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成功の秘訣

セキュリティの民主化 
CISO、CSO、CTO といったセキュリティおよびリスクマネジメントの幹部の責任
が劇的に拡大していることは周知の事実です。

私たちは、セキュリティの脅威に対して警戒し先制的に取り組むことに加え、
ビジネスネットワークを保護する責任があります。さらに、組織のブランドを
守る者として急速に成長を遂げ、取締役会の信頼と顧客の信用を獲得しながら、
その評判も高めています。

私はアマゾン ウェブ サービスの CISO として 12 年以上にわたり、そして現在は 
Amazon の CSO として、クラウドとセキュリティを導入するために多くの AWS の
お客様と提携してきました。その過程で、この変革に驚くほどうまく取り組ん
でいる優れた組織の存在に気づきました。また、そのような組織がどのように
変革を行っているか、直に確認することができました。

どのようなセキュリティ組織が成功を収めるのでしょうか ?それは、他の企業
よりも効率的にリスク体制を改善すると同時に、クラウドの使用を最適化して、
より速いペースで新しい形態のビジネス価値を生み出す企業を指します。

大きな成功を遂げる 
セキュリティ組織の  
3 つの重要な特徴 :

1.  監査や法務と協力し前向きに取り組んでいる

2.  オートメーションを活用する

3.  俊敏に意思決定を実践している
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特徴 #1

監査や法務と協力し 
前向きに取り組んでいる
法律およびコンプライアンスの専門家、監査のパートナー、規制当局と緊
密に連携することは、3 つの特徴の中で最も重要であると言えます。セキュ
リティの専門家と同じように、これらの人々は組織を保護することを任務と
し、早い段階から頻繁に関与する必要があります。クラウドを迅速に採用
できるセキュリティ組織は、法務、監査、コンプライアンスの関係者が強
力な味方になり得ることを認識しています。
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早い段階から頻繁にコミュニケーションを取る

成功しているセキュリティ組織は、法律、監査、コンプライアンスの専門家と積
極的にコミュニケーションを取り、連携を優先します。これは当たり前のことの
ように思えますが、組織が内部統制システムを確立し、その過程で適切なチームと
適切に連携できていないことが原因で勢いが持続できないことがよくあります。 
特定のプロセスの途中または終わり間際に関係者を参加させるという従来の運用
方法を克服することは、一部の組織にとっては、必ずしも容易ではありません。 
セキュリティリーダーとしては、製品の構築後にセキュリティが「追加」され
ることを望んでいません。同様に、必要な手順をセキュリティプロセスに統合し
て、法律、監査、およびコンプライアンスの要件を積極的に順守する必要がありま
す。AWS で定期的に行っていることの 1 つとして、クラウドで正常に監査を行う
方法を関係者に教えられるように、お客様や内部監査人と早い段階で関わります。
これを行うために、ガイダンスとツールを提供し、「ゲームデー」と呼ばれる模擬
監査演習を実施します。

承認先を明確にする

クラウドをごく短期間で導入するセキュリティ組織は、セキュリティ承認プロセスを
明確にしていることに気づきました。例えば、多くの企業は、従業員が機密データを
取り扱うことができるサービスを許可リストに登録します。クラウドプロバイダー
である AWS は、常に既存のサービスを更新したり、新しいサービスをリリースして
います。最も迅速に行動する顧客は、これらの変更を関係者の部門に伝えるプロセ
スを確立しています。このような顧客は、許可されるサービス、制限付きでデータを
処理できるサービス、および制限なくデータを処理できるサービスを明確に記載し
た内部ドキュメントを広く共有しています。組織全体で承認プロセスを周知徹底す
るセキュリティリーダーは、明確さとスピードを生み出します。

AWS Cloud Audit Academy は、
監査人、コンプライアンスの
専門家、および法律の専門家
が AWS を使用してコンプライ
アンスを実証する方法を学ぶ
際に役立ちます。
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クラウドにおけるセキュリティ

お客様の責任は、お客様が選択した 
AWS クラウドサービスに応じて異なり
ます

クラウドのセキュリティ

AWS は、AWS クラウドで提供
されるすべてのサービスを実行
するインフラストラクチャの保
護について責任を負います

責任共有モデルを理解する

セキュリティとコンプライアンスは、AWS とお客様との間で共有される責任です。
大きな成功を遂げたセキュリティ組織は、自分たちが何をしなければならないか、
AWS で何ができるか、そして私たちが一緒に取り組んでいることを積極的に明確に
しています。監査部門、法務部門、コンプライアンス部門、および AWS と緊密に
連携して、継承、共有、および顧客固有の統制について深く理解することにより、
製品またはサービスのリリース初期段階でコンプライアンスを確保します。

監査や法務と協力した前進的な取り組み : Origin Energy、
CISO、Christoph Strizik 氏

オーストラリアを拠点とする Origin Energy の CISO である 
Christoph Strizik 氏が、セキュリティのために監査部門や
法務部門と連携するための最も効果的な方法は何かと尋ね
られたなら、最初に「場所、場所、場所」と答えるでしょ
う。同社での最初の数か月間、同氏はリスクとコンプライ
アンスの利害関係者から物理的に離れていました。彼らが
セキュリティの成功における鍵であることを認識し、すぐ
隣に自分自身を配置しました。次の 6 か月間、彼らとの 
関係を築き、彼らの業務を研究し、セキュリティとコンプ
ライアンスのプロセスにおけるギャップを特定しました。
また、AWS とクラウドを採用することで、膨大な量の新し
いデータにより監査部門と法務部門に画期的な可視性を提供
できることを知っていました。

これらの洞察を武器に、同氏は行動に移し、定例会議を積
極的に設けて、信頼関係を築き、信頼されるアドバイザー
兼パートナーになりました。同社は、セキュリティとコン
プライアンスの両方がすべての業務グループにまたがる統
合企業であるため、より大きな組織に情報を提供する際に
一体となって対応することができます。このような強固な
連携により、監査が行われる際にも非常にスムーズな対応
ができます。また、セキュリティに対するコンプライアン
スの共有ダッシュボードを簡単に提供できます。Christoph 
氏は、継続的なコンプライアンスの実践に関して、AWS か
ら多くのことを学んだと考えています。AWS が提供する
コンプライアンスダッシュボードへのオンデマンドアクセ
スにより、Origin のような組織は責任共有のバランスを取る
方法を学ぶことができます。
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特徴 #2

オートメーションを 
活用する
常に変化が激しい中で、セキュリティの確保にはソフトウェアエンジニ
アリングのプラクティスの進化に対応するため尽力する必要がありま
す。大きな成功を遂げたセキュリティ組織では、「オートメーション」、
「バックログ」、「CI/CD」、「アジャイル」などの用語がセキュリティ用
語集で一般的になりつつあります。実際、アジャイル、DevOps、およ
び CI/CD は、ほとんどのセキュリティ専門家にとっては基本的なプラク
ティスです。
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コードとしてのセキュリティ 

最も成功しているセキュリティリーダーや組織は、セキュリティは構築の後に
追加するものではなく、開発プロセスそのものに深く組み込まれるべきであ
ると理解しています。うまく行えば、開発を加速し、セキュリティプラクティ
スを開発ライフサイクルの実態に合わせることができます。

クラウドを採用したお客様は、開発中のソフトウェアに加えて、セキュリティ
運用タスクをコードとして自動化しています。これに関する良い例は、ファイ
アウォールルールの変更をプッシュする方法です。もうデバイスにログインす
る必要はありません。ソフトウェアをコードとして活用して、継続的ビルドシ
ステムがこれらの変更をテストし、ほぼリアルタイムでプッシュできるように
します。

セキュリティタスクを自動化することで、セキュリティチーム全体の運用方
法を変えることができます。セキュリティ機能を自動化する方法をいくつか
例に挙げます。

• チケットを自動的に作成し、アラートをエスカレーションして、一貫性の
あるタイムリーなアクションを実現する

• IAM ポリシーを自動的に生成して、人的エラーのリスクを軽減する

• ログ管理を自動化して一元化する

• サービスとコードを活用して、脅威の検出と対応の機能を自動化する

コードをリポジトリにコミットし、パイプラインに通してデプロイすること
で、本番稼働システムへのアクセスは不要です。結果として、セキュリティ
リスクは大幅に低減します。また、コードをコミットするデベロッパーから、
承認を行うマネージャーやコードを本番稼働環境にリリースするビルドシス
テムに至るまで、すべてのアクションはログに記録されます。つまり、実行
されたすべてのアクションのレコードが残ります。

ソフトウェアエンジニアリングとの関係強化 

当社の最先端のセキュリティのお客様は、今日の企業環境で起こっているす
べての変化に適応するために、エンジニアリングの組織をますます強化し
ています。そのようなお客様はデベロッパーを SecOps に雇い、より多くの 
自動化を実現して、セキュリティエンジニアが高度な判断を必要とするタス
クに専念できるようにしています。

大きな成功を収める CISO は、エンジニアリングチームと協力して、ゲートの
代わりにガードレールを構築しています。これにより、開発チームと事業部
門は、セキュリティに対してより多くの説明責任と責務を持つことになりま
す。これは、管理を放棄しているのではありません。他のチームにも責任を
担うことを促し、深く関わっていると認識させるのです。

例えば、AWS では、サービスチームがセキュリティについて質問がある場合、
またはソフトウェアのテストプロセスで問題が発生した場合、セキュリティ
チームがガイダンスを提供し、サービス組織と提携することができます。ただ
し、問題を解決する責任はサービスの所有者にあります。
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継続的な改善 

大手セキュリティ組織は、継続的にフィードバックを収集し、その情報に
基づいて改善を推進するクローズドループを作成することにより、継続
的な改善を重視しています。これは、コードを記述しているデベロッ
パーへの即時のフィードバックであろうと、エンゲージメントの有効性に
関するアプリケーションセキュリティエンジニアへのフィードバックで
あろうと当てはまります。

時間の経過とともに、当社は AWS セキュリティ内でのフィードバックルー
プの使用方法を進化させました。また多くの主要なセキュリティ組織が
次のようなベストプラクティスを運用していることを確認しています。

• ビジネスの連携による、安全な設計、構築、提供
• 顧客とビジネスを保護しながら、堅牢で信頼性の高いサービスを開始
• 製品発売のタイムラインをサポート
• サービスの提供を超えたセキュリティのカルチャーを構築

一例として、「すべてのユーザーや個人顧客を保護しながら、堅牢で信頼
性の高いサービスを開始する」ことは非常に意図的に行われます。当社の
チームは、サービスを継続的に開始しなければならないことを理解してい
ます。セキュリティがその妨げになってはいけません。そのまったく逆で、
ビジネスを加速させる促進剤として機能します。当社のサービスは、堅牢
なフィードバックループを通じて、迅速かつ継続的に開始することができ
ますが、チームはプロセス全体を通してセキュリティを見失うことはあり
ません。
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大規模な顧客満足度を実現 

AWS でどのようにアプリケーションセキュリティ (AppSec) を実施しながら過去
数年で数千の機能をリリースしてきたのかという質問をよく受けます。これらの
主な機能またはサービスはすべて、コードの詳細な検査と侵入テストを含むア
プリケーションのセキュリティレビューを行う必要があります。これにより、
お客様を保護し、プログラムを改善します。

例えば、暗号化は複雑であり、すべてのチームが暗号化担当者を雇うことはス
ケーラブルではありません。したがって、組織内の誰かが暗号化コードに変更を
加えたい場合は、変更を依頼する人が適切なトレーニングを受けることを徹底
します。また、変更が正しく実装されていることを確認できる、暗号化に関す
る優れた能力を持つピアレビュー担当者を確保しています。

AWS でよく使うもう 1 つのメカニズムは、「How’s my driving? (評価はどうで
すか ?)」調査と呼ばれるものです。この考え方は、Amazon.com でのカスタ
マーサービスエクスペリエンスをフォローアップする方法と非常によく似てい
ます。基本的に、「問題は解決しましたか ? [はい] か [いいえ] でご回答くださ
い」と尋ねます。当社のチームは、社内のお客様に対しても同じアプローチで 
AppSec レビューを実施します。「普通」または「悪い」という回答があった場
合、AppSec の週次ビジネスレビューで話し合います。何が悪かったのか ?どの

ように改善するか ?社内のビジネスパートナーをお客様として捉え、彼らの要件
から逆算して考えることで、アプリケーションのセキュリティを大規模に実現
することができるのです。

バランスの取れた採用 

多くのお客様から学んだことは、適切な技術スキルセットだけでなく、適切な
資質を備えた人材を採用することが重要であるということです。好奇心旺盛で
効果的な連携の仕方を熟知している人材に投資する一方で、多様性を積極的に
追求し、退役軍人やセキュリティの学位を持たない人など、普段は目を向けな
いような人材にも着目することでバランスを取っています。

最高クラスのセキュリティチームを構築する際に、お客様が求める特徴をいく
つか示します。

• 当社のサービスと内部システムに関して深く理解する 

• サービスチームのセキュリティに関する質問に対して実践的なソリュー
ションを提供する 

• サービスチームとともにイノベーションを起こし、ロードマップに貢献する 

• 非常に好奇心が強いこと 

• オートメーション志向であること

ソフトウェアエンジニアリングとの深い関係を構築する : HBO Max、CISO、Brian Lozada 氏 

Brian Lozada 氏は、Accenture、ソニー、Condé Nast などで、さまざまなキャリアを持つ経験豊富なセキュリティ専門家です。同氏は AWS の長年のお客様でもあ
ります。それまでの経験から、セキュリティについて、「ミツバチはハチミツに集まってくる」ことを学びました。同氏は、ソフトウェアエンジニアリング分野の
同僚にノーと言うことはめったにありません。それどころか、新しい組織に加わるときは、ロゴも入った内部セキュリティ「ブランド」を導入します。目標は、
セキュリティをすぐに身近なものにし、デベロッパーやエンジニアが同氏やそのチームを障害物ではなくパートナーとして認識できるようにすることです。同氏は
彼らと密接に連携しており、セキュアなコードに関するトレーニングとセキュリティ「ポッド」を通じて、定期的な教育を行い、ソフトウェアエンジニアリングの
専門家がハイレベルな取り組みへ参加するサイクルを回しています。AWS re:Invent の定期的な参加者でもあり、プレゼンターでもある同氏は、AWS との長年に
わたる連携から学んだことがあります。それは、セキュリティの実務者が、創造的かつ積極的になるようにすること、データサイエンスを掘り下げること、そし
て最も重要なこととして、セキュリティをカスタマーサービスの組織とすることです。なぜなら、誰もがセキュリティのお客様だからです。
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特徴 #3

俊敏な意思決定を 
実践している
かつて企業は、資本調達モデルと大量のハードウェア、ソフトウェア、
およびパートナーを想定したテクノロジー獲得を中心にプロセスを 
構築していました。オンプレミスではすべてのハードウェア、ソフト
ウェア、およびパートナーソリューションの管理と統合が複雑なた
め、意思決定に時間を要しました。セキュリティの面では、実装に
向けた戦略の策定が長引くことを意味します。しかし、クラウドサー
ビスの世界では、戦略を数分でデプロイできます。リスクとセキュリ
ティに関する意思決定は、ビジネスに支障を来すリスクがあるため、
迅速に行わなければなりません。
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エスカレーションを奨励する 

何かがおかしい、違和感を感じる。何か疑問や混乱がある。最も成功しているセキュ
リティ組織からのメッセージは、「早期にエスカレーションする」という言葉で表せ
ます。コンパスを使用したことがある人なら、旅の早い段階にコースを修正する方
がはるかに簡単であることを知っているはずです。分析麻痺に陥るよりも、適切な
データと意思決定者と協力し合った方がよいでしょう。AWS で学んだことは、優れ
た意思決定をするために必要な情報量は約 80% であるということです。すべての
データが揃うまで待っていたら、手遅れになってしまいます。特にスピーディなセ
キュリティの世界では、そのような躊躇するスタイルは適していません。

また、エスカレーションを行う際の重要な情報は、フィルタリングせずに提供するの
がベストです。権限や階層ではなく専門性に委ねることで、誰もが必要なデータを
手にし、迅速かつ十分な情報に基づいて意思決定を行うことができます。リーダーと
専門家の間に誰かが存在すると、問題の明確さが失われたり、希薄になる可能性があ
ります。最高幹部からの質問は、正確な答えを必要とするものであることは間違いあ
りません。結局のところ、製品を所有するすべての人が責任を感じるべきなのです。
深い理解は、深い責任感と当事者意識から生まれ、問題が発生したときに根本的な原
因をすばやく特定することにつながります。

一部のセキュリティ組織が「エスカレーション仲間」を奨励しているのを見てきまし
た。主要な実務担当者が休暇を取ったり病気になった場合、何か問題が起きた時に、
仲間により、問題はスピーディーに対処されます。彼らには、その分野に経験があり、
適切なタイミングでエスカレートする権限が与えられています。
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最高幹部はセキュリティについて迅速かつ頻繁に話し合う

セキュリティは、サイロ化されていない場合やコストセンターに追いやられていない
場合にうまく機能します。実際、最高幹部の投資と参画は、大きな成功を遂げたセキュ
リティ組織においての重要な特性です。これらの組織とリーダーは、セキュリティが
常に全員の最優先事項であることをよく理解しています。これらの組織のリーダー 
(すべての事業分野と CEOを含む) は、セキュリティに深い関心を持ち、定期的かつ
頻繁に会議、更新、およびチェックインを行うことを奨励しています。AWS では、
セキュリティエンジニアは、DevOps とアジャイル開発の世界では標準的な日次ス
タンドアップを行っています。例えば、CEO はセキュリティチームと深く関わり、
毎週リーダーシップに加わり、主要なセキュリティメトリクスを確認して議論してい
ます。セキュリティがビジネスの重要な成功要因であることを理解しているのです。

双方向の扉を活用する

AWS では、意思決定を出入り口と考えています。一方通行の扉 (One-way door) とは、
一度進むと修正が困難または後戻りができない意思決定です。進んだ先にあったもの
が気に入らなかった場合、元に戻すことは非常に難しく、多くの場合、コストがかか
ります。対照的に、双方向の扉 (Two-way door) では、通り抜けて、その先で何が見
つかるか確認できます。気に入らない場合は、ドアを逆向きに通り、意思決定を事実
上覆すことができます。成功しているセキュリティ組織は、一方通行の扉は避け、双
方向の扉を見つけ出すため、最善を尽くしています。過程で迅速に反復を行うために、
セキュリティに対するいかなる変更も小さく頻繁に行うことが重要です。完璧さより
も、反復こそが、成功の鍵です。最初から完璧さを求めると、ゲートから出ることは
できなくなります。

AWS での Leadership Principle の 1 つに、「Bias for Action」があります。ビジネス 
(この場合はセキュリティ) ではスピードが重要であるため、意思決定や行動をやり
直すことができ、過剰な調査や検討に時間をかけるべきではありません。計算され
たリスクであれば、セキュリティにおいて、リスクを取ることは健全であると理解
しています。

俊敏な意思決定の実践 : Hulu バイスプレジデン
ト兼情報セキュリティ責任者、Emilio Escobar 氏

何千もの動画コンテンツとライブ TV を通じて何百万もの視
聴者にサービスを提供する有名なエンターテインメントプロ
バイダーである Hulu では物事が速く進み、迅速な意思決定
が必要です。Emilio Escobar 氏にとっては、チームが安全性を
保ちながら創造力を発揮できるようにするためには、最初か
ら適切なガードレールをプロセスに組み込む必要がありま
す。そうすることで、ボトルネックを回避するために、チー
ムメンバー自身が特定のパラメータ内で決定を下すことがで
きます。その後、隔週でアイデアやプランを発表します。この
ような仕組みは、自由な発想と深い誇りを生み出します。ま
た、意思決定のスピードを高めるために、同氏は毎週直属の
チームメンバーや幹部の同僚と会って話し合います。その間、
コラボレーションツールで活発に発言します。

最後に、Emilio 氏は、誰もが同じ問題を解決するという
意識を持っていれば、いかなる潜在的な問題もエスカレー
ションすることへの不安はないと考えています。彼らは常に
セキュリティとスピードの適切なバランスを模索していま
す。そのためには、ある程度の透明性と可視性が必要です。
Emilio 氏と同氏のチームは AWS と緊密な連携関係にありま
す。同氏は AWS のカンファレンスに積極的に参加し、CISO 
協議会へも参加して、AWS セキュリティ製品の推進を支援
しています。AWS との連携で、エンジニアリングにセキュ
リティを密接に組み込むことの重要性について再認識しま
した。
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まとめ 
これまで見てきたように、明確に決まった型があるわけではないものの、と
りわけ成功しているセキュリティ組織には、共通している特徴があります。

法律およびコンプライアンスの専門家、監査パートナー、規制当局と
緊密に、そして積極的に連携している。

ソフトウェアエンジニアリングのプラクティスの急速な進化に対応
するため、意図的に取り組んでいる。

ビジネスが円滑に進むように、迅速かつ十分な情報に基づいてリス
クとセキュリティに関する意思決定を下している。

これらのうち 1 つまたは 2 つの領域で長けている企業が多いのは事実です。
最も成功しているセキュリティ組織の秘密は、これら 3 つの基準をすべて維
持しなければならないことを認識していることです。これら基準は独立した
ものではないことも認識しています。最高レベルの成功を収めるためには、
これらの基準を一体的に運用する必要があります。

時に困難を伴うセキュリティジャーニーの過程をお客様と共に歩む中で 
(各々が固有のエクスペリエンス)、お客様の決意と機知にはいつも感銘を 
受けています。これは、10 年以上この仕事に携わっていても、いまだに 
新しいことを教わっているという証であり、とても感謝しています。

1.
2.
3.
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関連コンテンツ
セキュリティに関するリーダーシップの育成
エンタープライズ CISO が組織を保護するために従業員にどのように投資しているかをご紹介します。

セキュリティ文化の育成

AWS セキュリティとコンプライアンスのクイックリファレンスガイド
堅牢なセキュリティと規制コンプライアンスを維持しながら、コスト削減とスケーラビリティを実現する方法をご紹介します。

AWS Well-Architected

AWS を使用して、運用上の優秀性、セキュリティ、信頼性、パフォーマンス効率、コスト最適化を実現するフレームワークです。

AWS re:Invent 2019 AWS Security Leadership Session 
(AWS re:Invent 2019 AWS セキュリティリーダーシップセッション)

AWS 最高情報セキュリティ責任者の Stephen Schmidt が、クラウドセキュリティの現状についての見解を述べています。

Verified 動画シリーズ
自社組織においてデジタルトランスフォーメーションの取り組みをリードしてきた方法について、他のセキュリティリーダーの
声をお聞きいただけます。

革新的なリーダーは、ビジネスの成長と変革をどのように推進しているかについてご紹介します。

詳細はこちら ›
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https://aws.amazon.com/executive-insights/content/cultivating-security-leadership/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/creating-a-culture-of-security/
https://aws.amazon.com/executive-insights/content/security-and-compliance-quick-reference-guide/
https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/?wa-lens-whitepapers.sort-by=item.additionalFields.sortDate&wa-lens-whitepapers.sort-order=desc
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE
https://www.youtube.com/watch?v=oam8FDNJhbE
https://aws.amazon.com/security/verified/
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