
 

 



 

 

  



 

 

日本語版発行に寄せて 
 

当サーベイはデロイトがグローバルで展開しているデロイト CIO プログラムの一環として毎年行

っているものである。今回初めて数十社の日本企業の CIO もしくは情報システム部門の責任者の

方に当サーベイに参加いただき、その結果を日本語版として広く共有する準備が整ったことを大変

嬉しく思っている。 

 

このようなサーベイは、グローバルにビジネスを展開しているコンサルティングファームやベンダ

が独自の視点で行っており、日本でもその調査結果を目にすることが多くなっている。そのようなサ

ーベイの一つとして、デロイトとしての視点を日本語で広く日本のマーケットに伝えることができるこ

とは大きな意味があると考えている。日頃経営者と経営課題について議論している中で、自社の IT

インフラに対する悩み、あるいはテクノロジーを経営にどう活かしていけば良いのかが分からないと

いった悩みをよく耳にする。日本では欧米と違って CIO という役割が正しく認知されておらず、その

役割を担う人材も乏しいためにこのような悩みが頻出しているのではないかというのが個人的な感

覚である。多くの日本企業の経営者が持つ悩みに対して、当サーベイは一定の示唆を与えてくれる

ものだと確信している。 

 

今回の当サーベイのメインテーマは CIO のレガシーである。ここでいうレガシーは、レガシーシス

テムといった形で使うレガシー（過去の事象や物事の終わりを連想させるもの）ではなく、CIO の経

験、意思決定や課題対応の成果が積み重ねられていくことで創造されるものを意味している。あま

り日本では取り上げられることのない部分なので興味を持って読んでもらえるのではないだろうか。

この CIO のレガシーには 3 つのパターンがあると定義されており、その 3 つとは、「頼りになるオペ

レータ」、「変化の立役者」、「事業の共同創作者」である。詳細は当サーベイの記事を読んでいただ

きたいが、この 3 つのレガシーパターンの内容はその題目からある程度想像は付くと思う。しかし、

日本企業にはこの 3 つのどれにも当てはまっていない人が CIO あるいは CIO に準じる役割を担っ

ているのではないだろうか。当サーベイの内容を通じて、どのようなレガシーを持ったリーダになっ

ていくべきなのか、自社にとって必要なレガシーは何なのか等について考えていくきっかけになれ

ば幸いである。 

 

当サーベイに参加してもらった企業の多くは欧米の企業であるため、欧米企業の傾向が色濃く反

映されたものになっている。その意味からグローバルにビジネスを展開している日本企業は、競合

としての欧米企業がどんな考え方をテクノロジーに対して持っているのかを理解する助けになる。し

かし、当サーベイを日本語版として日本で広く共有していきたいという我々の願いは、欧米企業の

真似をすることを考えるのではなく、日本企業が自らの環境に鑑みてテクノロジーをどう活用してい

けば良いか、今後 CIO を含むビジネスリーダがどういった動きをしていくべきかを考え、自社にあっ

た改革（Transformation）の実行に踏み出してもらうことにある。日本型経営が世界を席巻する時

代が再びやってくることを信じ、実現するために全力で支援していきたいと考えている。 

 

安井 望 

デロイト トーマツ コンサルティング 執行役員 パートナー 

ジャパン テクノロジー プラクティス リーダー 
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はじめに - レガシーを創造する 
 

この度、2015 グローバル CIO サーベイの結果を皆様と共有することができ、とても光栄に思う。

当サーベイはデロイト CIO プログラムの一環として、世界のリーディングカンパニーで CIO（もしくは

同等の職位）を務める方々から協力をいただくことができた。デロイト CIO プログラムでは、CIO の

皆様が、所属する組織内で影響力や貢献度を高め、さらにキャリアを向上させる一助となるべく、増

え続ける組織内の課題や要求に対して、CIO が次の一手をどう打つべきかについて、デロイトのリ

ーダ層と経験豊かな専門家がともに考え支援している。CIO の役割や価値創造のアプローチを理

解することもその一手段であり、当サーベイからの示唆が有用な手引となれば幸いである。 

 

当サーベイの準備にあたっては、CIO の役割が他の CxO と比較してジョブ・ディスクリプション

（職務記述書）による説明範囲よりも多岐に及ぶであろうという仮説に基づき、CIO に求められる特

性・スキル・能力を精査し、役割を明確に定義することから着手した。しかし、我々の当初の仮説に

反して、CIO による価値創造のアプローチは、業種、地域、企業規模等による違いはほとんどない

ことが調査結果から明らかになった。意外な結果となった反面、CIO が組織内でどのようにリーダ

シップを発揮しているかについて、重要な気付きを得ることができた。さらに、自分自身の所属組織

における影響力や存在意義は何か、また将来どのような価値を創造していくべきかについて、CIO

が真摯に考えている姿も明らかになった。 

 

CIO の役割が、業種、地域、企業規模といった一般的な属性に大きく左右されないという結果を

踏まえ、我々は「ビジネスプライオリティ」、「リーダシップと人材」、「リレーションシップ」および「テクノ

ロジーへの投資」の 4 つの視点から当サーベイ結果を分析した。当サーベイは、Deloitte 

Leadership Center for Clients の主催する 1,000 以上の経営テーマ別セッションにおいて実績の

ある 4 つの視点をフレームワークとして使用し、世界 1,200 人を超える規模の CIO およびテクノロ

ジー部門のリーダ層を対象に実施した匿名回答によるアンケートと、個別インタビュー結果を元にし

ている。 

 

2015 グローバル CIO サーベイを皮切りに、今後も CIO の役割とレガシーの特徴について調査

を継続していく予定である。調査の結果、今日、どのような価値を創造すべきか、次に起こりうる事

象にどう備えているかについて、CIO 像を大きく 3 つに分類している。こうした調査結果から得られ

る考察が、皆様ご自身そして所属される組織のレガシーについて考える際の一助となることを心よ

り願っている。 

 
 
 
Khalid Kark 
CIO Program, Director of Research 
Deloitte Services LP 
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第 1 章 CIO レガシーの構成要素を考える 

 

 
 
“  CIO レガシーとは、テクノロジーリーダが今日どのように組織内で自らの存

在価値を示せているか、そしていかに人・プロセス・テクノロジーを進化させ、
将来に備えているかによって定義づけられるものである。 ” 

 
一般的にレガシーといえば、過去の事象や物事の終わりを連想させるものである。しかし、ここで

言及するレガシーは道の終わりに遺（のこ）されるものではなく、リーダの経験、意思決定や課題対

応の成果が積み重ねられていくことで創造されるものを意味している。 

 
デロイト CIO プログラムに参加した 1,200 超の IT リーダの経験に裏打ちされた当サーベイは、

CIO が今日示せている存在価値と、将来示せる価値によって CIO レガシーがどのように創造され

るかを明らかにした。CIO レガシーの構成要素として、以下の 4 つがある。 

 

 ビジネスプライオリティ 

 リーダシップと人材 

 リレーションシップ 

 テクノロジーへの投資 

 

これら 4 つの要素は、その 1 つ 1 つが CIO のパフォーマンスを左右し、また 4 つの要素が組み

合わさり、CIO の役割とそのレガシーの全体像を創造する決定要因となる。  
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1-1. ビジネスプライオリティ - CIO の優先課題を方向づけるもの 
 

ビジネスプライオリティとは、マーケットの動向と個別企業が描く戦略によって導出されるビジネス

上の優先事項を意味する。それは同時に CIO が競うべき土俵の境界線を定め、CIO に期待される

業績への貢献度を大まかに設定するものでもある。 
 

今日、すべての企業がテクノロジーカンパニーであり、CIO は生産性向上に留まらず、カスタマエ

クスペリエンスの向上、業務効率化の追求、およびビジネスモデルの再構築にも関与する必要があ

る。これは単なる美辞麗句ではなく、CIO に共通する優先事項が、業種、地域、企業規模に関わら

ずビジネスの核心に繋がっていることを当サーベイの結果が示唆している。 

 

1） グローバルの調査結果 - CIO のマインドを支配する 5 つのビジネスプライオリティ 

 
国、業種、企業規模を問わず、世界の CIO にとって共通するビジネスプライオリティのトップ 5

は、「業績」、「コスト」、「顧客」、「イノベーション」、および「市場拡大」であった（図 1）。唯一の例外

は、パブリックセクタの CIO が「市場拡大」ではなく「サイバーセキュリティ」をビジネスプライオリティ

のトップ 5 の 1 つに選択していることであるが、これも理解できる結果といえよう。 

 

CIO の役割は、事業部門のサポート機能から、事業部門そのものを管理することに変わってきて

いる。ビジネスリーダ層は、CIO がコスト削減などのボトムライン（利益）を意識したビジネスプライオ

リティへ貢献するだけではなく、トップライン（売上）を伸ばすための施策を実現する役割にも期待を

寄せている。当サーベイ対象となった CIO の多くは、事業の業績や市場拡大といったビジネス上の

目的達成のための施策と、IT コスト削減や生産性向上といった業務改善のための施策の両方に取

り組んでいると回答している。 
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トップ 5 に入らなかった下位 4 つのプライオリティも重要な意味を持つ。「規制」と「再編」は、すべ

てではないものの一部の CIO が重要事項に挙げている。また「サイバーセキュリティ」と「人材」は

下位のプライオリティとなったが、それは他のプライオリティ達成の絶対条件のベースになるもので

あること、また収益性に直接的な関係がなく、責任が他の経営陣と分担されることがその理由と考

えられる。しかし、いずれもトップ 5 のプライオリティに影響を与える重要な項目であり、それらを軽

視するべきではない。 

 

  

図 1. ビジネスプライオリティ 



10 

 

2） 他の主な調査結果 

 
パブリックセクタを除き、ビジネスプライオリティのトップ 5 はすべての業界で共通している。しか

し、トップ 5 の中での優先順位など、考え方に違いが見られる（図 2）。 
 

 
 

  

図 2. 業種別上位 5 つのビジネスプライオリティ 
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 旅行・メディア・レジャー業界、金融サービス業界では、「顧客」が従来と変わらず最も重要

なプライオリティである。旅行・メディア・レジャー業界では、およそ 4 分の 3 の CIO が、自

社にとってのトップビジネスプライオリティに「顧客」を選択している。 

 

 パブリックセクタと資源・エネルギー業界の CIO にとっては、「コスト」が最大のビジネスプラ

イオリティである。大多数のパブリックセクタの回答者（65％）と資源・エネルギー業界の回

答者（59％）がトップビジネスプライオリティに「コスト」を選択している。 

 

 小売・コンシューマビジネス業界、製造業界、ヘルスケア・ライフサイエンス業界では、「業

績」が最も重視されており、半数以上の CIO がトップビジネスプライオリティに選択してい

る。 

 

 通信・IT 業界で最も重視されているのは「イノベーション」であり、58％の CIO が「イノベー

ション」をトップビジネスプライオリティに選択している。 
 
 

3） 着目すべきポイント - 業界に限定せず、ビジネス環境全体を考えよ 

 
今日の CIO は、業界間の境界線が不明瞭になり、もはや業界内ではなく、提携先、パートナー、

顧客、更には競争相手といったビジネス環境全体の勢力の中で、日々の業務を行っている。企業

が社内で掲げる目標と外部の競争圧力がともにプライオリティを決定づけるため、CIO は業界の外

から自社の位置づけを改めて認識するようなアウトサイド・イン思考を取り入れ、広い視野でオペレ

ーションを行えるようにしなければならない。 

 

世界的に見て、CIO のビジネスプライオリティは必ずしも業界特性に限定されているわけではな

い。実際、CIO の半数以上は、同一業界内でトップ 3 とは異なるビジネスプライオリティを選択して

いる。 

 

“  多くの企業にとって、CIO と CEO の役割の境界線が不明瞭になりつつある。
今日の多くのビジネス施策がテクノロジーにより推進・実現され、CEO も分析
能力の習得が必要であり、CIO は変革や会社自体をリードする立場を担うよう
になってきている。 ” 
- Anand Sahasram, CIO, McGraw-Hill Financial 

 

もちろん、大事なことから先にこなしていくこと自体、重要なプライオリティといえよう。ある CIO は

同僚たちに、「期待値にあった基本的なパフォーマンスを発揮しない限り、周囲からの信頼を失って

しまう。」とアドバイスしている。 

 

他業界より転職したある CIO は、「この業界への新参者として現状や古い常識に疑問を投げか

けやすい立場にあり『なぜ、この様なやり方をするのか』と問題提起する機会が多くある。」とコメント

している。 
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1-2. リーダシップと人材 - 影響力を持つために必要なもの 

 
リーダシップと人材とは、CIO が率いるチームメンバと CIO 自身の 1 人 1 人が持つものだけでな

く、IT 組織全体として発揮できる能力や特技を意味する。個々のメンバとそのチーム構成により、IT

組織全体のパフォーマンス、存在価値やオペレーション能力を際立たせることができる。 

 

大きなリスクを負いながら長期的なビジョンを描き、同時に日々のオペレーションに献身的になれ

るビジネスリーダは稀有である。しかし、この稀有な能力こそが今日の CIO に真に望まれているの

である。CIO には一方で事業戦略に貢献し、他方で日々のオペレーションが効果的に実行されるこ

との担保が求められている。ゆえに、CIO はテクノロジーに関する見識に留まらず、変革をリードす

る度胸と信念を持たなければならない。 

 

1） グローバルの調査結果 - 自らのスキルに不足を感じていない CIO は全体のわず

か 9％である 

 
当サーベイでは、テクノロジーリーダが成功する上で最も重要な 5 つの能力と、自身が得意と考

える重要な 5 つの能力は何かを CIO に問いかけた。この回答結果が示唆する理想と現状のギャッ

プを理解することにより、CIO が持続的な影響力を持つために強化すべき領域を特定することがで

きる（図 3）。 

 

リーダシップ能力として事前に定義された 12 項目の中で、CIO として成功するために特に重要

である 6 項目は、「社内ステークホルダに対する影響力」、「コミュニケーションスキル、対人関係ス

キル」、 「戦略上のプライオリティを理解する能力」、「人材獲得と維持、やる気を出させる能力」、

「テクノロジーについてビジョンを持ち、リーダシップを発揮する力」、そして「複雑かつ急速に変化す

る環境で組織をリードする能力」であった。 

 

当サーベイ対象となった CIO の 91％は、理想的な CIO として持つべき重要なスキルや能力が

少なくとも 1 つは不足していると認識しており、中でも「社内ステークホルダに対する影響力」、「人

材獲得と維持、やる気を出させる能力」、「テクノロジーについてビジョンを持ち、リーダシップを発揮

する力」の 3 項目について大きな問題意識を持っている。 

 

一方、CIO が現状得意としている 3 大スキルとして挙げられたのは、「テクノロジーの運用・実行

能力」、「大規模 IT プロジェクトの管理・運用能力」、「外部パートナー、サプライヤー、ベンダを活用

する能力」であった。しかし、これらはテクノロジーリーダとして成功するための差別化要因としては

捉えられていない。 

 

こうしたギャップは、CIO が全般的に「マネジメント」スキルに長けている反面、「リーダシップ」ス

キルが相対的に不足していることを示唆している。 
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図 3. テクノロジーリーダが成功するための要件の理想と現状 
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2） 他の主な調査結果 

 
 ビジネスプライオリティトップ 5（前述）に「人材」が挙げられなかったが、大企業の CIO の

60%は、「人材獲得と維持、やる気を出させる能力」が CIO としての成功要因の 1 つだと

回答している。対照的に、従業員数 1,000 名以下の企業の CIO では、同能力を理想とす

る CIO の成功要件として重視するのは 43％に留まった。 

 

 旅行・メディア・レジャー業界では、理想とする CIO の成功要因として、「複雑かつ急速に変

化する環境で組織をリードする能力」を選択した CIO は 33%に留まった。同項目を選択し

たグローバル平均は 49％である。 

 

 プロフェッショナルサービス業界では、同要件として「デジタル化を展開する能力」を選択し

た CIO は約 30％だったが、資源・エネルギー業界ではわずか 10％に留まっている。 

 
“  あなたが従業員数 7,000～8,000 人規模の大きなグローバル組織をリードし

ているならば、親しみやすい人間でなくてはならない。あなたが有能な伝達者
や話し手ではなかったり、様々な職位に就く人々に接することができなけれ
ば、あなたはリーダとは言えない。 ” 
- Mike Brown, VP Information Technology, ExxonMobil 

 



15 

 

  

  

CIO のレポーティング 

 
当サーベイ結果からは、CIO のレポーティングラインに顕著な共通点が見い出せなかった。

サーベイ対象となった 1,200 人を超える CIO のレポーティング先となる上司は比較的分散して

いる。同 CIO の 33％は CEO へ、22％は CFO へ、11％は COO へ、9％はグローバル CIO

へ、11％は他の職位の上司へ各々レポートしている。また、同 CIO の 14％は取締役へレポー

トしており、主にアジア地域（24％）や、南アメリカ（19％）における CIO の上司に取締役が占め

る割合が比較的高い。 

  

さらに、CIO の 47％は現状とは異なる職位の上司にレポートする方がより業務が効率化さ

れると回答している。大多数（55％）は CEO に直接レポートする体制が望ましいと考えている。

CFO に報告している CIO の半数以上は、CEO にレポートする体制の方が現状よりうまくいく

だろうと考えている（図 4）。 

 
図 4. 現在の上司とのリレーションシップにおける満足度 

 

図4. 現在の上司とのリレーションシップにおける満足度

【 理想とする上司の職位 】

【
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在
の
上
司
の
職
位
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部門長 役員 その他
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ビジネス

部門長

役員
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0%
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0% 0%5%
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0%20% 0%
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3） 着目すべきポイント - タレントリーダシップが多彩なレガシー創造につながる 

 
多数の CIO が「人材獲得と維持、やる気を出させる能力」をテクノロジーリーダにとって重要な成

功要因の 1 つとして認識しているが、このような「タレント」と称される人材育成や管理が得意な

CIO は 42%に留まっている。また、コーチング、メンタリング、トレーニングに十分な時間を費やせ

ている CIO はごく一部に限られている。 

 

CIO の誰もがオペレーション業務にかける時間を減らし、戦略的な活動に費やす時間を増やした

いと考えている。しかし、そうした意思を阻む最大の理由を問うと、CIO 自身の職務を任せることが

できる部下がいないという返答が多い。人材に投資できている CIO は多くの場合、補佐役となる直

属の部下に仕事を任せ、その部下も上司に頼りにされることで自らスキルを磨くことができ、その結

果、全体として IT 管理・運用能力をバランス良く備えたチームに成長させることにつなげている。 

 

ある CIO は、「自身が間接的にしか関与しない業務のためにチームを構成する CIO がよくいる。

私の場合、自身が直接関与する業務と間接的にしか関与しない業務のすべてに対してチームを育

成・維持しているため、自身が時間をかけたいことや、やらなければならないタスクをこなすことがで

きる。」と同僚に助言している。 

 
“  プライオリティを理解すること、そして他人の成功の手助けをするという価値あ

る行動をとることでリレーションシップが築ける。成功を共有できることが強いリ
レーションシップを築く一番の方法である。 ” 
- Clark Golestani, EVP and CIO, Merck 

 

 

  



17 

 

1-3. リレーションシップ - 影響力と信用を得るために欠かせないもの 

 
リーダがどれだけ周りから信頼され、社内でどのくらい強い影響力を持てるかは、リレーションシ

ップにかかっている。CxO、従業員、同僚、外部のパートナーと強固な協力体制を築き、また彼らと

一体感を持てるかどうかで、CIO がビジネスリーダとしての影響力を巧みに行使できるか否かが決

まる。 
 

CIO が成功するために最も必要とされる能力は、「社内ステークホルダに対する影響力」である。

一方で、CIO が得意と自己評価する現実の能力とのギャップが最も大きなものでもある。ところが、

多くの CIO が「コミュニケーションスキル、対人関係スキル」を現状得意であると回答したほか、ビジ

ネスステークホルダと良いリレーションシップを築いているとも回答している。当サーベイ結果は、大

多数の CIO が事業戦略や合併・買収（M&A）といったビジネス施策において、社内で率先する（イ

ニシエータ）または他の関係者と協業してリードする（共同リーダ）など積極的に関与できるほどに

は影響力が持てていないことを示している。 

 

1） グローバルの調査結果 - エグゼクティブリレーションシップの強さが必ずしも影響

力の大きさを示すわけではない 

 
予想通り、CIO は CEO、CFO、ビジネス部門長、COO とのリレーションシップを重視している（図 

5）。大多数の CIO はこれらのステークホルダと、「理想的」または「非常に良い」リレーションシップ

を築いている。しかし、このグループ以外にも、主要とは言えないが、注意を向けるべきリレーション

シップが存在する。営業やマーケティング部門のリーダ層と強いリレーションシップがあると回答し

た CIO は全体の 3 分の 1 であった。Glazers の CIO である Mike Adams は、「多くの CIO のビジ

ネスへのアプローチの仕方は、必要とされている方向とどうも異なることがある。議論が起こってい

る最中に問題を解決しようとしてしまい、耳を傾けることを忘れている。それはまるで、時々話を聞

いていたりいなかったりする、夫婦のコミュニケーションのようである。」と述べている。 

 

良いリレーションシップがあるからといって、強い影響力や信用があるとは限らない。ある CIO は

影響力につながる 4 つの素養に「信用、信頼性、一貫性、実績」をあげている。グローバルの調査

結果は、大多数の CIO がまだ本当の意味での影響力を持てていないことを示唆している。事業戦

略決定の場で共同リーダ役を担っている CIO は全体の 42％で、M&A 活動に関与している CIO は

19％にすぎない。 
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2） 他の主な調査結果 

 
• 年間売上 5 兆円を超える大企業の CIO の 20％がチーフ・デジタル・オフィサー（CDO）と

のリレーションシップが最も重要であると回答している一方で、 グローバル平均は 12％に

留まっている。 

 

• 旅行・メディア・レジャー業界の CIO の 49％は毎週顧客と交流がある。 

 

• 米国企業の CIO は、他国の CIO と比較して顧客と接する機会が少ない。 

 

3） 着目すべきポイント - 交流頻度が重要である 

 
リレーションシップは相手と共有する「時間の質」だけではなく、「時間の長さ」も同様に重要となる

（図 6）。多くの CIO は他のビジネスステークホルダとの頻繁な対話が、自分自身の存在感の大き

さや CxO の中での影響力につながると回答している。そうは言いながらも、CIO がこうした対話に

価値を見出さなければ、他の CxO とやりとりする時間やそのための経費が大きく削減されるかもし

れないと指摘している。 

 

資源・エネルギー企業の CIO は、「多くの時間と多くの些細なことの積み重ねである。相手と連

絡を取り合い、審議し、異なる視点で考え、オンラインで会話をしたり、電話で対話をしたり、出張時

図 5. リレーションシップの強さと CIO への影響 
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に追加時間をとって面会するなど、1 つ 1 つの工夫によって実現することができた。」とコメントして

いる。 

 

コンシューマ企業の CIO は、「毎週もしくは隔週、定期的に CEO と 1 対 1 で会話をする。毎回 1

時間程度の予定で行っているが、1.5 時間ほどになってしまうことが多い。イノベーション、プロジェ

クトの進捗状況、リーダシップと人材、経営層の課題、企業全体の問題、財務状況といった多岐に

わたるすべての議題について互いに議論している。また、CEO 室の体制やコミュニケ―ションにま

で踏み込んで、何を起こすべきかということについて話し合うこともある。私は彼に反応を試される

存在でもある。」と述べている。 

 

 
 

 

  

図 6. やりとりをする頻度とリレーションシップの強さ 
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1-4. テクノロジーへの投資 - ビジネス価値を高めるもの 

 
テクノロジーへの投資は、ビジネス価値を高めるために CIO が用いる手段である。CIO が監督し

動かす予算には、CIO が何を重視し、どのように自社の価値を高めようとしているかが反映され

る。業種や地域、企業規模の違いに関係なく、CIO は定常業務、徐々に起こるビジネス変化、そし

てビジネスイノベーションと成長に対し、一定の割合で投資をしている（図 7）。将来のビジネスニー

ズを長期ビジョンとインフラで支えながら運用支出を最適化することは、従来からずっと抱えてきた

課題である。基幹システムの刷新・再構築への投資が最も高い割合を占めていることも報告されて

いる。 

 
 

 

1） グローバルの調査結果 - ビジネスに対して示せる価値がすべてである 

 
今後 2 年間でビジネスに重要な影響を及ぼす 3 大テクノロジーとして、「アナリティクス」、「ビジネ

スインテリジェンス」、「デジタル」が挙げられ、想定した通りの結果となった（図 8）。一方で、こうした

テクノロジー施策に対するそれぞれの定義、範囲、投資の構成要素については、企業により大きく

違う点が意外であった。 

 

図 7. 現在の IT 予算配分 
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例えば、一口にデジタル投資といっても、顧客データを分析し、新しい製品・サービスを開発する

ことから、カスタマエクスペリエンスを改善し、従業員がより効率的に連携し、生産性を高めながら

仕事をこなせるようにするなど多くの用途が含まれる。Ameriprise Financial, Inc.の CIO である

Randy Kupper は、「デジタル化に最も期待することは、我々のファイナンシャルアドバイザが効率

良く業務をこなし、より多くの利益を出せるよう支援することである。どうしたら我々IT 組織の支援の

仕方を進化させ、アドバイザの生産性向上、ひいては当社の価値向上につながるのかが鍵とな

る。」と述べている。 

 

こうしたテクノロジーの定義が一貫しない状況によってビジネスリーダが当惑し、誤解が生じ、相

反するビジネス目標を設定してしまいかねない。これらのテクノロジーは相互に依存しており、プラッ

トフォームの組合せによる相乗効果が、しばしばビジネス価値をもたらしている。CIO がテクノロジ

ーについて説明し、見解を述べる際、技術的な話は控え、テクノロジーが生み出すビジネスソリュー

ション、効果、価値について説くべきである。 

 

テクノロジー予算の 3 分の 2 は定型業務を維持する目的に費やされているが、多くの CIO には

もっとビジネスイノベーションに予算を割くようプレッシャーがかかっている。イノベーションへの投資

は、小さくはじめた複数の施策が将来にわたって複合的に威力を発揮するようなロングテール効果

を伴う特性のものであることを認識しなければならない。当サーベイ対象企業の現状では、テクノロ

ジー予算の 16％が「ビジネスイノベーション、成長をサポート」に費やされている（図 7）。 

  

図 8. IT 投資とビジネスインパクト 
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2） 他の主な調査結果 

 
今後 2 年間に自社のビジネスに大きく影響すると考えられているテクノロジーのプライオリティ

は、業界によって違いが見られる（質問 25）。 

 

 アナリティクス：今後 2 年間で大きな影響があるものとして、CIO の 77％が「アナリティク

ス」を選択した。大規模な顧客ベースや、複雑なバリューチェーンを持つ製造業界などで

は、「アナリティクス」が強力な武器となると捉えられている。 

 

 デジタル：金融・保険業界、教育業界、小売・コンシューマビジネス業界などの一般消費者

向けに製品やサービスを提供する業界の CIO の 75％が、「デジタル」を選択した。 

 

 クラウド：サーベイ対象となった CIO 全体の 64％が「クラウド」を選択した。「クラウド」は多

数の業界での利用が進んでいるが、特に小売・コンシューマビジネス業界、通信・IT 業界、

旅行・メディア・レジャー業界において驚異的な影響があるものとして位置づけられている。 

 

 サイバーセキュリティ：CIO の 58％は「サイバーセキュリティ」を選択した。特に金融・保険

業界、資源・エネルギー業界、パブリックセクタといったリスクと信用が表裏一体となる業界

で重視されている。 

 

 基幹システムの刷新・再構築：現在、「基幹システムの刷新・再構築」への支出が一番多い

にもかかわらず、今後 2 年で彼らのビジネスに重要な影響を及ぼすと述べた CIO はわず

か 47％であった。「アナリティクス」、「デジタル」、「クラウド」への投資はますます基幹シス

テムへの影響を高めていき、従来の基幹システムの維持から先進的なテクノロジーにシフ

トする機会が増加すると考えられる。 

 

現状のサイバーセキュリティへの投資は、アメリカ合衆国および世界のパブリックセクタからの回

答者を除くと、比較的低い傾向にあった。サイバーセキュリティへの過少投資が他のテクノロジー領

域への投資計画を狂わせ得ることを鑑みると、この結果は意外である。 

 

テクノロジーへの投資は CIO の価値と影響の基準となる。ビジネスリーダは CIO に対してテクノ

ロジーによって競争力や業績に優位性をもたらすことを期待している。まずはそれらを適切に実行

することが CIO に求められている。 

 
“  基幹システムの刷新・再構築は、以下の通りスケールと再構築の組み合わせ

であるため、影響が大きい。 

(1) とても安定した大規模システムが長い間決まった処理を行って来た 

(2) 迅速なやり方の変更が求められている ” 
- Steve Betts, enterprise CIO, Health Care Service Corporation 
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3） 着目すべきポイント - アナリティクスやデジタルへの投資効果を最大化するには強

固な基盤を構築すべき 

 
グローバルの 4 分の 3 の CIO は、今後 2 年以内に彼らのビジネスに影響を与える 2 つのテクノ

ロジーとして、「アナリティクス」と「デジタル」を選択した。しかし、多くの CIO はこれらのテクノロジー

を十分に活用するためには、既存の基幹システムを刷新・再構築する必要があると考えている。た

だ、そのための資金を得ることが難しいと考えている CIO が大半であった。 

  

ある CIO は、「基幹業務の信頼性と業績を維持することが重要である。基幹システムに存在する

膨大な量のトランザクションデータがイノベーション的なものを生み出す可能性を秘めている。」と述

べている。 
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第 2 章 3 つの CIO レガシーパターンを理解する 

 

 
 

当サーベイにおいて、組織のビジネスプライオリティが CIO の影響力を左右することが明らかに

なった。また、リーダシップ能力、リレーションシップ、投資の状況が、CIO のパフォーマンスを決定

づけることも判明した。そして、これらサーベイ調査の結果を詳しく検証するにつれて、CIO が現在

どのようにして価値を提供しているか、そして来るべき変化に対し、どのように備えているかについ

て、3 つの異なるパターンを見出すことができた。これらのパターン（図 9）は、CIO が求められる役

割や、持続的なレガシーの構築に対する高度な要求に対して、どのように対応すべきかを理解する

ための非常に有用なアプローチである。 

 

 「頼りになるオペレータ」 

コスト、業務効率、および業績に対する信頼性にフォーカスを当て、組織内に運用規律をも

たらす。また有用なテクノロジーを提供し、ビジネス変革の取組みを支援し、事業戦略を協

調して進める。 

 

 「変化の立役者」 

テクノロジーによるビジネスの変革やイニシアティブの変化をリードする。事業戦略をサポ

ートし、新しいテクノロジーを提供するために多くの時間を費やす。 

 

 「事業の共同創作者」 

事業戦略を推進し、企業内のビジネスの変化を戦略に基づいて効果的に実行するために

多くの時間を費やす。 

 

3 つのパターンを踏まえ、どのような進化が必要かというプランを模索するため、以下について熟

考する必要がある。 
 

 CIO レガシーパターンのどれが優れているということはない。重要なのは、いつでも、「ビジ

ネスプライオリティ」、「リーダシップと人材」、「リレーションシップ」、「テクノロジーへの投資」

の 4 つの要素の枠組みに収まるよう、ビジネスにマッチしたものを選ぶことである。 
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 CIO レガシーは構築途中なものであり、パターンは流動的である。ビジネスの内容が変わ

るとき、異なるパターンが必要になることがある。例えば、あなたが新しい組織に異動する

とき、または、新しい事業戦略が出てくるとき、新しいパターンを採用する必要があることに

気づくかもしれない。同様に、あなた自身のレガシーパターンも、リーダとしての挑戦と経験

を経た結果、変わるものである。 

 

 優れた CIO は、あるレガシーパターンから、彼らの経験にもとづき別のパターンに変えるこ

とができる。彼らは、成功とビジネスの付加価値向上に必要なスキルを補完するために、

人材開発や雇用、人材派遣を行う。 

 

  

図 9. CIO の役割における 3 つのパターン 

 



27 

 

2-1. 「頼りになるオペレータ」 - オペレーションの効率化に最善をつく

す 

 
「頼りになるオペレータ」は、最も多い CIO レガシーであり、全体の 42％を占める。彼らの主要な

任務は、システムが効果的かつ効率的に動作しているかを監視することである。彼らはビジネスス

テークホルダとの良い関係を持っており、彼らの主な強みは、運用と専門知識を用いた実行能力で

ある。「頼りになるオペレータ」はビジネスプライオリティとして「規制」を順守している。そして、彼ら

はサイバーセキュリティと情報を戦略的な投資と考えている。彼らはクラウドテクノロジーが今後 2

年間、ビジネスに影響を与えると他の誰よりも強く思っている。大手プロフェッショナルサービス企業

の CIO は以下のように述べている。「多くの CIO は、自身の役割は戦略を立てることにあると言

う。私自身は、CIO の仕事は、巨大な IT 組織を運営することであると考えており、それは誰しも無

視できないものだ。」 

 

1） ビジネスプライオリティ - 効率的であること  

 
ビジネスは、「頼りになるオペレータ」が、信頼性が高く、拡張可能で、セキュアな技術を、優れた

コストパフォーマンスで提供するために努力を惜しまないことを望んでいる。また、強いガバナンス

構造を定義し、かつ全体的なビジネス目標と IT 運用を整備させることにより、CIO の「安定した舵

取りをする」という本来の職務も期待される。 

 

「頼りになるオペレータ」の一番のビジネスプライオリティは、「コスト」と「業績」である（図 10）。半

分以上の CIO が、コストをビジネスプライオリティのトップ 3 に位置付けた。US のヘルスケア企業

の副社長、兼 CIO は、「我々が戦略的に行っていることの 1 つは、適正な価格に変えることであ

る。我々は決して医療費を増額したいわけではないし、医療費を負担する企業を脅かすつもりもな

い。したがって、テクノロジーの視点から私には 2 つの責任がある。1 つはコストを下げるためにテ

クノロジーを利用すること。もう 1 つはコストを下げるために組織内を監視することである。」と述べ

ている。 
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彼らはまた、信頼性のあるバックエンドの基盤を提供すること、顧客を引きつけ関係を保つこと

を、3 番目のビジネスプライオリティとして挙げている。ただし、彼らはほとんど外部の顧客と直接契

約をしないため、顧客はほぼ企業内の部門となる。 

 

コストと業績に優先して注力するため、「頼りになるオペレータ」は、イノベーションや市場拡大を

最優先事項としている他の 2 つのパターンの CIO 達とは大きく異なる。市場拡大に対してサポート

をするように依頼される状況でさえ、「頼りになるオペレータ」は、これらのイノベーションと市場拡大

のイニシアティブをサポートする代わりに、有用なテクノロジーとプロセスを提供することに集中す

る。 

 

「頼りになるオペレータ」は強力なパートナーやイネイブラーとなる傾向があるが、ビジネスのイノ

ベーションと市場拡大のイニシアティブに対しては、ほとんど関与することはない。 

 

  

図 10. 頼りになるオペレータ：ビジネスプライオリティ 
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2） リーダシップと人材 - 関係者とのエンゲージメント、実行への取組み 

 
「頼りになるオペレータ」は、しっかりとしたガバナンスと効果的なコスト管理のメカニズムを生み

出すコツを知っている。彼らはテクノロジーをビジネス目標と整合させ、活用することで、関係者の

信頼を得ることができる。内部の関係者への影響力が自身の最高の強みと評価している。欧州の

政府機関の CIO は以下のように述べる。 

「同僚が求めるニーズに対してサポートできるよう、柔軟なテクノロジーの基礎を築きあげたい。」 

 

「頼りになるオペレータ」のコアコンピタンスは、テクノロジーを合理化し、更新し、強化することに

よって、低コストで日々の業務を推進することである。当然ながら彼らのうちの 44％は、自身の強

みの 1 つとして、「テクノロジーの運用・実行能力」を選択している（図 11）。これは他の 2 つのレガ

シーパターンの CIO と比べ、ほぼ 2 倍の数である。「あなたは、ものがどのように動いているかに

ついて理解する必要がある。豊富な知識でそれについて説明することができない場合、あなたは影

響力を失っていくだろう。あなたは、会話をする際に『詳しく』なければいけない。」と、大手金融サー

ビス企業の CIO は述べている。 

 

図 11. CIO が現在得意とすることと成功する CIO として理想的な要件の比較： 

頼りになるオペレータとすべての回答者の比較 
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3） リレーションシップ - CFO、CEO、そして従業員 

  
コストについて責任を持つため、「頼りになるオペレータ」は、大抵 CFO に報告を行う。「頼りにな

るオペレータ」の 60％以上は、CFO と非常に良い関係だとレポートされている。彼らはまた、利益

に対する影響について注視しているため、CEO との強い関係を持っている。ある電気通信企業の

CIO は、「自分の上司である CFO が、私を援護してくれる。我々は非常に良い関係にあり、私は彼

を尊敬している。」と述べている。 

 

「頼りになるオペレータ」が、マーケティング部門の上層部と良い関係であることは稀である。非常

に良い関係があるというレポートは 3 分の 1 に留まった（図 12）。この結果は非常にロジカルで、

「頼りになるオペレータ」はテクノロジーのオペレーションと IT プロジェクトを管理することに熱心では

あるものの、一般的に対顧客の部門に関わることはほとんどないからだ。 

 
 

我々のインタビューにおいて、多くの「頼りになるオペレータ」は、積極的に従業員と協業すること

で、より生産的、協力的になり、モチベーションが上がると言っている。例えば、グローバルな消費

者向け製品企業の CIO は「我々には、米国に何千もの従業員がいる。そして、テクノロジーは彼ら

の生活をより良くしていく。私は、テクノロジーを用いることで、彼らがここで働かなければ得られな

かった体験をして欲しいと強く思っている。」と述べている。 

 

  

図 12. 頼りになるオペレータ：リレーションシップと影響 
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4） 投資の方向性 - 生産性を向上する 

 
「頼りになるオペレータ」は、今後 2 年で彼らの仕事に最もインパクトを与えるテクノロジーとして、

「デジタル」を上位にランキングしている。そして、僅差で「アナリティクス」と「クラウド」が続く（図

13）。彼らの選択は、他のレガシーパターンと類似しているものの、我々のインタビューにおいて、彼

らの投資プライオリティが、テクノロジーの強化とビジネスオペレーションの変革を可能にするものに

集中していることが明らかになった。彼らは以下の投資に注力している。 
 

 労働力の有効活用や社内コラボレーション、モバイルソリューションをサポートする「デジタ

ル」と「アナリティクス」への投資、および、効率性と生産性の向上に寄与するその他の投

資。効率化、俊敏性、単純化を実現し、システムをより単純に、より効率的な構造にするた

めの「クラウド」への投資。クラウド導入は、コストが 1 番の決定要因である。 

 

 信頼性および効果的なテクノロジー・サービスを提供するための「サイバーセキュリティ」へ

の投資（図 14）。しばしば規制遵守がビジネスプライオリティになるため、「頼りになるオペ

レータ」は、コンプライアンスを守りながら、予算をシステムセキュリティの強化に用いる。電

気通信企業の CIO、兼上席副社長は、以下のように述べる。 

「過去 3 年間、サイバーセキュリティが役員会、監査委員会、経営陣の関心事のトップとな

った。我々はサイバー対策のプログラムをまとめ、その結果、今では私達の企業は、セキュ

リティに関してかなり成熟したと言える。」 
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図 13. 頼りになるオペレータ：テクノロジーに対する投資 

 

図 14. 頼りになるオペレータ：サイバーセキュリティの重要性 

 



33 

 

 

  

まとめ：「頼りになるオペレータ」 

 
「頼りになるオペレータ」は、主に、コスト、効率性および信頼性に焦点を当て、オペレーションの規

律を提供する役割を担う。 

また、テクノロジーを実用化し、ビジネスの変革への取り組みをサポートする役割を担う。 
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2-2. 「変化の立役者」 - ビジネスイノベーションと顧客価値創造をリー

ドする 

 
「変化の立役者」は最も少数派のCIOレガシーパターンであり、当サーベイ対象となったCIOの

22％を占めるに過ぎない。「変化の立役者」は、組織変革のための施策をリードし、また、社内で変

革を起こすような土壌づくりの役割を担うことである。大手ヘルスケア企業のCIOは、「IT部門の役

割は『変化の立役者』として社内全体をリードし、他の従業員もそれについてきている。」と語ってい

る。 

 

「変化の立役者」は、変化を始動させ、そうした変化に社内関係者が順応するための業務インフ

ラを整備することに多くの時間を割いている。彼らはユーザ部門の施策や活動にも関与し、積極的

に支援している。「変化の立役者」は、業績が変動期にある企業で活躍しているケースが多い。  
 

1） ビジネスプライオリティ - イノベーションと顧客 

 
「我々はエンジニアリングのプロとしてのマインドセット、つまりエンジニアのための製品を設計す

る思考が中心になりがちだったと言える。ある意味、もともと高価なものを入手し、さらに過剰スペッ

クに仕立て上げる状況下にあった。しかし、本来は顧客が中心にいるべきで、製品・サービスがそ

の周りにあるべきだということを我々は学んだ。」と、グローバルの製造企業のVP、兼CIOの1人は

回顧している。 
 

「変化の立役者」は、所属する組織においてテクノロジーの役目を進化させるにはどうしたら良い

か、常にその解を見つけようと行動している。この役目を担うリーダは、多くの場合、現状を打破す

るために外部から招聘され、良いアイデアを得るために自社ではなく、外部に情報を求める。他の

CIO レガシーパターン（「頼りになるオペレータ」、「事業の共同創作者」）と比較すると、「変化の立

役者」にとってのトップビジネスプライオリティは「市場拡大」（47％、グローバル平均 39％）と「イノベ

ーション」（50％、グローバル平均 46％）である。 
 

「変化の立役者」にとっての最大の使命は変革を推進することであるため、「コスト」は重要なビジ

ネスプライオリティではなく、他の CIO レガシーパターンよりもコスト削減に対する必要性の意識が

低い（25％、グローバル平均 38％）。 
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図 15. 変化の立役者：ビジネスプライオリティ 
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2） リーダシップと人材 - 急速に変化する環境に適応すること 

 
他の CIO レガシーパターンと同様に、「変化の立役者」が得意とする 2 大スキルは、コミュニケー

ション能力とビジネスプライオリティの理解力である（図 16）。また、「変化の立役者」らしく、「複雑か

つ急速に変化する環境で組織をリードする能力」（54％）や、「テクノロジーについてビジョンを持ち、

リーダシップを発揮する力」（51％）と「社内ステークホルダに対する影響力」（50％）を得意としてい

る。例えば、グローバル展開するエネルギー資源企業の CIO は、「私の経歴を説明しても、あなた

には理解できないかもしれない。私は 2、3 年間オペレーションの実行を担当し、大規模な海外プロ

ジェクトをリードし、またオペレーションの実行部隊に戻り、さらにその後、難易度の高い社内プロジ

ェクトを管理した。こうした様々な経験を経て、私がやり遂げているのは重要かつ複雑な課題や問

題を管理・解決することだと気付いた。これは長年にわたって身につけたスキルであり、今の私はそ

のスキルを IT 組織で活かしている。」と述べている。 

 

「変化の立役者」は彼らの目的地が明白に見えている。彼らはこの目的地の絵を描き、実行を動

機づけすることの専門家である。「変化の立役者」は他の CIO よりも 7％多くテクノロジービジョンが

強さであると答えている。 

 

図 16. CIO が現在得意とすることと成功する CIO として理想的な要件の比較： 

変化の立役者とすべての回答者の比較 
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3） リレーションシップ - 顧客とビジネスパートナー 

  
「変化の立役者」は一般的に CEO に報告する機会が多い。彼らのうちの 50％は最高の強みと

して、内部の関係を築くことをあげている一方で、パートナーシップとアライアンスを構築するために

常に組織の外に手を伸ばしている。そのことが情報を活用し、能力を向上させることに繋がる。彼ら

は新技術と深く関わっており、顧客の満足度を向上させるための方法を特定している。消費者ビジ

ネスと小売業の CIO は「より傾聴するべきである。ビジネスの耳とテクノロジーの耳で傾聴するべき

である。これは CIO が伸ばすべきスキルセットである。」と述べている。 

 

上記と同様に重要なこととして、「変化の立役者」は、彼らの組織がより良い決定をできるよう援

助するために、外部と内部のソースから得られるデータを活用することに注力するということが挙げ

られる。同様の職に就いている人よりも、彼らはテクノロジープラットフォームを構築することに従事

することが多く（70％）、顧客データを多く収集し分析している（38％）（図 17）。 

 

 
 

  

図 17. 変化の立役者：エンドユーザの関与 
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4） 投資の方向性 - 顧客満足度と俊敏性に集中する 

 
「変化の立役者」はビジネスリーダがより詳細な情報を得た上での決断をできるようにするため、

データを統合・分析することに非常に関心を持っている。彼らは「アナリティクス」を今後 2 年でビジ

ネスに最も影響を与えるテクノロジーとして位置づけ、次に「デジタル」と「クラウド」が続いている（図

18）。アプリケーションをクラウドに切り替えようとするハイテク企業の CIO は、彼の挑戦を次のよう

に述べている。「エグゼクティブレベルはクラウドについての知識や経験が不足している。彼らは、ク

ラウドを他のビジネスと統合することがどれだけ難しいかについて理解していない。ただスイッチを

入れるだけだと考えている。明確に言うと、スタンドアロンで動作しているクラウドアプリケーションは

フォーチュン 500 社でも極めて少ないということだ。アプリケーション統合は、非常に難しい提案に

なるだろう。」 

 

柔軟性と俊敏性の優先度が高くなることで、「変化の立役者」の投資プライオリティは、顧客第一

となる傾向にある。 

 

 
  

図 18. 変化の立役者：テクノロジーに対する投資 
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まとめ：「変化の立役者」 

 
変化の立役者は、テクノロジーによるビジネス改革や他の変化のイニシアティブをリードする役割

を担う。彼らは、業績と信頼性の向上を推進することに多くの時間を割く。 
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2-3. 「事業の共同創作者」 - 戦略をリードし、施策を実行する 

 
「事業の共同創作者」は、調査対象の 3 分の 1 強（36％）を占める。彼らの主要な仕事は、事業

戦略を支援・推進することである。また、彼らは、有効なテクノロジーを提供し、変化のイニシアティ

ブを推進するための時間のバランスを取っている。そして、チームがテクノロジーを支援し、信頼性

の高い実行を保証できるよう注力している。共同創作者は CIO の活動全体の時間配分をするとい

う観点から、3 つの CIO のパターンの中で最もバランスが取れている。大手消費者小売業の上席

副社長、兼 CIO は「私たちは重要な販売変革プログラムの途上にあり、すべてのビジネスプロセス

を 1 つのプラットフォームで標準化しようとしている。私たちの戦略はオムニチャネルの世界の中

で、製品やサービスのデリバリを可能にすることである。1 つ 1 つのシステム、在庫、製品、ビジョン

が成長戦略を支えている。」と述べている。 
 

「事業の共同創作者」は、内部のステークホルダとの関係が理想的、または非常に良いと言える

グループである。彼らの仕事は主に CEO に報告を行うことであり、テクノロジープラットフォームの

構築やオペレーションの実行に費やす時間は少ない。 
 

「事業の共同創作者」は、多様なバックグラウンドと様々なビジネス領域（製品、サービスまたは

ビジネスモデルを含む）で成功した実績を持つ傾向がある。 
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1） ビジネスプライオリティ - 価値の創造と実現 

 
もともと、これらの CIO はビジネスリーダである。彼らは本能的に「コスト」・「業績」・「イノベーショ

ン」・「顧客」の目標に対し、バランスを取ろうとする（図 19）。インタビューにおいて、彼らは上位 3 つ

のビジネスプライオリティを選ぶのに苦労する傾向があった。多くの人が「すべてのビジネスプライ

オリティは私にとって重要であり、無視することはできない。」と述べている。彼らのビジネスプライオ

リティに対する優先付けに関して、差はほとんど出なかった。そしてそれはビジネスステークホルダ

が彼らに期待するものである。 
 

「事業の共同創作者」である CIO は、価値を創造、提供すると同時に、売上および利益に影響を

与える様々なことを考慮してオペレーションしなければならない。 

 
  

図 19. 事業の共同創作者：ビジネスプライオリティ 
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2） リーダシップと人材 - コミュニケーションは推進力になる 

 
「事業の共同創作者」の 2 つの秘密兵器は、「コミュニケーション」と「影響力」である（図 20）。す

べての CIO がこれらを自身の強みとしたが、共同創作者は一般的に両方とも優れている傾向にあ

る。3 分の 2 は強みとして「コミュニケーション」を選択し、24％はトップ 5 の強みとして「社内ステー

クホルダに対する影響力」をあげた。リーダシップについて、グローバルエネルギー資源企業の

CIO は「私は必要とされる場所、またはしたいと思うことに力を発揮する。私は自身の存在が不可

欠とされることを中心に考えている。物事の大きな枠組みで見ると、それがすべきことなのだ。」と述

べている。 

 

組織内で影響力と信頼性を持っているため、「事業の共同創作者」は通常、他のリーダと同じテ

ーブルにつく。また、彼らは他の CIO より事業戦略会議と M&A に関与する傾向にある（図 21）。 

 
 

図 20. CIO が現在得意とすることと成功する CIO として理想的な要件の比較： 

事業の共同創作者とすべての回答者の比較 
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図 21. 事業の共同創作者：ビジネスリーダとしての影響 
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3） リレーションシップ - 価値を生み出す力 

 
関係を築くことは「事業の共同創作者」にとって自然なことであり、組織内外の協力関係やパート

ナーシップを築く際に能力を発揮する。共同創作者は他の同様の職の人よりも強い関係を、ほぼす

べての社内ステークホルダ、特に CEO、COO、および CMO 達と築いている（図 22）。小売企業の

副社長、兼 CIO は以下のように述べている。「どのようにして補助的ではない役目を果たすか。私

たちは組織の中で誰よりも市場拡大に対して責任を持っているため、ただ単に仕事をもらうようでは

いけない。私は Steve Jobs アプローチをとる。顧客（ビジネス）は実物を見るまでは、自分自身が

何を望んでいるかわからない。どのようにして、顧客（ビジネス）はそれを思いつくか？あなたは、彼

らがそれに気づくのを手伝う必要がある。」 

 
 

対面インタビューにおいて、多くの「事業の共同創作者」である CIO は、彼らがどのようにデジタ

ルイニシアティブの推進に対する責任を共同で負うか、そしてどのようなテクノロジーが有用かにつ

いての予測をビジネスリーダと組んで行なっていると述べている。 

 

彼らが戦略的な役割に注力することができるように、「事業の共同創作者」は人材育成へかなり

の投資をする傾向がある。そして、彼らのほとんどすべての業務に対してオペレーションと実行がで

きる強力な補佐がいるため、彼らは戦略と変化に集中することができる。 

 

図 22. 事業の共同創作者：リレーションシップと影響 
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4） 投資の方向性 - 長期的に考える 

 
起業家精神に忠実であるため、「事業の共同創作者」は新しい技術に対して、主に「新たな売上

の獲得へ大きく寄与するか」、「顧客へ新たな価値を提供できるか」という観点に関心を持っている

（図 23）。彼らは多くの場合、長期的に考え、大きな投資をする傾向がある。あるエネルギー分野の

グローバル企業の CIO は、アナリティクスに関する強気の態度をこのように語っている。「ナンバー

1、ナンバー1、なによりもナンバー1 はアナリティクスである。我々の活動でアナリティクス以上に株

主価値へインパクトがあるものは無い。」 

 

「事業の共同創作者」はアナリティクスを、新たなビジネスモデルを構築するためのカギと見てい

る。そしてデジタル分野を新たな収入をもたらす方法と見ている。またクラウドを柔軟かつ俊敏な体

制を構築する機会と捉えている。ビジネス戦略を実行する能力を構築するため、彼らはこれらのテ

クノロジーへの投資に注力している。 

 

 

図 23. 事業の共同創作者：テクノロジーに対する投資 
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まとめ：「事業の共同創作者」 

 
事業の共同創作者は、ビジネス戦略に時間を割きつつ、技術の有効化と変化のイニシアティブを

リードする取り組みのバランスを調整する役割を担う。 
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第 3 章 CIO レガシーの舵取りをする 
 

 
 

これまで、CIO レガシーパターンについて説明し、「ビジネスプライオリティ」、「リーダシップと人

材」、「リレーションシップ」、「テクノロジーへの投資」といったフレームワークの要素により、どのよう

にレガシーパターンが形成されるか見てきた。これら 4 つの要素により、そのビジネスを取り巻く時

代や環境が決定する。環境の変化に伴い、CIO が遂行すべきレガシーパターンの見直しが必要と

なる。 

 

“   初期段階ではサービスの信頼性と業務の質にフォーカスした。次に人材の改
革を行い、組織の業務レベルを一段高めた。そして最後にイノベーションへ注
力した。他者の助け無しで私たちの仕事は成り立たず、プロジェクトの実行は
大部分を人材に依存している。イノベーションを起こすには時間がかかり、実
行が一番難しいのである。 ” 
- Christopher Hjelm, CIO and senior vice president, Kroger 

 

この章では、現在のビジネス環境に対する CIO の立ち位置を評価し、別のパターンへ変化する

際に何が必要となるかを検討してゆく（図 24）。 

この評価を実施するにあたり、以下の質問が重要となってくる。 

 

 現在のビジネス環境を考慮し、現時点でどのレガシーパターンだと考えるか？ 

 

 現状のパターンは、組織で必要とされているものか？ 

 

 将来、組織のニーズに応えることができるのは、どのパターンだと考えるか？ 

 

 将来の成功を見据え、どのように準備し、自分自身のポジショニングを行うか？ 
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図 24.別のパターンへの変遷 
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3-1. 「頼りになるオペレータ」が必要とされる時 

 
信頼性と業績に関する企業の根本的な課題に直面している組織は、「頼りになるビジネスオペレ

ータ」への舵取りが必要となる。また、コスト削減に取り組んでいる場合も、同じく「頼りになるオペレ

ータ」を必要とする。他にも、中核事業の安定化や IT 予算の縮小が必要な組織の場合、それらの

目的を達成するにあたり、「頼りになるオペレータ」が適切な人物像となる傾向がある。 

 

「頼りになるオペレータ」は、企業合併によりテクノロジーを統合する際のリードとして必要とされ

る。同様に、テクノロジーの運用が混乱している企業を、天性の「変化の立役者」が立て直す際は、

ビジネスの信頼を再び取り戻し、安定的で効率的なテクノロジー環境を提供するため、「頼りになる

オペレータ」に自身が変化するか、その役割を担うチームを編成する必要がある。Banner Health

およびその子会社の上席副社長である Ryan Smith は以下のように述べている。｢私たちはビジネ

ス側が理解できる方法で、組織を推進するためにテクノロジーができることは何かを考える手助け

をする。｣ 

 

「頼りになるオペレータ」は、オペレーションの強みを活かして自ら動くか、オペレーションと実行に

強みのある人材を見つけることになるが、通常は両方が必要となることが多い。「頼りになるオペレ

ータ」を担う必要がある際、リーダが取るべき具体的な行動として以下が挙げられる。 

 

 強力なガバナンスを発揮し、安定稼働とコスト管理を最優先させる  

まず、IT 支出の削減やビジネスプロセスの効率化する機会を待つ。次に、業績をモニタリング

するため、強力なガバナンスプロセスを構築し、他のビジネスリーダを巻き込み、業績とコスト

指標に関して、頻繁かつ定期的にコミュニケーションを取る。そして、信頼を確立するために、

透明性を高めるべきである。 

 

 CFO との強力なパートナーシップを構築する 

CFO はあなたの親友であり、一番の味方であるべきである。あなたも CFO も効率的、安定

的、かつ拡張性のあるテクノロジー環境を求めている。また、ビジネスリーダに、テクノロジーの

支出に対して責任を持って欲しいと感じている。そして、テクノロジーに対する投資のプライオリ

ティを決定するための仕組みを必要としている。 

 

 IT バランスシートに注目する 

あまりにも多くの CIO が彼らのコントロール下にある資産へ注意を向けていない。プログラム、

プロジェクト、ハードウェア、ソフトウェア、データ、取引先、契約、従業員、技術、利益、オペレー

ションモデル、メソッド、ツール、そして政治資金ですらも管理対象にすべきである。しかしそこで

終わってはいけない。資産種別毎に、どれくらい安定しているか、信頼性が高いか、コストを要

しているか、そしてそれら資産がビジネスニーズに適合しているか、について評価する必要が

ある。 
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 テクノロジーを単純化、統合化、集中管理化する機会を探す 

これは仮想化やクラウドによる運用基盤の最新化を意味する。テクノロジー資産に対する設

計、構築、運用の各プロセスを自動化し、改善するため、DevOps [*1] に投資すべきである。効

率性を向上し、コストを削減することで、イノベーションや市場拡大のイニシアティブを取ること

ができるようになる。 

[*1]：開発部門と運用部門が密接に連携し、迅速にシステム開発を行う手法・概念 

 

 サイバーセキュリティを優先事項とする  

システムの合理化により削減したコストを、安定性やセキュリティ、コンプライアンスを確保する

ために、サイバーセキュリティへ投資すべきである。データの破損や漏洩はすべての努力を無

駄にしてしまう。 
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3-2. 「変化の立役者」が必要とされる時 

 
明確なビジョン、難題への意思決定、および迅速な対応を必要とする際、あなたは「変化の立役

者」として振る舞う必要がある。組織が成長や変革を求めている時、あなたの役割はテクノロジーや

ビジネスプロセスの枠を超えて、カルチャーの変革にも及ぶ。Acxiom の上席営業担当執行役員の

Dennis Self は以下のように述べている。「私は生まれながらの変化の代理人である。変換と変革

を導くことが得意だ。私は自身のリーダタイプを明確に認識しており、自身のスキルを発揮できる機

会を探している。」 

 

“   将来の潜在的な影響を捉えるためには、常に広い視野を持つ必要がある。そ
れにより私たちはテクノロジーをリードして変革をやり遂げることができる。 ” 
- Leandro Balbinot, CIO, H.J. Heinz Company 

 

長期間在職した CIO が変化を起こす気がない、もしくは変革能力がない場合にも「変化の立役

者」が必要となるだろう。また、顧客とのより良い関係を構築するため、テクノロジーによりビジネス

改革を開始する場合も「変化の立役者」の出番となる。テクノロジー対応によるビジネス変革のイニ

シアティブもまた、「変化の立役者」としての CIO を必要とするきっかけとなる。「私は、顧客をサポ

ートし、売上を伸ばすことができるように、ビジネスを変革したい。」と欧州のコンシューマビジネス企

業の CIO は述べている。 

 

以下の行動は、あなたの内側に潜んだ「変化の立役者」としての資質を引き出す手助けとなる。 

 

 「プロトタイプ」や「パイロット」を考える 

「変化の立役者」は既存の枠にとらわれないアイデアを探し、プロトタイプやパイロットへ投資

し、複数のソリューションを同時に試していくべきである。 

 

 自身のビジョンを売り込む 

テクノロジー組織の全体ビジョンを売りこむことに注力すべきである。そして、あなたの労力を、

実行にあたって発生するコミュニケーションに傾注すべきだ。ビジネスにとって改革が必要だと

しても、組織の全員が幸せになるわけではないことを認識する必要がある。 

 

 カスタマサポートからカスタマエクスペリエンスへ移行する 

すべての CIO は顧客と関わっている。「頼りになるオペレータ」がバックエンドのテクノロジーに

フォーカスし、「事業の共同創作者」が新製品やサービスのために顧客ニーズの理解へ注力す

る一方で、「変化の立役者」はカスタマエクスペリエンスにフォーカスする必要がある。それは、

カスタマエクスペリエンスをより豊かにするため、テクノロジーを使うことを意味する。システム、

データまたはプロセスの制限によって顧客を失望させてはならない。 
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 デザイン性を重視する 

コアテクノロジーにもクリエイティブな要素を持たせるべきである。顧客、従業員、パートナー、

オピニオンリーダといったユーザ達のニーズに応えるために、CIO は、グラフィックデザイナ、

イラストレータ、ユーザエクスペリエンスエンジニア、文化人類学者および行動心理学者といっ

た多様な職種の人々の考え方を取り入れるべきだ。 

 

 スピードとエンゲージメント向上に寄与するテクノロジーへ投資する 

「変化の立役者」はテクノロジーを構築、購入するために外部へ出向くことを恐れてはいけな

い。パートナー達とのエコシステムの中で、彼らを基幹システム、クラウドおよびサイバーセキュ

リティへの取組みに対して巻き込む方法を探すべきだ。 

 

“   もしあなたが『失敗は成功のもと』であると信じているなら、早く・小さく・地味に

失敗すべきだ。成功は経験によってのみ得られるものだから。 ” 
- Greg Meyers, corporate VP and CIO, Motorola 
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3-3. 「事業の共同創作者」が必要とされる時 
 

企業が急速に成長している際、その組織の CIO には、「事業の共同創作者」としての役割が必

要とされる。ビジネスに対する鋭い洞察力が問われる場合、ステークホルダからの賛成が必要な場

合、また長期的視点に立ったテクノロジーへの投資が最重要事項である場合に、それぞれ「事業の

共同創作者」が不可欠だ。この役割はほとんどの場合、時間とともに形成されるため、新しい CIO

へ引き継がれることはほとんどない。レポートラインの変更を時折することで、新たなリーダシップス

タイルが期待されている組織に対して、シグナルを発信することができる。 
 

組織があなたに対し、「事業の共同創作者」としての役割を求めている場合、まず以下の活動か

ら始めてみてほしい。 

 

 コストに目を配りつつも売上に集中する  

「コスト」と「業績」はいつもトレードオフの関係にある。しかし「事業の共同創作者」として、あな

たは焦点を、「市場拡大」、「顧客」および「イノベーション」へシフトすべきである。 

 

 自発的に IT 以外の活動をリードする 

「事業の共同創作者」は第一にビジネスリーダであり、第二にテクノロジーリーダである。彼らは

より多くの時間を、ビジネスストラテジー全体の理解と貢献に費やすことが求められる。1 つの

方法として、IT 以外の活動をリードすることでそれらの能力を鍛えることができる。例えば、ある

企業でビジネス改革を行なった人物は、現在ではただの CIO ではなく、企業全体のビジネス改

革の責任者である。 

 

 主要なビジネスリーダと頻繁に対話する方法を探る 

あなたは CEO と CFO との関係を強化すべきであるが、業務、マーケティング、人事の各部門

代表者との機会を疎かにしてはいけない。ビジネスリーダ達とのよい関係を構築することは、あ

なたの各部門のニーズに対する理解を深め、彼らの活躍を手助けする機会を生むことに繋が

る。ある金融サービス企業の CIO は、2 年前にデジタルイニシアティブに対し、彼の部下を協

力させることを買って出た。その結果今彼は、マーケティング担当と共にデジタルプログラムの

オーナーを務めている。 

 

 アナリティクスとビジネスインテリジェンスに深く関わる 

効率性向上、新製品開発、新事業開発など、目的を問わず、この 2 つは付加価値を高めるた

めの新しい方法を見つけるカギとなるものである。   
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 成長分野へ投資する 

成長分野は、イノベーション的なテクノロジーであり、これにより業績が急速に倍増する。これら

はロボット工学、付加製造（3D プリンタなど、塑像のように材料を付加して造形する製造）、量

子コンピュータ、産業生物学といった分野が該当する。それらを使いこなす能力を有する組織

は、強力な変革効果による恩恵を受けることができる。全 CIO がこれらの分野へ投資を行うべ

きだが、「事業の共同創作者」であれば多くの時間を割き、これらの分野への投資を拡大すべ

きである。彼らの使命はテクノロジーによる改革とビジネス戦略を主導することにある。 
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第 4 章 CIO レガシーは「技術」と「経営」の両面を持つ 

 

 
 

企業のリーダにとって、「何が人を動かすのか？」という問いは、自ら関わるビジネス領域や専門

業務の範囲を越えて考えさせられるものである。その問いに対する答えは、何度も深く考えることで

納得でき、個人の情熱や姿勢を反映して出てくるものである。今回、グローバル規模で成功を誇る

IT 組織をリードしている CIO に対してインタビューを実施した。当インタビューを通して、彼らの情熱

とモチベーションを形成する 4 つの重要なテーマが浮かび上がってきた。 
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4-1. IT は重要だと周囲に気付かせる 
 

私たちがインタビューした CIO の多くは、模範的な IT エキスパートであり、企業が IT を用いて何

ができるかを理解し、また IT による企業への貢献ができることを強く望んでいる。また、彼らがどの

ように情熱を持ちながら従業員の成長に関わり、また仕事をより楽しくエキサイティングなものにし

ていくかについて詳細に語っている。 

 

“   私は自身の功績として、調和した IT 組織を作り上げたい。350 拠点に分散し
ているにもかかわらず調和がとれているような組織を。言い換えれば、同じ曲
に合わせて皆が行進しているような状態を作りたい 。 ” 
— William (Bill) Blausey Jr., senior vice president and CIO, Eaton  

 

“   私の最大の功績は、当社グループ内における IT 組織のリーダシップ力を確立
したことと、IT 組織とユーザ部門との信頼関係を構築したことだ。私が入社した
時、当社の IT 組織は優秀な人材を有していたが、適切な方法でトレーニング
がなされていないか、組織内で適切な配置ができていない状態だった。私たち
は、ユーザ部門に対し、IT 組織がユーザ部門にもたらす価値を説明することを
通し、彼らからの信頼を築き上げた。その結果、私たちはユーザ部門から信頼
されるパートナーになるという目標に対して、フォーカスできるようになったの
だ。 ” 
— James Vick, SVP Business Information Systems, Southwestern Energy  

 
“   私はテクノロジーで顧客満足度を向上する方法を見つける手助けをし、また IT

（人、プロセス、技術）の変革を主導した人物として知られるようになりたい。 ” 
- Michael Kingston, CIO, Neiman Marcus Group LTD Inc. 
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4-2. 人がより効率的に仕事をし、より良く生活することを助ける 

 
私たちがインタビューした CIO の多くは、彼らの主な貢献は「何らかの物事を可能にした事」であ

ると捉えている。彼らはテクノロジーの利用により、従業員が仕事をより効率的に行い、より良い意

思決定を行い、またより充実した幸せな生活をおくることができるようになることを望んでいる。 

 
“   私は 2 つのことで記憶されたい。それは実務家としての情熱と、従業員を思う

情熱においてだ。戦略的に人材投資を行い、かつ彼らの使うツールは最高の
ものであるように気を配っている。 ” 
— Larry Quinlan, global CIO, Deloitte Services LP 

 

“   私の仕事は、テクノロジーを用いてビジネスでより良い結果をもたらし、組織（メ
ンバやチーム）がベストを尽くせるように支援することだ。 ” 
— Francesco Tinto, vice president and CIO, Kraft 

 
“   私はこの技術部門の意識を変え、そして実際に価値を生み出している。私たち

はいまだかつて行ったことのない、大規模な投資を行っている。例えばデータ
センタやテレビ会議によって従業員の行動は一変している。 ” 
— Suma Nallapati, CIO, State of Colorado 

 

 

4-3. CIO の従来枠を超えて、ビジネスリーダシップを発揮する 

 
新しいテクノロジーが、ビジネス競争上優位になることに気付いた企業の多くの CIO 達は、より

広い範囲でリーダシップを発揮できる機会を求めている。彼らは他のビジネスリーダ達に敬意を持

ち、そしてビジネスを変革したいという願望を持っている。 

 
“  私のレガシーは、サウスウエスト航空が計画したビジネス変革と、それを実現

するための戦略的な取り組みを手助けしたことだ。私の事を CIO やテクノロジ
ーリーダとしてではなく、従業員に対して偉大な存在で、最高のチームを作り、
企業文化とコアバリューを築きあげた、サウスウエスト航空の偉大なビジネス
リーダとして認識してもらいたい。 ”  
— Randy Sloan, senior vice president and CIO, Southwest Airlines 
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4-4. 職場とコミュニティへの寄与 

 
多くの CIO にとって、レガシーのアイデアは非常に個人的な側面がある。彼らは地域社会や企

業に対して恩返しするために、自らの地位をベースとしたいと考えている。彼らはメンタリングやビジ

ネスリーダの成長に対して、自身のプライベートな時間を多く費やしている。 

 
“   私は 3 人の人間を CIO に育てたが、さらに多くの人材を CIO へと育てるだろ

う。ビジネスと IT の架け橋ができる『ハイブリッド』人材を育て、その人材が指
導者となるように手助けをしている。 ” 
— Wayne Shurts, executive vice president and CIO, Sysco 
 

“   健康的なワークライフバランスのロールモデルとなろうと努力している。IT 業界
および地域に対し、多大な貢献をした人物としての評判を上げたい。私はヒュ
ーストンのホームレスへボランティアを行う非営利グループで、議長を務めて
いる。また、次世代 IT リーダを育てるため、IT イベントで講演を行なってい
る。 ” 
— William “Bill” Braun, Chevron CIO and president, information technology company 

 

“   500 人以上のマネジャーに対してリーダシップチャレンジと呼ばれるプログラム
を実施した。従業員たちは私のことを、IT、非 IT の両面で、キャリアやトレーニ
ングに対して投資をした人物だと言うだろう。 ” 
— Richard D. Daniels, executive vice president and CIO, Kaiser Permanente 

  

 

4-5. 着目すべきポイント 

 
CIO レガシー像を形成する 4 つの要素は、ビジネスの側面が強い。しかし私たちのインタビュー

は、CIO レガシーの個人的な側面についても大きな洞察をもたらした。これらの CIO が持つ、個人

の情熱に着目することで、様々なモチベーションを持つリアルな人物像が明らかになった。CIO レガ

シーを創りあげていくには、よく考えること、理解すること、そして、その二つを念頭におきながら自

己啓発を行うことが必要である。 
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結論 - レガシーの使命 
 

意図的か偶発的かを問わず、すべての CIO は何らかのレガシーを形成している。どのようにあ

なたのレガシーが形成されるかは、大部分はあなた次第なのである。しかしレガシーはまた、あな

ただけでは形成できないものでもある。あなた自身が日々の業務を通して経験する事象は、今、あ

なたが達成しなければいけないこと、そして将来に備えなくてはいけないことに対して、大きな影響

を持っている。 

 

このレポートは、3 つの CIO パターンの特徴を観察した。「頼りになるオペレータ」、「変化の立役

者」、そして「事業の共同創作者」である。パターンはそれぞれ異なり、「ビジネスプライオリティ」、「リ

ーダシップと人材」、「リレーションシップ」、そして「テクノロジーへの投資」といったフレームワークの

要素によって決定される。しかしながら、これらはすべて類似したベースの上になりたっている。 

 

1. 「ビジネスプライオリティ」、「リーダシップ」、「リレーションシップ」および「テクノロジーへの投

資」といった効率的なフレームワークによって、CIO が提供する価値の方向づけや評価を

行うことが可能になる。そのフレームワークを用いて、この調査に関与頂いた 1,200 人以

上の CIO を、クラスタ分析により 3 つのプロファイルのいずれかに分類した。この３つのパ

ターンをもとにあなたの特性を評価することで、現在のスタンスと将来の機会に対する方向

性を示唆することができる。 

 

2. どのような状況においても、「正しい」と言えるレガシーパターンは存在しない。CIO はまず

ビジネスのニーズを理解し、それらのニーズに対して実行できる最も適切なパターンに移行

する必要がある。これは一度きりでは済まない。フレームワークの要素の変化や進化に伴

い、望まれる CIO レガシープロファイルも同様に変化、進化する。また個々の CIO も、それ

に応じて同様に変化、進化すべきである。 

 

3. 3 つのパターンすべてにおいて、ユーザ部門と強固なリレーションシップを築くことが、ビジ

ネス変革に対して、効果的かつ影響力のあるものとなる。私たちは関係を構築する上で、コ

ミュニケーションの頻度が、コミュニケーションの質と同様に重要であることを見出した。「時

間の質」もまた、重要な点である。「時間の質」が低いまま頻繁にコミュニケーションをとった

場合、ユーザ部門とのリレーションが弱体化する傾向があるからだ。 

  

4. 1 人の力で、複雑な組織のすべてのニーズを満たすことはできないため、あなた自身の足

りないところを補完してくれるような人材が周りにいることが不可欠である。これはまた、主

要なステークホルダとの間で信用と信頼を築きあげるための、実用的な唯一の方法かもし

れない。多くの CIO は、人材マネジメントの重要性を認識しているが、優先事項としている

人は多くない。 

 

5. 同様に、自分一人ですべての答えや洞察を持つことは難しい。これは、あなたのチームや

組織でも同じことである。あなたの今いる場所以外においても、リレーションをつくるべき

だ。業界外、さらには外部の CIO 達とのリレーションも広げるべきである。メンターを探し、

彼らにその恩を報いることも大切となる。あなたが属しているコミュニティすべてが、あなた

の成長に関わっているのだ。 
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Appendix 

A-1. 回答者属性 
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A-2. 質問と回答 
 
質問 1 ご職位を選択して下さい。 
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質問 2 業種を選択して下さい。 

 
 

 

 
質問 3.1 昨年度の売上（連結ベース）にあてはまる範囲を選択して下さい。 
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質問 3.2 過去 1 年間に売上（連結ベース）はどのくらい増減しましたか。 

 
 

 

 
注： 質問 4 については、対象外とする。 

 

 

 
質問 5 今年度の IT 予算にあてはまる範囲を選択して下さい。 
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質問 6 過去 1 年間に IT 予算はどのくらい増減しましたか。 

 
 

 

 
質問 7 現在の IT 予算は、どのような配分になりますか。（合計 100%） 
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注： 質問 8 については、対象外とする。 

 
 
 

質問 9 今後 1 年間、自社が注力するべきと考えられるビジネスプライオリティを 3 つ選択して下さ

い。 
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質問 10 今後 1 年間、自社が注力するべきと考えられるテクノロジープライオリティを 3 つ選択し

て下さい。 
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質問 11 所管業務や、ビジネス結果を左右すると考えられるものを最大 3 つ選択して下さい。 
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質問 12 理想的な状況において、IT 部門が優先するべきと考えられるものを最大 3 つ選択して下

さい。 
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質問 13 意思決定におけるご自身の現在の役割と、理想とする役割にあてはまるものを選択して

下さい。 
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質問 14 ご自身や IT 部門が自社の顧客戦略にどう関与しているか、あてはまるものを選択して下

さい。 
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質問 15 ご自身が費やされている時間を分類した場合、どのような配分になるか現在の配分、お

よび理想的な配分について回答して下さい。（合計 100%） 
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質問 16 リーダシップの役職につかれたことのある部門をすべて選択して下さい。 

 
 
 
 

質問 16.1 現職または以前の職場で、リーダシップをとる役職につかれたご経験はありますか。 
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質問 17 テクノロジーリーダが成功するために必要だと考えられる能力・スキルを最大 5 つ選択し

て下さい。 
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質問 18 ご自身が得意とされているものを最大 5 つ選択して下さい。 
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（補足） 質問 17-18 のテクノロジーリーダが成功するために必要とされる理想的な要件と、CIO が

得意とする能力の比較。 
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質問 19 上司のご職位として、あてはまるものを選択して下さい。 

 
 

 

 
質問 20 最も効率的に業務を進めるためには、誰がご自身の上司になるべきだと考えられます

か。 
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質問 21 ご自身の後継者は、誰とのリレーションを強化するべきだと思いますか。最大５つ選択し

て下さい。 
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質問 22 ご自身と、他の役職の方々とのリレーションを評価して下さい。 

 
  



86 

 

質問 23 次の役職の方々とは、どのくらいの頻度でやりとりされていますか。 

 
 

 

 
注： 質問 24 については、対象外とする。 
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質問 25 今後 2 年間で、自社のビジネスに大きく影響すると考えられるものをすべて選択して下さ

い。 

 
 

 

 
質問 26 以下６つの領域に対する投資の優先順位をつけて下さい。 

（数値回答 1：優先度が最も高い ～ 6：最も低い） 
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A-3. 略称一覧 
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デロイト CIO プログラムについて 
 

「企業価値の創造を目指して、ビジネスと IT が交差する領域をオペレーションすること」、CIO は

この目的のために、独特かつ複雑な日々を過ごしている。これらの課題や要求に取り組む CIO を

支援するために、デロイトは CIO プログラムを設立した。当プログラムは、弊社がクライアントに提

供するテクノロジー・サービスやソリューションを補完するため、リーダシップ開発プログラムや、実

体験のように感じる研究体験、刺激的なテーマについての考察、キャリア移行支援等を通じて、

CIO のキャリアライフサイクルを支援する優れたサービスを提供する。 

 

本調査について 
 

CIO が持つ影響力と CIO レガシーの理解を深めることを目的として、2015 年 4 月から 5 月にか

けて、43 ヵ国において本調査を実施した。本調査は、詳細なインタビューとオンラインアンケート形

式によって実施され、世界の 21 業種にわたる 1,271 人のテクノロジーリーダが参加した。最初に、

クラスタ分析手法を用いて回答者を 3 つの CIO パターンに分類し、次に、テキスト分析手法を用い

て自由回答形式の質問やインタビューを評価し、最後に CIO パターンをより深く定義している。 
 

デロイト テクノロジー リーダ 

Kevin Wolsh エグゼクティブオフィサー 
テクノロジーコンサルティングサービス グローバル責任者 

テクノロジー領域において、トレンド分析、戦略、CIO プログラム等をリー

ド。UK のテクノロジーリーダとして、デジタル、アナリティクス、クラウド、サ

イバーセキュリティ等新しい技術の活用推進に注力し、UK の組織を飛躍

的に成長させた。2015 年からグローバルのテクノロジーリーダに就任して

いる。 

Robert Hill エグゼクティブオフィサー 

テクノロジーコンサルティングサービス アジアパシフィック地域責任者 

日本国内、アメリカにおいて、航空宇宙・防衛産業、自動車産業、ハイテク

産業のクライアントを対象とした、戦略の立案から業務改善、IT 導入支援

に関するコンサルティングに従事。日本・アメリカの主要製造業クライアント

を対象とした、グローバルレベルでのシステム導入プロジェクトも多数経験

している。 

安井 望 執行役員 パートナー 
テクノロジーコンサルティングサービス 日本責任者 

製造業を中心に、グローバル経営管理やグローバルサプライチェーンを、

業務とシステム両面から最適化するプロジェクトに多数従事。 業務機能を

跨いだ企業全体のマネジメントを最適化していくことを得意としており、戦

略立案から改革の実行までをトータルに支援できる経験を有している。主

な著書に『グローバル経営の意思決定スピード』『導入ガイドグローバルシ

ェアードサービス』『BOP 導入ガイドブック』（中央経済社）がある。  
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日本語版発行責任者・担当者 

責任者 

渡邉 知志 執行役員 パートナー 

小売・流通業、不動産業、運輸業等コンシューマビジネスを主に担当。 

業界の垣根がなくなり変革が進む企業グループに対して、戦略立案からオ

ペレーション変革/システム変革などのコンサルティング活動に従事。特

に、戦略を実現するためのビジネス/オペレーション変革に関する豊富なコ

ンサルティング経験を有する。戦略立案から変革の実現まで一貫したサー

ビスを提供すると共に、CEO や CIO に対するアドバイザリーサービスを提

供している。 

担当者 

山本 有志 シニアマネジャー 

多様なインダストリーに対して、IT 組織改革、IT コスト削減、大規模グロー

バル PM などのアドバイザリーサービスを提供。システムライフサイクル全

般の幅広い経験を活かし、CIO に対してコンサルティングサービスを提供

している。 

 

大平 匡洋 シニアマネジャー 

製薬・医療機器インダストリーを中心に、IT 戦略立案、グローバル IT 構想

立案、情報システム導入、PMO など、IT 関連のコンサルティングサービス

を提供。経営戦略立案、組織・業務改革から情報システム導入に至るま

で、幅広いコンサルティングプロジェクトを多数経験している。 

 

箱嶋 俊哉 シニアマネジャー 

金融および公共インダストリーを中心に、テクノロジーを軸としたコンサル

ティングサービスを担当。企業統合や基幹システム再構築などの、グロー

バルおよび大規模プロジェクトに従事。IT をはじめとした人材育成も得意と

しており、外部講演や執筆も多数手掛けている。 
 

守屋 孝文 シニアマネジャー 

金融インダストリーを中心に業務プロセスの再構築からシステムグランドデ

ザイン策定、システム化実行支援に至るまで、幅広いプロジェクト経験を有

する。業務とシステム両面での深い知見を活かし、オペレーションや IT 変

革に関するコンサルティングサービスを数多く提供している。 

 

小川 貴弘 シニアマネジャー 

小売・流通、サービス業、製造系を中心に、業務プロセスと新旧テクノロジ

ーの深い知見を活かした活動に従事。IT 中期計画立案から新サービスの

業務設計・現場の定着化など、IT＋業務のコンサルティングサービスを提

供している
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