
CISOの新たな夜明け
全てを変えた1年  

全てを目撃してきたCISOたちを対象とした徹底リサーチ
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はじめに

現在、効率的なリモートワークを実施する必要のある企業の多くにとって、CISOとそのチームは予期せぬヒーローに
なり得る存在となっています。

サイバーセキュリティは、単に「悪事を防ぐ」ためだけではなく、企業が非日常的な状況においても生産性を維持する
ために必要なツールを導入することで生き残り、時には成功を収めるためのサポートをしてきました。 

2020年半ば、エフセキュアはイギリスのリサーチ会社であるOmnisperience社に、欧米のCISO (最高情報セキュリテ
ィ責任者) にそれぞれの役割について取材をするよう依頼しました。そして、欧米の28人のCISOからの直接得た回答
を基に調査レポートを作成しました。 

本調査では、28 人のCISOに自身の持つ課題／希望／恐れ／計画について語っていただきました。忌憚のない回答
から得られた洞察は、セキュリティのエキスパートたちが目の前の問題に取り組み、CISOというポジションが生まれ
てからわずか27年*1 の間で急速に拡大する役割に対処している様子を描いています。
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第1章

CISO (最高情報セキュリティ責任者) のポジションは30年弱前に生まれ、それ以来急速に成長、成熟してきました。近
年ではこの進歩がより加速しています。

最近のセキュリティインシデントにより、CISOとそのチーム、セキュリティサービスプロバイダーは注目を浴びるよう
になり、セキュリティの専門家たちはあらゆるインシデントへの対応を求められるようになりました。 

しかし、本来のビジネスとの関連性／信頼性／認知度の向上には、様々な重荷を伴います。特に、業務における優先
順位の変更、ソフトウェアスキルの向上の必要性、新たな役割と責任の所在などが挙げられます。 

現在の状況では、オペレーション上のCISOとしての有効性を維持することは、CISOが直面する最も困難な責任の1
つだと言えます。最近のインシデントにより、CISOはその役割を一気に拡大する要求を受け入れて更に適応すると
いう、大きな課題を抱えています。サイバーセキュリティを取り巻く新しい情勢には、技術的な課題だけでなく、個人
的／政治的／人間的な要素など、様々な問題が山積しています。

調査レポートの第1章では、過去12ヶ月から18ヶ月の間にCISOの役割がどのように変化したかについて解説してい
きます。
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問1

過去12ヶ月から18ヶ月の 
間に、あなたの役割に 
おける責任が変化し、 

新しいスキルを身に付ける 
必要がありましたか？
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過去12ヶ月から18ヶ月の間に、あなたの役割における責任が 
変化し、新しいスキルを身に付ける必要がありましたか？

1994年に最初のCISOがCiti Corporationで任命されて
以来、CISOの役割は拡大してきました。2020年に起こっ
た様々なセキュリティインシデントは、CISOがオペレー
ション上の課題に対応する能力に長けていることを示し
ており、より広範なセキュリティ対策の必要性が高まっ
ていることを表しています。

CISOが行っている活動や求められるスキルは、この18
ヶ月間ではさほど変化していませんが、セキュリティ
対策を単独で実施することから、その責任と優先順位
は、日々の業務と一体化したものへと変化してきていま
す。CISOは常に「リスクへの責任が最優先となること」と

「技術的能力とソフトスキルを役割に適用する能力／
応用とのバランス」を重要視しています。

欧米どちらにおいてもCISOの役割の変化と責任に関す
る明確な類似性が見られますが、企業規模の違いによ
って大きな違いが出てくるようです。

CISOの役割の大きさを予測する際、企業が抱えるリスク
よりも企業規模を見た方が有効なことが多いです。中小
企業ではIT部門の長ががセキュリティの責任者を兼ね
ていることもあり、その場合、セキュリティだけでなく、IT
オペレーションやヘルプデスクに関する業務にも取り
組まなければなりません。企業の規模が大きくなれば
なるほど、より多くのリソースと専門化の機会が与えら
れ、CISOは「サイバーセキュリティリスクの軽減」、「上級
管理職チームとの連携の維持」という課題に集中するこ
とができるようになります。

過去18ヶ月間、CISOは技術的なスキルとビジネススキ
ルの効果的なバランスを取ることを余儀なくされてき
ました。大量の個人データを当然のように扱う企業の
CISOは、それに伴う責任を痛感していることでしょう。

様々な規制の下で活動を行っている企業にも同様のこ
とが当てはまります。コンプライアンスに準拠していな
い企業は、企業トップへの罰則*2 が適用されるケース
もあります。アメリカ (59%) とヨーロッパ (57%) のCISO
は、規制やプライバシーに関連した役割の責任が明ら
かに増大していると考えています。いくつかの規制に伴
う潜在的な罰則は、CISOが企業リスク管理 (ERM) の枠
組みの中でサイバーセキュリティリスクを調整する努力
をする上で強力な動機となります。 

アメリカでは全国的に一貫した規制やプライバシー管
理が行われていないため、回答者の多くの生活は複雑
さを増しています。カリフォルニア州の消費者プライバ
シー法 (CCPA) やイリノイ州のバイオメトリクス情報プ
ライバシー法 (BIPA) などの州レベルの規制や、連邦取
引委員会 (FTC) や業界固有の法律に遅れを取らない
ようにしなければなりません。対照的に、欧州のCISO
は、単一の規制がある場合、複数の加盟国にまたがる
EUの法律の施行がやや容易になったと述べています。
個人データ法を例にとると、EUの一般データ保護規則 
(GDPR) の下では、CISOは導入まで迅速に進めることが
できます。この単一の規制は、国内法への転嫁が若干変
動することが多く、監督官庁によって手続きが異なるこ
とが多いことは注目に値します。

CISOの多くはグローバルな責任を負っており、アジア太
平洋地域ではデータ保護の施行が増加していることが
強調されています。韓国の個人情報保護法 (PIPA)、日本
の個人情報保護法 (APPI) とマイナンバー、そして中国
の個人データ保護法 (PDPL) は、いずれも定期的な監査
を特徴としており、コンプライアンスを怠った場合には
多額の罰金が課されます。
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今回の調査の回答者たちは、2020年の様々なインシデ
ントを受けて、事業継続計画 (BCP) ポリシーと、その企
業、事業の運営、安全性との関連性に焦点が当てられる
ようになったと述べています。私たちが取材したCISOた
ちは、ビジネスがテクノロジーに依存している点を考慮
し、必要なセキュリティ対策を評価するビジネスインパ
クト分析 (BIA) の適用を増やしたと述べています。 

取材したCISOたちは、自分たちの役割は、企業の資産と
人員の保護に焦点を当てた「内部セキュリティコンサル
タント」ではなく、「運用セキュリティオフィサー」として見
られるようになってきていると語っており、これにより新
たな課題を明らかになりました。企業内の同僚は、サイ
バーセキュリティの影響を理解する責任を自ら負うこと
なく、CISOが各部門のニーズを考慮していると思い込ん
でいるのです。

多くの回答者が懸念しているのは、CISOの役割がビジ
ネス上の重要な機能として重要視されていないこと、つ
まり中間管理職として見られ続けていることであり、CEO
の優れたアドバイザーとして評価されない限り、「潰れ
てしまう」可能性があるということです。これは、CISOの
将来が、データ保護責任者 (DPO) の役割、特定の産業
分野の専門家 (詐欺、SCADAなど) の役割、または運用
上の役割の中で統合されることを意味する可能性があ
ります。

取材対象者は、セキュリティ脅威が拡大し、サイバー犯
罪者の専門知識が能力と量の両面で増加していること
を認識していました。これにより、彼らは戦場に身を置
き、新たな脅威や進化した脅威を常に理解することが求
められています。

サイバーセキュリティの専門家は希少な存在であり、大
学を卒業して間もない人から業界での長期に渡る経験
を持つベテランまで、様々なバックグラウンドを持って
います。これは、既存の従業員を強化して専門性を維持
する必要性が高まっていることを反映していますが、そ

うでなければ、代替が困難となる知識／才能／経験を
失う恐れがあることを示しています。

企業の規模にもよりますが、サイバーセキュリティのリ
ーダーは技術面だけではなく、ビジネス面での貢献も
求められていました。コスト効率、能力の向上、カスタマ
ーエクスペリエンスの向上のために、CISOはサイバー
セキュリティの範囲外での教育を奨励したり、義務化し
たりしています。私たちが話を聞いたCISOの多くは、こ
のことによってITインフラとビジネスアプリケーションの
両方において、クラウドをより肯定的に捉えるようになっ
たと述べています。

“It’s about risk, and CISOs need to 
not make decisions that sit in other 

peoples’ responsibilities.”

Matt Stamper, CISO, Evotek

“What is starting to change is the 
business is starting to take more 
recognition and ask questions. 

As CISOs are used to talking tech, 
they are being asked to talk more 

business-speak.”

David Lello, CISO, Burning Tree
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問2

クラウドセキュリティ、 
デバイススプロール、 

RPA、AI、ML、アナリティ 
クス、脅威インテリジェンス 
などにおけるスキルアップが 

必要になったことはあり 
ませんか？
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クラウドセキュリティ、デバイススプロール、RPA、AI、ML、 
アナリティクス、脅威インテリジェンスなどにおける 
スキルアップが必要になったことはありませんか？

取材対象者の圧倒的多数 (71%) は、新しいデジタルに
ついて学ぶために時間を費やしたと回答しています。そ
の中でも特に興味深かったのは、攻撃対象となりうる製
造業における運用技術 (OT) ）が企業の関心を集めてい
るだけでなく、サプライチェーンの進化や、ビジネスを
運営するために使用される通信アーキテクチャについ
ても関心を集めています。IoTデバイスが日常的に与え
る影響を理解する必要性については、ほとんどフィード
バックがありませんでした。IoTはセキュリティチームに
とって新しい領域のようで、回答者たちこれらのデバイ
スが生成する信号／ノイズレベルを確実に理解できる
ようにする必要があることを認めました。 

CISOの大多数は読書に熱心であり、ビジネスにおける
技術やポリシーを考える前に、書籍やレポートを使って

知識を広げ、そうしたテーマと自分たちとの関連性を高
めています。彼らは、プライバシー、DevSecOps、インシ
デント対応、準備モデル、データの可視化など、様々なト
ピックに関心を持っています。

継続的な改善への欲求には、NISTやMITRE ATT&CKな
どの新しいフレームワークのマッピングも含まれていま

す。私たちが話を聞いたCISOたちの多くは、最新情報に
必ずしも追い付けていないことと、それが自分たちのキ
ャリアに与える影響を心配していました。この懸念は、技
術的な変化だけでなく、規制やプライバシーに対するサ
イバーセキュリティの影響も企業の上層部にとっての大
きな懸念事項となっています。

クラウドへの親しみやすさと知識を高める必要性に関
するCISOたちの一貫性な姿勢は、私たちにとって驚きの
連続でした。以前は、多くのCISOは自分たちがクラウド
をコントロールできなくなると考えていましたが、近年
それは劇的に変化しました。クラウド技術を理解したい
という衝動の多くは、3つの点において示されています。

1. 攻撃者のベクトルが複雑化する中で、最高レベルの
脅威検知と緩和を維持する必要があり、同時に、様々
なマネージドセキュリティやクラウドサービスのアウ
トソーシングパートナーのコストと運用上のメリット
を最大限に享受する必要があること。

2. デジタルアプリケーションの成長に伴って今後増加
するであろうアーキテクチャとしてのクラウドの価値
を評価したいという現実的な思い。

3. 以上の2つの点から得た洞察を、従来の境界線の外
でデータとその運用を保護する方法を一貫して行う
ことのできるクラウドセキュリティ技術に焦点を当て
て適用すること。

“We are diving heavily into security 
analytics to make informed 
decisions. In the past it was 

responding to alerts from SIEM, 
but we are now looking at a new 

skill set for analytics.”

Leo Cronin, CSO, Cincinnati Bell

“The way cloud works is different, 
so you need to go [back] to basics 

and get new skills.”

Dave Thomas, Director of Security & Privacy 
Engineering, GoCardless
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CISOたちはデータリスクを理解し、それらを軽減する
努力を続けています。多くの企業では、データ主導の
サイバーセキュリティの実践に向けた継続的な取り組
みにより、ビジネスデータがどこで使用／作成／転送
されているかを理解しようと努力しているため、アナリ
ティクスの可視性が向上しています。回答者たちは、セ
キュリティ分析を採用すれば、セキュリティチームの対
応力が向上し、より予測的でリアルタイムの脅威イン
テリジェンス能力が向上すると考えています。数学的
分析への注目が高まったことで、SOARやより予測的な 
(SIEM、MDR、NDR、EDRなどの) サービスの適用可能性
が高まり、実用的な洞察を提供する能力が向上しまし
た。CISOたちは、より多くの補足データを必要としている
ことを認識しており、脅威分析を強化するために、追加
のオープンソースやサードパーティ製のデータフィード
の知識を増やす必要があると述べています。 

CISOたちは、人間だけでは脅威の複雑さと多様性の増
大に対処するには不十分であることを理解しています。
彼らはまた、OTとITにおけるAIと機械学習 (ML) の成長
を認識しており、これらの技術が本当に実証可能な価
値を付加できるかどうか、また、これらの技術がまだ発
展途上にあるかどうかを判断するために、これらの技術
のサイバーセキュリティにおける使用を常に検討して
います。注目度が増していると思われる分野の1つは、
ユーザー保護です。ユーザーとエンティティの行動分析 
(UEBA) や、アイデンティティとアクセス管理 (IAM) の制
御にMLの特性を組み込むことで、テクノロジーのユー
ザーを自分自身から保護し、セキュリティアナリストの
役割を補完することができるようにするものです。

今回の取材を通じて明らかになったのは、ペリメータレ
ス環境への移行が新たな焦点をもたらしているというこ
とです。資産よりもデータを重要視し、CISOたちはスキ
ルと知識の構築と更新に積極的に取り組んでいます。

“Humans alone are ill-equipped to 
manage this environment.”

Matt Stamper, CISO, Evotek
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問3

会社の業績向上に貢献 
するため、専門知識に 

加えてビジネススキルも 
向上させる必要が 

ありましたか？
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会社の業績向上に貢献するため、専門知識に加えて 
ビジネススキルも向上させる必要がありましたか？

取材をしたCISOたちの61%が、自身のビジネススキル
を向上させる必要があると強く考えています。また、新し
い開発や特定されたリスクについて最新情報を提供し、
ビジネス全体に継続的に関与する必要があると感じて
いるとのことでした。この取り組みの重要な部分は、セキ
ュリティインシデントが発生した場合にそれがビジネス
に与える影響を予測し伝達するために、自分の持つスキ
ルとチームの持つスキル、そしてテクノロジーを融合さ
せて活用することです。 

そうした理解とコミュニケーションの円滑な遂行の点か
ら、CISOには自分たちが保護すべき自分たちの企業と
いうものを十分に理解する能力と、その責任を果たすた
めに技術的な観点から優れたオペレーションを遂行す
る能力の両方が求められます。

デジタルの変化、そして競争に勝つために

CISOたちは、デジタル化の拡大に伴い、急速に変化す
る市場についても理解することを余儀なくされていまし
た。回答者の多くは、競合他社がどのようにデジタルを
利用してオーディエンスにリーチしているかを調査／研
究することにかなりの時間を費やしています。また、この
ような作業を行うことによる技術的、セキュリティ上のリ
スクやメリットについての説明を上層部に求められるこ
とが考えられます。

ある回答者は、CISOがビジネス上の成果に与える影響
を実証しようとしたときに直面する最大の課題は、「セ
キュリティの認知度を高め、ビジネスにおける重要な要
素と位置付ける」ことだと言っています。これは、CISOの
役割が社内で単なるセキュリティ対策担当と見られて
いたことからの大きな転換点となります。多くの人は、ビ
ジネス全体のリスクは依然としてCEOの責任であると考
えていますが、セキュリティリスクについては、「これは
CEOの責任ではなく、CISOの責任である」と回答してい
ます。CISOの多くは、リスクの軽減者としての自信の役
割には、ビジネスとテクノロジーがどのような依存関係
を持っているかを理解することも含まれていると考えて
います。

“I need to be positive about the 
competition and how they are 

becoming more digital.”

Hitesh Patel, Head of Cybersecurity,  
Cloud Computing & Digital Infrastructure  

Audit & Risk, Fidelity Investments

“I don't think you can separate 
the technical from the business 

anymore; you have to understand 
the business impact from a 

technical perspective.”

Scott Goodhart, CISO Emeritus,  
The AES Corporation

“Absolutely. CISOs need to 
understand the company strategy 
and how cyber security could help 

with it.”

Gene Zafrin, CISO, Renaissance Re
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リモートワークの影響

2020年には、多くの人々にとってリモートワークは「日
常的なこと」になりました。働き方の急激な変化によ
り、CISOは、労働環境の再定義や、デジタル署名やワー
クフローの検証など、ビジネスを効率化するテクノロジ
ーのアップグレードや導入を行うタスクグループに参加
することができるようになりました。対面での会議よりビ
デオ会議の機会が増えたのと同じように、新しいサイバ
ーセキュリティのeラーニングモジュールを介して従業
員と関わることで、企業は攻撃に対してよりよい防御を
行えるようになります。

あなたの役割は、社内外の仕事の多様性を高めていま
すか？

知識の共有は個人の日々の活動の大きな部分を占めて
おり、多くのCレベルのオフィサーにとっても、社内外に
対する本質的な学習と知識の向上における貢献が求め
られます。取材対象者の66%以上が、CISOの座談会や
中小企業グループなどの外部コミュニティとの交流にか
なりの時間を費やしています。こうした交流を通じ、日常

的な問題、ビジネスネットワーキング、運用上のクロス
CISOコラボレーションの議論などのトピックについて、
意見や情報を交換できるようになりました。ただし、これ
は地域によって違いがあり、エキスパート同士の交流に
関しては、アメリカのCISOの78%は、ヨーロッパの同業
者よりも50%近く高い数字を示していました。

世界中でサイバーセキュリティに対する意識が高まっ
たことで、CISOはこれまで非公開だった会話や意思決
定に参加できるようになり、ビジネス全体でより豊かで
多様な関係が築けるようになっただけでなく、イニシア
チブやプロジェクトへの早期アクセスが可能になりまし
た。

驚くことではありませんが、私たちの取材対象者
は、2020年の様々なインシデントによって、新しい仕事
の進め方に追われ、プレッシャーを受けています。サイ
バーセキュリティ対策が新たな責任を負うようになる
と、社内での取り組みを強化し、適切なセキュリティツー
ルの導入を推進することが重要になってきます。

“CISOs should engage 
widely with different 

parts of the business to 
understand what cyber 

security could do for 
them.”

Gene Zafrin, CISO,  
Renaissance ReRe

“We need diversity 
to understand how 
cyber security fits 

into the company – 
international diversity 

on how things 
operate differently 

across countries and 
industries and socio 

differences.”

Matt Stamper, CISO,  
EVOTEK

“Before, the CISO was 
in a silo as the IT guy, 

now he is the visionary 
of the new economy.”

Mauro Israel, Corporate CISO, 
ORPEA Group
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ビジネスユニットや部門を超えた社内での交流が増加
している一方で、CISOの中には、このようなセキュリテ
ィに関する知識の共有が社内でどのような結果をもた
らすのか、懐疑的な意見もありました。役員などの上級
職の中には今までのやり方から抜け出せず、より包括的
で多様性に富むデジタル中心のエコシステムを受け入
れることに消極的になる人々が存在することも確かで
す。こうした考え方は、現在の業務と将来の業務の両方
に問題と課題をもたらします。そうした事態を避けるた
めに、CISOたちはIT部門担当ではない上級管理職が、
国や業界、文化によってサイバーセキュリティがどのよ
うに異なるかを理解するために、自分たちのネットワー
クや会話を活用することを推奨しています。CISOは、自
身の役割と権力を使って信念を伝えることで、よりネガ
ティブで多様性に欠けるアプローチになる可能性のあ
る信念を伝えるのではなく、関与の幅を広げることで、
オープンさ、現実、事実に基づいたコミュニケーション
が促進されていくものと考えています。 

社外との接点も現在では多様化しており、それには規制
当局、政府機関、銀行なども含まれるようになり、CISO
が考慮すべきことや、コンプライアンスを確保するため
のベストプラクティスを知っているかどうかを直接聞く
ことができるなってきています。更に、CISOのビジネス
上の知人、サプライヤーや顧客の多くが、それぞれの企
業で使用できる専門知識を求めるようになってきてい
ます。ランサムウェア攻撃の増加に伴い、接点のあるサ
ードパーティは、そのような攻撃がもたらす可能性のあ
る影響をお互いの視点から理解する必要があるため、
相互に有益となる議論も増加しています。

“Yes, we have more external 
conversations with CISOs of most 

major customers and their boards.”

Andrew Rose, CSO, Vocalink  
(A Mastercard Company)

“Core diversity across the central 
team. Seniority is not always the 
best, it’s the idea that counts.”

Hitesh Patel, Head of Cybersecurity, Cloud 
Computing & Digital Infrastructure Audit & Risk, 

Fidelity Investments



これからのセキュリティリーダー: 全てが変わった年

14

問4

自分の役割が今後 
より重要になってくると 

思いますか？
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自分の役割が今後より重要になってくると思いますか？ 

所属企業の規模に関わらず、CISOたちは自身の役割が
上級管理職として認識されるようになったと回答して
います。既に取締役会のメンバーとなっているCISOは、
自身の役割が他のCレベルのオフィサーと同様に重要
なものであると確信しています。これは本章の冒頭で
述べたことと矛盾しているように見えるかもしれません
が、これは二項対立を反映していると言った方が正確で
す。CISOはシニアマネージャーとして信頼されているか
もしれないが、常にそのように認識されているわけでは
ないし、報われているわけでもない、ということです。こ
の調査では、ほぼ3分の2にあたる65%のCISOが、自分
たちがビジネスにとって重要であると考えています。ア
メリカの回答者 (平均7.4) は、ヨーロッパのCISO (6.1) と
比較して、自分たちの価値をわずかに高く評価していま
す。しかし、どちらの地域の回答者も、これらの数値がす
ぐに劇的に変化するとは考えていません。 

戦略的・事業的価値の認識

CISOたちはまた、自分が企業にもたらす価値について
も自信を持っています。彼らは、自身が果たす役割を、人
事や財務などの他の大きな部門と同じように有効だと
考えています。 

取材対象のCISOの75%は、純粋にネットワークリスクに
焦点を当てていた頃の役割から、現在導入されているテ
クノロジーのあらゆる側面をカバーする役割へと大きく
変化したことを認めています。このことは、ヘルスケア、

製造業、小売業など、従業員、ビジネスパートナー、顧客
のデジタルセキュリティなど、ビジネスの価値を高める
ためにあらゆる形態のITを積極的に導入している分野
の回答者に特に顕著に表れています。 

サイバーセキュリティがより広範なビジネスを可能

にするプラクティスとして認識されるようになるにつ
れ、CISOはリスク管理に伴うより大きな説明責任と役割
の一環として、リスク管理に価値を示す必要があること
を理解しています。

回答者の中には、物理的な部分とITセキュリティを切り
離すことはできないと考えている人もいるため、「CISO」
という言葉自体が、個人の包括的な責任を理解でき
るように進化する可能性があります。肩書きはさてお
き、CISOたちはビジネスにおけるリスクという視点を提
供し、ある時点で自社がサイバー犯罪者たちがより深く
興味を持つ攻撃対象となる可能性を認識させるという
点で、彼らの役割はユニークであると考えています。

懐疑的な意見を持つCISOの中には、自分の役割の長期
的な価値について懸念を抱いている回答者もいます。こ
れらのCISOは、自分たちの業務が標準的な運用モデル
の一部として真に理解されていなければ、戦略的資産と
して認識されるどころか、コモディティ化したり、別の機
能として消費されたりする可能性があると考えている。 

“It depends on the business. As a 
security leader we have to practice 
what we preach! Enable businesses 
to create the right security culture, 

awareness and to build cyber 
resilience. Trust, resilience and 

good communication is critical.”

Chani Simms, CISO, SHe CISO Exec

“There may be a new name 
for the CISO that more 

broadly represents the role's 
responsibilities collapsing into  
a chief security officer rather 

than CISO.”

Scott Goodhart, Emeritus CISO,  
The AES Corporation
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新たなレベルの自信 

サプライヤーや顧客企業は、組織を横断するセキュリテ
ィについての議論／計画／実施／保証のために必要な
適切なリスク管理の知識について、CISOに頼ることがよ
くあります。このような信頼度の高さは、デジタルとeコ
マースの成長に端を発したサプライチェーンの統合化
の進展と一致しています。

 

 

CISOの中には、データ保護担当者やコンプライアンス
担当者がデータの管理者であると認識している人もい
ました。プライバシーに関する法律や規制が強化された
結果、多くのCISOは自分の役割を拡大させ、データに関
連する全ての人／物に対する管理者となることを求め
られていると感じています。 

自分の役割がビジネスにとって重要であると感じている
かどうかについては、CISOの25%が、10段階で1～5の
評価と回答しました。彼らは自身の役割はおそらく変わ
らないと信じており、慎重な見方であると言えます。しか
し、「変わらない」ことがCISOの役割の重要性を低下さ
せることにはならないという意味では、それは間違って
いません。 

“With an increase in ecommerce 
and online financial transactions, 

coupled with the maturing of 
privacy laws around the world, the 
need to have a strong security role 

is becoming more critical to an 
organization’s success.”

John Scrimsher, CISO, Kontoor Brands
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問5

IQだけでなくEQに 
おいても自分の役割が 
拡大したと思いますか？
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IQだけでなくEQにおいても自分の役割が拡大したと思いますか？

ほとんどの人にとって、人生やキャリアにおいて成功を
収めるためには、知能指数 (IQ) よりも感情指数 (EQ) の
方が重要となります。CISOたちは非常に知的だがどこ
か近寄りがたい、多くの企業では役員会の席にいる少
数の技術者のひとりとして見られるケースが多いようで
す。このような固定観念は、様々な国や文化の中では拭
い切れていないようです。セキュリティやインシデント対
応の最前線のチームからCISOに至るまで、ユーザー／
管理者／ステークホルダーに共感し、正しく対応できる
能力が評価され、サイバー脅威の点からもそうした資質
が求められています。

CISO一人ひとりの成功、そしてCISOというポジション成
功は、「EQ はビジネスの全てである」という考え方を体
現しているかどうかにかかっている。ビジネススキルと
してのEQの重要性は、フランスの上場企業の規制要件
にも盛り込まれています。

今回の取材では、CISOの役割の主要な側面は、セキュ
リティモデルにおいてどのように他者を関与させて、推
進させるかであると認識していました。CISOの66%が、
特にグローバル化が進む中で、他者をよりよく理解し、
共感し、交渉するために必要な成熟した情緒的知性の
スキルを磨かなければならないことを明確に理解して
います。

アメリカのCISOの71%が7以上のスコアを獲得したのに
対し、ヨーロッパのCISOは57%しかこのレベルに達して
おらず、残りの43%は3～6のスコアに留まっています。 

“When you go to remote services 
and distance learning, people 

call when panicking, become less 
tolerant to wait for the answers.”

Nathan Reisdorff, CIO, New England Law

“The majority of role is about how 
you deliver through others and get 
others to drive a security model.”

Dave Thomas, Director Security and Privacy 
Engineering, GoCardless

“Your EQ is the level of your ability 
to understand other people, what 
motivates them and how to work 

cooperatively with them.”

Howard Gardner, Research Professor of 
Cognition and Education at the Harvard 

Graduate School of Education at Harvard 
University

“The requirement for security is 
no longer just about technical 

understanding, you need a better 
understanding about people and 

how they interact and react.”

Scott Goodhart, CISO Emeritus,  
The AES Corporation
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取材に応じたCISOたちは、業務の多様性を超えたコミ
ュニケーションが必要であり、ステークホルダーたち問
題点やワークライフバランスを理解することが重要であ
ると認識していますが、それ以上に重要なのは、これら
のコミュニケーションを個人個人が理解できるトーンで
実行する能力であり、それは必ずしもテクニカルな内容
である必要はないということです。 

CISO像が、多くの人々が想像するような近寄りがたい
人物ではなく、取材に回答したCISOの多くは、自身もア
ドバイスを受ける必要があることを認識しています。感
情面においても、もっと自分自身に寛容になる必要があ
り、全てを正確に遂行しなければと自分に課してしまっ
ているプレッシャーを軽減させる必要があると考えてい
ます。

EQは、特にCISOのIQ特性がより支配的になる状況にお
いて露呈する傾向があります。回答を寄せたCISOたち
は、自分の知らないところで実施されているシャドーIT
や、自分の役割の中でのサイバーセキュリティの影響を
理解する責任を他人が負いたがらないことなど、自分
のコントロールを超えた多くのことの責任を問われるこ
とを受け入れる用意ができているとのことでした。彼ら
は、これらの新しいスキルを活用して企業のビジネス全
体に広く関与することで、より良心的なEQ CISOになる
ために、このような問題に取り組んでいると強調してい
ます。

リモートワークなどの新しい働き方が広まってきた
中、CISOはEQの概念をセキュリティチームに広げ、他の
従業員たちをより良くサポートする必要があります。ヘル
プデスク機能とは異なり、CISOは、技術的な解決だけに
焦点を当てるのではなく、なぜ誰かが自分や自分のチー
ムと関わりを持とうと努力しているのかを知る必要があ
ることを理解しています。 

セキュリティチームやCISOから社内の他部署へのコミ
ュニケーションの量と頻度が増加するにつれ、専門用語
やIT部門でしか通じない表現を避けた、わかりやすくオ
ープンなコミュニケーションがますます重要になってき
ています。従業員の声を聞き、肯定的かつ批判的なフィ
ードバックを提供できるようにするためには、反対意見
を伴う明確でオープンなコミュニケーションも、成功に
は同様に不可欠です。CISOとそのセキュリティ部門は、
全ての答えを持っているわけではありませんが、その答
えを見つけるサポートをする立場にあるべきと言えま
す。

“EQ has driven the capability to 
engage with non-IT in metaphors 
to make it easier to understand. 

Proper communication will drive a 
positive environment.”

Todd Gordon, Director, Information Security, 
EisnerAmper LLP
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問6

自分の役割において 
優秀であるためには、 

どのような点を改善 
する必要があると思い 

ますか？
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自分の役割において優秀であるためには、どのような点を 
改善する必要があると思いますか？

多くの回答の中で、CISOたちは自らの役割、そしてセキ
ュリティの専門家としての役割を、継続的に学習するこ
とだと述べています。優れたリーダーはチームのスキル
セットに優先順位を与えるものですが、私たちは特に、
全ての関わりの中で、一流のサイバーセキュリティサー
ビスを提供できるようにするために、そしてCISO個人の
満足度を高めるために、自身にどのようなスキルが不足
しているのか、どのような能力を向上させる必要がある
と考えているかと知りたいと思いました。

CISOの仕事は伝統的に技術的な役割を担っており、こ
れらのスキルを継続的に向上させることが (特にいくつ
かの新しい新技術を中心に) 優先的に行われています。
また、ITに関する最新の知識、ハッカーのテクニックや
使用ツールに関する情報も知っておく必要があることも
重要だと感じています。

CISOがより良いビジネスの推進者になる方法

CISOの役割には、より多くのビジネス関連の能力を理
解する必要性が含まれているため、業界について、そし
てプライバシー規制について理解する必要があること
をCISOたちは認識しています。また、他の経営陣が、企
業がコンプライアンス遵守のために、CISOが最新の情
報を知る立場でいることを望んでいることを理解してい
ます。

企業における卓越したオペレーションチームの重要な
メンバーとして、CISOは主に2つの目的のために、社内
外との関わりを継続的に広げていく必要があります。1つ
目は、COO、法務、M&A チームなどとの交流を通じてビ
ジネスの知識を得ることで、CISO は会社がどのように収
益を上げているのか、また 、セキュリティ以外のどのよう
なリスクが企業に影響を与えているのかを理解すること
ができます。次に、より多くの「同業者グループ」との交流
や、規制当局、業界、政府機関のパートナーとの外部ネ
ットワークを広げることで、新たな洞察を得ることがで
きるだけでなく、ビジネスの実現者としての役割を促進
し、ビジネスの運用の卓越性を高めることができるよう
になります。

“The largest room in the world is 
the room for improvement.  

I always ask myself, ‘How can I do 
better tomorrow?’”

John Scrimsher, CISO, Kontoor Brands

“It may sound trivial, but to 
understand my own direct reports 
better. The biggest impact I could 

make is to ensure that every 
member of the team is successful.”

Gene Zafrin, CISO, Renaissance Re

“Like most CISOs, I’d like 
to strengthen my business 

relationships, so I can improve 
communication with the key 
managers in the company on 

how to enable their business lines 
beyond just risk reduction and 

related to productivity resilience 
and cost avoidance.”

Mike Davis, CISO, Alliantgroup
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しかし、多くのCISOには十分な時間がないことも確かで
す。様々なインシデントへの対応に追われ、全体像を明
確に把握することができず、圧倒されてしまうこともあり
ます。彼らは常に一歩下がって問題の全体像を把握でき
る能力を持っているわけではありません。一日のうちに
何とか時間をひねり出そうとしていること、あと少し長い
睡眠を確保できれば活力を持って業務を遂行できるこ
と、心配事や被害妄想が少ないこと、そして自分には帰
るべき家があることを忘れないことなどは、珍しいコメ
ントではありませんでした。CISOは多くの場合、技術的
なオペレーションの追求に時間を費やしすぎていること
を認めており、チームをもっと信頼し、彼らに仕事を任せ
ることを学ぶ必要があるとしています。そうすることで、
より戦略的な方法で自分たちの役割を見直す時間が増
えることになります。

正しい行動の促進

ソフトスキルを向上させることで、より効果的な相互作
用が促進されるとの評価がありました。これまでのセキ
ュリティに関する議論のトーンは、価値についてではな
く、恐怖／不確実性／疑念 (FUD) を強調するものでし
たが、あまり有用性がなく、長期的にはマイナス要素を
持つアプローチと言えます。

全てのやりとりが肯定的な会話として受け入れられるよ
うな言語で、より効果的にコミュニケーションを行い、例
示的な逸話を用いてセキュリティ問題にアプローチする
ことで、CISOがリスクと脅威についてあまり威圧的でな
い方法で伝えることができるようになる。このようなアプ
ローチにより、セキュリティメッセージが明確に受け入
れられ、理解される可能性が高まります。

セキュリティチームが効果的に活動できるようにするこ
とが、CISOにとっての優先事項であることに変わりはあ
りません。チームとより効果的に関わるためには、CISO
は自身のEQを向上させるための能力を高める必要があ
ります。CISOは、チームのメンバー個人個人をより理解
し、チームをシミュレートし、メンバーの一人ひとりが異
なることを認識し、個人の洞察力を理解し、個人が成功
する機会を増やすためのシナジーを生み出すことがで
きるよう努めています。 

今回の取材に応じたCISOたちは、チームの一人ひとり
が自分の中にある「優れた貢献者」としての価値を高め
るための新しい手法を模索したいと考えています。これ
を実現するために、CISOはチームのメンバーを会社の
長期的な成功に不可欠なピースとして雇用を続け、より
生産的でやりがいのある環境を作りたいと考えていま
す。CISOが同じ姿勢で人材獲得に取り組み続けば、より
大きな責任を委譲できる人材を雇用し、維持することが
できるようになります。

“I need to be positive about the 
competition and how they are 

becoming more digital.”

John Scrimsher, CISO, Kontoor Brands

“How to 'Sleep in Shifts' and increase 
my understanding, patience and 

business judgement, and translate 
this into a language that a retail 
business will find compelling.”

Simon Goldsmith, APAC Information Security 
Officer, Adidas
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自分の役割とチームの幸福度に自信を持つ

セキュリティにおけるセキュリティ (安心): 本調査時点 
(2020年7月～9月) では、CISOの65%が、2020年に世の
中が直面している大きな課題にも関わらず、自分の役
割に安心感を感じていると考えています。現職を離れる
ことや今の業界からの離脱を検討していると回答した
CISOは37%に留まりました。 

ストレスレベル: CISOチーム全体のストレスレベルはコ
ントロールされており、78%が「4～7」の範囲内に収まっ
ています。CISOがチーム内での燃え尽き症候群のレベ
ルが高まっていることを認識しているかどうかを尋ねた
ところ、同じ中間値では71%となり、人事や産業医など
がCISO、セキュリティチーム、そしてより広い従業員層へ
のストレス対応を実施する必要があると思われます。

予算: 業界を問わず、53%のCISOチームが持つ予算は
前年と変わらず、39%が予算が増加したと回答していま
す。CISO は、自分の役割における責任 (会社の目標) と

説明責任 (安全な運用の実現) の間で、どのように予算
を配分しているかという質問に対しては、64%が自分自
身を中間レベル (5) と位置付けています。CISOは、上級
管理者チームの一員として、事業目標を達成する必要が
あることを認めています。また、バリューチェーンとサプ
ライチェーン全体に渡って安全な運用環境を提供する
責任を、自分のチームと他のチームで共有できるように
する必要があります。
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問7

どのようにして、 
あなたのチームや 

その部下の管理を成功に 
導くことができたの 

でしょうか？
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どのようにして、あなたのチームやその部下の管理を 
成功に導くことができたのでしょうか？

回答を寄せたCISOたちは、自分たちを企業における有
名人であるかのように特別扱いすべきではないと強く
主張しています。彼らの信念は、他の上級管理職と一緒
にオープンな文化の中で定期的に対話を持つことが不
可欠であり、チームの成果物や経営陣のKPIについて自
分自身を教育する責任を負っているというものでした。
その反面、CISOたちは自分の役割とKPIを理解する責任
を他の人に負わせるべきではないと明確に回答してい
ました。 

CISOは、企業／／従業員／ユーザーに対して起こりうる
リスクについて、クリアかつ曖昧さのない方法によるコ
ミュニケーションを図り、その懸念を企業のリスク管理
の枠組みに沿ったものにする方法を学ぶことが重要で
あることを認識しています。 

CISOは、所属企業のビジネスについて教育を受け、情報
を得ていなければ、明確な懸念事項を伝えることはでき
ません。事業内容、収益性、現在進行中の取り組み、市場
での重要な関係、規制当局や機関との関係を理解する
ことは、CISOにとって重要な洞察力をもたらします。 

しかし、CISOだけでビジネスを支援することは決してあ
ってはなりません。むしろ、他の部門／従業員とのチー
ムアプローチで、それぞれがビジネスのセキュリティと
有効性を高めるための洞察力や提案を大切にする必
要があります。CISOに第六感などというものはありませ
ん。 

CISO以外のCレベルオフィサーたちも、より魅力的な企
業文化の創出に積極的に加わることが求められ、「セキ
ュリティは全てCISOの責任であり、自身は次回のコンプ
ライアンス監査が実施される時のみ関与する」という考
えを捨て去らなければなりません。CISOは、自分の役割
におけるセキュリティに対する説明責任を果たし、CISO
とそのチームがそのプロセスに組み込まれるように取
り組む必要があります。CISOは、全従業員がどのような
方法でこれを行うべきかを特定することを支援すること
で、経営陣全体の価値を高めることができます。360度
のサポートは、従業員がCISOにサポートを求めるのと同
じくらい、CISOとそのチームがあらゆる問題について考
えるための適切な可視性を持つことができるようにする
ことが重要なのです。

「自分の仕事ではない」と「シャドーIT」が摩擦
を生み出す

CISOの中には、各事業部の目的を達成するために、様々
な事業部を積極的にサポートするためにチームを分割
していることを認めている人もいます。しかし、関与度が
低いと、IT部門の中には受け身になり、セキュリティチー
ムがアドバイスをしてくれるのを待つようになってしま
う人もいます。これでは、セキュリティチームに負荷がか
かり、全ての技術に精通した専門家であることが求めら
れるリスクがあります。 

CISOたちが提起した最大の課題の1つは、シャドーITの
拡大をめぐるものでした。様々な部門の責任者たちは、
ビジネスの効率化のために特定の分野に特化したシャ
ドーITの導入を推奨しているかもしれませんが、CISOの
チームがどのようなプログラムやアプリがインストール
されているかについての可視性や理解を持っていない
ことを理解していません。このようなCISOによる可視性
の欠如と、他部門の怠慢により、シャドーITは適切なレ
ベルのセキュリティ強化が行うことができず、サイバー
犯罪者からの攻撃の対象となるリスクが増大してしまい
ます。 

“Peers could use themselves as 
ambassadors to the company. 

Security is for all in the company, 
and so is reporting things that  

are suspicious.”

Royce Markose, CISO, rewardStyle

“Clear communications, no blame 
culture, sharing knowledge and 

mentoring goes a long way.”

Chani Simms, CISO, SHe CISO Exec
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CISO部門の関与はプロジェクトの初期から

主にCEOとCIOを中心としたレポートラインは、サイバー
セキュリティの効果を事業運営の重要な一部と位置付
け、企業リスクにおける重要な部署として確立し、その
効果を継続的に測定する必要があります。まずは安全
性について考え、セキュリティについて考えることが重
要です。 

CEOやCIOが直接指示を出すことで、企業内のセキュリ
ティ文化が促進されます。これは、全てのオペレーション
が正しく設計されたセキュリティに基づいて実行されて
いることを保証するものであり、不審な活動を発見した
際の報告を従業員に奨励するものです。 

従業員やその上司が、CISOのチームがどのようにしてビ
ジネス機能の支援や革新に貢献できるかを理解するの
は、プロジェクトの初期段階から、アプリケーションの導
入、変更管理の調整、更には新事業部の統合や設立の
タイミングで実行すれば、それほど難しいことではあり
ません。後からの実施には様々な変化／変更が求めら
れ、実施がより困難になる可能性があります。 
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F-SECUREの見解 

以下は、エフセキュアの視点からの簡単な解説です。こ
れは、当社が (顧客とそれ以外の企業の) CISOとの継続
的な関与と対話に得たものです。また、当社の顧客を
狙った攻撃の幅の広さについての見解も含まれていま
す。

CISOは各種規制への対応に時間と労力を割くことにつ
いて理解していますが、成功を確実にするために必要
なのはそれだけではありません。特にプライバシーとサ
イバーセキュリティに関しては、法規制は後手後手とな
ることが多いと言えます。規制要件をうまく満たしたか
らといって、安全な企業になれるということはほとんどあ
りません。 

また、キーとなる2つのテクノロジーについても少し触
れておきます。SIEMとアナリティクスは、サイバーセキュ
リティ業務のツールキットに不可欠な追加機能です。し
かし、SIEMとアナリティクスはその能力が誇張されるこ
ともあります。これらは万能ではありません。私たちが直
面しているセキュリティ上の課題に対する答えは、「より
多くのデータを収集する」ことではなく、むしろ、「適切な
データを適切なタイミングで適切な方法で解釈し、適切
なデータを取得する」ことです。 

このようなユースケースに対応するには、適切なデータ
を収集して処理することが最も効果的な方法であること
がわかりました。こうしたデータの取り扱いや解釈にお
ける人間の役割を理解することは非常に重要であり、私
たちは特に検知と対応 (Detection & Response) チーム
の業務に時間と労力を費やして取り組んできました。

自社のビジネスや規制当局や法執行機関を含む第三者
とのコミュニケーションを円滑に行うことは、私たちがよ
く知っている課題であり、お客様とのコミュニケーション
を円滑にするために多大な時間を費やしています。 

当社にとっては、日々やり取りするCISOに対して、優れた
MDR (マネージドの検知と対応) の持つバリューを明確
に伝えることが重要な要件となりますが、それはお客様
のチームの役割というより、もっと広い文脈の中で行わ
れることが多いのです。そのためには、CISOとエフセキ
ュアのチームの両方が時間をかけて、他部署も含めた
コミュニケーションのラインを確立し、期待値を設定す
る必要があります。

エフセキュアのチームは、お客様のCISOやそのチーム
と一緒に時間を過ごし、セキュリティの役割や、様々なツ
ールやエフセキュアの持つ能力に対する投資のバリュ
ーを経営陣に提言し続けています。

大枠としては、CISOが注力する対人コミュニケーション
という課題は、企業の様々な役職の階層、社外との人間
関係やコミュニケーションスキルに起因しています。し
かし、それはまた報告プロセス、メトリクスの選択、そし
て他の小さな重要な要素に起因するものです。

サービス提供時には、それはサイバーセキュリティリス
クとセキュリティへの投資の価値を正しく伝えることを
意味します。また、各企業とその中の各チームにとって、
どのようなメトリクスが重要で、どのようなメトリクスが
価値があるのかを理解することも重要です。 

エフセキュアによる提案の重要な部分は、当社が「平常
時におけるバリュー」*3 と呼んでいるもので、お客様と
協力して、お客様が必要とする可視性と証拠を得ること
で、お客様の企業や規制当局に対して、お客様が正しい
ことを確実に実行していることを示すことができます。

効果的な運用の確保には責任が伴い、この1年間、CISO
たちは例年にも増して努力する必要がありました。時に
は緊急性が重要性をかき消してしまうこともあり、戦略
的思考がサイバーセキュリティの観点から企業の新た
な課題への取り組み方に影響を与え、その他の重要な
タスクが、CISOが完璧に遂行しなければならなかった
セキュリティ対策をさらに複雑なものにしています。

 

脚注
*1: https://cybersecurityventures.com/backstory-of-the-worlds-first-chief-information-security-officer/
*2: https://www.fca.org.uk/publication/research/cba-extension-senior-managers-certification-regime.pdf
*3: https://blog.f-secure.com/peacetime-value-dont-wait-for-a-security-incident-to-get-value-from-your-mdr/



エフセキュアについて

最も優れたセキュリティコンサルタント、何百万台ものデバイスに搭載
された数多くの受賞歴を誇るソフトウェア、進化し続ける革新的なセキュ
リティ対策に関するAIテクノロジー、そして「検知と対応」。これらの橋渡し
をするのがエフセキュアです。当社は、大手銀行機関、航空会社、そして世
界中の多くのエンタープライズから、「世界で最も強力な脅威に打ち勝つ」
という私たちのコミットメントに対する信頼を勝ち取っています。グロー
バルなトップクラスのチャネルパートナー、200社以上のサービスプロバ
イダーにより構成されるネットワークと共にエンタープライズクラスのサイ
バーセキュリティを提供すること、それがエフセキュアの使命です。

エフセキュアは本社をフィンランド・ヘルシンキに、日本法人であるエフセ
キュア株式会社を東京都港区に置いています。 
また、NASDAQ ヘルシンキに上場しています。詳細は以下のページをご
覧ください。 
https://www.f-secure.com/en/welcome (英語) 
https://www.f-secure.com/ja_JP/ (日本語) 
 
また、Twitter @FSECUREBLOG でも情報の配信をおこなっています。  

f-secure.com   |   twitter.com/fsecure   |   linkedin.com/f-secure


