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界中で人々の日常生活が変化していることを受けて、

もたらされる機会は、それが引き起こす既知と未知の

あらゆる業種で先端テクノロジーを採用することが増え

課題やリスクに関する認識との間で均衡をとる必要が

ています。そうした新テクノロジーがグローバルに重要

あります｡したがって、監査委員会は、会社全体のテク

な役割を果たしていることを考慮すると、テクノロジーの

ノロジー環境やテクノロジー計画、テクノロジー上の優

導入や関連するセキュリティ活動は、もはやIT部門の所

先事項を理解することによってメリットを得られます。そ

管にすぎないと考えることはできません。そうした取り組

のためには、少なくとも年1回、CIO（最高情報責任者）

8

結論

みは、監査委員会や他の取締役会メンバー、経営者に

や他のテクノロジー管理者と会合を持つことが有益で

8

追加的な資料

とって、事業全般、ガバナンスおよびリスク活動とますま

す。

す分かちがたく連動するようになっています。
本号の Audit Committee Brief では、ビッグデータ、ソ
ーシャルメディア、クラウドコンピューティング、IT 導入
およびサイバーセキュリティなど、テクノロジーに関連す
るいくつかの分野における最近の動向と発展状況につ
いて概観します。また、監査委員会メンバーが、リスクと
機会が適切に監視されていることを確認するために、
経営者や IT 専門家に問うことのできる質問も取り上げ
ています。
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先端テクノロジー

データ分析テクノロジーについて考慮すべき別の側面

ビッグデータ

は、新たな導入やアプローチが従来のシステムに与え

ビッグデータの世界は、規模の点でも複雑性の点でも

る影響です。旧式のインフラやアプリケーションの多く

飛躍的に拡大しており、常に成長が続くため、データ管

は柔軟性に乏しく、要件を完全には満たしていなかっ

理について、毎年ほとんど新しい環境を生み出している

たり、不必要に複雑な余分なコーディングがおびただ

状況にあります。デロイトの「デジタル時代のCIOが担う

しくあって、機敏に新たなアプローチを導入する能力を

二重の役割（ The Dual Roles of the

低下させている場合があります。そのため、ビッグデー

CIO in the

Digital Age:）」では以下のことが指摘されています。

タを活用する新テクノロジーの成熟性や安定性に関す
る懸念から、組織の経営トップ層やIT管理者からなか

• 2013年には世界のモバイル機器および無線接続の
1

数が年間5億増加し、70億に達した 。
• グローバルで企業は2013年に、ビッグデータのハー

ドウェア、ソフトウェアおよびサービスに300億ドル以
2

上を投入し、2011年に比べ25％増加した 。

なか同意を得られない可能性があります。これらの考
慮事項もまた、新テクノロジーの採用に関わるリスクお
よびメリットを正確に評価するために、IT部門と定期的
にコミュニケーションを図ることの重要性を示していま
す。

• ソーシャルメディア広告は2011年から2013年までの間
3

に60％増加して60億ドルに達した 。

ソーシャルメディア
ソーシャルメディアから収集される分析成果は、もは

利用可能なデータ量が大幅に増加していることは明ら
かですが、「ビッグデータ」という用語は、多量のデータ
だけでなく、モバイル機器による情報など、構造化され
ておらず、源泉が従来と異なり、またはリアルタイムで
利用可能な情報も含んでいます。企業は時として、この
多様な源泉のデータを効率的に保存し分析するという
遠大な課題に直面することがあります。
こうしたデータの管理は困難なことがありますが、新た
なデータ分析テクノロジーの活用によって、大きなメリッ
トや、時には変革につながるメリットさえもたらされるこ
とがあります。こうしたテクノロジーは、企業の即応力や
生産性を高め、事業遂行の新モデルを開発し、顧客に
関する画期的な知見を得るために使用できます。した

やマーケティング部門の所管にすぎないというもので
はありません。それは、企業業績の改善につながり得
る様々な内部データ・ポイントを、ほぼリアルタイムで
浮き彫りにすることが可能です。その結果、ソーシャル
メディアの活用によって、多くの伝統的なデータ指標よ
りも高い予見力がもたらされる可能性があります。さら
に、ソーシャルメディア・サイトを戦略的に利用すること
で、従業員が新生面を切り開いたり、相互に協力し合
うための重要な手立てが得られる可能性もあります。
企業は、マーケティングにとどまらない事業目的でソ
ーシャルメディアを活用するための効果的な手段がな
いか、また、業務の効率性や業績を向上させるのにど
んな指標が最も有用かを検討すべきです。

がって、IT組織は戦略やイノベーションに関して重要な
寄与をなす可能性があります。CIOは、そうしたテクノロ
ジーがもたらす価値やリスクの多くの側面を認識してお
り、一方、経営陣の他のメンバーや監査委員会は、全
社的なリスクやビジネスニーズに関する知識を提供す
ることができます。

1

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/serviceprovider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11520862.html

2

「IT Hardware Report（ITハードウェア報告書）」、UBS（2013年9月
17日）

3

IA/Kelsey「U.S. Local Media Forecast,米国国内メディア予想）」
http://www.marketingtechblog.com/social-ad-spending-forecast/;
http://www.clickz.com/clickz/news/2174656/social-mediaspending-reach-usd98-billion
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IT導入

IT導入は、往々にして事業遂行や情報配信のアプロ
ーチの枠組みを形作ることになるため、組織全体に影
響を与えます。このような導入をITのみに関連する課
題として捉えると、ソリューションの価値全体が実現さ
れない結果になりかねず、プロジェクトが失敗に終わ
るリスクが高まり、組織の最終利益に悪影響を与える
恐れがあります。上級経営者や影響を受ける組織の
全部門の責任者が積極的に参加すれば、成功の見通
しが高くなります。
クラウドコンピューティング

また、システムを導入する外部のプロバイダーが、組織

最近、多くの企業で、データの保管方法に関して重要

のIT統制環境を十分に考慮に入れない場合も、問題が

な変化が生じています。組織は従来に増して、伝統的

発生する恐れがあります。プロバイダーのテクノロジー

なテクノロジーアーキテクチャを使用して比較的小規

知識を、社内のITチームが提供する会社固有のインプッ

模な構造化データを扱う内部保管を含む伝統的なIT

トによって補完し、それを経営者と取締役会が積極的に

構成から離れて、ハイブリッドクラウドやパブリッククラ

監視すべきです。さらに、プロジェクトが遅れる可能性に

ウドのアーキテクチャを使用する、より柔軟かつ順応

備えたゆとりが十分でないと、業務に混乱が起きる恐れ

性の高い環境に移行しています。

があります。柔軟性に欠けるスケジュールを遅らせまい
と手っ取り早い方法をとった場合、テストの厳格性やリス

クラウドコンピューティングでは、ユーザーがどんな場

ク評価活動が影響を受ける可能性もあります。

所からも共有データにアクセスできるため、データに
対して広範囲に分散したアクセスが可能となります。

IT導入に固有のリスクを認識することが重要である一

こうした環境では、組織は、伝統的なアプローチで可

方、システムのアップグレードによっても、広範なリスク

能な範囲をはるかに超える多種多様なデータや大規

や非効率性を低減することが可能であることも理解して

模な情報を取り扱うことができます。データの可搬性

おく必要があります｡例えば、多くの企業は、費用対効

や取扱量が向上するのに伴い、分析可能なデータの

果や効率性を高めるためのオフショアリングや他の取り

複雑性も高くなります。

組みの結果として、世界の様々な場所にシステムを広く
分散させています。こうしたアプローチが有用であり得

関連する導入の開始時点で、クラウドコンピューティン

る状況も間違いなく存在しますが、クラウドコンピューテ

グの事業目的や価値を検討しておくべきです。変更に

ィングや他のアプローチによって、そうした離散的なシス

伴うコストを避けるために、あらかじめ統制構造を計画

テムがもたらす価値を集中化し統合することが可能か

し、注意深く監視すべきです。企業はまた、外部のクラ

どうか、またデータの冗長性を低減することが可能かど

ウドプロバイダーが適切にデータを保護すると見込ま

うかを検討すべきです。グローバルベースで、どんなア

れること、およびプロバイダーの規制遵守およびセキ

ーキテクチャやテクノロジーアプローチが最も妥当かを

ュリティガバナンス活動が自社の基準を満たしている

分析することにより、セキュリティが改善し、価値が付加

ことを確認する必要があります｡

され、長期的な経費節減が実現される可能性がありま
す。
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先端テクノロジーについてCIOや他のIT専門家に問うべき質問として以下のものがあります。:
• どのテクノロジーや他の機会が、大きなメリットや変革につながるメリットを当社にもたらす可能性があ

るか。
• 当社のデータ構造は適切かつ綿密に構成されているか、また、それは決定的に重要な情報が社外に

流出するリスクを低減するようなものか。
• 当社は、モバイル機器をどのように保護し、その適切な使用を定めた方針をどのように周知している

か。
• 当社はクラウドコンピューティングを使用しているか。使用している場合、それに付随するリスクと経済

的メリットを比較して評価したか。クラウド固有のリスクを監視する計画が整備されているか。
• クラウドベースのシステムと従来のシステムをどのように統合すれば、安全かつ予測可能な性能をもた

らし、余剰を削減する集中化されたソリューションを構築できるか。
• どのシステムをクラウドベースにして、どのシステムを社内で運用すべきか。
• 従業員のソーシャルメディア使用に関する完全な方針が整備され、かつそれが組織全体で理解されて

いるか。
• 当社はどの程度ソーシャルメディアを活用しているか、またどのように活用しているか。
• 当社が直面する、ソーシャルメディアの最も重大なリスクは何か。
• 社内のソーシャルメディア使用、およびソーシャルメディア・コンセント上で当社が外部的にどのように取

り上げられているかをどんな方法で監視しているか。

サイバーセキュリティ

その文書のガイダンスは包括的であることを意図して

過去数カ月間、多くの出来事が報道されたことから、

いないものの、脆弱性に関して検討すべき有用な質問

サイバーセキュリティの問題が取締役会や監査委員

を示すと同時に、政府高官がサイバー脅威に対して留

会の議題のトップに掲げられました。そうした出来事に

意していることを立証しています。

は、著名な小売企業数社のデータ漏えい、およびごく
最近発見されたハートブリード（Heartbleed）と呼ばれ

NISTのフレームワークやサイバーセキュリティに関す

るセキュリティの脆弱性が含まれ、情報の安全な保管

る他の問題は、SECが2014年3月26日に開催したサ

やインターネットを通じた安全な送信に関して重大なシ

イバーセキュリティ円卓会議で議論されました。この円

ステム上の課題が突き付けられています。

卓会議に関する詳しい情報は、デロイトの2014年4月8
日付Heads Upに記載されています。

さらに、政府や規制当局はサイバー脅威に対する取り
組みを大幅に強化しています。オバマ大統領が2013
年に発布した重要インフラストラクチャーのサイバーセ
キュリティの強化に関する大統領令への対応として、米
国立標準テクノロジー研究所（NIST）は2014年2月、サ
イバーセキュリティ・フレームワークを発表しました。さら
に、SEC（米証券取引委員会）のコンプライアンス検査
局 （ Office

of

Compliance

Inspections

and

Examinations：OCIE）は2014年4月15日、OCIEがサ
イバーセキュリティに関する登録者の検査を実施する
際に使用することのある質問例および情報請求の可能
性のある諸分野を示した文書を発表しました。
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サイバーセキュリティにおける監査委員会の役割

本的な問題意識として、次の二つがあります。

監査委員会がサイバーセキュリティの問題にどの程
度関与するかは、企業や業種によって大きく異なって

• どんなデータが会社から流出しているかをどのよう

います。組織によっては、監査委員会が直接サイバ

に突きとめるか、そして、それに関連してどのような

ーセキュリティのリスクを担当するところがある一方、

監視活動が導入されているか。

別個のリスク管理委員会が存在するところもありま

• 会社にはサイバーインシデント対応プランが整備さ

す。テクノロジーが事業の基幹をなす企業は、サイバ

れているか。それは最新のものか、また、会社として

ーセキュリティのみに専念する専門のサイバーリスク

実践したことがあるか。

管理委員会を設置することが多いようです。
最初にこれらの点を考慮し、それを踏まえることによ
どのような構造を正式に採用するかに関わりなく、テ

り、より詳細な質問が可能になります。

クノロジーやデータの急激なペースの拡大、および最
近のセキュリティ侵害が示すようなそれに付随するリ

サイバーセキュリティ・プランの策定と監視

スクから明らかなように、サイバーセキュリティを、単

サイバーセキュリティ・プランは、サイバーリスクの過

に孤立したITの問題ではなく、重要な全社的な事業リ

去・現在・未来を考慮に入れるべきです｡また、防止の

スクであると理解することがますます重要になってい

取り組み、攻撃に対する即時の対応、および復旧の取

ます。2013年8月のAudit Committee Brief で議論し

り組みに対して、利用可能な予算をどのような比率で

たように、監査委員会は、サイバーセキュリティの趨

配分すべきかについても考慮するべきです｡効果的な

勢、規制の動向および企業にとっての重大な脅威を

サイバーセキュリティ・プランの重要な特徴には、次の

認識する必要があります｡何故なら、侵入に関連する

ものが含まれます。

リスクは重大であり、組織全体の経済や事業に影響
を与え、株主に著しい悪影響が及ぶ可能性があるた
めです。

• 安全性： 既知の脅威や新たな脅威を防止するため

の内部統制が整備されているか。
• 機動性： 悪意のある活動や無権限の活動を検出で

監査委員会にとって、CIOやテクノロジーを専門とす
る他の組織リーダーと定期的に対話を行うことは、ど
こに注意を向けるべきかをより良く理解するのに役

きるか。
• 復旧力： 影響を最小限にとどめるための迅速な行動

と復旧が可能か。

立ちます。監査委員会がサイバーセキュリティのリス
クを監視する際に絶えず念頭に置くことが望ましい基

サイバーセキュリティの問題を単にコンプライアンス関連
の事項と捉えることは危険です。コンプライアンスはそれ
だけで、受容可能なセキュリティの水準を意味するもので
はありません。
メアリー・ギャリガン（Mary Galligan）
元FBI特別捜査官（サイバーおよび特殊作戦担当）、デロイト＆トウシュ LLP、
ニューヨーク・オフィス・ディレクター
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SECのサイバーセキュリティ開示ガイダンスは、企業

NISTのフレームワーク

がその提出書類において開示する必要のあるサイバ

NISTのサイバーセキュリティ・フレームワークは、監査

ーセキュリティリスクを取り上げており、サイバーセキ

委員会、取締役会の他のメンバーおよび上級経営者

ュリティ・プログラムを策定し維持管理する際は、そう

の間で、どのようなサイバーセキュリティ計画が実施さ

した開示事項を考慮に入れるべきです。このガイダン

れており、どこにギャップが存在する可能性があるか

スは、情報セキュリティ・プログラムを現代化して事業

に関する協議の絞り込みに役立ちます。このフレーム

の成長を支援する契機とすることが可能です。企業

ワークは、政府と民間産業間の継続的な協働を通じて

は、SECのガイダンスに従うことにより、事業の成長

策定されたものです。このフレームワークは、組織が

やリスク管理の観点から脅威および脆弱性に優先順

自発的に、特定のサイバーセキュリティの実務をハイ

位付けできるようになるため、競争優位を確立するこ

レベルの組織戦略と整合させるのを支援するガイダン

とが可能となります。

スを提供しています。

サイバーセキュリティ活動はコンプライアンスの取り組

このフレームワークの主な目的は、組織が、自身の

みを超えて拡大すべきです。通常のIT監査は全面的

全体的なシステミック・リスクを検討する際に、サイバ

なサイバー監査に代替するものではありません。サイ

ーセキュリティのリスクを、財務リスクやオペレーショ

バーの問題をITの保守およびセキュリティの分野に限

ナル・リスクと同様の優先事項として考慮することを

定すると、それに関連するリスクの範囲と浸透性を十

促進することにあります。このことは、外見上テクニカ

分に考慮に入れないことになります。

ルなサイバーセキュリティの問題と、それをどのよう
に取締役会や経営トップ層が下すガバナンスの意思

さらに、監査委員会と経営者は、グローバルベースで

決定にそれを結び付けるかとのギャップを埋めるの

サイバー計画を検討する場合、国ごとに異なるプライ

に役立ちます。このフレームワークはまた、脆弱性の

バシー法を考慮に入れるべきであり、また、そうした

発見とそれへの対応という点で共通利害を持つ、類

考慮事項を基礎としてインフラ監視テクノロジーの開

似業種の企業間の対話を促進することも可能にしま

発に当たるべきです。さらに、プラットフォームをどこ

す。

に建設・収容するか、情報をどこに保管するか、およ
びその情報に対するアクセスを誰に認めるべきかに

このフレームワークの中核は、特定、保護、検出、対

ついても、注意深く検討すべきです。

応および復旧という5つの機能と、それに関連する活
動で構成されており、そうした活動によって、組織によ

何よりも重要なのは、影響を受ける当事者とどのよう

るサイバーセキュリティのリスク管理に関するハイレベ

に関わるかを計画する際に、組織内で十分なコミュニ

ルの戦略的見解がもたらされると同時に、サイバーセ

ケーションを図ることです。

キュリティに関する既存の実務、ガイドラインおよび基
準が点検されます。
このフレームワークは、企業間でアプローチを比較評
価し、先進事例を共有することを可能にする共通言語
を提供しています。たとえ組織がNISTのフレームワー
クを採用していない場合でも、どんなプロセスが整備
されているか、または導入されつつあるかを調べるこ
とは、監査委員会にとって有益です。
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◀トピックに戻る

法執行機関との協働

組織は、自身のネットワークへのアクセスを法執行機関

サイバーセキュリティに関する政府や他の外部組織と

から要請されることがありますが、こうした要請はしばし

の相互関係は、多くの監査委員会が認識している以

ば、法的手続のほか、規制当局や顧客からの問い合

上に頻繁に行われており、また想定以上に早く生じる

わせを伴います。組織は、これらの問題に対処する際、

ものです。企業が、自社のモニタリング・システムでは

データ侵害に関する様々な国法を遵守するとともに、株

なく、FBIや金融サービスプロバイダー、通信会社など

主や一般社会とどのようなコミュニケーションを行うの

の外部組織を通じて最初に侵害を知らされる頻度は、

が最も適切であるかを検討しなければなりません。

全体の40％もの比率に達しています。こうした手段を
通じて問題が提起された場合、情報提供の要請を受

こうした機密保持の問題があるため、企業は往々にし

けたり、一般社会に知られることが増えたり、法律上の

て、要求されない情報を政府に伝えることには消極的

指針が必要になることがあるため、侵害に対処するア

ですが、法執行機関はたいていの場合、企業が持って

プローチが変わります。政府機関と協働するときは、

いない情報を保有しているものです。したがって、問題

効果的で立証可能な計画を備えていることが一層重

が発生したときにコミュニケーション経路が開かれてい

要となります。

るように、地方政府機関や中央政府機関との関係を
構築しておくことが有効である可能性があります。政
府と企業のどちらも、発生した事態の全体像をつかん
でいないことがよくあるため、互いに協力してギャップ
を埋めることが有益な場合があります。

企業がサイバー攻撃の予防および対応の準備ができているかを監査委員会が評価するために、経営者
に質問することを考慮するのが望ましい質問として以下のものがあります。:
• 誰がどこから当社のネットワークにログインしているかを、どのような方法で突きとめるのか。
• どんなデジタル情報が社外に流出し、それがどこに向かっているのかを、どのような方法で追跡するの

か。データ損失を防止する効果的なプログラムが整備されているか。
• どのようなサイバー脅威や脆弱性が当社の事業や評判に最大のリスクをもたらしているか。保護すべ

き主要資産にはどのようなものがあるか。識別された脆弱性に対処するための戦略はどのようなもの
か。
• モバイルテクノロジーを通じて移転される情報を保護するためにどのようなシステムが整備されている

か。モバイル機器を使用する個々の従業員の責任に関する責任文化が存在しているか。
• 経営者は、サイバーリスクをIT部門だけでなく全員の仕事の一部とすることに注力しているか。
• 当社には、サイバー脅威の管理プログラムの成功度を測る適切な尺度があるか。
• 当社の方針をNISTのフレームワークに対応付ける計画があるか。当社が業界公認基準にすでに従っ

ているとすれば、すでに講じた措置を当該フレームワークに対応付けるのに、どの程度の労力が必要と
なるか。
• サイバーリスクおよび責任に関して従業員を教育するための研修プログラムはどのようなものか。
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◀トピックに戻る

結論

追加的な資料

組織の中でテクノロジーに最も精通したリーダーにと

The Dual Roles of the CIO in the Information Age
（デジタル時代のCIOが担う二重の役割）

ってさえ、ビッグデータ、ソーシャルメディア、クラウド
コンピューティング、IT導入、サイバーセキュリティお
取締役会およびその
委員会の最新情報
については、ウェブサイト
www.corpgov.deloitte.co
m の Center for
Corporate Governance
をご覧ください。

よびその他のテクノロジー上の問題に関連する進歩
の範囲とペースについていくことは極めて困難で
す。こうした進歩に伴って複雑な一連のリスクが発
生していますが、その中で最も重大なリスクは、機密
情報を危険に晒し、事業プロセスを大きな混乱に陥

August 2013 Audit Committee Brief: Cybersecurity
and the Audit Committee
（サイバーセキュリティと監査委員会）
April 8, 2014, Heads Up: Highlights of the SEC’s
Cybersecurity Roundtable
（SECのサイバーセキュリティ円卓会議のハイライト）

れる可能性があります。その一方で、そうしたテクノ
ロジーは、導入に成功した場合、データ分析、イノベ
ーション、事業の効率性の向上、および顧客や投資
家の関与に関して極めて大きな可能性を切り開きま
す。

Audit Committee Brief
およびその他のデロイトの
刊行物の購読をご希望の
場合は、
https://deloitte.zettaneer.
com/subscriptions/
をご覧ください。

監査委員会は、会社やその業種にとって最も重要
なテクノロジー上の問題に対してリスク監視を集中
する最適な方法を認識していれば、適切なフレーム
ワークが整備されていること、および継続的なモニ
タリングと改善の取り組みが採用され維持されてい
ることを効果的に確認することができます。

iPadアプリはダウンロードできます
無料で使いやすいタブレット・アプリを使って瞬時に Audit
Committee Brief にアクセスできるようになりました。毎月発行
される最新号はダウンロードが可能で、プリント版にはない有
用なマルチメディア・コンテンツが提供されています。このアプ
リには、定評のある Audit Committee Resource Guide のイ
ンタラクティブ版も用意されています。
アプリをダウンロードするには、ここをクリックするか、App
Store にアクセスして「Deloitte Audit Committee Resources」
を検索してください。
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