アジアパシフィック地域のサイバー規制
多様性に富むアジアパシフィック地域における、
金融機関のサイバーリスク戦略策定に向けて
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はじめに
本 稿 の 目 的 は 、アジアパシ

フィック地域で事業を営む金融

機関を対象とした新たなサイ

バーリスク規制に焦点を当て、
多様性に富んだこの地域の金

融機関が明確な戦略を策定す

る際の一助となることにあり
ます。

本稿では第一に、金融機関が自らのサイバーリスク対応能力と戦略を評価し、
さま

ざまな規制アプローチを理解するためのフレームワークを提示します。

次に、
アジアパシフィック地域の7つの法域（インド、中華人民共和国（中国）、香港

特別行政区（香港）、大韓民国（韓国）、日本、シンガポール、
オーストラリア）におけ

る、金融サービスを対象とした最近のサイバーリスク規制の動向について概観しま

す。金融サービスに関するこうした規制アプローチやトレンドを紹介することで、金

融機関が規制動向の一歩先を行くためのインプットにしていただければ、
と考えて

います。

最後に、地域全体で一貫したサイバーリスク戦略を策定し、規制リスクを最小限に
抑えるために金融機関がとるべき実践的な措置について提言を行います。

本レポートではサイバーリスク戦略のさまざまな要素に関する情報を紹介してい

ますが、プライバシーまたは個人情報保護規制は取り上げません。アジアパシ

フィック地域におけるプライバシーと情報保護に関する主な考慮事項や動向につ
いての分析は、
デロイトが先ごろ公開した
「Building trust across cultures: Privacy

and data protection（文化の枠を超えた信頼構築：プライバシーと情報保護）」1を

ご覧ください。同様に、本レポートではサイバー関連のさまざまな方針や規制の策

定を支援しているものの、特定のサイバー犯罪に関する法律または国の安全保障、
防衛および地政学的問題への対応を主な目的とした法律は取り上げていません。
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サイバーリスクがもたらす
影響と課題
サイバー攻撃は世界的に頻度が高まるとともに巧妙化する一方であり、
アジアパシフィック地域もその例外ではありません。サイ

サイバー犯罪による損失は最大で年間5,750億米ドル3にのぼると推定され
バー攻撃による損失は世界の年間GDPの1%2に相当し、

ています。金融サービス・セクターはサイバー攻撃の主なターゲットであり、金融機関が巻き込まれた多くのケースが大きく報じられ

ています
（次ページの図1を参照）。

金融システムにおいてはデータの厳密な機密

囲で相互接続されており、アジアパシフィック

個人情報やその他のビジネス情報が失われた

高まってきています。

金融機関には専門のITセキュリティ・スペシャ

保持が必須です。サイバー攻撃を受けた場合、 地域内における情報通信技術の相互依存性は

リストやサイバー分野の専門家が不足してお

り、
あるいは漏洩することにより、重要なサービ

くことが困難ともいえる状況です。また、多くの

スを提供できなくなる可能性があります。
また、 金融機関のサイバーセキュリティの強度は、別
金融機関とその顧客は、
サイバー攻撃によって

の金融機関のみならず、
サービスプロバイダー

り、サイバー関連の変化のスピードについてい
場合、金融機関におけるサイバーリスク管理の

フレームワークは外部からの攻撃に重点を置

いたものであり、内部攻撃のリスク管理には十

多額の金銭的損失を被る可能性もあります。金

やその他のプレーヤーによるサイバーリスクの

に移行し、
より多くの金融サービスをオンライン

えば、
大半の銀行は国際銀行間金融通信システ

の金融機関では経営陣がサイバーセキュリティ

大の端緒を見せ始めたに過ぎません。堅固な

ある銀行が脆弱であれば、
その影響は別の銀行

おらず、部門の枠を超えた協調的アプローチを

融機関がデータに基づいたデジタル・ビジネス

で提供しつつある今、サイバーリスクはその拡

サイバーセキュリティとサイバーリスク管理を
導入している金融機関だけが、顧客や信頼を
維持し、そして競争力を維持することができる

のです。香港証券先物委員会（SFC）のアシュ

管理に大きく左右される可能性があります。例

分なリソースが割り当てられていません。多く

ムであるSWIFTを通じて互いにつながっており、 の重要性について十分な認識や理解を持って
にも及ぶことになります。
つまり、
ある金融機関

がよりセキュアな手順を導入していたとしても、
別の金融機関のサイバーリスク対策が貧弱であ

実現するに至っていないというのが実情です8。
課題を克服する

れば、
それを利用した情報漏洩が起きる可能性

アジアパシフィック地域の多くの国々と、国際

および金融システム全体にとって、サイバーセ

トウェアを使用していることから、
あるシステム

が規制におけるトレンドとなっています。サイ

疑いの余地はありません」4。事実、証券監督者

く間に他社にまで広がるおそれがあります。

金融市場の完全性、
効率性および健全性に対す

サイバーリスクに国境はないとはいえ、
アジア

リー・アルダー氏が指摘するように、
「今や銀行

キュリティの脅威が最大のリスクであることに
国際機構（IOSCO）は、サイバーリスクを
「世界
る、
増大一途の重大な脅威」
と呼んでいます 。
5

こうした状況を背景に、金融業界、政策決定者
および規制当局にとって、
サイバー脅威への対

処は優先課題となっています。例えば、SWIFT

は、2016年後半、核となる必須セキュリティ基
準とそれに関連する保証フレームワークの導

入を発表しました。
これにより、2018年1月1日

があるのです。
また、多くの金融機関が同じソフ
がハッキング攻撃を受けた場合、
その被害は瞬

パシフィック地域におけるサイバーセキュリ

ティ規制は依然として分断化され、ローカライ
ズされた状態にあり、統一に向けた大きな動き

一された協調的な規制環境がない背景とし
社会文化的多様性があり、
また国によって技術

主導の取り組みが始動する中、規制当局は適

ぞれ異なるといったことも挙げられます。

積極的に対応能力の強化を促しています。

アジアパシフィック地域（および世界中の多く

アジアパシフィック地域の金融機関にとっての課題

一つの課題は、相応の能力を持った人材が総

4

よって、
リスク顕在化時においても機敏かつ迅

速な復旧を実現することに重点を置くというも

のです。境界をセキュア化し、新たに浮上するリ
による支援および監督を受ける戦略こそが、規

策プログラムを設計すべく苦慮しています。統

力の差が大きく、地政学的な考慮事項がそれ

めることは不可能です。金融システムは広い範

し、
これを継続的に検証および改善することに

域を通じて一貫した堅固なサイバーリスク対

理解し、新たに浮上するリスクを把握し、全法

は規制当局に通報することになります7 。業界

サイバーセキュリティの脅威を国境で押しとど

れないと認めたうえで、体系的かつ動的で、全

社的なサイバーリスク対策プログラムを構築

スクへの警戒を怠らず、レジリエントなサイ

て、一つには同地域における政治的、経済的、

切な基準や監督ツールを検討し、企業に対して

バーレジリエンスとは、サイバー攻撃は避けら

はありません。金融機関は各国固有の規制を

以降、SWIFTは基準の遵守状況を調査し、遵守

を強制し、遵守しないSWIFT利用機関について

的な規制機関の間では、
サイバーレジリエンス

の地域）で事業を営む金融機関にとって、
もう

じて不足していることです。

バーエコシステムを確保するとともに、上層部
制当局の求める水準に一歩先んじるための最
適なサイバーリスク戦略といえるでしょう。

金融業界と規制当局はこのほかにも、
サイバー

スキルや専門知識の育成を推進し、共通の基

準やアプローチを作成し、
（国境を越えた、ない

しは金融機関同士、および規制当局と規制対

象企業の間での）情報共有を支援し、
インシデ

ントや攻撃に対する協調的対応を促すため、互
いに協力して取り組む必要があります。

図1：サイバー攻撃による影響
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2016年のハッカー犯罪

バングラデシュの中央銀行から8,100万米ドルを引き出す11
インドの複数の銀行にアクセスし、
320万枚分の顧客カード情報を漏洩させる12
香港を拠点とするデジタル通貨取引所ビットフィネックスからビットコイン6,500
万米ドルを盗む13
マルウェアを利用して台湾の8つの銀行から217万米ドルを盗む14
2017年には

韓国の7つの主要銀行が分散型DoS攻撃と引き換えに身代金を要求する脅迫を
受ける15
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サイバーリスクに対する
アプローチの評価枠組み
サイバーリスクに対する規制機関と金融機関のアプローチについては、次ページの図2に要約されたデロイトの

「グローバル・サイバー戦略のフレームワーク
（Global Cyber Strategy Framework）」
に照らして評価することができます。
ガバナンス

このフレームワークでは、効果的なサイバーリ
スク管理戦略の基礎であり、出発点となるの

は、効果的なガバナンスを実施することである

また、
この枠組みでは、
サイバーリスクの管理ア

プローチを、
大きく以下の3つに分けています。
予防（Secure）

と捉えています。
これは、サイバーリスクの防

デジタル資産を保護するための管理方法を開

となる態勢やルールが整っていることを意味し

から保護し、攻撃を未然に防ぎます。

止・検知能力を維持および強化するうえで必要

ます。

効果的なガバナンスが敷かれた組織では、
サイ

バーセキュリティに関するリスク管理や重要な
意思決定に対する支援および監督は上層部が
担うことになります。
また、
サイバーリスク文化

発、実行、強化することで、資産をサイバー攻撃
発見（Vigilant）

脅威インテリジェンスを活用することで、社内

外のリスクを発見し、自組織に対する悪影響を
軽減または最小化します。

を組織全体に浸透させるとともに、
サイバーリ

回復（Resilient）

させます。

されるかです。
したがって、危機への備え、
イン

戦略

ります。

ティ強化」
と
「ビジネス上必要な技術革新」
とい

サイバーセキュリティにおけるリスクを管理し、

スクと、組織の戦略目標や事業目標とをリンク

従来のセキュリティ・プログラムでは、
「セキュリ

う2つのニーズを両立させることが難しい状況

でした。サイバー戦略およびそれに基づくセ
キュリティ・プログラムの実行ロードマップを策

定することで、組織の戦略目標とリスクアペタ

イトのバランスを確保した、経営層主導のサイ
バーリスク・プログラムに移行することが可能
になります。

6

問題は攻撃されるかどうかではなく、
いつ攻撃

シデント対応および事業復旧計画が重要とな

事業を継続し、規制当局から求められる水準を
満たすには、効果的な戦略とガバナンスに裏打

ちされた、セキュアで警戒を怠らず、
レジリエン

トなアプローチの導入が鍵となります。

図2：Deloitte GlobalのCyber Strategy Framework
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規制トレンドと最近の動向
このセクションでは、
アジアパシフィック地域の7つの法域における、金融サービスを対象としたサイバーセキュリティ規制の最近の動
向とトレンドについて検証します。特に金融機関にとって関係の深い、金融サービス規制機関が管理または策定した規制に焦点を当

てます。次ページの図3では、
アジアパシフィック地域のうち、本稿で扱う7つの法域の主要な金融サービス規制当局を示しています。
アジアパシフィック地域の各地では規制が策定 「発見（Vigilant）」の改善に向けたアプローチ
されつつありますが、
それらに統一性はありま
せん。前述の通り、
アジアパシフィック地域にお

に関しては、情報共有の円滑化を目的としたも

のが新たな規制案の中心となっています。
アジ

けるサイバーリスク規制へのアプローチは多

アパシフィック地域の規制当局は、金融機関同

全体で基準を統一しようという大きな動きはま

情報共有の拡大を呼びかけています。

様で、
それぞれがローカライズされており、地域

だありません。国ごとにサイバーリスクの水準

や対応能力が異なれば、問題への対処方法が

異なるのは当然といえるでしょう。一般的に、
よ

士、および規制当局と規制対象企業の間での
前述の通り、世界の金融サービス規制当局の

間では「回復（Resilient）」の構築がトレンドと

り高度な情報通信技術（ICT）
インフラが整い、 なりつつあり、
アジアパシフィック地域もその例
デジタル経済が発展した国で事業を営む企業
ほど、
サイバーリスクが高い傾向にあります。例

えば、韓国、オーストラリア、日本およびシンガ

外ではありません。
レジリエンスの構築を推進

する理由は、現代のデジタル経済社会ではサイ
バー攻撃や情報漏洩は避けられず、対応を準

ポールがサイバー攻撃の標的になる確率は、 備しておくことこそが企業のサステナビリティ

他のアジア諸国の9倍であることが分かってい

ます16。
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を当てはめると、日本、香港、シンガポールおよ

実現の鍵だからです。攻撃を想定したトレーニ

ングの実施や演習、
そしてコンティンジェンシー

プランの作成に関心が集まっています。同様に、
サイバーリスクの管理とレジリエンス構築のた
めに企業が利用しうるツールとして、サイバー

びオーストラリアの金融サービス規制当局はこ

保険の活用も議論されています。

しているように見えます。韓国はサイバーテクノ

効果的なガバナンスもまた規制当局にとって

のところ、金融機関のレジリエンス強化を重視

ロジーに強く依存しており、その高度なフレー

重要なテーマであり、特に経営層主導のサイ

ムワークをあらゆる側面から積極的に見直し、 バーセキュリティ戦略や、サイバー問題をIT部
中でも機密情報の管理に力を入れています。中

門に一任するのではなく企業全体で管理する

国とインドはセキュアであることを重視してきま

ことに関心が集まっています。従業員のスキル

とレジリエンスを強化する方向に動いています。

識の構築は、金融サービス規制当局による新

したが、今では2国ともに金融機関の警戒態勢

「予防（Secure）」について言えば、個人情報や
機密情報の保護を強化することの重要性に関

しては、アジアパシフィック地域の当局全体の

意見が一致しています。
アウトソーシング・リス

クへの対応という懸念は最近浮上するととも
に大きな注目を集めつつあり、特にサイバーセ

キュリティ対策が比較的貧弱な地域にITサー

ビスを委託することが広く行われている国でそ
の傾向が見られます。

8

アップとサイバーセキュリティに関する専門知
たな取り組みのもう一つのテーマであり、規制

当局が優れたガバナンスと全社的なリスク管
理を重視していることの表れでもあります。

次ページからは、本レポートで扱う7つの法域

における金融サービスに関する最近の規制動
向とトレンドについて検証していきます。

図3：アジアパシフィック地域の主な金融サービス規制当局
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インド

インド保険規制開発庁（IRDAI）
財務省

年金基金規制開発機構（PFRDA）

インド準備銀行（RBI）
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オーストラリア
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オーストラリア証券投資委員会（ASIC）
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オーストラリア
オーストラリアのサイバーセキュリティ規制は依然として、
さまざまな法律や基準、規制ガイダンス資料に分散されています。
しかし一

元化に向けた動きはあり、2016年にはオーストラリア・サイバーセキュリティ戦略（Australia’s Cyber Security Strategy）17が発表さ

れたほか、最初のサイバーセキュリティ担当首相補佐大臣と、新たなサイバーセキュリティ担当首相特別顧問18が任命されました。
金融サービスに関する最近の規制動向：

同ペーパーでは、金融機関に対して現状に甘

サイバーセキュリティは拡大の一途をたどる重

起こるものであり、今後も常に課題であり続け

告書から判明した主要トレンドは、協力的な文

金融サービスに関するオーストラリアのサイ

んじることがないよう警告し、
「サイバー攻撃は

スクに基づく形態をとっており、金融機関は適

るという前提で業務を行い」、
「 引き続き防止・

しかし、オーストラリアの金融サービス規制当

トするとともに、自らのサイバーレジリエンス水

心事項です。オーストラリア市場の規制機関で

政府と協力する」よう求めています。また、同

バーセキュリティ規制は総じて原則主義的でリ

切な戦略を柔軟に決定することができます 。 検知・対応能力を高め、自らの準備態勢をテス
19

局にとって、サイバーセキュリティは最大の関

あるASICは、
サイバーレジリエンスを長期的に

準を高めるために同業他社や研究機関および
ペーパーには、APRAがサイバーセキュリティリ

要なリスクであると認識されています。
この報

化の必要性と、サイバーリスクを効率的に定
義・分析することの重要性であり、今後、金融

業界と規制当局による取り組みの重点となる

ことが予想されます。
今後のトレンド

重要な課題と捉え20、
「規制当局がこの問題に

スクを適切に管理するうえで必要と考える慣行

オーストラリアの金融サービス規制当局は最

同様に、国内金融機関の健全性規制を担当す

行部にサイバーセキュリティリスクに関する十

の不正な取り扱いに注目しています。2017年2

督と規制を強化し、規制対象企業への要求水

にテストすること、サービス・プロバイダーや

関する新たな法律が可決され、深刻な漏洩案

関する監視を強化したことを示唆」
しました21。 が挙げられており、具体的には、取締役会や執
るAPRAも、サイバーセキュリティに関する
「監
準を引き上げる」考えを明らかにしました22。

ASICレポート第429号「サイバーレジリエン

ス：健全性検査」

ASICは2015年3月、金融機関によるサイバーレ
ジリエンスの改善を支援するため、
レポート第

分な情報提供を行うこと、対応計画を定期的

ジョイント・ベンチャー、
および海外拠点を含む

ムリーな検知・対応能力に投資することなどが

に対する取締役会と上層部の関心が高まるの

管理活動に巻き込むこと、インシデントのタイ

その一例です。

イバーリスク戦略への取締役会の関与、積極

ストラリアの大手上場企業の取締役会がサイ

アップデート、サイバーレジリエンス文化の育

を調査した「ASX 100サイバー健全性検査」の

成とサイバーセキュリティフレームワークへの

2017年4月、
オーストラリア証券取引所は、
オー

バーリスクをどう考え、どう管理しているのか
結果を発表しました24。
この報告書は業界主導

レジリエンス・アプローチの導入、サイバー侵

で作成されたものですが、オーストラリア政府

局の「Top Four」戦略の実行、NISTサイバーセ

ており、首相が前文を寄稿し、ASICや首相内閣

入の軽減を目的としたオーストラリア通信電子

キュリティ・フレームワークに照らした自社組織

のアプローチの評価、重要なサードパーティ・

プロバイダーおよびクライアントのサイバーリ

によるサイバーセキュリティ戦略の一部を成し
省などの政府機関も調査に協力しました。
この
調査結果は、
「 企業が同業他社と自社を比較

し、自らのサイバーセキュリティ改善に向けた

スク管理プラクティスの見直しが含まれます23。 実践的な措置を取るための基準」の提示を目
APRA情報ペーパー：2015／2016年サイバー
セキュリティ調査結果

APRAが2016年9月に発行した
「情報ペーパー：
201 5 / 2 0 1 6 年サイバーセキュリティ調査結

果」
からは、規制に関する関係者の考えが浮か
び上がります。
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件が発生した場合、当局と被害者に報告する

ことが義務づけられました25。
その影響により、

ASX 100：サイバー健全性検査報告書

的な方針の策定とその定期的な見直しおよび

月には個人情報の漏洩が起きた場合の通知に

幅広い事業体をサイバーセキュリティリスクの

429号「サイバーレジリエンス：健全性検査」を
公開しました。同レポートの提言内容には、サ

近、
アウトソーシング・プロセスにおけるデータ

的としています。

情報共有が強化され、サイバー問題の重要性

ではないかと期待されています。

アジアパシフィック地域のサイバー規制

中華人民共和国
中国当局はサイバーセキュリティを非常に重視しており、事実、習近平国家主席自らが中国国家インターネット情報弁公室（Oﬃce of

the Central Leading Group for Cyberspace Aﬀairs）を率いています。中国のサイバーセキュリティ規制はますます一元化が進み、

データ・ローカライゼーション規則や国による技術の承認を含め、
データや機密情報の管理を重視する傾向が強まっています。
金融サービスに関する最近の規制動向：

CSLの各側面を補足し、明確化する追加規制案

新しい基準では、個人情報の保護とITサプライ

中国サイバーセキュリティ法

も公開されており、具体的には、
ネットワーク商

チェーンのセキュリティ管理を重視し、その対

2016年11月に可決された中国サイバーセキュ

月）
、
インターネット・ニュース情報サービス管理

用されているクラウド・セキュリティ、モバイル

に施行された同法は、中国のプライバシーおよ

護規制草案
（2017年7月）
などが挙げられます。

タ・セキュリティ）
にまでさらに拡大しています。

一部では、CSLによって中国国内で事業を営む

暗号化法草案

最近の最も重要な動向としては、間違いなく、 品・サービスのセキュリティ検査手段（2017年5
リティ法（CSL）が挙げられます。2017年6月1日

びサイバーセキュリティ規制の包括的な体制を
規定するものです。

規定（2017年5月）、
および重要情報インフラ保

企業がローカルの技術のみを使用するよう強

象を一部の特定技術（例：金融業界で幅広く使

インターネット・セキュリティ、
およびビッグデー

先ごろ、暗号化に関する法律の草案が公開さ
れました。その内容は、CIIによる、関連国家基

「重要情報インフラ事業者」
（CII）
と
「ネットワー

いられ（この場合、ベストオブブリードの実現が

はこの両カテゴリーに当てはまる可能性が高

インフラへの対応が不完全となる可能性があ

よびセキュリティシステムに関する評価とセ

組織は厳しい状況に置かれるのではないかと

でした。

れらの問題を解決するさらなるガイダンスの発

CBRCおよびCIRCによる施策

ク事業者」には義務が課されており、金融機関

不可能となる可能性や、海外のシステムおよび

いと見られます。ネットワーク事業者は、サイ

る）、特に海外とのデータのやりとりに依存する

イバーセキュリティ責任者を決定し、
インシデン

懸念する声が聞かれます。当局に対しては、
こ

バーセキュリティ方針および手順を策定し、サ

ト発生時の非常事態計画を作成することなど
が求められます。CIIには、専門のサイバー担当

表が期待されています。中国の経済規模と、
よ

職員を任命し、定期的にサイバーセキュリティ

り幅広い地域（事実上、世界全体）
にとっての重

導入し、年次セキュリティ評価を行うなどの付

の金融機関の業務に影響を及ぼすことは明ら

研修を実施し、災害時バックアップ・プロセスを
加的な要件が課せられています。
また、CIIが中
国国内で収集または作成した個人情報や重要

要性を考慮すれば、中国のサイバー規制が多く

かです。

な事業データは、中国国内で保管することが義

サイバーセキュリティ機密保護基準

報を提供しなければならない場合は例外であ

の業種および技術分野における、
より詳細な基

実施します）。新制度ではこのほか、
インシデン

2016年には新たなサイバーセキュリティ機密

務づけられます
（ただし、海外の取引先等に情

り、
これに際しては当局がセキュリティ評価を
トが発生した場合はデータの所有者と当局に
報告すること、
および国の安全保障に関する事

規制当局は、CSLの要件を履行するため、特定

準の遵守や、特定の暗号化商品、サービス、お

キュリティレビューの実施などを提案するもの

中国の銀行・保険業界の規制当局は、規制対

象企業に適用される詳細な要件を定めたもの

として、概ねCSLに沿った内容の技術リスク管

理ガイドライン草案を公開しました。さらに
2017年1月、CBRCは、銀行に対し、優れたデー

タ・ガバナンスの実行と機密度に応じた顧客情
報の区分、
ライフサイクル全体を通じた顧客情

報の保護、および情報セキュリティリスク評価

と内部監査の定期的な実施を求める通知を発

準とガイドラインの策定に着手しています。 行しました。
保護基準の審議用草案が提出されています。

柄やサイバー犯罪捜査について国に協力する

ことも求められます。
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アジアパシフィック地域のサイバー規制

香港特別行政区
香港は単独の包括的なサイバーセキュリティ法を制定しておらず、
サイバー規制は総じてさまざまな通達や条例に分散されています。

しかし、香港で事業を営む金融機関は詳細な技術リスク管理要件やデータ・セキュリティ要件を遵守しなければなりません。
金融サービス規制当局は、金融機関がサイ

C-RAFは自己評価の枠組みであり、金融機関が

門知識を強化することの重要性を強調してい

リスクを評価し、自らのサイバーレジリエンス

力してサイバーセキュリティへの対応能力を高

し、ギャップを補って成熟度を高める方法を案

シュリー・アルダー氏は、
サイバーリスク管理を

関は2017年9月までにC-RAFの第1段階を実施

バーレジリエンスを構築し、サイバー関連の専

ます。HKMA総裁は金融機関と規制当局が協

めることの重要性を指摘し2 6 、また、SFCのア

SFCは2016年3月、業界評価で特定された不備

自らの抱える内在的なサイバーセキュリティ・

に関する通達をすべてのライセンス企業に送

が内在的リスクに見合っているかどうかを判断

価を行い、弱点を修正し、管理を強化するよう

出できるようにするためのツールです。金融機

付し、
それら企業に対して、
リスクの見直しと評

促しました。
この通達では、SFCが健全かつ効
果的であると考えるサイバーセキュリティ管理

が挙げられており、
それには、
サイバーセキュリ

企業調査の重点項目に挙げました27。

する予定であり、
また、2018年半ばまでに現状

ティ管理を監督する強力なガバナンスのフレー

金融サービスに関する最近の規制動向：

習を実施することも計画されています30。PDP

のサイバーセキュリティ管理プロセスを正式に

効果的なサイバーセキュリティ・リスク管理に

のサイバー情報に基づいたシミュレーション演

は、現地で資格認定・研修プログラムを提供す

ムワークを設けること、
サービス・プロバイダー

導入すること、脆弱性を積極的に特定・修正す

関するHKMA通達

ることにより、
サイバーセキュリティに関する金

ること、最新のサイバー攻撃シナリオに関する

リティ・リスク管理の重要性に関する通達をす

います。HKMAは最近、PDPを補うため、サイ

順を強化することなどが含まれます35。

2015年9月、HKMAは効果的なサイバーセキュ

融機関の専門知識を高めることを目的として

べての認可機関に対して発行し、
これについて

バーセキュリティに関する高度技能の枠組みと

を提供しました28。

ついて、金融業界、規制当局、およびその他の

HKMAサイバーセキュリティ強化

リューションのワンストップ・ショップ」32である

の助言（例：上層部を積極的に関与させる等） ガイダンスを発表しました31。HKMAではCISPに

情報を用いてインシデントおよび危機管理手
SFCによるハッキング・リスクの低減案

SFCは2017年5月、
インターネット証券会社の

参加者のための「脅威情報、アラートおよびソ

ハッキング・リスクに対するレジリエンスのレ

と説明しています。

するための新しい要件と対策案を発表しまし

評価枠組み（C-RAF）、専門家育成プログラム

SFC通達

ライアントのログイン・パスワードと機密情報の

フォーム
（CISP）
の3つの要素から成るサイバー

関であるSFCは、
サイバーセキュリティの監督に

監視メカニズム、クライアントへの通知）、およ

イニシアティブ

2016年5月、HKMAは、
サイバーレジリエンスの

（ P D P ）、およびサイバー 情 報 共 有プラット
セキュリティ強化イニシアティブ
（CFI）
を立ち上
げました29。

12

香港のもう一つの主要な金融サービス規制機

重点的に取り組んでおり33、
過去数年間、
この問
題に関する通達を複数発行してきました34。

ビューを実施した後、
ハッキング・リスクを低減

た36。
その内容は、(i) 防止策（例：2要素認証、
ク
暗号化）、(ii) 検出方法（例：モニタリングおよび

び (iii) その他の管理手法（例：サイバーリスク
管理のフレームワーク、研修、危機管理）
に関す

るものでした。

アジアパシフィック地域のサイバー規制

インド
インドは
「デジタル・インディア」
イニシアティブによって大きく躍進しているものの、
サイバーセキュリティのフレームワークを
策定するには至っていません。
しかし、
インドの金融サービス規制当局はサイバーセキュリティに活発に取り組んでいます。
2000年にサイバーセキュリティの特定の側面

この通達の中で挙げられている要件としては、 SEBIの通達の中で挙げられている要件として

改正）
され、同法に基づいて国家重要情報イン

や、
より幅広いIT／IS方針とは別のサイバーセ

について定めた情報技術法が制定（2009年に

ISO／IEC 27001およびISO／IEC 27002の導入

は、ガバナンス、重要なIT資産の特定と保護、
イ

ンシデント、
アノマリーおよび攻撃のモニタリン

フラ保護センターが設立されました。
また、
イン

キュリティ方針の策定、継続的なモニタリング、 グと検出、
（インシデント管理、災害復旧および

方針を導入しました。同方針は、保証フレーム

の作成、サイバーセキュリティ・インシデントお

ド政府は2013年に国家サイバーセキュリティ

顧客情報保護の確保、サイバー危機管理計画

ワークの開発、規制の強化、研究・教育の促進

よびギャップ評価のRBIへの報告などがありま

ティに関連する行動について定義し、かつその

計画しており39、
サイバーセキュリティに対する

などの戦略を提案しつつ、サイバーセキュリ

指針を示す包括的フレームワークを提供しよう

とするものです。同方針は好ましく受け取られ

たものの、導入のためのフレームワークが欠け

ていたことから、金融業界にはまだ採用されて
いません。

金融サービスに関する最近の規制動向：

RBIは2011年という早い段階で、情報セキュリ

す38 。さらにRBIは年次サイバー監査の実施を

事業継続のフレームワークなどを通じた）対応

と復旧、情報共有、研修、および定期監査など
があります。

また、SEBIでは2017年～2018年の間に証券市

銀行の準備態勢についてのIT検査の実施、 場のためのサイバーセキュリティ研究所を設立

ギャップの特定、是正措置の進捗に関するモニ

タリングを目的とする特別部門（C-SITE）を設
立しました40。

インド保険規制開発庁（IRDAI）
による施策

一方、IRDAIは2017年4月に、
インドの保険セク

ターを対象としたサイバーセキュリティのフ

するという計画を進めており、サイバーセキュ

リティ規制方針の枠組みを強化するため、最高

ITセキュリティ責任者を任命する方針だと伝え

られています44。
今後のトレンド

今後に関していえば、財務大臣が金融セクター

ティ、電子バンキング、技術リスク管理、および

レームワークを発表しました。全保険会社は、 へのサイバー攻撃を専門に扱う独立した対応

ドライン37を発表しました。9つの領域にまたが

することが義務づけられています41 。その要件

セキュア化を推進し、技術リスクに対する全体

プ分析報告書を作成し、取締役会の承認を受

インターネット詐欺に関する一連の包括的ガイ

る複数の管理目的を取り上げ、銀行インフラの
的な取り組み姿勢の強化を求める内容でした。

インド準備銀行（RBI）
による施策

2018年3月末までにこのフレームワークを導入

チームの設立を進めている45との報道があるこ

は概ねRBIのアプローチと一致しており、
ギャッ

する新たな基準またはガイダンスが発表され

けた情報サイバーセキュリティ方針を策定し、
護方針の周知と履行に責任を負う最高情報セ

キュリティ責任者を任命するというものです。

る詳細なガイドラインを定めたものとして、銀

インド証券取引委員会（SEBI）
による施策

を発行しました。RBIは、サイバーセキュリティ

エンスの枠組みに関する通達を発行していま

行のサイバーセキュリティ枠組みに関する通達

SEBIもサイバーセキュリティとサイバーレジリ

に対する取締役会および経営陣レベルによる

す。証券取引所、清算機関および預託機関42の

います。

もこの通達を遵守する必要があります。

監督や積極的な取り組みを繰り返し奨励して

る可能性があります。

サイバー危機管理計画を作成し、情報資産保

RBIは今もこの問題に対する積極的な関与を
続けており、2016年6月には、銀行を対象とす

とから、金融機関のサイバーセキュリティに関

ほか、
国内のコモディティ・デリバティブ取引所43
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図4：規制当局の声

サイバー脅威を取り巻く環境は

中国はインターネット大国

レジリエンスに対する包括的で

ネット・セキュリティ・リス

絶えず変化するため、サイバー

長期的な取り組みを企業文化に
根付かせる必要があります。

であり、最も大きなインター

クに直面する国の一つとし

て、ネットワーク・セキュリ
ティに関する法制度を早急
に構築し、整備する必要があ

グレッグ・メドクラフト氏

ります。

オーストラリア証券投資委員会委員長
2016年12月15日

楊合慶氏

全国人民代表大会常務委員会

標的にされないよう幸運を祈るよりも、自己と顧客をサイバー攻撃から守る
ために必要な先制措置を講じる方が賢明かつ生産的です。

ノーマン・T.L.チャン氏
香港金融管理局総裁
2016年5月18日

第一に、我々は取締役会に対してテクノロジー関連の事

サイバー攻撃が次の金融危機の

事業戦略と緊密に歩調を合わせたものでなければなり

うる話です。我々はこうした新

柄に積極的に関与することを期待しています。IT戦略は

ません。テクノロジーの進歩は目覚ましく、テクノロ
ジー関連の専門知識を持った取締役がいなければ、テク
ノロジーを効果的に取り入れることは困難でしょう。

引き金になるということはあり
たなリスクに対処するため、規

制・監督能力を高めなければな
りません。サイバーリスクの管

理は、世界の規制・監督機関が連

携して取り組んでいく必要のあ
S.S.ムンドラ氏

インド準備銀行副総裁
2016年9月7日

る新たな領域です。

ラビ・メノン氏

シンガポール通貨監督庁長官
2017年3月20日

何よりITの発展と同時に、ハッカーやサイバー攻撃の戦

術も巧妙化してきました。特に世界中にネットワークが
広がる金融業界の場合、どこかで攻撃が発生すれば、そ
の悪影響は全体に及ぶ可能性があります。

黒田東彦氏

日本銀行総裁
2016年8月23日

アジアパシフィック地域のサイバー規制

日本
日本のサイバーセキュリティ規制は、
セキュアであることとレジリエントであることの双方に重点を置いており、

2020年の東京オリンピック開催に向けて、
サイバーリスク管理の強化に力を注いでいます。
日本で2014年に制定されたサイバーセキュリ

金融サービスに関する最近の規制動向：

企業にサイバーセキュリティの強化や政府との

日本の主要な金融サービス規制機関である金

ティ基本法には、
インフラおよびサイバー関連

協力を求める規定のほか、サイバーセキュリ

ティに係る人材の育成、研修およびスキルに関

金融庁による施策

融庁は、金融機関によるレジリエンスの構築に
関する一連のガイドラインを定めており、
これ

する施策が含まれています。同法の改正に伴

には、社内規定の整備、3つの防衛ラインの活

し、
これに対応する内閣サイバーセキュリティ

キュリティの包括的フレームワークの策定支援

2015年に策定されたサイバーセキュリティ戦

イバー攻撃への対応能力強化に向けた活動の

定し、
官民協力や情報共有および上層部の意識

バーセキュリティ演習（通称デルタ・ウォール）

い、政府機関の枠を超えてサイバー攻撃を分析

用、
および日本経済全体に貢献するサイバーセ

センター（NISC）の権限が強化されました。 が含まれています。また、2016年10月には、サ
略では、基本方針に基づいたアプローチを設

一環として、業界全体を対象とした最初のサイ

啓発を推進することに重点を置いています46 。 を実施しました47。

2016年には情報処理の促進に関する法律が
改正され、サイバーセキュリティに関する専門

資格である情報処理安全確保支援士が創設さ
れました。

金融情報システムセンター
（FISC）
による

ガイドライン

FISCもまた、金融機関によるサイバーリスク管

理の推進を目的とした重要なガイドラインと報

告書を発行しており、その最新のものとして
2014年版の金融機関におけるサイバー攻撃対

応に関する有識者検討会報告書48があります。
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大韓民国
韓国のサイバー環境は厳しく規制されており、
包括的なIT規制制度が確立されています。

韓国は早くからサイバーセキュリティに関する

最近の主な法改正および規制改正としては以

年からはIT企業にハッキングの報告を義務づ

・クラウド・コンピューティング開発およびユー

規制活動に取り組んできました。例えば、2004

け、2009年には、サイバー攻撃について特定、
防止、対応し、強固なサイバーセキュリティを実

現するための主要政府機関である韓国イン

ターネット振興院（KISA）
を設立しました。2011
年には、主要イニシアティブの枠組みを盛り込

んだ国家サイバーセキュリティ基本計画を定め

ています。
その他の重要な動向としては、2013

年にサイバー政策部門を設立したことや、2014

年に未来創造科学部が民間企業のセキュリ

下が挙げられます。

ザー保護法（2015年3月）

・金融機関によるデータ処理業務の外注およ
びIT設備に関する規制の改正（2015年6月）

・個人情報保護法ならびにITネットワークの利

用推進および情報保護法の改正（2016年3月）

・電子金融取引監督規制の改正（2016年10月）。
金融サービスに関する最近の規制動向：

FSCによる2014年の施策

2014年にはさらなる施策が発表され、最高情
報セキュリティ責任者の独立性、非常事態計画

に対するCEOの責任、月次セキュリティ調査の
実施（およびCEOと金融監督院（FSS）への結果

報告）、
イントラ・ネットワークとインターネット・

ネットワークの分離、対応システムの導入、付
加価値型ネットワーク・プロバイダーのFSCへ

の登録の各種義務などが定められました53。
金融保安院

FSCは2015年、独立した金融セキュリティ機関

韓国の主要な金融サービス規制機関である金

である金融保安院（FSI）の設立を承認しまし

なサイバー攻撃の被害に遭ってきたことを背景

キュリティ・サービスを提供しており、
これには、

の保存と分析を国内で行うよう定めており、韓

キュリティの実現に関心を寄せてきました50。韓

ピュータに関する非常事態への対応と情報共

面で別途同意したか、それ以外の例外が適用

昨年後半、金融機関内や金融関連のサイバー

教育計画の作成と運営、情報セキュリティ資格

ティ・レベル評価指標を作成すると発表したこ
とが挙げられます49。

データ・ローカライゼーション法は、機密データ
国で事業を営む金融機関は、
クライアントが書

される場合（例えば、EUおよび米国との貿易協

定に基づく等）を除き、韓国国内でデータを処

理しなければなりません。現在は既存の枠組

融委員会（FSC）は、多くの金融企業が大規模
に、長い間、金融機関内での強固なサイバーセ
国の財政経済部長官兼副総理（元FSC会長）は

ネットワークのセキュリティが堅固であること
の重要性を改めて強調し、金融システムの安定
性を維持するうえでサイバーセキュリティが担

みを改良・強化し、技術革新を活用することに

う役割は重要だと述べました51。

クラウド・コンピューティング開発およびユー

FSCによる2013年の施策

ンの利用拡大に伴うリスクへの対応に努めて

チームの設立、
リスク管理能力の強化、専門家

罰則が強化されたほか、企業が自主的にレジ

どの要件を定めた、金融機関のデータ・セキュ

重点が置かれています。2015年に制定された

ザー保護法は、当局がクラウド・アプリケーショ

いることの一例です。また、違反行為に対する

リエンス構築に取り組むよう、事前規制から事
後規制に移行する動きも強まっています。

た。FSIは金融業界に対して包括的な金融セ

金融セキュリティの総合的モニタリング、コン

有、脆弱性分析と評価、政策および技術研究、
認定、新しいテクノロジーやサービスの金融セ

キュリティ適合テストなどが含まれます54。

FSCは2013年、専門のデータ・セキュリティ・

の養成、ITセキュリティ・ガイドラインの作成な

リティ強化に向けた包括的施策を発表しまし
た52。
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シンガポール
シンガポール当局はかなり以前からサイバーリスクに注目しており、
堅固でレジリエントなサイバー環境実現のために

一連のイニシアティブを実施してきました。
2013年にコンピュータ不正利用禁止法が改正

MAS通達No. SRD TR 03／2015

アジアパシフィック地域情報分析センター

コンピュータ不正利用禁止およびサイバーセ

セキュリティ研修

アパシフィック地域情報分析センターを設立す

され、
サイバーセキュリティ対策を盛り込んだ、 取締役会に対する技術リスクおよびサイバー

2016年12月、MASは他の機関と協力してアジ

キュリティ法に改称されました。2016年3月に

MASは2015年後半、金融機関に求める事柄を

ると発表しました。同センターでは、地域内の

演習（Exercise Cyber Star）を実施し、銀行・金

役会が技術リスクとサイバーセキュリティに責

リングし、分析を提供し、脅威の軽減に向けた

はサイバーセキュリティ庁がサイバー・スター

融、政府、
エネルギーおよび情報通信業界から
100人がシナリオ計画セッションとサイバー攻

記した通達を発行しました。その内容は、取締

任を負い、
サイバーレジリエンス・プログラムの

効果的実行を支援する適切な説明責任体制と

撃シミュレーションに参加しました 5 5 。また、 組織のリスク文化を構築し、技術リスクとサイ
2016年には、業務に携わる人々がサイバーセ

キュリティなどの新たなICTスキルを習得でき

るよう支援するため、技術スキル習得加速イニ

シアティブ
（TechSkills Accelerator initiative）

を発足した 56 ほか、シンガポール・サイバーセ

キュリティ戦略を発表しました57。
これは中長期

バーセキュリティに関する包括的な研修を実施

し、技術とサイバーリスクの目立った動向を定
期的に把握するというものでした60。
MAS通達No. SRD TR 01／2015

サイバー侵入の早期検出

的戦略を記した最新の政策文書であり、重要

また、MASは2015年、
「 強固なサイバーレジリ

全なサイバー環境を創出し、
スキルを持った専

迅速に封じ込め、復旧することのできる堅固な

な情報インフラのレジリエンスを強化し、
より安

門家とともに活気あるサイバーセキュリティ環

境を開発し、強固な国際的協力関係を構築す

ることを目的としています。2017年は、違反の
報告義務と企業に対するサイバー監査の実施

権限を盛り込んだ法律が導入される可能性が

あります 。
58

エンスには、サイバー侵入を速やかに検出し、
対応能力が必要だ」
として、サイバー侵入の早

期検出に関するガイダンスを発表しました。そ

の主な内容としては、組織内外の進入をモニタ

リングし、検出するための管理プロセスの導

入、進入と損害の度合いを見極めるために徹

底的な調査の実施、直ちに影響を封じ込める

ための措置の遂行、サイバー侵犯対応計画の

金融サービスに関する最近の規制動向：

テスト、ギャップ分析とリスク評価の定期的実

MASは、規制対象企業のサイバーセキュリティ

し、対応するプロセスの継続的な進化・改良が

シンガポールの金融サービス規制機関である
強化に積極的に取り組んできました。MASの

バーナード・ウィー氏は「もはやサイバー攻撃

は『起きるかどうか』
ではなく、
『いつ起きるか』

の問題だ」とコメントし、金融機関は多面的な

アプローチを採用してサイバーレジリエンス能

力を高め、システムや業務を安全かつ迅速に
復旧させるためのリソースを確保する必要が

あると述べました59 。MASはレジリエンス構築

に関するガイドラインに加え、
マネーロンダリン

グ防止／テロ資金対策およびアウトソーシング

リスク対策にも力を注いでいます。
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施、サイバー攻撃について予測し、耐え、検出
挙げられています61。

加盟金融機関に対するサイバー脅威をモニタ
一連のアクションを推奨する計画です62。

提言
サイバー攻撃は金融機関に重
大な損害を及ぼしかねないも

01

ありません。このため、引き続

リスク選好度を決定する
事業や戦略に関する背景を理解したうえでサイ
バーリスクアペタイトと目標水準を決定し、サ
イバーリスクアペタイトを既存のリスク管理プ
ロセスとガバナンス・プロセスに盛り込みます。

理することへの注力が重要で

02

のであり、残念ながら、今後も
そのリスクが消え去ることは
きサイバーリスクを強力に管

す。
アジアパシフィック地域の
各地におけるサイバーセキュ
リティ規制の活発な動きも続

くと予想され、
金融機関は規制
の変化や改善と足並みを揃え

ていく必要があります。
新たに
登場する規制や基準は多いも

のの、
基本的な方向性や全体的
テーマは明確です。
絶えず進化
する基準を満たすには、予防

（Secure）
、
発見
（Vigilant）
、
回復
（Resilient）を念頭に置いて設
計され、明確な戦略を基盤と

し、
強力なガバナンス対策に裏
打ちされたサイバー・プログラ
ムが求められます。

サイバー戦略を開発する
企業独自のニーズやリスクに基づいて経営層主
導のサイバー戦略を開発します。
IT部門に一任す
るのではなく、例えば、サイバーセキュリティ戦
略を企業全体のリスク管理フレームワークに組
み込みます。

03

取締役会や経営層を関与させる
サイバーリスク、リスク低減活動、および事業へ
の潜在的な影響に関する定例ミーティングや
アップデートを通じてサイバーリスクに関する
情報を取締役会や経営層に提供し、リスク管理
に積極的に関与させます。

04

06

臨機応変なコンティンジェンシープランを作成する
サイバーインシデント用のコンティンジェン
シープランには、攻撃の詳細を記録し、データを
バックアップし、損害の拡大を阻止し、重要なビ
ジネスプロセスに混乱が波及するのを防ぎ、根
本原因分析を行うといった内容を盛り込まなけ
ればなりません。経営層によるシミュレーショ
ンなどを通じて継続的に計画のテストと見直し
を行い、
改善します。

07

常に情報を収集する
最新の、新たに浮上したサイバーリスクやセ
キュリティ動向、業界の基準および規制当局の
考えについて常に情報を収集し、その内容を社
内での協議、方針、手順およびプロセスに取り入
れます。

08

レビューと反復
ガバナンスおよびサイバー対応戦略を定期的に
見直して反復するという、積極的で適応力の高
いアプローチを取り、それらが引き続き効果的
であり、事業戦略や規制当局の求める水準に
沿ったものであることを確認します。

サイバーリスク文化を構築する
サイバーリスクに対する従業員の意識を高め、
サイバーリスクに関する価値観や行動を企業文
化に取り入れます。強力なリーダーシップ、協調
的コミュニケーション計画、研修、継続的な学
習、および適切なスキル人材の採用は、いずれも 革新的なソリューションを採用する
大規模な組織全体へのセキュリティ手順の導入
重要な要素です。
を円滑化し、攻撃の進展スピードを抑制するこ
とが可能な、革新的なセキュリティソリュー
ションへの投資を検討します。

09

05

定期的な脆弱性評価と侵入テスト
脆弱性評価と侵入テストを定期的に実施し、防
衛対策が整っているか、セキュリティホールを
早期に検出できるかどうかを確認します。攻撃
の変化に応じて方針や手順、訓練をアップデー
トし、
新たなリスクに対応できるようにします。

10

外部と協力する
同業他社や規制当局と協力し、情報共有、協調的
な対応、
および統一基準の開発を推進します。

アジアパシフィック地域のサイバー規制
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