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CIMOとしての洞察力

多くのビジネスがデジタル化へと移行する今日、テクノロジーが戦略に占めるウエイトは増し、自社を
成功に導くには事業や他社とのコラボレーションも再構築する必要性が迫っています。この状況下において、
CIOとCMOの関係性はかつていないほど重要となっています。アバナードの最新レポート
 「ITの限界を超える」 では、テクノロジー関連予算と管理は、従来のIT部門から業務部門に移りつつことが
判明、調査対象となった企業では、テクノロジー関連支出の37%がIT部門以外で管理されているという結果

でした。その一つがマーケティング部門です。

テクノロジーとマーケティングの関係性は密度を増し、ITやマーケティング責任者の役割も変化しています。 
CMOが自社ブランドを管理する業務には、いわゆる「常時接続」されている顧客との多様なインタラクション
を設計することも新たに含まれます。顧客期待に応える努力は、新しい競争力を生むからです。同時にCIOと
しては、重要な革新を起こすテクノロジーを管理する必要があります。
では、誰が顧客中心の革新を推し進めるのでしょうか。

答えは、CMOとCIO両方となります。新しいデジタルの世界で成功するには、マーケティングとITがパート
ナーを組み、共通の視点、すなわちアバナードが「CIMO（チーフ・インフォメーション・マーケティング・オ
フィサー）的思考法」と呼ぶ組織的能力を獲得する必要があります。CMOとCIOには、個々に培ってきた知識
と経験があります。
しかし、CIMOとしての洞察力を得るには、「デジタル時代の統合的ビジョン」の共有が必要となります。
この両分野での組織的能力を獲得することで組織は、デジタルが可能にする優れた体験を顧客及びその他の主要
なユーザーに提供できるのです。

本レポートでは、将来を見据えるIT及びマーケティングのリーダーに対して実施したインタビューを
お伝えします。進化するデジタルの世界における優先順位と責任の変化、彼らの挑戦と顧客サービス向上に
向けたパートナーシップ構築について、示唆に富む内容となっています。

クリス・ミラー
アバナード社CIO

ステラ・ゴーレット
アバナード社CMO

http://www.avanade.com/us/approach/research/Pages/it-without-boundaries.aspx
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各業界のリーダーは、デジタルマーケティングとテクノロジーの現状や、ビジネスに影響を
与える顧客トレンドについて様々な見解を示しました。また、より緊密な協働関係を目指す際に、
各部門が繰り返し直面する課題も指摘しました。各リーダーとの対話から、共通する所見が
複数浮かび上がってきました。

データが競争優位性の鍵
マーケティングとIT部門のリーダーはインタビューにて、データが持つ影響力の拡大、またプラットフォーム統合とト
ラッキング能力の進化が生む価値を認めています。企業が最適なマーケティング・キャンペーンを展開するには、包括
的な顧客視点を理解すると同時に、多様なアナリティクス・適切なテクノロジー活用が必須となります。

細分化される顧客の利用行動
デジタル化に伴い顧客との接点が急増した結果、購買に至る顧客経路の管理・追跡が困難となっています。
アバナード社CMOであるステラ・ゴーレットが強調するのは、法人顧客はベンダーとの交渉前、オンライン上での
リサーチに膨大な時間を費やしているという事実です。従って、ターゲットユーザーに製品をプロモーションするには、
ITとマーケティング両部門で適切にデジタルツールを活用することが極めて重要になっています。

主要な課題︓予算、市場投入に要する時間、セキュリティ、リソース採用等
本レポートで紹介するリーダーによる最大の関心事は、テクノロジー関連予算とシャドーITの拡大、
相関するセキュリティとコンプライアンス、市場投入に要する時間、ITリソースの採用に集中しています。
このような課題に取り組むため、インダストリーアナリストのマイケル・クリグスマンはコミュニケーションに

優先順位を付けること、また信頼関係を構築することやコラボ型アプローチを採用することが重要だと語っています。

エグゼクティブサマリ
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テクノロジーの優先順位を変える
CMOがテクノロジーに求めるものは、ビジネス目標を達成し、顧客満足につながる革新的なインタラクション創出への支援です。
一方でCIOがテクノロジーに求める優先順位は、セキュリティとコスト効果に集中しました。
これでは「両者の協力関係は断絶し、異なる目的地へ向かっていくことになる」、とアクサルタのITリード、アンソニー・ワンは
指摘します。

マーケティングとIT両方のスキルセットを持つ人材が鍵
アバナードとエクスぺディアは実際に、両分野のスキルセットと幅広い知見を有する「通訳者」的な人材を採用しました。
この結果、プロジェクト内で非常に一貫した方向性が生まれました。
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分析の重要性を理解する

アマン・ブータニ  
シニアバイスプレジデント
エクスペディア社 エクスペディア　ワールドワイド　エンジニアリング

エクスペディアは、Expedia.comやHotels.com等のオンライントラベル
ブランドの親会社です

マーケティングリードがあるテクノロジーを
運用している場合、それはテクノロジー
リードが運用するより効率的だからでしょう。
このようなテクノロジーをマーケティングが
利用するのは必ずしも希望したためではなく、
結果を出すために必要だったからです。

テクノロジーリードは、IT部門が最高の技術
レベルを持っており、マーケティングとテク
ノロジー両方を理解する人材を採用する必要
があります。これが実現すれば、
マーケットリードが自らテクノロジーを運用
しようとは思わないでしょう。
その業務に携わらなくても、より良い成果が
実現すると思うからです。

マーケティング業務には、より高度な
テクニカルかつデータ志向が求められていま
す。従って、マーケッターは科学的なアプ
ローチをより活用すべきです。仮説を立て、
データを観察・検証した上で、それが示唆す
ることを実行するのです。このアプローチは
過去200年に渡って、人類に急速な進歩を
もたらした手法と同様のものです。
物事は日々計測可能性を増し、増大する
活動に対する科学的アプローチの適用も
一層容易になっています。

この恩恵をマーケティングは大きく受けてお
り、今日では「変数チャネル」と呼ばれる分
野へと成熟しています。例えば10年前には、
多くの企業のマーケティング支出にここまで
インターネット広告費が占めるとは、信じる
人は殆どいませんでした。数値とは、以前は
不可能と考えられていたレベルまで

CMOが貴方のように考えるために何か
アドバイスはありますか。

エクスペディアにおけるITと
マーケティングの関係はどのような
ものですか。

ビジネス目標の達成に向けて、
マーケティングとITの一体化をどのように
実現しますか。

数年前まで、エクスペディアの
マーケティング部門は、IT部門と完全に
分離していました。
当時、マーケティング部門が活用する
テクノロジーはマーケティングチームが
所有・運用するものに限定されていました。
私は現在のIT部門に4年間所属し、徐々に
マーケティング部門の信頼を勝ち得てきまし
た。彼らには入手困難な人材と組織的能力の
確保が、我々には可能であると
認識されたのです。

当社には二つのマーケティング組織が
存在します。全てのチャネルを指揮する
「グローバル・マーケティング」と、
ブランド、PR、商品化計画を指揮する
「グローバル・リテール」です。
グローバル・マーケティングリードの
リーダーシップチームに私への報告を
担当する者がおり、グローバル
マーケティング組織と密接につながっていま
す。同様にチームのシニアディレクターは、
リテールリードと密接なつながりを
持っています。

我々は常に、実力のあるテクノロジーリードに
権限を与え、彼らを組織の一員として
定着させてきました。これは、リテール、
マーケティング、プロダクト開発部門でも
変わりません。マーケティングリード、
プロダクトリード、リテール及び
コマーシャルリードが存在しますが、
ビジネスは全員で取り組むものです。
我々IT部門の人間も、ビジネスを自分事と
捉えることが必要です。

計測可能です。マーケティング部門の
責任者は、創造性とコンテンツの重要性を常に
理解しておく必要があります。しかし、
アナリティクスの理解とデータに基づいた
意思決定も必須なのです。理解できなければ、
納得するまで掘り下げる必要があります。

多くの組織においてIT部門はコストセンター、
マーケティング部門は収益センターと
考えられています。シニアITリーダーに
求められるのは効率性向上であり、
シニアマーケティングリーダーに求められるのは
不断の成長です。成長を実現する部門は、
コストよりもスピードを重視します。
10回挑戦して8回失敗するかもしれませんが、
2回成功すれば成功です。というのも、それが
組織目標に適っているからであり、他の8回で
お金を失うことを気にしません。

企業は考え方を変え、テクノロジーが大きな
競争優位性となり得ることを理解すべきです。
成長と効率性は車の両輪です。経営者は
テクノロジー部門が効率を、マーケティング
部門が成長を追求するよう、注視する必要が
あります。
私はCEOへ直接のレポートラインを持ち、
「テクノロジーを効率性と成長のモデルの
中心に据える必要がある。」と容易に進言する
ことができます。
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“マーケティング部門の責任者は、
創造性が重要だということを常に
理解する必要があります。
しかし、アナリティクスに対する
理解も必要です。”



7

長期に渡る顧客体験への取り組み

マイクロソフトは、「モバイル・ファースト、クラウド・ファースト」の
世界に生産性とプラットフォームを提供する企業です

貴社におけるITとマーケティングの関係を
教えて下さい。

ITとマーケティング部門は、顧客により良い
サービスを提供するために、デジタル
マーケティングにおけるプロセスをどのように
進化させればよいでしょうか。

どのようにしてプロセス移行を
実現しますか。

商品のセールスポイントを顧客に正しく
伝えるために、データとそこから導き出された
洞察をどのように活用していますか。

当社は特殊なケースと言っていいでしょう。
というのも、IT部門が2つの役割を担っている
からです。まず従来通りのIT部門として
システム、ツール、インフラ実装を行います。
一方でマーケティング組織として、当社の
テクノロジー実装をリードします。
IT部門とは、法人顧客の意見を代弁する
部門なのです（私は法人取引を仕事に
しています）。顧客と近い立場にいることで、
我々が重要なインプットを得ていることは
間違いありません。

私は2つの業務を担当しています。1つは外部
向けの活動となり、CIOやIT部門と共に当社の
デジタル活動を推進します。そこでのIT部門は
深い洞察力を提示してソリューションを
提供する「実践的先駆者」であり、イベント企
画やデジタルマーケティング活動を
推進します。もう一つの業務は、社内向けの
マーケティング活動を管理することです。
例えば社内で実装しているシステムについては
社内でコミュニケーションをとり、
ITとマーケティング部門間を仲介するような
役割を担っています。

我々はITソリューションを販売しています。
従って、他社のマーケティング部門よりも、
IT部門に対して共感を抱いていると思います。
同時に、顧客に対して継続的に優れた商品を
提供していくために、まず最初に自社の
テクノロジーを使用しています。

マーケティング部門としての選択肢は3つ
あります。1つには、IT部門と関わることなく、
社外調達によって独自にITを実装することです。
現在ではクラウドの利用によって可能ですが、
これは企業にとって決して良いことではなく、
データを孤立させることになります。
2つ目に、従来のペースでIT部門に関わる
ことです。しかし、概してIT部門の対応は遅く、
効率的ではないでしょう。3番目の選択肢は、
革新的な組織で見られるように、
ITとマーケティングのプロセスを分けない
やり方です。

従来であれば、キャンペーン、アプローチ、
顧客体験等を定義するマーケティングチームが
存在し、顔の見えないIT部門にその課題を
丸投げし、受け取ったIT部門は独自の解釈で
何かしらを実装するといったやり方を
していました。現在、革新的な企業は
顧客体験を定義する合同ミーティングを開き、
その実現に向けて適切なITプロセス、ツール、
テクノロジーを実装します。デジタル化が
進展している企業の場合、最も効果的な
顧客体験を提供するには、バックオフィス
システムと顧客データへのアクセスが
不可欠でしょう。従って、マーケティングと
IT部門が顧客体験を定義するための単一の
アプローチで協働し、テクノロジーの
観点からそれらを実装することが最善の
結果をもたらします。

マインドセットとカルチャーを変える必要が
あります。マーケティング部門がIT部門に
期待するのは、エンドツーエンドの
顧客体験とその速やかな改善に関して、
マーケッターが使用する言葉で考える
ことです。これまでマーケティング部門の
各担当者は、先にそして早く失敗し、
新しいことに挑戦するよう育てられてきました。
しかしその結果、データが至る所に散在し、
組織の内外に多数の異なるシステムが
構築される状況を生み出してしまいました。
一方、IT部門がやりたくでも出来なかった
ことは失敗です。というのも、セキュリティ、
プラットフォーム、プライバシーの問題が
複雑に絡み合っているため、IT部門は失敗が
一切許されなかったからです。
マーケティング部門はIT部門と共に歩み、
長期に渡る顧客体験を提供していくために、
長期に渡って利用可能な適切なツールと
プロセスを正しく実装していく必要があります。

当社はソフトウェア企業から、モバイル志向、
クラウド志向の世界に生産性及び
プラットフォームを提供する企業へと
移行しています。そのため、顧客とやり取りする
方法及び今後当社が保有すべきデータの特性が
変化してきています。

リッチ・レイノルド
マイクロソフト社　エンタープライズパートナーグループ
チーフストラテジー＆マーケティングオフィサー
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マーケティング部門の人間としては、
「マイクロソフトの総力を挙げて、顧客の
デジタル体験を非の打ちどころのない
魅力的なものにしたい。」と考えています。
また、IT部門に期待するのは、成熟した
顧客理解と、コンテキストベースのより
豊富な顧客情報の獲得です。
これはクラウドの利用によって随分容易に
なるでしょう。というのは、顧客の
利用情報が入手可能になるからです。
サイト上で誰とも交わらずに、例えば
ビジネスインテリジェンスのような孤立した
活動を行っている顧客がいたとします。
もしも我々が、プロダクト及び
テクノロジーの観点から顧客の利用目的を
割り出し、顧客体験に組み込むことが
できれば、それは一層パワフルな
体験となるでしょう。

“我々はITソリューションを
販売しています。従って、他社の
マーケティング部門よりもIT部門に
対して共感を抱いていると思います。”
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必要なツールは全て利用する

アバナードは、マイクロソフトのテクノロジーにフォーカスした
ビジネステクノロジーソリューション、クラウド、マネージドサービスのプロバイダーです

マーケティングとITのチームはどのように
コラボレーションを図っていますか。

マーケティング部門は、どのようにして
顧客を統合的に捉えるのですか。

顧客の利用行動が細分化する中で、
一貫した顧客体験を提供するのはどの
くらい難しいことなのでしょうか。

ビジネスのデジタル化を進めるに従い、
マーケティングと当社の市場における行動が
変化してきています。そのため、私が
約2年前にアバナードに入社した際、最も
優先順位の高い仕事はデジタル
マーケティングの組織的能力の強化でした。それ
により、顧客体験の向上及び複数ある
顧客接点の統合を目指したのです。

我々はウェブサイトを一層インタラクティブで
カスタム可能なものに変え、
マーケティング効果を上げる自動化システムを
実装しました。この経験を通じてIT部門との
関係が非常に重要であることを理解し、
アバナードのCIOクリスミラー（インタビュー
は19ページに掲載）と彼のチームとは
信じられないくらい緊密に協働しています。

この協力関係が効果を発揮するためには、
マーケティングとITがお互いを理解し、
ビジネスのゴールと目標を共有する必要が
あります。相互理解のために私が最初に
登用した人材は、テクノロジーに習熟した
デジタルマーケティングの専門家でした。
クリスもIT部門において、
マーケティング部門と協働するビジネス
アナリストを採用しました。そのアナリストは
テクノロジーに強く、マーケティングを
よく理解し、経験も豊富です。
また、マーケティング自動化ツールに対する
デューディリジェンスの実施に当たって
多数の仕事をこなすべく、IT部門と
パートナーを組みました。クリスの部下である
ビジネスアナリストは、マーケティングと
ITの両部門が相互に求めるものを通訳して
伝える能力を持っていました。

デジタルチャネル全域に渡る顧客体験の
向上は、当社の広範なビジネス目標の達成の
ためには不可欠であり、マーケティングと
ITが等しく権限を与えられる領域でもあります。
マーケティング自動化ツールを実装後、
第二のステップは、それをCRMシステムと
統合することでした。マイクロソフトの
Dynamicsを用いた効果的なCRMシステムの
実装は、アバナードの最大のサービス領域の
一つです。従って、社内にも同様の
ソリューションを実装することで、機能と
ビジネスインパクトの最大化を実現しました。

CRMシステムの機能を十分に活用している
企業は僅かです。殆どの場合、報告業務に
使用した後、顧客理解を支援可能な多くの
データを無駄にしています。
マーケティング部門は、統合マーケティング
ツールを用いることで、顧客との
インタラクションに関する多数のデータを
利用することが可能です。それにより、営業
及び他の分野でCRMツールのフル活用が進み、
最終的には顧客体験の向上をもたらすことが
期待出来ます。

ツールの実装は比較的容易ですが、従業員が
使いこなすのは容易ではありません。
ツールが提供する顧客情報が成績向上に
役立つことを営業担当者が理解して初めて、
ツールを積極的に活用し始めるのです。
例えば、営業担当者がCRMシステムにログイ
ンして、自分が担当する顧客が最近ウェブサイ
トを訪れ、先駆的実践者の活動に関する記事を
読み、数か月前にイベントに参加したことを知
れば、それは営業担当者にとって大きな強みと
なります。

当社の調査では、顧客の利用行動は最早横並び
ではないという結果が出ています。
ビジネス顧客は販売店を訪れる前に、例えば
コミュニティやウェブサイトを使った調査に
時間を費やしています。ITとマーケティング
両部門がその事実を認識し、必要なデジタル
ツールは全て使用することが重要です。
我々は購買者がいるところへ出向いて
コンテンツ提供と啓発活動を行い、議論を始め
る必要があります。昨今はB2B企業に対して
も、全てのチャネルで強力かつ一貫したユー
ザー・エクスペリエンスの提供が重要です。こ
れは顧客がリアルにその場にいても、
ソーシャルメディア上にいても同じことです。

当社にはアバナード エクスペリエンス デザイ
ン（XD）と呼ぶ設計チームがあり、デジタル
マーケティングのユーザー・エクスペリエンス
に関する全てを取り扱っています。
また、バックエンドには専門技術者がいます。
従って、デザイン及びそれを現実化する
技術を用いて、特別な顧客体験を提供すること
が可能です。

現在、あらゆる企業が考慮すべきもう一つの
事は、モバイル上でブランドを体験し、或いは
ブランドとインタラクションする人々が
増加していることです。
顧客は自宅にいても移動中であっても、検索や
購入に際して同等のアクセスと機能を
要求します。

ステラ・ゴーレット
チーフ マーケティング オフィサー
アバナード
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当社はデルタ航空を支援して、機内での
顧客体験向上を目的としたモバイル
プラットフォームの実装を行いました。
そのソリューションはほぼリアルタイムで
クレジットカード処理を実行するもので、
機内販売での商品購入、電子メールで送信可能な
便利な電子レシートの発行、顧客のモバイル
デバイス上に表示されるクーポンの読み込みが
可能です。現在、同じ設計チームが当社の
ウェブサイトのリニューアルを実施中であり、
その優れたユーザー体験を自社の顧客に
提供するために、マーケティングとITの
両部門と協働しています。

“顧客の利用行動は
最早横並びではありません。
ITとマーケティングの
両部門がそのことを認識し、
必要なデジタルツールは
全て使用することが
重要です。”
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デジタルマーケティングにおける展望
マイケル・クリグスマン
インダストリーアナリスト兼共同創設者
CxOTalk 社

CxOTalk では、エグゼクティブ、作家、投資家、アナリストが一堂に会して、
エンタープライズビジネスとテクノロジーの変革を議論しています

デジタルマーケティングはどのように
進化していますか。

こうした進化は、CIOと CMOの役割を
どのように変えていますか。

コラボレーションに関してCMOと CIOは
どのような課題を抱えていますか。

CMOと CIOがより良い協業を実現する
ために、考え方の変化とそこから得る
気づきの重要性についてお聞かせ下さい。

今後数年間においてCMOと CIOの役割は
どのように展開するとお考えですが。

従来のマーケティングは、
ブランディングと告知を活動の主軸に
してきました。企業はブランドを
開発し、そこに込める想いをメッセージにし、
テレビや雑誌の広告を通じて告知しました。
しかしインターネットの登場に伴い、
企業から独立したコミュニティの形成が
始まりました。こうしたサテライト
コミュニティ、例えばフォーラム、
ディスカッショングループ、ツイッター
等でのコミュニケーションは、伝達が
早く透明性の高いものです。

結果として、消費者の発言力が高まっています。
利用可能なデータの増加により、企業は
こうしたコミュニティに接触する能力を
獲得しました。そしてこれらコミュニティは、
内部で議論し、自分が好む方法で企業と
つながる能力を手に入れました。

マーケッターの役割は変化してきています。
彼らはブランドの世話役兼コミュニケーターで
あるだけでなく、現在ではインタラクションと
計測の世話役でもあります。現在、
マーケッターが顧客行動をより良く理解する
ためにアナリティクスとデータを利用しようと
する場合、テクノロジーについても高度な
知識が必要です。

このことは、長年バックエンドシステムの
管理をしてきた IT部門にとってプレッシャーと
なっています。

IT部門の役割は、マシンの世話役から、
フロントオフィスへ有用かつ有益な
サービスを提供する役割へと変化しました。
この変化は大きく、IT部門は現在も
奮闘している最中です。

CMOは、顧客行動を理解し計測するため、
テクノロジーの利用に精通することが
求められる時代になりました。
そのためCIOは、CMOのニーズにきめ細かく
対応する態勢を整えておく必要があります。
期待は以前にも増して高まっています。
ここで問題となるのが、IT部門とは別に、
マーケティング部門が独自にテクノロジー
支出を行っていることによる予算の
拡大であり、これによってCMOの管理権限が
増大していることです。

すなわちマーケティング等の部門が、
IT部門の支援なく、自らの予算で技術者を
採用し、或いはソフトウェアとシステムを購
入する現象が拡大していると考えられます。

コミュニケーションの質を上げることが重要です。
両部門がチームを組んで協働の効率を上げる
ことは人生をより良いものにすることにつながる、
という理解から始める必要があります。
CIOは、マーケティングの担当者が
「我々はもっと違うものを求めて IT部門の元へ
来ました。」と語る場合、満たすべきギャップの
存在を IT部門に知らせるシグナルと捉える
べきなのです。

最も先進的なCIOは、「シャドー ITは一定の
枠内に留まるのであれば良いことだ。」と
語っています。しかし、セキュリティが適正に
確保されている必要があり、また、CMOが
企業システムとの統合を必要としている時に
は話し合う必要があります。
一方、「シャドー ITは本当に良くないことだ。」
という極端な見解を持つCIOもいます。
それは対立的な考え方であり、協力的では
ありません。共に働くことに注力すべきです。

IT部門の外部でテクノロジー支出の金額が
増大し、CMOの役割はますますデジタル的
（デジタルの活用を前提としたもの）になる
でしょう。

CMOは様々なマーケティングキャンペーンを
実行しようとしており、テクノロジーの支援を
受けて、可能な限り効果的なキャンペーンを
迅速に実行することを目指しています。
一方CIOはそれとは異なり、組織に対して、
効率的かつ安全で、コスト効果の高い方法で
テクノロジーを提供することを
目標としています。

そのため、CMOの目標と CIOの目標の間には、
溝の深い構造的な緊張が生じます。
CMOは、IT 部門のことを、鈍重で、非効率で、
やる気がないと見ています。一方CIOは、
マーケティング部門のことを、気難しく、
無分別で、企業を過度のリスクに晒しかねない
集団と見ています。だからこそ、
シャドー IT、
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多くの企業が、デジタル変革をデジタル
マーケティングと同等視し、多くのCIOも
同様の見方をしています。
しかし、デジタル変革はマーケティングだけ
ではなく、オペレーションにも影響します。
CMOはデジタル変革に際して、オペレーションと
企業のビジネスモデルの両面で、
マーケティングの外の世界を見る資質と能力の
有無を試されます。あなたの会社のCMOは、
自分の領域の外へ出て行く能力を持っていますか。
その力を持たなければ、将来取り残される危険を
抱えることになります。

CIOはある意味で、CMOと全く同じ課題に
直面しています。すなわち、自分の領域外も含め、
ビジネス全体に渡って進行しているものを
理解する必要があるのです。
つまり、より効果を発揮し、より高い価値を
提供して会社に貢献する余地が
あるということです。

“両部門が同じ
チームであること。
この理解から
スタートする必要が
あります。”
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アクサルタが 2013 年にデュポンから
分離した時、マネージメントチームは、
地域市場に一層注力することを決めました。
グローバルチームの人員を削減し、
地域 ITチームを独立させるために、IT部門を
再設計したのです。その結果、グローバル
対地域の人材比率は、70対 30から
30対 70に変わりました。

従来、ITは全部門が共有するサービスでした。
そのため、特定のビジネスユニットに対する
サポートはそれほど強くありませんでした。
結果として、マーケティングチームは自前の
リソースを構築し、直接 ITベンダーと連絡を
取るようになりました。しかし現在、
その構造は変化し、各地域の ITチームが
強化され、マーケティングチームとの協働に
より大きな影響力を持つようになりました。

しかしながら、当社の IT部門は依然として
自分達の足元を見ており、ビジネスよりも
技術に注力する傾向があります。IT部門は
マーケティングチームの求めにいつも
応じられるとは限りません。

それは多くのケースで、ITチームのメンバーが、
ビジネス、ゴール、そしてその裏にある価値を
十分に理解していないからです。
同様にマーケティングチームは、新しい IT
ツールの価値を十分に理解しているとは
限りません。
そこにギャップが生じているのです。

アクサルタアジアパシフィックには
マーケティングディレクターがいて、他の
地域にもマーケティング責任者が
配属されています。また、アジアパシフィック
地域の IT組織内には、CRMシステムの
ローンチ等の共同イニシアチブについて
マーケティングチームと連絡を取り合う
マーケティング及びセールス ITリーダーが
存在します。ビジネスオーナーは
マーケティングですが、製品管理と
コンサルティングを提供するのは
ITチームです。

モバイル機能は、将来的に当社のセールス及び
マーケティングチームにとって非常に重要な
ものとなるでしょう。しかし現状は、
そこに至る非常に初期の段階にあります。

IT部門は、セールスとテクニカルサービスを
含む全顧客対応チームに対してモバイル
ワーキング環境を提供するよう
求められています。

個人的なレベルでは、私は、マーケティング
チームのニーズ及び協業中のプロジェクトを
テーマに、マーケティングディレクターと
2週間毎にミーティングを行っています。
また、技術的な観点からマーケティング
チームが必要とするものについてより多くを
学ぶため、ITチームのメンバーが
マーケティングチームと定期的に
コミュニケーションを図るよう奨励しています。
マーケティングリーダーと ITリーダーの
両者は、同じ地域の上司に報告しますので、
殆どのケースで我々のゴールは
一体化されています。

私は、例えば、より革新的な ITツールの
活用方法やベンダーの選択方法について、
たとえマーケティングリーダーが最終的な
意思決定者であったとしてもアドバイス
を行います。

貴社におけるITとマーケティングの関係に
ついてお聞かせ下さい。

どのようなプロジェックトでマーケティングと
協働するのですか。

シニアマーケッターがあなたのように
考えるために、アドバイスをお願いします。

“ITチームは、マーケティングチームの
KPIとコンピテンシーに即したより多くの分析を
提供するために、マーケティングチームと
協働する必要があります。”

一体化とコミュニケーションが鍵

アクサルタは、液体及びパウダー状の塗料を開発、製造、販売する企業です

アンソニー・ワン
ITリーダー、アジアパシフィック
アクサルタ社
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マーケティングチームは時折、レガシーな
ベンダーとの間に問題を起こすことがあります。
支援を求められれば、ITチームはレガシー
ベンダーと交渉し、マーケティングと協力して
他ベンダーへの変更を行います。

当社にとって顧客体験は非常に重要です。
というのは、当社ビジネスにおいては長期の
関係を構築する必要があるからであり、
一回限りの販売ではないからです。
ユーザー体験に関して、マーケティングと
ITチームは、ディストリビューターと
自動車整備工場を含む顧客向けに色に
関するデータベースを開発しました。
顧客がウェブサイトにログインし、車、例えば
BMWを探し、希望のモデルと色を検索します。
サイト上で色の規格を直接入手できるため、
顧客ニーズに合った色を見出すことが簡単に
出来ます。当社はまた、自動車整備工場を
選択するための管理システムも開発しました。

ITチームは、マーケティングチームの
KPI とコンピテンシーに即したより多くの
分析を提供するために、
マーケティングチームと協働する必要が
あります。

顧客体験を最大化するため、
ITとマーケティングはどのように協働しますか。

ITとマーケティングの一体化を促進するために
推奨したいことはありますか。
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全ての部署を統合していく
カリー・フォーブス（エグゼクティブバイスプレジデント、マーケティング）
スティーブ・ジョンソン（シニアバイスプレジデント兼CIO）
ジェイソン・グッドマン（バイスプレジデント、ビジネスデベロップメント）
マットレスファーム社

マットレスファームは、
眠りに関するソリューションを提供する米国のリテーラーです

マーケティング、ITサービス、
Eコマースチームが、戦略から実行に至るまで
一体化されていることが極めて重要です。
全ての産業でテクノロジー環境が急速に
変化していることに加えて、マットレス
ファームは急激な成長の途上にあるため、
全ての部署が統合されている必要があります。
連携を高めるため、主要な全運用領域において
COOへの報告を行い、複数ある前線での
活動を調整するために毎週スタッフ
セッションを開いています。
定例コミュニケーションに加え、より形式的な
プロセスを組み込んでいます。部署横断型の
運営委員会が、企業全体に影響を与える
大規模なプログラムの承認と優先順位付けを
行います。そのレベルの厳格な管理を
必要としない活動については、最もコスト
効果が高くて実装が容易なソリューションの
選定を各部門が協力して進めます。

全部門が定例コミュニケーションを行っており、
特定のチームがビジネスニーズを元に更なる
コラボレーションを図っています。
当社ウェブサイトに関しては、マーケティング、
Eコマース、ITサービスの各チームが異なる
領域を改善するために連携して働いています。
マーケティングチームは、自社の
ブランドイメージに関して、企業としての
全体的な方向性を定め、製品とサービスへの
認知を高めて、店舗へのトラフィックの
増加を目指しています。

Eコマースチームは、自社のインターネット
サイトを担当し、ウェブサイトへの
トラフィックの促進と共に、顧客がウェブ上で
入手可能な製品ポートフォリオの管理を
担当しています。ITサービスチームは、全ての
基礎となる技術の運用を担い、ビジネス
ニーズに合った最もコスト効果の高い
テクノロジーの選択を支援します。

ほぼ全ての顧客とのインタラクションは、
データマイニングと価値ある洞察を
もたらします。マーケティングキャンペーンの
効果を確認するために、複数の技術を
利用します。ビジネスインテリジェンス、
店舗内追跡デバイス、仮想識別等の技術を
含みますが、それらに限定されません。
オンラインキャンペーンもあれば、店頭で
購入する顧客のデータマイニングもある
といった機能横断的な作業です。ITサービスは、
こうしたツールのサポートを行っており、
内部開発とメンテナンスに対する
アウトソーシングを含む最もコスト効果の高い
ソリューションを見極めるために、チームと
緊密に働いています。

顧客接点の増加により、消費者の行動を元にター
ゲティングを図る能力が強化されました。

マーケティングとEコマースチームは、
企業に関与しようとする消費者に一層注力した
り、より多くの時間を必要とする消費者を啓発
したりすることが可能になります。
テクノロジーソリューションの構築を続けるこ
とで、一層ターゲットを
絞り込んだ活動が可能になります。
また、ターゲット顧客に対して最も効果的な
メッセージとメディアを識別することが可能に
なるだけでなく、顧客体験の向上を実現し、
購買を促進します。

顧客体験は当社のビジネスにとって、最も
重要なものの一つです。当社は、顧客獲得と
その維持を目的に創立されました。これは、
全ての顧客接点を通じてポジティブな体験を
提供することによってのみ達成可能です。
最高のユーザー体験を実現するには、最適な
テクノロジーの選択が不可欠です。市場には、
異なるユーザー体験を提供する多数のツールが
存在します。

当社は、まずは顧客に注力するテクノロジー
ソリューションにアプローチしています。
顧客は、店頭に来る顧客かも知れませんし、
或いは社内チームを訪れる顧客であるかも
知れません。最近のEコマース活動において、
各チームは、全体的なテクノロジースタックにも
対応する、プロダクトポートフォリオの管理を
簡素化するツールの選択のために協働しました。
ITサービス要件に合致し、機能や全体的な体験に
おいて妥協することのないソリューションを
選択しました。

貴社のマーケティングとITはどのような

この二つの部門が最も協業を必要とする
領域を教えて下さい。

貴社が顧客データから抽出する洞察には
どのような価値がありますか。

最適なテクノロジーを用いて最高のユーザー
体験を実現するために、どのようなことを
行っていますか。

顧客との接点の急増は、購買経路の追跡能力に
どのような影響を与えていますか。

組織構成になっていますか。
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Karrie Forbes Jason Goodman

Steve Johnson

“顧客体験は当社ビジネスにとって、
最も重要なものの一つです。”

多くの企業にとって、将来の成功の大部分が
マーケティングと IT サービスの一体化に
かかっています。というのは、リアルタイム情報、
顧客に関する共通の洞察、先進的な技術支援が、
企業の前進を可能にするからです。成功実現のため、
我々は以下のことを提案します。

1) マーケティングと IT サービスのエグゼクティブは
定期的にコミュニケーションとミーティングを開催する。

2) 全部門が確実に、真のビジネスニーズと成功の
意味を理解する。

3) より広範かつ綿密な調査を必要とする場合、及び
チームが協業することで迅速な行動と実行が可能な場合の
標準化された手順を設定する。

マーケティングとIT部門をより良く一体化させる
方法について、何かアドバイスはありますか。
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優先順位を共同で定義する

ジャンニ・ペルニセニ
バイスプレジデント、 Eビジネス 直販＆ディストリビューション
メリディアナ社

メリディアナは、イタリアの民間航空会社です

CIOとの関係はどのようなものですか。 あなたの優先順位とCIOの優先順位に
異なるところはありますか。

顧客を統合的に見ることがどのように
重要なのでしょうか。

ITチームとの協業にはどのような課題が
ありますか。

同社の CIO とは、ユーザビリティに関する
プラットフォーム開発、新製品、E コマース
関連、グーグル等の外部サプライヤーを利用し
たトラッキングについて緊密に協働していま
す。
私は営業的な観点から、マーケティングと
テクノロジー開発の全てについて、CIOと
対話しています。我々がいつも一緒に長い
時間を過ごしているので、カップルだと
ジョークを言う同僚もいます。

メリディアナの ITプラットフォームは、
その大部分が社内で開発されています。
従って、お互いに声を掛け合い、優先順位の
決定が可能であることは極めて重要です。
営業活動は、時に運用上の活動よりも
後回しにされます。上層部が優先付け
するのですが、私とCIO、そして我々の
チームは非常によく協働していると
感じています。

CIOは、私が彼のチームに仕事を依頼する
ことを気にしていません。我々はお互いを
完全に信頼し合っています。我々は実際に
結果を出しており、直接販売とデジタル
販売を開発し、年間を通じて追跡しています。

私が 8年前にこの部署へ来た時、直販比率は
数量ベースで全体の 10%でしたが、現在は
65%を超えています。

私は、一定期間内に市場へ製品を投入する
必要がある時は、投入までの時間について
本当に厳しくプッシュします。しかしながら、
テクノロジー開発の観点から見れば
100%完了していない可能性があります。
IT部門は時折、完璧を期すため期限の延長を
求めることがあります。我々は季節性の
フライト商品に注力しているので、的確な
時期に市場で受け入れられる商品を揃えている
ことが非常に重要です。当社の商品供給の
約 60%は夏場向けで、冬場向けは
減少しています。

私は、特定の製品について、今後数週間の間に
微調整は可能であるが、今が宣伝と販売の
タイミングであることを CIOに理解させ
ようと努めます。しかし同時に、
テクノロジーの限界と複雑さにも気付く
必要があります。この問題を共に議論する
ことで、なぜ我々がいつも必要な時に
製品化することが出来ず、もう少し待つか、
或いは何か違ったことをする必要があるのかを
理解することが出来ます。

データは現在、当社にとって最も重要な
ものです。顧客を理解し、メリディアナへの
エンゲージメントを把握することは極めて
重要です。我々が共に取り組んでいることで
あり、IT部門が追跡を、マーケティング部門が
より良いプラットフォーム統合を進めています。

当社では、販売と顧客エンゲージメントに関する
データの両方を利用可能なツールを使っています。

これは、購入に至る各段階で顧客に提供すべき
ものをより深く理解するためです。
それは、販売が成立した段階かも知れませんし、
或いはプロダクト体験の最中、例えば飛行場に
いたり、フライト中であったり、到着時で
あるかも知れません。

顧客との様々な接点から得た全ての
顧客データを統合する優れたソリューションを
構築するために、今年の夏に CRMシステムを
導入しました。また、デジタル
プラットフォームを展開するために、CMSの
実装を予定しています。結果として、
プロダクトプッシュをより良く理解することが
出来ます。IT部門は、データの理解及び
マーケティングが注力すべき場所の特定を
支援するビジネスインテリジェンスプラット
フォームも作成しました。

リソースの確保です。データから有意な洞察を
見出す人材の確保という問題にしばしば
直面します。ITチーム内には、主に
営業チームを支援する人材がいます。
しかし彼らは他のプロジェクトへ移動する
ことがあります。従って、アウトソースの
誘惑に駆られることもありますが、それは
社内に適格な人材がいないという理由ではなく、
社内で実行するためにはリソースの割り当てを
待つ必要があるからです。
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“データは現在、当社にとって最も重要なものです。
顧客を理解し、メリディアナへのエンゲージメントを
把握することは極めて重要です。”
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私が 4 年半前にアバナードへ入社した時は、
デジタルマーケティングの新しい波が訪れた
初期の頃でした。民間向けのインターネットと
企業ウェブサイトの初期バージョンの登場を
第一世代とすると、第二世代は、まさに
アナリティクスをベースとしたデジタル
マーケティングと共に始まったと言えます。
組織は顧客に関与する新しい方法を取り入れ、
新しい収益の流れを作り、新しい方法で
ブランドを表現しています。

同時に、IT 部門にも変化の波が
押し寄せました。IT 部門と CIO の役割は、
装置の管理からテクノロジーサポート以上の
ものへと変化しています。また、テクノロジー
に関する意思決定が、IT 部門の外部で行われる
ケースが増えています。マーケティングが
今以上にテクノロジーに関する意思決定を
進めようとしている事実は、一部の
人々にとっては恐ろしいものです。技術者は
今後、これまで担っていた管理の役割を失う
可能性がありますが、それは問題では
ありません。

これは、テクノロジーの実装、サイトの
再設計、コンテンツの移行を共同で実施する
長期のプログラムになります。

我々は、マーケティング投資の ROI と支出の
影響を理解することの重要性を正しく
認識しています。新しいウェブサイトでは、
より優れたアナリティクスの入手が可能です。
新しいマーケティング自動化プラットフォーム
の実装により、キャンペーンとマーケティング
プログラムの効果を、より的確に追跡する
ことも可能になります。我々は進化しており、
マーケティング投資に関する意思決定に
アナリティクスを活用し、思考を
洗練させています。

ソーシャルなデジタルチャネル上で活発に
活動するビジネスエグゼクティブや購買者が
増加しています。

その結果、デジタルマーケティングへの
取り組み方と、顧客に接触するための
テクノロジーの適用方法に関する意識が
変化してきています。例えば我々は最近、
ツイートチャット（TweetChat）を活用
しており、多くの CIO とインダストリー
アナリストの参加を要請しました。
ステラ・ゴーレット、私、当社 CEO も
参加しました。というのも、ツイート
チャットが、現在は正当な B2B チャネルの
1 つであると認識しているからです。

現在、多くの顧客との接点が存在します。そ
れは単なるデバイスではなくチャネルを
意味します。人々が影響を受けているのは
広告か、メディアか。アナリスト、
ウェブサイト、ソーシャルメディアから
なのか。当社は現在も、様々なデジタル
チャネルの影響を判断し、リターンの計測
方法を把握しようと試みています。これは
挑戦なのです。というのは、今後も顧客との
接点は増加を続け、購買者の好みは進化し
続けるからです。

我々は、チャネル毎の最適なコンテンツに
狙いを定めることに注力し、顧客との
インタラクション機会に関する視野を広げて
きました。新しいデジタルチャネルの一つが
ツイッターです。数年前まで B2B チャネル
としての可能性は定かではありませんでしたが、
現在は正当なチャネルになっています。

おそらく、IT 部門はマーケティング部門と
共に進化していきますが、IT 部門不在のまま
事を進めてはいけません。IT 部門を、目標
達成を支援するビジネスパートナーと考える
べきです。

「IT 部門に関わると一層遅くなる。」、
「気の進まないことを無理強いされる。」
といった不安があることを知っています。
しかしそれは、ビジネスを保護し、適切な
統制と契約の実行を確実にするという目的が
あってのことです。CIO が、デジタル
マーケティングと変革を迅速に進める能力を
持つ人物と思われるか、未だ組織の
ガードマンと見られるかは紙一重なのです。

テクノロジーは変化の速度を変えてきており、
産業は速度を上げて移行を続けています。

アバナードの CMO であるステラ・ゴーレット
（インタビューは 9 ページに掲載）及び
マーケティング部門とは、とても緊密に
協働しています。最近ではウェブサイトを
再構築し、社内設置型のソリューションから、
より手軽に組織的能力を入手可能な
クラウドベースのソリューションへと
移行しました。

マーケティングとITの役割はどのように
変化していますか。

最近、マーケティング部門とはどのように
協業しましたか。

シニアマーケッターがあなたのように
考えるために、アドバイスをお願いします。

多様な顧客接点の全てで顧客を追跡するための
テクノロジー活用についてお聞かせ下さい。

ビジネスパートナーとしてのIT部門

クリス・ミラー
CIO 
アバナード社

アバナードは、マイクロソフトのテクノロジーに注力した、ビジネステクノロジー
ソリューション、クラウド、マネージドサービスのプロバイダーです
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IT 部門はマーケティング部門より先に、
もしくは最低限でも同様に、デジタルマーケ
ティングに関するトレンド、利用可能な組織
的能力、スピード・貢献・パートナーシップ
への期待を理解しながら、共に歩んでいくこ
とが大切です。

“IT部門を、
目標達成を
支援する
ビジネス
パートナーと
考えるべきです。”
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CIMOとしての
洞察力を得るには︖

本レポートでインタビューを行ったマーケティングとITのリーダーは、
より一元化された思考法を育成するためには、フォーカスの対象と優先順位を
どの段階でどのように変更するべきかについて、価値あるアドバイスをくれました。
CIMOとしての洞察力を獲得するために有効な助言を以下に列記します。

両部門は、組織全体として主要なビジネス成果を達成するために連携する必要があります。とりわけ、デジタルイニシアチブを通じた成長促進を
主要な優先事項とする多くの事業にとっては必須です。マイクロソフトやマットレスファームによると、連携の際には ITとマーケティング
両方の知識を持つ人材を採用し、デジタルな観点から顧客体験を定義し、提供方法を考えるための合同ミーティングの定期的な開催が推奨されます。

マーティングは一層テクニカルかつデータ志向になっています。本レポートで注目したCMO達はこの課題を克服し、創造性が常に重要であると
しながら、データの洞察に基づくアナリティクスをマスターして意思決定することの必要性を理解しています。一方で ITリーダーは、変化の中で
マーケティング部門をサポートし、組織の全体的な成功を目指しています。

IT部門は、従来通りの中核インフラとプラットフォームを管理する一方で、顧客との新しい関係を構築するシステムを通じた変革の支援を
求められています。シャドー ITの急増を避けるため、アバナードのクリス・ミラーとエクスペディアのアマン・ブータニを含むCIO達は、
「セキュリティとコンプライアンスのリスクを管理しつつ、テクノロジーにおける IT部門のリーダーシップを再確認し、より柔軟になる必要
がある。」と語っています。

インタビューに応えたリーダーにとって、コミュニケーションの優先順位付けと信頼は、パートナーシップの成功において非常に効果的である
ことが判明しました。製品の市場化に要する時間やリソースの採用等の重要事項について議論を重ねた上でコラボレーションを図ることは、
効率性とパフォーマンス向上及び対立の軽減において極めて重要です。

テクノロジー関連予算と管理が IT部門の外部に移動するにつれて、本レポートで登場したCIO及び CMO達は、協業の妨げとなる古い
マインドセットと先入観から自由になることの重要性を強調します。CMOは、「失敗して慣れる」というアプローチと、IT部門は対応が遅く
非効率であるという見識を見直す必要があるでしょう。CIOは、営業的な発想を取り入れて、マーケティング部門は一貫性がなく過度のリスクを
取る傾向があるとする自らの考え方と向き合うことになるかも知れません。両部門に求められているのは、共通のビジネス目標に向けて一体化する
必要性を理解することなのです。

CMOとCIOのビジネス成果を一体化させる

データとテクノロジーをマーケッターの前と中央に配備する

IT部門が二段変速で活動することの重要性を理解する

コミュニケーションに優先順位を付け、信頼を構築する

従来型のマインドセットを進化させ、境界無きITを取り入れる
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2.      www.avanade.com/digitalcustomer

3.      
        workshops@avanade.com

マーケティング（CMO）とテクノロジー（CIO）は、互いに話し合い、CIMOの考え方を共有しましょう。そして、マーケティング
テクノロジー戦略を次のレベルへと進めていくための統合ビジョンの実現に向けての協業関係について議論を深めましょう。

マーケティング（CMO）とテクノロジー（CIO）は互いに協業して、CIMOとしての洞察力を自社向けに定義する
CIMOチームを結成しましょう。

適切なパートナーを見極めましょう。更なる情報については以下を参照して下さい。

自社向けにカスタマイズされた、アバナード主催のデジタルマーケティングワークショップに参加しましょう。
デジタル顧客体験を変革するアイデアを探求することが出来ます。コンタクト先は以下です。

推奨事項
今後30日以内:

今後半年以内:

http://www.avanade.com/digitalcustomer
mailto:workshops%40avanade.com?subject=Digital%20Marketing%20Workshop%20Inquiry
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