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はじめに
デジタル テクノロジーによってビジネスの迅速化と容易化が実現し、ITと
ビジネスのリーダーに大きな機会がもたらされましたが、複雑さも増しまし
た。組織にとって、テクノロジー オプションの急速な進化に後れを取らず
に対応することは困難です。ITサービス プロバイダーは、企業がクライアン
トにより多くの価値を提供するのに役立つ専門技術、統合、推進要素を提供
します。サービス エコシステム全体のプロバイダーは、戦略的なアドバイ
スを提供する能力と、テクノロジーのライフサイクルを通したエキスパート 
サービスを結び付けています。これにより、導入が単なるテクノロジー プ
ロジェクトで終わらないこと、ITリーダーが選択したソリューションが、お
客様を獲得し、お客様にサービスを提供し満足してもらうためのビジネス変
革の適切な土台となることが保証されます。1

 

企業はビジネスの日常業務の支援継続だけでなく、ビジネス目標に合った戦略
的ガイダンスもITサービス プロバイダーに求めています。ITサービス プロバ
イダーは専門技術とベスト プラクティスを提供し、社内スタッフがイノベー
ションの取り組みに集中して重要な成果を達成できるように支援します。

Dell Technologiesは、ITサービス プロバイダーが提供できる戦略的メリット
をITリーダーがどのように活用しているのか、Forrester Consultingに委託し
て評価しました。Forresterは、インフラストラクチャ ソリューション サー
ビス、クライアント/社員ソリューション サービス、クラウド サービス、
マネージド サービス、Information as a Service（IaaS）/Platform as a Service
（PaaS）を担当する世界各地のIT導入決定者（ITDM）661名を対象にオンラ
イン調査を実施し、このトピックを検証しました。先行きが不透明な時代と
絶えず進化しているテクノロジー環境により、サード パーティーのITサービ
スで提供できる専門技術に対する緊急のニーズが露になりました。

主な調査結果

 › ITリーダーは進化とイノベーションのためにITサービスに投資してい
る。企業は今後12か月でCAPEXからOpExに移行し、一部の重要な分野
で信頼できるITサービス プロバイダーの利用を拡大する予定です。こ
の分野には社員、インフラストラクチャ、クラウドが含まれ、コンサル
ティング、導入、レジデンシーからサポート、マネージド、教育、資産
の処分までのサービスを伴うテクノロジーの存続期間全体に及びます。
このようなサービスの利用は増しており、既に利用している企業はその
投資を増やしています。

 › ITサービス プロバイダーの専門技術により、より良い成果が実現され
る。 ITサービス プロバイダーはビジネス バリューに合わせて変化して
います。サービスの世界に新たな枠組みが定着することにより、関係
は取引的なものから価値ベースへと変わります。2

 ITサービス プロバイ
ダーは現在の社内のスキル ギャップを埋め、デジタル トランスフォー
メーションのガイダンスの提供、ビジネス目標達成の加速化、望ましい
成果の達成に必要な専門能力を提供します。これにより、企業は戦略的
に優位に立つことができます。

 › 絶えず変化するテクノロジー環境には、変更をナビゲートするための俊
敏性が必要。人生において不変のものは変化です。迅速に適応し対応で
きる企業は競争上優位な立場にいる可能性が高く、お客様を満足させて
います。これには、エッジ コンピューティングや5Gのような新たな技
術動向に後れを取らないだけでなく、それらを活用することが含まれ
ます。戦略的ITサービス プロバイダーとの関係を築いているITリーダー
は、社員やお客様の混乱を抑えることができます。これにより、変化が
起きても業務を継続することができ、成果を上げることができます。

肝心なときにビジネ
ス継続性を確保す
ることは、企業がIT
サービス プロバイ
ダーに第一に求める
ことです。

望ましいビジネス上
の成果に合ったIT導
入決定についてのガ
イダンスは、企業が
ITサービス プロバ
イダーに求めるもう
1つの重要なニーズ
です。
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お客様とテクノロジーがデジタル新時
代を推進 
テクノロジーを取り巻く環境は絶えず変化しています。過去20年間にお
いて、急速に進化しているデジタル生活様式は、人々の働き方、買い物
の仕方、生活の仕方を変えてきました。これによって魅力的な機会が生
まれましたが、重要なビジネス上の成果を達成しようとするとき、組織
内のITリーダーが自ら妨げとなっていることがあります。 

最新のテクノロジーに関する社内のトレーニングが不足している場合で
も、ステークホルダー グループ間のコラボレーションに問題がある場
合でも、リソースが不足している場合でも、ITサービス プロバイダー
は、企業が障害を乗り越え、深刻なスキル ギャップや進歩を遅らせる
他の問題を解決できるよう支援します。IT導入決定者は、次のような現
実に直面する場合がよくあります。

 › 企業の注目の的であるお客様は、これまで以上に多くを求め、ニーズ
をより迅速に満たすことを求めています。デジタル世界では、テク
ノロジーはお客様のニーズを満たし、目的のビジネス上の成果を達成
するための手段です。半数を超える（56%）IT導入決定者は、カスタ
マー エクスペリエンスの向上をデジタル トランスフォーメーション
の取り組みの第一の推進要素として挙げています（図1を参照）。そ
のため、ビジネスの敏捷性、拡張性、簡単な変更を可能にするテクノ
ロジー ソリューションが必要です。特にパブリック クラウドまたは
ハイブリッド クラウドをベースにしたクラウドベース ソリューショ
ンとアズ ア サービス消費モデルは、すぐに利用できて迅速に拡張で
きるため、ソリューション ライフサイクルの最初と全体で導入時間
が大幅に短縮されます。3

 ITサービス プロバイダーはクラウドへの移
行を迅速化するために必要な専門技術を提供できるため、より短期間
でCXが向上します。

図1

デジタル トランスフォーメーションの取り組みを推進する5大要素

対象：インフラストラクチャ サービス、クライアント ソリューション サービス、マネージド サービス、IaaS/PaaSを担当する世界各地のIT導入決定者661名 
出典：Forrester ConsultingがDellに代わって実施した調査（2020年12月）

「貴社のデジタル トランスフォーメーションの取り組みの主な原動力になっている目標は、次のうちどれですか？（複数可）」

56%カスタマー エクスペリエンスの向上

49%売上/マージンの増加

43%顧客獲得率/定着率の向上

42%市場での競合他社への対応

41%さらに機敏な組織になること
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企業は、変化があっ
たときに次の目的でIT
サービス プロバイダー
を利用しています。

1. オンサイトまたは
リモートでテクノ
ロジーをサポート
する（46%）。

2. テレワーク社員の
生産性を向上する
（42%）。

 › 業務は、ますます仮想的でリアルタイムの普遍的なものになりまし
た。一歩先を行くためには、柔軟なプロセスとツールが社員に必要で
す。昨年の2020年には、柔軟にどこでも作業ができるソリューショ
ンの必要性が認められ、迅速化されました。ほぼ半数（46%）のIT導
入決定者は、テクノロジーをオンサイトまたはリモートでサポートで
きるサービスを求めています。IT導入決定者は、来年度はテレワーク
社員に多額の投資を行うことを計画しています。約70%は来年度のテ
レワーク社員と分散チームへの投資を増やす予定です。また、テレ
ワーク社員のサポートを確保するために、IT計画の方向転換も図って
います（37%）。

 › IT部門とそれが提供するテクノロジーは、社員を支援して要求の多い
お客様に満足してもらうための基盤となります。これは、技術チーム
の編成、スタッフの配置、コラボレーション、自動化の方法を根本か
ら変えることを意味します。適応性、創造性、耐障害性に優れた企業
には、プラットフォーム、慣行、パートナーを活用して社員が変化し
続けるお客様のニーズや需要に迅速に対応できるようにするテクノロ
ジー チームが存在します。計画と実装から継続的な管理とサポート
まで、ITサービス プロバイダーを利用すると、そのプロバイダーが日
常業務を引き継ぎ、戦略的な方向性を意思決定者に示すため、企業は
お客様に全力を傾けることができます。近年の変化で証明されている
ことは、ITサービス プロバイダーは、サービス中断を最小限に抑える
ことで企業が想定外の状況に対応し、お客様の満足度を維持できるよ
うに支援できることです。4

企業は、課題に対応できる確かなソ
リューション ポートフォリオを持つIT
サービス プロバイダーを活用する必要
がある
IT導入決定者は、進化し続けるテクノロジー環境と歩調を合わせようとす
る中で、テクノロジー、プロセス、人員などに関するさまざまな課題に
直面します。当社の調査では、このような障害が多すぎるため、大半の
企業は自社では対応できないことが明らかになりました。ITサービス プ
ロバイダーは、専門技術、日常の運用のサポート、戦略的ガイダンス、
技術コンピテンシーを提供し、ITチームが次のような課題に対応するため
の適切なソリューションを特定、導入、管理できるよう支援します。

 › 特殊なインフラストラクチャ ニーズによりサービスとクラウドの専
門技術への投資の増大が促されています。クラウド市場は急速に変
化しており、IT導入決定者は分断された多様なテクノロジー環境に
直面しています。少し前までは、市場はパブリック クラウド最優先
どころか、パブリック クラウドしか使用しない方向へと向かってい
るように見えました。しかし、ホストされたプライベート クラウド
（HPC）など、これに代わるプライベート クラウドにもかなりの関
心が寄せられています。5現在はSaaSとパブリック クラウドが依然と
して優位に立っていますが、IT導入決定者はハイブリッド（およびマ
ルチクラウド）環境をこの先何年もサポートすることを想定していま
す。ITサービス プロバイダーは、増え続けるお客様の要求を満たしな
がら、エッジ コンピューティングや5GといったIT導入決定者が自信
を持てないテクノロジーを活用するのに不可欠な存在です。

今後12か月で投資する
3大IT分野

マルチクラウド/ハ
イブリッド クラウド
（81%）

ビジネス耐久性/継続
性（73%）

サイバーセキュリティ
（73%）
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IT導入決定者は、新しいテクノロジーの導入決定を行ううえで大きな
不透明感に直面します。企業全体のソリューションに投資する際、
ITサービス プロバイダーは大きな安定化力および専門スタッフの意
見を提供できます（図2を参照）。60%を超えるIT導入決定者が、IT
サービスはインフラストラクチャを購入する際に「非常に重要」また
は「極めて重要」と述べています。クラウドへの移行の迅速化は、特
殊なインフラストラクチャの重要なニーズです。80%を超えるIT導入
決定者は、マルチクラウドまたはハイブリッド クラウドへの来年度
の投資を増やす予定です。さらに、IT導入決定者の80%は、新しくク
ラウドを購入する際にもITサービスが「非常に重要」または「極めて
重要」と述べています。

図2

「各分野で新しいテクノロジーを購入する場合、意思決定プロセスで利用できるサー
ビスはどの程度重要ですか？」

IT導入決定者の74%は、
IT専門技術に対する組
織の要求に社内リソース
のみでは対応できないこと
を認めています。

対象：インフラストラクチャ サービス、クライアント ソリューション サービス、マネージド サービス、
IaaS/PaaSを担当する世界各地のIT導入決定者661名
出典：Forrester ConsultingがDellに代わって実施した調査（2020年12月）

82%セキュリティ サービス

80%クラウド サービス（IaaS、PaaS） — パブリック クラウド、プライベート クラウド、ハ
イブリッド クラウド/マルチクラウド

66% AI/オートメーション サービス

65%データ管理サービス

61%インフラストラクチャ サービス

55%エンドユーザー デバイスのサービス

53%エッジ コンピューティング サービス

50%通信業者/5Gサービス

非常に/極めて重要
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 › 企業は、日常の運用要求と戦略的計画を管理するための支援を求めて
います。IT導入決定者はビジネスのすべての側面を増強し、望ましい
成果を挙げるには、外部の支援が必要であることを認識しています
（図3を参照）。ITサービス プロバイダーは増大した日常の運用要求
の負担を仮想社員から取り除きながら、新しいデジタル ビジネスをサ
ポートするためのテクノロジー エコシステムの変革に必要な専門技術
と戦略的なガイダンスを提供します。特定タイプのスキルを社内に維
持することには意味がない場合もあります。そのため、外部の人材が
不可欠になります。たとえば、大規模な導入を行う企業は、より高い
レベルの戦略、ベスト プラクティス、専門技術を得るために外部ベン
ダーを利用して導入を完了し、必要に応じた分だけの継続サポートを
ベンダーに求めることができます。社内のチームと一緒にリソースを
配属すると、信頼できるITサービス プロバイダーがテクノロジー エコ
システムの全分野にわたる知識をすばやく、最適に共有できます。 

ITリーダーは、ITサービス プロバイダーの支援によって克服できる
第一のハードルは、社内のテクノロジー スキルまたは知識の不足
（55%）だと言います。IT導入決定者の60%以上は、既にITサービス 
プロバイダーを利用して、スタッフの配置やテクノロジーの専門技術
のギャップを埋めています。企業は技術系と非技術系の両方の人材の
採用とスキルアップに苦労する中で、ITサービス プロバイダーを頼っ
てこの知識格差を埋めるだけでなく、優先事項についてステークホル
ダーを教育して意見の調整を図っています。

図3

「貴社のITスタッフとテクノロジーの購入について、次の記述にどの程度同意するか示してください。」

対象：インフラストラクチャ サービス、クライアント ソリューション サービス、マネージド サービス、IaaS/PaaSを担当する世界各地のIT導入決定者661名
出典：Forrester ConsultingがDellに代わって実施した調査（2020年12月）

81%社内ITチームの成功のためには、外部のテクノロジー固有の専門技術が必要である。

74% IT専門技術に対する組織の需要に社内リソースのみでは対応できない。

72% ITセキュリティとリスクの要件をすべて確実に満たし、ベスト プラクティスを特定するには
外部の支援が必要である。

72% ITサービス プロバイダーは、ベスト プラクティスを特定し遵守するための支援を提供してく
れる。

71% ITサービス プロバイダーからの支援により、新しいテクノロジー導入のリスクが 軽減される。

そう思う/強くそう思う
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 › セキュリティとコンプライアンスの要件は満たさなければなりませ
ん。急速に進化するテクノロジーを取り巻く環境は、セキュリティの
脅威や攻撃も急速に進化していることを意味します。ビジネス継続性
と耐久性の確保を支援するITサービス（スタック全体の信頼性を高め
るサービス、Cyber Recovery機能など）の活用は、変化があったとき
や危機の発生時にITサービス プロバイダーが企業を支援できる第一の
方法です。さらに企業の44%は、セキュリティ上の問題はITサービス 
プロバイダーの支援によって克服できた課題だと述べています。企業
は、新しいテクノロジーを購入し導入する際に、すべてのITセキュリ
ティおよびリスクの要件が満たされていることの確認と、ベスト プ
ラクティスの特定もITサービス プロバイダーに求めています。ITサー
ビス プロバイダーは、コンプライアンス要件を満たすとともに、セ
キュリティ上の問題の先を行くための最新の専門技術を提供します。

ITサービスプロバイダー：機会の創出を
加速するパートナー
進化し続けるデジタル テクノロジー環境のペースについていくこと
は、非常に成熟した企業にとっても困難なことです。ITサービス プロバ
イダーを戦略的に活用するIT導入決定者は、お客様のニーズを迅速に満
たし、社員の生産性を向上させ、運用効率を最適化しています。IT導入
決定者のほぼ半数は、フレキシブル コンサンプションやアズ ア サービ
ス モデルで提供可能なテクノロジー ソリューションを求めています。
ITサービス プロバイダーは、ビジネス目標や消費の好みに合致したとき
に大きなメリットを提供できます。調査でわかったことを以下に紹介し
ます。

 › 進化し続けるテクノロジー環境によって、より柔軟な消費モデルへの
ニーズが高まっています。2020年の出来事によって、ITの計画と優
先度の変更を余儀なくされました。約3分の2（64%）のITリーダーは
CAPEXからOpExへの移行を加速化し、将来的にはアズ ア サービスの
ようなフレキシブル コンサンプション モデルを検討しています。こ
の移行により、企業は将来の資金の投入を待ったり進歩を遅らせたり
せずに、今必要なサービスに投資することができます。今後12～18か
月で、ITリーダーの41%はインフラストラクチャのITサービスをアズ 
ア サービスで利用できることを期待しています。

 › 革新的な最先端の戦略やプラットフォームの開発と実装のために社
内のIT人材が解放されることがもう1つのメリットです。信頼できる
ITサービス プロバイダーがギャップを埋めると、多くの企業ではシ
ステムのパフォーマンスと安定性が向上し、運用効率も上がりまし
た。また、社内ITスタッフが最上位のプラットフォームを活用する最
先端の戦略の策定に集中できるように、ITサービス プロバイダーが
日常的な業務を引き受けることもできます。IT導入決定者の半数以上
（52%）は、日常業務の要求によってITスタッフが革新的または戦略
的プロジェクトに集中できていないと報告しています。社内リソース
が戦略的な優先事項のために解放された場合も、ITサービス プロバイ
ダーは支援を提供できます（図4を参照）。ITサービス プロバイダー
はテクノロジー固有の専門技術、リソース、ベスト プラクティスに
関する助言を提供し、イノベーションへの取り組みが成功するように
仕立てられ、必要に応じてコストを避けるために迅速に反復すること
を確認することができます。

IT導入決定者の53%
は、ITプロバイダーの
サービスを利用するこ
とで、社内ITスタッフ
がイノベーションと戦
略的イニシアティブに
より多くの時間を投入
できていると報告して
います。

IT導入決定者の71%
は、ITサービス プロバ
イダーの支援により、
新しいテクノロジーの
導入におけるリスクが
軽減されることを認め
ています。
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図4

組織の成功に対するITサービス プロバイダーの3つの貢献

対象：インフラストラクチャ サービス、クライアント ソリューション サービス、マネージド サービス、IaaS/PaaSを担当する世界各地のIT導入決定者661名
出典：Forrester ConsultingがDellに代わって実施した調査（2020年12月）

「お客様のIT組織の成功に対するITサービス プロバイダーの貢献について最も重要なのは次のうちどれですか？」

61% ITスタッフ配置とテクノロジーの専門技術のギャップを埋めてくれる。

59% ITスタッフが解放され、イノベーションに取り組み、戦略的プロジェクト/イニシアティブに集
中することができる。

54%戦略的レベルの計画を促進する。

 › ビジネス上の成果は総合的なパートナーシップによって改善されま
す。戦略的パートナーシップを含めるようにITサービス プロバイダー
の役割を変えられる機会があります。その中に、ビジネスを変革する
ために、ITリーダーがどのようにITサービス プロバイダーと連携すべ
きかを決めることがあります。IT導入決定者は、ITサービス プロバイ
ダーがすべての障害を克服してくれると期待してはなりません。その
代わり、信頼を築く共創の機会に焦点を当てる必要があります。多く
のIT導入決定者は、企業の成果と目標を理解しているITサービス プロ
バイダーと提携することで、文化的にもビジネス的にもより良い整合
性が得られるため、より迅速に成果を挙げることができることを理解
しています。

IT導入決定者の45%
は、変化があったとき
にフレキシブル コン
サンプションまたはア
ズ ア サービス モデル
で提供可能なテクノロ
ジー ソリューション
を求めています。
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主な推奨事項
企業が重要な成果を挙げるためにIＴサービス プロバイダーが支援でき
ることに関してForresterがIT導入決定者661名を対象に実施した詳しい
調査から、次のような重要な推奨事項が導き出されました。

ITサービス パートナーと早い段階で協働して成果を共同で定義する。
デジタル時代では、IT部門はCIO（最高情報責任者）のコスト センター
ではなくなりましたが、企業の主な差別化要素です。ITサービス プロバ
イダーは、デジタル トランスフォーメーションの全面的な成功要因で
す。このレポートに示すように、適切なパートナーシップによってイン
フラストラクチャの簡素化、モダナイズ、重大ギャップの解消ができま
す。これは、ITサービス プロバイダーを早い段階で企業のデジタル ト
ランスフォーメーション ジャーニーに組み込む必要があることも意味
します。これにより、両者はリソースについて戦略的に検討し、文化的
な整合性を確保し、成果を共創できます。 

適切なITサービス プロバイダーは、ビジネス継続性と俊敏性の確保を支
援する。市場における不確実性（財政的および地政学的の両方）は、IT
が発展してから過去数十年にわたって挙げられている特性です。企業で
は、テレワーク社員が分散した社員のデータを安全に管理するための適
切なプロセスやツールの配備から、組織全体の照明の維持に至るまで、
ビジネス継続性の優先事項が一夜にして注目を集めることがあります。
この問題解決の手段の中に、好ましい消費モデルを提供するITサービス 
プロバイダーを見つけることがあります。ITサービス プロバイダーとの
パートナーシップでは、安定した成長経済と不安定な成長経済の両方に
おいて企業のITニーズの管理を支援できる人材を検討します。これによ
り、ITチームは市場の変化を乗り切りながら、俊敏性を維持し、ビジネ
ス継続性のニーズへの対応に迅速に着手し、お客様中心の姿勢を維持す
ることができます。 

デジタル動向トレンドの一歩先を行くには、ITサービス プロバイダー
の専門技術を利用する。5Gやエッジ コンピューティングなどの先端テ
クノロジーは、銀行からサプライ チェーン マネジメントまでのほぼす
べての業界で利用されています。この進化に伴い、サイバーセキュリ
ティの懸念やデータ プライバシー標準への準拠の必要性が高まってい
ます。このような最新の動向を取り入れることが非常に重要なだけでな
く、利用に適したツールとプロセスを調達することも重要です。今日の
デジタル時代に、すべてを独自に行うことができる組織はありません。
少なくとも、競争上優位な立場を確保するのに十分なことはできませ
ん。これは、ITサービス プロバイダーが介入して支援を提供する重要な
ポイントです。ITサービス プロバイダーは重要なスキルやリソースを
提供して、企業が傾向の先を読み、テクノロジー導入の変化の最前線に
立って、望ましい成果を挙げることができるように支援します。



10  | ITリーダーはビジネス上の成果とイノベーションの実現に外部の専門技術を活用： 
  ITサービス プロバイダーへの注目

付録A：調査方法 
この調査で、Forresterは、インフラストラクチャ サービス、クライアント ソリューション サービス、マネー
ジド サービス、IaaS/PaaSを担当するIT導入決定者661名を対象にオンライン調査を実施しました。この調査
は2020年12月に実施されました。

付録B：統計的データ

対象：インフラストラクチャ サービス、クライアント ソリューション サービス、マネージド サービス、IaaS/PaaSを担当する世界各地のIT導入決定者661名
メモ：パーセンテージの合計は四捨五入のために100にならない場合があります。
出典：Forrester ConsultingがDellに代わって実施した調査（2020年12月）

従業員数20,000人以上 15%

従業員数5,000～19,999人 25%

従業員数1,000～4,999人 27%

従業員数500～999人 24%

従業員数250～499人 9%

企業規模

経営幹部 7%

副社長 16%

取締役 27%

マネージャー 49%

役職

小売 10%

製造および資材 8%

財務サービス/保険 8%

通信サービス 6%

消費財/製造 6%

建設 6%

上位6つの業界

北米 31%

南米 8%

欧州、中東、アフリカ 31%

アジア太平洋 31%

地域
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付録C 
1 

出典：「Research Overview: Technology And Software Services」、Forrester Research, Inc.、2021年1月12日。
2 

前述の文書より。
3 
出典：「Understanding The Cloud Service Provider Landscape」、Forrester Research, Inc.、2020年12月23日。

4 

出典：「Your Future Fit Technology Strategy: Adaptive, Creative, And Resilient」、Forrester Research, Inc.、
2020年10月14日。

5 
出典：「Understanding The Cloud Service Provider Landscape」、Forrester Research, Inc.、2020年12月23日。 

FORRESTER CONSULTINGについて

Forrester Consultingは、リーダーが組織を成功に導くことができるように、
独立した客観的な調査ベースのコンサルティングを行っています。Forrester
のコンサルティング サービスの範囲は短期戦略セッションからカスタム プロ
ジェクトまでに及び、調査アナリストが直接会って、ビジネスの課題を特定
し、エキスパートのインサイトを適用します。詳細については、forrester.com/
consultingをご覧ください。

© Forrester Research, Inc. All rights reserved. 無断複製は完全に禁止されていま
す。情報は特定の時点で入手できた最善のリソースに基づいています。意見は
その時点での判断を反映しており、変更される可能性があります。Forrester®、
Technographics®、Forrester Wave、RoleView、TechRadar、およびTotal 
Economic Impactは、Forrester Research, Inc.の商標です。その他の商標は、そ
れぞれの会社に帰属します。その他の詳細については、forrester.comをご覧く
ださい。［E-48609］

プロジェクト ディレクター： 
Sarah Brinks、 
シニア マーケット インパクト コ
ンサルタント

調査担当： 
Forresterインフラストラクチャ/
オペレーションズ調査グループ


