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「2013 年は今までで最も問題の多い年となりました。攻撃は
量的にも数的にも指数関数的に増加しています。このトレンド
は今も続いています・・・」
— アンソニー・ベルフィオーレ、J.P.モルガン、グローバル・サイバーセキュリティ、ヘッド 6

変わり続けるサイバーセキュリティ

最近の公開されたSF映画「インセプション」 で、主人公ドミニ

金融サービス業界におけるサイバー犯罪は、加速的に増

ク・コブは標的の夢に潜入して企業秘密や機密データにアク

加しているとはいえないかもしれませんが、増加基調にあ

セスします。その後、コブはその知識を利用して、自分（また

ることは明らかです（図表1）。2013年において米国の金融

はクライアント）に有利になるように影響を与えようとします。コ

機関はサイバーセキュリティの侵害によって平均で2360万

ブは、人間の弱さを深く理解しており標的を操る能力があるか

ドルの損失を被っており 3 、これは全業種の中でも最大で

ら成功したのです。サイバー犯罪者は、まさにこのコブのよう

す。2012年からの1年間に43.9％も増加しており、サイバー

に、その標的の脆弱性を特定し、標的のシステムを侵害する

上の脅威は急激に増加しているといえるでしょう。2012年

ためのインテリジェンスを収集することから始めます。サイバ

には、金融サービス業界の平均損失額は防衛、公益／エ

ー犯罪者は、このインテリジェンスを武器に、標的の複雑なシ

ネルギーに次いで全業界で3位でした4。この傾向は無視で

ステムをうまくすり抜け、長期にわたって発見されることなくシ

きません。実際の損失額は、企業の損益計算書上では重

ステム内に潜伏します。

要なものではないかもしれませんが、サイバー犯罪による
潜在的な影響は顧客と投資家の信頼感、風評リスク、規
制リスクなどであり、これらが相俟って金融サービス企業
に対する重大なリスクとなっています。企業のCレベルの幹

図表 1：サイバー犯罪のコストは増加している

部や取締役に対する最近の世界的な調査によると、企業

金融サービス企業におけるサイバー犯罪の平均年間コスト

の全般的なリスクのうちサイバーリスクが2013年における
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第3位の優先事項となっています5。興味深いことに、2011
43.9%

年の同じ調査ではサイバーセキュリティ優先順位は12位に

#1

過ぎません。この急速な上昇の一因は、おそらくサイバー

$16.4M

リスク自体の質的な進化によるものでしょう。
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映画「インセプション」では、コブはほとんどの標的を操るこ
とに成功しますが、フィッシャー氏の手強い抵抗に直面しま
す。フィッシャー氏の強力な自動防御メカニズムによって攻

#3

#3

撃者の計画は何度も頓挫に直面します。しかし、コブのチ

#3

ームは障害に直面するたびに、それに耐え、手直しをし、
新たな攻撃を開始します。現実のサイバー攻撃はもちろ
ん、コブとフィッシャー氏の間の攻撃と対応よりもはるかに
2010

2011

2012

2013

複雑なものです。とは言え、この映画では、金融サービス

(#) – 当該業種内での組織に対するサイバー犯罪による平均年間コストによる業種のランクを示しています

出所：Ponemon Institute1,2 およびデロイト金融サービスセンターの分析

企業がサイバー犯罪に対処する際に直面する問題を解決
するための興味深いヒントが多く示されています。
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攻撃者と標的の間の攻撃と防御は「いたちごっこ」で
あり、それぞれが絶えず学習と適応を繰り返し、創造
性を発揮し、また相手側の動機に対する知識を利用し
て新たな攻撃戦術や防衛体制を作り上げています。多
くの金融サービス企業では、セキュリティに対するコ
ンプライアンスやポリシー中心の決まりきった対策を
するというアプローチが見られますが、このようなア
プローチはずっと以前からすでに時代遅れのものとな
っているかもしれません。重要なことは、今日の金融
業界がダイナミックで、インテリジェンス主導のアプ
ローチ、つまり攻撃を阻止するだけではなく、検知、
対応し、攻撃による潜在的な打撃から回復するための
アプローチをつくり出すことができるかどうかという
ことです。このように、サイバー空間におけるリスク
を効果的に管理し、革新を起こしていくためには、安
全（セキュア）で、警戒し、回復力の高いモデルへの
転換を考える必要があります。

2

「サイバー分野における敵には、秘密や知的
財産を狙う国家からのスパイ、アイデンティテ
ィと金銭の窃盗を望む組織的犯罪者、電力網、
水道、またはその他のインフラの攻撃を目標
とするテロリスト、政治的あるいは社会的な声
明を行うことを試みるハクティビストが含まれて
います」
— リチャード·A. マクフィーリー、エグゼクティブアシスタントディレクター、クリミナル、サイバ
ー、レスポンス、およびサービスブランチ、米連邦捜査局（FBI）7

進化するサイバー脅威の現状

サイバー攻撃者は挑戦的であり、自らの目標をなんとか
して達成しようとしていますが、金融サービス企業も単
に被害者に甘んじているわけではありません。金融サー
ビス企業が、成長、イノベーション、およびコストの最
適化のために採用している事業変革や技術革新は、同時
に高い水準のサイバーリスクとなっています。これらの
技術革新によって、金融サービス技術のエコシステムに
は新たな脆弱性や複雑性が生じている可能性がありま
す。たとえば、Web、モバイル、クラウド、ソーシャル
メディア技術を継続的に利用することによって、攻撃者
の攻撃機会を増やしている可能性があります。同様に、
コスト削減を目標として推進されているアウトソーシン
グ、オフショアリング、外部人材の活用によって、IT
システムやアクセスポイントに対する組織的な統制がさ
らに弱まっている可能性があります。この結果として、
金融サービス企業が事業を行うエコシステムはますます
境界のないものとなっており、脅威者が利用できる「攻
撃表面」、つまり攻撃の対象が大幅に広がっています。

サイバーリスクは、もはや金融犯罪に限定されない
さらに問題を複雑にしているのが、サイバー脅威は基
本的に非対称的なリスクであるということです。たと
えば、多様な動機と目的を持つ高度に熟練した個人ら
によるほんの小さな集団が、その規模に似つかわしく
ないような大きな打撃を与える可能性を秘めているの
です。過去のサイバーリスク管理において、金融犯罪
に重点をおくことは当然でした。それは依然として変
わっていません。しかし、私たちのクライアントと議
論をしていると、かれらは今や金融犯罪者や熟練した
ハッカーだけではなく、政治的／社会的な目的を持っ
た政治的ハッカーグループや国家などの、市場におけ
るシステミックな混乱を引き起こす、大規模で組織的
な攻撃者の標的になる傾向がますます強まっていま
す。銀行セクターにおけるサイバー脅威の状況を例示
した図（図表 2）からは、金融サービス企業がサイバ
ーリスク戦略の設計に当たって、広範な脅威者および
動機を考慮する必要があるということが示唆されてい
ます。このためには、サイバーリスクアピタイトとそ
れに対応したリスク統制環境への根本的に新しいアプ
ローチが必要です。

「投資を行う余裕のある経済的動機を持った
組織的犯罪グループから、社会的目標はあ
るが金銭の窃盗が目的ではないハクティビス
トに移行しています」
— ルー·スタインバーグ、最高技術責任者（CTO）、TD アメリトレード 10

ご存知でしたか？
金融サービス企業はサイバー攻撃に対して最も脆弱
です
•
•

金融サービス業界は、サイバー犯罪者が最も標
的とする26業種のリストの最上位にあります。8
消費者は、他の業種の企業ブランドの偽装メール
の場合と比較して、銀行ブランドの偽装メールによ
る攻撃の犠牲者になる確率が7倍となっており、金
融サービス業界は依然として悪意のある電子メー
ル偽装者に対して最も脆弱な業種となっていま
す。9
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図表 2：広範に及ぶサイバー攻撃者と影響
銀行セクターの典型的なサイバーリスクのヒートマップ
影響
金銭の窃盗／
不正
攻撃者

戦略計画に関す
る知的財産の窃
盗

事業の混乱

重要なインフラス
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低

出所：デロイト金融サービスセンターの分析

攻撃の速度は増しているが対応は遅れている
攻撃者はさまざまな新しい攻撃方法を利用しており、金融サ
ービス企業の一歩先をいっています。たとえば、犯罪組織
は、彼らの作戦のなかで複合的な侵入手法を使っており、悪
意のある内部関係者を利用するようになっています。世界の
金融サービスのエグゼクティブに対するデロイトトウシュトー
マツリミテッド（DTTL）の調査11で報告されているように、金融
サービス企業の多くは、脅威の進化に対抗するために必要と
されるサイバーリスクの成熟度に達しようとして苦しんでいま
す。

4

グローバルな金融サービス企業の75％が自社の情報セキュリ
ティプログラムの成熟度レベルを3以上であると考えています
が12、自社組織の情報資産が外部の攻撃から守られていると
いう強い自信を持っている金融サービス企業はわずか40％に
過ぎません。かつ、これらの企業は大規模で、比較的高度な
技術を持つ金融サービス企業です。中堅企業や小規模な企業
の場合は、一般的にリソースが限られており、また攻撃者が容
易な標的であると見る可能性があるため、状況ははるかに悪
いでしょう。また、同様に、スノーデン事件によって、内部者の
脅威に関しても注意が高まっていると見られます。

規制

図表 3：グローバル金融サービス企業の攻撃への対応時間は準備態勢における重大なギャップを示している
金融サービス企業の「防御能力」
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20%
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1. 攻撃の成功（侵害までの時間）：標的に対して最初の悪意のある行動が取られてから、情報資産に悪影響が及ぶ時点までの時間を測定。
2. 発見の成功（侵害から発見までの時間）：最初の侵害から、標的が最初にインシデントを関知するまでの時間を測定。
3. 復旧の成功（発見から封じ込めまでの時間）：侵害の発見から、その封じ込めの成功までの時間を測定。
丸め誤差により、合計値が100にならない場合があります。
出所：Verizon Risk13、デロイト金融サービスセンターの分析

これらの課題はデータを見るとより明らかになります。デロイ

しかし、これらの攻撃で1日内に発見されたのはわずか21％

ト金融サービスセンターでは、図表3に示すように、データセ

に過ぎず、さらに悪いことには、発見以降においてその1日内

キュリティに関するVerizonによる年次調査報告書からのデ

の期間で回復されたのはわずか40％に過ぎません14 。攻撃

ータを分析し、2013年においては金融サービス企業に対して

の速度、発見率の大幅なギャップ、復旧に要する期間の長さ

仕掛けられた攻撃の88％が1日未満で成功していることを確

が、検知と対応の両面の能力において金融サービス企業が

認しています。

直面している課題を示しています。
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多面的アプローチによって、今や
不十分な伝統的技術の補完が可能

攻撃の 88％が 1 日未満で成功するという結果に対して、
「攻撃の成功を阻止するためのツールや技術への投資を
増やすことが解決策である」と考えたくなるかもしれませ
ん。しかし、脅威に対する認識と対応が不十分であること
に対して、予防的対策技術を充実させただけでは、不十分
である可能性が高いことを示唆しています。むしろ、金融サ
ービス企業では、広範なサイバー脅威とリスクに対処する
ための、より包括的なサイバー防御と対応策のプログラム
を組み込んだ多面的なアプローチを検討するべきでしょう。

ご存知でしたか？
もし金融サービス企業が、サイバー攻撃を回避しようと
するのであれば、最もセキュリティ支出を増加させなけれ
ばならないのです
金融サービス企業が理想的な防御の状態に達しようとす
れば、最も急激な支出の増加に直面することになるでし
ょう。サイバー攻撃の95％を撃退するには、今の約13倍
増の1社当たり2億9240万ドルが必要となるだろう15。

安全、警戒、回復力が絶対的命題
金融サービス企業は、伝統的に安全性を高めることに投
資を集中させてきました。しかし、このアプローチは、急速
に変化する脅威の状況を考えると、もはや十分ではありま
せん。簡単に言えば、安全、警戒、回復力、という 3 つの不
可欠な能力を実現するためのサイバーリスク管理プログラ
ムの構築を金融サービス企業は検討する必要があります
（図表 4）。
「多層防御」戦略によるセキュリティの強化
金融サービス企業が予防的でリスクインテリジェントなコン
トロールの設計と実施によってシステムの安全を確保する
上で、既知の脅威とコントロール、業界標準、規制の十分
な理解により指針が提供されることがあります。金融サー
ビス企業では、先進的なプラクティスに基づいて、既知およ
び新たな脅威に対処するための「多層防御」アプローチを
構築することができます。これは、相互に補強し合う多数
のセキュリティ層からなり、これによって冗長性が提供され
るとともに、攻撃を阻止できないまでも、進行中の攻撃の
進捗を遅らせることができます。

「今日の環境では、防御によってすべてのセ
キュリティインシデントを防止できると期待する
ことは非現実的です。金融業界は、セキュリテ
ィインシデントが発生した時点でそれらを検知
する能力を向上させて、ビジネスや重要なイ
ンフラへの影響を最小限に抑え、包括的なフ
レームワークの中でこれらの能力を組み合わ
せる必要があります。Quantum Dawn 216によ
って、参加者はサイバー脅威を前にして、安
全であるだけではなく、警戒と回復力も必要
であるということが理解できます」
— エド・パワーズ、ナショナル・マネージング・パートナー、サイバーリスク・サービス、デロイ
ト＆トウシュ LLP17
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効果的な早期検知及び警報システムによる警戒の強化
新たな脅威や攻撃者の動きの両方を検出するためのプログラムの強化による早期検知は、損失の抑止と軽減に向けた重要な
ステップとなります。高度かつ適応的な警報／レポーティングシステムを組み込んだインシデント検知によって、企業全体でITお
よびビジネスの大量のデータ、そして様々なインシデントインジケーターの関連付けと分析の自動化が可能になります。金融サ
ービス企業の監視システムは1日24時間、1年365日間動作し、効率的なインシデント処理と修復プロセスに対する十分なサポ
ートを備えている必要があります。

図表 4：「安全、警戒、回復力」戦略によるサイバーセキュリティの改善
伝統的に、安全性に焦点があたっていました。しかし、進化するサイバー脅威の状況によって、よりダイナミックでバラン
スのとれたサイバーセキュリティ能力へのシフトが必要となるでしょう。

安全

警戒

回復力

安全：

既知および新たな脅威からの保護のためのリスクによって優先付けされたコントロールの強化、業界のサイバ
ーセキュリティ標準と規制の遵守

警戒：

環境全体を通じた状況認識の改善による違反や異常の検出

回復力：

迅速に通常の業務に復帰し、事業への損傷を修復する能力の確立

出所：デロイト金融サービスセンターの分析

テストと危機管理プロセスのシミュレーションによる回復力の強化
破壊的な攻撃能力が勢いを増す中で回復力の重要性が高まるでしょう。金融サービス企業では、物理的な攻撃や自然災害か
らの回復に係る計画を従前から行っているので、サイバー脅威に対する回復力に関してもほぼ同様な対処が可能でしょう。金
融サービス企業は、複数の次元にわたって全体的なサイバー回復力を考慮する必要があります。第一に、システムおよびプロ
セスは長期間に及ぶストレスに耐えることができるように設計とテストを行うことが可能です。これには、重要なオンライン・アプ
リケーションのサイバーエコシステムに対する依存度の査定による脆弱度の判定が含まれる場合があります。第二に、金融サ
ービス企業は、攻撃の優先順位を即座に決定し、迅速に業務を復旧してサービスの混乱を最小限に抑制するための優れた戦
略を導入することが可能です。最後に、事業部門、IT、コミュニケーション、広報、および組織内の他の分野を含む様々な部門
の参加によって、堅牢な危機管理プロセスを構築することができます。
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「安全、警戒、回復力」
モデルへの変革

金融サービス企業は、より安全で、警戒と回復力を強化す
るためのプログラムの確立、つまりサイバーリスク管理プロ
グラムの転換をどのようにすれば実際に始めることができる
でしょうか。多くの金融サービス企業では、進化するサイバ
ー脅威の長期的な管理を目標とするに当たって、以下の二
つの重要な方策が取られています。
（図表 5）：
1. モデルにある 3 つの構成要素すべてにわたってバラン
スの取れた能力をサポートする実践的な脅威インテリジ
ェンスの開発
2. サイバーセキュリティを単なる「IT の問題」としてではな
く、戦略的な事業の問題として認識する断固たる行動に
よる組織的な課題への対処

実践的な脅威インテリジェンス
金融サービス企業のエグゼクティブは、インテリジェンスに
よってアクションが決定される学習する組織の構築が、複
数の次元にわたる成功にとってますます重要になる可能
性が高いということを認識しています。サイバーセキュリテ
ィにおいても、安全、警戒、回復力を可能とする上でリアル
タイムの脅威インテリジェンスが重要な役割を果たしてお
り、その例外ではありません。もちろん、ここでいうインテリ
ジェンスというのは、多くのベンダーがインテリジェンスとい
う言葉を使って、脅威インテリジェンスをデータフィードの形
態で提供しているような、既知の脅威インジケーターに関
する生データの集合だけを意味しているわけではありませ
ん。脅威インテリジェンスは、自動的な手段および直接的
な人間による、内部および外部の広範なソースからの脅威
に関する意味のある洞察の導出も意味しています。

図表 5：サイバーセキュリティ管理への多面的なアプローチ

3 つの構成要素に基づいた均衡のとれたサイバーセキュリティ能力：
安全、警戒、回復力
これらの能力を構築するために 2 つの方策を利用

2

1

戦略的な組織的アプローチ

実践的な脅威インテリジェンス
•
•

経験に基づく学習
状況の認識

出所：デロイト金融サービスセンターの分析
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•
•
•
•
•

エグゼクティブの支持
脅威管理専任のチーム
自動化と分析に焦点
人材と文化
外部とのコラボレーション

リアルタイム・インテリジェンスの利用可能性は、組織におけるサイバー攻撃の阻止と影響の抑制に寄与
Ponemon Instituteの最近の研究では、調査対象のIT幹部は、セキュリティ侵害まで10分未満の時点での事前通知であっ
ても、それは脅威を無力化するために十分な時間であると考えていることが明らかにされています18。侵害後60秒の通知
であっても、セキュリティ侵害のコストは平均で40％低減される可能性があります19（図表6）。

図表 6：様々なシナリオの下における攻撃の阻止と抑制の機会

12.1 分

調査対象企業の
60％が、時代遅れま
たは不十分な脅威イ
ンテリジェンスのため
に攻撃を阻止するこ
とができない

サイバー攻撃
によるネットワ
ークまたは企
業システムの
侵害を阻止す
るためにどの
程度事前に警
告が必要であ
ると見られてい
るか

9.6 分

調査回答者全体で、侵害成
功から 60 秒以内に実践的な
インテリジェンスを得ることが
できれば、侵害のコストを
40％低減するのに十分である
と見られています。

4.6 分

侵害の阻止
の成功度の
低い企業

調査対象
企業平均

侵害の阻止の
成功度の高い
企業

出所：Ponemon Institute20、デロイト金融サービスセンターの分析

脅威データが実践的なものであるためには、組織にとって
意味のある文脈でデータを見る必要があります。金融サー
ビス企業のデータ収集および処理能力の成熟度が高まる
のに伴って、自動化を利用して重要なリスク領域に直接的
に関連する情報をより的確にフィルタリング／強調すること
が可能です。このように、脅威インテリジェンスは、安全、警
戒、回復力の能力を構築する基盤になります（図表 7）。そ
れでは、金融サービス企業はどのようにすれば、このダイナ
ミズムを生み出して、インテリジェンス主導のサイバーセキ
ュリティモデルに移行できるのでしょうか。
経験に基づく学習：サイバー攻撃者が標的の弱点を利用す
るように、金融サービス企業は攻撃者を十分に理解し、攻
撃者のアキレス腱を特定することが可能です。金融サービ
ス企業は、個別企業および業種のレベルでの過去における
侵入から学ぶことが可能です。また、金融サービス企業の
多くは、航空宇宙や防衛などの他の業種からの教訓を借り
て、新たな手法、作戦、コントロールを導入することも可能で
す。

これらの教訓には、攻撃の性質、戦術とパターン、封じ込め
戦略に関する理解が含まれており、またそれによって、金融
サービス企業がサイバー攻撃から自社を守る上で考慮すべ
き以下のようないくつかの質問が提起されます：
•
•
•

•
•

攻撃者は誰で、その動機は何か？
サイバー攻撃者はいかにして、高い攻撃成功率を上げる
ことができるのか？
攻撃者の高い専門性によるものか、被害者の無知が招
いた結果なのか？もし、そうであれば、それはどのように
対応可能か？
金融サービス企業のシステムへ侵入する際に、攻撃者
が直面する共通の課題にはどのようなものがあるか？
他の金融サービス企業／業界はこのような攻撃をどのよ
うに扱っているか？
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図表 7：新たなサイバーセキュリティモデルの基礎になるリアルタイムの脅威情報

経験に基づく学習

状況の認識

会社および業界参加者の中での知識共有

継続的な監視

他業種の主要なプラクティス

リスクシグナルとインジケーターの関連付け

結果
リアルタイムのインテリジェンスによって、金融サービス企業はダイナミックにサイバー脅威を管理することが可能
安全：プログラムの予防的な側面

警戒：新たな脅威／早期浸透の発見

回復力：インシデント分析および対応／復旧プロセス

既知の脅威

予見可能な脅威

予見不能な脅威

出所：デロイト金融サービスセンターの分析
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状況の認識：金融サービス企業は、外部と内部の両方の脅威に焦点
を当てた継続的な監視プログラムによって経験に基づく学習を補完す
ることができます。継続的な監視によって、脅威環境に対する状況認
識を向上させるために、エコシステム全体にわたるリスクシグナルとイ
ンジケーターを把握することができます。これによって、組織における
攻撃パターンの特定と、防衛と対応のメカニズムを受動的なスタンスか
ら能動的なスタンスへの移行が可能となります。また、継続的な監視
は、攻撃者が金融サービス業界に対して利用している対応速度の問
題への対処の第一歩となります。

ご存知でしたか？
研究では、インサイダーの脅威の検出と対応のために IT シス
テムが十分に導入されていないということが明らかにされてい
ます
金融サービス企業内での内部者の不正例（サイバーベース）の
うち、ソフトウェアとシステムを用いて検出されたのはわずか
6％に過ぎません 21。

多くの企業では、学習する組織への転換は、攻撃者の動機と攻撃手法
の理解が十分できていないという弱点に対処するためのアプローチを
開発する必要があることを意味しています。経験から学び、組織内外
の両方で情報を共有することは、多くの金融サービス企業がかかえる
攻撃の発見と攻撃からの回復の能力についての弱点に対処する上で
有用であるでしょう。
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「IT の問題」から戦略的な事業の
問題への変化

金融サービス企業では、自社だけではなく、市場のシステミ
ックな安定性に対してサイバーリスクが提起している問題の
大きさを認めているかもしれませんが、この重要事項は必ず
しも企業全体にわたって十分に認識、あるいは把握されてい
るとは言えません。サイバー脅威プログラムの成功と失敗に
ついての詳細な分析から、サイバーリスク管理に対するより
包括的なアプローチを策定するために、経営陣が取ることの
できる以下の潜在的なアクションが導かれました。

1

サイバーリスク戦略を中核的な企業戦略の不
可欠な一部として幹部レベルで推進すること

2

セキュリティへの動的でインテリジェンス主導
のアプローチのために専任のサイバー脅威管
理チームを確立すること

3

内部および外部のリスクの透明化のために自
動化とアナリティクスに注力すること

4

サイバーリスクに対する認識の高い文化の一
環として、防衛チェーンにおける「人」のリンク
を強化すること

5

共通の敵に対処するため、サイバーセキュリテ
ィのコラボレーションを企業の壁を超えて拡張
すること

ご存知でしたか？
Financial Services Sector Coordinating Council では、
俊敏なリスクベースのアプローチを議論しています
すべてのサイバーセキュリティフレームワークは高度に
構造化されつつも、新たな脅威の出現にリアルタイムに
適応できる十分な機敏性と柔軟性を備えている必要が
あります。当初のリスクベースのアプローチを欠いた固
定的な「チェックリスト」となる標準または指針は、結果
として金融サービス企業が「遵守状態」にあるものの、
有効な安全確保がなされていないという状況となる可
能性があります 22。

解決の方向性

アクション 1：サイバーリスク戦略は幹部主導であり、
明確な説明責任を伴う必要がある
私たちが接触している金融サービス企業で行われている議
論の多くは、サイバーリスク管理の説明責任のモデルと、事
業部門、最高情報責任者（CIO）、最高情報セキュリティ責任
者（CISO）、IT リスクオフィサーの役割に関するものです。
CISO や IT リスクオフィサーがサイバー上の戦いに果敢に挑
んでいる一方で、上級経営陣や広範な IT チームからの支援
が限られているということもしばしば見られます。また、CISO
が、防衛ラインという文脈の中での自分の役割の定義付けに
苦労しているケースもしばしば見られます。CISO は主導者な
のでしょうか、運営担当者あるいは監督機能なのでしょうか。
最終的な結果として、これらの内部での苦労は有効でないサ
イバーリスク管理プログラムにつながる可能性があります。
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サイバーリスクが、成長とイノベーションの課題に密接に関連
しているのであれば、なぜサイバーリスク管理の責任が組織
内でトップから複数のレベルを下ったポジションに権限委譲さ
れているのでしょうか。CISO や IT リスクオフィサーが極めて
重要な役割を果たすことは明確ですが、企業は持続可能な
成功のために、最高業務執行責任者（COO）または最高管理
責任者（CAO）に相当する者を、部門を横断するチームを率
いて、サイバーリスク関連の課題を推進する責任者に任命す
ることを考慮するべきです。上級者の任命と部門横断的な委
員会の設置によって、企業の経営陣はサイバーリスクが単な
る技術の問題ではなく、企業全体の課題であるという明確な
メッセージを送ることができます。この委員会は、リスクアピタ
イトの決定および企業のリスク管理戦略の策定を主導するこ
とができます。この委員会はまた、サイバーリスク管理のため
の防御ラインモデルを正確に定義し、従業員に説明責任を課
すことができます。CIO 及びその直属はインフラストラクチャ
とアプリケーションの両方に関連するリスク管理のオーナー
シップを取ることを考慮しなければならず、人事及び他の部
門は特にインサイダーの脅威への対処における、各々の役
割を理解する必要があります。最後に、ビジネスリーダーは
データの分類と保護に関する説明責任を負うことができま
す。

アクション 2：セキュリティへのダイナミックでインテリジェン
ス主導のアプローチの導入と維持のための専任のサイバ
ー脅威管理ユニットの確立
私たちは、有効ではない管理業務によって脅威につながる
可能性のシナリオをいくつか知っています。一部のケースで
は（現在ではまれなケースですが）、企業に専任の脅威管
理チームがないという場合があります。第二に、チームが存
在する場合であっても、チームの使命が明確ではないか、
使命を達成するための十分なリソースが配分されていない
という場合がしばしばあります。また、チームは正式に確立
されているものの、広範な IT と事業部門との運営モデルや
情報のフローが定義されていないという場合も見られてい
ます。

アクション 3：内部および外部のリスクの透明化のために自
動化とアナリティクスに注力
多くの金融サービス企業では、インフラは複雑で標準化さ
れておらず、サポートモデルはサイロ化されており、これが
透明性と迅速な情報フローの望まれる目標に対する主要な
障壁となっています。多くの企業においては、優れたアセッ
ト／コンフィギュレーション管理実務の基盤的能力が存在し
ていないか、十分に成熟していません。自社環境に出入り
するネットワークトラフィックに対する透明性のない企業もあ
れば、たとえあっても、それが業務運営の目的にのみ利用
され、リスク管理目的には活用されていない場合もありま
す。内部者の脅威が最近注目されていますが、企業におい
ては機密に関連する職務の定義と監視に関する優れたプ
ロセスが存在せず、その結果として危険信号が見逃される
ケースもしばしば見受けられます。

ご存知でしたか？
研究では金融サービスにおける IT セキュリティ予算が不十分であることが示さ
れています

解決の方向性

検知時間を短縮し、多くの場合においてインシデントを完全
に回避するチームの能力にとって、迅速な情報共有、積極
的なコラボレーション、集団的な学習が極めて重要です。小
さな規模と限定的なミッションで始める場合でも、金融サー
ビス企業は脅威及び強化を要するコントロールに関して広
範なチームにアップデートを提供する責任を負う専任のサ
イバー脅威インテリジェンスユニットの設置を検討すべきで
す。このユニットでは、インフラストラクチャ、アプリケーショ
ン開発、脆弱性管理、セキュリティ運用、インシデント対応と
フォレンジック、不正などを含む、組織の他の責任部門との
間での運営モデルと情報のフローが定義されている必要が
あります。該当するプロセスとツールによってサポートされ
た、この相互関係のモデルはサイバースペースにおいて安
全性と警戒度を確保するためのファブリックを構築する上で
極めて重要です。

解決の方向性

金融サービス企業は、自社の IT セキュリティ投資を再検討
し、自社の環境で必要とされる自動化とアナリティクスを構
築するための投資の優先順位を上げることを検討する必要
があります。残念ながら、多くの場合、少し例を挙げるだけ
でも、これにはアプリケーションやインフラストラクチャ（ネッ
トワークおよびホスト）、ユーザー、アカウント、取引などの
膨大な数の分野が含まれる可能性があります。これは対処
できないように見えるかもしれませんが、80／20 ルールが
適用可能であり、またインテリジェンス主導のアプローチが
重点分野に優先順位を付ける上で役立ちます。また、金融
サービス企業は、過去の履歴分析のために、過去 3 カ月か
ら 6 カ月分の重要なデータの保存を検討すべきです。多く
の大企業では、これは数百テラバイトのデータになります
が、これは新たな現実であり、サイバー世界で事業を行うコ
ストです。ソーシャルメディアアナリティクスも、多くの企業が
インテリジェンス、ブランド保護のため、そしておそらくは最
も重要なことに、危機管理において細心の注意を払ってい
る領域の一つです。

グローバルな金融機関の 44％が、有効な IT セキュリティプログラムの実施に対
する主要な障壁として十分な予算がないことを挙げています 23。
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アクション4：サイバーリスクに対する認識の高い文化の一
環として、防衛チェーンにおける「人」を強化することが可能
「鎖の中の弱いリンク」としての人間に焦点を当てたサイバ
ー攻撃の頻度が増えているにもかかわらず、この弱点に対
処するための投資も、あるいはサイバー意識の高い全般的
な文化を醸成するための投資も増加していません。たとえ
ば、デロイトのサイバーリスク・サービスが実施したスピアフ
ィッシング24テストでは、多くの場合において経営トップ層や
そのアシスタントがこのような悪意のある攻撃の一般的な
標的となっていることが示されています。一部の金融サービ
ス企業においてはサイバー研修が義務付けられています
が、従業員はこれらを理論的なもので、退屈なものであると
考えがちです 25。私たちの経験でも、サイバー意識の高い
組織では、サイバー意識の高い従業員が攻撃と不正の検
知に重要な役割を果たし、中長期的に高い投資収益率を示
す可能性が高いということが示唆されています。

解決の方向性

金融サービス企業においては、従業員が職能面での専門
知識を持っているとしても、疑わしいサイバー活動を発見す
るスキルを必ずしも持っているとは限らないということを理
解することが重要です。サイバー研修および意識向上に関
連した戦術の大幅な変更が必要とされる可能性が高く、組
織はユーザーの経験を考慮し、また同時に情報が提供され
る、「人間中心」のアプローチを採用する必要があります。
先進的な実務例には、現実的なシミュレーションに組織の
各部門を参加させるサイバー戦争ゲーム演習や、洞察に満
ちたトレーニングビデオ、あるいは幹部向けのタブレットベ
ースのアプリケーションがあります。

「最新のツールを追いかけることは、サイバーリスク管理の一部ですが、それ
だけではありません。ユーザーの心を本当に変えなければなりません。技術よ
りも人を重視することをCIOは検討すべきです。企業のセキュリティポリシーの
理解を証明する22ページの法的文書をクリックするようにユーザーに求めると
いうことではありません。むしろ、ユーザーが組織のセキュリティとプライバシー
の課題、そしてその課題に応える上での各自の役割を理解できるように、簡潔
さでユーモアに富み、その他の集中できる手法を試みる必要があります」
— ラリー·クインラン、CIO、デロイトサービス LP26
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アクション5：共通の敵に対処するためサイバーセキュリティ
のコラボレーションを企業の壁を超えて拡張
サイバーリスクの課題は多くの場合、金融サービス企業の
境界内だけで解決することは不可能です。しかし、一部の
企業ではサイバーエコシステムの他のメンバーとの関係の
構築に時間や資金を費やしていません。情報共有の多くの
正式なチャネルがあるにもかかわらず、実際に有意義なイ
ンテリジェンスの共有は、多くの場合において依然として信
頼できる仲間に限られています。接点の確立はインシデント
の予防及び対応の両方に役立ちます。最悪の事態が発生
し、金融サービス企業が危機管理活動のために、自社のコ
ントロール外にあるエコシステムからの支援を必要とする場
合に特に必要性を強く感じることになります。

解決の方向性

金融サービス企業は業界内での関係構築と官民の連携の
推進から大きな利益を得ることができます。それには時間と
労力を要しますが、長期的には利益となります。金融サー
ビス企業は、サイバー危機に備え、潜在的には支援を受け
るため、法執行機関、フォレンジック、インシデントレスポン
ス専門家、サイバー関連に精通した弁護士事務所、コミュ
ニケーション／広報会社との関係を構築しておくことが推奨
されます。また、金融サービス企業は、通信会社および主
要なハードウェアとソフトウェアのプロバイダなどの重要な
サービスプロバイダーとの関係を構築し、緊急の際に重要
なリソースへのアクセスを得ることを考慮すべきです。さら
に、金融サービス企業は、業界団体や政府機関（たとえば、
多くあるなかでもFinancial Services’ Information Sharing
and Analysis Centerや米国国土安全保障省など）を活用し
て自社の目標を推進し、先進的な実務を学ぶことが可能で
す。

「Quantum Dawn 2は、民間セクターと政府の間の情報共有が
サイバー犯罪と闘うための最も有効な方法の一つであるというこ
とを証明しました・・・ この情報共有とその他の活動を推進する
法制化は、米国が金融システムに対するサイバー脅威をより効
果的に軽減することに資するとみられます」
— ジャド・グレッグ、最高経営責任者（CEO）、SIFMA 27
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要約

金融サービス企業に対するサイバー攻撃は、ますます多様
化し、予見することができなくなりつつあります。しかしサイバ
ー攻撃は消滅することはありません。サイバー攻撃の多く
は、経済的な利得のために行われていることが多いのは、
皆さまもご存知のとおりです。しかし、システムの破壊や市場
にパニックを起こすことを狙う社会的、政治的な目的を持つ
グループも加わり、攻撃者層はますます拡大しています。
同時に、現在の経済情勢によって、金融サービス企業は新
たな技術とビジネス手法を利用して継続的に競争優位を生
み出し、収益性を高めることを求められています。その変更
によって新たな脆弱性が生まれる可能性があります。ハッカ
ーは容赦のない機敏さでそれを利用することが可能であり、
実際に利用しています。
映画「インセプション」では、攻撃者と標的の両方がいかに自
らの強みと相手方の弱点を活用するかが強調されていま
す。攻撃が重大なものとなる場合には、不可避のサイバーリ
スクに対して金融サービス企業の準備態勢を整えることがで
きるのは、回復力が高く柔軟なサイバーセキュリティモデル
であるとみられます。このように、金融サービス企業は準備
態勢のレベルを引き上げ、以下の3つの基本的な性質の達
成を目標とする、新たなサイバーリスク管理のパラダイムに
進化することを考慮する必要があります：
•

基盤的／予防的なコントロールとポリシーへのリスク主導
の投資による既知の脅威に対する「安全」

•

非常に複雑で、データの飽和する環境において、新規の
脅威や異常なパターンの検出能力の改善による「警戒」

•

組織が可及的速やかに攻撃から回復し、直接および間
接の両方の損害を最小化することを可能とする「回復力」
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広範な情報源から導出される実践的な脅威インテリジェン
ス、そしてサイバーリスク意識、説明責任、効果的で継続的
な適応を浸透させる十分に定義されたガバナンスプロセス
が、このパラダイムシフトを推し進める重要な燃料となりま
す。多くの企業にとって現在一般的にITリスク管理プログラム
と呼ばれているものは、経営幹部の主導するサイバーリスク
管理に進化し、戦略的事業計画の不可欠な一部分となりま
す。この変革は戦略的な事業の課題によって必須のものとな
ります。すなわち、この新たなアプローチをマスターする金融
サービス企業は、より俊敏なサイバーリスク管理アプローチ
を組み入れることによって現在進行中のデジタル革命を自社
に有利なように利用できるため、業界の最前線に立つことが
できる可能性があります。
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