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顧客中心の 
CIO

IT リーダーシップを
通じて組織のビジネ
スと文化を変革する

Miriam McLemore、
AWS エンタープライズストラテジスト 
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デジタルビジネスは今
や通常のビジネスのよ
うになっている
最近のデータによれば、CEO の 82% が
デジタルビジネス変革プログラムを実施し
ており、その数は増え続けています。業界
全体における幹部と取締役会は、収益の拡
大、破壊的な競合他社に対する脆弱性の
軽減、差別化された顧客体験の提供を支援
するデジタルビジネスイニシアチブに注
目しています。デジタルに専念すること
で、CIO の知名度が高まりました。より広

範囲の影響力を持つ今日の CIO は、組織
全体でビジネス主導のデジタルイノベーシ
ョンを加速する上で重要な役割を果たして
います。CIO は、ビジネスのニーズと顧客
のニーズから始めて逆算し、デジタルビジ
ネスにおいて適応性のある俊敏な基盤とし
てクラウドを使用して IT とビジネスを統
合することができます。

著者につ
いて
アマゾン ウェブ サービスのエン
タープライズストラテジストとし
て、Miriam McLemore は、シニ
アリーダー、取締役会会員、規制
当局に、AWS への移行がビジネス
を積極的に変革できる健全で安全
な受託者戦略であることを示すた
めに取り組んでいます。AWS に入
社する前、Miriam は Coca-Cola 
Company の最高情報責任者を務め
ていました。

2i 経営幹部におけるテクノロジーリーダーシップの今後の道: CIO がデジタルビジネスにおける役割をどのように再定義しているか、Gartner、2019 年 7 月
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https://aws.amazon.com/executive-insights/enterprise-strategists/miriam-mclemore/
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企業はますますグローバル化しています。
製品とサービスは完全にデジタル化されて
います。そのすべてを通して、顧客の期待
は、情報と選択の力を獲得するにつれて高
くなっています。

この変化のペースに対応すると同時に、市
場オポチュニティや混乱に対応する能力を
得るには、ビジネスの俊敏性が必要です。
顧客中心のアプローチを採用する IT リーダ
ーは、発生する可能性のある条件を作り出
すことができます。

顧客中心の IT リ
ーダーになる 
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Amazon の CEO、Jeff Bezos は、顧客は
「お客様はいつも素晴らしい不満を抱い
ている」と述べ、市場で活力と関連性を
維持したい企業にとって顧客のこだわり
は重要であると述べています。

CIO にとって、これはすべての決定が顧
客を念頭に置いて行われる必要があるこ

お客様を第一に
考える

と、顧客の精神は常に変化していること
を意味します。CIO は、テクノロジーを
活用することで何が可能であるかを深く
理解し、同様にビジネスを深く理解する
ことで、企業が価値を定義して推進する
方法を変革する際に役に立ちます。

お客様自身が気付いていなくて
も、お客様はいつもより良い何
かを求めており、お客様を喜ば
せようという願望が、お客様の
ために発明する原動力となるの
です。

Jeff Bezos

「
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同盟を構築する
CIO と他のビジネスリーダーとのコラボレ
ーションは、テクノロジーを利用したビジ
ネス戦略を成功させるための鍵です。CIO 
とそのリーダーシップチームは、テクノロ
ジーで何を実行できるかを確認し、テクノ
ロジーが推進できる価値についてのビジョ
ンを形成するために、ビジネスの優先順位
を深く理解している必要があります。ビジ
ネスに近い CIO は、テクノロジーを効果
的に使用することでビジネスの成果を高め
ることができます。

ビジネス戦略に積極的に関与すること
は、IT パフォーマンスを直接改善すること
につながります。これにより、テクノロジ
ーの有効性とビジネスの有効性を共通の目
的に照らして測定できるようになります。
優先順位をビジネスに合わせると、CIO は
より優れた投資決定を下すことができ、パ
ートナーがテクノロジーの機能と価値をど
のように見ているかについての洞察を得る
ことができます。

ここで動画を見る

「 適切な高度に留まりながら、明
確なビジョンを伝えることが仕
事の 1 つです。」

ビジネスに近い CIO 
は、テクノロジーを効
果的に使用することで
ビジネスの成果を高め
ることができます。

不均衡の領域は、顧客の不満を表していま
す。その認識を変えるには、CIO が彼らの
考え方、チームの考え方、およびビジネス
パートナーの考え方を変える必要があるか
もしれません。
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https://www.youtube.com/watch?v=4latzYrlbI8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4latzYrlbI8&feature=youtu.be
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ビジネス内でチャンピオ
ンを見つけ、協力してビ
ジョンを作ります。

考え方を変える
CIO とそのチームがビジネスに深く関与す
るにつれて、IT 部門以外の上級リーダーと
提携するオポチュニティを特定できるよう
になります。それらのリーダーは、デジタ
ル戦略への関与を深め、独自の技術的才能
を採用し、独自のデジタル損益計算書を管
理するようになっています。

顧客中心の CIO は、この移行を受け入れ
ます。企業全体でデジタルリテラシーをサ
ポートおよび加速し、ビジネスパートナー
と機能を超えて連携して、組織にとってデ
ジタルとは何を意味するかを定義するオポ
チュニティを探し求めています。

このイノベーションに対するより大きな需
要を満たすために、CIO は、チームがビジ
ネスにおけるイノベーションの新しい方
法を見つけられるようにする必要がありま
す。これには、CIO と IT のリーダーシッ
プが自律性をより快適にする必要がありま
す。CIO は、IT 配信を定義および制御する
のではなく、顧客体験に対して責任を持つ
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ことで、チームに目標意識を持たせる必要
があります。「外部から見ると、自律性は
すべての人 (またはすべてのチーム) が最
善だと思う作業に取り組んでいるように見
えるかもしれません。」と、AWS のエンタ
ープライズストラテジストである Gregor 
Hohpe は、述べています。「しかし、それ
は自律性ではなく、無秩序状態です。無秩
序ではなく自律性を実現するには、自律性
を機能させるモデルが必要です」。

Gregor は、このモデルには 2 つの重要な
要素があると説明しています。まず、チー
ムは、意思決定時に「良いこと」と「悪い
こと」を区別できるように、明確に定義さ
れた戦略や使命を実施する必要がありま
す。チームの意思決定で余地を残しなが
ら、そのような戦略を定義して伝達するこ
とは簡単ではありません。したがって、自
律的なチームを持つ組織には、より多くの
優れたリーダーシップが必要です。

次に、チームは不必要な多様性を回避する
ために共通のプラットフォームで運用する
必要があります。クラウドプラットフォー
ムは、偶発的な複雑さを軽減しながら創造
性とコラボレーションを可能にするため、
チームが素晴らしい顧客体験を構築できる
ようにします。

無秩序ではなく自律性を
実現するには、自律性を
機能させるモデルが必要
です。

Gregor Hohpe、
AWS エンタープライズストラテ
ジスト
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守勢にまわる
現状に焦点を当てる
支出とリソースを管理する 
プロジェクトに焦点を当てる

経営の考え方
攻撃する
成長に焦点を当てる
イノベーションを促進する 
顧客中心

リーダーシップの考え方

executive
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IT の位置を変える
IT 内部の考え方を変えることは、IT 外部
の考え方を変えるための最初のステップで
す。最初にビジネスニーズを先導すること
で、主要なビジネスパートナーとの信頼を
築き、共同の意思決定、共有された説明責
任、およびデジタルビジネスイニシアチブ
の測定方法を調整できます。

他のリーダーが IT の機能をどのように見
ているかを設定しなおすには、IT リーダー

IT 内部の考え方を変えること
は、IT 外部の考え方を変える
ための最初のステップです。

シップチームが自分の役割を管理職からリ
ーダーシップ職にシフトする必要がありま
す。個別の問題を解決する IT プロジェクト
の予算編成、制御、追跡、および監視は、
イノベーションのためのスペースを刺激し
て作成する方法で、業界を先導する IT チ
ームに道を譲らなければなりません。CIO 
は、イノベーションを導いて、迅速に実現
することで、IT を障壁ではなく価値のある
ビジネスパートナーとして再配置します。

ビジネスリーダーとし
ての最初の IT リーダー

「CIO は、イノベーションを導
いて、迅速に実現することで、IT 
を障壁ではなく価値のあるビジ
ネスパートナーとして再配置し
ます」。

ここで動画を見る

https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=emErWNPmwQ4&feature=youtu.be
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IT をビジネス価値に結び付ける

IT エグゼクティブは、サイロ、機能、部
門全体で変革プロジェクトを推進する能
力とリソースだけでなく、ビジネス全体
にわたる幅広い視野を持っています。こ
の見晴らしの良い点により、CIO は、IT 
がビジネスの関与、競争、成長をどのよ
うに実現するかについてのビジョンを形
成することができます。

ビジョンを伝
える

2

8

IT は複雑ですが、ビジョンを実現するこ
とはできません。テクノロジーを戦略的
なビジネスの変化に直接結び付ける必要
があります。CIO は、利害関係者の関心
と信頼を保つために、提供されるビジネ
ス機能の観点からテクノロジーの使用に
ついて説明する必要があります。明示さ

れたクラウド戦略では、AI、ML、IoT な
どの新しいテクノロジーを、新製品の提
供、新しい市場への参入、または顧客体
験の向上を実現するビジネスの能力に結
び付ける必要があります。

executive
insights
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IT が提供す
るビジネス
機能

クラウドのビジネス価
値を伝える

ここで動画を見る俊敏性
市場投入までの時間の短縮
新規または強化された収益
高速研究開発

イノベーション
差別化された顧客体験
新規の製品とサービス
新しい市場への拡大

コスト
運用効率を高める
キャッシュフローの改善
コストの透明性と管理

イノベーションとは、
適切なビジネスオポチ
ュニティのために適切
なテクノロジーを使用
することです。

9

https://www.youtube.com/watch?v=JOAxqkxkSnE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JOAxqkxkSnE&feature=youtu.be
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処方する代わりに導く
CIO のビジョンは、その理由を明確に
示しています。そのビジョンを実現する
方法は、IT が運用するコアバリューと
ガードレールに由来します。CIO はチー
ムと協力して、これらの価値を特定して
文書化し、組織内外の顧客にどのように
価値を提供するかを検討する必要があり
ます。このように顧客の執着を体系化す
ることで、チームは重要なことに集中し
て取り組み、明確なフレームワーク内で
自律性を実現することができます。ガー
ドレールはフレームワークであり、作業
の有効化と作業の停止に重点を置くこと
で、ゲートの概念に取って代わります。

うまく組み立てられた価値観とガードレ
ールは、IT を使って問題に取り組む方法

を説明し、難しい選択とトレードオフを
行う場合に役に立ち、チームがどのよう
に機能するべきかについて (規定するの
ではなく) 導きます。共通の基準枠を確
立することは、チームの気を散らす対象
を切り抜け、正しい優先順位に集中し続
ける場合に役に立ちます。計画が変更さ
れます。値は、目標設定、達成、および
失敗といった複数のラウンドに耐えるの
に十分な耐久性を備えている必要があり
ます。明確なビジョンと価値観の調整に
より、IT 組織が提供するものと、組織が 
IT によるビジネスへの影響を測定する方
法に対して目標を設定することがはるか
に簡単になります。

コアバリューは、処方する
代わりに導くものです。

明確な ビジョンは、IT がビジネスと
その顧客にどのように価値を提供する
かを概説している
明確な 信条は、チームがどのように
機能し、意思決定を行うべきかを導く
明確な目標は、ビジネスへの影響とい
う観点から IT を測定する

明快性の重要性
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完成品から始め... そこから起点
を考えて作業する
Amazon での私たちの使命は、世界で最も
顧客中心を実践する企業になることです。
そのため、製品ロードマップの大部分が、
顧客の価値観から始まります。その新機能
が市場に投入されたばかりであるかのよう
にプレスリリースを作成し、製品について
説明し、予想される質問に答えます。

この文章を書くことは、お客様にとっての価
値といった観点からテクノロジーを構成し、
現在の機能を使ってできることではなく、提
供したいものに焦点を当てているため、貴重
な演習になります。専門用語でいっぱいの技
術文書を作成する代わりに、平易な言葉で書
かれたこの高レベルの価値提案は、幅広い聴
衆にとって理解しやすいものとなっていま
す。結果を調整し、その結果に到達するため
の詳細方法を用意しています。

次のステップでは、私たちが予想するに、
主要な利害関係者のよくある質問 (FAQ) で
あると思っている内容について答えていま
す。3 番目のステップは、ソリューションが
どのように機能するかを説明する詳細なユー
ザーマニュアルを作成することです。これに
より、読者は最終的なソリューションまたは
製品をより良く理解できます。プロセス全体
が、顧客の課題またはオポチュニティから始
まり、そこから逆方向に進みます。
• 顧客のベネフィットを確実に提供する

にはどうすればよいですか?
• 製品が顧客のニーズを確実に実行できる

ようにするにはどうすればよいですか?
• 顧客の観点から各リリースの価値をど

のように測定しますか?
• お客様のフィードバックをどのように

収集して対応しますか?

見出し 製品の説明と名前

副題 顧客のベネフィットを一文で説
明する

新製品を紹介し、その機能を
説明する

製品が顧客にどのように役立
つかを説明する

3〜5 つの主な特徴について説
明する 

はじめに

価値の提案

機能

プレスリリース
の構造

11
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チェックリスト: 成功の
ためのパートナー提携

顧客中心のビジョンを組織の他のメンバーに伝えましたか? また、ビジネスパートナ
ーと建設的に協力して、価値を推進するためのソリューションを継続的に提供してい
ますか? 以下の文章のうち、チームが大企業とやり取りする方法を説明しているもの
がいくつあるかを検討すると役に立つ場合があります。

  当社のガバナンスシステムは、多様な事業部門とのパートナーシップを迅速に実現できるように設計され
ています。

 当社はビジネスチームとの共同運用モデルを開発しました。

 チームのすべてのレベルにおいて強力なピア同盟があります。

  当社のチームは明確で簡潔なエレベーターステートメントを持っており、それを組織の他のメンバーと共
有しています。

 当社は、ビジョンを組織全体に積極的に伝えます。

 各製品の新規発売後には、合同で報告会を実施します。

 当社のチームは、自らの仕事に対して自律性と権限を持っています。 

  良いアイデアはどこからでも生まれると信じています。イノベーションは特定の職務に限定されません。
それは、部門や部門を超えて、すべての人の責任となります。

 当社は早い段階で頻繁に適応し、仮定をテストするために最小限の実行可能な製品を発売します。

 当社には、目標を理解し、サポートする経営幹部レベルのリーダーがいます。

12
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共有運用モデル
の作成 

3

13

 

クラウドに組み込まれた共有運用モデル
は、デジタル成熟度の重要なコンポーネ
ントです。価値の低い作業を削減または
排除し、運用コストに柔軟性をもたらし
ながら、IT がビジネスパートナーとの新
しい、深いレベルのコラボレーションを
追求できます。

デジタル成熟の基盤を構築する

CIO は、テクノロジーのアプリケーショ
ンを顧客のニーズに集中させることで、IT 
がより機敏な組織の構築に与える影響をビ
ジネスが認識しているため、文化の継続的
な変化を促進することができます。これ
は、MIT Sloan Management Review が「
デジタル成熟度」と表現するものに向けて
継続的に取り組んでいます。ii 

ii デジタル成熟度の達成、MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/

executive
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CIO は、ビジネス運用モデルと IT 運
用モデルが強力に連携していない場合
に発生する問題に精通しています。こ
れまで、ビジネスは顧客に製品を提
供することに重点を置いていました
が、IT はテクノロジー機能と卓越した
運用の提供に重点を置いていました。
このアプローチの問題は、各グループ
が異なる結果に向けて取り組み、ビジ
ネスと IT がそれぞれ、アイデアを製
品に変えるエンドツーエンドのバリュ
ーチェーンにおけて異なる部分を所有
していたことです。

機能、プロ
セス、およ
び労働力を
調整する 

14
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製品の考え方へ
の移行

4

15

多くの IT リーダーは、キャリアの大部分
をプロジェクトの計画、実行、および管
理に費やしています。製品の考え方は、IT 
組織が顧客の成果に専念できるようにす
るアプローチ、パートナーシップ、およ
びチーム構造の変化によるものです。

executive
insights
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従来のプロジェクトの考え方は次のようなものです。

 ビジネスにおいて誰かがアイデアを持っています。

  アイデアに資金を提供するためにビジネスケースが作成されます。

  その後、資金が提供され、優先順位が付けられ、チームが集まってプロジェクトを遂
行します。

  IT リーダーは、チームを編成し、範囲を定義して、タイムラインに同意し、計画を作
成し、プロジェクトを提供します。

  彼らは、タイムラインがどれほど正確であったか、プロジェクトがスケジュールどお
りに進んだかどうか、そして予算が満たされたかどうかを測定します。

  作業がサポートに引き渡され、プロジェクトチームは解散します。

チームを仕事に取り入れるプロジェクトアプローチは、次の更新または拡張を行う人が
チームが収集した専門知識と知識について再学習する必要があるため、技術的負債を増
やします。このチームのシフトにより、顧客とのパートナーシップを損なう可能性もあ
ります。 プロジェクトの考え方

から製品の考え方への
移行は、顧客中心にな
るための重要なステッ
プです。

16
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「製品の考え方は結果に焦点を合わせてい
るのに対し、プロジェクトの考え方は成果
に焦点を合わせているため、根本的に異な
ります」。

CIO が成果に焦点を当てている場合、CIO 
は本質的に顧客に焦点を合わせています。
計画の制約から組織を解放し、代わりに必
要に応じてチームが仮説を立て、実験や学
習を行い、適応できるようにします。チー
ムは、コアバリューとガードレールを利用
して意思決定を導き、解決しようとしてい
る顧客の課題に集中することができます。

チームが製品に焦点を合わせているとき、
私たちはチームに仕事をもたらします。チ
ームを仕事に取り入れる代わりに、仕事を
チームに取り組みましょう。

チームにはミッションが与えられ、CIO 
は、中小企業のようにプロジェクトを所有
および実行して、そのミッションを直接実
行する方法をチームが決定できるようにし
ます。製品に焦点を当てた開発チームは、
プラットフォームやガバナンスではなく、
成果を提供することに自由に集中できま
す。テストと反復を行い、成果と、製品が
生み出すビジネス価値に基づいて成功を測
定します。改善するべきものと探求するべ
き新しい概念が常にあるため、作業は反復
的になります。

17

製品に焦点を当
てたチーム 
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対プロジェクトが問
題を引き起こす
1. ハンドオフ
2. 追加機能
3. タスクの切り替え
4. 再学習
5. 欠陥
6. 遅延
7. 部分的に完了した作業

製品が価値を生み
出す
• 対象分野の深い専門知識
• 生産性とスループットの向上
• 品質の向上
• 仕事とビジネスへの影響とのより

強いつながり
• 反復によるリスクの軽減
• より大きなイノベーション

18
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実用的な最低レベ
ルの製品を作る
製品チームは、大規模な更新ではなく、小
さなバッチの開発に重点を置いています。
大企業では、多くの場合、製品がリリース
されてサポートに引き渡される前に、分
析、設計、開発、およびテストの長いフェ
ーズを伴う、1 年間の長期的な納品サイク
ルがあります。これらの長期サイクルで
は、プロジェクト全体で資金が使い果たさ
れ、大きなバッチで資金が供給される傾向
があります。

このサイクルの終わりに、アプリケーショ
ンが最終的に本稼働環境に移行したときに
のみ、ビジネスは製品が市場のニーズに適
合しているかどうか、およびその投資が報
われたかどうかを確認します。このアプロ
ーチには、製品と市場の適合性、およびオ
ポチュニティ費用に関連する重大なリスク
が伴います。

より顧客中心的なアプローチは、起動に十
分な機能を備えた、より小規模のリリース
を頻繁に配信することです。これらの「実
用的な最低レベルの製品」は、しばしば呼
ばれるように、顧客のこだわりへのコミッ
トメントに沿って、Amazon で構築したも
のです。

19

「 実用的な最低レベル
の製品」 — MLP は
新たな MVP です

• 頻繁な小規模更新
• 少量の「スタートアップ」資金調達サイ

クルに支えられる
• 各リリースは新しい価値を提供する
• ビジネス価値はリリースごとに測定される

より小さく、より頻繁なリリースによ
り、IT は、顧客の進化に合わせて顧客の
ニーズに合った製品を提供することができ
ます。迅速な反復を行い、チームは製品が
正しい軌道に乗っていること、および望ま
しい結果が得られることを確認できます。
また、優先順位を付ける場合も役に立ちま
す。顧客が気にしている製品の構築以外の
ことはすべてオーバーヘッドです。これ
は、完了できない作業の量を最大化する技
術です。

顧客が気にしている製
品の構築以外のことは
すべてオーバーヘッド
です。
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顧客中心文化の創造5

20

変化を通してチームを導く

変化はプロセスであり、古い格言のよう
に、目的地ではなく旅の過程のようなもの
です。変化もまた難しいです。慣性の力 (
確立されたプロセス、文化的抵抗、および
既存のインフラストラクチャ) はすべて、
組織を現状に引き戻します。

CIO は、単に指示するだけではなく、模範を
示すことで、変化を通じて組織を導くことが
できます。ビジネスパートナーとの顧客中心
主義のモデル化は、IT チームが同じことを
行うよう奨励し、ビジネスの他の領域におけ
る課題を理解するために共感的なアプローチ
を取ることで、チームに同じことを行うため
のアクセス許可を与えます。一貫性があり集
中力のあるリーダーは、企業全体において大
規模な変化を引き起こすことができます。

持続可能な変化を推進するための 2 つの鍵
は、多様性に焦点を当てることと失敗を受
け入れることです。思考の多様性が生み出
し、現状維持に挑み、失敗を受け入れる環
境では、新しいことに挑戦する際のリスク
が低下されます。

executive
insights

ここで動画を見る

変革を通じてチームを
リードする

「 リーダーになるということは、
チームの障壁や障害を取り除く
ことを意味します。統治やゲー
トの代わりに、チームが運営す
るガードレールを作ります」。

https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0YDDC6-lVnw&feature=youtu.be
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顧客の多様性を従業
員に反映する

多様性と包括性における原則と行動は、高性
能で顧客中心のチームを構築するために重
要です。多様性を育むことは、デジタル時代
の強力な戦略です。企業の顧客ベースの幅を
正確に反映するチームを構築することで、包
括的で多様な労働文化によってより高レベル
のイノベーションが維持されるため、より
優れた製品洞察とソリューションにつながり
ます。Bersin/Deloitte のタレントマネジメン
ト調査によれば、多様性と包括性の成熟度が
最も高い企業、つまり「人材戦略の特徴とし
てリーダーシップと包括性を注視している企
業」は、市場で変化に対応する可能性が 1.8 
倍、イノベーションリーダーになる可能性が 
1.7 倍高いです。iii

iii 出典: Josh Bersin, “Why Diversity and Inclusion Has Become a Business Priority,” 12/7/2015, https://joshbersin.
com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
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多くの場合、最高の才能は思いもよらない
場所から生まれています。特に、テクノロ
ジーの才能を引き付けて維持することが難
しい今日の気候では、CIO は能力だけでな
く品質を求める必要があります。好奇心、
物を作りたい (そして壊したい) という願
望、そして真心のこもった顧客中心主義に
勝るものはありません。

https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-be-a-top-priority-for-2016/
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失敗に伴う教訓を受
け入れる
失敗が肯定的であるか、許容できると見
なされることはめったにありません。し
かし、失敗は最大の教訓を与えます。成
功よりも多くのことを教え、より記憶に
残ります。

チームがミスをすることを恐れると、リス
クを冒すことを避けるようになり、現状を
維持することでいっぱいになります。失敗
はイノベーションに拍車をかけ、好奇心が
発見を後押しします。イノベーションの文
化を創造することには失敗が伴います。障
害の管理とはバランスが求められる行為で
す。CIO は、障害が発生しても安全な環境
を作ると同時に、介入するタイミングを把
握する必要があります。

適切なテクノロジー基盤は、失敗によるコ
ストを削減するという理由だけで、デジタ
ルビジネスイニシアチブを実現します。効
果的なクラウド運用モデルにより、安全で
低コストの実験が可能になります。アイデ
アを検討して、失敗した場合はシャットダ

ウンし、成功した場合はスケールアップす
ることができます。

失敗について話すのは簡単ではありません
が、チームは失敗しても大丈夫であるとい
う安心感を必要としているため、問題が発
生したときに教訓を得ることができます。
もちろん、誰も失敗したいとは思っていま
せん。しかし、本当に発明をしたいのであ
れば、測定されたリスクや途中での失敗を
受け入れる必要があります。Amazon で働
くうえで私の好きなことの 1 つは、失敗
の価値や学ぶことの価値を本当に受け入れ
る文化であるということです。

22

もちろん、誰も失敗した
いとは思っていません。
しかし、本当に発明をし
たいのであれば、測定さ
れたリスクや途中での失
敗を受け入れる必要があ
ります。
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チームは、デジタルトランスフォーメーションにおけるすべての可能性を用いて、顧
客に価値をもたらすために必要なテクノロジー、プロセス、およびサポートを備えて
いますか? これらの文章のうち、あなたのチームについて最も近い説明はいくつあり
ますか?

  当社は顧客の価値に関するステートメントを備えており、常に顧客から逆向きに解決していくことから
始めます。

 当社の開発ロードマップは、社内外のお客様のニーズによって定義されています。

  当社は失敗がイノベーションにおいて必要な部分だと見なしています。小さなことから始め、実験し、
そして継続的に繰り返しています。

 事前定義された範囲とスケジュールに固執するのではなく、継続的な開発を実践します。

 各スプリントの最後に定期的にフィードバックを提供します。

 手動プロセスの代わりに、可能な限り自動化します。

  外部の傾向を調べ、データを活用してビジネスインテリジェンスを深めます。当社は絶え間ない変化に
追いついています。

 各チームは、オンデマンドのセルフサービスクラウドインフラストラクチャにアクセスできます。

 当社のデベロッパーは、作ったサービスにおける日常の運用を理解し、責任を負います。

チェックリスト: IT チ
ームの文化
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まとめ
CIO は、デジタルビジネスの需要とオポチ
ュニティに対応するために、IT 組織に大幅
な調整を加えています。

CIO は、ビジネスパートナーとより効果的
に連携するために、テクノロジーを積み立
て、社内外の顧客に焦点を合わせる必要が
あります。優先順位について同意を得て、
ビジネスパートナーとの望ましいビジネス
成果について正確に定義することで、CIO 
が IT ポートフォリオのギャップと重複を
特定し、ビジネスに望ましい機能を実現す
るための明確なオプションを定義すること
ができます。

価値と経験に対する顧客の期待が高まるに
つれ、企業は、秩序を乱す勢力に対して優
勢を守るために、十分な機敏性を確保する
必要があります。CIO は、持続的なイノベ
ーションを可能にする手段として、組織が
文化、運用モデル、およびデジタルビジネ
スの基盤を進化させるよう支援する上で不
可欠な役割を果たします。

Miriam McLemore、AWS エンタープライズ
ストラテジスト

クラウド戦略について質問がありますか?
LinkedIn と Twitter @MiriamMcLemore また
はウェブからお探しください。

executive
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カルチャー、才能、
リーダーシップを介
した、イノベーショ
ンと変革を実現する
ためのエグゼクティ
ブの展望。

詳細。

insight

https://www.linkedin.com/in/miriam-mclemore-aws/
https://aws.amazon.com/executive-insights/enterprise-strategists/miriam-mclemore/
https://aws.amazon.com/executive-insights/
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eBook

• CEO 向けのクラウド

• 最先端の変革: 今日の CXO は、デジタル時代のテクノロジーの先に何を見ているのか

• トップダウンから変化を推進する: 組織力を行使する

• 高頻度企業の調整

本

• 地位: 敏捷性の時代における IT リーダーシップ

• War and Peace and IT: Business Leadership, Technology, and Success in the Digital Age

• クラウドの速度に達する: AWS クラウドで成功するためのリーダーガイド

i   経営幹部におけるテクノロジーリーダーシップの今後の道: CIO がデジタルビジネスにおける役割をどのように再定義しているか、Gartner、2019 年 7 月
ii   デジタル成熟度の達成、MIT Sloan Management Review, https://sloanreview.mit.edu/projects/achieving-digital-maturity/
iii   出典: Josh Bersin, “Why Diversity and Inclusion Has Become a Business Priority,” 12/7/2015, https://joshbersin.com/2015/12/why-diversity-and-inclusion-will-

be-a-top-priority-for-2016/

トピック
の詳細

https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cloud-for-ceos/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/leading-transformation/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/driving-change-from-the-top-down/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/tuning-up-the-high-frequency-enterprise/
https://www.amazon.com/Seat-Table-Leadership-Age-Agility/dp/1942788118
https://www.amazon.com/War-Peace-Business-Leadership-Technology/dp/1942788711/ref=sr_1_1?crid=1KTT50PUFAUA4&keywords=mark+schwartz+war+peace+it&qid=1568050697&s=gateway&sprefix=mark+schwartz+war%2Cdigital-text%2C193&sr=8-1
https://www.amazon.in/Reaching-Cloud-Velocity-Leaders-Success-ebook/dp/B086VDRTC2
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