エグゼクティブ サマリー

クラウド環境の信頼性の向上
金融機関の現状

調査結果を見ると、金融業界は他の業種に
比べてクラウド サービスの採用が進んでいま
す。クラウド機能の利用率を見ると、業界全
体の平均は 93% ですが、金融機関の利用率
は 99% に達しています。この業界は、クラウ
ドファーストで、クラウドサービスが不都合な
場合に限りオンプレミスのサービスを利用して
いる組織が多く、87% の企業がこの指針を採
用しています（全体の平均は 82%）。金融業界
の IT アーキテクチャでは、プライベートなクラ
ウド データセンターからハイブリッドなプライ
ベート / パブリック クラウド モデルへの移行
が急速に進んでいます。今後 14 か月間で IT 予
算の 80% はクラウド関連に費やされると見ら
れています。
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99%

何らかのクラウド サービスを利用し
ている金融機関

57%

ハイブリッド型のパブリック / プ
ライベート ソリューションを使用
している金融機関
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金融業界でのクラウド サービスの利用率、課題、今後の計
画に関するこの分析は、弊社が 2016 年に実施したクラウ
ドの調査結果を基にしています。この調査は、オーストラリ
ア、ブラジル、カナダ、フランス、湾岸諸国（サウジアラビ
ア、UAE）、ドイツ、日本、メキシコ、シンガポール、英国、
米国の技術的な意思決定を行う上級管理者を対象に実施し
ました。

主な調査結果 － 金融機関

金融業界は、テクノロジ企業と同様に、クラウドの採用が
最も進んでいる業界です。調査した組織の 99% は何らかの
クラウド サービスを利用しています。これらの企業のクラウ
ド アーキテクチャもこの 1 年で大きく変化しています。プラ
イベートのみのクラウド サービスを利用している企業を見る
と、2015 年は 50% でしたが、2016 年は 26% に減少して
います。一方、ハイブリッド型のプライベート / パブリック
ソリューションへの移行が進み、金融機関の 57% はこのタ
イプのソリューションを利用しています。

調査した金融機関の IT 管理者の約半数
（48%）は、IT スタッ
フのセキュリティ スキルの不足でクラウドの採用が進んでい
ないと回答しています。スキル不足で採用が遅れいてる面も
ありますが、パブリック クラウド サービスに対する信頼と
認知度は年々増加しています。大半の金融機関は、パブリッ
ク クラウド サービスがプライベート クラウドと同等以上の
安全性を備えていると考えています。また、パブリック クラ
ウドのほうがプライベート クラウドよりも所有コストを抑え、
データ全体の可視性を実現できると見ています。パブリック
クラウドよりもプライベート クラウドのほうが狙われると考
えられていたためか、ハッカー対策が重視されてきました。
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サイバー犯罪者もクラウド アプリケーションを見逃しませ
ん。金融機関の回答者の半数以上
（54%）が SaaS アプリケー
ションに対するマルウェアの感染を確認しています。しかし、
データ漏えいや侵害の可能性を懸念する回答 (19%）は平均
よりも少ない結果になりました（全体の平均は 22%）。

48%

サイバー セキュリティの
スキルがないためクラウ
ドの採用を躊躇している
回答者

パブリック クラウドを信頼している金融機関と信用し
ていない金融機関の割合は 2 対 1 になっています。

信頼性が高まり、普及が進むにつれ、リスクに対する理解
も深まり、パブリック クラウドに重要なデータを保存する
組織が増えています。オンラインの金融取引やサービスは
場所を問いません。その性質のためか、パブリック クラウ
ドに重要な顧客データを保存している金融機関は 64% に達
しています。
金融業界の IT 管理者の回答を見ると、SaaS の利用率が最
も高く（64%）、次に IaaS（57%）、PaaS（38%）の順になっ
ています。しかし、今後の投資計画を見ると IaaS に比重が
シフトしています。回答者の 69% は、この分野での増資を
計画していますが、SaaS への増資計画と答えた回答者は
60%、PaaS は 52% でした。

他の業界と同様に、SaaS を利用する場合、クラウドとの送
受信で重要なデータをいかに保護するのかが問題となりま
す。IaaS サービスの場合、マルチテナントのパブリック ク
ラウドで不正アクセスの可能性があるため、コンプライアン
スの維持が最も大きな問題となっています。他の業界では、
一貫したセキュリティ統制が IaaS サービス利用時の最も大
きな懸念材料となっています。金融機関で使用されている
クラウド サービスの平均数を見ると、2015 年は 40 でした
が 2016 年は 29 に減少しています。これは、クラウド プロ
バイダーの統合が影響しているものと思われます。

54%

SaaS アプリケーションに対するマ
ルウェア感染を経験している金融
機関の回答者

64%

パブリック クラウド
に重要な顧客データを保管してい
る金融機関

39%

使用されているクラウド サービス
の中で IT 部門の承認を得ていない
サービスの割合。IT 部門が存在を確
認しているのは 45% に過ぎない。
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他の業界と同様に、金融機関の IT 部門でもシャドウ IT は
問題となっています。金融機関の IT 担当者の回答を見ると、
利用されているクラウド サービスの 39% は IT 部門の承認
を得ずに利用されています。この中で IT 部門が把握してい
るアプリは 45% に過ぎません。金融機関の大半は、次世代
ファイアウォールを導入し、IT 部門が承認していないクラウ
ドの利用状況を監視しています（59%）。未承認のシャドウ
IT アプリが見つかった場合の対応を見ると、28% がアプリ
へのアクセスをすべてブロックすると答え、27% が ID とアク
セス管理でアクセスを制限すると答えています。パブリック
クラウドと送受信されるデータの保護を平均以上に重視し
ているにも関わらず、DLP や暗号化ツールの使用率は平均
を若干下回っています。全体的に、金融機関の IT 担当者は
シャドウ IT を重大な問題として認識しています。回答者の
72% が、クラウドの安全と安定を阻害する要因としてシャド
ウ IT を挙げています。
多くの金融機関がパブリック クラウドを利用していますが、
26% はプライベートのみのサービスを利用し、57% はパブ
リックとプライベートを組み合わせたハイブリッド型を利用
しています。プライベート クラウドの場合、データセンター
サーバーの仮想化率
（55%）は全体平均
（52%）よりも高くなっ
ていますが、金融機関の担当者の回答を見ると、コンテナー
の利用率は全体の平均（80%）とほぼ同じになっています。
また、73% の回答者が、2 年以内を目途に完全なソフトウェ
ア定義データセンターへの移行を計画していると回答してい
ます。
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まとめと推奨事項

金融機関は、両方のクラウドの使用率が高い業界で、セキュ
リティも成熟しています。クラウドの採用率が高い割に、他
の業界と比べると侵害の発生は低くなっています。

発展するクラウドに後れを取らないように、
金融機関はセキュ
リティの強化に取り組んでいますが、様々なクラウド サービ
スの中から、経費削減とセキュリティ要件の両方を満たす最
適なサービスを選択する必要があります。セキュリティ ベン
ダーもセキュリティの基本的な問題（移動中のデータの保護、
ユーザー アクセスの管理、複数のサービスに対する一貫した
ポリシー）を解決するツールを提供しています。
金融機関のデータは以前からサイバー犯罪者の標的となって
います。攻撃者は、
クラウドの種類
（パブリック、
プライベート、
ハイブリッド）に関係なく、最も狙いやすい対象を攻撃しま
す。このような攻撃に対して統合されたセキュリティ ソリュー
ションは強力な防御策となります。また、このようなソリュー
ションにより、組織が使用しているサービスやデータセット
をセキュリティ オペレーションですぐに把握できるようにな
ります。
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『McAfee Labs 2017 年の脅威予測』で報告したように、
®

攻撃で最も狙われるのがユーザーの認証情報（特に、管理
者の情報）です。タブレット、スマートフォンを含むすべて
のエンドポイントを適切なセキュリティ対策で保護しなけれ
ばなりません。感染や侵害のリスクを排除するには、認証
のベストプラクティス（まったく異なるパスワード、二要素認
証または生体認証などの使用）を実施する必要があります。

シャドウ IT が組織のリスクとなることが分かっているにも関
わらず、データ損失防止（DLP）、クラウド アクセス セキュ
リティ ブローカー（CASB）などのセキュリティ技術が十分
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に活用されていません。これらのツールを既存のセキュリ
ティに統合するだけで、可視性を強化し、Shadow IT を検
出することができます。また、環境の種類に関わらず、保存
または転送中のデータを自動的に保護することもできます。

作業を外部に委託しても、リスクまで委託することはできま
せん。どの企業も情報セキュリティに対するリスク管理と回
避策を強化しなければなりません。クラウドファーストの指
針に基づき、クラウド サービスでコストの削減と柔軟性の
強化を行うだけでなく、セキュリティ オペレーションも事後
対応型からプロアクティブなものに変える必要があります。

詳細情報
詳細については、
『クラウド環境
の信頼性の向上』の完全版をご
覧ください。
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