世界初の
金融サービス向け
パブリッククラウド

金融サービス業は、”ディスラプション
(業界破壊) ”に直面している

金融サービス業界は今、多くの破壊的脅威に直面
しています。顧客からは革新的なサービスや商品
に対してこれまでにないほど要求が高まっており、
FinTech 企業との競合にさらされ、規制対応とサイ
バーセキュリティー対応に追われています。

2018 年 に は 、 ベ ン チ ャ ー キ ャ ピ タ ル か ら の
FinTech 企業に対する投資は 120％増えて 396 億
ドルに達しています [1] 。こうした状況の中、金融
サービス業界における競争はますます激化すると
予想されています。

2007 年から 2008 年の金融危機以来、金融規制の
さらなる強化により、業界全体では 3,210 億ドル
規模の違約金が発生しています [2]。ほとんどの大規
模な銀行で、ガバナンスやリスク管理、コンプラ
イアンス対応のコストは、総経費の 15％から 20％
を占めるに至っています [3]。金融サービス業のリス
ク管理部門は、規制違反による多額のコストを考
慮しつつ、半年から一年おきに見直すコンプライ
アンス対応の必要性に迫られながら、金融規制に
準拠した IT 装備をいかにして整備し進化させてい
く責務を負っています。
同様に、サイバー犯罪が多くの業態のデジタルビジ
ネスを悩ませている中、金融サービス企業も高いコ
ストをかけざるを得ない状況にあります。情報漏洩
などによってかかる損害は、グローバル全体でおよ
そ 7,000 億ドルにも達しています [4]。こうした脅威
に関連した損害をできる限り削減する IT 整備も非
常に優先度の高い対応とされています。

このような多くの複雑な業界課題に対し、競争力
のあるスピードで革新的な商品やサービスを提供
する新たなビジネスモデルを創出するために、既
存の金融機関は独立系ソフトウェアベンダー
（ISV）や Software-as-a-Service ベンダー、そし
て FinTech 企業そのものとのパートナーシップを
結ぶ道を模索しています。

金融サービス企業には、その独自のニーズを
満たすクラウド環境が求められている

他の多くの業界組織と同様に、金融機関もより良い顧客
体験の追求と基幹業務の刷新を進めようとしています。
より早く変革と革新をもたらすためには、第三者機関と
のコラボレーションが重要となります。

パーソナライズされた銀行サービスや、競合を凌ぐ価値
の高いオンデマンドの商品やサービスを顧客に提供して
いくための IT 装備として必要なのは、俊敏性や柔軟性、
拡張性をそなえたシステム基盤であり、それこそがクラ
ウド・コンピューティングのもたらす価値です。

しかしながら、金融機関がより革新的であり続けようと
する中で、彼らはセキュリティーと同時に、金融規制対
応の要件も満たしていかねばなりません。クラウドを活
用して金融機関が ISV や SaaS プロバイダーと連携して
サービス提供する上では、セキュアなフレームワークに
よって十分な信頼性が確保されたパブリッククラウド環
境が不可欠なのです。
このフレームワークは以下のような観点で構成されるも
のです。
−
−
−
−
−
−
−

クラウド環境全体でのセキュリティーと信頼性
金融規制要件に準拠するポリシー制御
完全なデータ暗号化とデータセキュリティー制御
利用者による知的財産権の制御
ミッション・クリティカルシステムの安定稼働
企業内プライベート環境との可搬性と整合性
業界と規制の知見に裏付けされたガバナンスと変更
管理

今日では金融機関は、クラウドが変革を担うものと認識
しはじめています。その多くはハイブリッドクラウド戦
略をとっており、プライベート環境とパブリック環境の
双方にデータやアプリケーション、業務サービスを配置
しようとしています。IBM が世界初の金融サービス向け
クラウド（Financial Service Ready Public Cloud）を発表
したことで、パブリッククラウドは、金融機関のデジタ
ル変革を安全に迅速にそして効率的に推進する重要な選
択肢となるのです。

IBM が設計した世界初の金融サービス向け
パブリッククラウド

2019 年 11 月、IBM は世界初の金融サービス向けパブ
リッククラウドを発表しました。これは IBM Cloud で
適用され、金融機関に求められる金融規制対応、高度な
セキュリティー、高可用性を実現します。規制に基づく
サービス提供が求められる金融業界の目的に沿った
ポリシー・フレームワークをもつ、唯一のパブリックク
ラウドで、強力な暗号化とセキュリティーを備えていま
す。
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図 1: IBM パブリッククラウド上に構築された金融サービス向けパブリッククラウド
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金融サービス向け
パブリッククラウドとは
高い安全性で企業利用に向く
パブリッククラウド

高度なセキュリティーを備え企業利用に特
化したパブリッククラウドとして、様々な
インフラストラクチャー・モデルを提供 –
VMware as a service や Cloud Native サービ
ス、そして Red Hat OpenShift などのイン
フラストラクチャーを金融機関特有の具体
的な要件を満たした形で提供します。金融
サービス向けパブリッククラウドの機能群
は IBM Cloud 上で機能し、機密性の高い
データを扱う重要基幹システムに対して
データの暗号化や高度なセキュリティー対
応を実現します。

金融サービスに特化したポリシー・
フレームワーク

IBM の金融サービス向けパブリッククラ
ウドは金融機関の規制対応に準拠し、安
全でコスト効率の高いポリシー・フレー
ムワークに基づいて設計されています。
銀行に求められるセキュリティー基準や
規制要件とルールを満たし、クラウドの
ベスト・プラクティスを適用します。

銀行が顧客に対して新たなサービス提供を
加速するために、ポリシー・フレームワー
クは規制要件に即時に対応していきます。
IBM パブリッククラウド、銀行、第三者
企業も含めて全体でのコンプライアンス
を確保するために、ポリシー・フレーム
ワークではその管理要件を共同責任の協
業モデルで設計し、さらに IBM
Promontory 社がもつ最新のガバナンス
の観点を取り入れます。規制コンプライ
アンス領域のリーダー企業として、IBM
グループ企業である Promontory 社は元
規制機関のスペシャリストによって金融
規制関連の比類ない知見を提供します。

ポリシー・フレームワークには、450 項目
からなる銀行ポリシー、金融規制要件、そ
してクラウド適用におけるベスト・プラク
ティスがインプットされています。IBM パ
ブリッククラウドの進化に伴い、規制変更
にいち早く対応するプラットフォームの確
立に向けて Promontory 社は重要な役割を
担い続けます。Promontory 社との協業に
より、金融サービス特化のポリシー・フ
レームワークにより、金融機関やサービス
提供者が実装しなければならない規制対応
におけるコストと時間を削減することがで
きます。

実証された ISV と SaaS ベンダー
ソリューション・ラインナップ

ポリシー・フレームワークによってコン
プライアンス要件を満たした ISV と
SaaS プロバイダーが IBM Cloud プラッ
トフォームでサービスを提供します。全
ての関係者の共同責任モデルで設計する
ポリシー・フレームワークによって、金
融機関はパブリッククラウドを安心して
活用することができます。
提供されるソリューションは、複雑性を
排除し、銀行のイノベーションを加速し
ます。それにより、

− ISV と SaaS プロバイダーは規制
対応よりも革新的なサービスの
提供に注力できます
− 銀行は第三者ベンダーの規制対
応に割く時間と労力を削減し、
顧客へのより革新的なサービス
提供に力を振り向けることがで
きます

− エコシステムにおけるサービス調
達、契約、加盟処理などが簡素化
され、全ての関係者にとって市場
投入スピードを加速することがで
きます。

ミッション・クリティカルなシステムに
IBMパブリッククラウドを適用する
昨今のハイブリッド・マルチクラウド環境志向において、
IBM パブリッククラウドは最も重要なシステムに求めら
れる拡張性、セキュリティー、サービス間の統合、回復
力を備え、可視性や制御を損なうことなく、必要なデー
タの独立性を確保します。レガシー・アプリケーション
を Kubernetes や Red Hat OpenShift でリファクタリン
グする場合でも、オンプレミスやプライベートクラウド
環境から VMware を使って”Lift and Shift”する場合でも、
システム基盤に対して根元的に必要となる要素は変わら
ないのです。

セキュリティーとデータ保護で市場の
リーダーに位置付けられる

IBM パブリッククラウドは最もオープンで安全な企業向
けクラウドサービスとして設計されているのです。

新たな標準としての金融サービス向け
パブリッククラウド

パブリッククラウドにおけるイノベーションに向けた世
界初の金融サービス向けパブリッククラウドは、業界特
有の規制要件とデータ保護要件に対応しています。IBM
はデータセキュリティーとプライバシーにおける新たな
標準を確立しようとしています。金融機関は規制要件に
対応・維持していくことができ、これでミッション・ク
リティカルシステムのクラウドへの移行を始めることが
できるのです。

IBM パブリッククラウドは、世界中で最も大規模で重要
なお客様の要求に基づいて設計されてきました。金融機
関が信頼して利用している暗号技術と同じものが使われ
ています。IBM パブリッククラウドに保管されたデータ
はその利用者のみに帰属しており、利用者からしかアク
セスすることはできません。利用者は自分自身の暗号化
キーを利用することができ、他の誰も - IBM でさえも 複合化することはできません。そして、重要な業務アプ
リケーションを稼働させ、単一のダッシュボードで管理
し、複数環境でのポータビリティを確保します。

− エンド・ツー・エンドの暗号化：

IBM は業界で最も強固な商用の最新暗号化技術 - IBM
Cloud Hyper Protect Criptographic Services - を提供し
ます。これにより、独自の“keep your own key”
（KYOK）機能を利用することができます。FIPS
140-2 Level 4 の認証を取得しており、利用者はシス
テムの暗号化キーとハードウェアセキュリティーモ
ジュールを自身で管理し守ることができます。

− 標準装備の処理特性別セキュリティー：

アプリケーションはそれぞれの処理特性に応じて、
様々なアクセスコントロールやセキュリティー対応
が求められます。こうしたガイドラインの設定と実
施に対して、IBM Cloud Kubernetes Service はコンテ
ナセキュリティーとクラウドネイティブ・アプリ
ケーションのための DevSecOps 機能を提供します。

− IBM セキュリティー・アドバイザー：

セキュリティーの設定ミスを検知し、利用者がセ
キュリティーへの検討を見直して正しく対応できる
ようにガイドします。
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