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IBM Institute for Business Value
IBM グローバル・ビジネス・サービスの IBM Institute for Business Value は
企業経営者の方々に、各業界の重要課題および業界を超えた課題に関して、事実に
基づく戦略的な洞察をご提供しています。
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Carolyn Heller Baird、Linda Ban著

顧客の変化への対応、データ量の飛躍的増加、
ソーシャル・メディアの登場、人材・スキル
2011 年に IBM が 4,900 名以上の最高マーケティング責任者（CMO）と最高情報責任者

（CIO）へ実施したインタビュー調査によって、CMO と CIO が非常に多くの共通課題を抱
えていることが明らかになった。冒頭に挙げたのはその一部にすぎない。これらのインタ
ビュー調査から、企業内の重要なイニシアチブをリードするために、CMO と CIO がどの
ように協業していくべきかが明らかになった。

調査は、CMOとCIOの協業強化に向けた取り組みを、今

た。マーケティング部門とIT部門が急激な変化を体験し

まさに開始すべきであると示唆している。すなわち、マー

ていること、多くの企業で変革が急務となっていること

ケティングとITの分野で起きている急激な変化への対応

を考え合わせれば、マーケティングとITの協業のメリッ

である。デジタル革命は顧客と企業の力関係を一変させ

トは明らかである。しかしながら、マーケティング部門

た。デジタル・テクノロジーは、IT領域と同様、マーケティ

は顧客エンゲージメントにおける技術的なソリューショ

ング領域でも変化を引き起こしている。

ンへの依存をいっそう高め、IT部門の守備範囲はフロン
ト・オフィス(顧客接点)にまで及んでいるものの、両部

マーケティング部門は「顧客を理解する」役割を常に担っ

門とも部門内に閉じてソリューションを模索しているの

てきたが、現在では「個」のレベルで顧客を理解し、
「個」

が現状である。共通の目標を掲げていても、マーケティ

客ニーズを把握し、応えることが求められている。この

ング部門とIT部門のイニシアチブの統合は期待されるほ

ためには、大量の非構造化データを管理し、的確な分析

ど進んでいない。

を行い、過去の結果分析にとどまらない予測的な洞察を
引き出せるようにならなければならない。しかも、その

CIOとCMOへのインタビュー調査の結果公開後、最も多

すべてを大規模に実行できなければならない。ひとりひ

く寄せられた質問は、「企業の成功と互いにとっての利

とりの顧客と効果的につながるためには、あらゆる顧客

益のためにCMOとCIOはどのように協業しているのか」、

接点において顧客への提供価値を最大化するような顧客

「現在、CMOとCIOが協業していない場合、これからで

エンゲージメントの仕組みが必要になる。さらに、全て

きることは何か」という2つの質問であった。こうした

の顧客接点において一貫してブランド・プロミスに即し

疑問の声が上がるという事実は、マーケティング・エグ

た顧客体験を提供し、企業行動とブランド・イメージを

ゼクティブとITを担当するエグゼクティブの間に、ある

一致させていかなければならない。前例のないこの変革

種の緊張関係が存在する可能性を示している。この可能

を実現する道は、テクノロジーによって拓かれる。

性については、実際のインタビュー調査を通じて、我々
自身も見聞きする機会があった。これらを踏まえ、我々

こうした顧客起点の変化とマーケティング・ITの両部門

はCMOとCIOの関係性の将来について、詳しく考察して

が直面している課題を比較してみると、CMOとCIOが重

みることにした。

視している領域が驚くほど似ていることが明らかになっ



単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

CMOとCIOの両サイドから具体的な事例が語られた。必

こうした組織の役割の拡大に伴って、CMOとCIOも、従

要な支援を得られないためにフラストレーションを抱え

来のサポート的な役割ではなく、企業のリーダーとして

ているケースもあれば、パートナーシップとコラボレー

経営戦略において重要な役割を担うようになってきてい

ションに成功した説得力のある事例もあった。

る。CMOもCIOも、絶えず変化する不確実な市場におい
て、企業が事業を運営し、ブランドを確立・維持し、生

私たちは、マーケティング部門とIT部門で起こっている

き残っていく上で、非常に重要な存在としてさらなる活

抜本的な変化が、CMOとCIOが緊密な協業関係を築く

躍が求められている。IBMの分析により、多少の相違点

きっかけをもたらし、これにより、CMOとCIOは両組

はあるものの、CMOとCIOの戦略的方向性は、本質的に

織のイニシアチブをより効果的に支援できるようになる

は同じであることが明らかになった（図1参照）。CMO

ものと考えている。広範囲にわたるデジタル技術の利用、

とCIOは、これまで以上の役割をこなし、説明責任を果

ソーシャル・ビジネスへの移行、膨大な非構造化データ

たし、変化に適応することが求められている。

の分析という極めて重要な取り組み、「個」のレベルでの
顧客理解—新たなチャンスにつながるこれら全ての取り
組みが、CMOとCIOが単なるリーダー同士以上の真の協
力者となるきっかけとなるのである。

絶え間ない変化
過去5年間にマーケティング部門とIT部門が大きな変化
を遂げてきたことは周知の事実である。テクノロジーは、
組織や社会におけるイノベーションのあり方・思考方法・
働き方に抜本的な変革をもたらした。それと同時に、マー
ケティングの役割は、もはや単なる製品・サービスの販
売促進ではなく、顧客との関係構築から維持、ブランド
や企業文化そのものに影響を与える役割にまで拡大して

CMOが考える期待される役割
（調査対象1,700名以上）

CIOが考える期待される役割
（調査対象3,200名以上）

•組織の内外でこれまで以上の期
•リスクを最小化しながら、組織
待役割を果たす
の内外でITの機能を拡張する
(ROI) •新しいテクノロジーやツールを導
•マーケティング投資対効果
について、説明責任を果たす
入しながら、ITインフラストラク
チャーを完璧に機能させる
(自分
•新しいテクノロジーやツール
たちよりも子供たちの方が詳し •ビジネスへの理解を深め、ビジネ
いような)を採用する
ス・ニーズに合わせた適切なテク
ノロジーとツールを採用する

出典：2011 IBM CMO Study; 2011 IBM CIO Study

図1：CMOとCIOの類似性。これまで以上の役割をこなし、説
明責任を果たし、変化に適応する。

きている。
さらに、今後5年間で増大する市場や顧客の複雑性に対

マーケティングとITの分野で急
激な変化が起きている。エグゼ
クティブを対象としたIBMの調査
は、CMOとCIOの協業強化に向け
た取り組みを今まさに開始すべき
であることを示唆している。

する認識や対応準備の状況においても、CMOとCIOの認
識や状況は一致している（図2参照）。ほとんどのCMO
とCIOは、前例のない変化と複雑さを近い将来に体験す
ることになると考えているが、約半数は準備不足を認識
している。
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緊密な協業は実現にするのか、
幻に終わるか

予想される複雑さのレベルと対処への準備
（CMO と CIO の割合）
今後 5 年間にわたって高レベル
または非常に高レベルの複雑性を予想

IBMがエグゼクティブを対象とした調査において毎回行
79%

CMO



う質問に対するCMOとCIOの回答を比較してみると、テ
クノロジー、ビジネス、イノベーションに関する両者の

48%

回答は酷似していた。

予想される複雑性への
準備ができていると実感

はじめに、過去9年間にわたって行ってきた質問、「自社
今後 5 年間にわたって高レベル
または非常に高レベルの複雑性を予想

に影響を及ぼす外部要因」について見てみたい。2011
82%

CIO

52%
予想される複雑性への
準備ができていると実感

年の調査では、CMOとCIOが考える影響度の順位は異
例の一致を見せており、これまでのエグゼクティブ調査
における結果比較の平均をはるかに超えるものだった
（図3参照）。

出典：2011 IBM CMO Study; 2011 IBM CIO Study

図2：予想される複雑さの程度とCMOおよびCIOの準備状況

CMO
2011
今日の不安定なビジネス環境と、企業と顧客の関係に影
響を及ぼすテクノロジーの急激な変化を考えれば、将来
に対するこうした不透明感は理解できる。正確な将来予
測、戦略的な顧客への対応・価値提供において、CMOと
CIOはともに大きなプレッシャーを受けている。CMOと
CIOは、企業文化や組織の障壁によって生じたサイロの
中でそれぞれの職務を遂行するのではなく、共通のゴー
ルを達成するために互いに協力しあう必要がある。

CIO

2011

1

1

市場の変化

2

2

法規制

3

3

技術革新

4

4

マクロ経済要因

5

5

グローバル化

6

6

人材・スキル

出典：2011 IBM CMO Study; 2011 IBM CIO Study.

図3：今後3 ～ 5年間にわたって自社に影響を及ぼす外部要因の
CMOとCIOのランキング



単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

CMOもCIOも自社への影響が最も大きいと思われる外部

これらの調査結果は、CMOが、マーケティングとビジネ

要因をはっきりと認識している。CMOは「技術革新」を

ス全体におけるテクノロジーの重要性を認識しているこ

影響度の大きい外部要因の2位にランクし、CIOは「技術

とを示す一例にすぎない。

革新」を3位にランクした。また、CMOもCIOも「マク
ロ経済要因」が及ぼす相対的な影響度について意見が一

イノベーションを実現するために各組織がどの程度協業

致している。CMOが「人材・スキル」へやや高い関心を

しているかという質問に対しても、CMOとCIOの回答は

寄せているのに対し、CIOは「グローバル化」により関

酷似している（図5参照）。コラボレーションとパートナー

心を寄せている。順位にわずかな違いは見られるが、こ

シップを幅広く実行していると回答したCMOとCIOは半

の驚くべき調査結果の類似性はCMOとCIOのビジネス環

数よりもやや多く、約3分の1はある程度実施していると

境に対する見方が一致していることを示唆している。

答えており、CMOの14%とCIOの12%はまったく行っ
ていないと回答している。

さらに、図4にあるように、企業が成功するためにテク
ノロジーが重要であるという見解は、CMOとCIOで一

これらの回答を分析すると、CMOとCIOが目標達成のた

致している。CIOがこのように考えるのは予想がつくが、

めに必要と考えるものが一致していることがわかる。自

CMOも同様に考えていることは興味深い。CMOの93%

社に影響を及ぼす外部要因、テクノロジーの重要性、コ

は、組織の将来の成功にとってテクノロジーが「とても

ラボレーションの必要性、直面する市場や顧客の複雑性

重要」だと考えている（図4参照）。

の増大について、CMOとCIOの意見は一致している。ア
クションや必要な協力者について優先順位の差異は生じ
ているものの、これらの調査結果は、CMOとCIOが基本
的には戦略的に同じ方向性を向いていることを示してい
る。

イノベーションにおけるビジネスとテクノロジーの統合
（各要因を選択したCMOとCIOの割合）

組織の将来の成功に対するテクノロジーの重要性
（各要因を選択したCMOとCIO の割合)

大規模に実施

成功のためにとても重要

CMO

93%

CMO

CIO

92%

CIO

CMO

ある程度重要
6%

CIO
CMO
CIO

7%
重要でない
1%
1%

52%
58%
ある程度実施

CMO

33%

CIO
CMO
CIO

30%
実施していない
14%
12%

出典：2011 IBM CMO Study; 2011 IBM CIO Study.

出典：2011 IBM CMO Study; 2011 IBM CIO Study.

図4：組織の将来の成功にとってテクノロジーはどれくらい重要

図5：イノベーションのためにコラボレーションや提携をどの程

か。CMOとCIOによる同意の割合。

度実施しているか。
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ここでは、2011 IBM CMO Studyで明らかにされた、

データの処理

多くのCMOが変革のために欠かせないと考えている3つ

2011 IBM CMO Studyでは、最も成果をあげている

の課題―「個客に価値を提供する」「永続的な関係を育成

CMOは、市場だけでなく個々の顧客を理解するように努

する」「価値をとらえ、成果を評価する」―になぞらえて、

めていることが明らかになった。これらのCMOは、デ

CMOとCIOが効果的に協業してゴールを達成するための

ジタル情報源から情報を得て、データの活用・分析に

方法と、協業に成功したCMO/CIOから学ぶベスト・プ

よって顧客に関する洞察を引き出し、それに基づいて組

ラクティスを紹介する。

織のアクションを決定している。しかしながら、CMO
Studyの調査結果によれば、デジタル情報網を効果的

個客に価値を提供する

に活用しているCMOは、まだ少数派にとどまっている
（図6参照）。

CMOの最初の課題である「個客に価値を提供する」は、
顧客と企業の力関係を一変させたデジタル革命から生じ
ている。今日の顧客はソーシャル・メディアなどデジタ
ルの情報源を利用して、企業やその製品・サービスを詳
しく調べてから購入を行うことができる。顧客は、友人

戦略的な決定に影響を与えるために使用される情報源
（適合するすべての情報源を選択しているCMO の割合）

や家族のほか、ソーシャル・メディア上のユーザーのコ

市場分析

82%

メントや評価に大きな影響を受けている。これらのソー

経営戦略

81%

シャル・メディア上の意見はマウスをクリックするだけ

競合他社ベンチマーキング

で閲覧することができ、これは消費者だけではなく企業

顧客分析

間取引(Business to Business)における顧客について

社内のマーケティングチームによる分析

69%

も同じことが言える。

カスタマー・サービスからのフィードバック

68%

財務指標

68%

かつてマーケティングは幅広い顧客セグメントへサービ

キャンペーン効果分析

68%

ス提供することに重きをおいていた。現在はひとりひと

ブランド力分析

りの個客について理解し、個客が求める価値を提供する

直販・代理店販売実績

ことが重要になっている。CMOとマーケティングチーム

試行 / フォーカスグループの結果

は「個」のレベルで顧客を理解しその個客に対応できる

研究開発部門の知見

ような新たな仕組みを構築する必要がある。CMOは最新

顧客視点による評価やランキング

のテクノロジーと高度な分析を活用して、個客がどのよ

第三者機関による評価やランキング

うに考え、感じ、どのように行動するのかについて理解

小売店・購買顧客分析

41%

オンライン・コミュニティー

40%

を深める必要がある。

80%
74%

65%
61%
54%
52%
48%
42%

専門誌

37%

CMOにとって朗報となるのは、多くのCIOが、全社規模

ブログ

で増え続ける大量のデータを扱うことができる、さまざ

26%

サプライ・チェーンの指標

25%

まなテクノロジーの導入に積極的に取り組んでいるとい

個々の顧客を理解するための主要な情報源

うことだ。とはいえ、適切なソリューションをマーケティ
ング領域に導入するためには、CMOとCIOがお互いの
ニーズや効果的な協業の方法について理解を深める必要
がある。

出典：2011 IBM CMO Study

図6：マーケティングの戦略的な決定に影響を与えるデータ・
ソース



単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

CMOの4分の3近くはデータ・マイニングや顧客分析を
行っているが、顧客理解に最も密接に関連する情報源（ブ
ログ、第三者機関や消費者のレビューなど）を追跡して
いるCMOは半数以下にとどまっている。その理由のひと
つとして、マーケティング部門で主に使用されるツール・
プロセス・評価指標が、ソーシャル・プラットフォーム
が生み出す非構造化データを収集・評価できるようには

準備不足
（準備不足を認識しているCMOの割合）

71%

データ量の飛躍的増加

68%

ソーシャル・メディア

65%

チャネルと伝達手段の増加

63%

作られていないことが挙げられる。しかしながら、こう

顧客の人口構成の変化

した非構造化データは、顧客の願望に関する有益な洞察

財務的制約

59%

を引き出し、顧客の心の声を聴くための情報の宝庫であ

ブランド・ロイヤルティーの低下

57%

る。こうしたデータを状況に即して入手すれば、企業が

新興市場への参入機会（BRICほか）

56%

需要パターンをより正確に予測するのに役立つほか、ソー

ROI

56%

シャル・メディア上のネガティブな評判を早い段階で感

顧客との協業

56%

知することや、既存の製品・サービスの向上や新しい製品・
サービスの開発のためのアイデアを得ることが可能とな
る。
オンラインデータが増加の一途をたどっていることを考

個人情報保護法

55%

グローバル・アウトソーシング

54%

法規制

50%

企業の透明性

47%
CIO のサポート

えれば、CMOにとって「データ量の飛躍的増加」が最
大の懸案事項となるのは当然と言えるだろう（図7参照）。
しかしながら、CMOの71%はこれに対応するための準
備不足を認識しており、CMOの68%は「ソーシャル・
メディア」への対応について、CMOの65%は「チャネ

出典：2011 IBM CMO Study

図7：対処への準備が不十分であるとCMOが感じている要因。
CIOはこれらの要因に関して支援することができる。

ルと伝達手段の増加」への対応についても準備不足であ
ると認識している。興味深いことに、準備不足が認識さ
れている上位3つの課題は、いずれもテクノロジーに関
連するものである。
これらの課題の多くはCIOの懸案事項でもある。CIOは、
すでにデータ量の飛躍的増加に対応し、示唆を得るため
の取り組みを始めている。マーケティング領域で必要と
なるソリューションを特定して導入する上で、IT部門は
単なるサポート的な役割にとどまらず、極めて重要な役
割を果たすことになるだろう。

IBM CMO Studyの3つの課題―
「個客に価値を提供する」
「永続的
な関係を育成する」
「価値をとらえ、
成果を評価する」―になぞらえて、
CMOとCIOが協業してゴールを達
成する方法を明らかにする。
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例えば、CIOの79%は、今後5年間の最優先事項として、

ソーシャル・メディアに関する認識の違い

戦略的な「情報」活用によって必要な「洞察」を得るこ

CMOとCIOがテクノロジーに関して重視する領域を調べ

とを挙げている（図8参照）。これは、CMOの69%がデー

たところ、CIOが企業全体の競争力強化を目的とした取

タに関連する最大の目標として「洞察力の向上」を挙げ

り組みを重視しているのに対して、CMOはマーケティン

ていることと一致する。

グ領域におけるテクノロジーの活用推進を重視している
ことがわかった。しかし、驚くべき相違が見られたのは

さらに、顧客との関係強化、「人材・スキル」の強化、「組

「ソーシャル・メディア」である（図9参照）。

織内のコラボレーション」の実現、「リスク管理」、「収益
モデルの改革」などCIOが重視している課題は、すべて

CMOの大多数（82%）はテクノロジーの活用を行う領

CMOの重視する課題に通じている。CMOとCIOはいず

域として「ソーシャル・メディア」を挙げており、1 ～

れも、組織のパフォーマンス向上や競争力強化に関して

2ポイントの僅差で「顧客分析」と「モバイル・アプリケー

ビジネス部門からの期待を負っており、これが両者の協

ション」が続いている。一方、テクノロジーの活用を行

業を促す強い動機付けとなることは疑いない。

う領域として「ソーシャル・メディア」を挙げたCIOは
55%とはるかに少なく、「顧客分析」、「モバイル・アプ
リケーション」、「クラウド・コンピューティング」、「リ
スク管理」、「コンプライアンス」よりも下位にランクさ
れている。

CIO が今後5年間に重視する領域

CMO が今後5年間に重視する領域

洞察と情報

79%

人材・スキルの向上

66%

組織内のコラボレーションと
コミュニケーション

64%
50%

リスク管理
収益モデルの改革

35%

出典：2011 IBM CIO Study; 2011 IBM CMO Study

図8：CIOとCMOのビッグデータ重点分野

洞察力の向上

69%

必要なスキルの再考

64%

リーダー間での協業

51%

ROI の実証
個人情報保護に関する方針

49%
28%



単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

て、これらのアプリケーションは技術的により高度なもの

テクノロジーによる競争力強化計画

になっていく。データとプライバシーの問題がいっそう複

顧客分析
ビジネス・インテリ
ジェンスと分析

81%

雑になるにつれて、CIOもソーシャル戦略に無関係ではい

83%

られなくなり、CMOと協業せざるを得なくなる。

ソーシャル・メディア
コラボレーションと
ソーシャル・ネットワーキング

82%
55%

モバイル・
アプリケーション
モビリティー・
ソリューション

顧客と企業の双方に価値がもたらされるよう、ソーシャ
ルとデジタルをいかに活用していくのか、マーケティン

80%
74%
CMO
CIO

グ部門は方向性を示す必要がある。同様に、CIOは、技
術的な専門知識を提供し、円滑なITの運用を全社的に実
現するという任務を遂行しながら、革新的かつ創造的な
ソリューション導入に向けた取り組みを推進していく必

出典：2011 IBM CMO Study; 2011 IBM CIO Study

要がある。

図9：テクノロジー利用による組織の競争力強化。CMOおよび
CIOの計画

プライバシーと規制への対応
分析で明らかになったもうひとつの興味深い相違は、
CMOがプライバシーや規制への対応の必要性を過小評

ソーシャル・メディアが企業に多大な影響を及ぼすこと

価している点である。絶え間なく変化するさまざまな方

を、CIOが認識していないわけではない。今日では、ほ

法で顧客のプライバシーが侵害される恐れがあるにもか

とんどの企業がソーシャル・メディアを顧客エンゲージ

かわらず、プライバシー・ポリシーの再検討を考えてい

メント・チャネルとして利用しているが、一般に、ソー

るCMOは28%にすぎない。また、今後3 ～ 5年間にわ

シャル・メディアのイニシアチブはIT部門ではなくマー

たってマーケティング部門に最も影響を与える事項とし

ケティング部門の管轄となっていることが要因として考

て規制の問題を挙げているCMOは38%にすぎない。し

えられる。

かしながら、IBMによるソーシャル・メディアに関する
2011年の調査では、顧客がソーシャル・メディアを介

さらに、ソーシャル・ソフトウェア・ベンダー、デジタル・

して企業と関わることに消極的である最大の理由は、プ

エージェンシーの急増や、クラウド・テクノロジーの浸

ライバシー侵害とスパム受信についての懸案にあること

透により、マーケティング・リーダーの中にはIT部門に

2
が明らかになった。
CMOは、コーポレート・ポリシー

頼ることなくソーシャル・ソリューションを立ち上げて

やマーケットに対するコミュニケーション方法について、

いるリーダーもいる。その一方で、多くのCIOは、「ソー

もっと注意を払っていく必要がある。

シャル」の活用に関する組織の方針が明らかにされるの
を待っているようにも思われる。CIOは、この領域にお

CMOとは対照的に、CIOにとってプライバシーと規制へ

いて、より積極的な取り組みを検討すべきである。待つ

の対応は最大の関心事である。ITの領域は、データ分析

だけではなく、積極的に関与し、何ができるのかを共に

のみならず、データ管理、データウェアハウジング、ガ

探るべきである。

バナンス、プライバシー、リスク管理、コンプライアン
スにまで及んでいる。個人情報の利用方法について顧客

マーケティング部門は、ソーシャル・メディアを、新たな

が納得できる対応を行うためには、CMOがこれらの領域

ブランド体験の提供を可能とし顧客とのやり取りに大きな

の重要性を理解することが不可欠である。CMOは、プラ

変革をもたらす存在としてとらえている。しかしながら、

イバシーや規制への対応を、単にITの課題として片付け

ソーシャル・メディアが社内外のコラボレーションをゴー

て責任を放棄するわけにはいかない。

ルとするソーシャル・ビジネスへと進展していくにつれ
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一方、CIOは、データ管理やプライバシー、規制順守に

ジョージア水族館のCMOとCIOは、協業によって顧客

ついての意思決定を、顧客やブランドについての理解な

のニーズを満たし、独自のブランド体験を提供している

しに行うことはできないと考えている。プライバシーや

（ケース・スタディー「ジョージア水族館：協業して個客

規制に関する戦略、方針、活動が、ブランドと顧客との

とつながる」を参照）。ここでは、CMOとCIOが力を合

関係性にふさわしいものとなり、データ保全やセキュリ

わせることで、「顧客満足」というひとつのゴールに向け

ティー管理というITのゴールを達成できるように、CIO

て全従業員が尽力するコラボレーションの文化が確立さ

とCMOは足並みをそろえていく必要がある。

れている。

ケース・スタディー
ジョージア水族館：協業して個客とつながる
米国ジョージア州アトランタにあるジョージア水族館（Georgia
Aquarium）は、世界最大の水族館であり、2005年の開館以来、
1,600万人を超える訪問者を集めている。全水量が1,000万ガ
ロンを超える水槽内に、比類のない生物のコレクションが収めら
れ、訪問者は60以上の展示を見て回ることができる。ジョージ
ア水族館は、
「Inspire（刺激）
」
「Entertain（娯楽）
」
「Educate（学
習）
」を訪問者に提供することをモットーにしている。同水族館
のデジタル・メディア・チームもこの目標を共有しており、デジ
タル・スペースを拡大して、ブランドの一貫性を保ちながら、水
族館における新たなブランド体験を提供することに努めている。
このデジタル・チームは、販売/マーケティング担当シニア・バ
イス・プレジデントのCarey Rountree氏の管理下にあり、同
氏とIT担当バイス・プレジデントのBeach Clark氏、および
その主要なITスタッフとの合同ミーティングを毎週行っている。
このコラボレーションはWeb関連の問題に対処するために生ま
れたものだが、時間とともに対象範囲が拡大し、ソーシャル・
メディア、データ管理、市場調査から発券業務に至るまで、デ
ジタル・マーケティングと顧客体験に関するあらゆる事柄に及
んでいる。こうした定期的な交流セッションのほかに、マーケ
ティングとITはソーシャル・コラボレーション・ツールを使用
して情報を共有し、共同プロジェクトの進捗状況を追跡している。

RountreeとClarkの両氏は、このようなモデルの導入を当初か
ら描いていたわけではなかったが、ソーシャル・メディアの進
化に対処する最も効果的な方法として採用することにした。そ
の結果、100万人に満たなかった年間のWebサイト訪問者数が
5年間で500万人以上に増加した。Facebookのファン数は10
万人以上にのぼり、何千人ものTwitterのフォロワーが生まれて
いる。データ管理は社内外のリソースを併用して行われている
が、厳密なデータ・ポリシーの策定は、販売/マーケティング担
当シニア・バイス・プレジデントであるRountree氏が担当して
いる。IT担当バイス・プレジデントであるClark氏は顧客データ
ベースの開発と統合を担当している。
現在、両氏はソーシャル・メディアの分析・活用によって、「個」
としての顧客理解を促進するための戦略を策定中である。それ
はまだ道半ばであることを2人は認めている。しかし、協業しな
がら活動し、多様なスキルを持つ組織横断的なチームの知恵を
集結して、互いに吸収・学習できることが同水族館の成功への
秘訣となっている。両氏は、顧客が夢中になれるような体験の
提供や部門間のコラボレーションを更に強化できるよう、また
マーケティング部門とIT部門の協業が企業文化として根付き機
能し続けるよう、探求を続けている。
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単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

個客への価値提供に関するリコメン
デーション：
• マーケティングとITが協業し、ソーシャル、デジタル・
チャネルを活用した戦略を策定し、実行する。
• ソーシャル・メディアなどのデジタル・チャネルから
非構造化データを収集する際に必要となるインフラス
トラクチャー、ツール、プロセス、スキル・セットの
評価と拡充を行う。
• 顧客のプライバシーとデータ・セキュリティーに関す
るポリシーおよびプロセスの評価と見直しを継続的に
行う。また、プライバシーとセキュリティーは、IT部
門のみならず、すべての従業員に責務があることを忘
れないようにする。

永続的な関係を育成する
2011 IBM CMO Studyに よ れ ば、 先 進 的 なCMOは、
販売チャネル横断的に有意義な顧客関係を築いているこ
とが明らかになっており、「永続的な関係を育成する」こ
とがCMOの課題のひとつとなっていることがわかる。
顧客のロイヤルティーを高めるには、CMOは、顧客体験
全体を通じて何が起きているのかを知る必要がある。取
引ごとではなく、ライフサイクル全体にわたる顧客に
ついての洞察を得るためにはIT部門の支援が必要になる。
この領域もやはり、CIOが重点的に取り組んでいる領域
でもある。CIOの69%は、顧客とのやり取りを一元化
するイニシアチブを推進していると述べており、CIOの
50%は、顧客が真に重視していることを理解しようと努
めていると述べている。IT部門と緊密に連携することに
より、マーケティング部門は、顧客ロイヤルティーの醸

CMOとCIOの会話の糸口：
• いかにしてソーシャル・メディアの活用を促進し、顧
客と交流するか。また、ネガティブな評判というソー
シャル・メディアの潜在的なリスクを、どのように最
小化するか。
• 顧客理解を深め、さらに顧客のニーズを予測するため
に、いかにして非構造化データを収集し活用していけ
ばよいか。
• デジタル・スキルとソーシャル・スキルを自社の企業
文化として定着させるために、マーケティングとITの
チームはどのようなクロス・トレーニングを行えばよ
いか。
• 顧客が安心して自社と個人情報を共有できるようにす
るために、プライバシーやセキュリティー・ポリシー
の策定、共有、定期的な見直しをどのように実施して
いけばよいか。

成を促す効果的なコミュニケーションのために必要とな
る顧客に関する洞察を引き出すことができる。
さらに、2012 IBM CEO Studyによると、社内外での
良好な関係を構築・維持することは、CEOにとっても同
3
じように重要な意味を持つ。
管理の強化から、組織の開

放と個人への権限付与によるイノベーションの促進へと
向かう傾向は、企業に大きな影響を及ぼすことになると
CEOは考えている（図10参照）。
管理は引き続き必要とされるが、CEOは、透明性のある
組織づくりへの要請の高まりが、組織を開放し、社内外
でのイノベーション、コラボレーション、創造をさらに
加速することになると予測している。事実、好業績企業
のCEOは、競争力の源泉として開放性を受け入れる傾向
がいっそう顕著だった。

IBM Global Business Services

11

こうした変化を受けて、多くのCMOは、社外だけでなく

競争上の影響力による組織への影響

社内も含めて、ブランドの評判管理に責任を担うように
なっている。これは容易なことではない。57%のCMOは、

35%

48%

従業員に企業文化を理解させ、ブランド・イメージにふ

37%

さわしい行動をとれるようにさせるには、さらなる企業
努力が必要であると述べている（図11参照）。

33%

30%

CMOは、CIOが取り組んでいるプロジェクトを活用する

17%

ことで、コミュニケーションとコラボレーションの機会
を従業員に提供し、従業員が企業文化を理解して体現で
業務管理
業務と財務の管理強化に
よるコンプライアンスの
実現、無駄の排除、およ
び標準、基準、行動指針
の順守

開放性と管理の
バランス

組織の開放性
組 織の 開放 と 個人 への
権限付与によるイノベー
ション、コラボレーショ
ン、創造性の促進

きるようになるのを支援することができる。ここでもま
た、CMOとCIOは互いの強みを最大限に活かすことがで
きるのだ。

出典：2012 IBM CEO Study.

図10：業務管理と組織の開放性に対するCEOの見方

組織の透明性と企業文化
透明性の高い組織づくりは、少なからずデジタル、ソー

従業員に企業文化を理解させ、ふさわしい行動をとるように
させるには多くの労力が必要

20%

シャル・コミュニケーションの浸透によって加速してい

5%

る。今日の顧客は、おおよそどんな種類の企業情報にで

労力はかからない

もアクセスすることができる。ブランド・プロミスにふ
さわしい顧客体験を得られなかった場合、顧客はその情
報をソーシャル・ネットワーク全体で共有することがで
きる。したがって、企業文化や企業行動がどれだけブラ
ンド・イメージにふさわしいものとなっているかが、企

57%

まったく労力はか
からない、または
ごく限られた労力
が必要と回答

15%

かなりの、または多大な
労力が必要と回答

23%

32%

25%

かなりの労力が必要

出典：2011 IBM CMO Study

図11：従業員に企業文化を理解させ、ふさわしい行動をとるよ
うにさせるには多くの労力が必要になるとCMOは述べ
ている。

業成功のひとつの尺度となる。
こうした透明性の高まりによって、これまでブランドの
管理人を務めてきたCMOは、企業文化の管理にまで役割
を拡大している。企業の行動や発言が、その製品・サー
ビスと同じくらい重視されるようになった。マーケティ
ングの役割は、あらゆる顧客とのやり取りにおいてブラ
ンド・イメージと企業行動を一致させる仕組みを作るこ
とにある。

社内コラボレーションの実現
開放性と透明性を全社的に高めたいというCMOとCIO
の願望を実現するためには、社内コラボレーションの仕
組みが不可欠である。2011 IBM CIO Studyでインタ
ビューしたCIOの64%は、社内のコミュニケーションと
コラボレーションは、近い将来、大幅な仕組みの改善が
予定されている重要な領域であると述べていた。
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単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

とはいえ、ツールやプロセスを導入するだけではコラボ

カナダ航空のCMOとCIOの協業は、優れたコラボレー

レーションは実現しない。CIOにとってコラボレーショ

ションの実例である（ケース・スタディー「カナダ航空：

ンは常に重点領域となっていたが、これまで社内での普

組織のトップから始まるコラボレーション」を参照）。カ

及には苦戦してきた。透明性と積極的なコラボレーショ

ナダ航空では、マーケティング部門とIT部門の間でのコ

ンへの関与を企業文化として浸透させるには、エグゼク

ラボレーションを奨励しただけではなく、CIOがその組

ティブによる強力なコミットメントが不可欠となる。

織構造を再構築することによって、全社横断的にナレッ
ジとスキルを共有し相互交流することが可能となった。

ケース・スタディー
カナダ航空：組織のトップから始まるコラボレーション
カナダ最大の航空会社であり、カナダ圏で定期旅客便を運航し
ているカナダ航空（Air Canada）は、年間の利用客が3,300
万人以上にのぼり、26,000人を超える従業員を擁している。
厳しい経済環境の中で、国際線に必要なシステムの運用要件と
保守要件のバランスを取りながら、利用客が求める変化に対応
していくのは容易なことではない。e-コマース担当シニア・バ
イ ス・ プ レ ジ デ ン ト 兼CIOのLise Fournel氏 とCMOのCraig
Landry氏は、それぞれの組織が緊密に連携できるように定期的
に連絡を取っている。カナダ航空では、この2人からコラボレー
ションが始まった。
良好な協業関係を保つために2人は頻繁に会い、彼らの組織に影
響を及ぼすさまざまなテーマについて話し合っている。コラボ
レーションに対する両氏の積極的な取り組みは、カナダ航空全
体に広がってきている。CIOを務めるFournel氏は、ITに関する
専門知識が、ビジネス戦略により有効に活用されるようにした
いと考えた。同氏はITチームを再編成し、カナダ航空の3つの主

要な事業分野にIT担当のシニア・エグゼクティブを異動させた。
現在では、これらのエグゼクティブは各事業部門に所属してお
り、CIOとは「バーチャルな上下関係」にある。このモデルでは、
各エグゼクティブはビジネスとITを結ぶ重要な役割として機能
し、組織間の連携を高めて、合理的なコミュニケーションと相
互理解を実現している。
こうした体制により、マーケティングとITの間には強固な関係
が構築され、両部門は共通のゴール達成を目指す同じチームの
仲間として活動している。IT部門は、今ではマーケティングが
業務遂行のために何を必要としているのか、ビジネスの視点
から正確に理解することができる。また、マーケティング部門
は、業務に必要な技術要件をより明確に特定できるようになっ
た。協業によって、IT部門にとっては、マーケティング部門のニー
ズを満たす技術ソリューションを提供できる可能性が増し、マー
ケティング部門にとっては、IT部門が提供するサポートにより
満足できる可能性が増している。
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社内外での永続的な関係育成に関する
リコメンデーション：
• 顧客のライフサイクル全体にわたるあらゆる顧客接点
において、データを収集し、管理する能力を高める。
• ソーシャル・ビジネスとモバイルに関する最適なテク
ノロジーを特定して導入し、より効率的かつ効果的に
顧客をサポートできるようにする。
• 全社的なコラボレーション、ナレッジ・コンテンツ管
理、トレーニングを改善し、従業員がブランド・イメー
ジにふさわしい企業行動をとれるように支援する。
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価値をとらえ、成果を評価する
CMO Studyで明らかになった3番目の課題「価値をとら
え、成果を評価する」は、CIOがこれまでかなりの期間、
コストを抑制し、不必要なIT支出を排除するために詳細
に検討してきたテーマである。CIOは、こうした要求に
応えるために懸命に努力するとともに、ビジネス・ニー
ズへの即応性の向上に努めてきた。一方、CMOは、マー
ケティングの投資対効果（ROI）を財務的に証明するこ
とを必ずしも求められてこなかった。とはいえ、それは
過去のことになっている。
不安定な経済環境と収益追求へのプレッシャーを背景に、
CMOはマーケティング投資についてますます説明責任を

CMOとCIOの会話の糸口：
• 顧客がライフサイクル全体を通じて、企業とどのよう
な方法で係わりたいと考えているのかを、どのように
して理解すればよいか。
• 顧客が共有することを厭わないデータは、どのような
データか。また、顧客が共有の見返りとして求めるも
のは何か。
• さまざまな顧客接点で生み出される非構造化データの
統合、分析、活用に必要となるスキルを強化するため
の計画とは何か。

問われるようになっている。かつては広告の想起率、ブ
ランド認知、またはWebサイトのアクセス数を提示すれ
ば十分だった。しかし、現在では、企業のビジネス目標
の達成にマーケティング投資がどれだけ貢献しているの
かを定量化し、それを証拠として提示することがCMOに
求められている。
インタビューしたCMOの63%は、今後5年のうちにマー
ケティングROIが自らの主要な業績評価指標になると考
えているが、それに対応する準備ができていると回答し
たCMOはわずか44%にすぎない。その主な理由は、デ
ジタル・メディアが収益に与える影響・効果を測定する
ためのツールや手法をCMOが持ち合わせていないことに

• 従業員がブランド・イメージにふさわしい企業行動を

ある。CMOは、CIOと協業して有効な解決策を探る必要

とれるよう、また高度なコラボレーション・スキルを

がある。CIOの半数以上は、製品・サービスの収益性分

身に付けられるよう、どのように支援を行えばよいか。

析から、収益モデルの改革までに活動の領域を広げ、よ
り広範囲での指標設定や分析評価を推進していると述べ
ている（図12参照）。
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単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

チャネル横断的にキャンペーンの有効性を追跡すること

増収に関連した活動
（収益関連の活動を特定したCIO の割合）

で、マーケティング部門は、有効に機能しているイニシ
アチブとそうでないイニシアチブを識別できるようにな
62%

製品/サービスの収益性分析

53%

製品/サービスの利用度分析
新たな収益源の追加

ソーシャル・メディアの指標

づいて投資すべき領域とそうではない領域を判断するこ
とができる。

42%

顧客満足度の調査
収益モデルの改革

る。その結果、マーケティング部門は、十分な情報に基

40%
34%
27%

出典：2011 IBM CIO Study.

図12：増収に関連したCIOの活動

LEGOグループのマーケティング部門とIT部門は、包括
的なプロセス、ツール、フレームワークを利用して、全
社的に実施しているキャンペーンとプロモーションの効
果検証を行っている（ケース・スタディー「LEGO：協
業 し て 計 画 と 評 価 を 実 施 」 を 参 照 ）。LEGOのCMOと
CIOは全社の方針決定に関与しており、その決定内容は
製品が販売される地域・市場ごとに実行される。このよ
うな分散型アプローチは、企業のトップによって戦略的
な優先事項を決定しつつ、地域に即してプログラムをロー

CIOとそのITチームは、これまでの経験に基づいてデー

カライズする自由を与えている。評価指標は、将来のイ

タ 分 析 を 行 い、CMOが ビ ジ ネ ス リ ー ダ ー に 有 益 な レ

ニシアチブを決定する際、とりわけ考慮すべき地域が非

ポーティングができるよう支援することができる。しか

常に多いときに、重要な役割を果たすことになる。

し、レポーティング業務の支援はほんの一面にすぎない。

ケース・スタディー
LEGO：協業して計画と評価を実施
LEGOは、組織のあらゆる部分の統合に尽力してきた会社であ
る。デンマークのビルンに本社を置くLEGOは、世界第3位の玩
具メーカーであり、LEGOブロックは同社を象徴する製品であ
る。LEGOグループのおもちゃ、体験型玩具、教材は世界130
カ国で販売されている。LEGOの経営陣はシニア・エグゼクティ
ブ・リーダーで構成され、戦略に基づいて組織を運営している。
Henrik Amsinck（シニア・バイス・プレジデント兼CIO）と
Per Hjuler（シニア・バイス・プレジデント兼CMO）は取締役
会のメンバーであり、マーケティング部門とIT部門が全社的な
プロセスを通じて緊密に連携できるように努めている。
毎年、マーケティングとITの両部門は、緊密に連携してマーケ
ティングに関連する全てのITプロジェクトを分析した上で、戦
略と実行計画を決定している。これらの戦略と実行計画は、最
終的には他部門の計画と統合され、全社の計画としてとりまと
められる。承認されたプロジェクトの多くには、IT部門とマー

ケティング部門からひとりずつマネージャーがアサインされる。
二人のマネージャーは、連携してプロジェクトの進捗状況を監
視し、チェンジ・マネジメントを支援する。最近では、グロー
バル顧客計画システムの開発と導入にこのアプローチが使用さ
れている。このシステムは、顧客計画、プロモーションやキャ
ンペーンのトラッキング、および指標管理の機能を含んでいる。
この種のシステムとデータを利用することで、マーケティング
部門とIT部門は、各キャンペーンの状況の監視、計画と実績の
比較、各キャンペーンの結果評価を行うことができる。その後、
このデータは、次のキャンペーンを立案する際のインプット情
報として使用される。AmsinckとHjulerの両氏は、マーケティ
ング部門とIT部門のそれぞれの視点からの洞察を共有し、コラ
ボレーションと全体像の理解に努めたことが、LEGOに成功を
もたらしたという点で意見の一致をみている。
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価値をとらえ、成果を評価する方法に
関するリコメンデーション：
• マーケティングROIを測定するために、協業して定量
化可能な指標設定と評価の方法を特定する。
• マーケティング部門が要するROI関連データの収集・
管理・分析に必要となるスキルとシステムを特定する。
• IT部門とマーケティング部門を支援するため、適材適
所の人財配置を行う。
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単なるリーダー同士から真の協力者へ
4,900名を超えるCMOとCIOが参加したインタビュー調
査の結果は、重要なイニシアチブのリードにおいてCMO
とCIOが協業できる多くの機会があることを示している。
IBMの分析で明らかになったように、CMOとCIOのゴー
ルや戦略的な方向性は、両者の認識以上に似通っている。
より効果的にコラボレーションしたいと考えているCMO
とCIOは、「自社を効果的に変革するために、自分たちは
どれくらい緊密に協業しているだろうか」と問いかける
ことで率直な対話を開始することができる。

– 社内研修とチーム横断的なアサイメントの実施
–	ハイブリッドな役割の導入：例 マーケティング・テ
クノロジスト
– 他の企業とのパートナーシップの実施

CMOとCIOの会話の糸口：
• 適切なマーケティングROIの指標を選択する上で、エ
グゼクティブの協力をいかにして獲得するか。現在の
システムとデータにどのような影響が及ぶのか。
• マーケティング部門とIT部門が協業して、互いと企業
全体を支援するための「仕組み」をどのようにして導
入するか。
• デジタル革命がもたらす急激な変化に対応できるよう、
マーケティング部門とIT部門における複合的なスキル
や新しいスキルの習得は十分に進んでいるか。

2011 IBM CMO Studyおよび2011 IBM CIO Study
の調査結果と、世界中のCMOとCIOとの継続的な対話に
基づいて、IBMはマーケティングの将来に関する見解を
打ち出した。この新しい世界で一歩先を行くために、マー
ケティングには以下の取り組みが求められている。
• 「個」のレベルで顧客を理解し、そのニーズに対応でき
るようにデータを活用する。
• 顧客のニーズを予測し、あらゆる顧客接点において最
大価値を提供できるよう、顧客エンゲージメントの仕
組みを構築する。
• 企業文化や企業行動と、ブランド・イメージを真に一
致させる。
CMOとCIOが真の協力者として力を合わせなければ、こ
れらの取り組みのいずれも実現させることは難しい。
CMOとCIOの協業の成功例に見られる最も重要な特徴
は、それぞれの利益だけでなく、共通のゴール達成に向
けた揺るぎないコミットメントがあることである。ここ
で留意すべき点は、インタビューしたCMOとCIOのペア
は、コラボレーションを単なる情報交換とは見ていない
ことだ。それぞれのペアは協業に向けた準備に時間と労
力を注ぎ、結果に対する責任を共有して協業に臨んでい
る。彼らは、こうした努力なしに効果的な協業は行なえ
ないと感じている。CMOとCIOはリーダーとして協業の
文化的な土壌を築き、各組織のメンバーはリーダーに倣
うことになるのである。
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単なるリーダー同士か、それとも真の協力者か

今日のCMOは、いかに最新のテクノロジーとデータ分析
から得られる洞察を活用できるかによって、CMOとし

著者について

て達成できる成果が決定づけられてしまうことを知って

Carolyn Heller Bairdは、IBM グローバル・ビジネス・

いる。同様にCIOは、組織全体がいまだかつてないほど、

サービス（北米）のコミュニケーション戦略リーダーで

優れたITの設計や運用に依存していることを認識してい

あ る。Carolynは 以 前、IBM Institute for Business

る。CMOとCIOは歴史的な転換点を迎えているのだ。両

Valueが 実 施 し た2011 Chief Marketing Officer

者は、いまだかつてないほど、互いを必要としているの

Studyのグローバル・ディレクターを務めた。彼女は20

である。

年近くに及ぶ豊富な経験を持ち、顧客体験戦略、デジタル・
メディア、企業広報、マーケティング、ブランド戦略な
どに携わってきた。
Linda Ban は、IBM Institute for Business Value の
Global C-Suite Studyのプログラム・ディレクターであ
り、2011 Chief Information Officer Studyのグロー
バル・リーダーである。この2つの役職において、彼女は、
C-Suite Studyに基づいてIBMの戦略とソート・リーダー
シップの開発、導入、サポートを担当するグローバル・チー
ムをリードするとともに、IBMのCIO Studyチームをリー
ドしている。Lindaは、ビジネスおよび業務戦略、IT、シ
ステム開発、運用管理などで20年を超える経歴を持つ。

協力者
Peter Korsten：パートナー兼バイス・プレジデント、
グローバル・リーダー、顧客価値戦略、IBM Institute
for Business Value、IBM グローバル・ビジネス・サー
ビス
Katharyn White：マーケティング担当バイス・プレジ
デント、IBM グローバル・ビジネス・サービス
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