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＊本ニュースリリースは、英で 2月 11日に配信されたものの日本語版です。 

情報セキュリティ・コンサルティング・サービスにおいて、アーンスト･アンド･ヤン

グが「非常に優れた戦略」を備えた業界のリーダーとして評価される 
 
・ アーンスト・アンド・ヤングが高評価を得た要因は、強力なサービス展開と非常に優れた戦略 

・ また、専門知識、優れた品質管理、およびクライアントとの関係重視によって、クライアントから 

好意的なフィードバックを獲得していることに注目  

・ 特に優位性のあるサービスは、事業継続・災害復旧、法令遵守、情報漏えい防止および 

不正調査 

ロンドン、2013年 2月 11日  

アーンスト・アンド・ヤング（以下、EY）は、フォレスター・リサーチ社（以下、フォレスター社）による
2013年 2月の報告書「The Forrester WaveTM : Information Security Consulting Services, Q1 2013

（「フォレスター・ウエーブ：情報セキュリティ・コンサルティング・サービス 2013年第 1四半期」）」にお

いて、業界のリーダーに位置付けられました。  

フォレスター社は、情報セキュリティ市場の情勢を把握し、これらの市場におけるコンサルティング

サービスを提供する企業の優劣を調査するため、有力企業の「優位性」、「考慮点」について評価しま

した。EYの優れた顧客基盤と、セキュリティビジネスを重視した投資が、頼もしい結果をもたらしてい

ることに注目しています。また、情報セキュリティ分野において、強力なサービス展開と非常に優れた

戦略を備えていることが、今回の好成績に結び付いているとしています。好意的な評価を獲得してい

る要素として、スタッフの専門知識、優れた品質管理、クライアントとの関係重視を挙げています。この

ような結果を受けて、クライアントのリピート率が非常に高く、90％を超えています。  

EYのグローバルITリスクアンドアシュアランスリーダー、ポール･ヴァン･ケッセルは、次のようにコメ

ントしています。「今回の報告書によって、専門性、優れた品質管理能力およびクライアントとの関係

を重視する姿勢が認められました。また、これはまさに、世界各地に存在する情報セキュリティ分野の

スペシャリストが、すばらしいクライアントサービスの提供と、革新的なサービスの開発において、リー

ダーシップを発揮してくれていることの証明です。」 

EYは世界中で合計約 3,600人の情報セキュリティ専門家を擁し、幅広い分野のサービスを提供し

ています。「優位性」として列挙されているのは、事業継続・災害復旧（BC/DR）、法令遵守、情報漏え
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い防止（DLP：Data  Loss Prevention）および不正調査です。また、しっかりとした社内プロセスが確立

されていたことが、その優れた構想、サービス提供、そして品質の提供を可能にしたといえるでしょう。 

EYのグローバル・インフォメーション・セキュリティ・リーダー、ケン・アレンは、「Thought Leadership

（先進的な意見発信。例えば、「情報セキュリティ・グローバルサーベイ」は毎年発行、今年で 15 回目）

を続けていくという私たちの戦略が、マーケットにおける揺るぎない地位の確立に役立っていると信じ

ています。」と、述べています。また、「本報告書において私たちは戦略面の最高評価を獲得しました

が、これはまさにその結果といえるでしょう。」とも言っています。 

報告書はさらに、特筆すべき優れた要素として、例えば、EYによるイノベーションや最先端の情報

発信への真摯な取組、将来に向けた逞しい戦略のほかに、グループの全世界的な方針を挙げていま

す。この方針については、クライアントにグループ全体としての知見を提供することを追及した視点で

あると説明されています。クライアントからの評価も非常に高いことから、フォレスター社は EYについ

て、将来を見据えて、信頼性の高い一連のサービスを提供してくれる、長期的なパートナーをお探しな

ら是非 EYを、と締めくくっています。 

以上 

Notes to Editors 
Source: The Forrester Wave™: Information Security Consulting Services, Q1 2013, Forrester Research, Ed 
Ferrara and Andrew Rose, 1 February 2013.  
 
Report methodology 
Forrester conducted consulting services evaluations in Q3 2012 and interviewed 30 vendors and user 
companies. 
 
About Ernst & Young's Advisory Services 
The relationship between risk and performance improvement is an increasingly complex and central business 
challenge, with business performance directly connected to the recognition and effective management of risk. 
Whether your focus is on business transformation or sustaining achievement, having the right advisors on 
your side can make all the difference. Our 25,000 advisory professionals form one of the broadest global 
advisory networks of any professional organization, delivering seasoned multidisciplinary teams that work 
with our clients to deliver a powerful and superior client experience. We use proven, integrated methodologies 
to help you achieve your strategic priorities and make improvements that are sustainable for the longer term. 
We understand that to achieve your potential as an organization you require services that respond to your 
specific issues, so we bring our broad sector experience and deep subject matter knowledge to bear in a 
proactive and objective way. Above all, we are committed to measuring the gains and identifying where the 
strategy is delivering the value your business needs. It’s how Ernst & Young makes a difference. 

アーンスト・アンド・ヤングについて 

アーンスト・アンド・ヤングは、アシュアランス、税務、トランザクションおよびアドバイザリーサービスなどの分野における世界

的なリーダーです。全世界の 16万 7千人の構成員は、共通のバリュー（価値観）に基づいて、品質において徹底した責任を

果たします。私どもは、クライアント、構成員、そして社会の可能性の実現に向けて、プラスの変化をもたらすよう支援します。 

「アーンスト・アンド・ヤング」とは、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドのメンバーファームで構成されるグローバ

ル・ネットワークを指し、各メンバーファームは法的に独立した組織です。アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッドは、

英国の保証有限責任会社であり、顧客サービスは提供していません。 詳しくは、ey.com にて紹介しています。 

This news release has been issued by EYGM Limited, a member of the global Ernst & Young organization that 
also does not provide any services to clients. 


