
セキュリティの 
リーダーシップを育成する 
企業の CISO がセキュリティシステムのみでなく
人材に投資をして、組織の安全を確保する方法



セキュリティ 
リーダーシップは
共通の目的です。

最高情報セキュリティ責任者にとって、最も重要なものは何でしょ
うか。運用上の優秀性でしょうか? ビジネスの継続性でしょうか? 
大惨事を避けることでしょうか? 重要なのはこれらすべてかもし
れません。

CISO の役割は、役員会や同僚の経営幹部レベルのリーダーが自社
のブランドと製品を積極的に保護できるように支援することです。

現代のビジネスではデータが急激に増えているため、そのデータ
を保護するための IT の役割が新たに強調されています。かつて
はよりインフラストラクチャ中心だったセキュリティの焦点は、
新たにソフトウェアに当てられているため、テクノロジーリーダ
ーはソフトウェアの開発と投資に深くかかわる必要があります。

同時に、セキュリティチームは新しい分野で成功するために、
異なるスキルとマインドセットを必要とされています。このた
め、CISO は何よりもまず技術者かもしれませんが、最も優れた 
CISO は、強力なセキュリティに必要なのはコンピュータの知識
のみではないことを認識しています。

AWS の CISO である Stephen Schmidt  
によれば、セキュリティリーダーの重要な 
ビヘイビアは以下の 3 つです

先を見通す – 組織にとってのリスクに対処することを後回しに
しません。むしろ、最新の研究や脅威を積極的に調べて先回り
し、同時にコンプライアンスや規制要件を念頭に置きます。   

人材に投資する – セキュリティにはコラボレーションがかかせま
せん。このため、セキュリティチームが CIO、IT チーム、その
他のグループとよく協力する必要があることを認識しています。 

迅速に行動する – 意思決定は迅速に行う必要があるため、後れ
を取ることはありません。物事がエスカレートした場合は、自
らの人脈や経験を生かし、電話を手に取り問題に対処します。
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優れた人材がテクノロ
ジーへの投資と同じく
らい重要であることを
認識しているセキュリ
ティリーダー 2 人をご
紹介します。 

ほとんどの CISO は、監視者、ストラテジスト、技術者など、多くの
役割を担っています。しかし、メンターの役割は忘れられがちです。

これは大きな問題です。最近の Black Hat の調査では、73% の組織
がより高いスキルを備えたセキュリティの人材を必要としていること
を示しているためです。人材に投資することは、離職を防ぐととも
に、未来に向けて組織の強力なセキュリティ体制を構築するための優
れた方法です。

さらに、より重要なことに、ますます競争が激化している環境で
は、CISO が単独でセキュリティの門番の役割を果たすことが難しく
なっています。知識を共有し、多様なスキルセットを奨励し、才能豊
かなチームを作ることで、俊敏性と適応性を向上できます。最終的
に、これらの習慣によってビジネスはずっと安全になります。

セキュリティのリーダーシップを 
育成することが重要な理由

https://www.blackhat.com/docs/us-15/2015-Black-Hat-Attendee-Survey.pdf


世界で最もよく知られた金融ブランドの 1 つで 
セキュリティの文化を促進

Michele Iacovone 氏が文化、自信、コミュニティについて、 
またサイバーセキュリティの変遷に先回りできるように将来の 
リーダーを支援している方法について説明します。

Michele Iacovone 氏
CISO 
INTUIT 



個人や組織が財務や税を管理するためのソフ
トウェアという Intuit のビジネスの性質を考
慮し、Intuit ではセキュリティを非常に重視
しています。Iacovone 氏は、組織の最上部
からすばらしいサポートを受けることができ、
とても幸運だと感じています。 

セキュリティは 
トップから始める

私たちの CEO は、セキュリティ
がますます役員レベルの、ミッシ
ョンクリティカルな問題となって
おり、世界中の繁栄に寄与すると
いう使命を果たすうえでの基盤で
あると理解しています」

「私たちのリーダーシップは、セキュリティ
が非常に重要であることを認識しています」。
同氏によれば、セキュリティをビジネスの
最重要事項の 1 つにするには、異なるマイ
ンドセットが求められます。  
これは CISO が単なる技術的なリーダーで
はなく、ビジネスおよび変革のリーダーと
なることが求められる理由の 1 つです。 

同氏は、自らの役割の大部分は「チーフイ
ンフルエンサー」であると考えています。サ
イロ化された方法ではセキュリティを実現
できないこと、そして最も摩擦の少ない最
適なアプローチは、経営幹部レベルのリー
ダーから下方の従業員に至るまで誰もがセ
キュリティの一端を担うことであることを
認識しています。 

「



Iacovone 氏が自らのキャリアで学んだ貴重な
教訓は、セキュリティ教育に対する積極的なア
プローチが最重要だということです。  

同氏は、特定の成果が求められるプロジェク
トに取り組む場合、人は実行する方法に先入観
を抱いてしまうことがよくあることに気付きま
した。自然と変化に抵抗してしまう状況で人の
考え方を変えるには、多くのエネルギーが必
要です。

より効果的なアプローチは、より円滑にな 
るように変化への道を整えておくことです。 
Iacovone 氏は、セキュリティの面で、変化 
が不可欠な理由について従業員への教育を 
続けています。 

「従業員に理由を理解してもらい、そして目
標と成果と手法を理解してもらうことに投
資することで、業務を遂行する際、または遂
行する方法を模索している時に、それについ
て話し合うことがはるかに簡単になります」、
と同氏は話します。 

教育によって 
セキュリティの
文化を作る

誰かに習慣を変えてもらう
場合、必要な時に変えても
らうのは非常に困難です」

「



数年前、Intuit はほとんどのお客様が複数の
製品を使用していることに気付き、製品戦略
をポートフォリオから製品エコシステム内で
相互につながりを持った一連の製品へと進化
させました。新しい戦略は、グループがそれ
までよりも緊密に協力する必要があることを
意味していました。

この変化をサポートするために、Intuit では
学習と共感を促進する方法としてグループ間
のモビリティを強化しました。これは、Ia-
covone 氏がセキュリティリーダーシップチ
ームにおいて日常的に実践していることです。
リーダーを他の職務やビジネスグループにロ
ーテーションしているのです。 

「企業として、Intuit のバッジを付けた従業
員が同じチームの一員であり、互いに張りあ
っていないことが非常に重要です。私たちは、

『One Intuit』と呼ぶこのマインドセットを推
進する方法としてモビリティを活用していま
す。そして私は、これがセキュリティにおい
てより重要なのではないかと考えています」

例えば、最近 Quickbooks のセキュリティ
ディレクターが TurboTax に異動しました。
異なるビジネスユニットでセキュリティを
運用するには何が必要かを学ぶためです。
同時に、同氏は、サイバーセキュリティ担
当 VP に Quickbooks ユニットのセキュリ
ティリーダーを務めるように指示しました。
目標は、企業の中央セキュリティチームか
らリードすることに慣れていた人から、単
体のビジネスユニットからセキュリティを
リードすることに対する共感を得られるよ
うにすることでした。 

Iacovone 氏は次のように話します。「疑
いようもなく、この半年間で彼はより有能
で力強い中央のリーダーになってくれまし
た。これらの教訓を学び、中央からリード
することの意味を本当に理解して把握する
には、数年かかっていた可能性もあります」

セキュリティリーダー 
にビジネスを知っても
らい、ビジネスにセキ
ュリティリーダー 
を知ってもらう



INTUIT

AWS を選択した 3 人のリーダーの 1 人とし
て、Iacovone 氏は「最初からすばらしいパート
ナーシップでした」と話します。Intuit はパブ
リッククラウドへと移行するプロセスで、AWS 
からも学ぶ機会がありました。 

「AWS のパートナーは時間を惜しまずに私たち
を招き、Amazon ではどのようにビジネスを行
い、従業員と文化をリードしているかを見せて
学ばせてくれました」

Intuit では、能動的な学習者となるように同社
の従業員を奨励しています。Iacovone 氏にと
って、同氏の言う Intuit に比べて「驚くほど補
完的な」アプローチを取っている AWS から学
んだことは貴重な体験でした。 

「私たちは、6 ページのプラクティスなど、 
AWS の業務を見学し、緊密なパートナー 
シップを結んだことで習得した多くのことを
導入しました」

Iacovone 氏によれば、こうした学習機会は、
同氏自身とセキュリティリーダーシップチー
ムが継続的改善の道を歩み続けるうえでまさ
に必要なことです。学習によってチームが改
善されるだけでなく、リーダーはより有能に
なり、お客様に向けたセキュリティの向上に
もつながります。 
  

AWS と協力すること 
で Iacovone 氏が学
んだこと

AWS と協力した結果、私
たち全員はより良いリーダー
となることができました」

「

https://www.linkedin.com/pulse/beauty-amazons-6-pager-brad-porter/


Jason Chan 氏
クラウドセキュリティ担当 VP
NETFLIX 

セキュリティリーダーシップについての脚本を書く

Jason Chan 氏が、TV と映画業界における人材中心のセキュリティ 
アプローチについて、またそれによって最大手であり続け、大惨事を
免れている方法について説明します。



NETFLIX

可視性を推奨する Chan 氏にとって、Netflix でセキュリティリ
ーダーを育成するために重要なことの大部分
は、驚くほどシンプルです。それは可視性で
す。また、自らのアクションとイニシアチブ
の詳細を常に提示することを大切にしていま
す。そのため、同氏は毎週セキュリティチー
ムに向けて、主要な会議と社外でのアクティ
ビティ、現在の状況を記載した「今週のレビ
ュー」メッセージを送信しています。

これによってチームは関与していることや
目的に対する意識を持てるだけでなく、通
常よりもずっと多くのビジネスコンテキス
トを把握することができます。 

このことから Chan 氏が最終的に気付いた
のは、一般的にチームはガイダンスが少な
いほど、情報に基づいた意思決定をより行
えるようになるということです。



NETFLIX

チームに 
関与してもらう

Chan 氏は、一体性を高めることも非常に大
切にしています。また、「今週のレビュー」
の E メールのみでなく、他のセキュリティ
リーダーを経営幹部レベルの会議に、特に重
要なビジネスの決断が下される場に招待して
います。

同氏は、Netflix の文化は透明性を推奨してい
ると考え、こうした文化を常に活用して、セ
キュリティチームが直接リーダーシップと接
することができるようにしています。これに
よってチームはビジネスの意思決定プロセス
に関するインサイトを得ることができ、セキ
ュリティを可能な限り早い段階で議題に乗せ、
その重要性を際立たせることができます。 

これは、経営幹部レベルの役員たちが従来、
組織のリーダーシップチームに CISO を関
与させてこなかった企業においては特に重
要です。

同氏は、このプラクティスの場合、セキュ
リティの実装に最も直接的にかかわる人が
その場にいるため、より優れた効果的な結
果と決定につながることも発見しました。

Netflix では、直接的なコミュ
ニケーションによってリーダー
がシニアエグゼクティブと接し
ています」

「



NETFLIX

効果的なコミュニ
ケーションスキル
を発展させる

Chan 氏によれば、ビジネスにおいて技術や
セキュリティの従業員を気後れさせてしまう
ものの 1 つはメモや近況報告などの過度な
共有です。こうしたもののほとんどは非常
に冗長で、技術的に詳細にわたりすぎていま
す。「読み手が自分のメッセージを理解する
ためにどのくらいの時間をかけてくれるかに
ついて、過大評価しすぎなのです」、と同氏
は話します。 

セキュリティリーダーがますます頻繁にビジ
ネス会議に招待されるにつれて、これは非常
に深刻な問題となりかねません。CISO の役
割の 1 つは、関係者全員に組織のセキュリ
ティおよびプライバシー戦略を伝えることで
あるためです。 

同氏はチームに対して直接的なフィードバ
ックアプローチを取り、コミュニケーショ
ンスタイルに関してチームをコーチングし
ています。その結果、リーダーは何をどの
ように伝えるかを全体的により効果的に決
定し、さらに的を絞って不必要な技術的詳
細を共有しすぎないようになりました。こ
れは、ビジネスの関係者にとっては嬉しい
ことです。

私はよく、リーダーが明確で
正確な文書を作成し、メッセ
ージが伝わるように協力して
います」

「



INTUIT

Netflix には、企業の文化に対してイノ 
ベーションを起こした経験があったものの、 
Chan 氏は 10 年以上も続くクラウドパ 
ートナーから学べることは少なくないと確信 
しています。

同氏は、Amazon のシングルスレッドのリ
ーダーアプローチを参考にしたいと考えてい
ます。これは、適切な人材が適切な問題のみ
に焦点を当てることで、複数のイニシアチブ
によって気をそらされないようにするアプロ
ーチです。ビジネスと技術的な環境の規模と
複雑性が増大している Netflix のモデルでは、
同様のスペシャリスト対ジェネラリストと
いう考え方を活用できます。

製品創造の意図を作り出し、強い意思決定力
を支援できます。製品の効果性を実際に認め
る場合は、その製品専門のチームを作ります。 

AWS と Netflix の別の類似性は、フィード
バックのメカニズムにあります。Amazon 
のリーダーシッププリンシプルである

「Have Backbone; Disagree and Commit」
では、自分の意見を言うことは (任意ではな
く) 義務であると主張しています。Chan 氏
は、「たとえきまりが悪くても、異議を唱え
る責任がある」という多様な文化を作ること
が重要だと信じています。 

この理念を実現するために、同氏によれば 
Netflix では多くの場合、共有ドキュメント
によるアプローチを取っています。余白を使
って関係者が自由に "話す" ことができ、職
場であまり発言多くない人でも率直なフィー
ドバックを提示することが可能になります。

AWS と協力する 
ことでChan 氏が 
学んだこと

AWS はすばらしいクラウド
パートナーであるのみならず、
私たちが既に共有している文
化的シナジーの一部も高めて
くれました」

「

https://jobs.netflix.com/culture
https://www.amazon.jobs/principles


終わりに

AWS クラウドを使用することで、ビジネス
を行う方法を変革できます。セキュリティ
とコンプライアンスのタスクを自動化して
リスクを削減し、イノベーションの速度を
上げることができます。また、リソースを
解放して、未来のセキュリティビジネスリ
ーダーの育成のような重要な分野に焦点を
当てることができます。
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