企業の未来とC DO
最高デジタル責任者の
5つの類型

エグゼクティブサマリー

企業がデジタル、さらに未来から取り残されることのないよう行動を起こす中、変革を実現する
リーダーが必 要とされている。
（ 実 際 の 肩 書はさまざまであるが）最 高デジタル責 任 者 、すなわち

CDO が、その変革を担うリーダーであるというケースが増えている。企業のデジタル戦略を定義し、
機能横断的な変革を遂行して、完全にデジタル化された企業体に移行することが、CDO の果たす
べき任務とされている。
しかし、今なお CDO を探し求めている企業は（場合によっては、当面のデジタルリーダーならば
指名済みという企業も含めて）、自社の戦略的目標、デジタル・ビジネス・モデル、現在のデジタルケイ
パビリティおよびオペレーションに最も合ったリーダーを見つけるための努力を続けている。結局の
ところ、これは難しい注文であり、過去の経験や個性、
リーダーシップ能力、積極性を生かしながら、
このような新たに設けられたポジションに足を踏み入れ、変革を推進していかなければならない。
そうした企業にとって最大の問題は、デジタルリーダーに何を成し遂げてほしいかである。適切
な CDO を見つけるために努力している企業をサポートする目的で、私たちは、CDO の 5 つの類型
を定義した。すなわち、進歩的思考型、創造的破壊型、カスタマー志向型、革新的テクノロジスト型、
ユニバーサリスト型である。これらのモデルタイプについては、企業が採用する可能性のある具体的
なリーダーの例を示すものではなく、CDOに課せられた役割や責任の潜在的な範囲を表すものとし
て役立てていただきたい。
適切なデジタルリーダーの選任は、デジタル化の真の成功に不可欠である。同時に、最高の人材を
引き寄せるために、企業は CDO がその使命を全うできるよう、
トップレベルのコミットメントやデジ
タル戦 略 、ガバナンスモデ ル 、変 革 のロードマップが整っていることを、候 補 者に明 示しなければ
ならない。
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適切な資質

ほぼすべての業界で、経営陣が今ようやく、デジタル革命がいかに幅広く競争の勢力図を塗り替え
ようとしているかを理解し始めたところである。単に変革に関与するだけでなく、そうした変革を主導
することのメリットも認識されている。デジタル化が、顧客やパートナー、サプライヤーとのインタ
ラクションの方法を変え、デジタル化を成し遂げるための社内実務や行動、プロセスについて、抜本
的な見直しを迫るものであることを彼らは実感している。そして、デジタル化が IT やマーケティング
の改革だけではないことを認めるようになった。デジタル化を追求することで、最終的に企業は、ビ
ジネスのほぼすべての側面の変革を余儀なくされるだろう。
しかしながら、企業がデジタル化への道筋とそこにたどり着くために要求される能力を明確に定義
することができない限り、戦略やオペレーション、企業文化に必要な変革を実行することはできない
と思われる。そこで必 要となるのが、最 高デジタル責 任 者 の 存 在である。肩 書は CDO や最 高 情 報
責任者（ CIO ）、最高マーケティング責任者（ CMO ）、デジタル担当バイスプレジデントなどさまざま
である。企業の戦略的方向性を定義し、完全なデジタルエンタープライズに向けて機能横断的な変革
をもたらすために、その存在は極めて重要なのである。
ところが、その役割を定義するのは極めて難しい。というのも、PwC が行う年 1 回の Digital IQ 調
査（ Global Digital IQⓇ Survey ）で定義される、デジタル化の成熟度または Digital IQ* の現在の
レベル、すなわち、前進するデジタル戦略、および企業を正しい進路に導くために必要とされる変革
の範囲や方向性に、その役割を当てはめなければならないからである。CDO をすでに設置している
企業であっても、そのポジションを明確に定義することがますます重要になってきている。CIO の従
来の IT 領域外で、企業がデジタルテクノロジーに費やす金額は、増加の一途をたどっている。例え
ば、すべてのデジタル支出において IT 関連以外の部署による支出は、2014 年には、わずか 47% で
あったが、2015 年には 68% に急伸している（ Global Digital IQ Ⓡ Survey ）。
また、CDO を招くことで、すべての課題が解決するわけではない。各社がそれぞれに、戦略的目標
やデジタル・ビジネス・モデル、デジタルケイパビリティおよびオペレーションの現状と将来像、さらに
は、候補者の経験や個性、変革への積極性を考慮した上で、最も適したデジタルリーダーのタイプ
を、慎重に見極めなければならない。多くの企業が、例えば、CIOや CMOといった役職にすでに就いて
いるエグゼクティブにターゲットを絞って、デジタルリーダーの役目を担わせようとしており、当該の
人物が現在の役割を拡大することで、全社的なデジタル化の要求に応えてくれると期待している。
しかし、多くの企業が、すべての機能や事業部門を横断して、オペレーションのビジネス的な側面と
テクノロジー的な側面を実際に融合させることのできる、真のデジタルリーダーを、これからも探し
続けることになると、私たちは考える。そして、そのためには、適任者を求めて外に目を向けなければ
ならないこともあるだろう。

*Global

Digital IQⓇ Surveyで定義する、企業がいかにテクノロジーの価値を理解し、どの程度組織の構造にテクノロ

ジーを組み込んでいるかを示す指標。
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企業がCDOを設置するにおいて、社内から起用するか外部から招くかに関係なく、以下の 6つの項目
について検討しなければならない。すなわち求められる役割と責任、組織構造の現状とあるべき姿、
デジタル戦略と変革の実行権限をCDOに付与するために必要なガバナンスモデル、新しい CDO が直
面するであろう文化的障害、必要とされる新しいデジタルテクノロジー、さらに、デジタル変革の成功
を測る方法である。また、新しく最高執行責任者（ COO ）や CIO の人選を行った時にもそうであったよ
うに、CDO は全くの新しいポジションであるため、人選に当たって、過去の経験に頼ることはできない
という点を、念頭に置いておかなければならない。
それよりもむしろ、斬新な視点を持ってこの役割にアプローチすることが最良の方法である。最初
に、業界やビジネスを破壊するデジタルトレンドについて、また、デジタル時代に向けて勝てる戦略を
実行するために必要な既存および将来の差別化ケイパビリティを創出する中で、企業が直面する変革
の課題について、完全な理解を構築する。これらすべての詳細を確認して初めて、企業は、その経験と
専門知識が要求を最大限に満たしてくれるエグゼクティブのプロファイルを定義することができるの
である。
デジタル化は、単なるテクノロジーのトレンドではない。すなわち、社会や経済全体の変革であり、
変化のペースに遅れずについていくには、すべての企業がそれぞれ直ちに行動を起こさなければなら
ない。CDO は、必要とされるこの緊迫感を与えることができる。こうした目前の仕事に対して適切な

CDOを選任することによってのみ、企業は、先頭に立ってデジタルな未来への道を切り開くという希望
を持つことができるのである。
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CDOの5つの類型

Strategy& の CDOについての調査 *によれば、2015 年初頭の時点で、デジタル化への取り組みを担
当する役員幹部職を設置していた企業は、世界中で 10% 未満であった。ただし、多くの企業が、デジタ
ル戦略の決定に伴い、取り組みの先導役として現職の役職（多くの場合 CIOまたは CMO ）からエグゼ
クティブを指名していた（ 2015 Global Digital IQⓇ Survey ）。CDO の採用で群を抜いていたのは
消費者志向の企業であり、一方、B2B 企業は概して後れをとっていた。このことは、全 CDO の半数が
マーケティングやセールスのバックグラウンドを持っている理由の説明になっていると考えてよいだろ
う。さらに、そうしたCDOの40%超がそれぞれの企業において最高責任者レベルの経営幹部であったこ
とから、たとえ、企業によるデジタル化の成熟に伴い、将来的には形を変えて残ることになるにしても、
現時点でCDO の役割がいかに重要なものになっているかがわかる。
企業がデジタル戦略の重要性を認識し始めると、多くのシニアエグゼクティブが、
どのようなタイプ
のエキスパートがその戦略の主導権を握るべきかを考えるようになる。
しかしながら、
これは正しい取
り組みの始め方ではない。CDOとしての適任者を見極めようとする前に、むしろ、その人物が何を成
し遂げなければならないかを決めなければならない。すなわち、何を企業にとってのデジタル戦略お
よび投資の目的にするか？収益の増加？より優れたカスタマーエクスペリエンスの創出？業務効率の
改善？コスト削減？新規市場への参入？それとも、これらを組み合わせたものだろうか？各企業が自社
特有の組織ニーズと戦略的目的を見定めた上で、そうした目標の達成に最も寄与することができる

CDOを選ばなければならないのである。
そのために、私たちはこれまでの経験から、CDO の 5 つの類型を導き出した。これらは、
グローバル
に活躍する企業や大企業から中規模企業、家族経営の企業に至るまで、私たちがこれまで協働してき
た多くのさまざまな企業において、さらには、公的部門の組織において、CDO が果たすことになると
考えられる、あるいは、多くの場合、すでに果たしている典型的な役割についてまとめたものである。
これらの類型はいずれも、企業の現時点での Digital IQ やデジタル戦略、デジタル化への熱意に大き
く左右されるため、程度の差はあるものの、具体的なニーズを満たすことができる。類型というのは、
特定の企業が雇うべき CDO の具体的な特徴について説明することを意図しているのではない。それ
よりも、ニーズに最も合った CDO の人物像を浮かび上がらせるために、各企業が適切な割合で混ぜ
合わせることができる「原色」のようなものと考えていただきたい。

*Strategy&
「デジタル化への変革のリーダー
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2015 CDO（最高デジタル責任者）についての調査」2015
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進歩的思考型（ The progressive thinker ）
このタイプのエグゼクティブの使命は、デジタル化によるビジネスの変容について、想像力を使って
考え、企業がデジタル戦略とデジタル化した経営モデルの完成に向かって動き出した時に、インスピ
レーションを与えることである。できれば CEO の協力を直接得ながら、進歩的思考型は、一般に、企業
全体でのデジタル戦略とイノベーションの発展に焦点を当てると同時に、一方では、世界的な広い視野
で、また、対象となる業界の観点から、革新的なアイデアと手法を追求する。
製造業をはじめ、化学製品や石油・ガス、鉱業といった伝統的な要素が強い業界の企業では、すでに、
安 定した強 力な一 連 の 差 別 化ケイパビリティを備えているが、デジタル化 の 恩 恵を十 分に受ける
には至っていないことから、進歩的思考型の採用を検討することが必要となっている。このタイプの

CDO ならば、企業の現行の戦略のさらなるデジタル化のために必要となるインスピレーションや専門
知識をもたらしてくれるだろう。

創造的破壊型（ The creative disrupter ）
進歩的思考型とは対照的に、新しいデジタルテクノロジーやビジネスモデルおよびソリューション
の継続的な開発に対して、創造的破壊型は、より現場主義のアプローチを提供する。創造的破壊型
は、出版や小売りといった消費者志向の業界で、デジタル化の結果、深刻で劇的な変化に直面してい
る企業において、特に価値ある存在として認められる。CEOと直接協力しながらビジネス主導のアプ
ローチを取ることで、競争的差別化を生み出し、収益の増加と利益性の向上につなげていかなけれ
ばならないのだが、そのための手段として、伝統的な業界の構造や慣習の枠組みを超えて、アイデ
アやテクノロジーを組み込むことも多い。

カスタマー志向型（ The customer advocate ）
このタイプのエグゼクティブは、通常、CMO や営業トップの直属の部下であるか、または、そうした
役職に取って代わる存在であり、主として、市場主導型と顧客満足志向型を掲げる。結果的に、小売り、
銀行業、旅行といった、顧客と向き合う業界の企業で、特に、デジタル思考が営業やマーケティング
担当者の日常にまだ浸透していない場合に、このタイプが最も適している。カスタマー志向型が焦点
を当てるのは、デジタルのチャネルと物理的なチャネル全体で、デザイン思考を駆使することにより、
便利で魅力的な、そして、
シームレスなカスタマーエクスペリエンスを創出することである。それに伴い、
カスタマー志向型は、オンライン販売機能だけでなく、
フォローアップメンテナンスやアフターサービス
業務にも責任を負う。デジタル化による製品ポートフォリオの差別化がすでに行われている企業の場合
は、CDO の役割を顧客擁護とエクスペリエンスの変革に限定することが可能である。
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革新的テクノロジスト型（ The innovative technologist ）
革新的意識が高い、ビジネス重視の CIOまたは最高技術責任者（ CTO ）に非常に近い、このタイプ
の CDO は、モノのインターネット
（ IoT ）やモビリティ、
ソーシャルメディア、アナリティクスといったテク
ノロジーを経由して、新しいデジタル・ビジネス・モデルのためのテクノロジーの基盤を提供するととも
に、一方で、社内効率の向上に従事し、コスト削減の方法を模索しながら、企業全体のバリューチェー
ンの変革を図るために、新しいデジタルテクノロジーの利用を促進する。革新的テクノロジストの目標
は、一般に、他業界からビジネスの手法を導入して企業を破壊することではなく、むしろ、業界の境界
線内で仕事に従事しながら、スピードや効率、また、デジタルサービスと物理的製品の組み合わせを
ベースにした新しいビジネスモデルの開発を通じて、競争的差別化を達成するためにデジタルテクノ
ロジーを活用することである。
例えば、製造業に属する企業の場合、サプライチェーンの最適化をさらに進め、工場をはじめ、設計
やプロトタイピングといった主要な生産工程にデジタルテクノロジーを導入しようと思うのであれば、
このタイプのエグゼクティブに頼ることを検討するべきである。インダストリアルインターネットまた
はインダストリー 4.0として幅広く知られる、製造のデジタル化は、これらの企業に多大な影響を与え
ることが予想されており、企業がこうした変革から恩恵を受けられるようにするには、革新的テクノロ
ジストのサポートが有益だろう。

ユニバーサリスト型（ The universalist ）
このタイプの CDO の使命は、一般に、完全なデジタル変革のあらゆる側面、および、あらゆる価値
創造手段のマネジメントを行うことである。5 つの類型の中で最も先見の明に優れたユニバーサリス
トが成功するには、CEO から強力な指令を受けるとともに、十分な実行力を備えていることが不可欠
である。あらゆる面でサポートを惜しまない CEO の直接の指示を受けながら、ユニバーサリストは、
以下のような、考え得るデジタル業務の領域を監督する。全社的戦略の一環としてのデジタル戦略の
開発の誘導、新しいビジネスモデルの創出、デジタルマーケティングおよびカスタマーエクスペリエン
スの監視、デジタルテクノロジーの実行、業務効率の引き上げ、従業員の作業方法のデジタル化。ユ
ニバーサリストはまた、社内の組織的・文化的チェンジ・マネジメント・プロセスについても引き受けな
ければならない。
ユニバーサリストは特に、業界に関係なく、デジタル世界に適応しようと努力する中で、時勢に遅
れていることを自覚し、そのために、迅速で包括的な変革を実行できるエグゼクティブを必要とする
企業によく適している。
図表 1（ P8 、9 ）は、現時点で、各タイプの CDO がカバーしなければならない主な役割、責任、組織的
およびガバナンスメカニズム、文化的要件を示している。当然のことながら、
こうした職務内容には、社
内での CDO の地位が確立するに伴って変化するものも含まれる。
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図表 1 ： CDO の 5 つの類型別の職務内容

進歩的思考型

創造的破壊型

カスタマー志向型

革新的テクノロジスト型

ユニバーサリスト型

役割と責任
デジタル戦略に関連する
イノベーション

製品、サービス、
ビジネスモデルの開発

デジタル・パートナー・ネットワーク
の社内外への拡大

コクリエーションや
インキュベーションを含む
デジタル業務の開発

デジタル・ソート・リーダーシップ
新しいサービスと
ビジネスモデルの開発

カニバリゼーションを起こす
チャレンジングなコアビジネス

デジタルマーケティングと
顧客エンゲージメント

テクノロジーおよび
イノベーション投資

CRM

ITおよびテクノロジー
パートナーシップの選択

デジタル・ユーザー・
エクスペリエンスの設計
顧客中心の
サービスイノベーション

戦略的ケイパビリティを
可能にするためのテクノロジー
とITの利用

レガシーと新規の
（アジャイル）活動の両方を
マネジメントするバイモーダルIT
すべてのモビリティ
ソリューション、
データマネジメント、
アナリティクス

デジタル戦略および
イノベーション
チェンジマネジメント
デジタルスタンダードの定義
デジタルテクノロジーおよび
パートナーシップの選択
デジタルマーケティング、
カスタマーエクスペリエンス、
コミュニケーション

基準設定、データおよび
アナリティクスプラットホームの
所有

組織およびチーム構造
CEO（執行委員会のメンバー）
直属
卓越したシニアエグゼクティブ、
ビジネスアナリスト、ビジネス
リサーチャーがメンバーを務める
小規模チームを先導
任意で、イノベーションおよび
デジタル・エクスペリエンス・
グループのトップとして活動

CEO直属
イノベーションおよび
テクノロジーリーダー、
クリエーティブ、ユーザー
エクスペリエンスおよび
インターフェースデザイナー、
データサイエンティスト、
デジタル・トレンド・スカウトで
構成された中規模チームを先導
プロトタイプラボ、デジタル・
エクスペリエンス・センター、
パートナー・エコシステム・
マネジメント
（コ・クリエーション・
プラットホーム）を運営

CMO／CSO（またはCEOの
場合もあり）直属

CTO／COO（CIOの地位次第で、 CEO直属であり、CEOからの
強力な指令を要求
CIOの場合もあり）直属

クリエーティブ、マーケッター、
ユーザーエスクペリエンスおよび
インターフェースデザイナー、
カスタマー・トレンド・スカウトで
構成された中規模チームを先導

卓越したシニアITおよび
デジタルテクノロジー・
スペシャリスト、データサイエン
ティスト、デジタル・エンター
プライズ・アーキテクト、
テック・
トレンド・リサーチャー、
デベロッパーで構成された
大規模チームを先導

デジタル・エクスペリエンス・
グループを運営
顧客中心のイノベーションを
迅速に実現するための
アジャイルなITリソース

新たに開設したテクノロジーラボ
で、ビッグデータとIoTを運営

特に新しいサービスおよび
ビジネスモデルに関連する
イノベーショングループ

顧客関連機能または一部の
ビジネスに対してP&L権限を
有する可能性

P&L責任または意思決定権限
なし

CEOの意思決定における
重要なオピニオンリーダーとして
位置付け

CMO／CSOの意思決定に
おけるアドバイザー兼重要な
オピニオンリーダーとして
位置付け

組織変革のために設置された
機能横断的なグループを先導
ストラテジスト、
クリエーティブ、
マーケッター、テクノロジーおよび
データスペシャリスト、チェンジ
エージェント、人材育成者で
構成された混合チーム

ガバナンス
P&L責任または意思決定権限
なし
主として、
シニアアドバイザー
および強力なインフルエンサー

CTO／COO（もしくはCIOの
場合もあり）のシニアアドバイザー
として位置付け

P&L責任
CEOの意思決定における
重要なオピニオンリーダーとして
位置付け

イネーブラーとしてテクノロジー
およびITの理解に焦点を当てた
役割

出所 ： Strategy& 分析
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進歩的思考型

創造的破壊型

カスタマー志向型

革新的テクノロジスト型

オープンな対話重視の文化を
促進

オープンな文化を促進：
革新的、
アジャイル、実験的

オープンな文化を促進：
素早い反応、適応性、顧客中心

オープンなアジャイル文化を促進

ソートリーダーとして
業界全体で高評価

若い、
ソフトウエア志向の文化

クライアント擁護

ユニバーサリスト型

人材と文化

チェンジエージェント

オープンな文化を促進：
対話重視かつフレキシブル
ソートリーダーとして業界全体で
高評価
変化のための主導的アンバサダー

アーリーアダプター
チェンジエージェント

コンピテンシー
各種分析手法、
ストーリーテリング、
リサーチ、評価

新しいビジネス・モデル・デザイン、 デジタルマーケティング、CRM、
ビジネス・モデル・イノベーション、 ユーザー・エクスペリエンス・
プロトタイピング、データ、
デザイン
アナリティクスを包含
強い顧客志向

アジャイル、バイモーダルITを
含むIT戦略と実行を包含
破壊的テクノロジー：
ソーシャルメディア、モバイル、
クラウド、IoT、
アナリティクスに
対する深い理解

戦略、マーケティング、
コミュニケーション、ITマネジメント
における総合的コンピテンシー

ツールとシステム
リサーチデータベース

ビジネスモデル・デザイン・ツール

コラボレーションプラットホーム

ユーザーエクスペリエンス、
インターフェースデザイン、
プロトタイピングツール

ソーシャルメディアを含む
コミュニケーションチャネル

コラボレーション、
コミュニケーションツール
およびプラットホーム

外部コラボレーション、
コミュニケーションツール
およびプラットホーム

ビッグデータプラットホーム

総合的ツールセット

IoTプラットホーム

データベースからコラボレーション
プラットホーム、テクノロジカル
システムに至るまでの多様な
ナレッジ

CRM

デベロッパー環境

ソーシャルメディア

プロトタイピングツール

ユーザーエクスペリエンス、
インターフェースデザイン、
プロトタイピングツール

主要業績指標（KPI）
アイデアの数
プロトタイプの数
新しいデジタル製品の普及速度

新製品およびサービスの収益と
利益
アイデアの数
プロトタイプの数
社内外のコ・クリエーション・
イニシアチブの数
新しいデジタル製品の普及速度

顧客満足

アイデアの数

収益および利益目標

アイデアの数

フィールドおよび灯台プロジェクト
の数

デジタルアプローチの組織的受容

プロトタイプの数
カスタマー・コ・クリエーション・
イニシアチブの数

最適化されたITプロセスの数
収益の割合で見る業務支出の削減

アイデアの数
プロトタイプの数
フィールドおよび灯台プロジェクト
の数
顧客満足
収益の割合で見る業務支出の削減

Strategy&
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大きな期待

CDO の役割が重要性を増す中、私たちの経験から示唆されるように、CDOとしての資質のある
候補者の数よりも、CDOというポジションを埋めようと取り組んでいる企業の数の方がすでに上回っ
ている。こうした候補者不足は人材の奪い合いを引き起こしている。適切な CDOを自社に引き寄せる
には、高給を提示するだけでは十分ではないだろう。私たちが考えるに、最高の CDOにとってのモチ
ベーションは、報酬というより、変化を起こしたいという内なる欲望、すなわち、デジタル時代を到来さ
せることでビジネスに変革を起こし、競争的差別化の実現によって、自身の取り組みの成功を確認す
ることなのである。強力な CDO 候補を採用できる可能性のある企業は、準備が整っていて、そうした変
革に踏み出す意思があることを明確に示さなければならない。それができなければ、候補者を競合相
手もしくは将来有望な新興企業に奪われてしまいかねない。
そこで、適切な CDO を探す場合、シニアエグゼクティブまたはトップレベルのエグゼクティブを雇
用する際に適用された従来型の定義に当てはまる人物が、理想の候補者であるという期待を抱いて
はいけない。デジタル化とは、まさにその本質から、これまでとは異なる考え方を要求する。つまり、
現在のエグゼクティブチームや企業経営者には全くなじみがないかもしれないさまざまな新しいテク
ノロジーに精通した人物、また、自社のデジタル変革に伴う課題に、極めて斬新な視点で臨むことが
できるような人物が理想的なのである。
適切な候補者を社内で見つけられる可能性は非常に低い。別の会社、また、場合によっては、全く
異なる業界から採用した方がよい、というより、実際にはおそらく、採用しなければならないだろう。
最高の候補者はまた、思っていたよりもかなり若い可能性がある。というのも、
「 デジタルネーティブ」
たちは、デジタルテクノロジーに全く違和感がなく、互いに整合性のある思考が可能であり、企業に
変革をもたらす潜在能力も高いと考えられるからである。
さらに、最高の CDO を引き寄せることの困難さを考えると、企業が変化に前向きであり、新しい

CDO の努力が必ず実を結ぶことを、候補者に明示することが非常に重要となっている。そのために、
企業は、最初に必ず、デジタル化に向けて下記のような手順を踏まなければならない。そうすること
で、CDO の有望な候補者に、企業の現状を明示することができるようになるのである。
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トップレベルのコミットメント おそらく最も重要なことと思われるが、企業は、CEO がデジタル戦略
と変革に完全にコミットしており、執行委員会および／または経営者や主要株主から明確な指令を
受けていることを、証明できなければならない。その際、従来の行動パターンを変えることによって、
デジタル戦略の実行に前向きな全社的文化の創成に取り組むという意思が、最高責任者レベルにも
あることを示さなければならない。そして、最終的には、企業がオープンな姿勢で、要求される新たな
デジタルコンピテンシーと考え方を備えた人材／パートナーを外部から招き入れることが必要となる
のである。
戦略 企業は、自社のデジタル変革に対して、綿密に計画された野心的な戦略を有していなければ
ならない。その戦略には、完全にビジネス戦略に沿ったものであり、また、ビジネス戦略と一体化して
いることが求められるが、一方で、十分な柔軟性を備えることにより、新しく就任した CDO は、目標や
状況の変化に合わせて、戦略の調整を図ることが可能となる。
ガバナンス 自分自身のために、また、有望な候補者のために、以下に挙げた 2 つの CDO の責任と
任務を明確に定義する。1 つは COO や CMO 、最高戦略責任者（ CSO ）、CIOといった他のトップエグ
ゼクティブと協力して取り組む場合にCDO が果たす役割について。もう1 つは、CDO がデジタル化指
令を実行できるようにするためのガバナンス構造について。この作業は事前に完了しておかなければな
らない。というのも、CDO の役割は、多くの業務機能を横断することが避けられないため、現在の機
能や職務内容と重複する可能性があり、意見の相違や、ひいては対立さえも招く可能性が非常に高い
からである。例えば、CIOとCMO の関係がもともと比較的もろかったとしよう。これら2 人のエグゼク
ティブは、時に互いに全く異なるデジタル化へのビジョンを実現するために、多くの場合、
リソースをめ
ぐって頻繁に対立することになってしまうだろう。
ロードマップとリソース 候補者に対し、提案された複数年にわたるデジタル変革のロードマップに
ついて詳しく説明する。これには、ビジネスケイパビリティやデジタルコンポーネントおよびプロセス
の実現と、その実現のために利用可能な人材や投資予算面でのリソースについての説明も含まれ
る。デジタルテクノロジーを特定し取得するための構造化されたプロセスと、要求されるデジタルケ
イパビリティを確立する。新製品とサービスのアジャイル開発に資金を拠出し、必要な組織の再編成
を含む変革そのもののコストを賄うに十分な柔軟性を備えた、予算プロセスにコミットする。ただし、
より体系的な実験や学習アプローチのための余地を残しておくことが必要であり、また、実験の管理
や評価の手段として、例えば、従来型の顧客関係管理（ CRM ）投資のために使用していた、開発済み
の投資利益率（ ROI ）アプローチを使用してはならない。新しいアプリケーションまたはサービスを
繰り返しテストして、そこから学ぶことができたならば、実験段階で収集したリアルデータを使って、

ROI ベースのビジネスケースを導入し、それを使って、市場またはユーザーコミュニティーに合わせ
てアイデアをデザインするための資金を調達する。
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結論

CDO の需要が高まるにつれ、質の高い CDO の獲得競争は激しさを増すばかりだろう。それにもか
かわらず、多くの企業が相変わらず、デジタルリーダーに何を求め、何を必要としているのか明確に
し切れていないままである。デジタル化の成熟に至る道筋のどこにいるのかを理解しているかどう
か、また、自社がそこにたどり着くための戦略や変革プランの概要がまとまっているかどうかが、鍵とな
る。そうした知識があれば、最高の先導役になり得るCDO のタイプについて、今までよりもはるかに明
確に定義することができるようになるだろう。CDO の 5 つの類型に関するここでの説明は、CDO のある
べき姿を定義する際に有益な指針を与えるだけでなく、採用した CDO がどうすれば最善の役割を果
たせるかについての深い理解をもたらすものとなるだろう。

“The right CDO for your company’s future : The five archetypes of a chief digital officer” by Roman
Friedrich, Michael Pachmajer, Chris Curran, June 2, 2016
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