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スタッフを成功に導くには Mark Schwartz は 2010 年、米国の国土安全保障省の米
国移民帰化局 (USCIS) の CIO に任命され、2,000 人のス
タッフと年間 6 億 USD の予算を担当することになりまし
た。そのとき、一体どうやったらこんな大規模な組織を動
かせるのだろうと思いを巡らせたと言います。

5 月にロンドンで開催された AWS サミットで、Schwartz 
は組織の幹部である聴衆にこう語っています。「IT 部門
は 18 か月のサイクルで本番環境にリリースしていまし
た。変革推進プログラムはソフトウェアへの取り組みに約 
10 億 USD を費やしていましたが結果が出ず、また別の
プロジェクトでは21 人が 4 年間、大量の資料をまとめて
いただけでした。言うならば、サイクルの遅い、変化が非
常にゆっくりな組織でした。」

政界のリーダーから突然発表される政策変更に対して、恐
ろしいほど早いスピードで対応しなければならない組織に
とって、それまでの変化の速度は決して十分ではありませ
んでした。

しかし、変化は起こりました。Schwartz は、2017年に著
名なビジネス戦略のスペシャリストとして、AWSのエン
タープライズストラテジストに就任するころには、彼と 
彼のチームはUSCISにおいて目覚ましい変革を遂げていま
した。「USCIS のシステムの一部は、1 年半に 1 回どこ
ろではなく、1 日に 3 〜 4 回本番環境にデプロイしてい
ました。全国に派遣でき、迅速に動ける対応チームを結成
し、毎回新しいアプリケーションを作成するハッカソンを
実施していました。国土安全保障省でできるなら、AWS 
でもできるはずです」と Schwartz は言います。

Mark Schwartz はアマゾン ウェブ 
サービスにてエンタープライズス
トラテジストを務め、『The Art of 
Business Value and A Seat at the 
Table: IT Leadership in the Age of 
Agility』の著者でもあります。



Schwartz 氏によれば、クラウドテクノロジ
ーの導入は簡単な部分ですが、「分析麻痺」
にはご注意ください。「クレジットカードを
取り出して、クラウド内のいくつかの仮想マ
シンを起動するのは簡単です」と Schwartz 
は述べています。しかし、さまざまな開発技
術を選択するとき、異なる (ただし、本質的
には似たような) ソフトウェア開発プラット
フォームを勧める熱心な人たちがいるため、
「分析による機能不全」に苦しむことがあり
ます。これでは、時間とリソースの大きな浪
費となってしまいます。では、どうすればい
いのでしょうか。 「それを許さないことで
す。道を選んだら、前に進むのです。他にも
っと重要なことがあります」。

本当に厄介なことは、プロセスにあります。た
とえば、USCIS は長年にわたりほぼすべての分
野で、過度に官僚的なプロセスが敷かれていま
した。例えば、終わりのない書類の確認やそれ
に対する要求などです。しかし Schwartz は、
非常に面倒なプロセスを担っていたチームでさ
え、俊敏性を妨げるのではなく、推進するチー
ムへと変われるということを目の当たりにし
たのです。その秘訣は、適切な目標を設定し、
チームに創造の自由を与えて、目標をどのよ
うに達成するかを提案することです。「たとえ
ば、品質保証 (QA) を実施するチームがありま
した。彼らは、システムが本番に進まないよ
うにすれば品質を維持できると考えていまし
た。QA の責任者は自分のことをひねくれ者と
さえ呼んでいましたよ」。

このような状態が、後に問題となるのは明ら
かです。QA チームは品質に熱意を注いでい
るものの、できる限りの情報を詰め込んだ大
量のドキュメントと、その後に延々と続くテ
ストを必要としていました。これでは、納品
までの時間を短縮することはできません。そ
こで、Schwartz は QA の目標とパラメーター
を変更しました。まず、必要な情報を伝える
ためにドキュメントはできる限り短くすべき
だと伝えました。「次に、低品質のシステム
が本番に進むのを止めるのが仕事ではなく、
すべてを最初から高品質に構築しているか確
認することが彼らの仕事だと伝えました」。

ただし、注意すべきことが 1 つありまし
た。デベロッパーはいつでもデプロイに進め
ることができ、QA の承認を待つ必要がなか
ったのです。「そこで、この問題について自
分たちで考えてみてほしいとチームに伝えま
した」。

QA チームはブレーンストーミングをした
後、Schwartz にこのように言いました。「デ
ベロッパーは独自の自動テストを作成し、品
質確保のために私たちはそのテストが適切で
あるか確認する必要があります。ですから、
定期的にテストのサンプルをデベロッパーか
ら受け取り、テストの効果を確認するのはど
うでしょうか? また、デベロッパーとユーザ
ーのミーティングに参加して、デベロッパー
がユーザーの話に適切に耳を傾け、ユーザー
が必要としているものを提供しているかを確
認するというのはどうでしょうか」?

非常に面倒なプロ
セスを担っていた
チームでさえ、俊
敏性を妨げるので
はなく、推進す
るチームへと変
わることができ
ます」。

「



重要なのは、適切
なインセンティブ
を設定し、スタッ
フにソリューショ
ンを見つけてもら
うことでした」。

Schwartz はこうした意見に同意し、この
方法で数ヶ月間運用してみました。その
後 QA チームはさらに考えを重ね、デベロ
ッパーのトレーニングを実施するべきだと 
Schwartz に伝えてきました。こうすること
で、事後に評価するのではなく、品質を製
品に効果的に組み込むことができます。 
「とてもうれしかったです。QA チームが障
害となるのではなく、変革を促進する方法
について創造的に考え始めたからです」。

彼は組織の他の領域でも同様のアプローチ
で、変革を実施しました。「セキュリティチ
ームには、デベロッパーはいつでもシステム
をデプロイできなければならないと話しまし
た。 そのような状況でシステムのセキュリ
ティはどのように保てるだろうかと尋ねまし
た。 こうして、セキュリティチームは、現
在標準となっている一連のソリューションを
思いついたのです。つまり、自動化したセキ
ュリティテストをパイプラインに配置するこ
と。またベストプラクティスの一部を自動的
に実装する再利用可能なコードを構築するこ
と。さらに、いっそう優れたセキュリティ体
制を整えるなどです」。

一方、調達部門では契約を締結するのに最
大 3 年もかかっていました。取引している

サプライヤーは現状に甘んじ、簡単に仕
事を失うことはないと慢心し、サービス
が粗末になることがよくありました。そ
こで、Schwartz は調達チームに契約のプ
ロセスを 3 年から 30 日に短縮するとい
う課題を設定。「調達チームはプロセス
のバリューストリームマップを作成し、
少しずつ対策を始めました。チームが管
轄外で良いアイデアがあるときはいつで
も、私が間に立ちサポートしました。ここ
でも重要なのは、適切なインセンティブ
を設定し、スタッフにソリューションを
見つけてもらうことでした」と Schwartz 
は述べています。

こうした状況が定着すると、次に彼のチー
ムは機敏性に対する最大の障害、つまり組
織の肥大化した投資の監視やガバナンスプ
ロセスの問題に取り組み始めました。「当
時私たちは悪循環にありました。ほとんど
のプロジェクトは数十億ドル規模の巨大な
もので、とてもリスクが高いため、非常に
高圧的なガバナンスプロセスを必要として
いました。そこで、どのようにプロセスを
変えれば、意図したとおりにリスクを軽減
して、しかもそのプロセスを根本的に短縮
できるかを考えてみました」。

「



著者について

まず、プロジェクトの規模を縮小して、投資のリスクを軽
減しました。次に、ビジネス案件のサイズを、複数ページ
のドキュメントから、具体的なビジネス目標が小さく一つ
にまとめられるサイズに縮小しました。たとえば、「毎日
もっと多くの案件を処理できるようにしたいー これはビ
ジネス上のメリットです。6 か月間の投資額は月額 10 万 
USD であったとしても、来月投資するかどうかは毎月決
めます。クラウドと DevOps によってデプロイが迅速に
行えるため、翌日からのケース数に変化が現れます」。

最後に Schwartz は、このプロセスを担当している部門連
携チームにこう伝えました。「現状では、1 日に 70 件の
案件を処理しています。どうしたら、この数を増やすこと
ができるでしょうか? チームには技術担当、ビジネス担当
がおり、ビジネスプロセスを思いのままに変更できる権限
が与えられています。2 週間ごとに、何が機能していて何
が機能していないかについて皆で話し合い、その内容を監
督者に伝えます」。

パターンははっきりしています。「目標を設定し、スタッ
フが自由に目標を達成できるようにすることです。自分だ
けで組織を変えることはできません。みんなの助けが必要
なのです」と Schwartz は語ります。

ひとたび変革が定着すると、人々を止めるものはありませ
ん。AWS で働き始めてから、Schwartz は以前働いていた
組織の QA 責任者で、機敏性を阻害していたあのひねくれ
者に出くわしました。「彼は何と、会議でアジャイル QA 
についてスピーチしていました。潜在的な品質問題が発生
する前に発見するという、彼のチームが開発していた数学
的モデリング手法について語っていたのです」。

挑戦的なビジョンから始め、しかし作業は目標に
到達するまで少しずつ段階を踏んで進めること

従業員とともに目標を設定し、創造的に取り組
ませること

リードタイムをさらに短縮しながら、無駄をな
くすことにこだわり続けること

自動化を多用して、安定性とスピードを同時に
実現すること

ビジネス目標を極めて明確なものにして、結果と
してビジネスケースもよりシンプルにすること

変革において常に緊急感を保ち、必要のない議
論や遅延が起きないようにすること

Schwartz からのアドバイス



クラウドに合わせてカルチャ
ーを変えれば、飛躍できる

AWS の英国エンタープライズテクノロジーリードであ
る Paul Hannan は、クラウドテクノロジーの採用を促
進し、リスクを軽減する方法について、多くの IT および
ビジネスリーダーに講演を行っています。AWS の入社前
は、英国の大手公益事業企業の CTO として、大きなクラ
ウド変革を指揮していました。AWS サミットエグゼクテ
ィブフォーラムで、Hannan 氏は組織が変革しようとして
いるときに陥るよくある罠と、それらを回避する方法につ
いて取り上げました。

彼はこう述べています。「企業は通常、戦略内の 2 つの
重要な分野に焦点を当てます。新しい製品、サービス、地
域を介して新しい機会を提供すること、およびリスクとコ
ストを削減することです」。

ビジネスに新たな機会をもたらすことに注力する企業は、
分析、機械学習/AI、IoT、その他のデジタル製品やサービ
スなどのテクノロジーを採用して、顧客体験と企業の運用
効率を向上させることができます。「これらのプロジェク
トは一般的に企業が主導します。従来の IT では企業全体で
イニシアチブをスケーリングしようとすると問題を引き起
こすことがあります」。と、Hannan 氏は述べています。

一方で、従来の IT アセットを管理するリスクとコストを
削減するため、主として大規模なクラウドの採用を検討し
ている組織もあります。Hannan によれば「こうした組織
は、厳格なプロセスとオンプレミス技術によるリスク管理
を行う昔ながらの IT 部門に、技術の管理や運用方法に変
革をもたらすよう依頼する、という罠に陥ることがよくあ
ります。しかもこのような組織は、必要とされる組織ぐる
みでの変革の規模を認識することなく、このような変革を
迅速かつ効率的に実現しようとするのです」。

Paul Hannan 氏はアマゾン ウェブ 
サービスの英国エンタープライズ
テクノロジーリードで、多くの大
企業にクラウドの導入と変革を指
導しています。



「業界のリーダーとして、大規模に変革す
る能力と、組織のアセットをセキュアかつ
信頼できる方法で保護するという両方のア
プローチの長所を組み合わせることが課題
となります」。

これは技術に関することだけではありませ
ん。根本的には人材、プロセス、カルチャー
の問題です。「ひとつの答えがある訳ではあ
りません。どんな組織にも独自のカルチャー
があり、合わせて対処する必要があります」
と Hannan 氏は言います。

Hannan 氏はコンウェイの法則についてよく
言及すると述べています。基本的に、組織に
よるシステムの開発は、その組織の構造を反
映するという内容です。コンピューターサイ
エンティストの Melvin Conway 氏がこの法則
を考え出した半世紀以上前と同じように、今
日にも当てはまる法則だと考えています。

「実際の場面で言えば、組織に新しい技術と
開発方法を採用するよう求めている場合で
す。これはプロセスを強く優先する方法で、
本番への移行を阻止しようとする場面が数多
く出てきます。そして最後にはこれを反映し
たかたちの技術のデプロイで終わることにな
ります。こうした状態では、組織内で大規
模に革新を実行できるようにはなりません。
成功を促進するには、組織構造と組織のカ
ルチャーに対応する必要があるのです」と 
Hannan 氏は説明します。

では組織における悪習、つまり「アンチパタ
ーン」とは何でしょうか。変革を成功させる
ためには、何を変える必要があるのでしょう
か。 Hannan 氏の答えの 1 つは、技術の変化
は組織やビジネスの変化よりも重要だという
考えです。「これこそ、2015 年に私が関わっ
ていた組織が AWS への移行を計画する際、
最初に陥った罠でした。初期の段階でアーキ
テクトが変革を主導していましたが、抵抗と
いうバッファーと現状の変化への恐怖にぶち
当たっていることにすぐに気付きました」。 
Hannan 氏は続けます。「この組織では『オ
ンプレミス』環境で業務を行っていたため、
いったん業務用に購入した調達品について事
実上引き返すことはできず (サーバーを購入
するとそれをずっと持ち続けるしかない)、
リスクの軽減はプロセスを介して行われてい
ました。一方クラウドの世界では、消費と商
業リスクによって技術の導入が決定されるた
め、透明性を 1 セント以下や秒単位で大幅に
制御できます」。

もう 1 つのアンチパターンは、まず技術を変
化させれば、人は後からそれに付いてくると
いう考えです。「残念ながら、これは失敗、
フラストレーション、コスト増、遅延につな
がる典型的なパターンと言えます。できる
だけ早い段階で組織について、また組織が技
術をどう活用するかのカルチャーについて考
え、それを実現するため取り組めば、変革が
よりスムーズになります」と Hannan 氏は答
えています。

成功を促進するに
は、組織構造と組
織のカルチャーに
対応する必要があ
ります」。

「



Mark Schwartz はアマゾン ウェブ 
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著者について

同様にクラウドチームは多くの場合、パートタイムとし
て、またはサブチームとして設置され、それまでと同じ命
令指揮系統に従い報告を行います。「従来のエンタープラ
イズ IT は抗体のように振る舞うことがよくあります。つ
まり、新しいやり方を押しつぶすのが得意なのです」と 
Hannan 氏は言います。これを克服するには、クラウドチ
ームに自主性と信頼を与えて、望んでいるビジネス成果を
もたらす意思決定を行えるようにする必要があります。彼
らの成功に投資し、最高の人材をチームに招くことで変化
をもたらすのです。

また、組織は、テクノロジーや IT 部門以外にも変化の阻
害要因があるという事実を認識しているので、対処できな
いことがよくあります。「監査、買掛金、法務、調達など
他の企業分野も、変革に関与する必要があります。そうし
ないと、すべてのペースが遅くなってしまうというリスク
があります」と Hannan 氏は言います。

最後に、大規模な変革を行う組織では「アンカー」が現れ
ます。「アンカー」は変革のペースを落とす人です。企業
やその顧客を守ろうとしているわけではなく、単に変化に
不安を感じるからです。変革のスピードを遅くし、慣れた
プロセスが機能するように保っておくという要求を容認す
る組織は多いですが、多くの場合これは間違いです。懸念
を示す「一般の人材」は問題解決への挑戦にオープンで
す。一方 「アンカー」は多くの場合、レガシー化したプ
ロセスの背後に隠れ、問題解決を任されると元のプロセス
に戻ろうとします。

主なビジネスと技術の成果を特定し、それ
らの成果に対して責任を負う人が技術の提
供についても責任を負うようにすること。

新しい技術は、まったく異なる技術環境で
リスク管理を行うよう設計してあるレガシ
ープロセスに合わせるように構築しない。
技術の価値を最大化する新しいプロセスの
最新化、最適化、作成を行うこと。

組織全体に関与し、潜在的な阻害者を支持
者に変えること。

組織のリーダーとしての私たちの役割は、
変革を円滑に採用できるようにすることで
す。絶え間ない変化が続いていくことが普
通になりつつある世界では、変化を受け入
れ、迅速に適応できるカルチャーと組織
を作り上げる必要があるのです。

Hannan 氏からのアドバイス



詳細

eBook: 『Leading Transformation』
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。

カルチャー、才能、リーダーシップを介した、クラウド革命と変革を実現するための展望。
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