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エグゼクティブサマリー
あらゆるアプリケーション、プロセス、ビジネスの意思決定の中心にあるのはデータです。イン
サイトの発見とインサイトに基づく対応を迅速化するため、ほとんどの企業が、データ駆動型の
組織への転換に取り組んでいます。この変化を加速するため、組織はデータから最大限の価値
を得ようと、最高データ責任者 (CDO) に注目しています。CDO は新たな C レベルの役職で、
2002 年に Capital One で初めて任命されました。それ以降、多くの企業が CDO の役職を設け
ています。最初は金融サービス、その後米国連邦政府機関の一部にも広がり、最終的には数多く
の業界で設置されるようになりました。この役職は新しいとはいえ、急速な変化を遂げています。

以前はデータの防御 (データ管理、リスクの最小化など) に関する責任を担っていた CDO ですが、
あらゆる側面におけるデータ駆動型へのニーズが高まるにつれ、CDO の役割は進化を余儀なくさ
れています。現在、CDO が集中的に取り組んでいるのは、ビジネスに実証可能な価値を創出し、
そのインパクトに応じてプロジェクトの優先順位を付けることです。私たちの調査によると、最
高データ責任者の 42% が成功の定義について、「ビジネス目標の達成」と回答しており、さらに 
36% は少数の主要な分析または人工知能 (AI) のプロジェクトに集中することが、最大の価値の
創出につながると考えています。

このような優先順位の変化が、今後数年間の CDO の役割の定義を塗り替えていくことになるで
しょう。ここで、いくつかの疑問が生じます。CDO は戦略的イニシアチブの移行をどのように行っ
ているのでしょうか。CDO が直面する主な課題と機会にはどのようなものがあるのでしょうか。
CDO はどのようにビジネス価値の創出に取り組んでいるのでしょうか。

その答えを見つけるために、私たちは世界中の 350 人以上のデータ専門家を対象に調査を行い、
25 人に 1 対 1 のインタビューを実施し、CDO の最優先事項、成功についての定義、データを使
用したビジネス価値創生方法をお聞きしました。
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主な調査結果

CDO はビジネス価値の創出に集中的に取り組んでいる
42% の CDO が成功をビジネス目標の達成と定義しています。主
に技術分野での背景を持つ CDO であっても、成功の定義を、技術
的な目標の達成とするより、ビジネスや組織の目標の達成という観
点で見る傾向が約 7 倍高いことがわかりました。

データ、分析、人工知能のイニシアチブが最大の価値
を創出すると考えられている
36% の回答者が、データリテラシーのトレーニング (31%) やデー
タの収益化 (15%) などのその他のアクティビティと比較して、少
数の主要な分析または人工知能 (AI) のプロジェクトに集中するこ
とが、最大の価値の創出につながると考えています。CDO の過半
数 (64%) は、データ、分析、AI を基盤とする新しいビジネスイニ
シアチブの実現にも時間を費やしています。

データガバナンスが最優先事項
CDO の 44% が、データガバナンスを最優先事項に挙げています。
データプロダクトアプローチの採用 (38%)、高度な分析プロジェ
クトと AI プロジェクトの構築とメンテナンス (36%) がこれに続
きます。

データ駆動型のカルチャーの醸成が依然として最重要事
項であると同時に課題
かなりの数 (69%) の回答者がデータ駆動型カルチャーの取り組みに大
半の時間を費やしていると回答し、55% はデータ駆動型カルチャーの
欠如がビジネス目標を達成するうえでの最大の課題となっていると考え
ています。

データに関する主な責任は依然として分かれている
CDO がデータについての主な責任を負うと回答したのは 41% に留ま
り、30% の回答者がその他の C レベルの役員と責任を共有していると
答えています。

CDO の役割について十分に理解されていない
多くの CDO (62%) は、CDO の役割がその他の C レベルの役職と比べ、
よく理解されていないと考えています。「デプロイの拡大と R&D の低
減」のアプローチと、より良い社内コミュニケーション戦術を採用する
必要性が高まっています。
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調査の回答者および方法
この調査は 2022 年の夏に実施され、これまでに実施された CDO 調査
のなかでも最大規模の調査の 1 つとなりました。この調査は Amazon 
Web Services (AWS) がスポンサーとなり、MIT Chief Data Officer 
and Information Quality (MIT CDOIQ) Symposium の協力を得て実施
されました。グローバルな定量調査を 354 人のデータ専門家を対象に実
施し、その回答者の 264 人が CDO または同等の役職に就いています。
この調査に加え、25 人の CDO に定性インタビューを実施しました。

定量的な調査では、CDO の属性情報、CDO 職の回数および在職期間、
専門的バックグラウンド、主要な活動内容、課題、職務における成功度
認識、組織に価値を創生する上で取り組んでいる事項について質問して
います。定性的なインタビューでも同様のトピックについて聞き取りを
行っていますが、組織構造および指揮報告系統、主要なイニシアチブ、
CDO として価値を創出する方法について、より詳しく掘り下げています。
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概要
今日のビジネス環境において CDO の役
割がどのように進化しているのか、成功
の実現に向けて CDO はどのような取り
組みを行っているかを理解するために、
次の 3 つの領域に注目しました。

責任と課題 
今日の最先端の CDO の役割とはどのようなもので
しょうか。また、CDO が直面する主な課題にはどのよ
うなものがあるでしょうか。

戦略的優先事項とイニシアチブ
CDO の優先事項はどのように変化してきているでしょ
うか。また、2023 年の主要なイニシアチブはどのよ
うなものになるでしょうか。

価値創出へのアプローチ
CDO はどのようにビジネス価値の創造を推進し、実証
することを目指しているでしょうか。

1

2

3

50%
が CD(A)O の役割を
担うのは初めてと回答

55%
が社外から採用

67%
が男性

22%
の上司はその他の 
C レベルの管理職

21%
の上司は CIO 
または CTO

23%
の上司は CEO

報告体制

図 1: CDO の統計

CDO の属性情報スナップショット

29% 
が在職 6 年以上

23%
が在職 1 年

在職期間

構成

27%
が女性
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責任と課題
今日の CDO の責任とはどのようなものでしょうか。また、CDO が直面
する主な課題にはどのようなものがあるでしょうか。

成功領域 NO.1
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CDO のジレンマ :  
データディフェンス vs. データオフェンス
CDO のアクティビティについては、データディフェンスとデータオフェンスの 2 つの重点分野に大
きく分類することができます。データディフェンスは依然として CDO の業務において重要な部分を
占めているものの、データオフェンスに関するアクティビティも増加傾向にあることが明らかになり
ました。この変化の背景を掘り下げてみましょう。CDO は、初期は銀行や保険会社に設置されてい
たこともあり、本来の主な職務は、概してデータディフェンスに重点を置いたものでした (サイドバー
参照)。しかし、依然として主要な優先事項であるデータガバナンスを除き、守りのイニシアチブで
は迅速な価値の実証が困難であるという認識から、現代の CDO の多くは攻めのアクティビティを採
用するようになっています。

「C レベルで勝ち残るには攻撃力も必要です」と Walmart、Honeywell、Dun & Bradstreet で 
CDAO を務めた Bill Groves 氏は述べています。ほとんどの場合、オフェンス型のプロジェクトには
分析と AI が関連します。今日の CDO の多くは、正式な肩書でも、あるいは実際の職務としても、
最高データおよび分析責任者 (CDAO) です。この調査で多くの CDO にインタビューしたところ、 
価値創出へのアプローチが変化している一方、CDO はデータ分析と AI を、イノベーション実現の
潜在的な成功要因と捉えており、依然として最優先事項としていることが明らかになりました。 
CDO も CDAO も、成功を実現するには、この 2 種類のアクティビティ間で適切なバランスを維持
する必要があります。

データディフェンス vs. データオフェンス

ディフェンス重視 :

• データの重大な問題を阻止する。

• サイバーセキュリティ侵害およびハッキングを 
回避する。

• 規制コンプライアンスを徹底する。

オフェンス重視 :

• 運用を強化することにより、収益および利益を 
増大する。

• 顧客関係およびマーケティングを改善する。

• 新しい製品とサービス、プロセス、ビジネスモデル、
戦略を実現する。
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データ管理の責任範囲を超えて拡大する 
CDO の役割

今日の CDO は、多くの人々が予想する以上にさまざまな役割と責任を担っています。
CDO の業務自体が、単なる「最高データ責任者」に留まるものではありません。 
この調査の 264 人の回答者の正式な役職には、最高データ責任者 (30%)、事実上の
最高データ責任者または最上級データリーダー (43%)、最高データおよび分析責任
者 (21%)、最高分析責任者 (6 パーセント) がありました。インタビューにおいて、
経験豊富な CDO の何人かは、データ管理の責任を担っただけでは成功することはで
きない、とコメントしています。そのような役割では価値をすぐに示すのがあまりに
も難しいことが大きな理由です。その多くは、正式なものであれ非正式なものであれ、
データおよび分析の最高責任者です。

“分析を伴わない CDO 職は、もって  
2 年でしょう。 データ管理だけを行
う場合は、価値を実証するのが非常に
困難です。データ改善にむけた規制か
らのプレッシャーがあっても、大体の 
CDO は数年で離れていきます”

“CDO 職のオファーを受けることがよく
ありますが、職務に分析が含まれていな
い場合は、興味がないと答えています”
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データ漏えいと 
ハッキングの防止 10.62%

CDO は増大する責任範囲と寄せられる期待に直面している

次のうち、あなたの職務に含まれている責任はどれですか。

データインフラストラクチャの
管理と改善

データ品質の改善

ビジネスインテリジェンス機能の
構築と維持

AI 機能の構築と維持

データの収益化イニシアチブ

データセキュリティと 
プライバシー制御

サイバーセキュリティ – 
ハッキングおよび侵害防止

データ、分析、AI 倫理

明確かつ効果的なデータ 
ガバナンスの確立

高度な分析機能の
構築と維持

次の仕事内容のうち、ご自身の職務で 20% 以上の割合を占めているのはどれ
ですか。(該当するものをすべて選択してください。ただし、最大 5 つまで)

図 2 図 3

組織のための分析または AI ベースの
インサイトの生成

データ/分析/AI を基盤とする新しい 
ビジネスイニシアチブの実現

データの収益化イニシアチブ

リスクおよび規制コンプライアンスの
イニシアチブ

不正防止

データ駆動型カルチャー
促進イニシアチブ

データ/分析/AI 倫理の
イニシアチブ

データガバナンスのイニシアチブ

100%50%0%

この調査で明らかになったもう 1 つのインサイトは、CDO は多くの責任を抱
え、多大な期待がかけられており、そしておそらくそれが過大であるというこ
とです。図 2 と 3 からは、業務の焦点を絞る必要性があることが読み取れます。
CDO が取り組んでいるのは、優先順位の高い順に、データガバナンス、データ
品質、高度な分析機能とビジネスインテリジェンス機能の構築、データインフ
ラストラクチャの改善、AI 機能、データ収益化です。多大な責任範囲をカバー

しています。53% の CDO が目標達成に向けてリソースが十分でないという課
題に直面していると回答していることは、なんら驚くべきことではありません。

CDO が成功するためには、取り組む対象を絞り込み、理想的には当該職務に着
任する前に、取り組むべき最も重要な責任およびイニシアチブについて上級管
理職と話し合いを持つ必要があると、このデータは示していると言えます。

50.97%

69.86%

66.10%

64.04%

47.60%

33.90%

26.37%

22.95%

7.88%

47.73%

42.21%

36.36%

34.09%

22.73%

21.43%

20.78%

18.83%

4.87%

100%50%0%
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データに関する主な責任は依然として分かれ
ている
自社のデータに関して CDO が主要な責任を負っていると考えるのは当然のことですが、問題
は、多くの組織においてそうはなっていないということです (図 4)。自社のデータ管理の責任
を主に負っていると回答したのはわずか 41% で、30% が他の役員と責任を共有していると回
答し、29% がデータの責任については集中型と分散型が混在している状況であると回答して
います。データについて主な責任を担っていると回答した人は、データについての責任を共有
している人よりも、CDO としての役割で多大な成功を収めていると感じる割合が約 10% 高
くなっています。

組織内での全体的なデータ管理と使用について、どの程度の責任を担っていると
思いますか。

当職において主な責任を担っている 40.71%

29.87%

28.90%

5.52%

その他の上級管理職と責任を
共有している

当職に責任が集約しているものと、 
分散しているものがある

当職においてほとんどまたは 
まったく責任を担っていない

50%0%

図 4

41% 
が自社のデータ管理の主な責任者
であると回答
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CDO は自分の役割と価値を伝え
るのに苦労している
この調査において、回答者の 62% が、CDO の役割はその他の C レベ
ルの役割と比べ、社内であまり理解されていないと感じると回答してい
ます。CDO の職務を最初に設置した金融サービス企業出身の CDO で
さえ、その職務が十分に理解されていると感じる人は少ないようです。
これには在職経験が影響しています。在職期間が 6 年以上の CDO は、
CDO としての経歴が短い CDO と比べ、社内で十分に理解されていると
回答する人が多いのです。

CDO は、理解が不十分な職務において成功するために、自らの役割を定
義し、浸透させる必要があります。インタビューでは、コミュニケーショ
ンのスペシャリストを組織に採用したと話す回答者も複数人いました。

デプロイの拡大と R&D の低減
Regions Bank の最高分析およびデータ責任者である Manav Misra 氏
は、担当チームが開発した「データプロダクト」のすべてが正常にデプ
ロイされ、企業にもたらされた価値が慎重に測定されていることを確認
しています。各データプロダクトについて、四半期ごとにビジネス部門
が報告を行う運営委員会があり、Misra 氏のチームはこれに参加します。
最近の上級管理職会議では、Misra 氏の組織は会議とは別にコーナーを
設けるよう依頼されました。そこでは、すべてのデータプロダクトを見せ、
データプロダクトパートナーがプロダクトについての説明を行いました。
Misra 氏によると、これにより、Misra 氏のグループの業務に対する興
味と需要が高まったということです。

“当社には主な事業が 2 つあります。私は CDO に初めて
就任した際、ヒアリングをして回りました。データが見
つからない、データの質が低い、プロダクトの構築速度
が十分でないなど、データについて多くの不満が寄せら
れました。それでも当社で最も確固とした基盤のある事
業部門の責任者は、「当社のシステムは古く、老朽化して
いますが、それでも機能し、やるべきことはできています」
と言うのです。そこで、私は他の主要な事業分野に注力し、
それらの分野でより多くの成長機会の創出を支援するこ
とにしました。その後、その最も確固とした基盤のある
事業部門の従業員は Excel と手間のかかるワークフロー
を好んで利用していることが判明したのですが、この部
門にモダナイズを説得するのは至難の技です。新しいも
のを採用させるのは非常に困難であるため、新しいデー
タおよび分析プラットフォームは、成長志向の事業に導
入しました”

インタビューでは、データの責任は組織上、分かれていることが多く、
一部の部署や部門では独自のデータを分散して管理していることがある
と CDO は答えています。これがフラストレーションの原因となる場合
もありました。最も必要とされ、評価されるデータ管理の領域に注力す
ることに満足している CDO もいます。ある CDO は次のように述べて
います。
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戦略的優先事項と 
イニシアチブ
CDO の優先順位の変化と、2023 年の主要なイニシアチブが明らかに 

成功領域 NO.2
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データガバナンスが CDO の 
最優先事項
CDO にとっての最優先事項がデータガバナンスであることがこの調査で
明らかになりました。CDO の職務における上位 3 つの責任を尋ねたと
ころ、最も高い割合の 44% で「明確かつ効果的なデータガバナンスの
確立」が挙げられています。業務時間の少なくとも 20% を費やしてい
るタスクを挙げるよう聞いたところ、データガバナンスのイニシアチブ
は第 2 位となりました。

ガバナンスは共有責任であり、CDO としての付加価値の実現が難しい領
域であるため、データガバナンスのイニシアチブには、組織全体でより
戦略性を重視した取り組みが必要だと考えます。ガバナンスには、デー
タユーザーの行動を変化させ、事業部門と部署にデータ管理の責任を負
わせることが含まれます。「ガバナンス」という言葉はビジネス側のデー
タユーザーにとっては、興味が沸くものではありません。この用語の使
用を社内で禁止したと述べた CDO もいました。

最先端を行く CDO の中には、ユーザーの行動を変化させるための通常
推奨されるアプローチを取るのではなく、「設計によるガバナンス」を重
視してデータの利用しやすさを向上している場合もあります。CDO が
データガバナンスの取り組みでインパクトを与えるならば、これが最善
策と言えるでしょう。

“多くの企業と同様、データガバナンスの成熟度が高
まるにつれ、利用指向型であることに重点を置くよ
うなっています。現在、従業員のデータ利用を簡単
にするためのイニシアチブが進行中であり、ガバナ
ンスは設計の段階で組み込まれています。「ユーザー
がデータを簡単に利用できるように」、「データ資産
の再利用の推進する」がチームのモットーとなりま
した。データの再利用を促進するため、再利用可能
な内部および外部データを使った社内データマー
ケットを構築することが、私たちのビジョンです。
マーケットのメタデータは、誰がどのような目的で
利用しているかを記載し、ユースケースに機械学習
を適用して、ユーザーにとって最も可能性の高いデー
タを特定します。データの利用体験をよりシンプル
で簡単なものにしてユーザーに提供することを目指
しています”

Charles Schwab、CDAO、Tony Cyriac 氏
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データ駆動型カルチャーの
醸成は依然として CDO の
最重要イニシアチブの 1 つ
調査対象の CDO の重点事項の 1 つが、組織のデータ駆動
型カルチャーへの転換であることは明らかです。CDO がど
のようなイニシアチブに時間を割いているかを尋ねたとこ
ろ、選択された割合が最も高かったのが「データ駆動型カル
チャー促進イニシアチブ」でした。CDO がその職務におい
て直面する課題としては、共通してカルチャーの問題が挙げ
られています (図 5)。62％ の回答者が「組織の行動や姿勢
を変化させることの難しさ」を課題としています。56% は

「データ駆動型カルチャーまたはデータ駆動型の意思決定の
欠如」を選択しています。49% は「データリテラシーまた
は理解の欠如」の課題にぶつかっていると回答しています。

もちろん、データ駆動型カルチャーの要素や変化を測定する
ことは困難であるとはいえ、調査とインタビューの両方で、
ほとんどの CDO が、いずれにせよデータ駆動型カルチャー
に取り組む必要性を感じていました。「リストを上からこな
していくだけ」のデータリテラシープログラムを打開する
必要性を指摘した CDO もいました。Fitch Group の CDO 
である Heidi Lanford 氏はこう説明しています。「データリ
テラシープログラムを受講した人数ではなく、データにつ
いての考え方や言動が変わった人の数が重要なのです」。よ
り広範囲なカルチャー変革イニシアチブを取った CDO もい
ました。

目標を達成するうえで最大の課題となったものは何ですか。
(上位 3 つを選択してください)

職務の定義が不明確

データ駆動型カルチャーまたは 
データ駆動型の意思決定の欠如

急速に変化するテクノロジー

目標達成に向けて 
リソースが十分でない

組織の行動や姿勢を 
変化させることの難しさ

62.13%

55.81%

52.16%

47.18%

27.24%

20.27%

19.27%

15.95%

その他の上級管理職からの
支持の欠如

データリテラシーまたは理解の欠如

100%50%0%

広すぎる職務定義

図 5
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後者の例としては、Eli Lilly & Company の CDAO である Vipin Gopal 氏が、データと分析に
ついてのカルチャーの変革に対する、多面的なアプローチについて次のように説明しています。

“時を経るにつれ、組織のカルチャーの重要性をますます強く考えるように
なりました。データと分析による価値の創出と実現は、企業のどの部分に
も存在する文化に根ざしています。当社では最近、関連するデータ分析の
分野での従業員全員のスキルアップを目指して、Lilly Data & Analytics 
Institute を創設しました。全ユーザーに向けたベーシックコース、そして
次のステップとして、マーケティングや R&D などの業務別プログラムが受
講できます。3 番目のステップでは、従業員がセルフサービス機能を利用で
きるようにしました。最終的に、従業員がデータ駆動型の考え方ができるこ
とが目標です。そのうえで経時的なカルチャーの変化を測定するのですが、
これは確かに困難です。会議の中で、「データではどう示されていますか。
この仮説の裏付けとなるデータはありますか」という質問が出るかどうかを
観察しようとしています。このような質問に皆が答えてくれることで、次回
は準備を整えておこうというモチベーションにつながります。分析チームで
は、より多くの質問が寄せられるかどうかを測定しています。質の良い質問
か。社内でデータ関連の議論が増加しているか。以前は直感で回答していた
質問が、データ駆動型、分析駆動型になったか。変化が起こり始めているの
がわかります”

Eli Lilly & Company、CDAO、Vipin Gopal 氏
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自身の職務における成功を主にどのように定義しますか。

技術的な成果

組織のチェンジマネジメントまたは 
文化的側面の実績

ビジネス目標の達成 41.86%

32.23%

18.60%

5.32%

1.99%重大なデータに関する問題の防止

50%0%

これらの要因の同等の組み合わせ

ビジネス目標に重点を置く CDO が増えるにつれて、中心的な問題は次のようになります。 
ビジネスに価値をもたらすための最善のアプローチとはどのようなものでしょうか。

成果を生み出している CDO は、成功につ
いて、技術的な成果の観点ではなく、ビジ
ネス目標の観点で定義しています
この調査およびインタビューの回答により、CDO は純粋な技術的目標よりも、ビジネス上
の目標の達成に主眼を置いていることが明確に示されました (図 6)。技術的な目標の達成と
いう観点で成功を定義したのは調査対象者の CDO の 5% のみであり、深刻なデータの問題
を阻止したことを挙げたのはわずか 2% に留まりました。一方、42% の回答者は、成功を
達成したビジネス目標の観点から定義しています。19% の回答者は成功について組織のチェ
ンジマネジメントまたは文化的側面の実績を挙げ、32% は達成要因の組み合わせを挙げて
います。主に技術分野での背景を持つ CDO であっても、成功の定義を、技術的な目標の達
成とするより、ビジネスや組織の目標の達成という観点で見る傾向が約 7 倍高いことがわか
りました。

“CDO の役目はサービス組織ではな
く、変革をもたらす組織です”

Walmart、Honeywell、Dun & Bradstreet で 
CDO を歴任し、さまざまな業界における非常に
経験豊富な CDO の 1 人である Bill Groves 氏

が達成したビジネス目標の観点で
成功を定義

図 6

42%

16



価値創出へのアプローチ 
CDO がどのようにビジネス価値の創造を推進し、 
実証することを目指しているかを探ります

成功領域 NO.3
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多くの CDO が組織に価値
をもたらすことに重点を 
置いている
CDO の役割は進化し続けていますが、この調査で明らかに
なった最大の変化は、多くの CDO が自社に対して価値を
創出することに、また場合によっては測定することに、熱
心に取り組んでいるということです。より多くの価値を組
織にもたらすために取り組んでいるイニシアチブを CDO 
に尋ねたところ、ほとんどの CDO が分析と AI を主要な
価値創出メカニズムに挙げていました (図 7)。

多くの CDO が強調したのは、成功すれば自社の業績に大
きな変化をもたらす、少数の重要な分析または AI プロジェ
クトに集中的に取り組むということです。36% の回答者
が、価値の実現に向けて「少数の主要な分析または人工知
能 (AI) のプロジェクトに集中」していると回答していま
す。分析と AI のユースケースの開発を行っている領域で、
データ管理とモダナイゼーションに注力していると回答し
た CDO も何人か見られました。

図 7

次のイニシアチブのうち、CD(A)O として、組織でより多くの価値を創出す
るために取り組んでいるのはどれですか。(上位 3 つを選択してください)

少数の主要な分析または 
人工知能 (AI) のプロジェクトに集中する

分析または AI のユースケース別に 
データインフラストラクチャを改善する

プロダクトマネージャーと協力し、
データプロダクト管理志向を導入する

組織全体で分析または AI 機能を
再利用する

CDO グループの成功を社内で 
積極的に宣伝する

明確なデータガバナンスの責任を 
組織全体で確立する 44.48%

37.79%

35.79%

33.78%

31.10%

30.43%

27.76%

24.41%

19.73%

14.72%

組織全体を代表するデータ、分析、AI の
運営委員会を創設する

従業員向けにデータリテラシー 
トレーニングを開発または提供する

データの収益化

50%0%

各データまたは分析/AI プロジェクトで 
達成した価値を詳細に測定する
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ビジネス価値の創出に向けて CDO 
は、分析、AI、機械学習のプロジェ
クトに重点的に取り組んでいる
比較的高度な分析および AI を採用している企業の CDO であっても、主要な
プロジェクトの完了のみでは十分ではないと強調しています。最終的には CDO 
がインフラストラクチャを構築し、企業全体でデータ、分析、AI の使用を加速
する必要があると感じています。Kroger Co. のデータサイエンス分野の子会社
である 84.51° でデータおよび AI の責任者を務める Todd James 氏は次のよ
うに述べています。

“戦略的なユースケースのセットがあればよいというものでは
ありません。それから生み出されるのは点々としたソリュー
ションのセットです。再利用できる分析機能のセットを持つこ
とで、スケーリングできるようになる必要があります。当社は
その方向に取り組みを開始しています。API を介してアクセス
できる [モジュール型のコンポーネントから構築する] 組み合
わせ可能な分析と AI アプリケーションのセットの構築に取り
組んでいます”

同様に、ある大手銀行のエンタープライズデータおよび機械学習 (ML) の責任
者は、機械学習のスケーリングとインフラストラクチャの開発に重点を置いて
います。インタビューでは、次のように述べています。

“当社は、機械学習を使用して、標準化と自動化の両方を備え
た、誰もが利用できるプラットフォームを目指しています。恣
意的な独自性の根絶、暫定利用の機械学習プラットフォームの
廃止を考えています。機能プラットフォームの構築にも多くの
時間を割いています。この機能ストアには誰もが寄与すること
ができます。リアルタイム分析により機械学習の機能はますま
す複雑化していますが、この機能がどのように作成されたかに
ついての情報を保存し、それをエコシステムのオンデマンドコ
ンポーネントにしています”
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データプロダクトの考え方と戦術の採用
価値の実現の支援として「データプロダクト」のアプローチを採用する CDO の数が増えていま
す。39% が「プロダクトマネージャーと協力し、データプロダクト管理志向を導入する」と回
答しています。データプロダクトマネージャーは、構想からデプロイ、そして継続的なメンテナ
ンスまで、分析または AI イニシアチブのすべての側面を効果的に管理するうえでのサポートを
提供します。プロダクト重視のアプローチでは、データサイエンティスト、データエンジニア、
データプロダクトチームのその他のメンバーが、アルゴリズムをただ構築するのではなく、ビジ
ネスに不可欠なアプリケーション全体をデプロイする際に協力し合うことができます。Regions 
Bank の Manav Misra 氏は、プロダクト重視に確信を持っており、自社のデータプロダクトに
対して、以下の基軸となる原則を適用しています。

• データプロダクトが確実に、ビジネスパートナーにとって重要なビジネス上の優先事項を反映
しており、問題を解決すること。

• データサイエンティスト、データマネージャー、データ視覚化のエキスパート、ユーザーイン
ターフェイスデザイナー、プラットフォームおよびインフラストラクチャ担当者が協力し合い、
中途半端ではない強力なプロダクトを構築すること。

• プロダクト管理およびソフトウェアエンジニアリングの原則をデータサイエンスに適用するこ
と (統計学者の多くはソフトウェアがどのように構築されるかの知識がないため)。

• 常にエンドユーザーを念頭に置き、エンドユーザーにとって最も取り入れやすい、魅力的なプ
ロダクトを開発すること。

• ベースラインのパフォーマンス、プロダクトのインパクト、収益の創出、社内の節約など、 
あらゆる側面を測定すること。

• 成功を収めたプロダクトの成果は公開し、需要を高めること。
 

データの収益化は、価値の実現に向けたアプローチとして明確であるとはいえ、インタビューを
行った複数の CDO は、データの収益化を大規模に行うことは特に困難であると感じています。
調査対象の CDO のうち、収益化を上位 3 つの責任の 1 つに挙げたのはわずか 22% であり、
価値の実現の主要なアプローチとして挙げたのはわずか 14% に留まりました。インタビューし
た CDO の 1 人は、数億の増分収益をすぐに創出できなかったという理由で解雇されています。
収益化の目標を達成することが不可能であったため、CDO を辞任した経験がある方もいました。
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この調査では、CDO はビジネス価値の測定についても重視していることが明ら
かとなっています。CDO は、主要なプロジェクトやデータプロダクトは、ビ
ジネスに対するインパクトの観点から測定されると主張しています。この調査
では、CDO の 29% が「各データまたは分析 /AI プロジェクトで達成した価
値を詳細に測定する」方法を採用していると回答しています。

数人の CDO はインタビューで、採用している測定アプローチについて説明して
います。たとえば、Regions Bank では、CDAO の Manav Misra 氏が「データ
プロダクトパートナー」という役割を新設し、銀行の特定の事業部門およびサ
ポート業務と連携するよう割り当てています。データプロダクトパートナーは、
データプロダクトに関するすべてを測定します。これには、プロダクト導入前
のベースラインパフォーマンス、プロダクトの全体的なインパクト、成果また
は収益の生成、あるいは社内での節約などがあります。データプロダクトパー
トナーは、その成果をビジネス側に宣伝することを奨励されており、Misra 氏

の組織では、全社に配布する社内ニュースレターを四半期ごとに発行して、 
認知度の向上とパートナーシップの需要促進につなげています。Regions Bank 
はここ 3 年半にわたり、プロダクト志向の考え方を取り入れています。これま
でに 10 以上の (8 桁の増分効果を生む) 収益創出およびコスト削減プロダクト
や、社内のサポート機能向けの複数のプロダクトで、多大な成果を上げています。 

CDO によっては、CFO または財務組織からの認証を取得することもありま
す。マーケティングおよびデザインサービス企業である Vista の CDO である 
Sebastian Klapdor 氏も、データプロダクトを強く支持しており、Vista のす
べてのデータプロダクトは四半期ごとに評価を受け、あらゆる財務上の利益に
ついて財務組織からの承認を獲得することにより、そのインパクトを確かなも
のにしています。わずか 2 年間で、Klapdor 氏の CDO 組織は 9,000 万 USD
の増分利益を記録しています。その大部分は毎年繰り返し生み出されます。
2021 年の収益が 15 億 USD の企業にあって、これは驚異的な数字です。

価値と経済的利益の測定

21



CDO を成功に導く 10 の鍵

1. 責任を担当するポートフォリオに分析と AI を追
加する。

2. 「データプロダクト」および「分析/AI」プロダ
クト志向を採用する。

3. 価値の高いユースケースを数件構築し、デプロ
イを成功に繋げ、早期に成功を実証する。

4. 過剰にやりすぎようとしない。分析や AI ソ
リューションの構築など、重要なユースケース
を支援するためにデータ環境をモダナイズする。

5. ウォールドガーデンにせず、データの利用とア
クセスを簡素化することに重点を置き、データ
ガバナンスのイニシアチブから多くの価値を創
出する。

6. 業務および事業部門のオーナーとの協力関係を 
構築する。

7. データ駆動型カルチャーへの移行に向けて、より
広範囲かつ多様なイニシアチブを展開する。

8. 組織に具体的なビジネス価値をもたらすことを 
常に重視する。

9. データイニシアチブの価値とインパクトを測定
し、社内で浸透させる。

10. 時間をかけて、再利用可能なデータセット、デー
タマーケット、分析/AI モデル、機能ストアの 
構築に重点的に取り組む。
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CDO の新たな使命 

データ、分析、AI を活用した 
ビジネス価値の提供
今日の CDO は、データインフラストラクチャとガバナンスのモダナイゼーションおよび改善
に重点的に取り組むか、分析および AI を通じてビジネス価値を提供するかの選択を迫られて
います。本調査結果には、CDO の役割が進化していることが反映されており、ビジネスに直
接的かつ急速なインパクトをもたらすアクティビティを優先する CDO が増えていることが明
らかになっています。

価値の提供と実証に向けて、分析と AI プロジェクトに重点的に取り組む CDO がますます増
えています。CDO は、データインフラストラクチャおよびガバナンスについても対処してい
ますが、それは分析および AI のユースケースに関連しているためです。CDO の職務に関す
るこのアプローチは、今後も続くと予想されます。管理対象および利用対象となるデータは膨
大であるとはいえ、組織のデータは非常に価値の高いビジネス資産となりつつあるため、上級
管理職は、データを管理し、ビジネス上の問題やビジネスチャンスに向けてデータをどう活か
すかということに責任を持たざるを得ない状況となっています。

多くの CDO は、組織にとって明確な価値につながるアクティビティに重点を置かなれば、
CDO の職務はやや曖昧であると認識しています。分析および AI プロジェクトや、データイ
ンフラストラクチャにおける選択的改善に注力することで、CDO の存在を示すことができ、
組織はデータ戦略の投資から多大な利益を得ることができます。革新的なインパクトを生み出
すチャンスは目の前にあります。CDO は、その機会をつかむべきでしょう。

23



Thomas H. Davenport 氏について
Thomas H. Davenport 氏 は、バブソン大学の情報技術および経営学特別教授、オッ
クスフォード大学サイードビジネススクールの客員教授、MIT デジタル経済イニシア
チブのフェローであり、Deloitte の AI プラクティスのシニアアドバイザーを務めて
います。Davenport 氏 は、ベストセラーとなった 2006 年の Harvard Business 
Review の記事 (および 2007 年出版の著書) で「分析力で勝負する」という発想を
説きました。2022 年には、『Working with AI (AI を業務に活用する)』 (The MIT 
Press) と『All in on AI (AI ですべてが決まる)』(Harvard Business Review Press) 
を含め、AI に関する著書を 3 冊出版する予定です。これまでに 20 冊以上の著書を出
版しており、Harvard Business Review、MIT Sloan Management Review など、
その他多くの出版物に掲載された記事は、300 以上にのぼります。Davenport 氏 は、
Forbes、MIT Sloan Management Review、Wall Street Journal にもコラムを寄稿し
ています。Consulting 誌の、世界の「トップ 25 人のコンサルタント」の一人として
選出されたのをはじめ、Optimize 誌の、世界のビジネスおよび技術アナリストのトッ
プ 3、Ziff Davis の IT 業界において影響力のある 100 人、Fortune 誌の、世界のビ
ジネススクールの教授トップ 50 人に選出されています。Davenport 氏 は、教育部門
と技術部門の両方で LinkedIn の Top Voice を務めています。
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Amazon Web Services について
Amazon Web Services (AWS) は、15 年以上にわたって、世界で最も包括的
で広く採用されているクラウドサービスです。AWS は、継続的にそのサービ
スを拡大しており、ほぼすべてのクラウドワークロードをサポートしています。
現在では、27 の地理的リージョンにわたる 87 のアベイラビリティーゾーン
から、コンピューティング、ストレージ、データベース、ネットワーク、分析、
機械学習 (ML) と人工知能 (AI)、モノのインターネット (IoT)、モバイル、セ
キュリティ、ハイブリッド、仮想現実と拡張現実 (VR と AR)、メディア、アプ
リケーション開発、デプロイ、マネジメントの数多くの機能を備えた、200 以
上のサービスを提供しています。さらに、オーストラリア、カナダ、インド、
イスラエル、ニュージーランド、スペイン、スイスで 21 のアベイラビリティー
ゾーンと 7 つの AWS リージョンの追加を発表しています。急速に成長するス
タートアップから最大級のエンタープライズ、および先進的な政府機関に至る
まで、何百万ものお客様が、インフラストラクチャの強化、俊敏性の向上、コ
ストの削減に AWS を利用しています。

組織にはそれぞれ独自のデータソース、さまざまな分析ニーズ、多様なガバナ
ンス要件があります。それは動的なものであり、時間と共に変化します。これ
を支えるには、データの膨大な増加に対応し、現在および今後のユースケース
にフィットできるモダンデータ戦略を採用する必要があります。AWS はあらゆ
るワークロード、全てのタイプのデータ、そして求められるかぎりのビジネス
成果におけるデータジャーニーの最初から最後まで、最も包括的なサービスセッ
トを提供しています。専用サービス、インフラストラクチャとツール、さらに
は専門のサービスとパートナーによる導入サポートにより、AWS はデータか
ら価値を引き出し、それをインサイトに変える最適な場所です。組織のモダン
データ戦略を策定するうえで、AWS がどのように役立つかについての詳細は、
aws.amazon.com/data でご確認ください。

MIT CDOIQ について
Chief Data Officer & Information Quality (CDOIQ) Symposium は、この 
16 年にわたり、最先端のアイデアやコンテンツを数千人もの CDO、データリー
ダー、Ｃ レベルの上級役員に提供しています。このシンポジウムは、世界中の
あらゆる業界における CDO 職の導入を加速する優れた場となっています。あ
らゆる企業において予算、権限、リソースを備えた CDO の任用を促進し、ビッ
グデータおよびデータ駆動型の時代に向けてデータカルチャーを発展させ、高
品質のデータを推進することでデータサイエンティストをサポートすることを 
CDOIQ は目指しています。このビジョンに向けて、同プログラムでは、データ
カルチャーの世界規模での向上に取り組み、データのプロデューサー、管理者、
利用者からの継続的なフィードバックを取り入れた質の高い調査を行っていま
す。CDOIQ は、ステークホルダーの協力により、高度なデータリーダーシップ
プロセスと設計を改善し、研究機会を特定していくという非常に重要なフィー
ドバックのループを提供しています。さらに CDOIQ では、世界中の CDO、デー
タリーダー、シニアエグゼクティブ向けにさまざまな教育イベントを主催しト
レーニングプログラムを提供しています。このようなイベントは、参加者がデー
タ品質の分野におけるソートリーダーやプラクティショナーからの適切なナ
レッジやツールを身に付けることを目的としています。
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