、
コストが削減され、
軟性と制御性を確保しつつ、革新と俊敏性を促進するアプリケーションと 生産性をより向上させます。
また新しい市場への参入、新ビジネスモデル
データのクラウドへの移行を図ります。
の導入、新製品、サービスの開発につながります。
クラウド戦略としてはインフラストラクチャー、
クラウド、エンドポイント、
データセンターのように断片的でなく、マルチクラウド又はハイブリッド
クラウドの導入を検討し、革新性に対応可能なクラウドシフトを行いま
す。
セキュリティの重要性

グローバル化

従業員がオフィス以外で多数のデバイスで仕事を行う場合、従来のファ
イアウォールやセキュリティ境界によるデータ保護では不十分です。セキ
ュリティを新たな観点から捉え、
「人」を中心にとらえたセキュアなデジタ
ル環境の提供が必要です。

分散した労働力を管理することは、ITインフラストラクチャーの複雑さを
増加させます。ユーザー、デバイス、データ、仕事量、ネットワークを一括
に管理できるプラットフォームで、
グローバルのリソースを最大限に活用
し、データ法規制などの法令遵守が可能となります。
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調査方法
オーストラリア、中国、インド、インドネシア、
日本、韓国、
シ
ンガポールを対象地域とし、企業・政府機関のうち1,764
の上級管理者およびITマネージャーを対象に調査を行い
ました。調査対象数は全7ヵ国に振り分けられ(14%–15%)
、各地域の調査において、上級管理者の数は最低100名と
なっています。

「日本におけるIT環境の複雑性について」
は、IT環境の複雑性、デジタル移行、セキュリ
ティ問題、そしてクラウドへの移行状況につ
いて明らかにすることを目的に、２０１８年
７月２３日から８月３１日にわたり、
シトリ
ックス社（業務委託先：The Glass Elevator）
が実施しました。

INDUSTRIES
業種

銀行
/ 金融 (6%)(13%)
Banking/finance
教育
(6%) (9%)
Education

行政
(5%) (7%)
Government

医療 (8%)
(12%)
Healthcare

IT サービス
IT services
(30%) (28%)
小売 (16%)
Retail (15%)

COMPANY
SIZE
従業員数

SENIORITY
役職

(43%)
C-level上級管理者
(45%)

direct上級管理者の直属部下
report to C-level (55%) (57%)

50–64
50-64
(16%)(39%)

30−39
30−39(18%)
(42%)

65 以上(3%)
65 years
and over (1%)

AGE OF
BUSINESS
事業年数
OPERATION

Less than(6%)
5 years (6%)
5年未満

Enterprise: >5,000：
employees
(13%)
エンタープライズ
従業員数5,000人以上(18%)

10–29
years
(44%)
10
～ 29
年 (26%)
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18−29
18−29(9%)
(15%)
40–49
40−49(31%)
(27%)

Medium: 50 – 249 employees
中堅企業:従業員数
50 – 249(41%)
(44%)

Large: 250
– 5,000 employees
大企業:
従業員数250
– 5,000(46%)
(38%)

AGE
年齢

5–9
years
(18%)
5
～9
年 (8%)

30–49
30years
～49(18%)
年 (22%)

50–100
50 years
～100(11%)
年 (31%),
Retail100年以上
(15%)
(8%)
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Citrixについて

Citrix (NASDAQ:CTXS)は、皆様のより良い働き方を推進し、安全な環境でイノベーションを活性化し、
お客様との関係を深め、生産性の向上を加速させる統合型ワークスペース、ネットワーキング、
アナ
リティクス・ソリューションを提供しています。Citrixのお客様は、柔軟な働き方を実現し、IT部門は複
雑なクラウド環境下においても、様々なテクノロジーを保護、管理、モニターする単一のプラットフォ
ームを活用することが可能です。Citrixの製品は、
フォーチュン100企業の99%、
フォーチュン500企業
の98%を含む40万を超える企業や組織で活用されています。Citrixの詳細については
www.citrix.co.jpをご覧ください。
Citrix®は、Citrix Systems, Inc. および／またはその一つもしくは複数の子会社の商標であり、米国の特許商標庁および
他の国において登録されている場合があります。その他の社名、商品名はぞれぞれの所有者の登録商標または商標で
す。
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