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ビジネスの成功をもたらすため先進的なテクノロジーを柔軟に活
用することは、競合他社との競争を勝ち抜くにあたり、これまで
以上に重要な要素となっている。デロイト グローバル（デロイト）

の調査では、CIOの56％が、アジャイル開発やDevOps、あるいはそ
れに類する柔軟な開発手法を導入し、開発からリリースまでのサイク
ルを短縮することで1、革新的なイノベーションの実現に拍車をかけた
いと意気込んでいる。

しかし、実際にはこうした取り組みの成功例は、世界中を見渡して
も少ない。主な理由としては、従来の資金配分および投資サイクルの
仕組みがボトルネックになっていることが挙げられる。ファイナンス部
門が従来通りの方法で予算策定、資金配分、財務報告を行い続けて
いる一方で、ITの開発プロセスと運用プロセスはより迅速になり、製
品・サービスに、より重点が置かれるようになった。その結果、ITに要
求されるスピード感と財務関連の業務サイクルに大きな乖離が生じて
いる。この問題はCIOが取り組もうとしているイノベーションの実現を
阻害し、戦略目標の達成を妨げる可能性すらある重大なものである。

現在、戦略的イノベーションやデジタルトランスフォーメーションと
いった案件は、IT予算全体のうちわずかな割合しか割かれていないが、
これらの案件に投資する時ほど、ITと財務の間の乖離を強く感じられ
ることはない（一般的な IT部門は、既存ビジネスにかかわるシステム
の運用・維持管理に IT予算の56％を費やしており、新規ビジネスに
かかわるサービス開発にはわずか18％しか費やしていない2）。この傾
向は、特に、アジリティとスピードを重視する開発が求められる案件に
おいて顕著に表れている。ファイナンスのプロセスは依然として、決め
られた予算および計画の枠で推進するといった考え方に縛られている。
そのため、新たな独自の製品・サービス開発は不確定要素を多分に
含んでいるにも拘わらず、あらかじめ計画を立てて決められた枠の中
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で対応しきらなければならないという誤った考えが植
え付けられているのである。一方、アジャイルなアプ
ローチにおける資金配分とは（この文脈の「アジャイ
ル」は、ソフトウエア開発方法論ではなく、機敏で柔
軟な状態を指す）、成果を最大化することに焦点を当
てたキャパシティベースでの資金配分である。

さらに、アジャイルイニシアティブは、通常スプリン
トと呼ばれる短期間かつ反復的な開発を行うクロス
ファンクショナルチームを特徴とする。しかし多くの企
業において、このクロスファンクショナルチームという
特徴は、機能別に構成されたチームへの資金配分を
得意とする従来のファイナンス部門のプロセスと衝突
してしまう。クロスファンクショナルチームのモデルは、
さまざまな分野の専門家でチームを構成し、彼らが
持っている知識や経験を活用しながら開発とフィード
バックを短期的に繰り返すことで、成果の最大化を図
るという発想から生まれた新しい概念である。

アジャイル手法での開発スピードに合わせて、イノ
ベーションにかかわる資金配分を行うといった柔軟
なアプローチを導入するために、CIOとCFOはより
綿密な連携が必要になるだろう。これは、実績のある

年度単位の予算サイクルを、実績のないほかの手法
に置き換えるという意味ではない。実際、価値創出に
必要な支出と業績収入とのバランスを管理すること
は、ファイナンスにおける必須要件であり、新しいア
プローチを取り入れながら、このバランスを維持する
手法は複数存在する。

• ファイナンス部門の変革
ファイナンス部門は、IT投資ポートフォリオに対して
高まりつつあるビジネスニーズに対応するため、予
算編成、資金配分、報告プロセスを再編する必要
がある。検討するポイントとして、企画から投資ま
での期間を短期化するための新たな投資手法の開
発、アジャイル手法で開発および改善された製品・
サービスが生み出す変動的な価値の正確な測定、
会計基準や報告基準を満たす方法で価値を業績計
上することなどが挙げられる。

• IT部門の変革
IT部門にもさまざまな変化が求められる。例えば、
製品やサービスの企画・開発とその成果を上げる
ための人員配置の再編、テクノロジー投資の根拠
となる明確なロードマップ作成、調達やベンダー管
理などのアウトソーシングにおけるベンダーとの役
割の見直しが挙げられる。

• 創造的な資金調達
創造的な方法で調達した資金源は、イノベーション
の拡大と加速を実現する。例えば、業界内外を問
わない共同出資、大学との協業や、ベンダーアライ
アンスの活用、カーブアウトした子会社からのリー
スバックなどの方法による資金調達である。CIOお
よびCFOはその資金源からイノベーション投資の
チャンスを得ることができる。

これらの改革は困難なものであると思うかもしれ
ない。確かに、長年運用してきたファイナンスのプロ
セスを見直すようCFOを説得することは難しいだろう。
さらに、外部からの資金調達は有益な機会と捉えるこ
とができるが、一方ではCFOたちはこれらの資金源
に対して不安感を抱いている可能性がある。

しかし、CIOとCFOの双方に、テクノロジーの可能
性を高めるためにファイナンスの在り方を見つめ直す
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強い動機がある。より多くの大企業がアジャイル導入
の取り組みによって、短期間での価値創出、状況変化
への柔軟さ、市場ニーズへの迅速な対応などを実現
していることを示すことで、競合他社も、スピーディか
つ大規模な独自のアジャイルイニシアティブを立ち上
げるだろう3。差別化された規律あるイノベーション投
資の方法を今のうちに構築することができれば、競争
力を維持することができる。今こそCIOとCFOが協
業し、アジリティをもった開発手法の定着化と市場の
変化に応じた価値創出、それらを実現するための投
資手法を導入すべきである。

イノベーション投資に 
まつわる課題

IT部門の資金調達ニーズとファイナンス部門で長
年続いてきたプロセスの乖離は、突如として現れたわ
けではない。クラウドやプラットフォーム技術が着実
に従来のオペレーションモデルを崩壊させ、ファイナ
ンス部門に自らのやり方の見直しを迫るに至るまでは、
10年間もの期間がかかっている。

今後数年間、CIOとCFOが各々のニーズをより良
く満たすための方法を模索するにあたり、デジタル革
命の初期に端を発する３つの根源的な問題について
検討する必要がある。

• 設備投資から運用費へのシフト
オンサイトのシステムからクラウドベースのシス
テムに移行する際には、多額の支出が設備投資
（capex）から運用費（opex）へとシフトする。実
際には設備投資と運用費が常に少しずつ発生し続
けることになるが、これは「開発者が運用も行う」
という新しいシステム開発・運用の考え方に基づく
ものである。会計の観点から見ると、短期的な運用
費の増加は四半期決算に影響を与える可能性があ
るため、CFOには投資家や金融アナリストへの説
明責任が生じる4。

• 捉えどころのないROIの測定
テクノロジーイノベーションのイニシアティブは、多
くの場合、IRRの期待値を満たさない実験的な取り
組みであり、プラスのリターンをもたらす場合もあ

れば、もたらさない場合もある。たいていのイノベー
ション投資は、財務的にも時間的にも従来の ITプ
ロジェクトほどの確実性を持たない。そのため標準
的なガバナンスプロセスのもとで強い確信を持ちな
がら推進することは困難なのである。場合によって
は、ROIを長期的に追跡する精緻なプロセスを構
築する苦労をファイナンス部門に強いることになる。
この課題は、無期限に再利用できるプラットフォー
ムなどへの固定予算の投資のROIを追跡する場合
に、より複雑になる。

• 提供価値の計算方法
通常、CFOは投資を行う際にその領域全体の資本
収益率と関連するリスクモデルを厳密に追跡する。
しかし、テクノロジーへの投資に対しても同様に、
あるソリューションが組織へもたらす価値の規模と
タイミングを追跡し、測定することを厳密に実践し
ている組織は少ない。なぜならば、CIOが独自に
提供価値を算出する場合、一般的にビジネスや財
務で算出する場合とは異なる前提条件に基づいて
いる可能性があるためである。デロイトが実施した
2018 Global CIO Surveyでは、回答者の65％
が、IT投資のインパクトを定期的なレポート作成プ
ロセスの一環としてではなく、ケースバイケースで
測定していると答えている５。つまりITが提供する
価値の評価に関しては、CIOとCFOは異なる考え
方をしているということだ。

「ファイナンスと未来の IT」の一環として、より多く
のCIO、CFO、そして各チームが、上述の課題やその
ほかの資金調達、会計、報告における課題への対処
を模索していくと予想される。

ファイナンスによる 
設備投資の変革

CFOと配下の組織は、必要なコントロールとリス
ク管理のバランスをとりながら、予算編成、資金配分、
テクノロジーおよびビジネスリーダーとの連携による
継続的な監視と影響の最適化のために現代的なテ
クニックを用いて、急速な変化の仲裁役となることが
できる。そのテクニックには、次のようなものが含ま
れる。

ファイナンスと未来の IT
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• リスクベースのポートフォリオの考え方
多くの企業は、イノベーションや破壊的なテクノロ
ジーへの多額の資金投入に対し、正当な説明を行
うことに苦慮している。そのような投資は、失敗の
可能性が高い場合があり、成功のメリットを定量化
することは必ずしも容易ではないためである。重要
なのは投資をポートフォリオとして取扱うことであ
り、また、ポートフォリオのガバナンスと特性を慎重
に発展させることはさらに重要である。破壊的技術
のプロトタイプを、古典的な5年間のROIの算出
方法に無理やり合わせたとしても、ほとんどの場合、
極端に楽観的な評価となるか、逆に大幅なリスク
回避が必要となる。台頭するテクノロジーへの投資
は、コールオプションを購入するのと同じように扱
うべきである。そうすれば、CFOと経営層は、将来
の投資をより自信を持って進め、将来のリスクを軽
減するための情報を得ながら、計画的に投資を行
うことができる6。

• 設備投資（Capex）対 運用費（opex）
すべてのテクノロジー関連投資にリスクがあるよう
に、クラウドへの投資にもリスクが存在する。クラウ
ドはテクノロジー投資を設備投資から運用費にシ
フトさせるため、クラウドへの移行が急速すぎる場
合、企業の財務諸表へ影響を及ぼす可能性がある。
CIOとCFOが互いに協力することにより、これら
のコストを適切に分類し、クラウド投資の影響を評
価、最適化することができる。また、影響を相殺す
るために減価償却と資本配分の戦略を策定するこ
とも可能である7。幸いなことに、設備投資対運用
費の問題が資金調達の市場をこれ以上悩ませるこ
とはないと考えられる。上場企業へのクラウド投資
に関する金融市場とのコミュニケーション、および
アナリストの反応についてデロイトが調査した結果、
capex対opexの問題は、提出書類、論評、アナリ
ストの考察において重要な考慮事項ではないとい
うことが判明した。実際、企業はクラウドへの投資
を過小評価し、十分に活用できていない可能性が
ある。しかしアナリストらは、クラウドの導入につい
ては、コスト削減の可能性よりも、新たな収益源や
収益拡大につながる可能性の方に関心を寄せてい
るようである8。
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• キャパシティベースの資金調達
年次で編成されるキャパシティに従ってIT予算を確
定するという考え方は、新しいものではない。しか
し、テクノロジー部門はプロジェクト指向からプロ
ダクト指向に移行するにつれて、ビジネスとITにま
たがる横断的なチームとしての役割を果たすように
なった。現在では、「キャパシティ」はお客様や市場
に直接結びついているか、または価値提供の一連
の流れをサポートしている。成長目標と投資ニーズ
のロードマップは、IT用語でいうSLAによってでは
なく、ビジネス指標に直結した成果によって測定さ
れ、現在と将来の資金調達を決定する。プロダクト
チームは、毎年、ITリソースに対してプロジェクト
を割り当てるのではなく、あらかじめ計画されてい
る成果と重要な期待効果の正当な変更に基づいて
スケールアップまたはスケールダウンし、パフォーマ
ンスと優先度を継続的に評価し、更新していく責任
がある。今後事業活動全体がより流動的になってい
くため、ファイナンス部門は、このような不確実性
に対応するためのプロセスとガバナンスを今すぐ導
入することが必要なのである9。

• デジタル基盤
クラウドへの移行、コアモダナイゼーション、データ
プラットフォーム、およびそのほかのテクノロジーに
対する投資の多くは、組織全体に利益をもたらすデ
ジタル基盤を形成する。これらの投資はビジネスに
とってクリティカルとなるため、CIOおよびCFOは、
大規模な IT予算とは別に資金調達を検討する必要
がある。さらに重要なことは、事業にコストを配賦
するのではなく、ビジョンの実行に関与するビジネ
ス部門や各部署に予算を割り当てることを考える
べきである。そうすることにより、これらの資金の流
れを無差別な予算削減や緊縮財政から守ることが
できる。こうして、基礎ではあるもののゆくゆくは縮
小するコアの再生活動への支出と区別することが
できる10。

IT部門からの要請

IT組織にも大きな変化が必要である。理想として
は、ファイナンス組織との連携とコラボレーションを
大幅に改善するという、構造ではなく精神に基づいた

変化だ。考慮すべき分野は次のようなものが含まれる。

• プロダクト重視の経営モデル
前述したように、IT組織は、キャパシティを関連付
けた「計画・構築・実行」の構造から、市場向け
プロダクト、機能、内部向けの共有サービスのバ
リューストリームを中心とするチームへと移行して
いる。これらのチームは、テクノロジーとビジネス
のサイロにわたる規律を統合させ、典型的にアジャ
イルメソッドとツールを使い、異なるスキルセット
を要求しながら、異なるマインドセットを引き出す
傾向がある。ITポートフォリオのすべての部分をこ
のような方向性に再構成するという課題の解決を
容易にしない限り、多くの場合、人材に関する現実
が最大の障害となる。必要なスキルセットを特定し、
それをどのように調達するか特定し（例えば、既存
のリソースを再利用したり、新しい人材プールを活
用したりする）、そして、新たな期待値やインセンティ
ブを定義するというような、組織内の仕事の将来的
なビジョンを持つことが必要だ。

• 基礎となる「Tech for Tech」ロードマップ
CIOは通常、予算の一部をIT部門の内部の投資
に割り当てている。これらの投資の特性を定量化し、
ビジネス用語で説明することで、そのような投資に
懐疑的な相手も説得することが可能となる。一例と
して、コアモダナイゼーションへのイニシアティブの
背景にある論理的根拠の共有、システムのシンプ
ル化と自動化、再プラットフォーム化などによる年々
の効率向上が挙げられる。CIOは、基礎となる戦
略的なテクノロジー投資のロードマップを作成し管
理することと合わせ、IT投資についてCFOとCEO、
取締役会などとさまざまな会話を行うための土台
を作ることができる。

• エンパワーメント
IT部門が企業の変革の要となるケースは従来から
存在していたが、それらは目的や権限に対するマイ
ンドセットの変化があって初めて可能となるもので
あった。調達担当者やベンダーマネジメントの担当
者は、戦術的で短期的なオペレーションから脱却し、
クリエイティブな契約とエコシステムを可能にする
パートナーシップの企画者へと変化すべきである。

ファイナンスと未来の IT
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アウトサイド・イン

多くの組織がデジタル変革を進めていく際には、競
合他社を寄せ付けないための、追加的な資金源が
必要となる。「ファイナンスと未来の IT」の一環として、
多くのCIO、CFO、およびそれぞれのチームが以下に
ついて検討することになると予想される。

• ベンダーによる補助プログラム
クラウドおよびPaaSベンダーの数は増加しており、
クレジットや無料トライアルを提供、また一部機能
の利用については「常に無料」とするなど、一定期
間のサブスクリプション契約（通常12ヶ月）を結ん
だ新規顧客に対しての補助プログラムを提供して
いる。これらのプログラムの多くは中小企業を対象
としているが、ベンダーは交渉によっては大企業に
対しても補助プログラムを提供し始めている。

• 共同投資と業界コンソーシアム
CIOおよびCFOは、必要となるテクノロジーを開
発、共有するため、業界コンソーシアム内または競
合他社と共同投資する機会を探ることができる。企
業は、機能や設計に関する決定権の所有者や、知
的財産の所有権を移転タイミングなど、生産的なコ
ラボレーションに必要な考慮事項について、詳細に
記載された複数者間契約を締結している。

• 大学との協業への投資
組織によっては、大学のイノベーションハブと協力
した研究を進め、テクノロジーイノベーションの動
向を把握しようとしている。さらに一歩進むことで、
CIOは大学と共同研究契約を結び、大学の研究に
資金を提供することで、新たな研究テーマに取り組
むことができるようになるかもしれない。その結果
として、CIOと大学はその知的財産を共同所有し、
ほかの組織に対し売却することができる。

• カーブアウトリースバック
緊急の資本注入が必要な場合、一つの選択肢は、
第三者に売却可能な一連のシステムまたはインフ
ラを特定することである。購入した第三者は所定の
条件の下で、販売者に機能をリースバックする。こ
のようにして、CIOおよびCFOは、システム、サー
ビス、およびインフラに関する継続的な運用コスト

を受け入れながら、早期に投資資金を調達できる。
また場合によっては、調達された資金を新しいイノ
ベーションの課題や活動のための共同出資に利用
できる。

資金調達を始める

最もシンプルな形であるアジャイル型のソフトウエ
ア開発のブームは何十年も前から存在しており、ITを
中心とした手法であったが、現在においては、幾年か
を経て進化し、ビジネスとITがより効果的かつ効率的
に協力する機会を提供している。DevOpsへの移行
は、ITの「開発と運用」とビジネスとを確実に結びつ
けることで、その協業の機会を拡大している。同様に、
DevSecOps11についても、より緊密な協力を可能に
している。アジャイルの機会を追求するための資金調
達は複雑かつ困難なものだったが、今こそ、将来のテ
クノロジーエンジンとなるであろう領域に正面から資
金を投じるべきなのである。

理由は簡単である。アジャイルのスピードでの資金
調達は、安全でかつ迅速な流れで最適化される。組
織が生き残り、成長するためには、識別、探索、発明、
イノベーションにおいてこれまでとは別の新しい仕組
みを採用する必要がある。そうすることで、戦略的な
ポジショニングを超えて、市場に重大なインパクトを
及ぼし、最終的には組織の評価に影響を与えること
ができる。平均すると、製品型企業の評価額は収益の
1倍だが、サービス型会社の評価額は収益の2倍で
ある。さらにプラットフォーム型企業の平均評価額は、
彼らが生み出す収益の8倍である12。

新しい資金調達モデルへ完全に移行することはす
ぐには難しいであろう。少なくとも近い将来には、プ
ロセスのさらなる改善およびガバナンスの基本を確立
する際に、従前の資金調達アプローチと新しい資金
調達アプローチの両方を並行して実行しなければな
らないだろう。しかし最終的には、その過程も価値が
あり、テクノロジーの未来を受け入れるほど、投資家、
顧客、そして社員によるあなたの組織とその将来性に
対する見方は大きく変わるだろう。

Tech Trends 2020
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オンラインバンキングからキャッシュレスコマー
スに至るまで、伝統的な金融機関は生き残り
をかけて変化を受け入れているが、130年続

く英国の住宅金融組合であるNationwideも例外で
はない。リーダーたちは、デジタル破壊と規制の強化
という環境の中でNationwideに属する1,500万人
の組合員に対し優れた価値とサービスを提供したい
と考えていた。そのため2018年後半、組合は
Patrick Eltridge13をCOOとして迎え、組織の働き
方を変革することを目指し始めた。

Nationwideは、Eltridgeが登用される以前より、IT
とデジタルビジネスグループにおいていくつかのアジャ
イルの取り組みを開始しており、より凝集性のあるエ
ンタープライズレベルのアプローチの構築を試みてい
た。そこでEltridgeはまず、組織のレガシーシステム
をウォーターフォール方式から脱却させることから着
手した。ウォーターフォール方式は「仕事の時間、範
囲、コストを固定し、人々に決して変更されることのな
いマイルストーンの責任を負わせることができるという
幻想」を促進するものだとEltridgeは考えている。

Eltridgeの基本方針はアジャイルの考え方を企業全
体に導入することだった。彼は、着任後すぐにファイ
ナンスリーダーにアプローチし、彼らと協力して、彼
らの従来の会計と投資資金調達プロセスを進化させ、
ITのアジャイルアプローチにより整合するようにした
いと考えた。

Eltridgeは、ファイナンスリーダーに対し、抽象的な
アジャイルプロセスを説明して賛同を得ようとするの
ではなく、次の三つのコミットメントを約束した。1）
毎月の IT変革の支出率を把握し、それを超えないこ
と、2）変革の優先順位を30日以内に最小限の中断
で修正できること、3）予定外のソフトウエアの償却を
これ以上行わないこと、これらはすべてCFOにとって
よいニュースであった。これらの利点と安全で信頼性

の高いデリバリーによるIT部門の評判に確証を持ち、
ファイナンスは、アジャイルメソッドと継続的な資金調
達を翌年より実現することに同意した。

資金調達方法の移行期間中、ポートフォリオ管理オ
フィス（Value Realization Officeと改名）は、プロ
ジェクトのタイプに応じてウォーターフォールやアジャ
イルの手法を使い分けた。しかし、投資の優先順位を
変える必要が生じたとき、Nationwideはポートフォ
リオ全体における実行中の投資に対する変更の相対
的な価値を客観的に評価する方法をまだ定義してい
なかった。この問題を解決するために、Eltridgeは「重
み付けされた最短の作業から着手」（WSJF）という
優先順位付け手法を導入し、チームが予測される経
済的利益に基づいて変更の優先順位付けを行うこと
を支援した。この優先順位付け手法は、「遅延コスト」
をジョブサイズで割ることによって推定される。また、

最前線からの学び
 
アジャイルな企業の構築：Nationwide Building 
Societyは長期的な視点を持つ

ファイナンスと未来の IT

Eltridgeは、チームが変
革に対する優先度付けを
行うために「Weighted 
Shortest Job First
（WSJF）」と呼ばれる方法
論を導入した。WSJFは1
度切りで完結する単一プ
ロセスではなく、イニシア
ティブのバックログは定期
的にレビューされ、その都
度優先順位が変更される。
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急速に進化を遂げる競合からの重圧の下では、
組織の規模と歴史はもはや武器にはならな
い。このような状況において、イギリスの大

手金融機関Barclaysは、業務運用方法のアジャイル
型への転換を図ってきた。彗星の如く現れるフィンテッ
ク関連のスタートアップ企業、従来型のビジネスモデ
ルを変えうる新技術の出現、消費者データ保護関連
規制の新設など、金融業界全体に広がる変化の流れ
を受け、Barclaysは2015年から全社としてのアジャ
イル導入への取り組みを推進し始めた。以降、同社に
おいては、Trade and Working Capital（T&WC）
を含む計800以上のチームがアジャイル手法の原則、
価値を共有し、実践している。

短い開発サイクルの反復、変化し続ける要件への対
応、部門横断での連携などのアジャイル型ソフトウエ
ア開発の特徴を生かすために、Barclaysは計画、予
算、およびファイナンスプロセスの大部分の再構築
を図った。T&WCのグローバルCIOであるBrijesh 
Ammanathによると、アジャイルへの転換は、ビジ
ネス、ファイナンス、テクノロジーの各機能間の連携
方法を変えたという14。

例えば、通常はプロジェクトデリバリーの18ヶ月前に
予算策定プロセスを経なければならなかったが、一
方、短期間で反復を繰り返し、要件も変わりうるアジャ
イル型プロジェクトにおいては、このプロセスの適用
が難しかった。Ammanathのテクノロジーチームは、
アジャイル型プロジェクトを遂行するための予算策定

プロセスの構築という課題に直面していた。チームは、
通常の予算プロセスの代わりに、短期的なローリング
を繰り返す計画サイクルを確立した。新しい計画サイク
ルにおいては、テクノロジー部門とビジネス部門が四
半期ごとに話し合い、製品ごとにロードマップと提供
機能の優先順位をつける。その際には、開発費用も考
慮に含まれるため、開発やテストの妨げにはならない。
なお、優先順位付けにおいては、競合他社からの重圧、
規制の変更、新しいテクノロジーの出現、経営目標の
変更およびそのほかの市場動向や業績指標などによっ
て、ほかのビジネス上の課題が優先されることもある。

ビジネスに価値をもたらさない成果は重視されず、よ
り収益をあげるプロジェクトへと資金は振り分けられ
る。翻すと、ある特定の機能が収益を増やしている場合、
チームはその機能を強化するために、より多くの資金
を投下することができる。ビジネス部門とテクノロジー
部門のそれぞれのリーダーには、プロジェクトの優先
順位を決定する権限が等しく与えられているのである。

この優先順位付けを基に、ファイナンスチームとテク
ノロジーチームが月次でミーティングを行い、コスト
と成果の達成状況をレビューする。テクノロジーチー
ムは、不正確な長期的予測を提示するのではなく、収
益をあげているプロジェクトに投資していることを
提示する。このようなアジャイル体制への移行によ
り、T&WCは四半期ごとから週ごとへと生産のデリバ
リー頻度を12倍に上げることに成功し、テクノロジー
チームは収益がすぐに予測されない場合においても、

WSJFは一度きりのプロセスではなく、イニシアティブ
のバックログが定期的にレビューされ、優先順位が変
更されるのである。

Value Realization Officeがこの取り組みを主導
し、プロダクトオーナー、アーキテクチャー、デリバリー
リーダー、ファイナンスが参加して、ポートフォリオ全
体にわたる変更の優先順位について議論し、決定し
た。WSJFの実践は、予算と投資の判断を合理化する
というチームの目標を達成しただけでなく、予想外の
メリットをもたらした。「上級リーダーは、業務のポー

トフォリオと相互依存関係についてより深く理解する
ことができた」とEltridgeはいう。「優先順位付けは、
嬉しい副産物だった」

Eltridge曰く、「私は多くの組織がボトムアップで草の
根的に企業のアジリティを推進しているのを見てきた
が、それだけで持続可能なことはほとんどない。この
種の変化を長期的に持続するためには、上層部の理
解、信頼、支援を必要とする。リーダーは、このよう
な働き方を経験し、身につけ、理解する必要がある」。
忍耐と粘り強さが求められるのである。

 
Barclaysにおけるアジャイル
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1世紀以上にわたり、ロールスロイスは世界で最
もパワフルで効率的なエンジンを開発し続けてき
た。内燃機関エンジンメーカーとして出発した同

社は、インテリジェントエンジンや電気エンジンの世
界的な産業技術ベースのイノベーターへと発展し、世
界中の重要な動力ニーズを補う最先端技術の先駆者
となっている。継続的な発展を遂げるため、ロールス
ロイスでは企業全体のデジタル化を取り入れ、全く新
しいエンジニアリング、製造、顧客サービスの方法を
生み出している15。

変革への道のりは2018年3月にスタートした。そ
の年、経営層によって、ビジネス価値の創出および
キャッシュフロー改善を目的とした大規模な組織再編
がなされた。ロールスロイスは、企業文化や組織の
健全性の向上から、財務状況の改善や技術変革に至
るまで、いくつかの再編プログラムを制定した16。IT 
business management and transformation
部門のディレクターであるAnthony Allcock17は、全
社的なアジャイル型の働き方をサポートするための基
盤を構築するテクノロジー変革の責任者となった。

Allcockは、ITが率先してアジャイル手法への変革を
行う必要があることに気付いた。変革にむけた基盤の
確立には、IT運用モデルの大幅な変更が不可欠であっ

た。最新のプロダクト指向のデリバリーモデルの活用
により、企業全体でのより迅速な価値提供に重点を置
いた。組織が従来の IT運用モデルに従ってデジタル技
術の基盤を構築しようとすると、時間がかかりすぎ、ビ
ジネスの変化のスピードに対応できなくなるのである。

新しいモデルでは、IT部門とビジネス部門は一つの
チームを組成し、ビジネスの成果を達成する。チーム
には多くのエネルギーとエンパワーメントがあり、企
業戦略のオーナーシップを共有している。また、主要
なプロセスの合理化および自動化により、より多くの
価値創出および効率化へ寄与した。やるべきことは
まだ残っているが、組織はガバナンスの面において
40％、マネジメントコントロールゲートの面において
60％の効率化を達成した。

Allcockとチームはわずか8ヶ月で大きな成果を挙げ、
アジャイルプロセスを通じて会社により多くの価値を
提供するという目標を達成した。その道のりは続いて
おり、チームは、ロールスロイスのデジタル変革をサ
ポートし、財務目標を達成しながら、クリーンかつ安
全で競争力のあるパワーソリューションを提供すると
いう長期的な野望を達成するため、アジャイルチーム
への資金提供および投資管理方法を推進する計画を
立てているところである。

確実な成果を示すことができるようになった。

現在ではBarclaysにおける事業運営方針および組
織全体の考え方は、アジャイル型ライフサイクルに完
全に適応している。重要な成功要因の一つは、ビジネ
スパートナーとの計画的なコミュニケーションにあっ
た。例えば、プロジェクトの不確実性についてファイ
ナンスチームを教育することで、チームメンバーはア
ジャイルが必要な理由と新しいデリバリーモデルの仕
組みを理解することができた。また、徹底的なコスト
の透明性が信頼の確立に役立っている。加えて、デリ
バリープロセスを可視化し、ビジネスの優先事項を理
解するための時間を取り、一貫してデリバリーのコミッ

トメントを満たすことで、部門間のコラボレーションが
向上し、ビジネスにおける利害関係者との信頼関係
を構築することができた。結果として、T&WCのテク
ノロジーチームは、優先順位付け、デリバリー、およ
び資金調達に関し、ビジネスパートナーおよびファイ
ナンスパートナーからの高い信頼を得ている。

「アジャイルは、我々の組織構造から採用や、コラボ
レーションに使用するツールまで、すべてを変えた」と
Ammanathはいう。「これらは継続的なカイゼンの
過程であり、変革はこれからも行われていく。すべて
は、昨日よりも今日をより良くすることにある」

 
ビッグバン：ロールスロイスにおける
アジャイルに対する大胆なアプローチ
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アジャイル型の企業は顧客へ価値を提供するために、企業全体の取り組みに対し、構造化されながらも柔
軟なアプローチを開発し続けている。言い換えると、事前に定めた目的を実現するプロジェクトを完遂す
るような従来型の方法ではなく、顧客ニーズを満たすための製品と製品ポートフォリオを構築および提供

することである。継続的な改善のサイクルを回すことで、課題やチャンスが発生した際にも、次回の製品開発へ適
切に活かすことができ、組織として正しい方向へ進み続けることを可能とする。

デルタのビジネスは、テクノロジーの最大の成果の一つである飛行機によって成立
しており、快適かつ安全な空の旅を世界中で提供していると信じている人々へ、特
別な空の旅の体験を提供している。テクノロジーが絶えず進化、加速していく中で、
顧客へのより多くの価値提供のために、我々もともに進化を遂げている。

テクノロジーの進化に追いつくために、事業活動全体においてよりアジャイルなア
プローチをとれるよう、変革を進めている。我々はまずIT分野に着目し、アプリケー
ションとインフラをビジネスと整合するように意識して変更することで、新しい優れ
た顧客サービスの提供を実現した。この時点では、我々はアジャイルの仕組みを学
び、トレーニングを行い、短期間での開発と自動化を図ってはいたが、振り返ってみ
ると、「アジャイルを実践している」状態ではあったものの、まだ「アジャイル型にな

りきる」状態までは到達できていなかった。「アジャイル型になりきる」ということは、ソフトウエア開発にとどまらず、
企業全体の柔軟性と反応力を高め、その結果、あらゆるシーンで顧客へより良い価値を提供することができるよう
になるということである。

そこで我々は方向転換を図り、ビジネスメンバーと協力して、プロジェクトからプロダクトポートフォリオへと重点
を移し替えた。例えば、アカウント管理ポートフォリオにおいては、Delta Sky ClubやMedallionのステータス
レベルなど、顧客ロイヤルティを向上させるサービスを含む。また、ケータリング事業ポートフォリオにおいては、
乗客が事前に食事を選択できるようにするなどの新しい顧客志向のサービスを含む。

ビジネスチームのメンバーは、ポートフォリオ内のサービスの定義およびIT活用に関する優先順位の設定に積極
的に参加しており、我々はアジャイル精神に則り、日々学びながらビジネスの改善に取り組んでいる。また、ITの
資金調達方法についても、プロジェクトベースからプロダクトベースへの移行を開始しており、アジャイル型の方
法で遂行しているチームでは、新製品、改修した製品に関わらず、機能および価値を継続的に向上させている。

私は、企業がプロジェクトからプロダクトへ焦点をシフトするにつれて、アジャイルの考え方が社内全体に普及し
始めることに気付いた。デルタでは、ITがよりアジャイル型へ転換するにつれ、ビジネス側も変化し、彼らの業務
を適応させるためにプロダクトオーナーやプロダクトマネジャーといった新しい役割を作り出している。持続可能
な変革には時間を要するが、我々は会社全体としてアジャイルへシフトし始めていることを実感し始めている。

我々と同様にこの長い旅路に乗り出している他企業のCIO/CTO/CDOにおいては、アジャイル型の企業を作り上
げることはソフトウエア開発プロセス変革以上の価値があるが、アジャイルへの適応には企業文化の醸成が必要
であり、それらはトップから始まる、ということを認識してもらいたい。我々がアジャイルに取り組み始めてから2
年が経つが、組織全体のあらゆるレベルの人々を巻き込むことで成果を上げることができている。改善できるチャ
ンスは常にあり、アジャイルの旅に終わりはない。

私の見解
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今後の展望

テクノロジー活用の強化が求められ
るにつれ、ビジネス部門とIT部門の
一体化は必要不可欠なものとなり
つつある。両部門が製品やサービス
の企画・開発段階から顧客接点ま
でのバリューストリーム全体に関与
することにより、IT投資への信頼性
を向上させることができる。また、
両部門が共同して成果ロードマップ
を作成し、主要な成果に対し、より
正確な効果測定ができるようになる。
一方で、ビジネス部門とIT部門を隔
てる従来の境界線がなくなるにつれ、
リーダーにはテクノロジー変革に関
する複雑な意思決定が求められるよ
うになる。そのため企業は、CFO、
CIOやそのほかのCxOの誰と誰に
権限を与え、意思決定をするのかを
熟考する必要がある。しかし実際は、
イノベーションへの投資方法を積極
的に模索している企業でさえ、意思
決定権の所在は曖昧となるケース
が多い。この問題に対する解決策を
見出すことができなければ、革新的
な企業進化を遂げるための障壁と
なるだろう。

財務とITのトレンドを柔軟に取り入
れ、企業の敏捷性を向上させるには、
最高リスク責任者（CRO）などの
リーダーを筆頭に、リスクに対する
考え方や管理手法を改める必要が
ある。将来的に、再構築された財務
管理や IT投資と同様、リスクはイノ
ベーションに対する阻害要因ではな
く成功要因として扱われるようにな
るだろう。一つのアプローチとして、
現在または過去の取り組みに基づ
いてリスクを評価するのではなく、
将来発生する可能性のある潜在的
なリスクを考察することが挙げられ
る。例えば、クラウド、ブロックチェー
ン、次世代カスタマーエクスペリエ
ンス（VR/AR/MRなど）といった技
術に対して、企業が通常想定してい
るサイバーリスクを考えてみる。これ
らには、責任の所在や第三者に対す
るリスクの特定などの要素が含まれ
ていることが多い。確かに関連性は
あるが、これらは従来のリスク管理
手法から抽出されたものである。こ
れまで以上に市場参入に対するス
ピードが重要となっている現代にお
いては、資金調達の目的であれリス
ク評価の目的であれ、従来の手法や
目線でイノベーションを考察するこ
とは、イノベーションの可能性を狭
めるだけでなく、最終的に競争力を
損なう可能性がある。

IT投資は、コストやスケジュールの
見積もり、効果の設定から測定と
いった不確定な要素を取扱う難易
度の高い業務である。また、企業の
意思決定スピードを向上させるため
の IT投資プロセスの改善や、大手ク
ラウドベンダーが提供しているサー
ビスメニューの増加などによって、さ
らに複雑さが増している。例えば、
急激な外部変化に対応するために
は、年次での資金調達計画作成か
ら短期間のローリングサイクルに移
行するだけでは不十分である。ア
ジャイル手法を導入するためには、
内部統制ルール、資金調達方法の
変更や、適切な会計および監査プロ
セスの確立が必要となる。特に、
f i n a n c i a l p l a n n i n g a n d 
analysis（FP&A）のような部門に
おいては、損益計算書における損益
の予実に関し、より柔軟に対応でき
るよう頻度の見直しなどを行う必要
がある。さらに、デジタルトランス
フォーメーションへの投資規模に
よっては、CFOは、財務計画および
分析における新たな手法の確立や、
成果が予測できない案件への投資
に向け、収益報告の方法を改める
必要がある。

ストラテジー ファイナンス リスク
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要点
アジャイル変革を成し遂げるための新しい財務、予算、会計プロセスへの移行は難題であり、一
夜にして成し遂げられるものではない。しかし、一部の企業はすでにこのトレンドに乗り、時間
ベースの単発プロジェクトから長期間に渡るサービス提供・改善への移行を開始しはじめ、イ
ノベーション投資においてポートフォリオの視点を取り入れている。一般的に、このような企業は
水平型投資と成熟したアジャイル手法を持った組織へと進化を遂げるためのアプローチを試行
錯誤している。彼らは変革を起こすチャンスを虎視眈々と狙っており、アジャイルのスピードでの
イノベーション投資ができるようになった暁には、いち早く市場における優位性を享受すること
になるだろう。

さあ、はじめよう

組織の敏捷性向上に対する取り組みについて、効果を測
定できているか（できている場合はどの程度か）。プロダ
クト重視の運用モデルを採用している部門はあるか（あ
る場合はどの部門か）。

IT部門とファイナンス部門が共同で検討している資金調
達を変革するための手法はあるか（ある場合はどのよう
な手法か）。主要なイニシアティブに資金を提供するため
に、どの外部の資金源を活用しているか。

キャパシティベースの資金調達モデルに移行済みか。企
業価値を最大化するという考えを持っているか。

Tech Trends 2020
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はじめに
「Business of Technology」という表現を聞いた
際、どのようなイメージを持たれるだろうか。デロイト
では、ビジネスにおける最新テクノロジーの活用を支
え、顧客視点を持ち、全体最適化された IT組織への
変革を実現するための知見やベストプラクティスと位
置付けており、本編はBusiness of Technologyに
関する内容となっている。
このBusiness of Technology領域において、

2017年には「組織の垣根をこえるIT」として、ビジネ
スとITを横断的に俯瞰できる、責任と権限を持った組
織体制へ速やかにシフトする必要があること、2018
年には人間とAIや機械学習などのテクノロジーが協
働する新たな「ハイブリッド型」の労働力として「ノー
カラーワークフォース」を紹介してきた。クラウドやア
ジャイル型開発などの新しいテクノロジーの導入が進
み、IT部門の組織体制や働き方も新しいテクノロジー
に対応しつつあるため、今年はこれまでの組織・人
事に関する内容とは異なり、新しいテクノロジーに適
合するファイナンス面の検討すべき論点をテーマに掲
げている。

新しい開発アプローチの採用
ここ数年で日本においても、アジャイル型の開発や

DevOpsなどの柔軟な開発手法を導入する企業が増
えている。約70％の大企業（従業員2000人以上）
がアジャイル型開発を採用または採用予定と回答し
ている。また、ウォーターフォール型を採用中の企業
も43％あり、アジャイル型・ウォーターフォール型の
両手法を目的に応じて使い分ける企業が拡大する傾
向にある1。
従来の開発アプローチと新しい開発アプローチを
簡単に比較してみた。例えば、リソースについては、
これまでは開発工数やプロジェクトの状況に応じて
リソースの増減を実施していたが、新しいアプローチ
ではリソースは増減せずに一定を維持する。一定のリ
ソース数の中で、リリース対象やタスクの優先順位を
調整しながらプロジェクトを遂行していく。また、予算
についても、これまではプロジェクト開始時に一括で
割り当てていたが、新しいアプローチでは予算の割り
当てをリリースや機能などに細分化し、小さい単位を
複数回に渡って割り当てるようになる。
上記のようにさまざまな観点で、これまでのアプ

ローチと新しいアプローチで異なる点があるので、参
考にしていただきたい。

日本のコンサルタントの見解

管理対象

人的リソース

予算

期待値

開始タイミング

スコープ

Timeline

これまで

PJ状況に応じて、随時、増減して対応

$
PJ開始時に一括で割り当て

PJ終了時に
期待値への到達度を確認

一斉に着手

PJ開始時にあらかじめ決定

PJ開始時にあらかじめ決定

これから（アジャイル/DevOps）

PJ開始時にあらかじめ決定

PJ状況に関係なく一定

予算割り当て単位を
細分化、順次割り当て

確認タイミングを設定し、
都度確認・調整

順次、連続的にPJを開始

定期的にフィードバックしながら
スコープ調整

$

図1 開発アプローチの違い

出所：Deloitte MCSにて作成
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デジタル化に対する 
日本企業の意識の変化
では、日本企業のマネジメント、特にCFOはデジ

タル化をどのように捉えているだろうか。デロイト トー
マツ グループが実施している「CFO Survey 2017」
によると、日本におけるCFOはデジタル化の進展は
自社とっての「機会」と捉えている。
また、CFO自身が取り組むべき重要な課題として

「企業価値最大化を達成する投資マネジメントの徹
底」と捉えている。

これらのデータから、CFOとしてデジタル化や投
資管理に積極的に取り組みたい意識があるといえる
だろう。
しかし、上記とは逆にCFOの中には、CEOや事業
部門のビジネスパートナーとして機能していない旨の
意識が存在するのも事実である。
なぜ、CFOにデジタル化や投資管理に積極的に取

り組みたい意識がある一方、ビジネスパートナーとし
て機能していない旨の意識が出てくるのだろうか。
日本の企業では、さまざまな意思決定をする際に
取締役会や経営会議の合議制を採用しており、各組
織機能の責任者が時間を掛けて議論したうえで決定

89.2%

8.1%

2.7%

デジタル化の進展は自社にとって「脅威」である

未回答

デジタル化の進展は自社にとって「機会」である

出所：デロイト、CFO Survey 2017

図2 CFOはデジタル化の進展はどのように捉えているか

33.7%

36.0%

47.7%

25.6%

75.6%

30.3%

40.4%

40.4%

23.6%

65.2%

34.1%

36.6%

32.9%

20.7%

30.3%

37.4%

36.4%

29.3%

75.6%

29.7%

34.2%

36.0%

38.7%

72.1%

0%

キャッシュマネジメントの高度化

事業管理に資する情報の提供

ファイナンス人材の確保・育成

会計や財務オペレーションの効率化

企業価値最大化を達成する
投資マネジメントの徹底

2014
2015

2013

2016
2017

出所：デロイト、CFO Survey 2017 80%60%40%20%

図3 CFOにとっての重要課題
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している。人数も少なくないため、議論が完了するま
でに一定の時間を要してしまう。一方、欧米ではCEO、
COO、CFOによる3人体制により、スピード感を
持って意思決定することを重視する経営体制が多い。
CEOやCOOが事業を推進するのとは異なり、CFO
は事業を推進するのではなく、事業を俯瞰し、ヒト・
モノ・カネを調達・配分する全社的な戦略を推進す
る機能を担う。
日本におけるCFOも限られた機能の一責任者とし

て存在している一方、欧米のCEO、COO、CFOの3
人体制におけるCFOのような強力な権限を持ってい
るようなイメージの狭間に立たされており、CEOのビ
ジネスパートナーとして機能していないとの認識が出
てくるのであろう。
では、この状況を打破するためには、日本企業は
何をする必要があるだろうか。1点目は、デジタル技
術の活用により、ファイナンス部門の定型業務を効率
化し、非定型業務に費やす時間をシフトしていくべき
である。特に、定型業務の効率化については、CIOお
よび IT部門のサポートが必須となり、共同で議論し
ながら自社にとって最適な方法を見極めていく必要
がある。
定型業務の一例として、取引処理や各種報告業務
などはRPAやAIを組み合わせることで、自動化する
ことが可能である。また、ビッグデータを基に高度な
データ分析をAIやコグニティブ技術を活用することで、
経営管理に必要な数字を導き出すことが可能になる。

2点目として、デジタル領域における投資管理の在
り方をCIOと確立していくことだと考える。

デジタル領域における 
投資の在り方
日本企業の現状として、システム開発の手法や組
織体制が変化する一方、システム開発に必要な予算
計画や投資管理方法（管理項目、管理頻度など）の
ファイナンス面は変化することなく、ウォーターフォー
ル型でシステム開発を実施していた従来型の方法が
取られている。
ファイナンスの側面だけ従来型の方法が取られて
いるのは、ITとビジネスの間に依然として壁があり、
システム開発は ITが実施する業務でビジネスは関与
しないという従来型のスタンスに起因している。言い
換えると、システムに関する権限はCIO、ファイナンス
に関する権限はCFOが持ち、両者が緊密に連携して
何かを成し遂げるということが無かった。
また、これまでのウォーターフォール型開発におい

て投資を検討する際は、多額の投資が失敗とならな
いよう、投資額の回収見込みを慎重に議論する必要
があり、結果的に時間を要していた。外部環境および
顧客ニーズの変化が大きくなく、一つのプロジェクト
期間が長い状況では、ビジネスにおいてスピードとい
う要素の優先順位が低くなり、成り立つモデルであっ
た。しかし、現在のように技術の進歩や外部環境の変
化が激しい状況では、議論している間に状況が変化
し、投資が失敗するリスクが高くなる。
では、アジャイル型の開発を踏まえたデジタル領域
の投資の在り方はどうあるべきだろうか。従来型のプ
ロジェクト別予算管理とデジタル領域におけるプロダ
クト別予算管理で検討してみたい。
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ビジネスパートナーの役割を十分に果たしている
ビジネスパートナーの役割を一定程度果たしている
ビジネスパートナーの役割をあまり果たしていない

ビジネスパートナーの役割を果たしていない
ビジネスパートナーの役割は必要ない
未回答

ビジネスパートナーとしてのCFO ビジネスパートナーとしての経理財務部門

出所：デロイト、CFO Survey 2017

図4 ビジネスパートナーとしてのCFO
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• 従来型のプロジェクト別予算管理
• プロジェクト費用（システム開発費用）、シス
テムの運用・保守の費用に分類して管理

• プロジェクト予算は社内で定められた予算
承認プロセスに基づいて管理され、承認には
詳細なプロジェクト計画が必要であることが
一般的

• 予算は四半期または各年度の周期で見直さ
れる

• SoR（Systems of Record）など、アジャイ
ル開発を必ずしも必要としない領域の予算
管理に適している

• デジタル領域におけるプロダクト別予算管理
• プロジェクト単位ではなく、プロダクト単位
で予算を管理

• プロダクトオーナーとアジャイルチームが各
プロダクトにアサインされた予算を自由に利
用可能。システム開発の費用と運用・保守
の費用は分別されない

• 新技術など、アジャイルで開発する領域の予
算管理に適している

• プロダクト別予算に加え、イノベーティブな
事業の取り組み向けにイノベーションファン
ドを設置する場合もある

社内に古くから根付いたプロセスを変革することが
容易ではないように、従来型のプロジェクト別予算管
理からプロダクト別予算管理に移行するのは容易な
ことではなく、予算管理の責任者としてCFOが主導
していく必要がある。
例えば、図6の右端にある「Innovation Fund」
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図5 プロジェクト別予算管理
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図6 プロダクト別予算管理

出所：Deloitte MCSにて作成
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のような専用の投資枠を会計年度の始まる時点から
整備し、イノベーティブな取り組みにはその予算から
拠出する。その管理をファイナンス部門が実施し、拠
出の基準作成や投資判断をCFOが実施する。また、
投資委員会（仮称）のような投資の審査・モニタリン
グをする場を月次で開催し、その会議体のオーナーを
CIOとCFOが共同で担うことで、ITとファイナンスが
同期を取りながら、欧米のCEO、COO、CFOによる
3人体制のようなスピード感を持ってイノベーティブな
取り組みを推進していくことが可能になる。

最後に
デジタル時代の発想方法や IT投資の在り方などを
紹介したが、これらの適用に際してはCIOとCFOの
果たすべき機能・役割まで踏み込んで再定義したうえ
で、実行していくための道筋を引き、推進していくこと
ができるかが肝になるだろう。デロイトではデジタル
時代の IT組織機能を評価・再定義するためのベスト
プラクティスがあり、現状とあるべき姿を可視化した
上で、ステークホルダーの理解や合意を図る手法とし
て活用している。CIO、CFOのそれぞれに個々のミッ
ションが課せられている中、ファンクションの壁を越え
て歩み寄り、共通のミッションとしてデジタルトランス
フォーメーションの成功に取り組むCIO×CFOの新
しい姿の実現を期待したい。
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