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米大手金融シティグループのジョ
ン・デュガン会長は日本経済新聞社
のインタビューにおいて、サイバー対
策と取締役について次のように述べ
ている [1]。①会長に就任して以来、
取締役会メンバーで新たに注力して
いる課題は「サイバー」だ。我々は
サイバー対策として毎年、何億ドルも
の資金を投じている。② 3人の取締
役がそれぞれ異なるテクノロジーの専
門性を持つ。一人はインテルの上級
役員を務めていた。もう一人はテクノ
ロジー関連の投資家だった。そして
最後の一人は金融犯罪に対応する政
府機関の経験を持つ。③取締役会を
開く場合、サイバー危機に関する会
議を設けることが多い。取締役はデー
タが盗まれた場合にどう公表すべきか
などの研修を受け、多くの出来事に
備える最善の手法を学んでいる。
また、昨年 9月に発表された「三
菱 UFJ、サイバーセキュリティの専
任役員「CISO」設置 3メガ初」[2]

も記憶に新しい。 

CISOの役割や設置については、
政府や業界団体などが各種ガイドライ
ンで要請したこともあり、その必要性
の理解や認知度は向上した。経済産
業省と IPAが共同策定した「サイバー

セキュリティ経営ガイドライン」には、
経営者が認識すべき 3原則が掲げら
れている [3]。その原則とは、①サイ
バーセキュリティリスクを多様な経営リ
スクの中での一つとして位置づけ、サ
イバーセキュリティ対策を実施する上
での責任者となる担当幹部（CISO等）
を任命するとともに、経営者自らがリー
ダーシップを発揮して適切な経営資源
の配分を行うことが必要、 ②自社は勿
論のこと、ビジネスパートナーや委託
先も含めたサプライチェーンに対する
セキュリティ対策が必要、③平時及び
緊急時のいずれにおいても、サイバー
セキュリティリスクや対策に係る 情報
開示など、関係者との適切なコミュニ
ケーションが必要、の 3点である。
また、サイバーセキュリティ戦略
本部による「サイバーセキュリティ
人材育成プログラム」においては、
経営層の意識改革と CISOについて
次のように提言している [4]。①経営
層は引き続き意識改革が必要である
が、サイバーセキュリティ対策をや
むを得ない「費用」として認識する
のではなく、ITの利活用の広がり
に対応した新しい考え方が必要であ
る。②経営層の補佐的な役割を担う
人材が、サイバーセキュリティの素
養を持ち、経営戦略だけでなく、サ

イバーセキュリティの関係する業務
課題を十分に理解した上で、経営層
に対しセキュリティに関する課題と
対応を進言するとともに、技術者を
はじめとする様々な役割を持った実
務者層を指揮することができるいわ
ゆる「橋渡し人材層」が必要である。

前述のような指針もあり、CISO

の設置はある程度進んではいるが、
CISOに求められる資質やスキル、
そしてそのようなスキルを持つ人材
不足から、本来あるべき姿と現実に
は乖離があるようである。「CISO

等セキュリティ推進者の経営・事業
に関する役割調査」[5]において、
CISOおよびその補佐役となる橋渡
し人材等のセキュリティ推進者が担
う役割や期待について興味深い報告
がなされている。75％超の経営層
は、CISO等セキュリティ推進者の
役割として、経営・事業に関する役
割を重要視しているものの、実際に
コーポレートガバナンス（経営に関
する役割）や事業貢献の役割を担っ
ている CISOやセキュリティ推進者
は半数以下に留まっている。これは、
①経営・事業に関する役割に必要と
なる権限が CISOに与えられていな

CISOの危機

デジタル・トランスフォーメーション（DX）化はビジネス構造の変革を伴い、従来の IT 化とは全く異なる。セキュリティ責任者
であるCISOを取巻く環境の変化とリスクに対するパラダイムシフトについて述べる。
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いから役割を果たせない、②経営層
が示した戦略と現場の個別の取組み
を調整する機能が重要であるが、そ
れを実際に実行できる CISOが十分
いない等が理由のようである。日本
では、CISOは CIOや情報システム
部長、非 IT系部門の総務部門担当
の役員が兼務している場合も多い。
例えば、先の調査 [5]では、CISOを
経営層（「取締役」または「執行役」）
として設置している割合は 36.9%

であり、65％は非役員の部門長等
現場の責任者や課長クラスが担当し
ているとの結果が報告されている。
本来あるべき姿と現実との乖離に

ついては、人材不足等も理由ではあ
るが、Gartnerのレポート [6]に興味
深い指摘がある。本レポートでは、
CISOやセキュリティ責任者の行動や
意識の問題点を指摘している。例え
ば、①CISOやセキュリティ責任者は、
ビジネスの現場や基幹業務に関する
会議に呼ばれるようになったが、多く
の場合、技術的な問題に焦点をあて
た戦術的な議論を行い、ビジネスリ
スクの議論をリードして来なかった、
②事業責任者から見た場合、なぜ
CISOが事業の戦略会議に参加する
のか、この理由も明確に説明して来
なかったと述べている。本来であれ
ば、CISO等はビジネス目標とセキュ
リティおよびリスク管理の目標を結び
付ける議論をリードする立場にありな
がらそれに至っていないのである。

CISOはセキュリティポリシーの策
定・順守、セキュリティリスクの分析、
インシデント発生時の CSIRT組織の
設置と運用等も主要担務ではある
が、それ以上にセキュリティを経営に
組み込み、ビジネス目標とリスク管

バーセキュリティは、インシデント
が発生したときに経営幹部の立場に
大変大きな影響をもたらす。経営幹
部が組織に対する潜在的なリスクを
適切に対処できなかった場合、経営
者が辞任や解雇に追い込まれる例も
ある。経営者は CISOを取巻く環境
の変化の再認識と対応が必要である。

CISOはもはや補佐役でもなく、橋
渡し役でもない。DX時代において、
CISOは経営トップとともに組織の文
化に影響を及ぼす立場であり、組織
のリスク文化を変えるために任命さ
れたリーダーである。リスク選好
（Risk Appetite）という言葉がある。
組織はどれだけリスク旺盛かという
意味であり、ゼロリスク指向ではな
く、受け入れ可能なリスクを見定め、
リスクをコントロールする営みであ
る。リスク回避・ゼロリスク願望か
らリスク認識（Risk Aware）に基づ
く経営戦略が必要である。

＜サイバーセキュリティのことなら下記へ＞
https://www.ntt-at.co.jp/inquiry/product/

理を行うことが重要な担務である [7]。

DXに代表されるビジネスのデジ
タル化、クラウド化、データ保護や
GDPRなどの国際的な法規制の変
化、エコシステムの拡大に伴うサプ
ライチェーンの管理、セキュリティ
脅威の高まり等、2013 年以降
CISOを取巻く環境は大きく変化し
た。CISOに対する期待と責任は大
きくなる一方、日常的な火消し作業
が減っているわけでもない。CISO

やセキュリティ責任者に降りかかる
ストレスは増すばかりである。
シマンテック社やロンドン大学等
が、英国、ドイツ、フランスの 3000
人のセキュリティ責任者に対して実施
したインタビュー調査によると、約 82
％が精魂尽きたと答え、約 3分の 2
が仕事を辞めることを考えていると回
答している [8,9]。 また、 英 国 の
Nominet社が米国と英国の約 400
人の CISOを対象にした調査による
と、回答者の半数以上は進化する脅
威に対処するのに十分な予算または
リソースがないと感じ、25%の CISO

はストレスのために身体的または精神
的な健康問題に苦しんでいるようであ
る [10]。ロンドン大学のBrauer博士は、
合理的な意思決定を必要とする仕事
においてストレスは致命的になる可能
性があり、技術・人材不足に苦しん
でいるセキュリティ業界においてストレ
スが大きなリスクをもたらす可能性が
あると警鐘を鳴らしている [8]。
シティグループのジョン・デュガ

ン会長の言葉にもあるように、サイ
バーリスクは経営陣や取締役会に
とっての最重要リスクである。サイ
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