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デロイト金融サービスセンターについて

デロイト金融サービスセンターは、米国におけるデロイトの金融サービス関連事業の一部であり、銀行、資本市場の

金融機関、投資信託会社、投資運用会社、保険会社、不動産会社などの経営陣が意思決定に際して直面する最も

重要な問題に関して最新の見識を提供しています。

当センターは、調査、業界のイベント、討論会などさまざまな場を通じて金融サービスの問題に関する総合的な見解

や、刺激的なソート・リーダーシップを、特定の組織上の役割や機能のニーズに合う形で提供しています。
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サイバーリスクという難題に立ち向かう

行、投資会社、保険会社は、お金や情報の盗難、業

務の妨害、重要なインフラの破壊、又はそれ以外で豊

富なデータを扱う金融サービス機関（FSI）への不正ア

クセスを試みようとするサイバー犯罪者の主要なターゲット

（標的）となっています。実際のところ、特定の業界で企業がサ

イバー犯罪にかける平均コスト（内部活動および外部影響の

コストの合計）という点からみると、FSIが群を抜いています。

2015年のFSIのサイバー犯罪コストは2,830万米ドルに達して

います。この数値はFSIの6年間の平均サイバー犯罪コストで

ある年間1,940万米ドルを大幅に上回っています（図1参照）1。 

図1．企業がサイバー犯罪にかける年間平均コスト（セクター別、単位：百万米ドル） 
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出所：ポネモン・インスティテュート（Ponemon Institute）およびヒューレット・パッカード・エンタープライズ（Hewlett Packard Enterprise）、 
「2015年サイバー犯罪コスト調査（米国）」、2015年10月。 

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス| DUPress.com 
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FSIではサイバーリスクの脅威が経営陣や取締役会メンバー

にとって優先度の高い課題であることから、サイバーリスクマ

ネジメントの支援に当てられる資金や技術的ツールには事欠

きません。FSIが自社にとって今後最も重要性を増すと考える

リスクのタイプとして、サイバーエクスポージャーが規制・コン

プライアンス関連事項に次いで2番目にランクされています2。

その一方で、デロイト＆トウシュLLPが実施した最新の「グロー

バルリスクマネジメントサーベイ（Global Risk Management 
Survey）」の調査結果に基づけば、自社がサイバーエクス

ポージャーを「極めて効果的」あるいは「非常に効果的」に管

理していると考えている回答者は全体の42％にすぎませんで

した3。 

FSIが自社にとって今後最も重要

性を増すと考えるリスクのタイプと

して、サイバーエクスポージャーが

規制・コンプライアンス関連事項

に次いで2番目にランクされてい 
ます。

しかし、当社の最新の調査の結果、サイバーセキュリティー能

力を強化する時間が数年間あったにもかかわらず、多くのFSIが
依然としてサイバー攻撃という動く標的に後れを取らず迅速に

対処するのに苦戦していることが分かりました。サイバー攻撃

のペース、脅威アクター（Threat Actors）の高度化などに加え

て、最高情報セキュリティー責任者（CISO）への要求が増加し

ており、その要求が多くの場合相反していることなどから、多く

の企業ではデバイス、システム、プラットフォームをロックダ

ウンする基本的なブロック＆タックル（遮断して対処する）戦略

が依然として対策として取られています。

サイバーセキュリティーを巡る切迫感に拍車を掛けるのが、

フィンテック、レグテック、モバイルアプリケーション、クラウドの

採用、その他の新たな開発などにけん引された、金融サービ

ス分野で進行中の大規模なテクノロジー変革です。CISOや

企業幹部は、より機敏に行動し、摩擦のない顧客体験を提供

することが求められています。彼らは、テクノロジーの向上を

促進するだけでなく、サイバーセキュリティーの要求を、コスト

削減、人材のグローバル化、法規制遵守などその他の要件と

両立させなければなりません。

これらの難題の本質を突き止めるために、デロイト金融サービ

スセンターは、銀行、保険会社、投資会社におけるセキュリ

ティー、警戒、回復力の取り組みに関する状況について、デロ

イトアドバイザリーのサイバーリスクの専門家と話し合いまし

た。次に、金融サービス業界中のサイバーセキュリティー、テ

クノロジー、リスクマネジメントを担当する上席スペシャリスト

に、彼らの直接の経験や戦略についての知識を深めるために

インタビューしました。我々がインタビューした上席スペシャリス

トは、さまざまな障害や挫折に加えて、達成した進展や、彼らの 

考え方、アプローチ、組織文化などを今後変革していく計画な

どを挙げながら、サイバー戦争の最前線の話しを聞かせてく

れました。

当該上席スペシャリストは、最も重要な課題、最も効果があっ

たサイバーセキュリティー投資、今後の優先事項などに関し

て、必ずしもみんな考え方が一致しているわけではありません

でした。これは主に企業によってリスクマネジメントの成熟度

がさまざまなレベルであることや、各企業が属するFSIのサブ

セクターの相違に起因しています（4ページの「CISO間で課題

や投資への取り組みが広範囲に異なっている」を参照）。しか

し、当社の調査に参加してくれた上級スペシャリストの間で意

見が一致した重要な領域も複数ありました。幾つかの広範な

テーマが浮かび上がってきており、これらのテーマについてさ

らに詳細に検証していきます。

• 私たちがインタビューした上席スペシャリストたちにとって

資金は問題ではなく、サイバーセキュリティー予算はここ

数年間で飛躍的に増加しました。しかし、予算の上昇ペー

スが長期的に持続可能である可能性は低く、すぐに優先

順位付けで厳しい選択を迫られることになるであろうという

点で大半の人の意見が一致していました。

• 大半の人は複数の優先事項を調整しようとして板挾みに

なって行き詰まりを感じています。彼らは、多くのレガシー

システムの脆弱性への対処を迫られています。彼らは基

本的なシステムを稼働させるのに苦労しているにもかかわ

らず、クラウド、フィンテック、デジタルアイデンティティ、さ

らなる画期的なテクノロジーなどを通じてイノベーションを

推進していくことが期待されています。そうしている間に

も、彼らはサイバーセキュリティーの方針や取り組みを、

自社の経営戦略、業務戦略、テクノロジー戦略に合致させ

ようと努力しています。
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• CISOはさまざまな方法でイノベーションを図っています。

しかし、サイバーセキュリティーを企業全体の中心的な課

題と位置付けるために組織改革を実行する一方で、自由に

使える新しいセキュリティーツールが大量にあることから、

多くの場合、これらのツールを評価し、統合するのに苦労

しています。

• FSIはサイバーセキュリティーに長けた人材を渇望してお

り、我々がインタビューした人の多くが直面する最大の問

題は、サイバーセキュリティー人材の確保でした。

CISO間で課題や投資への取り組みが広範囲に異なっている 

本レポートは、金融サービス業界におけるサイバーリスクマネジメントの現状および今後の状況について我々がインタビューし

た大手金融機関のCISOの間で意見が一致した領域に重点を置いて作成されていますが、彼らの意見の足並みが必ずしも

揃っていたわけではないことは言及に値します。我々がインタビューした比較的小規模ではあるもののCISOの代表的なグルー

プの間で成熟度や業種のダイナミクスの水準が多様であったことを踏まえると、それは驚くことではありません。

例えば、自社の組織が現在直面している最も重要な課題について聞くと、回答は概ね本レポートの本文に記載された主要なポ

イントを反映するものでしたが、回答の一部には図2に示すような興味深い例外もありました。 

図2．今日の金融サービス業界におけるサイバーリスクマネジメントの最重要課題について意見の一致がみられていな

いように思われる

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス| DUPress.com 
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企業は、十分すぎるほどの予算手当がされていても、

「三拍子揃った人材」―つまり、サイバーリスクマネジ

メントの取り組みを迅速かつ効果的に実行するための

技術的スキル、ビジネスノウハウ、戦略的思考能力の

すべてを兼ね備えた人材―が不足していると不満を漏

らすことが多くありました。

• ますます増加する過剰な監視の要求に応じるうえで、広

く認められた影響力の強い測定方法や業界全体の基準

が欠如していることから、CISOは報告義務に圧倒され

ており、サイバーリスクのメトリクスは依然として正真正

銘のバベルの塔となっています。

• CISOは証拠を全て集めて全容を明らかにするための

助けを必要としています。多くの人は、業界内外に加え

自国内でさえ、情報の共有化の障害として、法的な曖

昧さや規制上の障害を挙げていますが、その一方で

大半の人がインテリジェンスをより関連性が高く、すぐに実

施可能であり、またリアルタイムで入手可能とするために

インテリジェンスのさらなる自動化を推進するための方法

を切望しています。

全体的にみて、一部のFSIはサイバーリスクマネジメントにお

いてリーダー的な存在となっていますが、サイバーセキュリ

ティーの成熟度カーブには幅広いばらつきがみられます。多く

の個別企業や業界全体のレベルを引き上げることが必要で

す。主要なFSIとの我々のインタビューや、金融サービス業界

全体にわたり幅広くクライアントにサービスを提供した我々の

経験によって、ちょうど脅威アクター自身がやってきたのと同じ

ように、リーディングプラクティスの共有や、継続的なイノベー

ションを通じて、どうすればこれらの困難な課題を克服すること

ができるかについて幾つかの重要な見識が提供されています。
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資金面で問題はない：

有り余るほどの

サイバーリスクマネジメント予算

FSIの現状はどうか？ 
我々がインタビューした人全員が、自社のサイバーセキュリ

ティー予算がここ数年間で飛躍的に増加したと述べており、彼

らは短期的にはこの傾向が継続する可能性が高いと考えてい

ます。差しあたって、資金は文字通り、最も些細な問題である

ように思われます。ある回答者は、サイバーセキュリティー予

算がここ3年間で75％増加したと回答しており、さらに加えて

「資金面では全く問題ない」と述べています。回答者の一部

は、上司からサイバーリスク対策の予算を増やす必要がある

のではないかとよく聞かれると答えています。

また、我々がインタビューした人は、FSIではサイバーセキュリ

ティー関連支出が多くの部門に分散していることから、サイ

バーセキュリティーへの総投資額がCISOの予算に配分され

ている額を常に上回っていると指摘しています。アプリケー

ション開発チーム、リスクマネジメント関連の社員研修プログラ

ム、法務部門などが負担するセキュリティー関連費用、および

全社にわたる関連支出など、「隠れた」サイバー関連費用も考

慮に入れる必要があります。

大半のFSIでこのように「資金面で問題はない」といううらやま

しい状況になっているのは、潜在的に多額の財務的および法

的責任という観点からだけではなく、企業の評判や市場シェア

への長期的なダメージという観点からも、サイバーリスクが組

織にとって実存的な脅威になっているという経営陣や取締役

会メンバーの認識を反映しています。ある経営幹部は、ある競

合企業が深刻なセキュリティー侵害を受けたことが「決定的な

警鐘」となり、自社のサイバーセキュリティー関連予算が2倍に

なったと述べています。「あれは、我々の考え方を根本から変

える出来事となった」。企業というものは、大事件が起こった

場合に、振り返ってみて、目先の費用を削減するだけの

ために、セキュリティー侵害を防止または抑制できたであろう

ような対策を講じないという決定をしたことで後悔するようなこ

とはしたくないものだと、あるCISOは説明してくれました。

FSIは今後どこへ向かうのか？ 
結論を言えば、どの尺度でみても、FSIはサイバーセキュリ

ティー予算を縮小する動きをみせていないということです。

我々がインタビューした人の大半は、当分サイバーセキュリ

ティー関連支出が大幅に減少することはないと予測していま

す。ある回答者は、サイバーセキュリティー関連支出の増加

傾向は「新たな常態」であると述べており、自社のサイバーセ

キュリティー予算は、進化する脅威アクターの一歩先にいるた

めに引き続き増加し続けなければならない可能性が高いであ

ろうと指摘しています。

しかし、インタビューした複数の人は、サイバーセキュリティー

予算の増加ペースが長期的に持続可能である可能性が低い

ことを認めています。ある回答者は、サイバーセキュリティー

関連支出は「間違いなく増加傾向にあるが、無制限ではない」

と述べています。別の回答者は、サイバーセキュリティー予算

が「永久に」増加し続けることを正当化できないであろうと予測

しています。さらに別の回答者は、サイバーセキュリティー関

連支出は今後かなり長期間にわたって増加し続けるであろう

が、少なくとも増加率を引き下げるか、可能であれば増加率を

横ばいとしたいと述べています。

しかし、差し当たり、サイバーセキュリティー予算上の最大の

問題は予算金額ではなく、戦略の遂行や、リスクマネジメント

プログラムのROIを伝達することに関するCISOの能力です。

CISOは経営陣とROIについて話し合い、リスクを大幅に削減

および／または回避したことを証明できなければなりません。

監視が強化されるなかで、サイバー投資の定量的および
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定性的なメリットを簡単な言葉で伝達することはこれまで以上

に重要になるでしょう。

CISOはソリューションのライフサイクル管理に特別な注意を

払うことが必要となるでしょう。これの妨げとなっているのは、

必要に応じて新たなツールやシステムを導入する予算はある

ものの、有効性を高めるために継続的なケアやソリューション

の供給を行うのに必要なスキルや能力を有する人材が欠如

していることが多いことであり、多くの回答者はこの点に不満

を持っていました。サイバー対策の実行スピードも、非常に競

争の激しい人材市場で必要な人材を獲得、維持することがで

きないことによって大きな影響を受けています。したがって、

人材育成・人材調達戦略にはるかに大きな重点を置いて注

目していく必要があるでしょう。これについては、本稿の後半

でさらに詳細に取り上げています。

長期的には、どこかの時点で、CISOは、自社の経営戦略や

テクノロジー戦略と整合性のある真のサイバーセキュリティー

戦略に基づいて、支出の優先順位について厳しい選択をし始

めなければならなくなるでしょう。大手の金融機関でさえ、す

べてのセキュリティー領域における能力を同時に整備するため

の予算を割り当てる可能性はおそらく低いことから、CISOは 

競合する投資要請の中で優先順位を決めるべきでしょう。あ

るインタビュー対象者は、新しいソリューションが生まれたら、

「規律を持って」商品選択を行うよう部下に指示していると述

べています。CISOチームは、新たなセキュリティーテクノロ

ジーが導入されたら、当該テクノロジーを追加あるいは代替

えとして導入する前に、何が有効で何が有効でないかを理解

しておくべきです。

人材やテクノロジー以外に、予算設定時に無視すべきでない

重要な領域にサイバーリスク意識の高い企業文化を創造する

ための投資があります。我々がインタビューした人の多くは、

社員に即座に対応できる準備をさせておくために、仮想トレー

ニングやフィッシングテストなど広範囲にわたる継続的な社員

研修プログラムをすでに開始していました。しかし、我々は純

然たるウェブベースの教育だけでは不十分であるというフィー

ドバックを一貫して受けており、トップ企業はサイバー戦争

ゲーム、レッドチーム演習、その他の机上演習を駆使して、ト

レーニング演習に人間的かつ実践的な参加要素を増やして

います。また、このプロセスは取引先、ベンダー、顧客を含め

第三者の教育を含むまでに拡大されるべきです―これらの第

三者のシステムが不正侵入され、それを通じてFSIのシステム

に不正侵入される可能性があります。

FSIへのヒント 

• ROIを測定し、伝達する。 サイバー投資の定量的および定性的なメリットを証明する。

• ライフサイクル・カバレッジを確実にする。 ソリューションを展開するだけではなく、当該ソリューションを長年にわ

たって健在かつ有効な状態に維持するための予算措置が必要である。

• サイバー人材の育成を怠ってはいけない。次世代のサイバー戦士の採用、維持、訓練のために投資を行う。

• サイバー意識高揚プログラムやプロトコルを軽視してはならない。このことを社員の枠を超えてベンダー、取引先、

顧客にも周知し続ける。
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CISOは複数の 
優先事項をこなそうとして

板挾みになっている

FSIの現状はどうか？ 
サイバーリスク対策のための資金は豊富にありますが、CISO
は依頼された事項すべてに対処する十分な時間がないとこぼ

しています。我々がインタビューした人は、レガシーシステムや

レガシーアプリケーションの安全性を保護し、増大する新たな

脅威を阻止し、先を見越した、革新的かつ包括的な組織全体

のサイバーリスクマネジメント戦略を確立することに躍起に

なって取り組みつつ、数多くの責任を果たさなければなりませ

ん。このようにCISOの負担は非常に大きくなる可能性があり

ます。ある大手FSIのCISOは、毎日5,000～6,000件の不正

侵入未遂があり、自社システムにアクセスする者のうち20人
に1人は何かを盗もうとしていると述べていました。 

複数の回答者が現在は主に「初動

要員」の役割を果たしており、企業

を崩壊させてしまう可能性のあるサ

イバーの「大火災」を食い止めよう

とする一方で、終わりのない一連の

サイバーの「野火」の消火にあたっ

ていると自分自身のことを述べてい

ました。

このため、複数の回答者が現在は主に「初動要員」の役割を

果たしており、企業を崩壊させてしまう可能性のあるサイバー

の「大火災」を食い止めようとする一方で、終わりのない一連

のサイバーの「野火」の消火にあたっていると自分自身のこと

を述べていました。多くの回答者が、サイバー攻撃の予想精

度を向上するための高度なアナリティクスの開発など、より広

範で長期的な課題の取り組みにより多くの時間や資金を費や

す方が望ましいと思いながら、基本的なレガシーシステムの修

正作業やコンプライアンス作業に忙殺されていると不満を漏ら

しています。ある回答者は、「フォッグ・オブ・モア」を最大の問

題として挙げており、セキュリティー検知プログラムがより高度

になればなるほど、解決しなければならない脆弱性をより多く

発見することになることを指摘しています。

大半の回答者は、理想的には、既存システムの継続的なセ

キュリティーニーズと新たに導入されるシステムのセキュリ

ティーニーズの対処に時間と資金を半々に割り当てたいと考

えていると述べていますが、レガシーシステム関連の問題の

対応にはるかに多くの予算を割いているのが現実です。目標

は、この2つのセキュリティーニーズの間でよりよいバランスを

取り、セキュリティー原則が新しい製品、アプリケーションなど

に最初から組み込まれるようにし、その後の侵入者対策に必

要な時間とカネと努力を節約することとすべきです。

重要な考慮点は、ある特定のFSIがサイバーリスクマネジメン

トの成熟度カーブ上のどこに位置しているかということです。

我々がインタビューした一部の企業は依然として非常に初期

段階にあり、自社システムのセキュリティー侵害に直面したこ

とや、業界の大事件によって恐怖に陥ったことに駆立てられ

て、慌てて対策を強化しています。他の企業は、最近実施し

た買収・合併（M&A）の結果、セキュリティーの脆弱性に対処

するという課題に直面していました。少数の企業はサイバー

リスクマネジメントの成熟度カーブ上で非常に進んだ位置に
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図3．アタッカーの攻撃する能力と金融機関の防御する能力 

システムはどれく

らいセキュアか？ 
システムの警戒状

態はどうか？

システムの回復力

はどうか？

アタッカーが攻撃開始からシステムに不

正侵入するまでに要した時間：数分以下

のインシデント* 

被害者がインシデントを発見するま

でに要した時間：数週間以上を要し

たインシデント 

被害者がインシデントを抑制する

のに要した時間：数週間以上を要

したインシデント 

98% 

61% 
69% 

2011年 2015年 2011年 2015年 2011年 2015年 

*「インシデント」とは、システムのデータや運用の完全性を実際に損なった、あるいは損なう可能性があったサイバーイベントのこと

です。

出所：ベライゾン社、「データ・ブリーチ調査報告書（Data Breach Investigations Report）（金融サービス）」、2012年および2016年。 

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com 

あり、脅威の状況に合わせて進化を続ける強力なプログラム

を確立していました。しかしながら、FSIは、不正侵入が発見さ

れた場合にインシデントを抑制するための平均所要時間という

観点からの回復力を改善していますが、ブリーチの検知や、

侵入者によるシステムの不正アクセスの防止については、依

然として改善する余地はたくさんあります（図3を参照）4。 

FSIは今後どこへ向かうのか？ 
CISOは進化するサイバーセキュリティーの課題への対応に

一層努力することを絶えず求められていることから、この難問

は決して完全には解決されないかもしれません。しかし、大半

の企業は、より焦点を絞った戦術や戦略を採用することに

よって、複数の責任間でより良いバランスを達成することがで

きます。

第一に、回答者はサイバーセキュリティーニーズを企業全体で

よりよく統合する必要があると痛切に感じていました。第一に

なすべきことは、経営、業務、ITの戦略やロードマップと整合

性の取れたサイバーセキュリティーの戦略やロードマップを策

定することです。また、これは、CISOが孤立無援でサイバー

攻撃と戦うようなことがないように、複数の部門がサイバーセ

キュリティーの第一の防衛線の一部として重要な役割を担う

アカウンタビリティ（説明責任）モデルを確立することを意味し

ます。

最高情報責任者（CIO）、最高執行責任者（COO）、最高リスク

管理責任者（CRO）、事業部門の担当役員、法務担当者、お

よび、その他の利害関係者で構成される監督委員会を設置す

ることによって、この取り組みを円滑に推進することができま

す。このような監督委員会の設置によって、サイバーリスクマ

ネジメントを組織に深く浸透させるために必要な水平的監督を

行うことが可能になります。また、監督委員会の設置によっ

て、サイバーセキュリティー担当役員と経営陣との間でのそれ

ぞれの目標と優先順位の調整に関する食い違いを迅速に解

決することができるようになります。CISOは、サイバーソリュー

ションの責任を事業部門とITが共有しない限り成功できないと

大声でかつ明確に強調していました。

50% 



サイバーリスクマネジメントを次の段階に進める

10 

第二に、適切に歩調を合わせることと適切なモニタリングが全

員に共通の理解を持たせ、一緒に前進していくうえで極めて

重要です。ある回答者の企業は、プロセスやシステムの変更

を迅速に導入するために「機動的な方法」を採用していまし

た。この回答者は、理解が困難な可能性のある3年計画のプ

ロジェクトを発表する代わりに、継続的な価値創造や高いROI
を提供する一連のセキュリティー変更をはるかに短いスケ

ジュールで「全速力で」実施することに注力しています。

第三に、サイバーセキュリティーは「ノー（否定的な）」組織から

「イエス・アンド（肯定的で前向きな）」組織に移行すべきです。

サイバーセキュリティーはビジネスの実現手段である必要が 

あることから、イノベーションの優先順位の中で重要な位置を

占めるべきです。そのためには、セキュリティー専門家は単に

バリアを築いているだけと認識されるべきではなく、彼らがデ

ジタルバンキング、フィンテック、レグテック、クラウドの採用、

デジタルアイデンティティ、後に続くその他のイノベーションへ

の動きを推し進めていくべきです。そのためには、セキュリ

ティー専門家が企業レベル、事業部門レベルの両方でイノ

ベーション委員会の一員となり、またチームに次世代のソ

リューションを立案、設計する技術を持ったメンバーが参加す

ることが必要となります。CISOは、修正作業と次のビジネスフ

ロンティアの実現の間で適切なバランスを取って時間を適正

に配分していると思われることが必要です。

FSIへのヒント 

• サイバーイニシアティブを理解しやすいものにする。実行責任を明確にした18ヵ月～24ヵ月間の戦略を継続的に展

開する。

• アカウンタビリティモデルを確立する。 事業、オペレーション、CIOチームが自己の役割を理解し、主体的に関与 
する。

• イノベーションを先取りする。クラウド、フィンテック、レグテックなどの最先端のイノベーションの具体的な計画を構

築する。

• バリケードの構築者ではなく、問題の解決者になる。現在および将来の問題を解決する技術的スキルを持った専任

のアーキテクチャーおよびエンジニアリングチームを編成する。
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CISOは、新たな 
テクノロジーツールへの対応や

組織変革に苦闘しながら、

イノベーションの推進を図っている

FSIの現状はどうか？ 
「必要は発明の母」。この格言はサイバーセキュリティーの分

野に確かに当てはまります。サイバーセキュリティーの分野で

は、ますます高度化する脅威アクターがハードルを上げ続け

ていることから、そのターゲットも同様に新たな防衛手段で対

抗することを余儀なくされています。ホットな市場として、サイ

バーセキュリティー企業への投資が殺到しており、2012年か

ら2015年の間におけるサイバーセキュリティー企業への投資

案件は1,430件であり、投資総額は114億6000万米ドルに達

しています（図4参照）5。 

セキュリティーソフトウェアに関しては、大半の回答者は、特に

すでに市販されているものより優れたものを独自で開発できる

保証がないことから、わざわざ「一から作り直す」ことに時間や

お金を無駄に使いたくないと述べています。しかし、一部のFSI
は、戦略的パートナーとして主要なベンダーと共同開発を行っ

ています。一例を挙げれば、FSIとベンダーが新たなソリュー

ションを導入するために共同で取り組んでいるケースがありま

した。同社のCISOは「我々が必要としているものが市場に 
存在していないと思える場合もある。」とその理由を説明してい

ます。

図4．世界のサイバーセキュリティー企業への投資金額（百万米ドル） 
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出所：CBインサイツ社（CB Insights） 
グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com 
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その代わり、当該FSIはベンダーと契約を結び、自社の仕様に

合う新製品を開発し、共同で試作できるようにしていました。

「これがうまく行けば、ベンダーは一般市場でその新製品を販

売できるが、当社がその製品を最初に手にすることになる」と

CISOは述べています。別の回答者は、彼の会社はより革新

的なセキュリティーの選択肢を生み出すために「深く暗いウェ

ブ空間」でサイバーセキュリティーのスタートアップ企業の「メン

タリング」を行っていると述べています。

しかし、回答者のほとんど全員がサイバーセキュリティー技術

のイノベーションを主にベンダーに依存していると答えていま

すが、金融サービス業界が現在市販されている製品やサービ

スに満足しているという訳ではありません。実際のところ、実

態は全く逆であることが分かりました。CISOは、サイバーセ

キュリティーのスタートアップ企業が増加するなかで、新しいサ

イバーセキュリティーソリューションの売り込みが「洪水」のよう

に殺到していると不満を述べることが多くありました。さらに悪

いことに、ベンダーが、所有済みの製品と重複する製品や、サ

イバーセキュリティーの中核的な取り組みに全く不必要な製品

を押し付けようとしていると多くの回答者は述べています。こ

のことは、近いうちにサイバーセキュリティーのスタートアップ

分野で広範な再編成が起こる予兆かもしれません。

新製品の導入が絶え間なく続くことによって生み出されるいわ

ゆる「ノイズ」のなかで、本当に必要としている製品を見極める

ことや、競合ベンダーの中でより優れた新製品を提供している

のはどのベンダーなのかを見分けるのがますます難しくなって

いると多くの回答者が述べています。

また、FSIは複数のソリューションをレガシーシステムに統合

し、インストール済みの他のセキュリティー製品と融合させるこ

とに苦労しています（図5参照）6。このようにソリューションを統

合しようとすると、費用が製品自体よりも何倍も高くなる可能

性があります。多くの回答者はまた、発売される「次のピカピカ

の新製品」に固執するよりも、（例えば、資産および構成の管

理や、セキュアな開発プラクティスなどの）基本的な基盤能力

を適正化することの方が、多くの金融機関が直面する中核的

な課題に対処するうえで大きな効果がある可能性があると述

べています。

外部の脅威インテリジェンスと内部の組織的なインテリジェン

スとのバランスは、多くの議論を呼んだ特定の領域の一つで

した。一部のFSIは、外部の情報源からのインテリジェンス

（ある回答者は「データフィードによる死」と表している）を

図5．統合や複雑性の問題がCISOへシステム修正上の課題を突き付けている* 

 

*複数の業界が対象だが、金融サービス業界が22％で最大の回答者ベースを形成している。

出所：ロッキード・マーティン社およびポネモン・インスティテュート社、「インテリジェンス主導型サイバー防衛（Intelligence-driven 
cyber defense）」、2015年2月。ロッキード・マーティン社およびポネモン・インスティテュート社、「サイバーセキュリティー投資のリス

クとイノベーション（Risk and innovation in cybersecurity investments）」、2015年4月。  

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com 

テクノロジーの複雑性

セキュリティーテクノロジーが
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30%



金融機関の最前線から学んだ教訓  

13 

追い求め続けているが、利用可能な脅威インテリジェンスを

操作できるようにすることや、内部インテリジェンス（ある回答

者は「組織のフットプリント」と呼んでいた）を上手く活用するこ

とについて十分なアカウンタビリティが確保されておらず、ま

た十分な資源が費やされていないと、回答者の多くは感じて

いました。

FSIは今後どこへ向かうのか？ 
大半のFSIが製品の増殖のジレンマの解消は容易でないこと

を認めています。451リサーチ（451 Research）社によれば、

2015年にサイバーセキュリティー・ベンダーの間で一連の整

理統合の動きがみられ、133件、総額100億米ドルに及ぶ

M&A取引が実施されています。昨年12月の451リサーチ社に

よるテクノロジー投資銀行担当者を対象にした調査で、エン

タープライズ・モビリティがエンタープライズ・セキュリティーに

よって5年ぶりに翌年度のM&A予算のトップターゲットの座を

奪われたことが示されており、このトレンドは今後も継続する

可能性が高いでしょう7。 

しかし、このトレンドはサイバーセキュリティー業界においてス

タートアップ企業の参入が継続していることによって十二分に

相殺される可能性が高いでしょう。2016年の第1四半期だけ

でも104の新スタートアップ企業が参入しており8、新たな参入

企業からより優れたイノベーションが提供されることが約束さ

れることになりますが、同時に市場の細分化が固定化される

ことになり、これは多くのCISOにとって不満の種となっていま

す。結局、より統合的なソリューションの必要性は我々がイン

タビューした大半の企業にとって引き続き優先度の高い課題

となるでしょう。

一部のCISOは、サイバーセキュリティーのイノベーションに関

する考え方を刺激するために現地調査旅行に出かけており、

シリコンバレーやその他の創造活動の拠点を訪れています。

FSIの少なくとも1社はイスラエルにイノベーション研究所を設

置しています。さらに、別のFSIはイスラエルへ「巡礼」に出か

けており、イスラエルは、サイバーセキュリティーのスタート

アップ企業のエコシステムや、ハイテクを駆使した軍事情報収

集活動で培われた特殊技能を持つ人材プールが豊富なこと

から、同社のCISOはイスラエルをリスクマネジメントの「約束

の地」と称することができると言っています。また、これをさら

にもう一歩前進させて、FSIは研究所をサービス／エンジニア

リング・パートナーとして関与させることによってイノベーション

活動を加速することを目指しています。そうすることで、FSIは
イノベーション面で時代を先取りすることができるだけでなく、

自社の資源を重要なソリューションに集中することができるよ

うになります。

特定のサイバーイノベーションについては、我々がインタ

ビューしたCISOの間ではクラウドテクノロジーが最も話題性の

高いイノベーションでした。一部のCISOは、独自でデータやシ

ステムの保護を現在以上に上手くできる可能性が低いと考え

ており、クラウドソリューションがサイバーセキュリティーにおけ

る万能薬になることを期待しています。その一方で、クラウドに

どんなビジネス上のメリットがあるにしても、集中リスク、インシ

デント対応時の問題、その他の問題など新たなサイバー脆弱

性が作り出される可能性があるのではないかと懸念する

CISOもいました。 

残りのCISOは、期待と不安の中間あたりの気持ちを持ってい

ました。しかし、FSIが選択する進路に関係なく、「たとえ、既存

のアプリケーションをすべてクラウドにアップロードしたとして

も」、第一義的なセキュリティー責任は依然として当該FSIにあ

ると、あるCISOは強調していました。彼はこう説明していま

す。「クラウドを採用しても、基本的なセキュリティープロセスを

整備し、十分管理し、定期的にグレードアップする責任から企

業が解放されることはない」。一部の企業は、サイバーセキュ

リティーの直接的なコントロールを維持するために、独自のプ

ライベートなクラウドをすでに作っているか、あるいは、作るこ

とを選択するかもしれません。しかし、問題は、第三者のクラ

ウドプロバイダーのリスクマネジメントプロトコルよりもその代

替の選択肢の方が、費用が相対的に安く、より機動的であり、

またセキュリティーの観点からより信頼性が高いかどうかとい

うことです。

もうすぐイノベーションがみられる可能性のあるもう一つの領

域に、サイバーリスクマネジメントを向上するためにブロック

チェーン・テクノロジーを適合させることがあります。
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より大局的に考えると、テクノロ

ジーツールのイノベーションだけで

は適切なサイバーセキュリティーを

提供することはできないと、大半の

回答者は警告しています。

共有化されているがセキュアなブロックチェーン台帳の使用に

よって、取引が保護され、取引先確認が容易になることに加え

て、従来型のサイバー問題が緩和される可能性があります。

要は、FSIの重要な資産の完全性に変化が生じる場合には、

ブロックチェーンがより深いレベルの状況認識能力を提供する

手段としての機能を果たし、その変化が確実に検出できるよう

になります。

エンドポイント検出を例にとってみましょう。自分のワークス

テーションの暗号化キーが監視されていると想像してみてくだ

さい。このことは、あなたのすべてのシステム／ユーザー・プロ

セス、メモリーなどがもしかしたらブロックチェーンによって監

視されている可能性があるということを意味しています。結果

として、ワークステーション上に新たにインストールされたマル

ウェアなどのあらゆる逸脱が検出され、追加のインテリジェン

スとして利用されることが可能となります。このようなイベント

から得られる情報は、ファイヤーウォール、不正侵入検知シス

テムなどの従来型のセキュリティーデバイスに取り込むことが

可能です。

それでも、より大局的に考えると、テクノロジーツールのイノ

ベーションだけでは適切なサイバーセキュリティーを提供する

ことはできないと、大半の回答者は警告しています。実際のと

ころ、イノベーションの必要性はテクノロジーの枠を超えてFSI
がどのようにして自社のセキュリティー成熟度を変えていくか

ということにまで及んでいます。

米国の連邦政府や法執行機関から借用した新しいコンセプト

の一つに、組織のさまざまな部門の異なるチームを統合し

て、サイバーセキュリティーフュージョンセンターを創設するこ

とがあります。これらのチームは、インテリジェンス、科学捜

査、オペレーション、物理的セキュリティー、不正行為、データ

分析、その他の関連領域における非常に多様なスキルを

有しています。当該チームは、24時間体制の状況認識機能を

確立し、インテリジェンスを迅速に全組織内で共有化し、組織

の壁を打ち破って行動を起こし、また危機に対処する時には

「拠点」の機能を果たすことを目的としています。また、フュー

ジョンセンターチームは状況認識機能を拡大するためにエコシ

ステム全体（取引先、ベンダー、顧客など）で活動することがで

きます。

組織に根付いたもう一つの規律は、各事業部門にサイバーリ

スク管理責任者を設置することであり、サイバーリスク管理責

任者は会社のCISOを通じて彼らのサイバーセキュリティーの

取り組みを調整します。このようにして、サイバーセキュリ

ティーの実戦部隊が組織全体に配備され、両方向の情報がよ

り効果的に伝達できるようになります。つまり、最前線からの

情報でリスクマネジメントに関するビジネス上のニーズが特定

される一方で、セキュリティー指令センターからロスコントロー

ル活動の実行が命令されます。あるFSIでは、このようにして

経営陣がソリューションの一部になり始めたことで、1年間で同

社が言うところの「重大なリスク」が86％低減したと報告してい

ます。

また、サイバー戦争ゲームや、ある場合には、レッドチーム演

習が、サイバー問題に対処するための戦いのリズムや筋肉の

記憶を形成するための組織的なイノベーションとして登場して

います。多くの企業が演習を年間複数回（4～8回）行っていま

す。また、一部の大企業では年間20回以上の演習が行われ

ており、取締役会や経営幹部が参加する演習から、事業部門

固有の演習や特定のシナリオに重点を置いた演習まであらゆ

る範囲の演習がカバーされています。サイバー戦争ゲーム

は、準備態勢の共有化やサイバー攻撃中の協調的な危機管

理を可能とするために顧客、取引先、ベンダー、その他の第三

者にも拡大適用されつつあります。

これらのサイバー戦争ゲームは多くの専門分野にわたって

おり、技術関連のサイバーチームだけではなく、ビジネス、

IT、広報、法務、その他幅広い部門の代表者の参画が必要

となります。彼らは、次のような質問に答えることになります：

「サイバーセキュリティー侵害について警察から電話がか

かってきたら、どうなるか？」、「マスコミからの電話だったど

うなるか？」、「プライバシー通知を担当する会社を雇ってい

るか？」、「科学捜査会社と契約を結んでいるか？」、「最悪

のシナリオが具現化する場合に備えて外部弁護士は待機し

ているか？」などの質問です。「危機の最中にこんなことを
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考えたくないですよね」とあるCISOは警告しています。 

また、我々がインタビューしたCISOは、データやアナリティクス

をよりうまく活用することを、イノベーションを生み出す可能性

のある重要な要因として挙げています。ある企業は、顧客サイ

ドのビジネスですでに利用可能であるビッグデータ技術をサイ

バーセキュリティーの向上にも活用する方法を現在模索して

います。この場合、データ・サイエンティストは、ITセキュリ

ティー部門が脅威シナリオを査定し、利用可能なデータポイン

トを評価し、サイバーリスクモデルを構築する手助けを行うこと

になります。

別のCISOは、マルウェアに起因しないセキュリティー侵害を

検出し阻止することに関して、アナリティクスの重要性を挙げ

ています。行動分析は、ユーザーやシステムが1日前、1週間

前、1ヵ月前、1年前と同じ動作をしているかどうかを見極める

うえで極めて重要です。このCISOは、「アナリティクスによっ

て、規則を絶対に打ち立てることができないよりソフトな領域

への可視性を広げることができる」と述べており、さらに続け

て、それに効率的に対処するには「統計的かつ確率的な」方

法しかないと述べています。

また別のCISOは、彼の会社では、高度なデータアナリティク

スを利用して潜在的なセキュリティー侵害をよりよく予測できる

訓練を受けた「サイバー戦士」の育成を目指していると述べて

います。サイバー戦士の任務は、サイバー攻撃の兆候を探す

こと以上のことになるでしょう。つまり、彼らの使命は、サイ

バー攻撃を受けた後に事後で修正するのではなく、脅威アク

ターの先を行って、サイバー攻撃を予測することになるでしょ

う。サイバー戦士は、ハッカーやディスラプター（破壊者）がど

こで行動を起こそうとしているかを察知するために、自らエコシ

ステムに関与し、カウンターインテリジェンス技術を駆使するこ

とによってこの任務をある程度達成することができるでしょう。

しかし、注意しなければならないことがあります。アナリティク

スに対処するには、通常の場合、最初は小規模で始めるべき

です。CISOは、組織全体から一連の完全なデータを収集し

て、どうしたらいいのかを考えるのではなく、達成したいものは

一体何なのか、目標達成にはどのデータが必要なのかを判断

するために、最初にもっとクリティカルシンキング（批判的思

考）を行うことが必要です。基本的な不正検出やマネーローン

ダリング防止の取り組みでは、問題やソリューションが厳密に

定義されていますから、これらの領域での機械学習を生成す

るためにアナリティクスを利用した人の例に従うことが提言さ

れています。

 FSIへのヒント 

• 製品の統合とライフサイクル管理に重点を置く。重複を避け、統合の課題を理解する。製品を運用・管理できる人

材がいなければその製品を導入しない。

• テクノロジーだけでなく、プロセスや体制のイノベーションも行う。 イノベーションの10の側面を検討し、ビジネスモデ

ル、ビジネスルート、コアプロセスなどのテクノロジー以外の要素も含めたセキュリティーにそれらを適用する9。

• ビジネス面から学習する。 アナリティクスの教訓や専門知識を活用し、サイバーセキュリティーのイノベーションを

行う。

• すべての階層で協調して取り組む。サイバー戦争ゲーム、インテリジェンスの共有化、フュージョンセンターを通じ

て、全社にわたるサイバー脅威に関する認識と見識を生み出す。
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サイバーセキュリティーには

「三拍子揃った」人材が不足している

FSIの現状はどうか？ 
サイバーセキュリティーのための資金は潤沢かもしれません

が、ISACAの調査によって、有能な人材が極めて不足してい

ることが明らかになっていることから（図6参照）10、我々がイン

タビューした人の多くが、人材不足を補うことができていないこ

とを最大の課題として挙げているのも驚くにはあたりません。

その結果、組織内に十分な専門知識が不足していることか

ら、イノベーションを起こし、新たなセキュリティー技術を展開

し、インテリジェンス主導型サイバー防衛を導入するのが困難

になっています（図7参照）11。 

我々がインタビューした人の意見も確かに、これらの調査結果

と一致していました。セキュリティー、警戒、回復力に関する戦略

を策定し実行するための必要なスキルを持った適切な人材が 

自由に使えなければ、プロジェクトが必要な実行レベルを得る

ことはないため、どんなソリューションを購入または構築しよう

と関係ないと、大半のインタビュー対象者は強く主張していま

した。

あるインタビュー対象者は、「有能な人材を装う者は多くいる

が、本物の有能な人材は不足している」と述べています。最

近、大学レベルで数多くの新しいサイバーリスクマネジメントプ

ログラムが導入されていますが、企業がこの投資の十分な恩

恵を受け始めるまでには5年以上かかる可能性が高いことか

ら、その間、大幅な人材不足が続くことになるでしょう。

問題を複雑にしているのは、多くの企業が「三拍子揃った」人材を

探し求めているということです。つまり、データ・サイエンティストや 

図6：不足している人材* 
 資格要件ギャップ** 

サイバーセキュリティー人材の採用状況

サイバーセキュリティー／情報セ

キュリティー・ポジションの人材の採

用に要する期間は2ヵ月以内である 

サイバーセキュリティー／情報セ

キュリティー・ポジションの人材の採

用に要する期間は3～6ヵ月である   

採用できない／分からない

26%  

54% 

応募者の0～50％が、

採用時に資格要件を

満たしている

応募者の50～100％
が、採用時に資格要件

を満たしている

分からない

スキル・ギャップ

ビジネスを理解する能

力が不足している

コミュニケーション能力

が不足している

技術的スキルが不足し

ている

60%

 

 75% 

 

*複数の業界が対象だが、金融サービス業界が最大の回答者ベースを形成している。

**四捨五入により、合計値は100％にはならない。 

出所：「サイバーセキュリティーの現状：2016年における影響（State of Cybersecurity: Implications for 2016）」、ISACAおよびRSAカン

ファレンスによる調査、2016年3月。 
グラフィック：デロイトユニバーシティプレス | DUPress.com 

29% 

12% 

61 

61 

20% 

% 

% 
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図7．人材ギャップの影響* 

組織内に十分な専門知識が不足していることは… 

...組織が革新的な取り組みを

行うことの妨げとなっている

...新たなセキュリティー技術

の展開を妨げている

...インテリジェンス主導型サイ

バー防衛の導入を阻害している

*複数の業界が対象だが、金融サービス業界が最大の回答者ベースを形成している。

出所：ロッキード・マーティン社およびポネモン・インスティテュート社、「インテリジェンス主導型サイバー防衛」、2015年2月。ロッ

キード・マーティン社およびポネモン・インスティテュート社、「サイバーセキュリティー投資のリスクとイノベーション」、2015年4月。  

グラフィック：デロイトユニバーシティプレス| DUPress.com 

セキュリティー技術のスペシャリストとしての能力だけでなく、

戦略的計画を理解するとともに、ビジネス開発を不合理に阻

害することなく、あるいは、顧客満足体験を不合理に損なうこ

となく、サイバーリスクマネジメントをどのように統合すべきか

を理解する能力を併せて持っている人材です。また、大半の

CISOはコミュニケーションや問題解決能力の必要性を挙げて

います。サイバーセキュリティー機能がIT中心の純粋に技術

的な促進機能からビジネスリスク機能へ移行したことによって

人材ニーズや期待の変化が引き起こされています。ある回答

者は、「このような人材は木に実るわけではない（簡単には獲

得できない）」ともじって表現しました。

また、回答者は、人材問題を深刻化させているセキュリティー

サービス戦略の欠如を問題にしていました。一部の企業では

すべてのセキュリティーサービスを社内で構築しなければなら

ないと考えており、そうした企業は、領域を問わず、人材を採

用、訓練、育成、保持することが非常に難しいことにすぐに気

付くことになるでしょう。一部の企業では、総合的な戦略の一

環として、どのサービスを社内に残し、また、どのサービスを、

リスクを管理しながら、コソース（共同構築）またはアウトソー

ス（外部委託）すべきかについて意識の高い、しばしば苦痛に

満ちた議論を行っています。もう一つの現象として、FSIはクラウ

ドソーシングの試用を始めており、一部のスタートアップ企業は

これを優秀な人材を特定するためのモデルとして使用してい

ます。クラウドソーシングは興味深い選択肢ですが、見知らぬ

人や、会社が十分に調査していない人に重要な業務を委託す

るというリスクが内在しており、クラウドソーシングにも数多くの

疑問が投げ掛けられています。

企業はしばしば離職率の高さについて不満を漏らしており、こ

れが問題を悪化させています。その点に関しては、FSIも責任

の一端を担っています。なぜなら、多くのFSIは同業他社から

人材を引き抜いており、これがFSI間での継続的な人材移動

を引き起こす原因となっています。あるCISOは、彼の部門で

は推定20％の時間を適切な人材探しに費やしており、特によ

り良い職場を求めて転職した人の空席ポジションを穴埋めす

るための人材探しが中心になっていると述べています。多くの

CISOは、多数の主要人員が退職し、ベンダーへ転職してし

まっており、この一因として、サイバーセキュリティーのスター

トアップ企業が急増したことがあると述べています。少数の

CISOは、ベンダーやサービスプロバイダーも自社人員の引き

止めに苦労しており、これがプロジェクトの継続を危うくする可

能性があると指摘しています。このことから、製品やアドバイ

スに関連して社外企業に依頼する場合には、当該企業の人

材層の厚さを評価する必要があることが浮き彫りにされてい

ます。

40% 55% 65% 
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FSIは今後どこへ向かうのか？ 
では、人材獲得戦争に勝つためにどのようなソリューションを

FSIは使えるのでしょうか？ある大手FSIのCISOは、金融サー

ビス業界の特徴は考え方やアプローチが非常に閉鎖的なこと

であると述べていましたが、我々がインタビューした数多くの

人は、人材探しの範囲を金融サービス業界の枠を超えて広げ

ていくことの重要性を強調していました。この大手FSIのCISO
は、人材採用に関しては、「世の中には我々が接触できていな

い優秀な人材が一杯いる」と指摘しています。したがって、金

融サービス以外の分野（例えば、軍隊、政府の情報機関、金

融以外の業界など）の人材を金融サービス分野で採用するこ

とは、将来有望な人材プールを厚くすることだけでなく、金融

サービス業界の課題に取り組むうえで新たな視点をもたらすこ

とにも非常に有益となる可能性があります。

しかしながら、金融サービス分野以外から採用した一部の人

材に、金融サービス固有のニーズや課題について理解させる

ことに要する時間や困難さは過小評価されるべきではありま

せん。つまり、金融サービス以外の分野から雇用した人材に

対する新入研修を迅速かつ効果的に行うための厳格なプロセ

スが必要だということです。これは社内でまたは外部からの支

援を受けて実現することが可能でしょう。

しかし、FSIは、新しい人材の採用のメリットが得られること

で、既存社員の成長の可能性を無視してもいいということに

はなりません。実際のところ、多くの回答者は、企業が社内の

既存の人材を育成するためのファーム制度を同時に創設す

ることによって2本柱の戦略を推進するよう提言しています。

ある企業は、他のテクノロジー関連部門に所属する社員の中

からサイバーリスクマネジメント担当ポジションに適任である

たくさんの有望な社内の人材を見出しています。こうした人材は 

あるCISOは、彼の部門では推定

20％の時間を適切な人材探しに費

やしており、特により良い職場を求

めて転職した人の空席ポジションを

穴埋めするための人材探しが中心

になっていると述べています。

サイバーセキュリティー業務の直接的な経験を持っていない

かもしれませんが、金融サービス業界や自社が業務上またテ

クノロジー上どのように機能しているかをよく理解している可

能性がより高いことから、配置転換や再トレーニングの最有力

候補となります。他の企業は、新たな人材を特定し、育成する

ために、優秀な大学と戦略的関係を構築しています。

ミックスアンドマッチがもう一つのソリューションになる可能性

があります。多くの企業が、サイバーセキュリティー、物理的セ

キュリティー、不正行為防止、マネーローンダリング防止やそ

の他の関連部門との間で学んだことや資源の共有化を始めて

います。このアプローチを採用した企業は、当初は文化の衝突

があるかもしれないが、全く異なる部門がお互いのさまざまな

経験を吸収することから、最終的には大きなシナジーや優れた

アイデアが生まれていると報告しています。一例として、不審

な行為を発見するためにアナリティクスの利用経験を有する長

年存続している金融不正行為担当の部署を活用して、サイ

バーリスクの予測能力の強化を目指す企業が挙げられます。

また、企業は採用が難しい「三拍子揃った」人材の採用につい

て考えるのをやめて、お互いに補完し合うスキルや専門知識

を持った多くの専門分野の人材から成るチームの編成に重点

を置くのも賢明かもしれません。サイバーセキュリティーとビジ

ネスリスクとのつながりがますます強くなっているなかで、こう

したアプローチを採用することによって、これらの企業が直面

するリスクの幅広さと奥深さをカバーすることに役立つかもし

れません。そうしたチームは、社内で、あるいは、必要に応じ

て社外のサービスプロバイダーのスペシャリストを活用して、

編成することができます。我々がインタビューした多くの企業

が、採用の困難さや人材不足を軽減するために第三者を活用

していると答えています。こうしたやり方は、あるCISOが言っ

たように、実質的に「人材借用能力」ということになります。人

材不足によって、FSIは、どの能力を社内に残し、どの能力を

外部のサービスプロバイダーで補完してもらうことができるか

について業務プロセスモデルを見直すよう促される可能性が

あります。

また、セキュリティー責任を本来負うべき場所に戻す動きを

始めることも重要です。例えば、アプリケーション開発チーム

はセキュリティー要件を担当業務の一部として組み込むよう

訓練されるべきであり、アプリケーションの機能要件や性能

要件と同じようにセキュアコードに対しても責任を負うべきで

す。別の例では、あるCISOは、フィッシングテストに繰り返し

引っ掛かった社員の中で悪質な違反者の名前を経営陣に
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報告し始めましたが、これによって、セキュリティー行動がすぐ

に改善方向に向かっています。

その一方で、FSIは、人材育成および人材採用に関する業界

全体での集団的なキャンペーンを立ち上げることを検討する

かもしれません。このような協調的な取り組みは―大学や

大学院のテクノロジー専攻の学生のための奨学金や、クリティ

カルシンキングスキルや分析能力を持つ文科系の学生を非伝

統的な候補者として教育するという採用活動で後押しされれ

ば―FSI関連のサイバーリスクマネジメント分野の道を選ぶ人

材のレベルを向上させるのに役立つ可能性があります。

 FSIへのヒント 

• 率先してサイバー人材モデルを作る。企業団体や政府機関と協力して期待の枠組みを確立する。

• 焦点を絞った人的資本戦略を明確に定める。自社の人材チームと連携して次世代の「サイバー忍者」を育成する。

社内外、業界内外から人材を採用する。

• 能力を広げるために人材のローテーションを行う。テクノロジー、ビジネス、不正行為、マネーローンダリング防止、

物理的セキュリティーなどのチームから専門知識を集める。

• 中核となるサイバー機能に重点的に取り組む。 残りの機能はコソースまたはアウトソースすることを検討する。
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CISOが報告義務に圧倒されるなかで、 
サイバーリスクメトリクスは依然として

「バベルの塔」状態のままにとどまっている

FSIの現状はどうか？ 
元ニューヨーク市長であるエド・コッチ（Ed Koch）氏は、地下鉄

に乗っている時や街角に立っている間に有権者からのフィード

バックを求めることで有名でした。一般大衆の間でのこのよう

な小旅行を楽しんでいるときの彼の特徴的なスローガンは、

「私は市長としてちゃんとやっていますか？」というものでした。

彼は大抵、さんざん文句を言われました。

サイバーリスク担当役員もこれとほとんど同じ立場に置かれて

おり、ますます多くの社内外の利害関係者からの監視要求に

応えるのに四苦八苦しながら、リスクエクスポージャーや責任

の増大に後れを取らず急いで対応しようとしています。これら

の難問を克服するのを一段と困難にしていることは、進捗状

況を測定するために使用されるメトリクスや、CISOを監視する

人たちへの報告事項が標準化されていないことであり、我々

がインタビューしたCISOは全般的にこれらの点に不満を持っ

ていました。

取られていると不満を述べていました。多くのCISOにとって、

報告義務が業務効率を阻害し始めている状態に達していま

す。あるCISOは重度の「監査疲労」に陥っていると述べる一

方で、別のCISOは自部門で報告要請に対応する「家内工業」

が起こっていると述べています。さらに別のCISOはうんざりし

て、彼らが耐えなければならない「繰り返される説明サイクル」

を「強烈なデジャヴ体験」だと述べています。

この問題の重要な部分は、ある回答者が「規制上の不調和」

と表現している状況です。この人は、報告に関する期待事項

の標準化の欠如によって「極めて収拾がつかない状態」に

なっており、リスクを防止するのではなくかえってリスクを引き

起こしていることに対して懸念を表明しています。

米国ネバダ州選出の上院議員であるディーン・ヘラー（Dean 
Hel ler）氏は、米国財務長官のジェイコブ・ルー（Jacob 
Lew）氏および米連邦準備制度理事会（FRB）の理事である

ダニエル・タルーロ（Daniel Tarullo）氏宛ての2016年3月4
日付の書簡でこの問題にスポットライトを当てました。米国の

上院銀行・住宅・都市問題委員会のメンバーであるヘラー氏はある回答者は、「理解しやすい、業界共通の、自動化可能な

サイバーリスクメトリクスを求める意見が支配的だが、現状は

全く違う」と要約しています。多くの回答者は、自社のサイバー

セキュリティー成熟度水準を測定するための業界全体のベン

チマークが存在しないことから、現在は孤立した状態で運用し

ていると述べています。ほとんどすべての回答者が、異なるが

しばしば重複する報告要件の対応に非常に苦労していると述

べています。

この後者は特に重要なポイントであり、我々がインタビューし

た多くのCISOは、実際にサイバーリスクマネジメントを実践す

るのではなく、規制当局や監査人、および、自社のCIO、経営

陣、取締役会メンバーへの活動報告の説明に時間の半分を

多くの回答者は、自社のサイバー

セキュリティー成熟度水準を測定

するための業界全体のベンチマー

クが存在しないことから、現在は孤

立した状態で運用していると述べて

います。
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こう書いています。「サイバー犯罪者に対する継続的な防衛に

充当できる貴重な時間や資源を無駄使いしない一貫したサイ

バーセキュリティーリスクマネジメントの取り組みが確実に実

施されるよう、様々な金融規制当局間での協調を大幅に強化

することが必要である」。ヘラー氏は、財務省とFRBに対して、

報告義務の「不必要な重複」を避けるために他の連邦監督機

関と連携して彼らが何をできるのかについて尋ねています12。 

事態をさらに悪化させているのは、メトリクスがただ単なるリス

クマネジメントやコンプライアンスを実践するためだけのもので

なくなりつつあるという事実です。我々がインタビューしたある

CISOは、企業のサイバープログラムの有効性が、商業クライ

アントが仕事の発注先を決めるうえで重要な要素となっている

ことから、彼のチームが提案依頼書の作成に駆り出されること

がしばしばあると述べています。

FSIは今後どこへ向かうのか？ 
回答者の一人が言うように、サイバーセキュリティーの効果を

測定することは、依然として「科学というよりは芸術である」と

いう現実を踏まえて、FSIはどうすれば自社のサイバーリスク

マネジメントの状況をよりよく把握できるのでしょうか？意図は

適切だがますます大きな重荷となっている報告要求はどうす

ればより扱いやすく、建設的なものにできるのでしょうか？

最も影響力の強いメトリクスを決めるという点に関しては、一

部の回答者は、サイバー攻撃や不正侵入の件数だけを重視

するのではなく、サイバー脅威を抑制するうえでの企業のレス

ポンスタイム（反応時間）や有効性を主要な基準とすべきであ

ると提言しています。つまり、「どれくらい迅速に不正侵入が検

知されるか？」、「どれだけ迅速に企業が対応するか？」、「シ

ステム侵入はどれくらい深刻で、どれくらい大きなダメージを

被ったのか？」、「システムの回復にはどれくらいかかるの

か？」、「オペレーションへの影響がどうやって最小化されてい

るのか？」などです。

この線に沿えば、メトリクスは個別の統制が単独で有効であ

るかどうかではなく、多層的な統制が全体として効果を発揮

しているか否かを基準とすることになることから、全体的な視

点の方がはるかに関連性が高いです。例えば、マルウェアに

対処する場合に、企業の懸念の焦点は、個々のコンピュー

ターの感染よりも、より広範な悪影響があるかどうかに置か

れることになる可能性があります。つまり、「不正侵入者は

貴重な情報を盗むことができたのか？」、あるいは、「不正侵

入者は1台の感染デバイスを踏み台により広範なシステムへ

ダメージを与えることができたのか？」、「不正侵入攻撃は、そ

のユーザー、部門またはオフィス以外にも広がったのか？」な

どです。

あるCISOはこの線に沿って「滞留時間（dwell time）」の重要

性を強調しています。つまり、不正侵入者がシステム内に侵入

してから、横方向に動き、深刻なダメージを与える能力を制限

することを目標として、不正侵入者が企業のシステムへ侵入し

てからどれくらいの時間システム内にとどまったかを測定する

ことです。このCISOは、重大な損害を被る前や、大混乱がも

たらされる前に、検知・軽減システムが素早く反応し不正侵入

を隔離すれば、成功と見なされるべきであろうと結論付けてい

ます。少なくとも1社は、不正侵入者をブロックしてシステム外

に追い出す前に、彼らの動きを監視し、何を狙っているのかを

知るために、しばらくシステム内にとどまらせることさえ選択し

ています。

複数の回答者は、定性分析もサイバーリスクマネジメントプロ

グラムの有効性を伝達するうえで役に立つかもしれないと述

べています。あるFSIは、純粋に定量的なサイバーリスクスコ

アカードに代えてシナリオ評価を採用し、企業のリスク許容度

の観点から個々のオペレーションを検証しています。つまり、

「特定の脅威に対抗する準備がどの程度整備されている

か？」、「準備態勢完備までどれくらいかかるか？」、「各リスク

を相殺するための準備態勢を整えるためには何をしなければ

ならないか？」などの観点からです。
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別の回答者は、ストーリーテリングは実質的なサイバーセキュ

リティーの価値を実証するうえで重要な要素であり、具体的な

メリットを示すためにリスクや混乱の回避、費用の節約などに

関する体験談を報告書に織り込んでいると述べています。彼

は、「もし毎週素晴らしいサクセスストーリーが1件あれば、成

功である」と述べています。

取締役会メンバーに報告書を提出する場合に、こうしたアプ

ローチが特に効果的となる可能性があります。我々がインタ

ビューしたうちの1人は、取締役会は一般的に、結果重視の定

性的質問を3つすると述べています。つまり、「サイバーリスク

を特定し、エクスポージャーの管理に対して全社的な協力を得

ることができるのか？」、「その次に、何が最も重要かを優先順

位付けできるのか？」、「それを実行するために必要な資源が

あるのか？」という質問です。

標準化に関しては、回答者は、業界レベルおよび政府の双方

のリーダーシップが話し合いを促進することを切望していると

述べています。CISOは状況評価や状況報告における確実性

を求めています。この線に沿って、一般的に受け入れられて

いる「サイバーリスクバランスシート」が自由に使えるように

なっていれば理想的でしょう。サイバーセキュリティーフレー

ムワークはすでに構築されており、より幅広く採用され始めて

いますが、ある回答者は「どの企業も自社の目的のために

サイバーセキュリティーフレームワークを修正しており、「良

好」とはどのようなものかについて非常に多くの見方が存在す

るようになっている」と述べています。これらのフレームワーク

は引き続き進化を続け、メトリクスの要素や、最適な報告には

何が織り込まれるべきかについて追加のガイダンスを与える

ようになる必要があります。

CISOは、測定や報告に関して求められている理想的な状態

を達成するために外部からの支援や広範な協力を必要とする

可能性が高いでしょう。会計分野では、規制当局が標準化を

推進しています。したがって、サイバーリスクの基準を設定す

る公的または民間の中央機関がないことが、おそらく克服す

べき業界全体の主要な問題です。

我々がインタビューした人の間では、報告プロセスをより効率

的でより費用対効果を高いものにするだけでなく、より影響力

の強いものにするうえで、標準化が非常に効果的であろうとい

う点で意見が一致していました。したがって、サイバーリスクマ

ネジメントの全利害関係者が標準化を一丸となって支持する

ことが、今後、業界の主要な目標になる可能性があります。

FSIへのヒント 

• 正式なコミュニケーション計画を実行する。同じ中心的メッセージを使いながら、オーディエンス（対象者）に合わせる。

• 上位20のメトリックスを中心に報告書をまとめる。収集可能な何百ものデータポイントの中で、最も重要なものにつ

いて組織内での合意を形成する。

• データを全体的な物語に組み入れる。定性的なストーリーに統計データを盛り込む。利害関係者の関心を引くため

に背景や実際の結果を提供する。

• 可能な限り自動化する。リアルタイムのリスク検知の実現に向けて進み続ける。

• 緊急対応部隊を設置する。業界の事件や、自社の対応がどうかについて完全に掌握しておく。
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CISOは、インテリジェンスの共有や 
アナリティクスの助けを借りて、

全容を明らかにする必要がある

FSIの現状はどうか？ 
1776年に、ベンジャミン・フランクリン（Benjamin Franklin）は
米国の独立宣言の署名に際して議会メンバーに対して「みん

な団結しなければならない。さもなければ疑いなくめいめい絞

罪に処せられるだろう」と言いました13。この賢明なアドバイス

はサイバーリスク管理責任者の間でも共感を呼ぶはずです。

なぜなら、彼らも共通の敵に立ち向かっているからです。我々

がインタビューした人の間では、信頼できる当事者間での情報

の共有化が極めて重要であるという点で意見が一致している

ように思われました。こうした協力によって、潜在的なターゲッ

トとなる当事者に新たな脅威について警告することができ、ま

たサイバー攻撃者は新たな策略やテクニックを継続して考え

出すことを余儀なくされることになります。

しかし、数多くの公式および非公式なネットワークが設置され

ているにもかかわらず、さまざまな理由で、インテリジェンスの

共有化はいまだに不十分な点が多いのが現状です。多くの回

答者は、国内と国際的な規制の境界線が不一致であることが

大きな障害になっていると述べています。他の回答者は、一

般的にFSIに固有な情報、特に彼ら自身の業種に固有な情報

が不足していることを残念がっていました。また、一部の回答

者は、彼らの置かれている環境における法的および政策面で

の障害によって、情報の自由な流れが妨げられていると述べ

ています。

しかし、企業が潜在的なサイバー攻撃をよりよく予測し阻止で

きるようにするために、共有されたすべてのインテリジェンスを

解明する能力が欠如していることが、最大の不満点となってい

ました。あるCISOは、金融サービス業界はこの点においてま

だ「幼少期」の段階であり、「我々の未熟な数学能力の方が、

我々の収集データへの実際の対処能力よりも優れているのが

現状だ」という意見を述べています。

人間のアナリストが「情報を全て集めて全容を解明」し、サイ

バー脅威をより迅速に感知し、より積極的に対応できる手助けを

するためにサイバー脅威の評価を自動化する方法が、回答者の 

要望リストの上位に上がっていました。あるCISOは、脅威イン

テリジェンスのプロバイダー企業は「山ほど」あるが、このような

情報を人間や機械が消費でき、すぐに行動を起こすことができ

るようにするためにはテクノロジーやプロセスが必要であると

述べています―この人は、このテクノロジーやプロセスを「秘伝

のソース」と称していました。

FSIは今後どこへ向かうのか？ 
サイバー戦争の最前線の話しを交わす機会には事欠きま

せん。サイバーリスク関連企業、企業団体、政府機関などの主

催による会議やその他の会合以外に、我々がインタビューした

人の多くは、長年かけて築き上げてきた非公式な人脈ネット

ワークから最も大きな価値を見出していました。ある回答者

は、「信頼の輪」、つまり、危機の際に相談役として助言を求め

ることができる金融サービス業界内外の他社の仲間、を頼りに

していると述べています。一部の企業は、インテリジェンスを共

有化するために、その「信頼の輪」を戦略的なクライアント、

ベンダー、その他の取引先にも広げることを検討しています。

しかし、情報の共有化は、潜在的な法的責任やロジスティック

上の障害を解決しなければならないことがしばしばあることを

考慮すると、良い意図にもかかわらず、問題になる可能性があ

ります。多くの回答者は、情報共有を促進する新しい法律が施

行されたにもかかわらず、どの情報が合法的に共有できるか

が不明確であることから、情報共有にまだ不安を感じていると

述べています。法律でこの点がさらに明確化されることは歓迎

すべきことですが、ある回答者が言ったように、「信頼を法律で

定めることはできない。信頼を築くには数年要するであろう」と

いうことだけが理由だとしても、インテリジェンスの共有化は依

然として問題含みの状態が続く可能性が高いでしょう。
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また、FSIは多くの民間ベンダーからインテリジェンスを購入し

ており、その結果はまちまちですが、こうした状況を考慮する

と、情報オーバーロードがさらに大きな問題となります。脅威

アクターが個別企業レベルへターゲットを絞りつつあることを

踏まえて、金融サービス固有のインテリジェンス、あるいは特

定のセクターや企業に固有のインテリジェンスの供給量に対し

て一般的なデータの供給量の大きさが一つの不満点となって

いました。他の回答者は、適切で有益な情報を作成するため

にさまざまな情報源からのデータをつなぎ合わせなければな

らないことを嘆いていました。

回答者はこの領域における最大の課題として、迫り来る脅威

をより迅速に検知し、阻止する予測アナリティクスを作成する

ために、さまざまな情報源から収集したデータの活用能力を向

上することを挙げています。多くの回答者が、量重視型インテ

リジェンス（ますます多くのデータを入手しようとすること）から

行動重視型インテリジェンス（これらの全ての情報をどうやっ

たら最大限利用することができるか？）へ重点を移したいと述

べています。

多くのリスクアセスメントツールやリスクアセスメントシステム

が市販されていますが、多くの回答者は、人間の介在なしに

利用可能なデータをフィルター処理し、統合、分析するルール

ベースシステムにおける脅威インテリジェンスの自動化の強

化を求めていました。あるインタビュー対象者は、こうした能力

は「現時点では極めて未熟」であるとし、「自動化を大幅に拡

大することができれば、現状を打破できる可能性がある」と述

べています。

また、回答者は、企業が内部インテリジェンスを状況認識の改

善や異常なユーザー行動に集中させることで、外部インテリ

ジェンスへの依存と内部インテリジェンスへの依存とのバラン

スをよりよく取るよう求めていました。その目的を達成するた

めに、サイバー問題の解決にビッグデータ・アナリティクスや

機械学習を使用することがさまざまな議論や論争を引き起こ

しました。一部の企業はROIを正当化することや、ある回答者

が「釘を探すハンマー」と表現するような取り組みを優先する

ことに苦労していると述べています。的を絞ったパイロットを通

じて投資を続けている企業もあります。

FSIへのヒント 

• インテリジェンスの共有化を強化するために「信頼の輪」を形成する。仲間、取引先、クライアント、ベンダーなどに

働きかける。

• 自動化で人間による分析のスピードや質を大幅に向上する。脅威インテリジェンス管理プラットフォームのパイロッ

トを行う。

• 外部インテリジェンスと内部インテリジェンスのバランスを取る。ビッグデータ・アナリティクスと機械学習で状況認識

を向上する。

• サイバー脅威に関する定期的な状況説明会を推進する。参加対象者向けにサクセスストーリーも紹介する。
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今後の展望：サイバーリスクマネジメントは

貧乏暇なし状態となる

イバーリスクマネジメントの最前線にいる人にとって

朗報は、経営陣や取締役会メンバーが、自社が直面

するエクスポージャーの深刻さを十分理解しており、

FSIのセキュリティー、警戒、回復力を一段と強化する取り組

みを全面的に支援してきていることです。実際のところ、我々

がインタビューした企業は、短期的および長期的にサイバー

リスクマネジメント関係の人材、プロセス、テクノロジーを強化

するためにはどんな投資をすることもいとわないように思わ

れます。

しかし、その一方で、多くのFSIは大規模な金融不正行為や

データ損失の絶え間なく進化する脅威を検出し回避するのに

準備不足であると引き続き感じており、金融エコシステムへ

の破壊的な攻撃や組織的な攻撃に対する懸念を強めてい

ます。

問題の一端は、FSIが依然として盲目飛行で、サイバーリスク

阻止の進捗状況を測定・報告する方法や、同業他社と比較し

てどの程度なのかを見極める方法の詳細に取り組んでいる

ことにあります。また、FSIは共通の敵に直面する他社とどの

程度の情報を共有する用意があるのか、あるいは共有できる

のかについて判断できないでいます。最後になりますが、予

測可能かつ実行可能な信頼できるインテリジェンスを作り出

すために、FSIがさまざまな情報源からの収集データを最も効

果的に活用する方法を見つけ出すことは、依然として未完成

な状態です。

言うように、「実際のところ、サイバーセキュリティーリスクマネ

ジメントは継続的な旅であり、決して目的地ではない」のです。

したがって、CISOは年中無休の24時間体制で自社のシステ

ムに不正侵入しようとする悪者の一歩先を進み続けることは

言うまでもなく、後れを取らないように絶えず警戒を続け、革

新的であることが必要になるでしょう。

そのためには、サイバーリスク管理責任者は動く標的が現れ

たときに射止めるだけでなく、自社の環境の脆弱性をもっと積

極的に精査することが必要です。また、サイバーリスク管理責

任者は期待も管理しなければなりません。組織全体を保護す

ることに関して言えば、ゼロトレランスは非現実的な目標です

が、ダメージの抑制は実行可能です。例えば、ある回答者は

多くの仲間の考え方に同調して、「サイバー攻撃の爆発半径

を制限する」ために自社のネットワークを「細分化」しようとして

いると述べています。

また、サイバーリスク管理責任者は人材の育成や採用の取り

組みを強化しなければなりません。適切な人材を誘致し、訓練

し、保持する取り組みや、その取り組み自体の複雑性を管理

するには、以前よりもはるかに強力なリーダーシップと革新的

な考え方が必要となっています。

テクノロジーソリューションだけでなく、CISOに近い人の枠を

超えて人々のパワーを結集することが、ダメージの抑制の取

り組みの重要な部分になります。FSIは、サイバーリスクの認

識を高めるという観点からは大半の準備を完了しているかもし

れませんが、次のフロンティアは、実際の行動に影響を与える

ことです。

我々がインタビューした人の多くは、この捉えどころのないエ

クスポージャーの管理について不満を述べていました。

「我々は人を月に送り生還させた。だったら、なぜこれを解決

できないのだろうか？」とある回答者は嘆いていました。そ

の答えは、サイバーリスクマネジメントが猫とネズミのように

追いつ追われつの終わりなきゲームであるということかもし

れません。あるセキュリティーの欠陥が穴埋めされたらすぐ

に、異なるシステム、アプリケーション、テクニックなどを通じ

て別のセキュリティー侵害が試みられます。ある回答者が

ある回答者が言うように、「実際の

ところ、サイバーセキュリティーリス

クマネジメントは継続的な旅であ

り、決して目的地ではない」のです。

サ
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つまり、「潜在的なサイバー脆弱性について警告を受けたとき

に、利害関係者はサイバーリスクの認識に基づいて行動して

いるのか、それともただ単に情報として受け取り「チェックボッ

クスにチェックを入れている」だけなのか？」ということです。

しかし、大半のFSIは、最善の努力にもかかわらず、ある時点

で自社のシステムのセキュリティー侵害や不正侵入の被害に

あう可能性が高いことから、リカバリーとレジリエンス（回復力）

が最後の工程での2つの重要な検討事項となります。我々が 
インタビューした複数の企業は、机上演習やサイバー戦争ゲー

ムのみではなくそれ以上の演習を行っており、その演習では 

サイバー攻撃によって生じる結果が実験室の環境で理論的に

処理されています。一部の企業は、深刻な事件の発生後も保

守的なやり方で引き続き事業を稼働させ続けることができるよ

うに実戦演習を行っています。ある企業では、「必要ならベア

メタル（空っぽ状態のハードディスク）、つまり一からのサービ

スのリカバリーをする覚悟がある」とまで言っています。

結局のところ、CISO単独では組織を防衛できません。CISO
は協調、協力とともに、サイバーセキュリティーの考え方を組

織全体に浸透させるために実行責任と説明責任の共有化を

必要としています。

しかし、CISOは、何が危機にさらされているかや、サイバー脅

威に対抗し、抑制するために何をしなければならないかにつ

いて関係者全員への周知を先頭に立って推進することができ

ますし、またそうすべきです。FSIがこれらの実存の課題に対

処できるように、組織内でのCISOの役割は強化されるべきで

す。権限が拡大すれば、責任もより重くなるでしょうが、FSIの
ビジネス活動のあらゆる面でサイバーセキュリティー、警戒、

回復力への配慮を習慣化するためにはCISOの役割の向上

は必要かもしれません。それによって初めて、十分な情報を

得た社員、ベンダー、取引先、顧客などのリスクマネジメント

の取り組みが協調した動きとなり、自社に危害を及ぼす恐れ

のある者に対する効果的な抗体としての役割を果たすことが

できるようになるでしょう。
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