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【IT 企業経営者の

約半数が CTO の必要性を感
設置した企業の 9 割は
～年収 1000 万円以上が 3 割
 
 CTO※1／VPoE※2 育成サービス「
港区、代表取締役:中舘 宏輔、以下「当社」）は、
（chief technology officer
約半数の経営者が CTO 設置の
た。一方、CTO 設置の満足度は
想されます。 
※1 :CTO（chief technology officer）……最高技術責任者

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

【主な調査結果】 

■CTO の必要性を感じている
▶自社において CTO の必要性を感じているかという質問に、「はい
▶必要性を感じている理由で最
で「社内で取り扱うシステムを運用できる技術者が欲しいため」
るため」（39％）だった。 

■CTO を設置している企業は
▶CTOを設置していると回答したのは
設置は進んでいないことが分かった

■CTO 設置には約 9 割が高い満足度
▶自社 CTO への満足度は「とても満足している」「満足している」が
対する満足度は非常に高いことが分かった。

■就任者は内部昇格が約8割で最多
が最多・・・P4 
▶CTO の確保は、「元々社内にいた人材が昇格し、
▶今後設置を検討している企業の

（41％）が最も多く、設置企業と同様の結果となった。
■CTO の年収は 1000 万円
設置企業と比べて低い傾向・・・
▶CTO の年収は 1000 万以上（
▶未設置企業の想定年収は

■CTO 設置を検討する企業は、
▶CTO 設置を検討する企業が

が最多。 
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企業経営者の CTO 設置に関する意識調査】 
の必要性を感じるも、設置は約 1 割と進まない実態

は CTO に満足、内部昇格による就任が
割で最多、未設置企業で年収 1000 万円以上予定は

育成サービス「OCTOPASS」を展開するインターノウス株式会社（本社:東京都
宏輔、以下「当社」）は、全国の IT 企業経営者 111

chief technology officer、以下「CTO」）設置に関する意識調査を実施しました
の必要性を感じるも、設置は 1 割と進んでいない実態

設置の満足度は 9 割と非常に高く、今後企業において必須のポジションになることが予

最高技術責任者。経営幹部のことを指す。※2 :VPoE(Vice President of Engineer)……技術部門のマネジメント責任者

の必要性を感じていると約半数が回答、プロダクトマネジメントへの期待が最多
の必要性を感じているかという質問に、「はい」（47％）と約半数が

必要性を感じている理由で最多は、「プロダクトマネジメントができる人材が欲しい
で「社内で取り扱うシステムを運用できる技術者が欲しいため」（43％）、「エンジニアの採用を強化す

している企業は約 1 割・・・P3 
を設置していると回答したのは17人（16％）で、多くの回答者がCTOの必要性を感じるも、
進んでいないことが分かった。 

割が高い満足度・・・P3 
「とても満足している」「満足している」が約 9 割（88％）で、

非常に高いことが分かった。 
割で最多、CTO未設置の企業においても内部昇格による

の確保は、「元々社内にいた人材が昇格し、CTO に就任した」（77％）が最多。
今後設置を検討している企業のCTOの確保は、「元々社内にいる人材が昇格し、

％）が最も多く、設置企業と同様の結果となった。 

万円以上が 3 割、CTO 未設置企業の想定年収1000 万円
設置企業と比べて低い傾向・・・P４ 

万以上（29%）が最多だが、年収には大きな幅があることが分かった。
未設置企業の想定年収は 1000 万円以上（15％）と設置企業と比べて低い傾向。

を検討する企業は、CTO にエンジニア組織の拡大・強化を期待・・・P6
設置を検討する企業が CTO に求める役割は「エンジニア組織を拡大・強化すること

2020
インターノウス株式会社

進まない実態 
に満足、内部昇格による就任が 7 割で最多 

は約１割にとどまる～ 

インターノウス株式会社（本社:東京都
111 名を対象に、CTO

調査を実施しました。調査の結果、
実態が明らかになりまし

割と非常に高く、今後企業において必須のポジションになることが予

……技術部門のマネジメント責任者 

プロダクトマネジメントへの期待が最多・・・P2 
約半数が回答。 

多は、「プロダクトマネジメントができる人材が欲しい」（47％）。次い
、「エンジニアの採用を強化す

必要性を感じるも、

）で、CTO 設置に

未設置の企業においても内部昇格による就任者の検討

％）が最多。 
「元々社内にいる人材が昇格し、CTOに就任した」

万円以上は 1 割と

だが、年収には大きな幅があることが分かった。 
と比べて低い傾向。 
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求める役割は「エンジニア組織を拡大・強化すること」（46％）

2020 年 05 月 12 日 
インターノウス株式会社 
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 主な調査結果 

■CTO の必要性を感じていると約半数が回答、プロダクトマネジメントへの期待が最多 

 IT企業の経営者へ自社でCTOの必要性を感じるか聞くと、約半数（52.9%）が必要性を感じてい

ることが分かった。その理由は、「プロダクトマネジメントができる人材が欲しいため」が最多で約半数

（46.9%）だった。 

 
 

 
 

 

 

 

はい

47.1%
いいえ

52.9%

Q1. 「CTO(最高技術責任者)」（以下、CTO）について質問です。現在、あなたの会社

はCTOの必要性を感じていますか？（n=104）

はい いいえ

42.9%

38.8%

46.9%

36.7%

32.7%

4.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

社内で扱うシステムを運用できる技術者が欲しいた

め

エンジニア人材の採用強化、育成を図るため

プロダクトマネジメントができる人材が欲しいため

エンジニア組織が拡大し、組織全体をマネジメント

出来る人材が必要になってきたため

会社組織が拡大し、経営とエンジニア組織を繋ぐ人

材が必要になってきたため

その他

Q2. CTOの必要性を感じるという質問で「はい」と答えた方に質問です。その理由を教

えてください。（n=49/複数回答）
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■CTO を設置している企業は、約 1 割程度 

 CTO 設置の有無について聞くと、「設置している」と 16.3%が回答した。 

 

 

■CTO 設置には約 9 割が高い満足度 

設置企業に対して現在の CTO の満足度を聞くと、「満足している」（47.1%）「やや満足している」

（41.2%）と回答し、約 9 割が高い満足度を感じていることが分かった。 

 
 

 

 

 

 

設置している

16.3%

設置していない

83.7%

Q3． 現在、あなたの会社はCTOを設置していますか？（n=104）

設置している 設置していない

満足している

47.1%
やや満足している

41.2%

普通

5.9%

あまり満足していない

5.9%

Q4. CTOを「設置している」と回答した方に質問です。現在のCTOに満足していますか

？（n=17）

満足している

やや満足している

普通

あまり満足していない

満足していない…0%
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■就任者は内部昇格が約 8 割で最多、CTO 未設置の企業においても内部昇格による就任者の検

討が最多 

 CTO を設置していると回答した人に、自社の CTO をどのように確保したか聞くと、「元々社内にいた人

材が昇格し、CTO に就任した」と 76.5％が回答。次いで「自らが CTO を兼任している」が 17.6％、「社

外から転職してきた人材が CTO に就任した」はわずか 5.9％の回答だった。 

 
 

一方、CTO 未設置で今後設置を検討している人に、CTO をどのように確保する予定か聞くと、「社内

にいる人材を育成し、CTO へ就任してもらう」が 41.2％で最多。 

 
 

■CTO の年収は 1000 万円以上が 3 割、CTO 未設置企業の想定年収 1000 万円以上は 1 割

と設置企業と比べて低い傾向 

CTO への報酬を聞くと、最多は「1000 万円以上」（29.4%）だが、各社の CTO の年収には大きく

元々社内にいた人材

が昇格し、CTOに就任

した

76.5%

5.9%

17.6%

Q5. CTOを「設置している」と回答した方に質問です。現在のCTOは、どのように確保し

ましたか？（n=17）
元々社内にいた人材が昇格し、
CTOに就任した

社外から転職してきた人材が
CTOに就任した

自らがCTOを兼任している

元々社内にいる人

材を育成し、CTOへ

就任してもらう

41.2%

11.8%5.9%

自らがCTOを兼任

する

17.6%

予定はない／わか

らない

23.5%

Q6.今後設置を検討している企業へ質問です。CTOをどのように確保する予定です

か？（n=34）
元々社内にいる人材を育成し、

CTOへ就任してもらう

採用活動を行い社外から適任の

人材を採用し、CTOへ就任しても

らう
社外に籍を置いている社外顧問

（社外CTO）へ依頼する

自らがCTOを兼任する

予定はない／わからない
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幅があることが分かった。 

 
 

一方、CTO 未設置で今後設置を検討している人に想定年収を聞くと、最多は「わからない」

（30.8％）だった。報酬の想定額が 1000 万円以上と回答したのは 15.4％で、設置企業の支払い

報酬額は「1,000 万円以上」（29.4%）だったのに対して大きく差があることから、実際と想定の報酬

額では乖離している実態が明らかになった。 

 
 

 

400万円以上～500万円未

満

5.9%

500万円以上～600万円未

満
5.9%

600万円以上～700万円未

満
5.9%

700万円以上～800万円未

満
11.8%

800万円以上～900万円未

満
11.8%

900万円以上～1,000万円

未満
11.8%

1,000万円以上～

29.4%

わからない

17.6%

Q7. CTOを設置していると回答した方に質問です。現在のCTOへ年間どれくらい報酬

（年収）を出しましたか？（n=17）

300万円未満

300万円以上～400万円未満

400万円以上～500万円未満

500万円以上～600万円未満

600万円以上～700万円未満

700万円以上～800万円未満

800万円以上～900万円未満

900万円以上～1,000万円未満

1,000万円以上～

わからない

…0%

300万円未満

3.8%

400万円以上～500万円未

満
11.5%

500万円以上～600万円未

満
11.5%

600万円以上～700万円未

満, 15.4%

700万円以上～800万円未

満
3.8%900万円以上～1,000万円

未満

7.7%

1,000万円以上

15.4%

わからない

30.8%

Q8. 今後設置を検討している企業に質問です。CTOへ年間どれくらい報酬（年収）を

出すことができますか？（n=26）

300万円未満

300万円以上～400万円未満

400万円以上～500万円未満

500万円以上～600万円未満

600万円以上～700万円未満

700万円以上～800万円未満

800万円以上～900万円未満

900万円以上～1,000万円未満

1,000万円以上

わからない

…0％

…0％
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■CTO 設置を検討する企業は、CTO にエンジニア組織の拡大・強化を期待 

また、CTO 設置を検討している人に CTO に期待する役割を聞くと、「エンジニア組織を拡大・強化する

こと」と約半数の 46.2%が答えた。 

 
 

 調査概要 

調査エリア:全国 
調査対象者:20～69 歳の IT 企業経営者で、CTO を既知の方 
回収サンプル数:111 サンプル 
調査期間:2020 年 4 月 14 日（火）～4 月 16 日（水） 
調査方法:インターネットを利用したアンケート調査 
 

 会社概要 

会社名  : インターノウス株式会社 
代表者  : 代表取締役 中舘 宏輔 
所在地  : 〒105-6031 東京都港区虎ノ門 4-3-1 城山トラストタワー31F 
設立 : 2005 年 12 月 20 日 
事業内容: IT エンジニアの人材育成・紹介／派遣／アウトソーシング／育成／web 受託開発 
資本金  : 1,000 万円 
URL    : http://www.internous.co.jp/ 
 

23.1%

46.2%

23.1%

26.9%

7.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

エンジニア組織を0から構築すること

エンジニア組織を拡大・強化すること

企業が抱える技術的負債やDX(デジタルトランス

フォーメーション）の課題に取り組んでもらうこと

新規事業や新規サービスの立ち上げ

その他

Q9.今後設置を検討している企業に質問です。CTO入社後、どのような役割を期待し

ますか？（n=26／複数回答）

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
インターノウス株式会社 広報 廣木 (ひろき) 

Tel:03-6205-7707 E-mail:pr@internous.co.jp 
※新型コロナ対策のため在宅勤務実施中です。恐れ入りますが、お電話の際はこちら（080-3384-4462）へご連絡下さい。 


