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デジタル時代に CXO が技術の先に見据えていること



リーダーはどのように 
変革を推進しているか
Miriam McLemore、AWS、エンタープライズストラテジスト

私は、以前、象徴的なブランドであるコカコーラで社内 CIO を務
めていたときに、デジタル戦略を策定し、技術の投資に関する重大
な意思決定を行いました。この取り組みで、私は、ビジョン、価値
提案、特に社内文化といった企業の中核となる要素について、リー
ダーたちが一緒に考えなければ良い結果が生まれる可能性が低くな
ることを学びました。

現在、私は、AWS のエンタープライズストラテジストとして、世界
各地の大規模企業の経営陣とともに仕事を行い、クラウドを使用し
た人材、プロセス、技術の変革を支援しています。このとき、デジ
タルイノベーションや、エンタープライズ IT の将来に関する質問
から会話を始めることが多いのですが、必ずと言っていいほど、イ
ノベーションを大規模に実現できる文化を追求する話になります。

過去に私は、Amazon の独自の文化、特に Customer Obsession 
という最も重要な原則によってどのように成功を収めているかにつ
いて書きました。AWS は大きな会社になりましたが、まだ "スタ
ートアップ企業" として運営しています。ただし、今は、エンター
プライズ規模のスタートアップ企業です。"スタートアップエンタ
ープライズ" になるには、文化を定義し、仕事のやり方や市場を開
拓する方法の中核として文化を位置付ける価値や実践方法を確認す
る必要があります。

私は、他の経営幹部レベルのリーダーがどこに焦点を合わせて
いるのか、つまり、適切な技術のイニシアチブだけでなく、会
社のデジタル戦略、データ戦略、文化にも焦点を合わせてい
るのかについて知りたくなりました。私は、AWS の仕事とし
て、世界各地のお客様に会い、ビジョン、目標、人材育成、リ
ーダーシップの哲学について話し合う機会があります。

私たちは、次のような難しい質問について話し合います。クラ
ウドコンピューティングの機能によって今までなかったチャン
スや特有の課題が生じている時代に、変革を主導することをど
う思っていますか。何に刺激を受けていますか。ダイバーシテ
ィとインクルージョンをどのように実現していますか。どのよ
うにして時代の最先端についていっていますか。新しいリーダ
ーを見つけるための秘訣は何かありますか。会社は失敗に悩ま
されていますか。それとも、失敗を奨励していますか。



クラウドとデジタル技術によって画期的な方法でお客様に
近づくことができるようになりました。リーダーは、企業
にとっての最重要人物はお客様であることを常に認識する
必要があります。地球上でお客様のことを最も考えている
企業である Amazon と AWS は、クラウドを活用して顧客
との関係を強化することを目指しているお客様と強力なパ
ートナーシップを組んでいます。

リーダーは、指図するのではなく、手本を示すことで適切
に主導することができます。Amazon には、文化の一部に
深く掘り下げることがあります。仕事に直接かかわり続け
ることを恐れず、他者の育成とのバランスをとります。多
くの話し合いの中で、これと同じ考えをよく聞きます。

失敗はプロセスの一部として重要で不可欠な要素です。自分
で失敗したり、従業員に失敗できる余裕を与えたりします。
失敗は、学習のチャンスであり、他の場所への架け橋となり
ます。失敗できることは重要です。Jeff Bezos は「Amazon 
は失敗するための最高の場所である」と述べています。
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お客様との会話を通して、技術ソリューションの数と種類が増え続ける
中で、以下の重要なテーマがあることがわかってきました。



現代のエンタープライズにおける変革の主導に関連した
いくつかのテーマに基づいて、経営幹部レベルのリーダ
ーと行った対話の中から、ビジネスリーダーに役立つと
思われる印象的な言葉をいくつか紹介します。 

インサイトとモチベーションに役立てていただければさ
いわいです。同業者のちょっとした知恵がきっかけにな
って、すばらしい発想が思いつくことや優れた変革を引
き起こすことがあるものです。



どのようにしてリーダーを見つけ、育成していますか

当社は新しい技術を積極的に取り入れており、リーダーにはみんなが今までしたこと
がないことに取り組んでもらう必要があります。ある職務のために、適性があって経
歴も適しているものの、具体的な経験がない人物を別の事業部門から抜擢しました。
チャンスを与えた結果、その新しいリーダーは、当社が他のリーダーに求めていた水
準を引き上げました。」 

MORGAN REED 氏、アリゾナ州、CIO

何よりもまず、一生懸命に働き、学び、時間を守り、プレッシャーの中で仕事を遂行すること
をいとわない人かどうかを知る必要があります。そこから、その人の働く理由、目的、動機に
ついてさらに詳しく知りたいと思います。次に、仕事を割り当てる方法と共有する方法を観察
します。結果を出すリーダーは、仕事を上手に委ねられる人でならなければなりません。」 

MOHAMMED ALI AL QAED 氏、バーレーン王国、
情報および電子政府庁長官

優れた技術リーダーは、ビジネス部門と連携し、技術の観点から実現可能な方法を示し、
ビジネス部門と協力してお客様のためのビジネスソリューションを実現します。」 

MAHMOUD EL ASSIR 氏、Verizon、CIO

モチベーションの次に、好奇心があるかどうかを見るようにしています。お客様にとっ
ての価値を向上させることに注意を集中している人を探します。将来のリーダーとして、
覚悟があり、立ち直りが早く、物事に熱中できる人に関心を向けます。そのような人は、
目標を達成するためなら困難な課題にも進んで取り組みます。また、挫折しても、すぐ
に立ち直ることができます。」 

ANN CARVER 氏、Coca-Cola North America、CIO

「

「

「

「



失敗をどのように考えていますか

リーダーが失敗や難題に直面したときに、私がよく勧めていることは、コミュニケーシ
ョンをとることです。失敗や難題について率直に話し合うようにします。援助を早めに
求めてください。遅くなってから援助を求めないようにします。」 

SHAOWN NANDI 氏、Dow Jones、CIO

私たちは、失敗に対して少し気を楽にして受けとめるようにしています。科学の本質は、
仮説を立て、データに照らして仮説をテストし、予測し、体系的な標準のプロセスを使
用してその予測を実行することにあります。このパターンを何度も繰り返します。技術
の開発もそれと同じですよね。」

CHARLIE EWEN 氏、英国気象庁、CIO

「好きな失敗は何ですか」と聞かれたことがあります。普通はこの 2 つの言葉を一緒に使う
ことはないため、変わった質問です。私なら、好きな失敗は、その直後は好きではないもの
と答えます。技術職に従事する前、私は複雑な取引を扱っており、そのいくつかは失敗しま
した。取引がまとまらなかったときは、うまくいかなかった理由についてよく考えることや、

「私はそこで役割を果たしたか」、「何ができたか」、「何ができなかったか」を自身に問
いかけることができる良い機会になりました。内省とフィードバックは非常に重要です。」 

HERVE COUREIL 氏、Schneider Electric、最高デジタル責任者

自分が信じているものを実現するために懸命に働き、自分が正しいと信じている方法でそ
れに近づく努力をしているなら、その時に結果が出なかったとしても、時間が経ってから
報われる時が来ます。その仕事をしたことに何らかの価値があります。」 

ANN CARVER 氏、Coca-Cola North America、CIO
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ダイバーシティについてどのように考えていますか

ダイバーシティは大きな重点分野です。お客様が多様であるという 1 つのシンプルな理
由から考えても重点分野です。製品チームや技術チームには、メンバーやお客様につい
てじっくり考えてほしいと思います。そうすることで、製品を開発するときに多様な観
点から物事を見ることができます。」 

SHAOWN NANDI 氏、Dow Jones、CIO

最近、女性のリーダーシップ評議会に参加しました。女性は、購入の決定の約 70% にかか
わっており、人口の半分を占めていますが、その割合が特に専門職や上級管理職では反映さ
れていません。私の企業では、女性を育成するように努めています。チームに非常に有望な
リーダーが数人入ってきており、個人的にとても注目しています。」 

ANN CARVER 氏、Coca-Cola North America、CIO

私は、ダイバーシティとそれによってもたらされる価値を強力に支持します。私たち
は、モノカルチャーでの開発を行わないようにするための方針と戦略を積極的に策定し
ています。自分の周りにいる人だけを見て、多くの人たちが同じ意見であれば "正しい" 
と考えるのは簡単ですが、危険な方向に進む可能性があります。」

CHARLIE EWEN 氏、英国気象庁、CIO
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トレンドや技術についていくためにどのようにしていますか

技術についていくことは、お客様を注意深く観察することと大きく関係しています。製品
やサービスについて、お客様はどのように学んでいるか、どのように購入しているか、ど
のように使用しているかを知るようにします。その上でネットワークをどのように構築す
ると良いかを検討しているため、お客様のニーズを予測して、優れたユーザーエクスペリ
エンスを提供することができています。当社はネットワークと製品の環境に関して絶えず
標準を定め、常により高い基準を目指しているため、実用的な機能を維持しています。」 

MAHMOUD EL-ASSIR 氏、Verizon、CIO

私は、Twitter で影響を与えてくれる人物、VC、リーダーを多数フォローしています。これ
は、世の中で生じていることを知るためにとても良い方法で、断片的な情報や考える材料を
得ることができています。また、社外のお客様、パートナー、VC、スタートアップの人た
ちと多くの時間を費やしています。そうすることで何かを思いついたり、新しいトレンドを
発見したりすることができます。私たちは、これを当社の近くだけではなく、世界中で実践
しようとしています。」 

HERVE COUREIL 氏、Schneider Electric、最高デジタル責任者

私は常に、カンファレンスに参加することや、社内外の仕事の関係者と会って話す
ことをチームに勧めています。特に地元でそうした機会やミートアップがある場合
は、それに参加するように勧めています。会社に戻ったら、社内の他の人とその経
験を共有するように依頼します。エンジニアや運用の担当者が同僚から学んだこと
を聞くことができるため、この共有には大きな意味があります。」 

SHAOWN NANDI 氏、Dow Jones、CIO
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誰または何に刺激を受けていますか

私が Verizon で 20 年間過ごした中で刺激を受けた人物を挙げるとすると、誰か 1 人
に絞り込むことはできません。さまざまなリーダーと働きましたが、それぞれのリーダ
ーがコラボレーション、投資の意思決定、業績の向上などの分野で私のあらゆる可能性
を引き出してくれました。それで、こうしたことは 1 つの要素ではなく、組み合わせな
のだと思います。それぞれのメンターから最良のものを取り出し、それに基づいて構築
して、さらに独自のものを加えることです。」 

MAHMOUD EL-ASSIR 氏、Verizon、CIO

以前に、経験の長いリーダーからの意見を受けたことがあります。そのリーダーは、私の
上司に「彼は賢く考えをしっかり言うことができる人です。ただ、話をやめるタイミングが
わからないようです」と言いました。これは私にとって大きな教訓でした。その後の数年
間、そのリーダーは私のメンターを務めてくれました。最終的に、私のキャリアにおいて
そのリーダーと 2 度仕事をする機会がありました。率直な意見を受け、その意見によって
調整されたことを感謝しています。本当にその影響は大きかったです。」

SHAOWN NANDI 氏、Dow Jones、CIO 

私がメンターから学んだことは、競いたいのであれば、世界規模でリーダーと競い合う
ようにということです。そのメンターは初日から私に、「何かを成し遂げたいのであれ
ば、目標を高く設定し、トップ市場に目を向け、近づこうとすることが必要です」と言
いました。」 

MOHAMED AL QAED 氏、バーレーン王国、情報および電子政府庁長官
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終わりに

AWS はお客様がビジネス 
の目標を達成し、ビジネス
の変革に成功することが
できるように支援すること
で、刺激を受けています。
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