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特集 企業の持続可能な成長を支える「臨機応変な機動性」―不可避な変動に立ち向かう企業の鍵―

経営とICT環境が大きく変化する中、現状の情報システム部門のままでは、今後の企業の変化や期待
に応えることが難しくなってきているとの指摘がある。情報システム部門は、経営層から企業成長や
イノベーション創出への貢献を期待されているが、現状は日々のビジネスに欠かせないオペレーショ
ンのシステム維持・運用が最優先であり、ICT投資の大半もこの領域となっている。さらに、イノベーショ
ン領域のシステム開発に当たっては、これまでの方法論と異なる上、取り組める人材も不足している。
実際、経営層からの要望を認識しつつも、現状を打破できない大手製造業等のIS部門の実態を筆者は見
てきた。
しかし、一部ではあるが情報システム部門が変革を起こし、企業におけるイノベーション創出への
貢献を実現しているケースも出てきている。本稿では、これらの情報システム部門が、どのように変
革へ取り組み、企業におけるイノベーションの創出を実現したのか、文献とインタビューを基に調査・
考察してフレームワークを提示するとともに、今後の情報システム部門の変革の取組み方に関する考
え方を述べる。
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ま　え　が　き

世界のCIO 2,053人へ向けて実施した、CIOの抱
える課題に対する調査の結果（1）を受けて、Gartner
は2013年3月、「現行のITではもはや将来の期待に
応えられない、『静かなるIT危機』が迫っている」と
提言している。これは、今のままの情報システム部
門では経営層から求められる変化に対応できない
ため、変革が必要であることを示しているのではな
いだろうか。Gartnerだけでなく、富士通総研のコ
ンサルタントからも、情報システム部門を取り巻く
環境がこれまでにも増して大きく変化する中、様々
な課題を抱え、今後の情報システム部門の方向性に
悩むCIOが多いと聞く。
実際、ビジネスにおいては、グローバル化の加速
やスピードの加速、ビジネス拡大のためのイノベー
ション創出等がこれまでにも増して大きな課題と
なっている。ICTにおいても、クラウドの台頭やス
マートデバイスの進化、ビッグデータテクノロジー
の活用等で、企業だけでなく、生活者においても、
その利用に著しい変化が起こっている。このような
変化にいかに対応していくかが、情報システム部門
の主な課題となっている。
そこで本稿では、情報システム部門やCIOが抱え
るこのような様々な課題の中から、取組みが今ま
でと大きく異なる「ビジネス拡大のためのイノベー
ション創出への貢献」を取り上げ、情報システム部
門がこの課題にいかに取り組んでいるのか、先進企
業のインタビューからフレームワークを構築した。
このフレームワークを提示すると同時に1つの事例
を紹介し、変わる情報システム部門の考え方を述
べる。

情報システム部門に求められていることと事情

イノベーション創出の貢献に情報システム部門
がいかに取り組んでいるのか述べる前に、情報シス
テム部門に求められていることと事情を述べ、情報
システム部門の中で、要望と現状の間にどのような
ギャップがあるのかを説明する。

■情報システム部門に求められていること
2013年3月にGartnerが実施した調査（1）による

と、CIOが重要視するビジネス戦略は、「企業成長
を加速する」や「新規顧客を獲得し、維持する」、「新
商品・新サービスを開発する」などのイノベーショ
ン創出への貢献が求められていることがわかる
（表-1）。

■情報システム部門の事情
一方、情報システム部門は、求められていること
は理解しながらも、これらに即座に取り組むことの
できない事情を大きく3点抱えている。
事情の1点目は、表-1のビジネス戦略の優先度で

「オペレーションで成果を挙げる」が2位に入ってい
るように、現状の情報システム部門の業務が企業に
おけるオペレーション領域の既存システムの維持・
運用が中心となっており、イノベーション創出の貢
献にコストや人等のリソースをかけられない点に
ある（図-1）。（2）

2点目は、イノベーション創出にはシステムの
開発方法が異なるとされている点である。これま
で、人やプロセスの代替として自動化・効率化を求

既存システムの
維持・運営に
対する投資　
63.0％

出典：日経コンピュータ 2013年5月16日号

既存ビジネスの
拡大に関わる

ICT投資　23.8％

新たなビジネスに
関わるICT投資

　　　　　13.2％

図-1　2012年におけるICT投資の内訳

表-1　2013年におけるビジネス戦略の優先度

1位 企業成長を加速する 
2位 オペレーションで成果を挙げる 
3位 企業コストを削減する 
4位 新規顧客を獲得し、維持する 

5位 ITアプリケーションとITインフラストラクチャを
改善する 

6位 新商品や新サービスを開発する 
7位 効率を改善する 
8位 ITワークフォース（要員）を確保し、維持する 
9位 アナリティクスとビッグデータを実装する 

10位 ビジネス・プロセスを改善する 
出典：ガートナージャパンプレスリリース 2013年3月7日
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められてきたシステムでは重厚長大なウォーター
フォール（3）での開発方法が主に扱われてきた。し
かしながら、イノベーション創出に貢献するシステ
ム開発においては、スピードが重要であり、試行
錯誤が必要、計画できないといった特性からアジャ
イル開発（3）に向いているとされている（図-2）。
そして、最後は人材である。多くの情報システム
部門の部門員は既存システムの運用・管理が中心
であり、ICTによるビジネスのイノベーションにつ
いて考えられる人材が社内に少ない・いないといっ
た事情を抱えている（図-3）。（2）

このような状況で、筆者は、情報システム部門

がイノベーション創出に貢献しようと取り組むも、
既存システムの維持・運用を主として受身で実施
してきたために、利用部門に提案するイノベーショ
ン創出に貢献する新たなシステムの企画を考え出
せなかったり、企画を策定しても相手にされなかっ
たりと、現状のギャップを打破できない大手製造業
等の情報システム部門を見てきた。このような状況
の情報システム部門は、まだ数多く存在すると考
える。

課題に取り組む情報システム部門のスタンス

そこで、「企業におけるオペレーション領域の実
行を中心に支える情報システム部門が、いかに企業
のイノベーション創出の貢献に取り組んでいるの
か」といった課題認識の下、筆者は、文献調査およ
び複数の情報システム部門へのインタビューを行
い、調査・分析を進めている。その中で、どのよう
に情報システム部門がこの課題に取り組んでいる
のか、方向性を示す1つの考え方として、図-4のよ
うなフレームワークを導き出した。
このフレームワークの縦軸は企業におけるイノ

ベーションとオペレーション領域に情報システム

ICTによるビジネスのイノベーションについて
考えられる人材が、社内に少ない／いない

既存システムの運用・管理の負担やコストが大きく、
ビジネスのイノベーションに取り組めない

ICTに必要な投資ができない

イノベーションに取り組むべき
ビジネス領域事態が明確ではない

経営者の ICTに対する理解が乏しい

ビジネスのイノベーションではなく、
ICT導入自体が目的になりがちである

自社において、ビジネスのイノベーションに
必要な ICT環境が整っていない

ICTの変化が激しく追随できない

ICT技術がまだ成熟・発展していないため、
実現したいことを叶えられない

0 20 40 60

44.8

（%）

42.9

33.3

24.5

26.4

24.0

21.6

12.8

5.0

44.8

34.3

28.0

28.3

21.7

19.9

23.1

9.1

4.5

情報システム部門
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出典：日経コンピュータ 2013年5月16日号

経営系部門
［N＝286］

図-3　ICTを利用してイノベーションを進めるに当たっての課題

【ウォーターフォール】 【アジャイル】

出典：平鍋健児 RubyによるAgile開発

要求（スコープ）

時
間

分析

設計

実装

テスト

要求（スコープ）

時
間

図-2　ウォーターフォールとアジャイルの開発方法
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事業を手がけている。教育業界においては、少子高
齢化による教育受講者の減少により、「量」の変化
が生じている。また、文部科学省も述べているよう
に、（4）世界と伍していくための能力の育成が求めら
れており、1990年までのような知育重視の考えか
ら、自ら学ぶ意欲や思考力、判断力、表現力など、
新たな能力を重視する「質」の変化が求められてい
る。このような環境変化を受け、河合塾の情報シス
テム部門では、ひらかれた教育環境の実現や生徒
一人ひとりに寄り添った支援など、全社・お客様視
点で教育サービス向上を実現し、河合塾のイノベー
ション創出に寄与するシステム構築が求められた。

■変革前 ―縦割り・受身の情報システム部門―
河合塾では、各事業部門が「業務改革」機能とし
て企業におけるオペレーション領域の実行を中心
に、事業戦略を実現するシステム施策立案を実施し
ていた。このとき、情報システム部門の役割は、各
事業部門が立案したシステム施策を実現するため
「業務アプリケーション」、「IT基盤」のシステム企
画・設計を行うことだった。ITベンダーは、情報シ
ステム部門と共に、「業務アプリケーション」、「IT
基盤」のシステム開発・運用を担っていた。この体
制では、各事業部が個々に考えたシステム施策をシ
ステム化する形態であったため、システムが事業ご
とに縦割りとなり、情報システム部門員も事業部か
らの要件を受身の姿勢で対応する形となっていた
（図-5）。

■情報システム部門の変革
現状の組織体制のままでは、今後の河合塾に求め
られるような全社・お客様視点で教育サービス向上
に寄与するシステムを構築するのは困難な状況で
あった。そこで、情報システム部門は、これまで業
務アプリやIT基盤のシステム企画・設計を担当して
いたが、システム設計の部分をアウトソーシング
し、リソースシフトを行った。そして、新たな情報
システム部門の役割として、戦略・企画を担う業務
改革部隊を編成し、各事業部門が立案したシステム
施策を、すべて情報システム部門側で把握した後、
全社・お客様視点で、新たに事業部側に提言したり、
システム側に要件を伝える体制を整備した（図-6）。
河合塾では、組織体制を変革したばかりで、今後

部門がどのように取り組むのかを示し、横軸は情報
システム部門の取組み時の姿勢が能動的・積極的
（Active）なのか受動的（Passive）なのかを表現して
いる。
第4象限（図-4の右下）は、企業における既存業務
で、かっちりと決まったオペレーション領域を情報
システム部門が受身の姿勢で、企画・開発するこ
とを表す。第3象限（図-4の左下）は、情報システム
部門が経営層や事業部門に対しオペレーション領
域で積極的に取り組むことを表している。第2象限
（図-4の左上）は、情報システム部門の課題領域で
あり、業務改革や新規事業の創出といった、新たに
形づくるイノベーション領域で積極的に取り組み、
存在価値を見出す領域である。そして、第1象限
（図-4の右上）は、情報システム部門が積極的に取
り組まなくても、ある程度形となり、イノベーショ
ンが行えるようになる状況を表す。
次節から、「企業におけるオペレーション領域の
実行を中心に支える情報システム部門が、いかに企
業のイノベーション創出の貢献に取り組んでいる
のか」といった課題に対する情報システム部門の取
組みが、図-4のフレームワークでどのように表現さ
れるか、学校法人河合塾（以下、河合塾）の事例で
紹介する。

河合塾情報システム部門の課題への取組み

■河合塾の変革に至る背景
河合塾は幼児から社会人までの教育と中学～大

学・企業の教育活動の支援や教育手法等の研究開発

Operation

Innovation

Active Passive

図-4　情報システム部門のスタンス
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を加えて考察したい。

■河合塾の情報システム部門のスタンス
変革前、河合塾では、各事業部門が、オペレーショ
ン領域を中心に河合塾の事業戦略に基づいたシス
テム施策を個々に検討していた。そのため、システ
ムは事業ごとに縦割りで、情報システム部門は各事
業部門の要求を受身の姿勢（Passive）で聞き、シス
テム化していた。しかし、今後の河合塾が目指す、
全社・お客様視点での教育サービス向上を実現する
に当たり、情報システム部門の領域であった「業務
アプリ」「IT基盤」におけるシステム設計の役割をIT
ベンダー 1社に開発・運用とともに一任。「業務改
革」領域における戦略・企画の役割に情報システム

も、2015年、2018年、そして今年生まれた子供が
受験生となる2030年を見据え、変革を進めていく
予定であり、今回の取組みは、情報システム部門
が全社・お客様視点で河合塾の今後のイノベーショ
ン創出に貢献できる第1歩となっている。

情報システム部門のスタンス（河合塾）

これまで、河合塾の情報システム部門が、いかに
企業におけるオペレーション領域の実行を支えな
がら、企業のイノベーション創出に貢献しようとし
ているのか、変革の取組みを紹介した。この河合塾
の事例を基に、前述した情報システム部門のスタン
スに関するフレームワークに当てはめ、筆者の解釈

業務改革

業務アプリ

IT基盤

ITベンダー
システム開発・運用IT

IS部門
システム施策を実現する
システム企画・設計IS

事業部
事業戦略を実現する
システム施策立案事

事業①
校舎
サービス

事業①の
システム

要
件

事

IS IT

事業②
模試

事業②の
システム

要
件

事

IS IT

…
事業③
教材開発

事業③の
システム

要
件

事

IS IT

図-5　河合塾 情報システム部門の変革前

業務改革
（戦略・企画）

業務改革

業務アプリ

IT基盤

事業①
校舎
サービス

事業②
模試

事業③
教材開発 …

事業をお客様・全社視点で見たシステム

（ITMPS
＊社）

要
件

要
件お客様・全社視点での提言

お客様・全社視点での要件

新たな役割

*IT Management Partners
※富士通総研におけるインタビューをもとに作成

ITベンダー
システム設計・開発・運用IT

IT IT IT

IS部門
お客様・全社視点での
戦略・企画IS

IS IS IS

事業部
事業戦略を実現する
システム施策立案事

事 事 事

図-6　河合塾 情報システム部門の変革後
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企業におけるオペレーション領域の実行を支えつ
つ、イノベーション創出に貢献するための情報シス
テム部門の取組み方の1つの考え方である。

む　　す　　び

本稿では、現状多くの情報システム部門の問題で
あろう企業のオペレーション領域の実行を中心に
支えている情報システム部門が、いかに、求められ
るイノベーション創出に貢献していくかという課
題について、複数の先進企業の取組みから導いたフ
レームワークと、河合塾の情報システム部門の取組
みを紹介することで、1つの考え方を述べた。
この考え方は、業種にとらわれることなく適用
されると考えており、「企業におけるオペレーショ
ン領域の実行を中心とする状況から、イノベーショ
ン創出への貢献」を求められ、実現を試みる多くの
情報システム部門やCIOへのヒントとなるはずであ
る。本稿で述べた考え方に関しては、筆者が今後さ
らに、情報システム部門へのインタビューを行い、
検証とブラッシュアップを続けていきたい。
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部門のリソースをシフトするという組織変革を行
う（Active）ことによって、全社・お客様視点での
教育サービス向上というイノベーション創出に貢
献しようとしている（図-7）。
河合塾の取組みは、まだ始まったばかりではある
が、今回の組織変革が大きな1歩となり、今後の河
合塾のイノベーション創出に貢献することとなる
と考えている。
本稿では、図-4のフレームワークに河合塾の事例
をあてはめ図-7となることを説明したが、前述した
ように、図-4のフレームワークは、文献調査と複数
の情報システム部門へのインタビューをもとに導
いたものである。
このフレームワークで示される情報システム部

門のスタンスは、個別企業で背景や事情が異なるた
め、手段や行動は異なるものの、経営方針転換等を
機として、企業におけるオペレーション領域を中心
にPassiveな行動をしていた状態から、オペレーショ
ン領域を中心にActiveに変革を起こし、情報システ
ム部門のシステムや人材の土台をある程度整えた
後、企業のイノベーション領域にもActiveに挑戦し
ていることがわかる。これは、情報システム部門が
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業務アプリ、IT基盤
領域を事業ごとに
受身で実施

戦略・企画を
職員が実施
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はベンダーに一任

戦略・企画に注力し
全社・お客様視点で、
教育サービス向上
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図-7　河合塾の情報システム部門のスタンス
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