
デジタル化社会における
新たな脅威対処 アドバイザリーサービス
デジタル変革の中で顕著化する脅威・リスク対応に向けて

あらゆる要素がデジタル化された社会に向けて、デジタル技術を活用してビジネスモデルを抜本的に変革する取り組み
（以後、DX）が不可欠となる中、日本企業のDXが遅れていることに対する危機感から、経済産業省がDXを推進するための指

針となる「デジタルガバナンス・コード」を策定。DX推進において、経営陣は、デジタルガバナンス態勢を構築するとともに、
デジタル変革に伴う脅威を把握し、適切にサイバーセキュリティ等の脅威・リスクに対処することが求められています。

デジタル変革に関わる脅威対処が必要となる背景

デジタル化の進展に伴い情報流通が飛躍的に広がっていく中で、求められる変革要素に関連する脅威・リスクを把握し、対
処していくことが求められています。

デジタル変革に関連する主要な脅威・リスク

AI利活用に関わる脅威・リスクを把握し対処するため、AIモデル自体の特性に加え、AIを組み込んだサービス全体の視点で
ガバナンスを検討し、攻めと守りの両立を実現していくことがポイントとなります。

AI利活用に対するAIガバナンス態勢整備支援のアプローチ （進め方）

AIガバナンスのソリューション群ガバナンス観点の全体像および検討ポイント

デジタル変革（dX）に求められる
本質的な3つの変革要素 デジタル変革に関連する主要な脅威・リスク要素

① AI利活用に関連する脅威・リスクの把握
■【情報活用力の強化】において、注目されるAI利活

用に関わる脅威・リスクを把握し、対処を実施する

②クラウド利活用に関連する脅威・リスクの把握
■【クラウド化 x 近代化】において、注目されるクラウ

ド利活用に関わる脅威・リスクを把握し、対処を実
施する

新しい価値を創出…

変革テーマを繰り出し…

【情報活用力の強化】
データサイエンティスト
獲得・育成を伴う変革

【イノベーションの量産化】
アイデアを次々と試し、
形にするアジャイル変革

【クラウド化×近代化】
システムの構造改革

（“遷都”型→都市計画型）

【クラウド化×近代化】

【イノベーションの量産化】 【情報活用力の強化】

コンテナ技術 クラウド移行

サイバー、
リスク管理強化

コグニティブ
オートメーション

AIやアドバンスト
アナリティクス

アジャイル開発

デザイン力の強化
（デザインシンキング）

デジタルリアリティ
（AR／VR／MR 等）

優れた顧客
体験の設計

（CX及びUI／UX）

オープンイノベーション

MVP
開発

データエンジニアリング
（データプラットフォーム）

DevOps API管理 GCP
AWS

デジタル変革（dx）を
加速するための

能力強化の方向性

AI組織の成熟度レベルや弱点等を診断・整理することで、組織として打つべき
利活用施策・ガバナンス施策の課題抽出をアドバイスします

個々のAIプロジェクトを診断し、AIリスクおよびその対応方法を整理すること
で、プロジェクトとしての効率化やデータ取り扱いなどの留意点の把握、課題
抽出をアドバイスします

データ利活用の成熟度評価をはじめ、非構造化データを含めたデータカタロ
グ管理、MDM、プライバシー、データ二次利用など、データ利活用に係る様々
な課題抽出をアドバイスします

ワークショップの実施やAI教本作成などを通じて、AIリテラシー向上の活動を
アドバイスします

AIサービス開発を正しく進めていくために必要となるガイドラインの作成をア
ドバイスします

AIのCoE組織等、AI推進組織の構築・高度化に向けた体制づくりをアドバイス
します

AIプロジェクトを効率的にシステム運用すべく、システム開発・運用プロセス
自動化・標準化を拡張したAI開発・運用プロセス自動化・標準化の導入をアド
バイスします

目的

現状を明らかにする

1.AI組織アセスメント 事業部門

事業部門

統制・推進部門、
IT部門

統制・推進部門、
IT部門

推進部門

IT部門

全社

2.AIプロジェクトアセスメント

3.AI教育・啓蒙活動
アドバイザリー

4.ガイドライン作成
アドバイザリー

5.AI組織構成・高度化
アドバイザリー

6.データ利活用
アドバイザリー

7.AI開発・運用プロセス
自動化・標準化
アドバイザリー（MLOps）

AI民主化に向けた
準備をする

その他、周辺領域

ソリューション 想定部門 ソリューション概要

データ収集

安全性
Safety

プライバシー
Privacy

レギュレーション
Regulation

適正利用
Proper Utilization

アカウンタビリティ
Accountability

精度
Accuracy

公平性
Fairness

説明可能性
Explainability

頑健性
Robustness

セキュリティ
Security

データ管理 稼働環境 関連する
自動処理

外部連携 利用者への
出力

補助的な
内部統制

AIサービス提供者が行う6つのAI利活用指針
（ビジネスユーザーが留意すべき観点）

AIモデル

AIモデル自体が持つ4つのAI特性
（開発者・ベンダーが留意すべき観点）
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クラウド利活用に関わる脅威・リスクを把握し対処するため、利用者側で対応すべきクラウドサービスの脅威・リスクを識別
し、どのような種類の脅威・リスクがあるのかを知る必要があります。クラウドガバナンス態勢整備は、Deloitte Cloud Risk 
Control Framework を使用し、クラウドリスクアセスメントを実施し、その結果に基づき、問題点の対策を実施します。

クラウドガバナンス態勢整備支援のアプローチ （進め方）

✓AI利活用における脅威・リスクの把握と対処に関連して、多種多様なAIガバナンスの実績を保有しており、AI関連の最新
情報に加えて過去の議論の経緯を踏まえて、AIガバナンスで求められていることをサービスとしてご提供することが可能
です。

✓デロイトグローバルにおけるクラウド領域における Deloitte Cloud Risk Control Framework により、網羅的にクラウド利
活用における脅威・リスクを判別するためのアセスメントツールを保有しています。

専門領域における知見・実績

Why Deloitte?

✓DX推進関連の多岐にわたる検討領域に対して、各領域の専門家による助言が可能です。 （例：DXに係る取締役会の役割
責任、ステークホルダーとの対話促進に向けたIR戦略の策定、サイバーセキュリティ対策）

各領域の専門家

✓DX推進を中心とした全社での取り組みとなるため、全社コミュニケーションプランを明確にした上で、各領域の活動タス
クについて、全体整合した形で活動を推進します。

活動全体マネジメント

クラウドサービス利用時のクラウドリスクの識別

・アクセスライフサイクル管理
・アカウント管理と証明書
・特権アカウント管理
・リモートアクセス
・セッション管理

・アンチウィルスとマルウェア管理
・ベースライン管理
・ネットワーク管理
・ネットワーク標準とアーキテクチャ
・物理環境の管理
・脆弱性とバッチ管理

・アクセスライフサイクル管理
・アセット管理
・ビジネスおよびITプロセスとの統合
・組織と運用モデル
・ポリシーと基準
・リスクとコンプライアンス管理
・リスクの報告と企業文化
・戦略とロードマップ
・外部環境のリスク管理
・トレーニングと意識
・作業環境の管理

・証明書とキー管理
・データアクセス管理
・データの識別と分類
・データ漏洩対策
・データ保持と破棄
・暗号化と難読化

・アプリケーションリスク分析
・設定と変更管理
・設計とアーキテクチャ
・構造とテスト

・異常検出とイベント相関
・監査とイベントログ
・継続的イベントモニタリング

・バックアップ、冗長性とレプリケーション
・インシデント管理
・回復性とDR

アプリ
ケーション

Deloitte
Cloud Risk Domain

回復性 データ管理

ガバナンス

インフラアクセス管理

監視

クラウドガバナンス態勢整備の進め方

主要な利害関係者を特定しアセスメン
ト対象のクラウド環境を理解する。
Phase1のクラウド環境のリスクアセス
メントの実行計画を定義する。

既存ドキュメントと担当者へのヒアリ
ングを通じて、クラウド環境の現状を評
価する。

リスクを特定し、利害関係者と内容を
合意する。
リスクに対する推奨対応内容を定義す
る。

推奨される対応内容のロードマップを
含む最終報告書を作成する。

ロードマップに基づき、推奨対応内容
の実施ガイドラインを定義する。

・キックオフミーティングを実施し、関係
者とスケジュールや活動内容を合意
する。

・評価に参加する関連部門の利害関係
者を特定する。

・関係者と打ち合わせやヒアリングの
日程を調整する

・提供いただきたい既存ドキュメントの
一覧を提示する。

・既存ドキュメントを確認する。
・関係者へのヒアリングを通じて現状

のセキュリティ管理策を確認する。
・Deloitte Cloud Risk Control　　 

Framework を利用してアセスメント
を実施する。

・リスク要因に関連する証跡を収集す
る。

・ツールを利用して環境を調整する。
・利用しているアカウントの権限を確認

する。

・リスク要因の証跡を分析し、あるべき
状態とのギャップを確認し、発見事項
を特定する。

・関係者と発見事項の内容を合意す
る。

・特定された発見事項に対して実行可
能な推奨対応内容を定義する。

・推奨対応内容の実現可否を関係者と
合意する。

・推奨対応内容に優先順位を設定す
る。

・クラウド環境の評価レポートを作成す
る。

・優先順位付けされた推奨対応内容に
基づいてハイレベルのロードマップを
作成する。

・利害関係者向けに評価レポートの報
告会を実施する。

・即時に対応が必要な内容を識別し、
リスク軽減の暫定措置を講する。

・推奨対応内容の実施に伴うプロジェ
クトの要件を定義する。

・必 要 に 応じて 対 応 範 囲 実 装 スケ
ジュールを詳細化し、利用する製品・
サービスを決定する。

・アジャイル的なアプローチにより段階
的に施策を実行する。

・プロジェクト計画
・主要な利害関係者の整理
・クラウド環境の理解
・Deloitte Cloud Risk Control　　 

Framework（アセスメントシート） 

・関係者へのヒアリング
・関係するドキュメント
・リスクを理解するための証跡

・発見事項の一覧と推奨対応内容の一
覧

・優先順位付けられた推奨対応内容の
一覧

・最終報告書 ・Phase1の結果に基づく、施策の対応
プロジェクト計画

成
果

タ
ス

ク
目

的

Phase 1: クラウドリスクアセスメント Phase 2: 施策実行

Week 1 Week 2-3 Week 4-5 Week 6 Week 7-12

計画立案 調査 分析 報告書の作成 施策の実行支援


