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CIO サーベイ 2014レポートへ、ようこそ。今年で2年目になる本グローバルサーベイは、米州、欧州、中東、アフリカ、アジア、オーストラ

リアの計49カ国・900人以上のCIOにご協力いただきました。

昨年は、CIOがビジネスパートナーとして、また、役員会議の場で発言力を高めるためには何が必要かを探りました。今年はCIOの役割

を広く捉え、イノベーションによる成長を推進するビジネスリーダーとしてのCIO像について焦点をあてています。特に、Deloitte Tech 

Trends 2014でも述べている「ベンチャーキャピタリストとしてのCIO」というテーマを検証しています。

また、Hot Topicでは、アナリティクスの活用状況と、普及拡大を妨げる主な要因についてまとめています。

このレポートでは、CIO サーベイ 2014の結果サマリーとそれに対するデロイトの見解・コメントをご紹介します。

各チャプターは、以下の構成となっています。

• 各国の全回答からの洞察サマリー

• 世界の主要な地域別の調査結果

• 調査で明らかになった課題に対する解決策についてのデロイトの見解・コメント

このレポートが読者の皆様にとって、信頼されるITリーダーとしての役割を果たすための有用な手引書となれば幸いです。

CIO サーベイ 2014にご協力いただいた多くの経営幹部の皆様におかれましては、貴重なお時間と洞察をいただき、ありがとうございま

した。

Kevin Walsh

Head of Technology, UK
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「CIOとベンチャーキャピタリスト(VC)の比較は、無理があるよ
うに見えるかもしれません。 CIOは思いつきでリスクの高い投

資をすることは出来ません。それ無しではビジネスが成り立た
ないようなクリティカルなサービスを提供する立場にあるCIO
が誤った選択をすれば、壊滅的な事態を招く恐れがあります。

実は、VCがポートフォリオを管理する考え方からCIOが学ぶ

べきことが多くあります。例えば、レガシーシステムやイノベー
ション、最先端テクノロジーへの投資のバランスや、ビジネス
価値を自ら理解してステークホルダーに伝達すること、そして
ミッションを達成できる人材を揃えることなどです。 VCはハイ
リスク・ハイリターンの環境(つまり多大な価値の創造と一定の
確率で生じる損失を想定)を投資ポートフォリオの中に組み込
んでいます。

CIOも同様の考え方ができるのです。」

(Tech Trends, Deloitte, 2014)



エグゼクティブサマリー

長引く景気低迷の後、世界中の企業が成長戦略に舵を切り、ITへの投資が事業戦略上の優先事項になっている。テクノロジーイノベー

ションは、ビジネスのオペレーションや繋がり方に変化をもたらしており、企業は自社のオペレーティングモデルを新興のデジタル経済を

反映したものに見直す必要が出てきている。CIOは企業のコアITシステムの維持に従事しているが、今年の調査では、「ビジネス成長の

ドライブに向けたテクノロジーイノベーションの活用により多くの責務を負うべきか」を命題とした。

現在、CIOの予算の55％は、コアITサービスに充てられ、22％がビジネスの成長に割り当てられている。CIOは、自身の第一の責務とし

てITを通じたビジネス成果の達成を意識し続けている。コアITシステムを管理する役割を与えられていることは理解しつつも、彼らはビジ

ネスの成長のためのイノベーションを推進する道具として、ITをより活用する余地があると考えていることを示唆している。

CIOが持つイノベーション関連活動のための予算は限られている。他の取締役メンバーもリスクがより高いと考えられるIT投資には難色

を示すなど、リスクを避ける文化が多くの企業にあてはまることを示している。

調査結果は、経営層がテクノロジーによる成長を推進するためには、CIOがより多くの努力を要することも示唆している。また、CIOは

ネットワーキンググループ、提携パートナーおよびサプライヤーとのリレーション構築に向けて、更なる努力の余地があることを示唆して

いる。個人的でニッチなリレーションから、斬新で豊富なアイディアが生まれる可能性もある。

これらの調査結果は、経営層は必ずしもCIOが成長をドライブするテクノロジーイノベーションの推進役となることを自然な選択肢とは考

えていないことを示している。しかし、その認識は変えることができる。CIOはより効果的なビジネスパートナーになりつつある。当サーベ

イに参加したCIOの半数は、自分自身を「強力かつ効果的なビジネスパートナー」だと評価しており、これは昨年より10％増加した数値と

なっている。大多数のCIOは、新しいビジネスニーズに対応し、デジタル戦略を推進することが、今後12ヶ月から18ヶ月の 優先事項で

あると述べている。

新しいテクノロジーが急増している今日、CIOにとっては、自社のイノベーション・成長に向けた施策の中で、担うべき役割をどう変えてい

くか考えることが重要である。企業にとっては、Chief Marketing Officer(CMO)、Chief Digital Officer(CDO)、Chief Data Officer(CDO)

といった新しいポジションを設けるという選択肢も出てきている。今、まさにCIOは、コアITシステムの管理人のままでいるか、テクノロジー

イノベーションによる企業成長のドライバーとなるかの選択に迫られている。
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調査結果サマリー



IT予算と重点テーマ

変化と成長にフォーカス

2014年のIT予算が減少したと答えたCIOは、昨年の調査結果と同様、わずか23％であった。引き続き、定常業務に も多くのIT予算が

割り当てられているが、今年は変化と成長に向けた活動に関する予算が3％増加している。これは、好調なマクロ経済環境を反映してい

ると想定される。更に、大多数のCIOは、新たなビジネスニーズへの対応や、デジタル戦略の推進が、今後12ヶ月から18ヶ月の重点テー

マであると述べている。また、昨年注目を集めたセキュリティ事故の影響か、リスクマネジメント・セキュリティマネジメントの強化が優先順

位第三位に躍り出てきた。

イノベーション向け予算は、まだ不足している

変化と成長に向けた予算は増加したものの、テクノロジーイノベーションの予算に限界があることの小さな兆候も出てきている。約半数の

CIOは、テクノロジーイノベーションの予算を、予算全体の10％かそれ以下としている。より大きな割合を割いているCIOのうち、60％は

従業員2,000人未満の規模の企業であり、中小企業の起業家的な思考が反映されていると考えられる。

専門的なテクノロジーへの懐疑的な見方が継続

昨年の調査結果と同様に、モバイル・アプリケーション、ソーシャルメディア、ビッグデータツールのような新しいテクノロジーの試用・採用

の増加傾向が続いている。

しかしながら、Augmented Reality(AR)やゲーミフィケーションなどの専門的なテクノロジーは、導入が進んでいないとの回答が多かった。

ビッグデータ/アナリティクス

CIOの50％弱がビッグデータ/アナリティクスを試用、採用もしくは採用準備中であり、多くの回答者が効果が未知としていた去年から状

況が変わったことが見て取れる。さらに、CIOの30％は追加予算が与えられた場合に優先的に投資するのはアナリティクス/ビッグデータ

と回答しており、更なる投資余地があると考えている。
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IT予算と重点テーマに関する
調査結果



CIOポートフォリオ

CIOは成長よりもITサービスの提供を優先している

調査結果より、CIOは、“プロフィット”、“イノベーション”、“成長”といったビジネスキーワードよりもITデリバリーを優先している傾向が明

らかになった。例えば、CIOは「IT組織のコストセンターからプロフィットセンターへの変革」や「新しいテクノロジーへの投資」よりも、IT

サービスを通じてビジネス成果を提供することに対して2倍の優先を置いている。この根強い視点は、ITポートフォリオを通じて成長を追

求したいというCIOの思いに対する足かせになる恐れがある。

戦略的なポートフォリオマネジメントが一層求められている

プロジェクト・ポートフォリオ評価の実施状況を見ると、回答者の60％以上は、リスク対効果等の算出に基づいて評価しているという良い

傾向にある。

90％の回答者は長期・短期のプロジェクトポートフォリオの見通しを持っているにも関わらず、3分の1以上はリスク対効果の算出に基づ

いたポートフォリオのパフォーマンス評価は積極的には行われていない。

また、およそ3分の1は戦略目的に基づいて、速やかに優先順位を変え、ポートフォリオを組み替えることが出来ていないことが分かった。

能力のギャップに意識を向ける

新しいテクノロジーへの投資や、IT組織をコストセンターからプロフィットセンターへ変えることを優先するようなオペレーション能力を持つ

CIOはわずか約20％である。

また、データの有効活用に関する成熟度は、37％である。

CIOはこのような能力のギャップを認識しており、この能力不足はイノベーションを追求するCIOが理想とするポートフォリオ管理を妨げる

恐れがある。
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CIOポートフォリオに関する調査結果



CIOポートフォリオに関する見解

起業家を採用する

イノベーションにフォーカスしているIT組織は、起業家精神を持った人材の採用に目を向ける必要がある。多くのIT組織は戦略的投資に

関する能力が欠けているため、これは挑戦的な取り組みとなるかもしれない。しかし、社内のビジネス部門に目を向けると、そこに求めて

いる人材がいる可能性があり、CIOはそういった人材を発掘すべきである。マーケティングとデジタルのファンクションには、しばしば才能

豊かな人材が現れる。CIOは、将来のテクノロジー・リーダー候補の出身部門として心に留めておくべきである。

社内向けに開発されたITをマネタイズする

収益源拡大に向けて革新的に取り組んでいるIT組織にとって、社内ユーザー向けに開発されたシステムを外販することはそれほどかけ

離れていることではない。例えば、バイオ医薬品企業の薬の開発や市場投入を、より迅速かつ容易に、より低コストで行えるよう支援して

いる、ある国際的な組織では、社内のスタッフが使用するシステムをクラウドベースのサービスとソフトウェアへ置き換えを実施した。これ

により、この会社では、新事業で4,000万ドル以上の収益が上がった。

指標と評価方法を変える

テクノロジーイノベーションによって事業成長を実現するためのポートフォリオは、従来のビジネス戦略に合わせたITデリバリー重視の

ポートフォリオとは異なる指標で評価されるべきである。指標の例としては、収益成長率、営業利益率の改善や株主価値などがある。

これらの指標は、ベンチャーキャピタリストがポートフォリオのリスク対効果評価や、市場の状況に応じて迅速にポートフォリオを組み替え

るためにベンチマークとしているものである。
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“We need increased budget to enable greater innovation, 
adoption of new technologies and engagement of higher 
skilled and experienced IT staff”

(更なるイノベーション、新しいテクノロジーの採用、及びより
経験豊富なITスタッフの雇用のため、より多くの予算が必要
である。)
調査回答者、オーストラリア

“We need to prioritise and align technology investments into 
areas that drive real growth and innovation for the business”

(確かな成長とイノベーションに向けて、テクノロジー投資の優
先順位付けとビジネスの整合性を取る必要がある。)
調査回答者、南アフリカ



CIOリレーションシップ

CxOとの関係の方向性は合っている

調査結果より、CIOがIT組織を革新し、ビジネスの成長をサポートしたいと望むのであれば、経営層との関係をより強化すべきであること

が分かった。40％を超えるCIOがCEOと非常に良好な関係を構築していると回答している。テンポの速いビジネス環境で、ビジネスの成

長を支援し、成果を出すという絶え間ないプレッシャーに晒されている中では、CEOとの強固な関係が有効に働くことはいうまでも無い。

CIOは新しい仲間を増やしているか？

アナリティクスやソーシャルメディアなどの破壊的な影響力をもつトレンドは、Chief Data Officer(CDO)、Chief Digital Officer（CDO)、

Chief Marketing Officer(CMO)といった役割に注目を集めている。しかし、CIOの大半はこれらのステークホルダーとの関係性は特に強

いものであるとは評価していない。それよりも、CEO、CFOやCOOとの関係のほうがより良好な傾向がある。

ビジネスパートナーになるために

昨年よりも良い位置付けとなっているものの、CIOは、組織内のビジネスパートナーをリードする存在となるために努力を続けている。約

半数のCIOは自分自身を“強力かつ効果的な”戦略的なビジネスパートナーであると評価している。それは正しい方向への一歩だが、現

状既に確立しているITの守護者という役割があることによって、阻害される恐れがあるため、より一層の取り組みが必要となっている。

社外ネットワーキングに消極的

イノベーションを推進するためにも、CIOは、ネットワーキング・グループ、アライアンスパートナー及びサプライヤーなど外部関係者との

関係構築に向けてもっと努力すべきである。

現状、CIOは、アライアンスパートナーやテクノロジー・アナリストとの関係を重要なものとは考えていない。

また、多くは外部顧客との関係構築に失敗しており、非常に良好な関係を築いていると答えたCIOは、わずか16％に過ぎない。

加えて、サプライヤーやベンダーと非常に良好な関係を築いていると回答したのは約30％である。

これらの結果をまとめると、CIOはビジネスの成長に向けたイノベーションに役立てるための外部のステークホルダーと協力する機会を

逃していることがうかがえる。
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CIOリレーションシップに関する
調査結果



CIOリレーションシップに関する見解

リレーションの再構築

Chief Digital Officer(CDO)やChief Data Officer(CDO)などの新しい世代のビジネスリーダーの役割が注目を集めている。CIOは破壊

的・革新的なテクノロジートレンドの擁護者であるこれらの新興ビジネスリーダーと、より強固な信頼関係を構築していくことが益々必要と

なっている。また、CIOはこれらの役割を持ったリーダーたちとの関係を強固にし、イノベーションと成長を実現できるよう一緒に取り組ん

でいくべきである。

クラウドソーシングの活用

一部のCIOは、組織外の専門知識を活用し始めている。例えば、世界的に有名なある石油・ガス会社は 近、既存のテクノロジーから新

たな収入源を開発するためにクラウドソーシングやサードパーティアライアンスの活用を各地域のCIOに推奨した。クラウドソーシングを

活用することは、新製品のアイデアを募り、開発するための強力なメカニズムであり、CIOがビジネス機会を広げることにも役立つかもし

れない。

ストーリー性のあるメッセージング

IT組織がテクノロジーイノベーションのハブとしての地位を確立することを目指している場合は、CIOはIT投資による効果を社内に理解さ

せ、影響力をもつ必要がある。プレゼンテーションでも、社内関係者とのやり取りでも、CIOは自分のメッセージを伝えるのに聞き手を惹

きつける方法を見つけなければならない。人間は、感情に訴えるようなメッセージや実際の体験談を聞くと、記憶に残りやすい。CIOは、

人々に複雑な状況を理解してもらい、第三者に情報を伝えるために、逸話や類似事例を上手く活用するべきである。
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“The big change needs to be mine. I need to position myself 
and my department better and more strategically. It is my 
responsibility to show the company the importance of IT”

(ビッグ・チェンジは人ごとではなく、社員一人ひとりが自分の

ものとして捉える必要がある。自分自身及び部門をより一層、
戦略性の高いレベルに引き上げる必要がある。ITの重要性を
提示することは自分の責任である。)
調査回答者、アメリカ大陸圏

“If I could change one thing about it would be that they would 
engage with IT naturally when looking into innovation”

(イノベーション推進にあたって、もし何か一つ変えられるとす
るならば、ITをごく自然で身近なものとして使えるような環境
であればと思う。)
調査回答者、オーストラリア



CIOの特性

IT組織内でのイノベーション

テクノロジーイノベーションを通じて成長を目指す企業にとって、IT組織のメンタリティをイノベーション志向に変え、文化として根付かせる

ための行動が依然として必要だ。半数以上のCIOが、イノベーションは組織にとって重要であるが、イノベーションを実現するために使え

るIT予算はごく僅かでしかないと考えている。投資不足の要因をより綿密に検証することが、イノベイティブな組織への一助になるかもし

れない。

リスクに対するCIO vs ビジネスリーダーの姿勢

調査結果は、CIOはIT投資のリスクを取るのを厭わないが、この姿勢は現状のプロジェクトポートフォリオには表出していないことを示し

ている。リスクに対するビジネスリーダーの姿勢は、イノベーションと成長のためのリスクの高いIT投資を行う際の 大の制約であると

CIOは回答している。

振る舞いとスタイルを見直す

自分自身を主導的であると評価しているCIOは全体の10％以下であり、多くのCIOは協業者的であると評価している。これは一般的に知

られているCEOやCOOの能力とは対照的である。

また、CIOは、直観的であるより論理的な傾向があり、おそらく、虫の知らせよりもむしろ意識的な推理に頼る傾向が見て取れる。これは

多くの状況でポジティブな利点であるが、ビジネスの成長のためのイノベーションは少なくなるであろう。

他のビジネスリーダーやCxOにインパクトを与えられるように振る舞うためには、ビジネスの様々な状況で個人毎のスタイルや癖を見直

すことが初めの一歩となる。
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CIOの特性に関する調査結果



CIOの特性に関する見解

ビジネスを賭け事にするのではなく、戦略的にリスクをとる

よりリスクの高い破壊的なテクノロジーへの投資において、より大胆になることは、CIOがビジネスを賭け事のように扱うという意味ではな

い。成功したベンチャーキャピタリスト(VC)は、 終的に勝てるように投資をヘッジしている。同様に、テクノロジーイノベーションを通して

ビジネスの成長をリードしたいCIOは、テクノロジー投資のポートフォリオについて、安全性とリスクのバランスが正常であることを確保し

なければならない。

ビジネスに対する直感を研ぎ澄ます

CIOはテクノロジーのトレンドやその影響、及びビジネスの成長にどのように貢献しうるかについて精通していなければならない。それは

仲間を教育しテクノロジー主導のイノベーションと成長についての情報のハブとしての役割とも捉えられる。テクノロジーイノベーションの

中心にいることは、ビジネスに対する感度を上げ、ビジネス機会を特定することに役立つ。

失敗を覚悟する

成功したVCは、彼らが行うすべての投資が成果をあげるというわけではなく、いくつかは、失敗さえする場合があることを認めている。し

かし、だからといってリスクポートフォリオの一部として新しい投資を引き受けるのを思いとどまることはない。

イノベーションを通してビジネスを拡大したいと考えるCIOは、組織の制約の中で、上記のVCと同じような考え方を取り入れなければなら

ない。投資全体のビジネス貢献を明確にするには、自分より上位のビジネスリーダーや仲間に、全投資のプラスマイナスで見るべきだと

伝えることが一つの策と考えられる。

定常業務も忘れずに

CIOは明かりを灯し続け、現状を見失わないようにしなければならない。 CIOの投資ポートフォリオの大部分は、定常のITサービスであり

続ける可能性が高く、これがビジネス成長のための変革によって損なわれてはいけない。
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“We need to create a culture that encourages risk taking and 
tolerance for failure”

(リスクを恐れず、失敗に寛容な文化を醸成していく必要があ
る。)
調査回答者、カナダ

“I would like to see my IT organisation have an attitude that is 
more solution oriented”

(私のIT組織は、よりソリューション指向のチームであってほし
い。)
調査回答者、ブラジル



ホットトピック – アナリティクス

アナリティクスの活用・成熟度に差が出ている

アナリティクス/ビッグデータを試用、採用、もしくは採用準備中であり、ビジネスにおいて増加しつづけるデータをアナリティクス目的に使

用しているCIOは、増加傾向であるものの未だ50％弱である。

上記50％弱の内訳を見ると、74％がビジネス戦略をサポートするためにアナリティクスを使用しており、約半数はアナリティクスが競争優

位性を与えていると考えていることは良いことである。しかし、26％の回答者は全社的に広くアナリティクスを使用していないか、ビジネス

戦略に明確に沿ってはいない状況で使用している。

アナリティクスにおけるCIOの役割

調査結果によると、アナリティクスにおけるCIOの役割は、洞察をひきだすことよりも、テクノロジーを提供することの割合が圧倒的に多い。

加えて、回答者の5分の1以上は、アナリティクス施策上でのCIOの役割・責任が限定的もしくは不明確だと答えている。

従って、従前のCIOの責務から、情報（データ）主導型による総合的な洞察を引き出す役割に変化させることが必要になると言えよう。

Chief Data/Analytics Officerといった新しいポジションの増加は、アナリティクス業務が専門化していく傾向を示しているようにも見える

が、CIOは少なくともアナリティクスのインパクトを認識・理解する必要がある。

エグゼクティブスポンサーとオーナーシップにおける混乱

CIOの3分の1以上は、アナリティクスに関するエグゼクティブスポンサーが不明、もしくは単一のスポンサーが決められていないと回答し

ている。さらに、CFOとCEOがアナリティクスに関するオーナーシップをCIOから取り上げている、という回答もある。

単一の明確なスポンサーの欠如は、一部の組織において、アナリティクスの採用拡大への障壁であると考えられる。

一方、よく知られているようにアナリティクス人材の不足も、重要な課題だ。これらは両方とも、調査結果において、予算およびテクノロ

ジー上の制約より上位にランクした。
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アナリティクスに関する調査結果



アナリティクスに関する見解

機会をつかみ取る

組織はデータで溢れているが、多くの企業はまだ直感や専門家の意見に基づいて、重要な決定を下している。データを収集、分析・解釈

して、結果を意思決定プロセスに適用することが難題である。そこで、CIOがコントロールをとり、もっと合理化された情報フレームワーク

を構築する機会がある。

ステークホルダーの興味の整合性を取る

CIOはビジネスにおいて、アナリティクス戦略を組織全体で整合性をとって進めるための唯一の中央のハブとして位置づけられる。アナリ

ティクスに関する首尾一貫したアプローチが出来ない要因は、データやテクノロジーではない。これは、戦略・人・プロセスの問題であり、

CIOは、多様なステークホルダーと相対しているため、様々な役割の人を活用し、 適なソリューションを生み出すことに有利な立場にい

る。

スポンサーを見つける

CIOは、アナリティクスを用いてどのように価値を出すかを例示しながら、組織においてアナリティクスを立ち上げるためのビジョンを確立

する必要がある。経営層レベルのスポンサー獲得と達成可能なロードマップにより、短期で目的に適合した洞察を導き、長期的な変革を

サポートする。

“Purple people”に投資する

アナリティクスの世界では、データ技術者はBlue、ビジネス側のメンバーはRedと呼ばれる。両者の素養を持ち合わせたメンバーはBlue

とRedを混ぜた“Purple people”と呼ばれる。彼らはテクノロジーとビジネス戦略の双方を理解しており、アナリティクスの成功に不可欠

なリソースである。 “Purple people”は、ビジネスプロセスが常に進化し続ける今日、 組織がアナリティクスを活用することで変化に対応

することを支援する能力を持っている。組織がアナリティクスで成功するには、このようなタイプの人を見つけ出し、投資すべきである。
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“We need a centralised strategic analytics design with a 
defined budget”

(明確な予算と、中央集権的かつ戦略的なアナリティクスデザ
インが必要である。)
調査回答者、アイルランド

“I would really like for our IT organisation to use more 
analytics to improve the customer experience”

(我々のIT組織は、カスタマーエクスペリエンスの向上に向け
て、アナリティクスを有効活用できるチームであってほしい。)
調査回答者、カナダ



調査回答者
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地域ごとの傾向



地域ごとの傾向
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