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綱田和功は、開会のご挨拶の中で、金

融機関向けのクラウドの現状について

次のように述べました。 

「働き方改革やワークスタイル変革が

進む中、ここ数年でマイクロソフトの

クラウド製品はほとんどの金融機関様

に採用もしくは検討いただいており、

パブリッククラウドの代表格 Azure

も金融機関様での採用が多くなってき

ております。3 月 23 日に日本ユニシ

ス様と共同で BankVision on Azure

を発表しましたが、まさに聖域なきク

ラウド、という形で、勘定系もクラウ

ド化する時代になってきました。一

方、ワールドワイドでも、勘定系クラ

ウドの事例も出てきており、クラウド

化の流れは指数関数的に伸びていま

す。そうした背景をもとに、レギュレ

ーションについて、本日はお話をさせ

ていただきます。クラウド化の流れの

中、我々は皆様のデータトランスフォ

ーメーションに寄与できる活動をして

まいりたいと思います。」 

最初のセッションとして、平原は、金

融機関様におけるクラウド活用の最新

状況について、ニュース記事を引用し

ながら説明しました。 

■クラウド利用の現状認識 

クラウドはデジタルトランスフォーメ

ーションを進めていくための手段であ

る、と我々はとらえております。金融

機関のお客様でのクラウド活用・検討

は劇的に変わってきており、特に勘定

系周りでのクラウド化が進んでいま

す。その背景には、金融庁や FISC な

どの金融当局の方々が新しいテクノロ

ジーの活用により前向きであること、

そしてクラウドベンダーもレギュレー

ションに対応しているということがあ

り、それらが両輪となって進んできて

いると思われます。昨年 6 月の FISC

有識者検討会の報告書資料によると、

22 年度から 27 年度までの 5 年間で

金融機関によるクラウド利用は、

13％から 36％へと上がっており、今

年は数字的にさらに伸びています。 

■マイクロソフトは優等生 

次に平原は、「世界 3 大クラウド徹

底比較」と題した、マイクロソフト、

AWS、グーグルを比較し、まとめた

記事を紹介しました。「記事では、マ

イクロソフトは優等生となっておりま

すが、それは各国・地域あるいは業種

ごとにあるレギュレーションやガイド
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ラインにいち早く対応することやクラ

ウドのリリースに関して、社内でのテ

ストケースを踏まえ、しっかりテスト

をし、きちっとした形でリリースして

いるというところからでしょう。」 

■金融業界で利用が進む Azure 

さらに最近のニュースから、金融業界

で Azure の検討・利用が進んでいる

様々な例を示した後、平原は次のよう

に語りました。 

「利用・検討が進んでいる理由とし

て、日本国内でのデータセンター開設

に加えて、技術面における安全性や信

頼性、そして契約面において紛争時の

準拠法が国内法であることや管轄裁判

所が東京地方裁判所であること、ま

た、そして契約面において当局の監査

をしっかり受けるという姿勢など、日

本のお客様に安心して安全に使ってい

ただけるよう、理系・文系面の両方に

対応しているということがありま

す。」 

最後に、パートナーとシステムを構築

しながら金融機関のお客様にクラウド

サービスを提供している事例として、

マネージメントクラウドベンダー、

FIXER による FISC の安全対策基準に

対応したクラウドサービスの提供、そ

して、野村総合研究所による、安全対

策基準に照らした代行監査を行うリス

クアセスメントサービスの提供事例を

紹介しました。 

 

続いて、金融情報システムセンター

（FISC）の丸山氏より、3 月 30 日に

発刊された最新の安全対策基準第 9版

を中心に、安全対策基準の最新状況に

ついて、ご説明いただきました。 

はじめに金融機関における情報システ

ムの安全対策を検討する目的で設立さ

れた FISC についてご紹介いただいた

後、FISC が発刊するガイドラインに

ついてお話いただきました。「その中

でも主に、予防の観点から金融機関等

が実施すべき安全対策をまとめたもの

が安全対策基準、すなわち金融機関等

コン ピュータシステムの安全対策基

準・解説書となります。」 

■リスクベースアプローチ 

安全対策基準の改訂について、丸山氏

は、「クラウドサービスの利用など

IT 技術の進展、サービスの多様化と

ともに、個人情報の保護やサイバー攻

撃の対応など、様々な環境変化に応じ

て改訂をしてまいりましたが、最新の

第 9版では、これまでのルールベース

の考え方を、システムのリスク特性に

応じて安全対策を決定する、リスクベ

ースアプローチの考え方に変え、抜本

的な見直しを行っております。」と述

べました。 

第 9 版の特徴について、丸山氏は、

「これまでの安全対策基準には記載さ

れていなかった、リスク特性に応じた

リスク対策・管理の必要性、またそれ

を実現していくための、IT ガバナン

ス、つまり経営層の管理の必要性を記

載しております。また、外部委託への

依存やFinTech企業をはじめとする新

たな関係者の登場といった、金融機関

を取り巻く環境変化に対応していくた

めに、統制面に対する安全対策を拡充

していくことが必要であるとしていま

す。」と説明しました。 

安全対策基準の最新状況について 
公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC） 監査安全部 総括主任研究員 丸山 亨嗣 氏 
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■IT ガバナンスにおける経営層 

の役割 

次に丸山氏は、IT ガバナンス・IT マ

ネジメントにおける経営層・管理者の

役割について、「第 9 版では、シス

テムの安全に関する決定も重要事項で

あり、IT 部門のみならず、経営層全

体が意思決定に参加すべきであるこ

と、また、IT マネジメントを担当す

る管理者が、情報システムの安全対策

を遂行していくとともに、経営層と各

部門間との橋渡し役となり、IT ガバ

ナンスが適切に発揮されるようにして

いくということが重要であるとしてい

ます。」と解説しました。 

■リスクゼロを追求しない考え方へ 

さらに、第 9 版の中でも特に重要な

ポイントとして、リスクベースアプロ

ーチの考え方を取り入れた、金融機関

の情報システムの安全対策における基

本原則について、そしてその基本原則

に従った IT ガバナンスの実践的な考

え方について論じ、また、安全対策に

おける経営責任のあり方について説明

しました。「リスクベースアプローチ

の考え方に沿って安全対策を決定する

ことは、リスクゼロを追求する考え方

から、それを追求しない考え方に変わ

ることであり、そこに対して懸念や不

安が生じる可能性があります。それを

低減するため第 9 版では、発生する

残存リスクに対し適切な対応を行って

いれば、システム障害が発生したとい

う結果事象だけをもって、安全対策を

決定したプロセスが評価されるべきで

はないと記載されております。」 

続けて、第 9 版の特徴的な変更箇所

として、基準の構成をこれまでの 3

つのカテゴリー（設備・運用・技術）

から、目的ごとに 4 つのカテゴリー

（統制・実務・設備・監査）に再編し

ていること、さらに、安全対策基準の

適用範囲についても、金融機関以外の

事業者が金融サービスを提供すること

に対する安全対策基準の適用という点

から改めて定義されていることを示し

ました。 

最後に丸山氏は、「3 月 30 日に第 9

版をリリースして以来、問い合せを多

くいただいており、反響の大きさを痛

感しております。6 月から全国で改訂

の内容について説明会を開催していく

予定です。」と締めくくりました。 

次に、マイクロソフト香港、金融担当

アジア リージョナル リーダーの

Connie Leung が、金融サービスにお

けるデジタル変革の最新動向につい

て、フィンテックや革新的なベンチャ

ー企業がいかに金融サービス業界をか

く乱しているか、マイクロソフトがこ

の変革にどう取り組んでいるか、そし

て、マイクロソフトのお客様や金融当

局の見方や姿勢がどう変わったかにつ

いて語りました。 

■重要な４つの柱 

Leung は、大きな変化を遂げている

金融サービス業界においてキーとなる

４つの柱について語りました。 

「金融機関の顧客が金融機関の支店に

行くということはもはやなくなってお

り、顧客にあらゆるチャネルを提供す

ることが重要となっているというこ

と。また、社員は、部門や言語を超え

て、どこででも働けるようにならなけ

ればならないこと。そして、顧客だけ

でなく、バックオフィスにも目を向

け、業務も最適化されなければならな

いこと。最後に、一つの製品を提供す

金融サービスにおけるデジタル変革の最新動向 － RegTech、デジタル決済、ブロックチェーン、リスク算定、
AI、クラウドにおけるコア・バンキング 
マイクロソフト香港 金融担当 アジア リージョナル リーダー Connie Leung 
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るだけの企業であってはならないとい

うことです。顧客は、ありきたりのパ

ンフレットではなく個々のニーズに対

応したソリューションを求めているの

です。」 

■先進的事例の紹介 

次に、Leung は、金融業界における

革新的なクラウド・テクノロジーの活

用例を紹介しました。 

「香港の保険会社 AIA グループは、

クラウドを導入してインフラを縮小

し、いつでもどこでも働ける環境に刷

新しました。また、UBS は、リスク

マネージメントにクラウドを取り入

れ、社内での新たなインフラ設備投資

の必要性をなくしました。つまり、デ

ータセンターを自ら抱えるのではな

く、クラウド上に持つことで、コスト

をかけることなく、その時々に応じて

拡張したり、縮小したりすることがで

きるようになったのです。」 

■レギュレーションへの迅速な対応 

「金融市場は大きく変化しており、

我々は、変革を余儀なくされ、またよ

り迅速に行動していくことが求めらて

います。マイクロソフトは、金融当局

と金融機関の双方に対し積極的に取り

組んでいます。トップ 26 の銀行のう

ち 22 の銀行がマイクロソフトクラウ

ドを活用しており、また、過去 18 か

月で、マイクロソフトは 60 の金融当

局とやり取りをしてきました。 

アジア・太平洋地域（APAC）金融当

局は特に前向きです。現在、フィンテ

ック・ファシリテーション・オフィス

（FFO）がシンガポールと香港にあ

り、今後も増えていくでしょう。マイ

クロソフトは、そうした金融当局と密

接に連携しており、香港金融管理局

（HKMA）の「フィンテックデー」で

講演もしました。また、マイクロソフ

ト Azure は、分散型台帳技術

（DLT）の活用を模索するシンガポー

ルの「Project Ubin」におけるブロッ

クチェーン・プラットフォームとして

選ばれました。金融当局やフィンテッ

ク、金融機関、そして我々のようなテ

クノロジーベンダーが連携し、イノベ

ーションをもたらしているのです。」 

■AI によるバリューチェーンの進化 

「多くの人が、AI は別世界の専門家

たちのものだと思っていますが、マイ

クロソフトは、AI をユーザーフレン

ドリーなものにし、採用しやすいよう

にしています。マイクロソフトの AI

は、既存のサービスに新しい価値をも

たらします。例えば、北欧の損害保険

会社 If P&C Insurance は、マイクロ

ソフトの Cortana Analytics Suite を

使い、保険契約を解約する可能性のあ

る顧客や、アップセルのコミュニケー

ションを受け入れてくれそうな顧客を

予測しています。AI やクラウドとい

ったテクノロジーにより、リスクマネ

ジメントがより優れたものになり、古

いプロセスが改善され、より良い成果

が得られるのです。 

クラウドにより、皆様がビジネスにお

いてより迅速に行動を起こせるように

なり、いつでもどこでも誰とでも仕事

ができるようになります。そして、次

世代を担う AI により、皆様がビジネ

スをより深く理解することができるよ

うになるのです。」

  

Leung のスライドより：クラウドに対しての考え方の変化 
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金融サービス向け Azure のエンジニ

アチームを率いる Alan Ross は、ビ

デオの紹介を皮切りに、マイクロソフ

トがお客様に対し、クラウドの提示の

仕方をいかに変化させたか、そしてマ

イクロソストのデータセンターにおい

てどのような物理的セキュリティ対策

が実施されているか、について語りま

した。 

従来、我々は、金融機関の顧客に所在

の詳細を明かすことなくデータを管理

し、顧客は、情報がクラウド上のどこ

かに安全に存在しているのだ、と単に

信じるしかありませんでした。しかし

今は、コンプライアンス、セキュリテ

ィ、リスクという点から、顧客がデー

タの所在を知る必要があること、また

監査やコンプライアンス目的で所在地

にアクセスする必要があるということ

を我々は認識しており、契約において

もすべてのクライアントに対してデー

タの所在を明確にすることを確保して

います。 

■セキュリティーとコンプライアンス

への取組 

マイクロソフトは、ハイパースケール

（超大規模）なクラウドコンピューテ

ィングの能力を備える数少ない企業の

一つであり、世界各地でデータセンタ

ーの拡張に投資しています。クラウド

とパブリックインターネットは同じで

あると金融機関の多くは思っておりま

すが、マイクロソフトは、世界のダー

クファイバ―ネットワークに投資し、

確実にデータがマイクロソフトの専用

線を通じて送受信されるようにしてい

ます。物理的セキュリティは、もちろ

ん一つのレイヤーに過ぎません。我々

は、アプリケーションスタックそのも

のに組み込まれる論理レイヤーのセキ

ュリティにも投資しています。また、

コンプライアンスの分野では、設備に

対する監査報告書作成に大々的に投資

しており、金融機関向けの認証に対す

るコンプライアンスを立証していま

す。こうした報告書はお客様に提供さ

れ、お客様自身がもつデータセンター

の監査を、自らのコストで実施する必

要性をなくしています。マイクロソフ

トは、金融機関や金融当局が設備を自

ら訪れたり、またエンジニアと話す機

会やニーズに応じたエビデンスを提供

しています。 

■マイクロソフトのエンジニアのデー

タアクセス制限 

最後に Q&A において、マイクロソフ

トのエンジニアがお客様のデータに不

当にアクセスしないようにどう管理し

ているのか、という質問が上がりまし

た。それに対し、Ross は、マイクロ

ソフトがお客様のデータに対して「ゼ

ロスタンディングアクセス（有効化さ

れたアクセス権不保持）」のポリシー

を遂行していること、また、カスタマ

ー管理の解除キーを使用する暗号化機

能を提供していることを説明しまし

た。
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