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Work from anywhere. 
Cyber everywhere. 

COVID-19のパンデミックにより、世界中のビジネスリ

ーダーは、新たな働き方、革新、対応、協力、取引、そ

して存続のために、前例のないスピードと効率的な対

応を迫られた。今、パンデミック後の世界に向けて動

き出す組織は、「新たな働き方が生産的で、持続可能

で、安心安全であることを保障するために、サイバーセ

キュリティはどのように役立つのか」ということを自問

自答しなければならない。 

Work from anywhere. Cyber everywhere.
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2020年上半期、企業はコロナウイルスに対応するため、従業員の在宅勤務や、セ
キュアな環境でのオンライン共同作業のためのネットワークセキュリティをサイ
バーに依存した。その過程で生産性は向上し、さらにサプライチェーンのリモート
管理も可能となり、プロセスや共有データの完全性もサイバーセキュリティによっ
て守られた。以前は口にすることしかできなかった方法だったが、オンラインでの
ビジネスや配信システムがサイバーのおかけで拡大したというケースもあるだろ
う。COVID-19は、私たちがより柔軟で忍耐強いということを教えてくれ、いつでも
どこでもどこからでも仕事ができる新しい方法を見つけさせてくれた。クラウドコ
ンピューティングのようなツールはその柔軟性を可能にしたが、その一方で重要な
コンポーネントをクラウドに移行するには、この新しい柔軟性がもたらす脅威から
システムを保護する必要もあった。 

サイバーは、ケイパビリティとコネクションのパイプ役になった。  COVID-19が
人から人、国から国、そしてその先へと広がっていく中で、サイバーは“work from 
anywhere”のために必要なネットワークの完全性と可用性、そして地理的に離れた
場所でも自信を持って取引し、変革を可能とする機密性を提供してきた。
  
COVID-19がさまざまな地域で拡大と収束を繰り返す中でも、世界がこの新しいリ
モート、バーチャル環境で繁栄し続けるためには、以下のサイバーセキュリティの
基本原則がこれまで以上に大切になってくる。

 • 機密性：個人のプライバシーおよび機密情報を保護するための手段を含む情報
へのアクセスと開示に関して、許可された者だけがその権限を保持するi

 • 完全性：データの完全性や不正な方法でデータの改ざんが行われていないという
ことを保証すること、システムの完全性を保証すること、システムが意図された機
能を損なわずに実行する際の品質を確保することなどを含み、不適切な情報の
改ざんや破壊を防ぎ、守る

 • 可用性:タイムリーで信頼性の高い情報へのアクセスと使用を確保する

世界的なパンデミックが発生した場合、これらの原則を遵守することは困難なこと
である。組織がこれらの原則を実行し、パンデミックの落とし穴を乗り越えるため
には、信頼の礎を築き、“Cyber Everywhere”の考え方を採用すること、そして永続
的でレジリエンスな文化を受け入れ、正面からリードしていく必要がある。
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信頼の礎を築く
コアとなるセキュリティ原則を遵守することは、組織の従業員、顧客、ベンダー、そ
してその先の組織間の信頼へと繋がる。信頼はすべてのステイクホルダーに影響を
与えるが、COVID-19のパンデミックは、顧客と従業員の両方に組織への信頼を再
確認させる必要性をもたらしている。COVID-19禍というプレッシャーを受けなが
ら、新たな労働力戦略と顧客サービスアプローチを生み出した組織は、その方法
を長期的に採用し続ける必要があるのかを判断し、その場しのぎだった手順をベス
トプラクティスに転換する必要がある。信頼には、物理的、感情的、金銭的、デジ
タルの4種類がある。サイバーの視点で見ると、この中のデジタル（デジタルトラス
ト）は、Next Normal(新しい日常)で繁栄するための重要な要素であり、デジタルト
ラストは単なる運用上の表現ではなく、関係性の課題といえる。
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特定のステークホルダーとその固有の懸念事項を理解することがますます重要に
なっている。サイバーは、物理的なワークスペースを新しい仮想環境へ移行させる
のに役立つ一方で、安全性やプライバシーをめぐる新たな懸念を浮き彫りにさせ
る可能性もある。顧客、ベンダー、およびサプライチェーンパートナーは、取引、情
報、および個人データを委託する組織や機関にとって、サイバーセキュリティは優先
事項であり続けてほしいと思っており、従業員は、自分の仕事に関連するデータが
安全であり、仕事に必要なネットワークが正常に機能すると確信したいと思ってい
る。組織はこれらのニーズを先取りし、信頼を構築し、維持するために何をすべき
かということを自問自答する必要がある。

デジタルトラスト：ステークホルダーは情報が安全だと確
信を持てるか?

 – 安全で信頼性の高いバーチャル環境をどのように構築するか？ チームが
どのようにリモートでコラボレーションを行っているかをガイドおよび監視
し、承認されたコラボレーションツールと関連プロセスについて従業員に
通知し、確実に認識させる。VPNなどのリモートアクセス技術やOffice 365
といった電子メールサービスでの多要素認証の使用を強制する。

 – データ量の増加、接続性の向上、アクセスの増加と共にサイバーリスクを
理解し、同時にサイバープログラムが信頼を維持、強化できると確信して
いるか？ インフラやシステムの中で最も脆弱な領域を見つけ出し、それを知
ることは、トップクラスのサイバープログラムを構築するための重要な第一歩
である。この知識を活用することで、弱点を最小限に抑え、信頼性、可用性、
安全性の高い堅牢なデジタル環境を実現することができる。

 – 不正行為やサイバー犯罪を積極的に検知できているか？ セキュアな状態
で金融取引を行い、システムが完全性を持って運用できる状態にする。ダー
クwebを監視し、組織への脅威と、組織に対する過去、現在および計画中
の攻撃を特定する。COVID-19禍の従業員、サプライヤーおよび顧客とのコ
ミュニケーションを向上させるために、感情分析を実行する。

 – データは倫理的に収集され、適切に保護されているか？ 物理的空間の安
全対策を強化するシステムにサイバーおよびデータガバナンスを組み込む。
データ収集に携わる担当者に、データ収集者として、またセキュリティとプ
ライバシーの管理者としての新たな責任について教育する。

適切な方針、ガバナンス、資金があれば、データセキュリティとプライバシーは、ビ
ジネスにおける差別化を促進し、ステイクホルダーとの信頼を築くことができる。
リーダーは、個人データが適切に取り扱われ、保護されているという信頼を植え付
けることが重要なのである。組織がオンラインでのサービスと顧客を拡大させるに
は、安全な取引、データプライバシー、ポジティブなユーザーエクスペリエンスと、
これらの適切なバランスが必要である。テクノロジー、セキュリティ、信頼という人
的側面を正しく理解することで、リーダーは組織を持続可能な成功へと導くことが
できる。危機的状況下で信頼を得ようと取る意図的な行動や取り組みにより、この
不確実な状況を乗り切ることができるビジネスリーダーや組織を見極めることが
できる。 

信頼できるリーダーは、レジリエントなリーダーであることがほとんどである。ii
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“Cyber Everywhere” 
マインドを取り入れる
多くの組織はすでに、“いつも通りの業務”や“COVID以前の業務”に戻ることは決し
てないと判断している。それは、よりバーチャルなワークスペースによる生産性向上
を目にしてきたからであり、そのメリットを得続けたいと考えているからである。しか
し、Next Normal（新たな日常）で成功するためには、サイバーリスクを管理するた
めの確実な戦略が必要であり、“Cyber Everywhere”の考え方が必要である。“Cyber 
Everywhere”はサイバーの普及性を理解し、イノベーション、戦略、プロセスに意味
深く組み込むことで、サイバーがあらゆる取り組みに対する成功を可能にし、組織が
より迅速で、効果的かつ安全に行動できるようにすることを意味する。 

国や経済が従業員に外出自粛を命じたことで、クラウドのような拡張技術を利用
したリモートワーク環境は急速に拡大し、周辺セキュリティも強化された。一時的
な業務シナリオから“work from anywhere”を維持することへと組織が移行してい
る現在、業務環境の一部となった何千もの新たなデバイスや場所によって新たに
拡大したアタックサーフェイス（攻撃対象領域）を再評価する必要がある。
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IDやアクセス制御、プライバシーやデータ保護ソリューションなど、サイバーにより
実現可能な必要コラボレーションおよび生産性ツールを、より永続的に採用する
方法を提供する必要がある。また在宅勤務の従業員が使用していた可能性のある
個人機器に関するデータ保護およびセキュリティ要件を、サイバープログラムに組
み込む必要がある。新たな労働戦略において“cyber first”を検討することで、リー
ダーは最も価値の高い資産であるセキュリティと完全性を維持しながら、柔軟な
労働力のビジネス価値を引き出すことができる。 

従来、組織が新製品、新しい働き方、または新しい運用構造を導入する際は、機能
要件と技術要件に重点を置き、新たな取り組みに対するセキュリティ上の影響や要
件は後回しにしていることが多かった。これにより新製品のリリースが遅れたり、
新技術のリコールが発生したりすることはよくあることだが、この状況は、パンデミ
ックによってもたらされたジャストインタイムに対する需要の急増によって、さらに
悪化している。

私たちには、技術革新の激しいこの時期を利用して、長期的な成功へとつなげら
れる機会がある。iii1 “Cyber Everywhere”の考え方を採用することで、新製品や新
しい働き方のイノベーションや開発のライフサイクル全体にサイバーの機能要件や
技術的要件を埋め込み、機密性、完全性、可用性を不可欠な要素とする。これによ
り、基本的なサイバー原則が新機能の最前線にもたらされ、設計や提供が合理化
される。 

企業は、競争に打ち勝ち、業務効率を高め、顧客満足度を向上させ、さらにより優
れたビジネス上の意思決定を可能にする高度な分析を採用するために、迅速にデ
ジタル化進め、イノベーションを起こすことが急務となっている。 

新たな技術要件や開発フェーズの早い段階からサイバーチームを参加させることで、サ
イバー組織はイノベーションとオペレーションをサポートするだけでなく、潜在的なサイ
バーリスクを理解し、ユーザーセキュリティプロファイル、職務分掌、ワークフロールー
ルなどを含むセキュリティとプライバシーの要件を定義することができる。セキュアな
コンセプトアプローチは、成果と効率を高めることができる。

サイバーは、製品およびソフトウェア開発の各フェーズを繋ぎ、機密性、完全性、可用性をコアに組
み込むことを可能にする。

プログラム管理
とガバナンス

ソリューション開発

ビジネス導入

インフラと環境

品質保証

クリエイティブと
ユーザーエクスペ

リエンス

ビジネスプロセス
と要件

Cyber

検出
フェーズ

提供
フェーズ

実行
フェーズ
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永続的なレジリエン 
ス文化を構築する
COVID-19禍において、医療機関からビジネスの生産性向上アプリケーションに至る
まで世界中の組織や政府機関にランサムウェアやフィッシング詐欺などのサイバー
脅威が増大している。私たちは、サイバーがあらゆる場所に存在し、組織が永続的
なレジリエンス文化を取り入れる必要があることを立証してきた。それを実現するた
めには、インシデント対応プログラム、サイバーセキュリティ意識の文化が十分に理
解されていること、そして優れたサイバー衛生における強固な基盤が必要となる。

Next Normal（新しい日常）では、私たちの生活、仕事、取引、コミュニケーション
の方法がさらに相互に結びついていくだろう。“スーパージョブ”や“スーパーチーム”
の概念により、AIをチームに統合し、人と機械を組み合わせ補完的な能力を活用
して問題を解決することで、私たちの働き方は根本的に変わることになる。iv しかし
サプライチェーンのどこかに弱点があると、ネットワーク全体に影響が及び、的確
な作業能力が損なわれる可能性がある。ノートパソコンの脆弱性や、テクノロジー
との相互作用が発生すると、柔軟で効率的であるはずのシステム全体をダウンさ
せてしまう可能性がある。

コロナウイルスと同様に、サイバー脅威もここ数カ月間で急速に拡大しているが、
多くの場合、認識可能なパターンもなく、時にはターゲットが特定されないこともあ
り、業界や個人問わずランダムに混乱と大惨事をもたらしている。攻撃されてしま
った場合、サイバー攻撃を食い止めるためには、システムの停止や、業務の停止を
余儀なくされる。そしてその結果、組織は数日のみならず数週間またはそれ以上に
わたって弱体化した状態に陥り、財務面での被害や風評被害を受けやすくなる。ま
た、個人はアイデンティティの喪失、盗難による不正決済、信頼の失墜に悩まされ
るだろう。
 
企業は、重要な業務機能や顧客の信頼を失うことなく、レジリエントなサイバー能
力を構築する必要がある。これらの攻撃を阻止するには、意図的なアプローチで
サイバーセキュリティを意識した文化を創造し、育成する必要がある。すべてのレベ
ルの従業員が、サイバーの重要性とその役割を理解し、誰もがサイバー脅威を発見
し、報告、対処できる方法を学ぶべきである。 

従業員が業務に必要なツールにアクセスできなければ、生産性に
影響、最終的には低下してしまう。従業員がシステムにアクセスでき
るようにするには、システムを使用可能な状態にする必要がある。

組織や政府機関は、攻撃対象の変化と拡大、新たな接続性、エンドポイントの増
加を考慮し、インシデントへの備えと対応能力を再評価することが求められてい
る。サイバー衛生に関心を寄せることで、組織や政府機関は新たな課題や機会に
適応し、方向転換することができる。
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 インシデントへの備えと対応に関する質問

サイバー衛生は永続的なレジリエンス構築に向けた基盤である

良いサイバー衛生は良い歯科衛生と類似している。1日2回の歯磨きとフロスによ
り、根管治療のような痛みを伴う歯のトラブルを起こす可能性は低くなる。組織が
予防的なセキュリティ対策を実施し、迅速に対処していれば、壊滅的なサイバー犯
罪が発生する可能性を最小限に抑えることができる。優れたサイバー衛生は、組織
が適応し繁栄するために不可欠であり、たとえパンデミックによる予算の縮小を受
けても、削減や無視するべきことではない。 

企業全体のサイバー衛生に細心の注意を払うことで、保護されたデジタル環境を維
持し、組織全体のサイバーリスクを低減することができる。運用プロセス、リモート
接続の要件とセキュリティ、リモート接続量、およびユーザーの認識を見直して、バ
ーチャルによる業務拡大に伴うリスクを特定し、優先順位を付ける必要がある。  

優れたサイバー衛生組織：企業の重要かつ機密性の高い情報のすべ
てを盗取や紛失から保護する

自社や、サプライヤー、ベンダー、さらには関係性を有した他組織にサイバ
ー攻撃が発生した場合、そのインシデントを効果的に管理するための計画
はあるか？

サイバー攻撃を未然に防ぎ、戦略的かつインシデントに対応した投資判断をす
るための情報を十分に得られていると感じているか？

サイバー攻撃による潜在的な影響を軽減するために、できる限りのことをしたと
確信を持てるか。またこれを取締役会や規制当局に証明できるか？

セキュリティポリシー 
セキュリティポリシーを更新し、すべての従
業員に通知する

可用性 
リモート接続のための十分な容量を確保する

脆弱性管理 
ソフトウェアを定期的にアップデートし、パ
ッチが最新の状態であることを確認する

アクセス管理 
許可されたデバイスとプロトコルがリモート
アクセスに使用されていることを確認する

組織のインシデント対応に関する姿勢を評価する際、経営陣は次のようなシンプ
ルな質問をする必要がある。

優れたサイバー衛生の利点は、組織が安全に物事を行うことが容易な環境を作り
始められるということである。サイバー衛生は、組織を繁栄へと導く永続的なレジ
リエンスの基盤である。 
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では、Next Normal（新しい日常）で組織が繁栄するために必要なことは何だろう
か。以下に、効果的なサイバープログラムの10の構成要素を紹介する。 

 サイバープログラムを成功させるための10の要素

セキュリティ文化への意識と研修：
 • COVID-19以降の脅威の増大に応じて、従業員のセキュリティ意識の向上、
教育およびトレーニングを確立し、実施する。そしてSOC分析を活用して、
アジャイルでデータドリブンなセキュリティアウェアネス戦略を構築する。

 • 人事部と協力して、セキュリティを全従業員の職務要件における基本部分
に組み込む。

 • サイバー組織と運用モデルを再評価し、最高の人材が重要な役割に確実
に割り当てられるようにし、スキルギャップを埋めるために、リソースのク
ロストレーニングや、デジタルFTEを採用する計画を考案する。

 • サイバー セキュリティのコンセプトである“スーパーチーム”に参画し、AIを
活用して労働力を増強し、戦略的なサイバーセキュリティ目標を実行する
ために、より労働能力を高める。

データとプライバシー：
 • 健康とプライバシーの権利に関するバランスを確保する。COVID-19およ
び“Next Normal（新しい日常）”で、機密IP、PII、PHIデータの利用と転送
に関して監視することを検討する。 

 • 個人情報の収集、利用、開示は、COVID-19の予防と管理のために必要
な範囲に限定し、個人情報の安全性を確保するために合理的な措置を
講じる。

 • どのような目的であっても、集計データに機密情報や制限情報が含まれて
いるかどうかを共有する前に調べるプロセスを定義する。

インシデント対応：
 • COVIDからの復興計画や、リモートワーカーや組織、顧客への影響を反映
するために、必要なステイクホルダーとサイバーインシデント対応計画を
更新する。 

 • サイバーウォーゲーミングや机上演習（TTX）を通じて、ステイクホルダー
とインシデント対応計画の演習、テストを行う。

 • 全ての内部/外部向けコミュニケーションのために、代替となるチャネルを
特定し、確立されていることを確認する。

 • セキュリティ機関(例:NIST等)のガイドラインを確認し、インシデント対応
計画に適切なアクションが組み込まれていることを確認する。

IDとアクセス管理：
 • 従業員、サードパーティ、顧客によりシームレスな操作性を提供するために
IDアクセスをセキュアな状態にする。 

 • リモートワークへの移行が続く中、組織は特権アクセスの管理を強化す
るために、セキュリティ優先のクラウド戦略を採用する必要もでてくるだ
ろう。 

 • アクセス要求に基づいたMFAまたはステップアップ認証を実施する。
 • 特権ユーザーIDを積極的に監視する。
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セキュリティガバナンス：
 • セキュリティガバナンスモデル、運用手順、およびセキュリティ戦略を見直
し、更新し、新たな労働モデルとサイバー制約を含める。

セキュリティアーキテクチャ：
 • システムの迅速な設計と導入のための技術サポートを提供し、セキュアな
設計でITをサポートする。

 • セキュリティアーキテクチャを拡張し、バーチャル医療の提供やインサイ
ダー脅威などCOVID-19に関連する追加のユースケースを含めるよう更新
する。

セキュリティ運用：
 • 現在の脅威の状況に合わせて、既存のセキュリティ運用を強化する。
 • 認定インシデント調査官、システムの可用性管理、およびセキュリティシス
テム運用管理を確立する。

 • リモートワークモデルでは、アタックサーフェイスを減らすための予防策を
講じる。

テクニカルレジリエンス：
 • バックアップを怠らず、ビジネスクリティカルなプロセスに優先順位を付け
てリカバリし、これらをサポートするインフラにマッピングする。

 • 従来のリカバリでは、重要なシステムに対してデータの冗長化が生じる傾
向がある。マルウェアが侵入すると、このバックアップ環境は攻撃の拡散を
加速させる。この問題に対処するには、バックアップデータやその他の重要
なデータを保管するためのストレージボールトと、ボールトから環境を再
構築できる合理化されたデータリカバリゾーンを設定する。

脅威の監視と検出：
 • 脅威インテリジェンスをセキュリティイベント監視と統合し、脆弱性検出と
脅威ハンティングをアクティブ化する。そしてCOVID-19向けに設計された
最新のモニタリングダッシュボードを使用する。

 • 従業員およびサードパーティ/サプライチェーンとのコミュニケーションを
図り、脆弱性を低減する。

 • 自動化プラットフォームを導入し、セキュリティインシデントの監視、調
査、およびトリアージを改善、自動化する。

サードパーティのリスク管理:
 • 脆弱性を特定するためにサードパーティのセキュリティレビューを実施
する。 

 • ベンダーのリスク管理フレームワーク、サードパーティのリスク管理運用モ
デル、計画、管理の実施および監視手順をレビューする。

 • 効率性と有効性の観点からマネージドセキュリティサービスプロバイダー
を評価する。

 • 被害発生時や業務中断期間におけるサードパーティの耐障害性を監視し、
評価する。
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最前線からリードする
コロナ危機は、サイバーセキュリティの機能に変革をもたらし、組織においてより
顕著で戦略的に重要な位置へと押し上げるきっかけになるかもしれない。サイバ
ーセキュリティはもはや最高情報セキュリティ責任者 (CISO) だけに任されている
のではなく、すべてのシニアリーダーとボードメンバーが、サイバーリスクに対して
責任を持たなければならない。COVID-19をきっかけに私たち従業員が変化してい
く中で、サイバーがどのように私たちを前進させ、また、推進することができるかに
ついての基本的な理解も深まってきている。
  
大小を問わず、また官民問わず、組織のリーダーは、企業、顧客、個人がパンデミ
ック後の経済を復興させるための基盤を築き、安定性を生み出す上で、サイバーが
重要な役割を果たすということを理解しておく必要がある。すでにサイバーを適切
に取り入れている企業は、セキュリティの中核となる機密性、完全性、可用性をよ
り確実に確保できるようになり、組織が生き残り、繁栄するために適応していくこ
とができるようになるだろう。
 
こうした理解は、組織のミッションを達成するための戦略的イネーブラとしてサイ
バーを採用する文化的変革をリードする機会になる。企業の経営幹部は、会話や
成果にサイバーを組み込んだ戦略へと導き、形成できるようにすることで、先見性
のあるリーダーシップを発揮することができる。言うまでもなく、経営幹部は組織
のリスクプロファイルを理解し、システム内のどこに脆弱性が存在するかについて
の知識を共有することができる。この知識によって、サイバーリスクを受け入れる
べきかどうか、あるいはどのようにして対処するのが最善かについて、経営陣レベ
ルで意思決定を下すことができるのである。リーダーがリスクに関する会話を受け
入れ、それを日々の対話に反映させることは、このような取り組みによる成果につ
ながるだけに過ぎない。

同時に、CISOは単なるコンプライアンス監視役やセキュリティ執行者とは見な
されなくなっている。今日のCISOは、より効果的にビジネスと連携してサイバー
リスクを管理し、企業全体でサイバーリスクのオーナーシップを共有できる文化
に向けて取り組む必要がある。これはすでにCISOのニーズとして認識されている
が、COVID-19が組織に与えた影響により、このような混乱に、場合によっては何
度も備えることができる新しい種類のリーダーシップを強化する象徴的な機会を
生み出した。COVID-19は多くの困難をもたらしたにもかかわらず、その一方で新た
な明日を再構築する機会を私たちに与えてくれた。 

教育から顧客対応、取引、サプライチェーンの確保からM&Aにおけるサイバーリス
クの評価まで、今後はこれまで以上にサイバーに依存していくことになるだろう。
未来の責任あるレジリエンスなリーダーたちは、新しい明日を生き抜くための、新
たな問いに自問自答するようになるだろう。 
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Next Normal（新しい日常）で繁栄するために、すべての経営者が尋ねるべきサイバー態勢に関する7つの質問

私たちのビジネスリーダーは、組織に
とって最も価値のある資産が何である
か、そしてどの程度のサイバーリスクを
許容しているか理解しているか？

サイバーセキュリティに関係
する企業の役割と責任が明
確に定義され、CEOやボード
メンバーと組織のあらゆるレ
ベルでそれが伝達されてい
るか？

テクノロジーソリューション
は、セキュリティとプライバシ
ーを考慮して設計、統合、運
用されているか？

ビジネスは、投資対象の事業
や製品に対するサイバー評価
と実践の採用を奨励してい
るか？

サプライヤーとの関係から直
接または間接的に生じるサイ
バーインパクトを軽減するた
めに、サイバーリスクの視点
を用いてサードパーティ及び
その先のリスクを管理してい
るか？

顧客とのやり取りがすべてデジタル化
されたNext Normal（新しい日常）に向
けて、サービスや製品をどのように保護
すべきか？

レジリエンス向上のために、グローバル
サプライチェーンのフットプリントをど
のようにリセットすべきか？ 
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Cyber everywhere. 
Succeed anywhere.
サイバーはどこにでも存在し、放置しておくと、組織がパンデミックからの脱却を
成功させるためのナビゲートを妨げる可能性がある。また企業が将来の脅威に効
果的に対応し、柔軟性を保ち、さらに市場の急激な変化に適応し再び繁栄するた
めのメカニズムとなる可能性もある。

組織がリカバリ段階から移行し、新たなCOVID変遷期に向けて復興の準備を行
う中で、サイバーは、ビジネスを変革しNext Normal（新しい日常）に備えるための
パイプ役になっている。サイバーは、新たなサービス提供方法や製品の販売方法、
顧客と対話するための新たなアプローチを可能にしている。サイバーは機密性、完
全性、可用性という重要なセキュリティ原則に基づいて、組織が労働の変革、セキ
ュアなトランザクション、および相互作用を実現するために引き続きサポートし続
けている。適切に実行すれば、新しい接触確認アプリにおけるデータの完全性と
有用性を保護することもできる。そしてもちろん、システムインフラの安全性を確
保することは、従業員がどこからでも仕事が続けられるネットワークをサポートす
ることや、職場におけるソーシャルディスタンスのガイドラインを確実にするため
にも役立つだろう。
 
効果的なサイバーリスク管理は、企業がよりスマートで迅速な変革を達成し、この
ような不確実な時代に脅威の一歩先を行くことができるだけでなく、組織が現在
および将来にわたって顧客、従業員、政府、コミュニティの間に信頼とレジリエン
スを構築するという究極の目標達成にも役立つこととなるだろう。
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