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2018年の現時点で、Forbes Global 2000企業の
CEOの3人中2人はデジタルトランスフォーメーション
を企業戦略の中核に据えています。1

しかし、多くのIT組織ではテクノロジーの負の遺産が増大し続け致命的なレベルに達しており、
IT環境が極めて複雑化し、イノベーションを妨げています。2 CIOの離職率が高まっているの
も、驚くことではないのかもしれません。Korn Ferry Instituteの調査によると、CIOの平均在
籍期間は4.3年まで短くなっています。3

1. 「IDC Reveals Worldwide Digital Transformation Predictions」：https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43188017

2. 「IDC FutureScape: Worldwide CIO Agenda 2017 Predictions」：https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US41845916 

3.  Korn Ferry Instituteが米国トップ企業1,000社を対象に実施した調査の結果（2016/17年）： 
https://www.businesswire.com/news/home/20170214005462/en/Age-Tenure-C-Suite-Korn-Ferry-Institute-Study

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43188017
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US41845916
https://www.businesswire.com/news/home/20170214005462/en/Age-Tenure-C-Suite-Korn-Ferry-Institute-Study
https://www.businesswire.com/news/home/20170214005462/en/Age-Tenure-C-Suite-Korn-Ferry-Institute-Study
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デジタルトランスフォーメーションを妨げ、多くのCIOや組織にとって状況を困難にしている 
原因は何でしょうか。この質問に対する答えは、4つに分類できます。

デジタルトランスフォーメーションを妨げる	
4つの問題



このような状況の中で多くの組織がデジタルディスラプターやスタートアップ企業に後れをとっ
ていると懸念しているのも当然です。マッキンゼーの報告によると、歴史のある企業の多くは、
デジタル分野に精通した競合他社に「売上増加の半分、収益の3分の1」を奪われています。6

•	 膨大なバックログ。多くの組織では、ITチームが対応可能なレベルを超えた活動が発生して
います。3200人のITプロフェッショナルを対象にしたOutSystemsの最近の調査によると、
モバイルアプリケーションに関するバックログを抱えていると報告したIT管理者は62%に達し
ています。開発を待っているアプリケーションを10件以上も控えているケースもあります。4

•	 過去の負の遺産。過去の資産を維持するために莫大なコストがかかっており、IT予算の70～
80%を占めています。5 柔軟性に欠けるバックオフィスシステムは、リソースと予算に大き
な負担をかけているだけではなく、新しいデジタルイニシアチブをサポートするために必要
な方法で統合/適応することも困難です。また、レガシーシステムを利用する開発ではスロー
ペースになることが多く、状況がさらに悪化します。

•	 リソースの不足。デジタルイニシアチブには特定の技術的スキルが必要とされます。多くの
組織はそのようなスキルを持たないため、トレーニングに多額の投資を行うか、必要なスキ
ルを持つ人材を雇用するか、またはアウトソーシングによって不足しているスキルを補完し
なければなりません。しかし、開発者を採用する場合、1時間あたり約170ドルものコストが
かかるため、このようなオプションはコストが高すぎるか、時間がかかるか、またはその両
方の負担をもたらすものとなります。

•	 不確実性。本当の変革をもたらすデジタルトランスフォーメーションが困難であるのは、正
真正銘のイノベーションと新しいマインドセットが必要とされるためです。プロセス、ビジ
ネスモデル、サービス提供がすべて刷新される可能性が高く、顧客やパートナーが受け入れ
るかどうかを予測することは不可能です。端的に言うと、これはビジネスを着実かつ継続的
に改善していくという比較的安全な手法とはかけ離れた取り組みなのです。多くの場合、IT組
織がそのような不確実性を取り入れることは困難です。開発ライフサイクル全体を通じて新し
い方法が必要です。ビジネスケースに基づくリスク回避型の優先順位付けから脱却し、デザイ
ン思考とリーンスタートアップ、そしてテストと学習を採用することが求められています。 

4.  「State of Application Development 2017 Research Report: App Dev in the Age of Digital Transformation, Low-Code Platforms 
and Citizen Developers」：https://www.outsystems.com/1/state-app-development-trends

5.  フォレスター、「2018 US Tech Budget Outlook」：https://www.forrester.com/report/2018+US+Tech+Budget+Outlook+Gro
wth+Will+Accelerate+To+Almost+6/-/E-RES141177

6.  Jacques BughinおよびTanguy Catlin、「What Successful Digital Transformations Have in Common」（Harvard Business Review、 
2017年12月19日）：https://hbr.org/2017/12/what-successful-digital-transformations-have-in-common 

https://www.outsystems.com/1/state-app-development-trends
https://www.outsystems.com/1/state-app-development-trends
https://www.forrester.com/report/2018+US+Tech+Budget+Outlook+Growth+Will+Accelerate+To+Almost+6/-/E-RES141177
https://www.forrester.com/report/2018+US+Tech+Budget+Outlook+Growth+Will+Accelerate+To+Almost+6/-/E-RES141177
https://hbr.org/2017/12/what-successful-digital-transformations-have-in-common
https://hbr.org/2017/12/what-successful-digital-transformations-have-in-common
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複雑化する世界

あらゆることが複雑化している。考慮すべきアプリケーション、プラット
フォーム、データ、テクノロジーは、かつてないほど多くなっています。  

これらのコストやリソースに関する社内のプレッシャーが厳しくない場合でも、世界的に次のよ
うな2つの課題が発生しているために、デジタルトランスフォーメーションの推進は難しくなっ
ています。 

世界が急変している。これは、製品イノベーションの加速、テクノロジーの
刷新、新しい市場機会/脅威の急増など、すべてのことに当てはまります。 



新しいWeb、モバイル、およびエンタープライズアプリケーション
の需要が爆発的に増加しています。実際に、ガートナーは、モバイル
アプリケーション開発市場の需要が、社内IT組織の提供能力に比べて
5倍以上の速度で拡大していると推定しています。7 OutSystemsが
実施したアプリケーション開発の調査では、IT専門家の44%は今年
10以上のアプリケーションを開発する計画であり、9%は50以上の
アプリケーションを開発するという逼迫した状況にあると回答してい
ます。8

このような状況に対応できるITチームはほぼ存在しません。 

より多くのアプリケーションが求められているだけではなく、最近で
は、アプリケーションがあらゆるデバイスで同じように動作すること
も期待されています。卓越したデジタルユーザーエクスペリエンスを
複数のプラットフォームで一貫して提供しようとすると、ITのワーク
ロードは大幅に増大します。これが、モバイルアプリケーション開発
プラットフォーム（MADP）という新しいカテゴリのツールが作成
されるようになった理由です。

さらなる
アプリケーション

さらなる
プラットフォーム

これらの要素がどのようにIT組織のワークロードを増大させ、どのようにデジタルトランス
フォーメーションを困難にしているかを詳しく見ていきましょう。

7.  「Gartner Says Demand for Enterprise Mobile Apps Will Outstrip Available Development Capacity Five to One」（2015年6月16日）：
http://www.gartner.com/newsroom/id/3076817

8. OutSystems、「State of Application Development」（2017年）。

http://www.gartner.com/newsroom/id/3076817
http://www.gartner.com/newsroom/id/3076817
https://www.outsystems.com/1/state-app-development-trends/


6   |   IT組織がデジタルトランスフォーメーションにおいて抱える課題と解決策

デジタルエコノミーにおいては、市場投入のスピードと変化のスピー
ドが競争力を決定付ける差別化要因となっています。アプリケーショ
ンの更新頻度は、以前は1年に1回程度でしたが、現在では、多くの
組織が毎月、毎週、またはそれ以上の頻度で（少なくとも一部の）ア
プリケーションを更新したいと考えています。

結果として、ソフトウェア開発プラクティスのモダナイゼーションで
は継続的デリバリーに重点が置かれ、アジャイル手法、DevOps、自
動化が採用されるようになっています。しかし、この取り組みは主に
2つの理由から不十分です。第1に、継続的統合と継続的デリバリー
を実現することは困難であり、テクノロジーと人材への多額の投資が
必要となります。そして、第2に、どれだけ努力したところで満足で
きるスピードを達成することは不可能です。ガートナーの調査による
と、毎月リリースしている企業ですら、回答者の75%はITのペース
が遅すぎると考えています。9

さらなる
変化 

テクノロジーは変化し続けています。最新のアプリケーションを構築
するには、通常はさまざまなコーディング言語と開発フレームワーク
を使用する必要があります。

利用可能なJavaScriptベースのフレームワークだけでも、現在は80
以上あります。それぞれが独自の進化を遂げており、互換性の問題
が発生する可能性もあります。さらに、現在選択しているフレーム
ワークが将来利用されなくなる可能性もあります。たとえば、現在は
AngularJS、ReactJS、Backboneが人気ですが、これらが1年先ま
たは2年先も広く使用されているとは限りません。

つまり、将来も有効なアプリケーションを構築することは決して簡単
ではないのです。

さらなる
テクノロジーの 

刷新

9.  Jeff SchulmanおよびKatherine Lord、「Supersession: Applications, and Infrastructure, and Operations: When Worlds Collide」
（Gartner Applications Strategy and Solutions Summit、2016年12月6～8日） 



これまでは、標準化とコスト削減の優先事項には、ERPやCRMなど
のパッケージ化されたアプリケーションで十分に対応できました。し
かし、「顧客ファーストの時代」となった現在では、これまでのよう
な万人受けする「既製」のアプリケーションでは顧客満足を勝ち得
ることはできません。エンゲージメントシステムと差別化システム
には、さらなるカスタマイズとパーソナライゼーションが求められ 
ます。

差別化が求められていることから、プログラマーに対する需要が高
まっています。特に、デジタルとモバイルの開発に必要なあらゆる
ツール/言語に対応できる人材が求められています。

最新のデジタル開発スキルの世界的不足が広く報じられています。需要の高いリソースの採用、
再調整、再教育、維持という難題を抱えている多くのCIOは、前述の課題も含め、これらのプ
レッシャーにどのように対応したらよいのでしょうか。ローコード開発プラットフォームのよう
な最新の開発アプローチを採用することで、迅速で持続可能なデジタルトランスフォーメーショ
ンを実現できます。

「すべての企業がソフトウェア企業である」現在 

さらなる
差別化

さらなる
プログラミング

結局、将来も有効なアプリケーションを構築するのは容易ではありま
せん。ITチームが今日使用している（しかも変わり続ける）テクノロ
ジーを理解するリソースを見つけることも同様です。
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ローコードの定義

フォレスター・リサーチは、ローコードプラットフォームを「手作業でのコーディングを最小限
に抑え、セットアップ、トレーニング、展開の初期投資を必要最小限に抑えて、ビジネスアプリ
ケーションの高速デリバリーを実現する」ことと定義しています。10 実際には、ローコードで開
発するということは、コードを記述するのではなく、ビジュアルモデリングとデザインを使用し
てアプリケーションを作成できることを意味します。 



•	 イノベーションを促進し、不確実性への対処を強化する。

•	 より効果的にアジャイルを採用する。

•	 より柔軟かつ簡単に統合を設計する。

•	 ソフトウェアデリバリの速度と信頼性を高めてエラーを削減するDevOpsプラクティスを使
用する。

ここで、「なぜローコードがデジタルトランスフォーメーションの課題解決に役立つのか？」と
思われるかもしれません。

主な理由はスピードです。アプリケーションの開発とデリバリーを最大10倍の高速で実現でき
るのです。

しかし、ローコード開発のスピードについてはすでにご存じでしょう。ここでは、IT組織が、適
切なローコードプラットフォームを活用し、デジタルトランスフォーメーションイニシアチブで
重点を置くべき4つの優先事項をどのように進めていくかについて考えていきましょう。これら
の優先事項とは、次のことを指します。

10.  The Forrester Wave™、「Low-Code Development Platforms For AD&D Pros, Q4 2017」： 
https://www.outsystems.com/1/low-code-development-platforms-wave/

https://www.outsystems.com/1/low-code-development-platforms-wave/
https://www.outsystems.com/1/low-code-development-platforms-wave/
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イノベーションの実現

デジタルトランスフォーメーションによって、競争優位性を獲得したりデジタルディスラプショ
ンに対抗したりできます。しかし、実験を伴わなければ、革新的な成果は達成されません。
したがって、ガートナーのバイモーダルIT（2つの流儀のIT）のビジョンを受け入れるかどうか
に関係なく、イノベーションを成功させるためには、スピード、実験、そして失敗を容認するこ
とさえも求められることに疑いの余地はありません。11



何をすべきか

これらの理由から、ITリーダー、システムインテグレーター、コンサルティング企業は、デザイ
ン思考、リーンスタートアップ、カスタマージャーニーマッピング、ユーザーエクスペリエンス
デザインなどの、新しいスキルと手法に投資しています。しかし、手作業のコーディングや開発
プロジェクトの積み残しという問題を解決しない限り、IT管理者は従来型の優先度ベースの作業
方法から解放されないため、多くの投資を浪費してしまう恐れがあります。

イノベーションプロジェクトを特定し、優先付けし、開始する方法は、今までと異なるものでな
ければなりません。ここに、徹底的なプロセス分析（消耗度も膨大）、ビジネスケースの優先付
け、「要件病」が介入する余地はありません。

要件病（Requirements-itis）： 

「要件の炎症または膨張。選択の誤り、容認できない遅延、
プロジェクトの失敗を引き起こす病気。」12

—フォレスター、「The New Way To Choose Business Applications」

11. https://www.gartner.com/it-glossary/bimodal

12.  フォレスター、「The New Way To Choose Business Applications」： 
https://www.forrester.com/report/The+New+Way+To+Choose+Business+Applications/-/E-RES126741

https://www.gartner.com/it-glossary/bimodal
https://www.forrester.com/report/The+New+Way+To+Choose+Business+Applications/-/E-RES126741
https://www.forrester.com/report/The+New+Way+To+Choose+Business+Applications/-/E-RES126741
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スケーラビリティ。適切なローコードプラットフォームを使用すると、プロ
トタイプとユーザーインターフェイスモックアップを完全に統合されたエン
タープライズアプリケーションに拡張できます。これにより、ビジュアルプ
ロトタイピングを単なるオプションではなくメインストリームの開発の一環
にできます。

ユーザーエクスペリエンスデザイン。適切なローコードプラットフォーム
は、レスポンシブWebのユーザーインターフェイスとモバイルアプリケー
ションの高速でビジュアルなモデリングをサポートします。これにより、
ユーザーエクスペリエンスを重視した開発プロセスを推進できます。ユー
ザーのフィードバックが組み込まれるため、迅速で協調的なデザインの反復
作業において開発者とユーザーが直接やりとりする必要がありません。

リーンスタートアップ。ローコード開発環境を使用すると、実用最小限の製
品を迅速に作成できます。これにより、方向転換したときに莫大な開発労力
が無に帰すことを危惧せずに、「テストと学習」の活動に参加できます。

イノベーションを支援するローコード

最適なローコード開発プラットフォームを利用することで、デジタルの実験と不確実性に対処
し、成功を収めることが可能になります。ローコードには以下のメリットがあります。

スピード。手作業コーディングの最大10倍の速度で開発が可能となり、ITが
開発プロジェクトを積み残さず迅速に対応できるようになります。時間がな
ければ実験もできません。

デザイン思考。デザイン思考には、ビジュアルプロトタイピングが必要とさ
れ、ターゲットユーザーと開発者の間の緊密な協力も欠かせません。ロー
コードは、高品質の要件とフィードバックを引き出すビジュアルモックアッ
プを作成するのに十分なスピードを実現します。



「OutSystemsを採用して以来、コーディングに費やす時間
を削減でき、ビジネスとユーザーエクスペリエンスの要件
を理解するために十分な時間をかけられるようになりまし
た。ローコードを活用するとUIを迅速に追加できるため、
オプションのプロトタイピングを増やしてユーザーに最適
なUIを見つけることができます」

—  Logitech、エンタープライズコラボレーション担当マネージャー、 
Steven Schmidt氏
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アジャイルの採用の改善

フォレスターによると、2017年にはアジャイル開発の採用が59%に上り、2015年に比べて3倍
に増加しました。13 しかし、いくつかの障壁がその進展を阻んでいます。最大の問題となってい
るのが、複数のスキルにわたる開発チームの複雑さと、高いレベルでビジネスエンゲージメント
を維持することの難しさです。ローコードプラットフォームにより、これらの障壁を排除してア
ジャイルプラクティスを一層推進できるようになります。



複数のスキルにわたる開発チームの一体的活動を支援
多くのIT部門では、開発者がフロントエンド、バックエンド、統合に個別に重点を置いたり、別
のチームがモバイルアプリケーション開発に焦点を当てたりして活動しています。 

それぞれに特化したツール、フレームワーク、コーディング言語が使用されます。当然の結果と
して、次々とサイロが発生し、コラボレーションと同期が困難になります。チーム全体でアジャ
イル開発を成功させるためには、以下のような時間を要する救済策が必要となります。

適切なローコードプラットフォームにより、すべての開発者が複数の分野に対応できるようにな
ります。フロントエンド、バックエンド、モバイルのいずれに焦点を当てる場合も、単一のロー
コードIDEと1つのスキルセットの習得だけで対応できます。

これにより、チーム内での開発タスクの編成や割り当てが非常に柔軟になり、チームメンバー間
のコラボレーションが大幅に容易になります。 

ローコード開発のアプローチは視覚的で宣言型であることから、他の手段よりも開発者のトレー
ニングに要する時間を短縮できます。したがって、開発チームは、特に開発の未対応事案にすべ
て対応した後で、アジャイル手法の習得に多くの時間を割くことができます。

•	 バグ処理のためのスプリントの強化

•	 チームメンバーの相互トレーニング

•	 反復的な知識移転セッション

•	 SME（内容領域専門家）の関与など

13.  フォレスター、「Predictions 2018: New Technologies Propel Software Development」（2017年11月）： 
https://go.forrester.com/blogs/predictions-2018-new-technologies-propel-software-development/

https://go.forrester.com/blogs/predictions-2018-new-technologies-propel-software-development/
https://go.forrester.com/blogs/predictions-2018-new-technologies-propel-software-development/
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アジャイルでビジネスエンゲージメントを継続
ローコードがもたらす大きな違いの1つとして、ユーザーはビジネスユーザーのエンゲージメン
トが優れている点を報告しています。これにはいくつかの理由があります。

開発のペース。開発が非常に高速になるため、ビジネスユーザーが詳細に要件を記述し、
その後何か月間も成果を得られないといった状況が起こることがなくなります。

プロトタイピング。文字で詳細に説明することも、1つの画像だけで表現できることがあ
ります。そのため、ビジュアルプロトタイピングは非常に重要です。これは、要件の理解
を深めるうえで常に役立ちます。実際、ユーザーは自分が望むものが何であるか、目にす
るまで理解していないことが多いのです。ユーザーエクスペリエンスが最優先事項となる
デジタルエンゲージメントアプリケーションの場合には、これが特に当てはまります。
ローコード開発によって、ビジュアルプロトタイピングが単なるオプションまたは付加的
な存在ではなくメインストリームの開発の一環になります。

可視化。ビジネスユーザーは、視覚的にモデル化されたユーザーインターフェイス、プロ
セス、およびロジックを迅速に理解できます。開発とフィードバックセッションを同時に
進行できるため、有意義なだけでなく、その進行が心待ちにされることになります。これ
は、開発プロセスにおける主なビジネスユーザーのエンゲージメントを維持するために役
立ちます。

1

2

3



「OutSystemsを採用してから、継続的に関与することの
必要性が社内のユーザーに理解されるようになりました。
以前のように、大量の要件文書を提出して何か月も待つこ
ともなくなりました。開発が始まるとすぐに、ユーザーは
レビューおよびテストできるようになります。ローコード
アプリケーションの作成は共同作業であり、全員が取り組
み、継続的に関与する必要があります」

—  Logitech、エンタープライズコラボレーション担当マネージャー、 
Steven Schmidt氏
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柔軟な統合の設計

多くの組織は、サービス指向アーキテクチャー（SOA）を改善して、テクノロジーを容易にビ
ジネス戦略に適合させられるように取り組んでいます。レガシーの統合の難しさが前進を阻む最
大の問題であると言われ続けているデジタルトランスフォーメーションにとって、これは特に重
要です。14 その意味において、ローコードプラットフォームはそれぞれ機能が異なるため、詳細
に吟味する必要があります。



適切なローコードプラットフォームは、RESTやSOAPの消費のためのバックエンドサービスを
視覚的にモデル化して迅速に作成する機能を提供します。これにより、外部API、コアサービ
ス、統合サービスを含む3層のサービスアーキテクチャーが実現します。コンポーザブルアプリ
ケーション、フロントエンドの分離、疎結合されるサービスの抽象化が、柔軟性のために有効で
あることは広く受け入れられています。 

適切なローコードプラットフォームは、統合コードがアプリケーションコードに埋もれるのを防
ぐので、過去の負の遺産やその影響が助長されることがありません。つまり、制限なく統合を強
力に支援できるため、進化の遅いレガシーシステムを保持しながらも、イノベーションと差別化
を推進できます。

OutSystemsを使用して構築された 
FICO Origination Manager
FICO Origination Managerソフトウェアの構築で柔軟かつ万全の
統合を必要としたFICOは、OutSystemsを使用しました。多くの国
で規制が目まぐるしく変わり、新しいデータソースが次々と登場する
中で、柔軟な統合と迅速な反復リリースサイクルが不可欠です。

14.  Nimbus Ninety、「Digital Trends Report」：https://www.nimbusninety.com/digital-trends-report-2017および 
https://blog.nimbusninety.com/blog/the-digital-trends-report-an-introduction

https://www.nimbusninety.com/digital-trends-report-2017
https://blog.nimbusninety.com/blog/the-digital-trends-report-an-introduction
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すでに述べたように、ローコードプラットフォームはそれぞれ機能が大きく異なります。ロー
コードの製品を比較する場合には、次の機能を使用できることを確認する必要があります。

DevOpsの成功を実現

DevOpsプラクティスが広く採用され、組織がソフトウェアデリバリーのスピードと信頼性
を向上しエラーを削減するのに役立っています。しかし、DORA（DevOps Research and 
Assessment）の調査では、真のDevOpsチームで活動していると考える回答者は27%にとど
まっています。15 多くのDevOpsツールを統合して習得しなければならない可能性があり、困難
であると同時に時間とコストがかかりすぎます。 

これは、多くの組織でDevOpsをサポートするために取得するツールが次第に増えているため
です。その結果、コード検証、バージョン管理、継続的な統合、自動展開、テストの自動化、セ
キュリティテスト、パフォーマンス監視など、多様で複雑な製品が使用されるようになっている
のです。企業がシンプルさを求めるようになったのも不思議ではありません。16



•	 バージョン管理。すべてのバージョンのアプリケーションとモジュールが中央リポジトリに
自動的に保存されること。マイルストーンにはタグを付けることができること。バージョン
履歴には、作業項目のチェックイン/チェックアウトをいつ誰が実行したかが記録されるこ
と。ロールバックがサポートされ、以前のバージョンをダウンロードできること。 

•	 共同開発。モジュール式の開発がサポートされ、複数スキルにわたる開発者から成る大規模
なチームで作業したり、複数チームから成る組織を編成したりできること。必要に応じて、
開発者が同じモジュールで共同作業できること。

•	 ビルドの検証。展開するときには必ず影響分析が実行され、ターゲット環境で実行されてい
る他のアプリケーションに影響を与えずに展開できるかどうかが検証されること。すべての
競合と依存関係の解決がサポートされること。

•	 ワンクリックの展開。ビルドの検証後は、ワンクリックだけで、最適化されたコードを生成/ 
コンパイルし、データベースを分析し、必要な差分SQLスクリプトを作成し、コンパイルさ
れたアプリケーションをフロントエンドサーバーに配布できること。データベースの更新、
中断のない新しいバージョンの展開、環境の同期もワンクリックで処理できること。

•	 テストとQA。自己修復/影響分析機能と高品質なコードの自動生成によって、従来の開発よ
りもテストが少なくなること。一方で、ユニットテストの実装/実行/管理のためにユニット
テストフレームワークも含まれ、チームが通常使用する他のテストツールとの統合も可能で
あること。

•	 監視。包括的な監査/監視ツールの組み込みによりアプリケーションのパフォーマンスを積極的
に管理でき、リアルタイムのパフォーマンスの課題を識別して問題を簡単に検出できること。

•	 フィードバック。組み込まれたアプリケーションフィードバック機能が、継続的デリバリー
をサポートすること。

15. 「2017 State of DevOps Report」（DORA）：https://puppet.com/resources/whitepaper/state-of-devops-report

16. フォレスター、「Predictions 2018」。

https://puppet.com/resources/whitepaper/state-of-devops-report
https://www.outsystems.com/1/predictions-2018-new-technologies/
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その答えは、次の3つの質問を検討することで簡単に明らかになります。
これらの質問とその答えを順番に考えていきましょう。

デジタルトランスフォーメーションに最適な
ローコード

ローコードアプリケーション開発の市場は、「大きな可能性がある」、「今も発展中」、「玉石 
混交」など、さまざまに評価されています。実際に、2017年半ばに発表されたフォレスター
のベンダー勢力図レポートでは、ベンダー76社が評価対象となっています。これらのベンダー
は、大まかに3つのカテゴリに分類されます。

•	 モバイル開発専用ツール

•	 企業の開発者（または「シチズンデベロッパー」）向けの軽量ツール

•	 アプリケーション開発/デリバリー（AD&D）のプロフェッショナル向けプラットフォーム

では、自社のデジタルトランスフォーメーションで最も役立つのはどれでしょうか。
また、ポートフォリオの一環として組み入れる必要があるのは、いずれか1つのカテゴリでしょ
うか。あるいは、2つ、または3つすべてのカテゴリでしょうか。



いいえ。モバイルは重要ですが、デジタルトランスフォーメーションの対象には、Web、モバ
イル、フロントエンド、バックエンドなど、すべてが含まれます。

「モバイルファースト」の取り組みが進展している今日において、開発全体に対応できないロー
コードプラットフォームを使用することは無意味です。デジタルトランスフォーメーションでは
俊敏性と柔軟性が求められます。そのため、単一のスキルセットでWebアプリケーションとモ
バイルアプリケーションを同等に作成できるローコードプラットフォームが必要です。 

質問1：
自社のデジタルの課題は、モバイルイノベーションに 
限定されますか？
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シチズンデベロッパーが個別に進める開発は、デジタルトランスフォーメーションではあまり役
立ちません。

デジタルトランスフォーメーションには、顧客向けのアプリケーション、記録システムとの統
合、継続的で反復的なイノベーションが必要です。前述したとおり、アジャイルによるイノベー
ションは、ユーザーエンゲージメントと顧客中心の開発を必要とします。しかし、IT部門による
適切なコントロールなくして、これを大規模かつ長期的に達成することは不可能です。

効果的に稼働していない部門の連携プロセスに対処するための軽量な「コードレス」のワークフ
ローツールがありますが、スプレッドシートと電子メールによって構築されているのであれば、
それは本当のデジタルトランスフォーメーションとは言えません。

質問2：
ビジネスエキスパートユーザーの能力と意欲を最も効果的に 
活用するには、どうするべきでしょうか？



はい。長期的な観点から、ガバナンス、スケーラビリティ、セキュリティが求められます。

デジタルトランスフォーメーションは、広範で長期にわたる取り組みです。めったに変更しない
少数のアプリケーションだけを対象とするものではありません。ガバナンスは、複数の開発者、
プロジェクト、継続的デリバリのサポートなどで重要です。また、成功するためには、統合、ス
ケーラビリティ、セキュリティが不可欠です。

これらの質問の答えから、デジタルトランスフォーメーションの取り組みのサポートには、
AD&D専門家向けのローコードプラットフォームが最適であることがわかります。

質問3： 
デジタルトランスフォーメーションに、ガバナンス、 
スケーラビリティ、セキュリティが必要ですか？
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CIOにもたらされた千載一遇のチャンス

CIOが成功を収めるには、デジタルスキルセットを拡張し
てベンチャーキャピタリストと同様にテクノロジーを管理
することで、リーダーシップを発揮する必要があります。
CIOが自らの位置付けを進化させることで、最高デジタル
責任者の役割が時代遅れなものになっていくでしょう。17

— フォレスター（2017年11月）



ローコードは、デジタルトランスフォーメーションでCIOが抱える4つの優先事項をサポート
し、AD&D専門家向けに強力なソリューションを提供します。しかし、実際に採用するローコー
ドプラットフォームは、本当に高速であり、エンタープライズクラスの強度があるアプリを大規
模に提供でき、信頼性の高いものでなければなりません。そこで、OutSystemsがソフトウェア
開発のライフサイクルをどのように短縮し、エンタープライズクラスの強度とスケーラビリティ
を実現するための信頼性をどのように実現しているのかを確認していきましょう。

ここ数年来、アプリケーション開発の所要期間を短縮するために自動化が活用されるようになっ
ています。IaaS（Infrastructure as a Service）の場合、自動化によって瞬時にクラウド内に
新しいサーバーを準備することができます。PaaS（サービスとしてのプラットフォーム）の場
合、自動化によって開発者は遅滞なくコーディングを開始するために必要なすべての機能を利用
できます。DevOpsツールは、自動化の使用により、新しいコードを本番環境にプッシュするプ
ロセスを大幅に高速化できます。 

それでは、アプリケーション開発自体で自動化をどのように活用できるのでしょうか。なにしろ
アプリケーション開発は、ソフトウェア開発ライフサイクルで最も時間とコストがかかり、最も
リスクが大きい段階なのです。

自動化とソフトウェア開発ライフサイクル

アプリケーション開発に要する合計時間：

アプリ開発 テスト/展開アプリ 
サーバー

インフラ 
ストラクチャ

エンタープライズクラスの強度とスピードの融合

17. フォレスター、「Predictions 2018: CIOs Make The Chief Digital Officer Obsolete」

https://www.forrester.com/report/Predictions+2018+CIOs+Make+The+Chief+Digital+Officer+Obsolete/-/E-RES139879
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アジャイル開発の目的は、要件の定義と開発プロセスの効率を高めることです。しかし、その
ような方法は自動化できません。ここでは、効率化の機会を逃していることにならないでしょ 
うか。

IaaSベンダーはおおむね、IaaSを採用する側が以前と同様のコーディングを期待すると考えてい
ます。たとえば、Microsoftは次のように述べています。

しかし、この助言に従った場合、開発のバックログを処理したりデジタルイノベーションを推進
したりするには、より多くの開発者を採用する必要があるでしょう。デジタル開発のスキルが不
足している現状や、スキルのある開発者には高額な給与が必要となることを考えると、これは決
して簡単ではありません。

•	 自動化：アプリケーション開発で見落とされていた効率化の機会

「使い慣れたツールとオープンソーステクノロジーを使用

し、自由自在な方法で構築できます」
https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure

https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-azure


OutSystemsを使用することで、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を以下のように圧縮でき
ます。

• インフラストラクチャ：標準で、OutSystemsサブスクリプションをOutSystemsクラウド
で有効にし、アプリケーションの開発とデリバリーをすぐに開始できます。さらに、他のク
ラウド（プライベート、パブリック）、オンプレミス、またはハイブリッド環境でも、同様
にOutSystemsを使用できます。 

• プラットフォーム：開発者は、開発ライフサイクル全体で単一の統合開発環境を使用でき 
ます。

• アプリケーション開発：OutSystemsは、優れたアプリケーションを迅速に構築できるよう
にさまざまな工夫を凝らしています。また、インパクト分析と自己修復エンジンにより、開
発の品質を向上できます。

• DevOps：OutSystemsは、品質保証、展開、監視、管理などの多様なDevOps機能を提供
します。

•	 OutSystems：自動化によりソフトウェア開発ライフサイクルを短縮

アプリケーション開発に要する合計時間：

アプリ開発

アプリ開発 テスト/展開アプリ 
サーバー

インフラ 
ストラクチャ
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ここでは、優れた生産性を実現するビジュアル開発機能のいくつかについて紹介します。これら
は、エンタープライズクラスの強度の高品質アプリケーションをより迅速に提供するのに役立ち
ます。

比類のないスピード

フルスタックのビジュアル開発。UI、ビジネスプロセス、ロジック、および
データモデルに必要な機能をドラッグアンドドロップして、フルスタックの
クロスプラットフォームアプリケーションを作成できます。ベンダーロック
インの心配もありません。必要に応じて独自のコードを追加できます。

ワンクリックの展開。ワンクリックでアプリケーションのデリバリーと更新
を実行できます。OutSystemsは、すべての変更を自動的に追跡し、データ
ベーススクリプトと展開プロセスを処理するので、作業が大幅に簡素化され
ます。

簡単なモバイル開発。超高速ビジュアルモデリングにより、オフラインの
データ同期、ネイティブのデバイスアクセス、およびオンデバイスのビジネ
スロジックを必要とする複雑なアプリ構築から脱却できます。

アプリ内のフィードバック。より迅速にアプリケーションを改善できます。
アプリケーション内でユーザーが音声と文字のフィードバックを共有できる
ので、変更管理プロセス全体が簡素化されます。

自動リファクタリング。OutSystemsはすべてのモデルを分析し、依存関係の
リファクタリングを即座に実行します。データベーステーブルを変更すると、
すべてのクエリが自動的に更新されます（OutSystems独自の高度な機能）。



「OutSystemsを使用することで、開発時間を75%短縮
し、市場投入を3倍に高速化できました。」

— FICO、製品管理担当VP、David Lightfoot氏
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エンタープライズクラスの強度と	
スケーラビリティを実現

最後は、「スケーラブルなエンタープライズクラスの強度のアプリケーションをOutSystemsで
提供できると信用できるか？」という質問です。

本書では、事実に基づく偏見のない視点を提供するよう努めてきました。しかし、この質問につ
いては中立的な第三者の見解も参考になるでしょう。



たとえば、アナリストの評価を参考にしてみましょう。

顧客企業の声も参考にしてください。

とりえず試してみるのも一案です。結局のところは「論より証拠」です。フォレスターも次のよ
うに述べています。

顧客ファースト

OutSystemsにとって、「顧客ファースト」は単なるスローガン
ではありません。企業としての存在理由です。この考えに基づく
ことで、当社の意欲が高まり、謙虚に取り組むことができ、あら
ゆる行動の正当性が問い直されます。このミッションのもとで、
OutSystemsは最高の製品を作り出し、卓越したサービスを提供
し、お客様を成功に導くことができるのです。

outsystems.com/company/analysts

outsystems.com/happy-customers

モバイルアプリケーション開発 
プラットフォーム（MADP）に関する 

マジッククアドラントでリーダーの格付け。

ローコード開発プラットフォームに
関する2部門のForrester Wave™ 
レポートでリーダーの格付け。

高生産性aPaaS（Application  
Platform as a Service）に関する 

マジッククアドラントでリーダーの格付け。

「ローコードプラットフォームにより、 
セットアップ、トレーニング、展開に必要な 
初期投資を最小限にできます」

http://outsystems.com/company/analysts
http://outsystems.com/happy-customers
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最後に

デジタルトランスフォーメーションは、全世界のITチームにとって大きなプレッシャーとなって
います。アプリの需要が加速度的に高まる中、従来のアプリ開発のアプローチでは対応が困難に
なっています。ITチームは、企業が業績を向上できるようにする革新的な新しい方法を見つけて
いく必要があります。 

本書で説明したように、ローコードアプリケーション開発プラットフォームは、このような取り
組みを進めるうえで効果的な1つの方法です。ITチームの能力を向上させ、投資をすでに進めて
いるリーンスタートアップ、アジャイル、DevOpsプラクティスもサポートします。

適切なローコードプラットフォームは、次のメリットを実現します。

•	 より多くの成果を提供し、開発のバックログを効率的に処理できます。

•	 開発チームを再訓練して、デジタルスキルの不足を回避できます。

•	 ITコストを削減でき、過去の負債を低減できます。

•	 イノベーションを推進し、アジリティを向上できます。

つまり、ローコードによって、迅速で実りあるデジタルトランスフォーメーションに向けた舵取
りを実現できます。



適切なローコードプラットフォームは、強力なアプリ
ケーションを開発するための多くのチャンスをもたら
します。これにより、デジタルトランスフォーメー
ションの舵取りが容易になります。
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OutSystemsは、ローコードの高速アプリケーション開発向けプラットフォームのリーダーで
す。OutSystemsは、ローコード開発のパワーと先進的なモバイル機能を組み合わせた唯一のソ
リューションとして信頼されています。全世界の多数のお客様は、アプリケーションポートフォ
リオ全体でビジュアル開発を推進し、既存システムとの統合を容易に実現します。 

•	 フルスタックアプリケーションのビジュアル開発

•	 すべてを統合

•	 あらゆるデバイスで展開

•	 ベンダーロックインなし、境界なし

最高のローコードプラットフォームでデジタルトランスフォーメーションを 
加速する

エンタープライズクラスの強度のアプリケーションを構築する最速の方法

ローコード開発をOutSystemsで

詳細情報：www.outsystems.com
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