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2019年の夏の終わりに、デロイトのテクノロ
ジースペシャリスト、フューチャリスト、リサー
チャー、ライターといったメンバーで構成される

チームが2020 Global Technology Leadership 
Studyの取り組みを開始した。以前はグローバル
CIOサーベイとして知られていたこの総合的な調査
プロジェクトでは、2015年以来、組織やそのテクノロ
ジー機能、そしてテクノロジーリーダーが果たす極め
て重要な役割の進化を見てきた1。

我々が2020年版の取り組みを開始した頃、イノ
ベーションとテクノロジーディスラプション（技術によ
る創造的破壊）が凄まじい勢いで進行し、市場も上り
調子であった。さらに重要なのは、デジタルイノベー
ションの最前線にあった多くの組織が、テクノロジー
や、テクノロジーリーダーの専門知識を独自の方法で
活用し、競争優位を創り出していたことである。我々
は、こうした先駆者が直面している課題と機会は何か、
さらには、デジタルの先進企業はテクノロジーリー
ダーに何を期待しているのかを明らかにしたいと考え
た。2 0 2 0 Global Technology Leadership 
Studyは、テクノロジーリーダーが組織を変革へと導
く方法を検証する絶好のタイミングとなった（「2020 
Global Technology Leadership Studyについ
て」を参照）。

その後思いがけず、状況が著しく変化した。
COVID-19は、誰もが不慣れなチャレンジと予期せ
ぬリスクの時代をもたらした。ビジネスの混乱は目新
しいことではないが、この世界的なパンデミックの影
響がグローバル経済へと波及するにつれ、企業のレジ
リエンス（回復力）にとってこれまでになく厳しい試練
になりつつある。

2020 Global Technology Leadership Study
の昨夏の開始時から世界の状況は一変したが、本
サーベイの結果はむしろ時宜を得ていると考える。例
えば、CIOが「頼りになるオペレーター」、あるいは「事
業の共同創作者」であるだけでは十分とはいえなく
なった（「CIOパターンタイプの進化」を参照）。現在
直面している破壊的事象の前から、テクノロジーリー
ダーは変革の担い手としての役割を求められていた。
成長に向けたビジョンと道筋を示し、実現することで
組織の変革を導く、組織の原動力となる「キネティッ
クリーダー」としての役割である。2020 Global 
Technology Leadership Studyでは、テクノロ
ジー先駆者である組織が持つ特性、目的や戦術、そし
てテクノロジーリーダーにとって重要な変化について
解説している。主な調査結果は次の通りである。

• テクノロジー先駆者は成長志向が強く、リーダー
が深く関与している。我々の分析結果では、企業
の11.6％がテクノロジーを通じて高い価値を創造
している。これらの企業は高い成長志向に加え、
テクノロジーの価値を理解し、優先するリーダー
の存在を特徴としており、ビジネスの成長のため
にテクノロジーを活用する先駆的な企業である。
こうしたテクノロジー先駆者は、独自のオペレー
ションスタイルと戦略の優先事項を持ち、それが
IT部門内にとどまらず全社に浸透している。

• イノベーションを推進し、変革をマネージするキ
ネティックリーダーが求められている。これからの
テクノロジーリーダーの役割について、経営層の
意見は一致している。ビジネスリーダーとテクノロ
ジーリーダーの共通的な考えとして、テクノロジー
ドリブンな将来像を共に描き、複雑な変革をリード
し、イノベーションと変革のアーキテクトとなる、
ダイナミックで変化を志向するキネティックリー
ダーが必要とされている。

はじめに
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2020 Global Technology Leadership Studyについて
2020 Global Technology Leadership Studyでは、69ヶ国、22業界から1,300人を超える参加者に協力
いただいた（図1）。グローバルCIOサーベイからGlobal Technology Leadership Studyへの名称変更は、
CIO、CDO、CTOといった、テクノロジーに関連するリーダーシップの役割拡大が背景にある。また、CEO、CFO、
COOのほか、戦略、イノベーションや研究開発におけるリーダー層がテクノロジーに深く関与している実態も反
映している。2018年に22％を占めていたテクノロジー部門以外のサーベイ回答者は年々増加し、2020年には
40％に達した2。この結果は、組織におけるテクノロジーの重要性と相関している。

注釈: 四捨五入により、パーセンテージの合計は100%にならない場合がある
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

サーベイ回答者の現在の役割

CTO（チーフテクノロジーオフィサー）   9%

部門または地域・国担当CIO 19%

グローバル CIOもしくは企業全体のCIO 42%

テクノロジーの意思決定者 14%

その他のテクノロジー関連の責任者 16%

ビジネス部門長 15%

CFO 18%

CEO 25%

執行役員 12%

取締役員   9%

COO   7%

その他のビジネス部門の責任者 14%

テクノロジーリーダー: 60% ビジネスリーダー: 40%

サーベイ地理的分布

インタビュー
件数65 回答者の

業界22

37% ヨーロッパ

37% 南北アメリカ 11% アジア太平洋

14% 中東および
アフリカ

図1

サーベイ回答者の属性

回答者数1,311

2020 Global Technology Leadership Study
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• 企業全体をリードする粘り強さを備えたテクノロ
ジーリーダーには、多くのチャンスがある。機能
の枠を超えたリーダーシップを発揮することで、テ
クノロジーリーダーは組織全体にテクノロジーを
浸透させることができる。そのために企業は、人材、
学習とコラボレーション、戦略的なテクノロジー投
資に対する従来のアプローチを再考し、組織的な
アジリティ（機敏性）を高めていく必要がある。

前例のない不安定かつ不確実な状況において、テ
クノロジーリーダーは組織のガイド役を担うことがで
きる。目の前の危機や回復に向けた戦略を立てるだ
けではなく、組織や業界がパンデミック後の新常態
（ニューノーマル）に適応し、成功するための、テクノ
ロジー主導の変革をリードすることができる3。そのた
めにはテクノロジービジョナリーとしての展望、成長
と変革への意欲、大胆な賭けに出る意志、信念を貫く
粘り強さなどが求められる。ビジネス戦略に影響を与
え、次世代の人財を育成し、テクノロジーをビジネス
と一体化させるためには、リーダーシップスキルが役
立つだろう。

「企業が成長するためには、古いやり方や習慣を
一部捨てながら新しいものを作り、前進しなけれ
ばならない。それは簡単なことではない。このよ
うな環境でリーダーシップを発揮するには、成長
と変革をリードするレジリエンス、自己認識、自
信がなくてはならない。」

— Sandy Beach Lin, board member, American 
 Electric Power, PolyOne, Trinseo, and 

 Interface Biologics4

COVID-19は今後も企業に影響を与え続ける可能
性が高い。フィジカルからバーチャルへのオペレーショ
ンシフトは加速し、大規模な変革のデザインを支援で
きるテクノロジーリーダーが必要とされるだろう。こう
した創造的破壊には、弱気で漸進的アプローチでは
なく、大胆な思考と包括的な変革のビジョンが求めら
れる。

CIOパターンタイプの進化
これまでのグローバルCIOサーベイでは、対象者の回答データを分析し、CIOによる提供価値の観点からCIO
を3つのパターンに分類した。オペレーションの指揮を執る「頼りになるオペレータ」、ビジネス戦略の策定と実行
のためにビジネス部門と協働する「事業の共同創作者」、テクノロジー主導のビジネス変革をリードする「変化の
立役者」である5。

毎年のCIOパターン分布からサーベイ実施当時の状況が垣間見える。本サーベイの開始当初は、パターンに優
劣はなく、各企業固有のニーズや責務が分類結果に表れていると結論付けた6。2018年版ではその結論を見直し、
CIOは単純な「頼りになるオペレータ」から、ビジネスニーズに応じて「変化の立役者」や「事業の共同創作者」
へと役割を発展させていくものだと考えた7。

2020年のサーベイ回答結果では、ビジネスリーダーはテクノロジーリーダーによる組織全体の変革の主導を、
これまで以上に期待していることが明らかとなった。テクノロジーリーダーは、「事業の共同創作者」としての役割
だけではその重要性と影響力を保つことができず、変革を主導する役割も担うべきだとの結論に達した。しかし
実際は、経営層の期待に反して、テクノロジーリーダーのパターン別割合はここ数年大きく変化していない。また、
理想のパターンとして「変化の立役者」を選択したテクノロジーリーダーは全体の5分の1に過ぎない（図2）。

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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2020年は「キネティックリーダー」という考え方を紹介する。キネティックリーダーは、テクノロジー主導の変
革を起こすだけではなく、広範な組織変革を実行することでビジネスに成果をもたらし、より柔軟でアジャイルな
組織へと発展させる役割を担う、強力な変革推進者と定義される。しかし、キネティックリーダーへの進化は自然
発生的なものでなく、計画と努力を要する意図的なアクションである。この詳細について第2章で解説する。

N=1216,1116,817 テクノロジーリーダー
注釈: 「理想」の数値にはCIOとその他のマネジメント層の回答が含まれる
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

図2

ビジネス側からの期待値が変化する中、CIOの3つのパターンに大きな変化はない

2016 2018 2020 理想

変化の
立役者

事業の
共同創作者

頼りになる
オペレータ

55%

9%

36%

56%

13%

31%

21%

20%

59%

55%

11%

34%

2020 Global Technology Leadership Study
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テクノロジー先駆者は 
成長志向が強く、リーダーが深く 
関与する

本サーベイの分析では、マーケットリーダー
シップ、ビジョンの明確さと、テクノロジー機
能の成熟度という3つの観点から競合他社

に先行する企業を特定した。こうしたテクノロジー先

駆者は本サーベイの回答企業の11.6％を占める（「テ
クノロジー先駆者の特定」を参照）。

本サーベイでは、先駆的な企業とそのリーダーを
平均的組織に分類された他社と比較し、手腕、行動
様式やリーダーシップといった差別化要因を探る。テ
クノロジー先駆者が完璧であるということではないが、
平均的組織よりも圧倒的に先行している。その道のり

テクノロジー先駆者の特定
合計1,357件のサーベイ回答者およびインタビュー参加者の回答に基づき、11.6％の企業をテクノロジー先駆

者に位置付けた（図3）。ビジョンと戦略、テクノロジー機能の成熟度、マーケットリーダーシップの3軸において、
競合他社よりも先行している組織がテクノロジー先駆者である。

• ビジョンと戦略：破壊的なデジタル技術によって実現するテクノロジー先駆者のビジョンと戦略は、テクノロジー
機能の枠を超え、テクノロジーはビジネス価値の源泉であるとする経営層の信念を反映している。これらの企
業はビジョンと戦略の焦点を絞ることで、COVID-19とその余波の中でマーケットを適切に評価し進化していく
こと、さらには新たなビジネスモデルにつながる消費者や社会の行動変化を予測し対応することに役立つだろう。

第1章

テクノロジー先駆者が
競合に勝る点は何か

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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11.6%
テクノロジー
先駆者

18%
ITがマーケットリーダーと

認識されている

81%
ITがファストフォロワー（2番手）である、

ペースが遅い、または任務を遂行していないと
認識されている

質問1
御社は明確な

デジタル戦略やビジョンを
お持ちですか。

質問2
競合他社に対して、
御社はどのように
位置づけられますか。

質問3
テクノロジー部門のデジタル／先端テクノロジーへの理解度や

準備状況、対応スピードをどう評価しますか。

71%
業界リーダー、または
業界平均を上回る

29%
平均以下

57%
全社横断的に、
または複数領域で
デジタル戦略がある

42%
限定的、または
存在しない

図3

明確なビジョンや戦略、成熟したテクノロジー部門を持ち
市場をリードする企業であるテクノロジー先駆者は、全体の11.6%にとどまる

N=1,357. 
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

2020 Global Technology Leadership Study
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は競合環境や企業戦略によって異なるが、テクノロ
ジー先駆者は成長志向であること、またテクノロジー
を支持・優先し、その価値を評価するリーダーがいる
こと、という2つの重要な特性を共有する。これらの
特性は、COVID-19や将来の困難に対応していく上
で、早期回復や新たなビジネス機会の開拓に役立ち、
長期的な成長を可能とする。

イノベーションと顧客を優先して
成長を主導している
テクノロジー先駆者は、コスト削減よりも成長を見
据え、新たな収益源の発掘や新規市場参入につなが
るイノベーションに取り組む。顧客第一を貫き、テクノ
ロジーを活用してカスタマーエクスペリエンスを向上
させ、イノベーションの過程に顧客を巻き込むことも
厭わない。コスト削減や予算縮小に囚われがちな平
均的組織に対して、成長と顧客へのこだわりからテク
ノロジー先駆者は将来に向けた投資を続ける。現在
の困難な状況下で対応と回復に取り組む中でも、こ
の成長志向があるために、将来への投資は継続され
るだろう。

「我々は、グローバル市場への新製品投入で成
長を模索している。カスタマーエクスペリエンス
とエンゲージメントの質を向上させることで、グ
ローバルな顧客基盤の拡大を目指している」

— Matthew Bainton, Regional head of IT (Greater 
China), Dyson8

平均的組織と比較すると、テクノロジー先駆者はイ
ノベーション、顧客と成長を重視する傾向が強い（図
4）。一方、平均的組織がコスト削減を優先する傾向
（40％）は、テクノロジー先駆者（20％）の2倍に上る。
経済が停滞する場面において、コスト削減は多くの平
均的組織にとって有効な一手と映るだろう。これは一
見、論理的な判断に思えるが、COVID-19やその余
波が落ち着くと、近視眼的な意思決定とみなされるだ
ろう。

• テクノロジー部門の成熟度：テクノロジー先駆者のビジネスリーダーは、自社のテクノロジー部門を尊重し、
デジタルテクノロジーや先端テクノロジーに対する理解度や対応スピードが競合他社を凌いでいることを評価し
ている。成熟した信頼性が高いテクノロジー部門は、COVID-19のような破壊的な状況においても、新たなデ
ジタルチャネルやリモートワークツールへのニーズを迅速かつ大規模なスケールで満たすことができるだろう。
また、組織の対応力、回復力、そして長期的な成長力を形成する上で重要な役割を果たすことができるだろう。

• マーケットリーダーシップ：テクノロジー先駆者はマーケットリーダー、あるいは競合他社よりも先行している
と認識されており、不安定な回復期を乗り切る上で有利なポジションにある。自社のビジョンと戦略、およびテ
クノロジー部門の成熟性を活用し、ビジネス価値向上を主導することができる。

調査においては、テクノロジー先駆者に分類される企業のマーケットや業界におけるポジションが、回答結果と
整合していることをサンプリングで検証した。さらに、テクノロジー先駆者に位置付けられる上場企業の株価上昇
率が、過去3年間の業界平均に比して7％高いことを確認した。テクノロジー先駆者と平均的組織の間では、特
に成長の優先順位や経営層の関与度において、定量的な違いが見られた。

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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「テクノロジーのリーダーはイノベーターの帽子
を被る必要がある。つまり、将来を見据え、イノ
ベーションを促進し、テクノロジーが主導するディ
スラプションを重視することだ。また、ビジネス
リーダーが常にテクノロジー動向を把握できるよ
う支援しなければならない」

— Theresa Drew, board member, Cato Corporation 
and Sonoco Products9

組織全体におけるイノベーションと成長の重要性
を反映し、テクノロジー先駆者の IT予算に占めるイノ

ベーション用途の割合（20％）は平均的組織（15％）
よりも高い。また、売上に占めるIT支出割合はテクノ
ロジー先駆者（4.8％）のほうが平均的組織（4.2％）
よりも高く、IT予算の対前年増加率（24％）も平均的
組織（11％）の倍以上となっている（図5）。

さらに、自社のテクノロジー機能が変革的なアプ
ローチでビジネス戦略を形成していると回答したテク
ノロジー先駆者は31％を占め、平均的組織（8％）
の約4倍に達する。テクノロジー先駆者の半数以上
（52％）が変革の取り組みを新たなビジネスモデルの

N=1,317.
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

図4

イノベーションと顧客を優先することで、テクノロジー先駆者は成長を主導する
御社の経営層のビジネス上の優先事項は何ですか。

テクノロジー先駆者　　　平均的組織

イノベーション 顧客

60%

成長 コスト

20%

53%

66%

44%
40%43%53%

図5

テクノロジー予算を大幅に増額するテクノロジー先駆者は
平均的組織の2倍である
今年度の年間テクノロジー予算は、前年度からどのように変化しましたか。

N=1,147. 
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

24%

11%

IT予算が
20％以上増加

テクノロジー先駆者

平均的組織

2020 Global Technology Leadership Study
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導入に集中させているのに対して、平均的組織の大半
（52％）は既存のオペレーティングモデルの改善に注
力している（図6）。

多くの組織にとって、COVID-19は唐突に、予期せ
ぬ形で企業戦略、資金調達や施策の優先度の見直し
を迫った10。新しいテクノロジーやツールを早期に展
開し、リモートの力を結集して顧客の期待に応え続け
たことで、多くの企業は IT予算とリソースを再配分し、
優先事項を再考することができた。本サーベイ結果を
公表する時点では、まだ回復期の初期段階にあり、パ
ンデミック後の社会や文化の姿は明確になっていない
が、ビジネスの新常態が現れることは避けられないだ
ろう。組織がビジネスモデル、働き方や執務環境の再
設計を進める中で、テクノロジー先駆者はこうした変
化に対して高い対応力を持つと想像できる。

Salesforceでは、新しいビジネスモデルの導入は
グローバル市場での拡大を意味する。「Salesforce
はこれまでアメリカ企業が主な顧客層だったが、グ
ローバル市場では成長の大きなチャンスが広がってい
る」とSalesforce EVP兼CIOの Jo-ann Olsovsky
は言う。「そうなると、法規制、プライバシー保護、異
文化環境など、テクノロジーに関連するさまざまな興
味深いニーズが生まれる」11

多くの場合、ビジネスの優先事項は部分的に重な
ることでシナジーを生み、特定のビジネス目標の完了
と新たな目標の開始を区切ることは難しい。Koch 
Industriesの元CIOであるGary Matulaは、顧客
の信頼確立とビジネスの成長は相伴うと考える。「私
は顧客と成長を同じ視点で見ている」と彼は言う。
「我々は組織として、我々が行うすべてにおいて焦点
を定める必要がある。それは、顧客を第一に考えるこ
とだ」12

図6

テクノロジー先駆者は新たなビジネスモデルをより優先する傾向がある
御社の変革の主要目的は何ですか。

ビジネス破壊の回避、
競争力の改善

業務・人材を含めたオペレーティング
モデルの徹底的な見直し

マーケットポジションの
上位25%への引き上げ

30％以上のコスト削減

テクノロジー先駆者

新規ビジネスモデルの実行

2

3

4

5

3

2

1

5

4

1

平均的組織

52%

45%

43%

30%

17%

40%

45%

52%

13%

27%

優先順位の違い

N=1,076.
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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Olsovskyも同意見だ。「イノベーションと顧客に
集中することが成長につながる。結果として、ほかの
ことをこなすメリットにもなる」

テクノロジー先駆者（B2BおよびB2C）は、顧客こ
そが将来の企業成長の鍵であると理解しており、明ら
かな顧客偏重が見られる。特に危機的状況において
顧客の信頼を確立することは、競争優位や、カスタ
マーエンゲージメントとロイヤルティにおいて重要な
役割を果たし、将来の成長につながる。テクノロジー
先駆者の60％は顧客を最優先事項として認識してい
る。テクノロジー先駆者の約4分の3は新たなビジネ
ス価値創出のために顧客とパートナーシップを組むが、
このように顧客と協力する平均的組織は半数ほどに
過ぎない。先駆者のテクノロジー部門の66％が、カ

スタマーエクスペリエンスやエンゲージメントを形成
する上で極めて、またはとても効果的であると考えら
れている。これは平均的組織（27％）と比較して約2.5
倍であり、今後も高めていくケイパビリティとして認識
されている。テクノロジー先駆者のテクノロジーリー
ダーの67％が、近い将来にカスタマーセントリックな
変革をもたらすことを期待しているのに対し、平均的
組織ではわずか43％だった（図7）。

「コアなケイパビリティと市場での差別化との間
でバランスが取れなければ、廃れるか、コモディ
ティ化するリスクがある」

— Zeeshan Tariq, CIO, Zimmer 
 Biomet Holdings13

極めて、またはとても高い
効果を上げている
一定の効果を上げている
わずかな効果を上げている、
またはそれ程でもない

図7

テクノロジー先駆者は明らかな顧客偏重が見られる
テクノロジー先駆者　　　平均的組織

N=1,350; 1,311; 815.
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

テクノロジー部門の
顧客中心主義は変革的である

現在

将来

25% 50% 75%

カスタマーエクスペリエンス（顧客
体験）やエンゲージメント形成に
おけるテクノロジー部門の評価

顧客と協業する目的
新たなビジネス価値創出のため

カスタマーフォーカスの
レベル

2020 Global Technology Leadership Study
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経営層がテクノロジーを支持し、
評価している
テクノロジーリーダーは、孤立した環境ではパ

フォーマンスを発揮できない。成長のアジェンダを実
行するためには、通常、リーダーシップチーム全体か
らの支援が必要となる。サーベイ結果によると、テク
ノロジー先駆者の経営層は、平均的組織の経営層よ
りも、テクノロジーのリーダーやイニシアティブに戦略
的に関与し、支援する傾向が強い。テクノロジー先駆
者の経営層は、優先事項、意思決定や投資の指針と
なる、テクノロジーの力で実現できる大胆な将来ビ
ジョンをテクノロジーリーダーと共有している。テクノ

ロジー先駆者の経営層がテクノロジーによる変革を
歓迎する一方で、平均的組織の経営層はテクノロジー
課題について足並みが揃うことは少ない。平均的組
織では、経営層とテクノロジーリーダーとの関わりが、
テクノロジーに関する戦略的な意思決定よりも、戦術
的な問題に限定されるケースが多い（図8）。

同様に、2018年のサーベイでは、社内でTech 
Fluencyプログラム（テクノロジーに対する「感度」、
言い換えるとテクノロジーのテーマについて幅広く理
解し、自社の状況に置き換えて考えるためのスキルを
高める取り組み）を展開している企業は、経営層とより
深い関係を築いている可能性が高いことを確認した14。

84%

56%30%

テクノロジーを活用した新たな
商機や競争力を積極的に追求
することを経営層が奨励している

8%

図8

テクノロジー先駆者の経営層は、
テクノロジーイニシアティブの追求に戦略的に関与、支援している
御社の経営層とテクノロジーの関わり方について評価してください。

テクノロジー先駆者　　　平均的組織

N=802. 
*回答の選択肢は視覚化しやすくするために微修正している
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

該当する該当しない

79%

52%34%

少なくとも経営層の1人は、
テクノロジーの経歴を持つ

72%

14%

15%

44%38%

テクノロジーリーダーは
経営会議の場以外でも、
頻繁に経営層と関わっている

21% 68%

49% 37%

テクノロジーリーダーの
経営層との連携は、主に
戦略的である（戦術的ではなく）

12%

28% 56%

経営層は、
テクノロジー動向に明るい

81%

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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仕事、労働力や職場に関する今後の大きな変化と、そ
れを実現するテクノロジーツールを監督する役割を担
う経営層にとって、Tech Fluencyはさらに重要とな
るだろう。

「粘り強さとは、決断を下し、それを守り、最後ま
でやり切ることである」

— Gaurdie Banister, former CEO, Aera Energy; 
board member, Tyson Foods and Russell Reynolds 
Associates; former board member, Bristow Group 

and Marathon Oil15

デロイトとWSJ Intelligenceの最近のレポートに
よると、ハイパフォーマンス企業は、目標達成のため
にテクノロジー利用を優先する傾向が2.5倍高い（図
9）16。テクノロジー先駆者の経営層はこれを直感的に
理解し、テクノロジーの戦略的価値を認識した上で、
平均的組織よりも頻繁にテクノロジー課題に関与して
いる。例えば、これらの企業の経営層は、テクノロジー
で実現できるビジネス機会を積極的に追及する可能性
（84％）が、平均的組織（56％）よりもはるかに高い。
テクノロジーに関連する経歴を持つリーダーが経営

層にいる割合は27％高く、経営会議以外でもテクノ
ロジーリーダーと関わる機会を持つことが多い。

デロイト–WSJ Intelligenceレポートからは、CEO
とテクノロジーリーダーが、主要なビジネス戦略やパ
フォーマンス指標の実現におけるテクノロジーの重要
性を共有していることも分かっている。それは、カスタ
マーエンゲージメントや満足度、効率性やコスト削減、
従業員エンゲージメントや生産性、トップラインの成
長とサービスイノベーションといったテーマも含む。ま
た、CEOがCIOを含むテクノロジーリーダーを主要
なビジネス戦略のパートナーと考えていることも明ら
かになった。CEOの50％が、CIOやテクノロジーリー
ダーがビジネス戦略の重要な推進力になると答えて
おり、これはCFO、COO、CMOの割合の合計を上
回っている（図9）17。

これは、テクノロジーのリーダーと機能が、業務の
効率性と安定性を追求するという従来の役割から脱
却し、変革の推進と組織への価値提供にシフトするこ
とを、CEOが期待し、支援していることを反映している。

N=100; 168. 
出所: 2020 Deloitte and WSJ Intelligence global survey.

CIO／
テクノロジー
リーダー
50%

取締役員
26%

CMO
3%

COO
10%

CFO
11%

図9

CEOはテクノロジーリーダーを
その他の経営層よりも、主要な戦略パートナーだと考えている

CEOはCIOを今後3～5年のビジネス
戦略の重要な推進力として考えている

テクノロジーの活用はゴールへと
前進するための最優先事項である

ハイパフォーマンス企業 平均的な企業

23%

57%

2020 Global Technology Leadership Study
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キネティックリーダーになる

本サーベイの結果によると、企業は素早く前進
するために、大胆なビジョンを持ち、革新を
好む野心的なテクノロジーリーダーを求め

ている。これらのスキルは、企業がパンデミックとその
短期的・長期的な影響を乗り切るにつれて、さらに
大きな意味を持つ可能性がある。

あらゆる分野の経営層の、テクノロジーリーダーに
関する理想像は統一されつつある。本サーベイの結
果は、経営層が従来のビジネスパートナー以上のも
のを求めていることを示している。実際のところ、求
められているのは、レジリエントでアジャイルなキネ
ティックリーダーであり、将来的な経済、ビジネス、テ
クノロジーに関する大規模な変化の中で組織を導くこ
とができる人材である（「キネティックリーダーとは何
か」を参照）。

第2章

テクノロジーリーダーの
使命は何か

キネティックリーダーとは何か
本サーベイの回答から、理想的なテクノロ
ジーリーダーは変化志向のビジョンを持って
いることが分かった。このようなキネティック
リーダーは、ビジネステクノロジー戦略を先導
し、経営層と効果的にコミュニケーションをと
り、ミッションクリティカルな企業変革を推進
できる、粘り強く未来志向の革新者である。
リーダーの中には、ビジョンと規律は矛盾する
と感じる者もいる。ビジョナリーリーダーは実
行に苦戦する一方、規律性が高いリーダーは
未来を見据えることができない。しかし変革を
先導するキネティックリーダーにとって、ビジョ
ンと規律は相互補完できる強みとなる。キネ
ティックリーダーは通常、行動的で、変化を待
つのではなく、それを扇動し、遂行する。

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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「野心的なゴールを設定し、リスクと報酬のバラ
ンスを取り、結果を評価し、必要に応じて再調整
する。Wayne Gretzkyは雄弁に語った。『打た
ないシュートは100％外れる』と」

— Rahul Samant, EVP and CIO, Delta Air Lines18

テクノロジー先駆者に位置づけられる企業では、テ
クノロジーとビジネスのリーダーたちが戦略的、戦術
的に協働し、ビジネスの優先事項、ミッションやビジ
ネスプランに取り組んできた。しかし、テクノロジー
リーダーに対する経営層の期待は変わりつつあるよう
だ。本サーベイの回答から、最も効果的な将来のテク
ノロジーリーダーは、革新的な野心を持ち、先見的か
つ未来志向で、イノベーションのライフサイクル全体
に尽力するキネティックな人材だと考えられる。キネ
ティックリーダーは、従来のテクノロジー領域を超え
て知見を拡げ、新しいビジネス戦略の構想、イノベー
ションの推進、広範な組織変革を実行する。そしてこ
のような変革は、パンデミック終息時に企業が将来の
道筋を描き、永続的な競争優位性を創出するのに役
立つだろう。

「組織の変革は、鍛え上げなければならない筋
肉のようなものだ。変化に対しては抵抗がある
場合が多く、受け入れやすいところから始める必
要がある。95％の人はすぐに慣れるだろう。その
後は、ほかの変化が受け入れられやすくなり、時
間の経過とともにより自然になる」

— Wellington Holbrook, COO, Connect First 
 Credit Union19

キネティックリーダーは 
変化の時代に活躍する
ビジネス戦略の中核として、テクノロジーはこの数
年間、テクノロジーリーダーの役割を大きく変えてき
た。デロイト グローバル（デロイト）がCIOサーベイ
を開始してからの5年間で、CIOの焦点は、業務規律
の維持からビジネスと連携して戦略を推進することへ
と進化した20。

今日のビジネスリーダーは、テクノロジーリーダー
にテクノロジーを活用したビジネス変革の先導を求め
ているが、デロイトCIOであるLarry Quinlanが指
摘しているように、大規模で重要かつ複雑なプロジェ
クトのすべてが変革に該当するわけではない。「変革
は、顧客の獲得やリテンション、収益性、コストベース
を根本的に変えるなど、何らかの戦略的な目的で実
行される」と彼は言う。「ビジネスのやり方や運営方
法を真に変えるイニシアティブである」21

今後3年間で成功するテクノロジーリーダーの特
徴について質問すると、経営層の回答者の69％が
「変化」、「ビジョン」、「革新的」などの言葉を挙げて
いる（図10）。

また、将来のテクノロジーリーダーは粘り強くある
べきで、リスクを取ることを恐れるべきではないと経
営層は考えている。多くのテクノロジーリーダーは舵
取りのために必要なスキル、意欲、ビジョンを持って
いるが、長年にわたってビジネスと連携してきた結果、
変革を主導し他者に異議を唱える権限や威厳を自身
が持つとは考えていない可能性がある。「自分の信念
を持ち、常識に対して疑問を呈する必要がある」と、
あるCIOは語った。「嫌な人になる必要はないが、あ
らゆるレベルの相手にチャレンジする必要がある」22

2020 Global Technology Leadership Study
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変化の
立役者

事業の
共同創作者

N=1,218.
注釈: 複数選択形式のため、パーセンテージの合計は100%にはならない。※パターンの種類はデロイトの分析によって定義
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

頼りになる
オペレータ

変化や学ぶことへの適応力

12% ビジョン 11% イノベーション 7% 学習14% 変化

12% アジャイル 5% リスク8% 創造的

19% ビズテック 12% ビジネス

6% 顧客

8%
テクノロジー

1% 多角的知識

1% デジタル

ビジネスやテクノロジーの戦略的な洞察力

すべての
テクノロジー
リーダーに
当てはまる特徴

10% 人材 8% コミュニケーション

6% コラボレーション

5% 影響力

4% 能力

コミュニケーションと
対人スキル

リーダーシップ

69%

46%

32% 20%

5% 思索家

3% 権限委譲 3% 誠実さ

2% サーバント（支援型）

1% コミットメント

1% コーチ

5% 戦略的

21%

59%

20%

目指すロール※リーダーシップの特性

6% マネジメントとデリバリー

図10

変化への適応力は将来のテクノロジーリーダーにとってもっとも重要な特性と
考えられているが、ほとんどがビジネスの共同創作者であることを強く望んでいる
今後3年間、テクノロジーリーダーが成功するために持つべき資質・能力は、どのようなものだと考えられますか。

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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「私たちのカルチャーは、絶え間ない改革と現状
へのチャレンジがすべてである。少しずつ変化し
ても、何の効果もない」

— Mike Mead, SVP and CIO, CNO 
 Financial Group23

変革の推進者になるという期待は、調査対象となっ
た一部のテクノロジーリーダーの現在の役割とは全く
対照的である。ほとんど（59％）は、自分の時間の大
半を事業戦略についてビジネスと連携することに費や
したいと考えている。5人に1人だけが、最先端のテ
クノロジーを活用したビジネス変革に焦点を当てるこ
とを目指しており、この調査結果は、現在のビジネス
の期待とテクノロジーリーダーのアプローチとの間の
隔たりが大きいことを示唆している。

テクノロジー先駆者である企業のテクノロジーリー
ダーは、ある意味で同業他社よりも先行している。例
えば、アジリティ（機敏性）、自動化、データと洞察に
おいて、テクノロジー部門が変革をもたらすことを期
待する確率は2～4倍高い。同様に、テクノロジー変
革という大きな文脈の中でビジネス戦略を考える可
能性は4倍近く高く、今後3年間に革新的な考え方を
取り入れる可能性は2倍高い。

たとえばSalesforceは、顧客に「次なる目玉」を
提供するため、猛烈なペースで絶えず革新を続けて
いる。「当社のカルチャーでは、現状にチャレンジする
ことが求められている」とOlsovskyは言う。「私たち
は常に、3年後にテクノロジーとお客様がどこにいる
のか、そしてどうすれば昨日時点でそこに到達できて
いたかを見極めている」

アジリティとイノベーションを 
優先する未来志向の先見者
ビジネステクノロジーの状況が絶えず変化している
中で、企業はどのようにして長期的に繁栄できるだろ

うか。経営層の意思決定者は、特にパンデミックによっ
て時間軸が加速された状況では、テクノロジー変革
が今後のビジネス戦略の基盤となることを理解してい
る。しかし多くの企業では、その変革を導くためのテク
ノロジー知見が不足している。

テクノロジー先駆者である組織では、テクノロジー
リーダーの29％がすでにテクノロジー活用に関する
先見的なガイド役を果たしているが、平均的組織では
わずか14％である。平均的組織では、ビジョナリー
リーダーとして機能しているCIOの数は少なく、大多
数が戦略策定プロセスにおいてテクノロジー部門を
代表するアドバイザーとしての役割にとどまっている
のが現状である（図11）。

「テクノロジーのリーダーは変化のカタリストでな
ければならない」とMatulaは言う。「テクノロジーが
将来をどのように変化させ、それがビジネスモデルに
どう影響するかについての理解を手助けできるように、
ほかのリーダーとの関係を構築する必要がある」

「テクノロジー環境は変化を続けるが、リーダー
として必要な特性は変わらないだろう」

— John Barron, CIO, Revenue24

このような役割を果たすには、多くの場合、テクノ
ロジーリーダーはテクノロジー戦略の策定と実行の
ための新しいアプローチを採用する必要がある。つま
り、将来のケイパビリティ構築への投資を続けながら、
変化するビジネス環境に機敏に対応する必要がある。
「イノベーションを取り入れ、変革の機会を追求しな
ければならない。従来のトップダウン型の IT部門構造
はもはや機能せず、成功しないだろう」とOlsovsky
は言う。「テクノロジーリーダーとしてすべてを机上で
判断するのではなく、自らが率先してチームの問題を
解決する努力をする必要がある」

テクノロジーの専門家が遠い将来を見据え、潜在
的なディスラプションと、そこから生まれるイノベー

2020 Global Technology Leadership Study
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ションの機会を認識する能力は、長期的な競争優位
性を構築する上で重要である。しかし、デロイトの
「Tech Trends」レポートで議論されているように、
未来の可能性を感じ取るだけでは十分ではない。今
日の超競争市場では、初期段階のイノベーションの芽
を戦略的ビジョンに変換し、そのビジョンを実現する
ために必要な変革を推進できる人材のみが、企業が
求めるキネティックリーダーになることができる25。

テクノロジー先駆者はイノベーションを優先するが、
その成果だけでなく、それを促進するプロセス、資金、
テクノロジーの位置づけに関しても同様である。これ
らのインプットのそれぞれが、成功に欠かせないミッ
ションクリティカルなものとなりうる。このように、キ
ネティックリーダーは多くの場合、アイデアのセンシン
グと形成から戦略的計画策定、プロトタイピングと展
開、そして複雑な企業ニーズを満たすためのイノベー
ションの拡大まで、イノベーションのライフサイクル全
体にわたって深く関与している（図12）。

N=1,311. 
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

図11

テクノロジー先駆者のリーダーはより先見的な役割を担っている
ビジネス戦略策定におけるテクノロジーリーダーの役割に該当するものを選択して下さい。

テクノロジー先駆者　　　平均的組織

デリ
バリーリーダー

テクノロジー先駆者企業のリーダーは、ビジョナリーの
役割を平均的組織の約2倍果たしている
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「テクノロジーで何が起きているか、最先端のテクノ
ロジーは何かを理解するだけではない」とHess 
Corporat ionとTransat lant ic Bus iness 
Dialogueの役員であるJim Quigleyは語る。「最先
端の技術を取り入れるべきか、単なる飾りとして眺め
ておくものかを見極めるための知恵が必要である。
CIOが最新の状況を把握、理解し、それを自社の考
え方で捉えなおし、戦略に落とし込む力が、成功の秘
訣である」26

CIOにとって、これらの能力は危機下には不可欠と
なる。COVID-19下においてテクノロジーリーダーは、
ビジネスオペレーションの安定化、対応と回復を迅速
に開始するためのアジリティとレジリエンスの構築だ

けでなく、長期的な成長に向けた投資とイニシアティ
ブも主導する必要がある。Quinlanによると、「現在
の危機は、長期的視点で危機管理能力を発揮する機
会や、より強靭で、即応性があり、かつ協力的な未来
のワークプレイスを構築するためのイニシアティブを
加速する機会を提供している」27

このレポートが出版される段階では、まだ未来を予
測するのは難しいが、平時と有事の両方において、大
規模なテクノロジー主導の変革が必要であることは
間違いない。レジリエントでキネティックなテクノロ
ジーリーダーは、そのような変化に備えて戦略を立て、
実行し、将来を見据えた長期的な組織の成長を支援
する機会を探し続けるのである。

N=771. 
出所: 2020 Global Technology Leadership Study .

38%

56%52%

41%
47% 47%

プロトタイピング 展開センシング（感知）
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開発・改善）
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テクノロジーや

ソリューションの選別、
実用化支援

全社への
展開・拡張

61%

図12

テクノロジー先駆者はイノベーションライフサイクル全体に尽力している  
ビジネスイノベーションを推進するためのテクノロジー部門の主要な役割は何ですか。

テクノロジー先駆者　　　平均的組織

2020 Global Technology Leadership Study
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組織全体に存在する 
ユニークな機会

テクノロジー先駆者のビジネス戦略に対するア
プローチは、イノベーションと顧客の信頼確
立を通じたビジネスの成長と拡大に重点を置

いており、他社が大規模な変革とイノベーションを通
して大きなビジネス価値を提供する上での青写真とな
る。また、経営層の多くはテクノロジーリーダーに対
して、成果重視型のビジネス変革を構想、リードする
推進者になるよう、強く呼びかけている。

現在、COVID-19の影響を受けるビジネス環境に
おいて、テクノロジーリーダーは経営層からの要請に
対し、どうすれば組織をうまくリードできるのだろうか。
我々の調査からは、テクノロジーリーダーが自身の影
響力を、テクノロジー部門を越えて企業の奥深くに拡
大しながら、組織の将来像について再考を促す4つの
機会が見えてきた。

何よりもまず、継続的な変化に容易かつ迅速に適
応できる組織を作るため、テクノロジーリーダーには、
開発手法のみでなく組織全体をアジャイル化し、企業
のアジリティのカタリストになる責務がある。そのため
には、人材を確保・維持し、従業員のスキルセットを
形成する必要がある。スキルの市場価値が6年で半
減すると言われている中では 28、リスキル（再教育）
への取り組みが鍵であり、学習、コラボレーション、ト
レーニングが極めて重要となる。最後に、真の組織的
アジリティに必要な柔軟性を確保するため、テクノロ
ジーリーダーは時代遅れの投資管理やガバナンスを
再考し、反復的な資金調達とアジャイルなガバナンス
の仕組みを構築すべきである。

次にそれぞれについて詳しく見ていくとする。

アジャイル開発のみでなく、組織的なアジリティを
取り入れ促進する。本サーベイの回答によると、テク
ノロジー先駆者の多くが、平均的組織よりもアジャイ

第3章

テクノロジー領域を超えて
リードせよ

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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ルツールや方法論をうまく取り入れている。テクノロ
ジー先駆者の24％が、ソフトウエア開発とデリバリの
少なくとも4分の3をアジャイルに移行した一方で、
同様に対応している平均的組織は半数にとどまる（図
13）。

しかし、アジャイルソフトウエアデリバリは氷山の一
角にすぎない。アジャイルデリバリの原則を組織全体
に浸透させることで、継続的な変化に適応可能な、よ
り柔軟な組織を作ることができ、必要に応じて迅速な
方向転換、優先順位の見直し、軌道修正が可能になる。

アジャイルプロセスと方法論の中心にあるのは、組
織全体に適用できる基本的な原則である。つまりプロ
セスやツールよりも個人や相互作用、包括的なドキュ
メントよりも動作するソフトウエア、契約交渉よりも顧
客とのコラボレーション、計画に従うよりも変化に対
応することを重要視している29。しかし、本サーベイ
によると、ソフトウエア開発を超えたビジネスへのア
ジリティ拡大はまだ道半ばである。組織全体でアジャ
イルの考え方を取り入れているのは、テクノロジー先
駆者の半分（42％）にさえ満たず、平均的組織のわ
ずか14％にとどまる。

「以前は IT部門がテクノロジーの世界の鍵を
握っていたが、クラウドがそれを変えた。IT部門
がテクノロジーの世界を指揮・統制するのでは
なく、ビジネスとのコラボレーションをより重視し
ている」

— John Fleischer, SVP and CIO, CBIZ, Inc.30

テクニカルスキルとソフトスキルのバランスがとれ
た将来の人材を育成する。今後数年の間に、人材は組
織のアジリティを実現する上での鍵になるだろう。深い
テクニカルスキルも重要だが、企業全体でのコラボ
レーション、価値の共創、イノベーションを実現するス
キルはさらに重要である31。一部のテクノロジーリー
ダーは、IT部門員の約3分の1が、3年後のビジネス
環境において、現状のままでは不要になるだろうと語っ
ていた。これは、テクノロジー先駆者と平均的組織双
方に共通する大きなギャップである。ExxonMobilの
VP of Global Information TechnologyであるBill 
Keillorは「今後、テクノロジーリーダーは、人材ケイ
パビリティに対してより積極的なアプローチをとること

76%～100%

テクノロジー
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平均的
組織
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その他

その他
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ビジネス部門の理解は

進んでいない

テクノロジー部門では、
アジャイルにより

期待通りの結果を出せた
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まだ試行中である
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N=771; 676. 
出所: 2020 Global Technology Leadership Study.

図13

テクノロジー先駆者は、
アジャイル導入に関して
より包括的なアプローチをとっている
ソフトウェア開発・デリバリのうち、
何％程度がアジャイル手法にシフトし、
またその結果、どのような状況になりましたか。

アジャイル適用の割合

アジャイル導入結果
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で、ビジネスの将来性確保に貢献できる」と述べてい
る。「組織は、従来のテクノロジーやプロセスから新し
いモデルに移行する際に、スキルのギャップに直面す
る。技術的負債はテクノロジーにおいてのみならず、
人材においても問題である」32

しかし、スキルギャップを認識しているにもかかわ
らず、データはテクノロジーリーダーによる将来の人
材ニーズへの取り組みがビジネスリーダーより遅れて
いることを示唆している。実際、ビジネスリーダーは、
テクノロジーリーダーよりも人材施策を優先する可能
性が2倍高い。ビジネスリーダーの31％が、人材の
獲得と育成が最大のビジネス課題であると述べてい
るのに対し、テクノロジーリーダーは16％にとどまる。

技術的な専門知識とビジネスの洞察力は常に重要
であるが、テクノロジーリーダーは、より幅広いスキル
と多様な経験や考え方を持つ人材を確保・育成する
ために、従来の方法に囚われず採用活動を拡大すべ
きである33。次世代のテクノロジー人材（そしてリー
ダー）は、コラボレーションやコミュニケーションに必
要な社会的および情緒的なソフトスキルを育てる非テ
クノロジー職の経験者かもしれない34。加えて、
COVID-19によって生み出された不確実な経済的・
社会的環境を踏まえると、好奇心を持ち、学ぶことに

前向きで、変化する仕事への適応力が高い人材を、
組織はより高く評価するようになる可能性がある。

「将来のテクノロジー人材はアジャイルな探検家
になるだろう」

— Matthias Trabandt, PhD, Head Group IT, 
 Swiss Life35

2018年の本サーベイの参加者が重視するものは、
この2年間で大きく変わっておらず、同じソフトスキル
のギャップがトップに浮上している。2018年と同様、
テクノロジーリーダーが今後3年間で最も重要性が
高まると予想するソフトスキルは、創造性、EQ
（Emotional Intelligence Quotient：心の知能指
数）、認知的柔軟性であり、システム思考、複雑な問
題解決、サービス志向などのスキルは相対的に低い
（図14）36。

「ICT部門で最近採用した10人は、ICTに特化し
た経歴を持っておらず、ビジネスとイノベーション
の経験が中心である。これは実験であり、その結
果を楽しみにしている」

— Nicholas Fourie, VP of ICT, Fisher & 
 Paykel Healthcare37

ダイバーシティ&インクルージョン（D＆I）の取り組
みも、多様な視点、経験、経歴を持つ人材を確保する
機会となっている38。他社と比べてテクノロジー先駆
者は、ダイバーシティに富んだ人材を採用する可能性
（57％対36％）や、正式なD＆Iプログラムが存在す
る可能性（53％対41％）は高いが、D＆Iプログラム
のモニタリング指標を持つのはテクノロジー先駆者の
34％と、平均的企業の26％にとどまる。

変化する職場環境のための学習とコラボレーショ
ンの方法、トレーニング、ツールを強化する。AI、コ
グニティブテクノロジー、ロボティクス、そのほかのテ
クノロジーがあらゆる仕事を変化させるのに合わせ、
既存の学習、トレーニング、コラボレーションツールも
進化するはずだ。コラボレーションと自動化が進み、

スキルギャップを認識
しているにもかかわらず、
データはテクノロジー
リーダーによる将来の
人材ニーズへの取り組み
がビジネスリーダーより
遅れていることを
示唆している
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仮想空間・環境を作り出すツールへの依存度が高ま
るにつれ、将来の職場環境は大きく変化する。テクノ
ロジー人材はビジネス知識と財務的感覚を備えてい
る必要があるが、ビジネス部門の人材には高度な
Tech Fluencyが必要となる。これは、テクノロジー
の概念を広く理解し、積極的に議論する能力でもある。

「今後は、技術的能力だけではなく、順応性、共
感、そのほかの情緒的なケイパビリティを育成す
る必要がある。これらの能力は、私たちが職場に
おいて良い人材になるために必要なものである」

— Mandy Simpson, chief digital officer, Z Energy39

デロイトとMIT Sloan Management Reviewが
行った調査によると、成長の機会を得られない従業員
は、1年以内に会社を辞めたいと思う可能性が最大
で15倍高い40。「我々は、既存の人材が取り残され、
成長の権利を奪われることは望んでいない」とNew 
York Life SVP兼Business Information Officerの
Dave Castellaniは言う。「もし我々が社内の人材を
育成せず、常に社外の人材を求めているとしたら、誰
がここで働きたいと思うだろうか」41

ビジネスニーズを満たすために既存の人材をリスキ
ルすることは非常に重要であり、テクノロジーリー
ダーは、従業員が必要なスキル獲得に役立つトレーニ

N=771. 
出所: 2020 Global Technology Leadership Study.
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テクノロジーリーダーは
ビジネスとのコラボレーションに必要なソフトスキルを重要視している
現在、および3年後に、テクノロジー人材が持つべきである重要なソフトスキルに該当するものを全て選択して下さい。
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ングやコラボレーションの仕組みを提供することで、
企業全体の学習とコラボレーションを促進できる。本
サーベイによると、テクニカルスキルとソフトスキルの
両方を向上させるためにテクノロジーリーダーがもっ
とも多く活用する学習方法は、新しい機会、役割、プ
ロジェクト、課題、ワークショップ、コラボレーション
を提供する体験的なOJTである。続いて、コーチング
やメンタリング、カンファレンスへの参加、TEDトーク
の視聴、ポッドキャストの視聴などの形式的ではない
手法がとられている。

今日の多くの組織では、従来の直線的なキャリアパ
スを前提としているからか、さまざまなツールやトレー
ニングが雑多に集められている。しかし、ビジネスと
テクノロジーのより密接な連携が必要となる将来の
キャリアパスは、A地点からB地点へと直接進むので
はなく、ジグザグと進む、自発的なものとなる可能性
がある。世界経済が激変する中では、従来のビジネス
モデル、市場や多くの定説と同じように、キャリアパス
自体が消滅するかもしれない。企業は、新たな現実
に適応するために、学習やトレーニングプログラムを
再作成しなければならないだろう。そのため、従業員
が突如リモートワークを開始した組織では、オンライ
ン学習ツール、メンタルヘルスのトラッキング方法や、
従業員のストレス対処の支援の強化が必要となる。

「私の最大の学びは、人材がいかに重要かという
ことだ。以前は専門家を採用していたが、学習力
に長けた人材を雇う必要があることに時間をか
けて気づいた」

— Deepak Kaul, CIO, Zebra Technologies42

どのようなアプローチをとっても、人材とスキルの
半減期の短縮は急速に進むとCastellaniは語る。「よ
り早くアップスキル（現在の業務に対して、既存のス
キルを深堀すること）できる学習環境とシステムを構
築する必要がある。10年前であれば、新しいテクノロ
ジースキルが必要な場合、習得に2年間かけてもよ
かったが、現在はわずか6ヶ月程度しかかけられない」
と彼は付け加えた。

従業員がより早くスキルを習得できるよう、New 
York Lifeは年間の学習手当の管理を完全に従業員
に任せている。「彼らは、自分たちが従業員でい続け
るために必要なスキルが何かを理解している」と
Castellaniは言う。「我々は、従業員が自分たちの職
場環境や状況を適切に評価し、自らが成長を続ける
ために最善の選択をすると信じている」

テクノロジーの投資とガバナンスを再考する。平均
すると、企業は収益の4.25％をテクノロジーに費やし
ている。これは、2018年から0.5ポイント以上 
（3.64％）43、2016年からはほぼ1ポイント（3.28％）
増加している44。現在のビジネスと経済の混乱を考え
ると、このような大幅な増加傾向は維持が難しく、テ
クノロジーリーダーは必要に応じて、テクノロジー投
資戦略の再考や、イニシアティブの優先順位変更、投
資の再配分をする必要があるだろう。例えば、ビジネ
スの継続性に貢献する、クラウド、SDNといったアジャ
イルでスケーラブルなプラットフォームなどのテクノロ
ジーやツールへの投資を増やすことも考えられる。

さらに、COVID-19の経済への影響は、最終的に
キャッシュフローの制約につながる可能性がある。テ
クノロジープロジェクトとポートフォリオの合理化は、
プロジェクトの優先順位、リソース制約、裁量的支出
削減によるコスト低減余地を経営層が理解し、対応す
るリソース管理計画を策定するのに役立つ。テクノロ
ジーリーダーは、高い成長率につながる投資をタイム
リーに行うために、投資配分の見直しが迅速にできる
よう、対策を講じておくといいだろう45。

テクノロジー投資に関するデロイトの最近のレポー
トによると、ほとんどの企業において監督とガバナン
スの欠如、透明性と説明責任の不足、一貫性のない
予算編成と資金調達プロセスが課題となっている46。
アジャイルな組織運営や、イノベーションと顧客中心
主義によって成長を促進するためには、テクノロジー
と財務の経営層は、効果的なテクノロジー投資の資
金調達方法を見つける必要がある。
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• リスクベースのポートフォリオの考え方：イノベー
ション投資は常にプラスの財務収益をもたらすと
は限らないため、従来の投資ガバナンスの要件を
満たさない可能性がある。また、反復型のデリバ
リと長期的なROIを両立させることが困難な場合
もある。テクノロジー投資に対してポートフォリオ
アプローチを取ることで、イノベーション、ビジネ
ス戦略、リスク選好の調整がしやすくなる。テクノ
ロジーリーダーはCFOと協力し、複数の時間軸と
リスク領域にまたがる投資を計画的に行い、リス
クを管理しながら継続的な財務収益を確保できる。

• アジャイルの資金調達とガバナンス：機能別予算、
長期的な投資管理サイクル、調達やベンダー管理
など、従来からのテクノロジーに関する資金調達、
予算編成、投資プロセスの多くは、組織横断的な
チーム、反復的なスプリント、エコシステムパート
ナーとの協業といったアジャイルソフトウエア開発
の特長とは相反するものである。予算が逼迫して
いる場面では、長期的なコミットメントを必要とす
る投資に ITリソースを縛り付けるのではなく、例
えば反復的なアジャイルスプリントのような、短期
的な価値ベースの投資が効果的となる。アジャイ
ルの実現にはローリング式の資金調達モデルへの
移行に加えて、内部統制、資金調達の仕組み、既
定の会計や監査プロセスも変える必要がある。

• クリエイティブな資金源：予算が逼迫している場
合、財務リーダーとテクノロジーリーダーは協力し
て、新たな外部資金の活用を検討すべきである。
例えば、大規模クラウドプロバイダやPaaSベン
ダーが提供する補助プログラムでは、一定期間の
サブスクリプションを契約している新規顧客に対し
て、クレジットや無料トライアルを提供、或いは一
部製品の利用を「常に無料」としているケースが
ある。また大学、イノベーションハブ、業界コンソー
シアム、さらには競合企業との間でも、テクノロ
ジープラットフォームやソリューションを共同開発
するための共同投資の機会を得ることができる47。

Castellaniによると、テクノロジー部門と財務部門
とのクリエイティブなコラボレーションは、New York 
Lifeが資金調達とガバナンスの課題を克服するのに
役立ったという。同社は、財務やテクノロジーといっ
た管理部門の代表者が参加する設備投資委員会が管
理する、適切なガバナンスと優先順位付けプロセスを
構築した。企業横断的なプロジェクトを除き、ほとん
どのプロジェクトのビジネスケース作成はビジネス部
門の責任である。「各プロジェクトの利益とROIは、
ほかの優先事項と比較して評価される」と
Castellaniは説明する。「システムのデコミッションの
ためにコストが発生する場合は算入が必要であり、そ
の結果ROIが低下する可能性がある。プロジェクトは
評価および比較され、順序付けの議論が行われるの
である」

「テクノロジー関連の支出を税金のように扱う組
織と、ビジネスの成長と収益性をもたらすものと
して扱う組織の2種類が存在する。両者がテクノ
ロジー部門に尋ねる質問は、大きく異なる」

— Stuart McGuigan, CIO and head of the Bureau of 
Information Research Management, U.S. 

Department of State48

Castellaniは、多くの革新的なイニシアティブを含
め、低予算のプロジェクトは委員会にかける必要が
ないと補足する。また、独立した予算を持つイノベー
ションラボは、委員会の管轄下には含まれない。「革
新的で実験的な取り組みを妨げるような構造は望ま
しくない」と彼は語る。
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将来に向けた 
大胆なビジョンを推進しながら、 
今日のレジリエンスを確保する

追い風があると、慣れない道のりであっても、
キネティックなリーダーシップは刺激的でエ
キサイティングな仕事となる。パンデミックや

景気後退といった大規模な損害をもたらす事象が発
生し、逆風が激しい中では、より難しく、当然ストレス
も多くなる。しかし、そのような混乱時にこそ、組織に
はキネティックリーダーが必要とされる。

「組織を100年後も存続させるのであれば、最
優先事項はビジネスの再考と再構築を繰り返す
ことだ。今後100年間の会社のポジショニング
に役立つトレンド、課題、機会を特定できる、先
見性のあるテクノロジーリーダーが求められる」

— Diane Koken, board member, Nationwide Mutual 
Insurance Company49

COVID-19禍のロックダウンにより、多くの企業が
業務の継続や従業員・顧客の保護に奔走し、経済の
大部分が突然、予期せぬ停滞に陥った。結果として、
多くの企業はデジタルテクノロジーやプラットフォーム
の採用を加速させることになった。COVID-19をきっ
かけとして実現や改善を進めた、リモートでの共同作
業、オンラインイベントや情報発信、オンライン販売・
マーケティング・ビジネス開発といったテクノロジー
ベースのケイパビリティは、組織のアジリティとレジリ
エンスを高めることに役立つ50。

典型的な危機は、次の3つの時間枠で展開すると
考えられる。企業が喫緊の課題に対処し、事業活動
の継続性を確保する「対応段階」、危機から学び、経
営基盤を強化する「回復段階」と、危機後の「ネクス
トノーマル」（新たなビジネス環境）への準備を行い、
戦略を策定する「成長段階」である。それぞれの段階
でキネティックリーダーに求められるアクションについ
て説明する51。

• 対応段階：ビジネスのレジリエンスはそのテクノ
ロジーとシステムに依存しており、よってテクノロ
ジーリーダーは危機対応リーダーの役割を担うべ
きである。第一の優先事項はビジネスの継続であ
り、コネクティビティ、アクセスやコラボレーション
ツールはビジネスニーズをサポートしなければな
らない。今回のような危機は過去にも発生し、将
来も再び訪れるだろう。長期的視点を失わずに明
確な進路を定めるには、準備を整え、合理的に判
断し、利他的でさえある必要がある。混乱の時期
であっても、キネティックリーダーは前途にある機
会を見失うべきではない52。

• 回復段階：COVID-19はすでに、働き方に対する
考え、行動、リスク認識を変えている。これは、混
乱を最小化し、回復を加速するためのテクノロ
ジー活用を大きく後押しする。キネティックリー
ダーは、経営層によるニーズの説明を待たずとも、
急速に変化する環境を捉え、ビジネスプロセスの
再構築、ビジネスモデルの再定義を行い、組織の
「ネクストノーマル」の形成を支援するソリューショ

結論：不確実な時代の 
リーダーシップはどうあるべきか
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ンを積極的に提案すべきである。現在の危機から
得た教訓を活用して次の危機に備え、より効率的
な対応を可能にする計画と体制を策定し、実行す
べきである53。

• 成長段階：我々の調査結果からは、COVID-19
が拡がる以前から、ビジネスとテクノロジーのリー
ダーが組織の将来形成におけるテクノロジーとイ
ノベーションの重要性について、おおむね一致し
ていたことが分かっている。例えば、テクノロジー
リーダーの81％とビジネスリーダーの77％が、
今後3年間で組織に最大の影響を与えるのはビ
ジネスプロセスのデジタル化であると回答してい
る。ビジネスディスラプションをリードするつもりで
いたテクノロジーリーダーは、不確実な経済状況
の中でパンデミック主導のディスラプションをリー
ドすることになるとは考えていなかっただろう。し
かし、テクノロジーが企業の進路を変化させ得る
ことが証明された現在、危機的状況から成長モー
ドへと組織を導くことができるリーダーはほかにほ
とんどいない。キネティックリーダーは、新しく、ま
だ未知のビジネス、社会、文化の影響を受け、変
化する競争環境の中で、組織の成長を助けること
ができる54。

本調査の発表時点では、COVID-19による影響の
全体像は明らかになっていない。しかし、このパンデ
ミックによって、デジタルテクノロジーに対するビジネ
スの依存度が大幅に高まり、テクノロジーの採用とビ
ジネスのデジタル化に関する時間軸が早まったことは
明らかであり、テクノロジーリーダーは自社の将来形
成に貢献する前例のない機会を得ている。

テクノロジーリーダーの任務遂行においては、経営
層が不可欠なパートナーとなる。テクノロジー先駆者
の経営層が辿った道を参考にし、テクノロジーに精通
したビジネスリーダーは、変革を推進するテクノロ
ジーリーダーと連携し、サポートすべきである。金融
リテラシーと同様に、テクノロジーへの精通は、すべ
てのビジネスリーダーにとって重要なコンピテンシー
となっている。テクノロジーリーダーに課せられた責
任は、ビジネスパートナーとの足並みを揃え、リーダー
シップチームのテクノロジー知識が十分にある状態を
確保することである。

「テクノロジーに精通したリーダーを特定して投
資する。今日のビジネスは、以前よりもテクニカ
ルになっており、これを組織に浸透させる必要が
ある」

— Cesare Baroni, finance and supply chain CIO and 
VP, IBM55

すべての業界や地域の企業が新たな不安定な時代
に突入しており、前例のない不確実性の中で意味の
ある変革を推進するには、ビジョンと粘り強さを備え
たリーダーが必要となる。船が受ける風はコントロー
ルできないが、帆は調整できる。しかし、戦略やテクノ
ロジー機能の段階的な微調整では足りないだろう。
迅速で革新的なブレイクスルーにより、企業は現在と
将来の課題に対応することができ、テクノロジーリー
ダーは漸進的改善から大規模な変革への飛躍に貢献
することができるだろう。

キネティックリーダーは、経営層によるニーズの 
説明を待たずとも、急速に変化する環境を捉え、 
ビジネスプロセスの再構築、ビジネスモデルの 
再定義を行い、組織の「ネクストノーマル」の形成を 
支援するソリューションを積極的に提案すべきである。
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今日のビジネス環境において、CIOは複雑かつ難易度の高い役割を担っている。優れたCIOとは、企業価値を最
も高いレベルで創造する人物である。デロイトのCIOプログラムでは、CIOの方々がそれぞれのキャリア形成を進
め、より高い価値を提供できるよう支援している。個別ニーズに応じてカスタマイズされたラボ、リーダーシップ開
発プログラム、ネットワーキング機会、そして独自のリサーチや洞察を通じて、当社はテクノロジーリーダーの方々
を勇気づけ、有用な情報を提供し、有識者間の橋渡しをしている。これらのサービスは、将来に備える一方で、今
対処しなければならない課題を解決するためのものである。

デロイトCIOプログラムについて

キネティックリーダー  ～組織の大胆な変革を先導する～
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