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サイバーセキュリティ 
は常に存在する 
ビジネスリスク

サイバーセキュリティはも
はや、情報技術・セキュリ
ティ専門家だけの問題で
はない。その影響は最高
責任者や取締役レベルに
まで及ぶ。 

消費者の間でも、セキュリティインシ

デントや脅威は大きな懸念となり、認識

が高まっている。つまり、サイバーセキュ

リティは他のリスクとは異なり、あらゆる

立場の人に関連しているのである。

セキュリティインシデントを報じる

ニュースはまるで天 気 予 報のように

日常的なものになり、過去12カ月で

はほぼ全ての業界で何らかのサイバー

脅威が発生した。

 いくつか例を挙げてみよう。インシデ

ントが頻発する中、政府はサイバー犯

罪と闘う企業を積極的に支援するよう

になっている。

米連邦捜査局（FBI）は、2013年に

サイバーセキュリティ侵害発生の通知

を行った企業が3,000社に上ることを

公表した。（*1） この中には、銀行、小売

業、防衛関連企業も含まれている。

米司法省（DOJ）は、原子力発電、金

属、太陽光発電分野の米企業に対して

サイバー経済スパイ活動を行った罪で

中国軍のハッカー5名を起訴した。（*2） 

米国が経済スパイ法第1831条に基づ

き、経済スパイの罪で当局者を起訴し

たのはこれが初めてである。

P w C の プリン シ パ ル S e a n 
Joyce（元FBI副長官）は、この
傾向が今後も続くと見ている。

「司法省とFBIは、米国経済に
大きな経済的損害を引き起こ
す国家主体に積極的に対応す
る戦略を取り続けるだろう」と
Joyceは述べている。

昨年は大手小売業への攻撃が相次

ぎ、顧客のペイメントカード情報の盗難

は数億件に上った。

米国では訴訟の多発を受け、ペイメ

ントカードの新標準の採用が進でいる。

一方、英国では、従業員数10万人のあ

るスーパーマーケットチェーンの給与

情報と銀行口座番号が内部者に盗ま

れ、オンラインで公開されるという事件

が起こった。
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サイバーリスク： 
いま目の前にある深刻な危険
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　韓国でも、消費者データの大規模な

盗難が報告されている。1億500万のペ

イメントカードアカウントでセキュリティ侵

害が発生した。（*4）� �

また、ドイツのフェルデンでは、1800万

のメールアドレス、パスワード等の情報

が盗まれたという発表があった。（*5）� �

�

�

�

�

�

�

�

�

これまでと同様に、 
主な標的は 
金融サービス企業

中東の銀行2行のATM口座の�

世界被害総額は�

4500万米ドル以上（*7）�

その他の重要インフラストラクチャー

企業も攻撃の的になっている。

あるハッカーグループは、インター 

ネット経由で米国の公共施設に侵入し

た。被害は事前に食い止めたものの、

侵入は制御システムネットワークにま

で及んだ。（*9） また、米国および欧州で

数百社に上るエネルギー企業の工業

用制御システムが強力なマルウェアに

感染したケースもある。犯人は国家の

支援を受けたサイバー攻撃者であっ

た。（*10）

米国家安全保障局（NSA）の元局員、

エドワード・J・スノーデンの事件が報じ

られたことに加え、小売業が攻撃を受け

たことで、サイバー脅威の認識が高まっ

た。米国政府が個人、企業、国家に対し

てサイバー監視を行っていることが明

るみに出た結果、多くの国際企業や政

府は国家安全保障局に情報が提供され

る可能性のある米国製の製品やサービ

スの購入を再考するようになった。

他にも、国家の支援を受けたスパイ

行為の例が挙げられている。セキュリ

ティ企業Symantecは、欧州主要国の政

府が少なくとも4年間攻撃を受けてき

たことを発見した。標的が選ばれ、巧妙

なマルウェアが利用されていることか

ら、Symantecは、国家の支援を受けた組

織が攻撃を行っていると考えている。（*6）

地政学的な不和、特にロシアとウクラ

イナの対立は、両国でのサイバー攻撃

の多発を招いた。両政府のWebサイト

が削除や書き換えといった被害を受け

たほか、大使館のコンピューターにマル

ウェアが広がった。 

P w C の プリン シ パ ル S e a n 
Joyce（元FBI副長官）は、この
傾向が今後も続くと見ている。

「司法省とFBIは、米国経済に
大きな経済的損害を引き起こ
す国家主体に積極的に対応す
る戦略を取り続けるだろう」と
Joyceは述べている。

昨年は大手小売業への攻撃が相次

ぎ、顧客のペイメントカード情報の盗難

は数億件に上った。

米国では訴訟の多発を受け、ペイメ

ントカードの新標準の採用が進でいる。

一方、英国では、従業員数10万人のあ

るスーパーマーケットチェーンの給与

情報と銀行口座番号が内部者に盗ま

れ、オンラインで公開されるという事件

が起こった。

各国の証券取引所も標的の常連に� �

証券監督者国際機構（IOSCO）および国際取引所連合が

世界各地の46の証券取引所を対象として行った調査では、

半数以上（53%）がサイバー攻撃を受けていたことが判明し

た。（*8）
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デバイスを 
超えて広がるリスク

セキュリティ会 社である
IOActiveは最近、ハッカー
が特定の自動車の電子制
御装置をどのように制御
するかを詳しく解説する調
査結果を発表し、攻撃を検
知する仕組みを提案した。

（*14）

サイバ ーセキュリティ事 件を報じ

ている組織も例外ではない。昨年は、 

ニューヨーク・タイムズ 、フィナンシャ

ル・タイムズ、CNN、ロイターといった

世界で名だたる報道機関も、停止や 

セキュリティ侵害などの被害を受けた。

大規模な攻撃の多くの実行犯は、中東

政府と結び付いたハッカーである。

その数は計り知れない。組織の多く

は攻撃を受けたことに気づかないた

め、どの組織が被害を受けたのかを正

確に把握することは相変わらず困難で

ある。また、セキュリティ侵害が発生し

たことを認識していても、評判の低下、

訴訟、規制当局による調査を恐れて公

表しない場合もある。

世界各地で、規制当局がサイバーリ

スクへの対 応に積 極 的に乗り出して 

いる。

今年、非常に大きな影響を及ぼした

インシデントは、Heartbleedと名付けら

れたバグである。その影響は世界の3分

の2のWebサーバーにおよび、その中

には有名なメールサイトやソーシャル

ネットワークサイトも含まれていた。（*11）

被害はWebサイト、オンラインショッピ

ングサイト、セキュリティアプリケーショ

ン、インスタントメッセージやリモート

アクセスツールなどのソフトウエア、 

ネットワーキングデバイスなど、数百万

に達すると考えられる。Heartbleedを

悪用した最初の侵入が報じられたのは8

月12日のことである。米国の病院チェー

ンから450万件の患者レコードが盗まれ

た。（*12）

また、情報、運用、消費者向けテクノ

ロジーを相互接続するデバイスの新

しいエコシステム、IoT（Internet of 

Things：モノのインターネット）が誕生

し、ベビーモニター、家庭用サーモス

タット、テレビなど、ネットワークに接

続する家庭用デバイスへの攻撃も増

加している。HPが実施したFortify on 

Demandに関する調査によると、イン 

ターネットに接続されたこれらのデバイ

スは、基本的なセキュリティ対策を施さ

れておらず、攻撃に対して脆弱だという

ことが分かった。 

HPはネットワークに接続する一般的な

デバイスのうち主なもの10種類を検証

し、70%に重大な脆弱性が潜んでいる

ことを突き止めた。（*13）�

規制環境の進化を示すように、米証

券取引委員会（SEC）のコンプライアン

ス検査局（OCIE）は、50以上のブロー 

カーディーラー、投資アドバイザーのサ

イバーセキュリティ準備状況を調査す

る計画を発表した。（*15） アジアでは、シ

ンガポールが個人情報保護法に、個人

データの収集、利用、開示に関する新た

な標準を設けた。 

法律に違反した企業には、最大100万

米ドル（SGD）または78万8,995米

ドル（USD）の罰金が科せられる。（*17）� �

�

�

�

�

�

新たな指針では、サイバー保険への

加入や、全てのセキュリティインシデン

トおよび侵害の総合記録を作成する

機能など、独自の要件を定めている。ま

た、SECの指針では、リスク評価プロセ

スを実装し、ベンダーのリスク評価と

精査をより効果的に行うことを求めて 

いる。
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自動車には相互につながった数十個

の電子機器が搭載されており、時には

外部と無線通信を行うことがあるため、�

ハッキングされれば、ブレーキやステアリ

ング、さらにエンジンさえも制御されてしま

う可能性があることは広く知られている。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

多国籍企業の幹部は、2015年に最

終決定されるEUデータ保護指令に注目

している。この規制では、個人への侵害

通知に関する新しい要件が加わり、個

人データを扱う企業にはリスク評価お

よび監査が義務付けられ、セキュリティ

侵害が発生した場合の罰金が引き上げ

られると見られている。（*16） 

法律事務所Baker & McKenzie LLP.

でグローバルサイバーセキュリティを

担当する共同代表者John W. Woods, 

Jr.氏は、EUデータ保護指令の侵害通知

に関する要件により、欧州でのセキュリ

ティインシデント開示数が増加する可

能性を指摘している。「米国では、デー

タ侵害通知を定めたことで多数のセ 

キュリティ侵害が開示され、サイバーセ

キュリティ問題の認識が高まった。EUで

提案されているデータ侵害通知でも同

様の影響が見られるかどうかに注目し

ている。米国と同じ経過をたどるなら、

欧州でのインシデント報告数も増加す

る可能性が高いと思う」とWoods弁護

士は述べている。

また 、サ イバ ー セ キュリ 
ティ態勢の向上に自主的
に取り組む企業に対して
は、政府が新たな支援を行
うようになった。

米国では、2013年のサイバーセキュ

リティの向上に関する大統領令により、

標準技術局（NIST）のサイバーセキュリ

ティフレームワークが創設された。個々

の企業はこの自主基準のバージョン1.0

を実装してサイバーセキュリティの評

価および向上を図るとともに、セキュリ

ティ情報や対応方法に関する協議およ

び協力における共通語として使用して

いる。

民 間 企 業では、例えば G o o g l e が

Project Zeroイニシアチブを開始して

いる。このイニシアチブでは、ハッカー

に悪用される前にゼロデイ攻撃の脅威

（パッチが 適 用されていない 未 知の 

コードの 欠 陥 ）を識 別して食 い 止め

ることで 、セ キュリティの 向 上 を 図

る。GoogleはProject Zeroの調査担当

者が普及しているソフトウェアのセキュ

リティを強化するとともに、攻撃者のモ

チベーションと手法を調べ、サイバーセ

キュリティ侵害の効果的な監視と低減

について研究すると述べている。（*18）
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拡大するサイバー 
セキュリティ 
サービス市場

インシデント数の増加と規
制の強化を受け、企業や政
府機関はデータとネットワー
クの保護に乗り出している。
今後、サイバーセキュリティ
ソリューションおよびテクノ
ロジー市場の成長が見込ま
れる。

図1
セキュリティインシデント数はGDPや携帯電話の成長率をしのぐ勢いで増加
前年比での増加、2013年～2014年

調 査 会 社 ガ ート ナ ー の 予 測 で

は、2014年の世界のITセキュリティ支

出は7.9%増の711億米ドルまで増加

すると見られている。また、『ウォール・

ストリート・ジャーナル』は、2015年に

は支出がさらに膨らみ、769億米ドル

に達すると予測している。（*19）

急増するセキュリティインシデントが

メディアで大々的に取り上げられたこ

とで、サイバーセキュリティ関連のソフ

トウェア、ソリューション、サービスを提

供する企業にはベンチャーキャピタル

の投資が殺到した。

2014年上半期、ベンチャーキャピタ

ルは米国のサイバーセキュリティの新

興企業に8億9400万米ドルを投資し

た。これは2013年の総額にほぼ匹敵

する額である。（*20） この分野にこれほ

どの投資が行われるのは10年以上ぶ

りのことである。また、昨年、時価総額

が新高値に達したセキュリティ企業も

ある。

2013年に3億400万米ドルで�

新規株式公開（IPO）を行った�

ネットワークセキュリティ会社FireEyeの�

現在の時価総額は�

約46億 
米ドル（*21）

 
�

エンタープライズ・ファイアウォール�

専門会社Palo�Alto�Networksは�

2012年にIPOで2億6000万米ドルを�

調達し、現在の時価総額は�

約62億 
米ドル（*21）

���

世界のセキュリティインシデント数�
（GSISS�2015） 48%
世界のスマートフォンユーザー数�
（eMarketer） 22%
世界GDP�
（OECD） 21%

出典�：�OECD,�Economic�Outlook�No.�95,�May
2014;�eMarketer,�Smartphone�Users�Worldwide�
Will�Total�1.75�Billion�in�2014,�January�16,�
2014;�The�Global�State�of�Information�Security®�
Survey�2015
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ベンチャー投資が盛り上
がりを見せる中、評価額が
2013年の年間収益額の 
5倍～10倍に膨れ上がった 
サイバーセキュリティ企業
もある。

ただし、この数カ月で投資熱が収ま

り、市場では調整が始まりつつある。そ

の結果、時価総額が前年の半分以下に

まで下がった有名企業もある。

PwCは、サイバーセキュリティ関連の

ソフトウェア、ソリューション、サービス

市場が引き続き成長すると見ている。

企業幹部や取締役は、サイバーセキュ

リティの脅威を根絶することは不可能

で、規制やコンプライアンス要件がま

すます厳しくなると考えているからで 

ある。

リスクの上昇、規制の強化、市場の

活性化を背景に、本年度の調査結果は

次のとおりである。

サイバーセキュリティ企業への�

ベンチャーキャピタルの投資は�

欧州でも加速している。�

�

ロンドンを拠点とするC5�Capitalが�

行ったサイバーセキュリティを�

中心とするファンドの投資額�

1億2500万 
米ドル（*22）

�

�

ITセキュリティ企業�

Balabit（*22）への投資額�

800万 
米ドル（*22）

�

�

ベンチャーキャピタル企業�

Index�Venturesが創設した欧州、�

イスラエル、米国のテクノロジー�

新興企業に投資するファンドの投資額�

5億5000万 
米ドル（*23）

��

また、本年は�

サイバーセキュリティ企業の�

合併・吸収も活発に行われた。�

�

FireEyeによる�

Mandiantの買収額�

10億 
米ドル 

�

�

Cisco�Systemsによる�

Sourcefireの買収額�

27億 
米ドル（*24）

�� ��



02
インシデントと 
財務的影響の増大は続く

セキュリティ、IT、ビジネスエグゼク 

ティブ9,700人以上を対象として毎年

実施しているこの調査では、回答者の

セキュリティインシデント合計検知数は

2013年から48%増加し、4280万件に

上昇した。つまり、1日あたり117,339件

の攻撃が行われていることになる。

長期的な観点から見ると、セキュリ 

ティインシデント検知数の複合年間成

長率（CAGR）は2009年以来、前年比

66%の増加を続けてきた。

年々増え続ける 
インシデントはもはや 
驚きに値しない

昨年発生したセキュリティ
侵害の内容と件数を考え
れば、グローバル情報セ
キュリティ調査 ®2015へ
の回答で報告されるイン
シデント数が増加するの
は当然である。

これらの数値は確定ではなく、インシ

デント検知数および報告数の合計にす

ぎない。前に述べたように、多くの企業

は攻撃を受けていることを認識してい

ない。また、戦略的な理由から、または

国の安全に関わる問題として攻撃を調

査中であるため、検知したインシデント

を報告しない企業もある。

2014

4280万

2013

2890万
2012

2490万
2011

2270万
2010

940万
2009

340万

図2：
セキュリティインシデント数の
複合年間成長率は66%
インシデント合計検知数
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豊富な資金を持つ脅威主体の高度

な技術力を考えれば、気付かないうち

に多くの攻撃を受けていてもおかしく

はない。あるサイバーセキュリティ企業

の最近の推計では、検知されない攻撃

は71%にも上る。（*25）

インシデントの検知という
点では、中小企業よりも大
企業の方が進んでいるこ
とは明らかである。

PwCが実施したグローバル調査で

は、大企業（年間収益10億米ドル以上）

のインシデント検知数は前年から44%

増加していた。大企業であるほどイン

シデント検知数が多いのは当然のこと 

である。

多くの場合、脅威主体の標的となる

のは、豊富な情報を持っている大企業

セキュリティの調査があまり積極的に

行われていないため、インシデントが発

生しても検知できず、格好の餌食となっ

ている可能性がある。

小企業は攻撃の対象にならないと思

い込みがちだが、これは危険な誤解で

ある。あざとい攻撃者はむしろ、中小企

業を足がかりとし、エコシステムを通じ

てつながっている大企業を狙う。大企

業はパートナーやサプライヤー、サプラ

イチェーンのセキュリティをほとんど監

視していないことが多いため、危険はさ

らに増加する。

だからである。貿易戦略や、製品設計に

関する知的財産、大量の消費者データ

を悪用、販売、利用すれば、経済的利益

や軍事的優位性が得られる。また、一般

的に、大企業は成熟したセキュリティプ

ロセスおよびテクノロジーを持ち、イン

シデントの検知に役立てている。

大企業が効果的なセキュリティ対策

の実装を進める中、脅威主体は次の狙

いを中堅企業に定めている。中堅企業

の多くは、大企業のように成熟したセ 

キュリティ対策を持っていない。このよ

うな状況変化が、中堅企業（収益1億米

ドル～10億米ドル）においてインシデ

ント検知数が64%増加した一因となっ

ていると見ている。

一方、小企業（収益1億米ドル未満）

では、セキュリティ侵害の検知数は増加

せず、逆に5%の減少が見られた。理由

は明らかではないが、小企業では情報

インシデントと 
財務的影響の増大は続く

図3：
インシデント検知数は大企業ほど多い
企業規模（収益）別のセキュリティインシデント検知数

13,138
2014

小企業
収益1億米ドル未満

中堅企業
収益1億米ドル～10億米ドル

大企業
収益10億米ドル以上

9,155
2013年

4,227
2014年

2,581
2013年

1,091
2014年

1,151
2013年
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図4：
企業規模（収益）別の情報セキュリティ予算
2013年～2014年

2014年

1080万
米ドル

2013年

1030万
米ドル

2014年

300万
米ドル

2013年

280万米ドル
2014年

73万米ドル
2013年

92万米ドル

世界各地のセキュリティインシデントを

見ると、欧州でのサイバー犯罪の増加

（2013年から41%増）が目立つ。

中小企業がセキュリティ態勢を強

化する策としては、マネージドセキュリ 

ティサービスの利用が挙げられる。サー

ビスを通じて先進のテクノロジーやプ

ロセスを活用し、コスト効率よくセキュ

リティインシデントを検知できる。

欧州大陸ではセキュリティ支出が

12%と順調な伸びを見せていることか

外部委託先の精査を行っていない

企業が多いため、規制当局からパート 

ナーやサプライチェーンのセキュリティ

機能の評価が求められることが増えて

いる。この動きに追い付こうと、小企業は

規模の経済を活用するためにサイバー

セキュリティプログラムのアウトソーシン

グを検討する可能性がある。

大企業には先進のサイバーセキュリ

ティフュージョンセンターを構築する専

門知識とリソースがあり、脅威情報や対

応方法を共有できるが、小企業が同様

の対策をとることは困難である。しかし、

マネージドセキュリティサービスを利用

すれば、同じ利点を得ることができる。

また、サイバー保険に加入してリスクに

備えるという選択肢もある。

ら、欧州がインシデント検知において先

行するのは自然な流れである。

北米では、本年のインシデント検知

数が11%増加した。アジア太平洋では

インシデント検知力にあまり向上が見

られず、5%増にとどまった。

セキュリティ侵害検知数が減ったの

は南米だけである。インシデント数が

9%減少した。特筆すべきは、南米では

セキュリティ支出が24%低下したことで

ある。この下落率は世界最大である。

小企業
収益1億米ドル未満

中堅企業
収益1億米ドル～10億米ドル

大企業
収益10億米ドル以上
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図5：
インシデントのコストは大企業ほど高い
セキュリティインシデントによる平均的な財務損失額
2013年～2014年

財務損失の急拡大

セキュリティインシデント
の発生頻度が高まるととも
に、セキュリティ侵害の管
理コストおよびリスクの低
減コストも上昇している。

世界的に見ると、サイバーセキュリ

ティインシデントによる財 務 損 失 の

年間平均額は2013年から34%増加

し、2700万米ドルと推定されている。

昨年はセキュリティ侵害が相次いだ

ことから、多額の損失を被るケースが増

えるのは当然である。2000万米ドル以

上の財務損失を被った企業は2013年

と比べ92%増加した。

この財務損失の理由の一つは、もち

ろんセキュリティインシデント数の増

加である。T-Mobile USの情報セキュリ 

ティ責任者であるWilliam Boni氏はさ

らに、今日の巧妙な攻撃手口がITの対

応範囲を超えていることも理由に挙げ

ている。

「財務損失には、ファイアウォー
ル内部での運用中断のみにと
どまらず、外部顧客への影響調
査も含まれるようになっている」
と、Boni氏は述べている。

インシデント総数と同様、サイバー犯

罪の世界的コストは計り知れない。

報告に上ってこない攻撃も多いうえ、

知的財産など特定の種類の情報は価値

の算定が困難だからである。戦略国際問

題研究所が最近行った調査では、財務

的影響の見積もりの困難さを指摘したう

えで、サイバー犯罪による世界経済の年

間損失を3750億米ドルから5750億米

ドルと推計している。（*26）

これは膨大な金額のように思えるが、

営業秘密や知的財産の窃取が発生した

場合に推計される損失には遠く及ばな

い。この種の情報が失われた場合の影

響の評価には、財務指標または非財務

指標を使用する。

2014年

590万米ドル
2013年

390万米ドル
の資金を投入

2014年

130万米ドル
2013年

100万米ドル2014年

41万米ドル
2013年

65万米ドル

小企業
収益1億米ドル未満

中堅企業
収益1億米ドル～10億米ドル

大企業
収益10億米ドル以上
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世界銀行による2013年の推定年間

世界GDP74兆9000億米ドルをもとに

推計すると、営業秘密の窃取による被

害額は年間で7490億米ドルから2兆

2000億米ドルに上る。（*28）

これらを考え合わせ 
ると、財務損失は従来
の推計を大幅に超え
る可能性がある。

Center for Responsible Enterprise 

And Trade（CREATe.org）とPwCの推

計では、営業秘密の窃取は国内総生産

（GDP）年間額の1%～3%に相当する。
（*27） サイバーセキュリティ侵害の発生

確率を考慮に入れると、潜在的損失額

はこれよりもはるかに大きくなる。

財務的影響には、減収、業務システム

の停止、規制違反による罰金、顧客離れ

などがある。

また、非財務的影響として、評判の低

下、製品の著作権侵害、研究・開発情報

の漏洩、イノベーションへの影響、製品

の設計やプロトタイプの窃取、業務およ

び製造プロセスの窃取、合併・吸収計

画や企業戦略などの機密情報の漏洩な

どが挙げられる。

世界経済フォーラムの2014年のグローバルリスク報

告書では、発生確率が高い5大リスクの一つとして

サイバー攻撃が挙げられている。（*29）� セキュリティ侵

害が発生する可能性は、多くの上級幹部が脅威とし

て認識している。
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PwCの2014年世界経済犯罪調査

の回答者のほぼ半数（48%）が、

昨年の自社のサイバー犯罪リスクの

認識が2011年から39%向上した

と回答している。（*30）つまり、幹部は

サイバー脅威が企業にとって深刻な

リスクマネジメント問題となったこと

をはっきりと認識しているのである。�

�

�

�

�

�

�

�

�

大企業は機密性の高い資産を特定

し、高価値データに予算を割り当てるな

どしてセキュリティに戦略的に取り組ん

でおり、パートナー向けのセキュリティ

基準を設定して外部委託先のリスクも

把握している。

また、セキュリティ情報を積極的に監

視し分析するためのプロセスやテクノ

ロジーも整っている傾向があり、異常が

見つかった場合はすぐにインシデント

対応プロセスを開始できる。

さらに、従業員の認識向上およびト 

レーニングプログラムを通じてセキュリ

ティ文化を育てることにも熱心で、上級

幹部がサイバーセキュリティの重要性

を全社に周知している。

リスクはあらゆるところに存在してい

るが、PwCが実施したセキュリティ調

査では、セキュリティインシデントに起

因する財務損失額は企業規模によって

大きく異なることがわかっている。この

差の原因を突き止めるため、企業がセ 

キュリティインシデントの財務的影響を

どのように評価しているのかを調べた。

一般的に、大企業の方が情報セキュリ

ティに高いコストをかけ、プログラムも

成熟している。

その結果、財務損失を正確に算出す

るためのプロセスや知識を備えている

蓋然性も高くなる。同様に、顧客の喪

失、法的防御費用、調整、フォレンジッ

ク、評判の低下などに伴うコストを含め

て、あらゆる影響を考慮していると考え

られる。

小企業ではインシデントのコストが前年

から37%減少する一方、大企業では被

害額が53%増加した。中堅企業はそ

の中間で、インシデントのコストが前年か

ら25%増加した。37%

25%

53%



サイバー犯罪をおか
すのは国家、ハッカー、
犯罪組織であるとい
う思い込み

�

�

�

�
�

インシデントの発生源として�

「従業員」を選択した回答の割合は�

2013年から急増した。�

サイバー犯罪の発生源として侮れな

いのは内部者（特に現従業員、元従業

員）である。インシデントの発生源を問

う質問では最多回答となった。ただし、

全ての従業員が悪意ある行為に及ぶわ

けではない。多くの場合は、モバイルデ

バイスの紛失やフィッシング詐欺など

を通じて、データをうっかり危険にさら

してしまうのである。

内部者によるインシデント
の増加は、重要な意味を
持つ可能性がある。

2014年の米国サイバー犯罪調査で

は、内部者による犯罪の方が外部者に

よる犯罪よりも高コストで被害が大きい

という回答がほぼ3分の1（32%）を占

めた。（*31） しかし、内部者による脅威に

対応するプログラムを用意している企

業は少なく、内部の脅威の防止、検知、

対応のための準備はできていない。

インシデントの発生源として 
最も多く挙げられているのは 

「従業員」

03

これは、PwCのJoyceが当初か
ら指摘しているリスクである。 

「 チェルシ ー・マ ニング やス 
ノーデンの事件、また諜報機関
で先進の内部者プログラムの
マネジメントに携わった経験か
ら言えることは、ビジネスエコ
システム内部の脅威が見落と
されている恐れがあるというこ
とである。その結果、深刻な影
響が及びかねない」とJoyceは
述べている。

また、内部者によるサイバー犯罪に内

部で対応することが多いという事実の中

にも、脅威が潜んでいる。米サイバー犯

罪調査では、回答者の75%が内部者によ

るセキュリティ侵害に対して法的措置を

取ったり訴訟を起こしたりすることはない

と答えた。（*32） 将来、それらの個人を雇

用する企業は潜在的な脅威を評価する

手段を持たないため、このような対応は

他の企業を危険にさらすことになる。

10%
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インシデントの発生源として 
最も多く挙げられているのは 

「従業員」

図6：
内部者と外部者
セキュリティインシデントの発生源 2013年～2014年

内部者 外部者

現従業員

元従業員

現サービスプロバイダー／コンサルタント／契約業者

元サービスプロバイダー／コンサルタント／契約業者

サプライヤー／ビジネスパートナー

顧客

テロリスト

組織犯罪

活動家／活動組織／政治的ハッカー

情報ブローカー

競合企業

外国の組織

外国国家

国内諜報機関

ハッカー

不明

31% 35%

27% 30%

16% 18%

13% 15%

12% 13%

10% 11%

8% 10%

12% 15%

10% 16%

10% 16%

14% 24%

6% 9%

6%

32% 24%

24% 18%

4% 7%
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小売業と消費財業界では、現サービス

プロバイダーおよび契約業者（23%）と

元パートナー（45%）によるセキュリ

ティインシデントが大きく増加している。�

�

�

�

�

�

�

�

�

これらのセキュリティ侵害を受け、米

国のペイメントカード業界は既存の磁

気ストライプ技術からEMVへの移行を

勧めた。EMVはセキュリティ侵害に対す

る防御を強化した、より安全なマイクロ

プロセッサベースの規格である。

内部者による脅威の増加
の原因は従業員だけでは
ない。

2014年、現職および退職したサービ

スプロバイダー、コンサルタント、契約

業者によって引き起こされたインシデン

トの割合はそれぞれ18%と15%に増加

している。

この脅威の存在は、昨年の米小売業

者が相次いで受けた攻撃から知られる

ようになった。この中には、外部仕入先

や契約業者を利用して小売業者のネッ

トワークとPoSシステムに侵入した事例

もある。

Verizonは毎年発表しているデータ

侵害調査報告書でセキュリティ侵害が

発生した小売業者を467社とし、2013

年を「小売業が攻撃の的となった年」と

特徴付けている。小売業界のインシデ

ントの95%では、第一の標的はペイメン

トカード情報であった。（*33）

セキュリティ侵害の数は2014年もさ

らに増加すると予想される。本書の作

成中にも、米小売業者が盗難に遭い、

ペイメントカード情報が5600万件失わ

れたというニュースが飛び込んできた。
（*34）

大がかりな 
犯罪の増加

国家、犯罪組織、競合企業
によるセキュリティ侵害の
ように、世間を騒がせるイ
ンシデントの発生頻度は
高くない。

とはいえ、PwCの調査では、この種

の攻撃の増加率は高く、油断は禁物で 

ある。

法律事務所Hunton & Williams
のパートナーであり、サイバー
セキュリティやプライバシーの
問題を専門とするLisa J. Sotto
弁護士は、多くの企業の間で懸
念が高まっていると述べている。

「知的財産、設計図、合併・吸
収データ、研究・開発を狙う国
家攻撃者の数は大幅に増加し
ている。組織的犯罪集団による
攻撃件数も観測史上最多であ
り、このような組織やインフラス
トラクチャーはかつてないほど
高水準になっている」
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国家がよく標的にするのは、重要インフラストラクチャー企業とそのサプラ

イヤーである。政治的・経済的利益のため、知的財産や営業秘密が狙わ

れる。国家のインシデントが石油・ガス（11%）、航空・防衛（9%）、テク

ノロジー（9%）、通信（8%）などの分野で多いのも当然のことである。�

この状 況は、調 査 結 果の数 字にも

表れている。本年、国家によるセキュリ 

ティ侵害を受けたと述べた回答者は

86%増加した。国家がひそかに攻撃を

実行できるとすると、セキュリティ侵害

の発生数は実際にはもっと多いと考え

られる。

国家によるインシデントが急増した

理由の一つに、東欧や中東での地政学

的問題が挙げられる。分散型サービス

拒否（DDoS）攻撃や、諜報のための先

進のスパイウェアの利用も同時に増加

した。

国家犯罪との戦いでは、サイバーセ

キュリティ脅威情報の迅速な共有が困

難な国が多い点が課題となっている。

国内の本社とサイバー攻撃情報を効果

的に共有できるのは、米国やカナダ、英

国、オーストラリア、ニュージーランドと

いった限られた国だけである。

 セキュリティ情報の共有機能の向上

は、国家にも企業にも大きな経済的優

大がかりな 
犯罪の増加

国家、犯罪組織、競合企業
によるセキュリティ侵害の
ように、世間を騒がせるイ
ンシデントの発生頻度は
高くない。

とはいえ、PwCの調査では、この種

の攻撃の増加率は高く、油断は禁物で 

ある。

法律事務所Hunton & Williams
のパートナーであり、サイバー
セキュリティやプライバシーの
問題を専門とするLisa J. Sotto
弁護士は、多くの企業の間で懸
念が高まっていると述べている。

「知的財産、設計図、合併・吸
収データ、研究・開発を狙う国
家攻撃者の数は大幅に増加し
ている。組織的犯罪集団による
攻撃件数も観測史上最多であ
り、このような組織やインフラス
トラクチャーはかつてないほど
高水準になっている」

位性をもたらすだろう。さらに、効果的

な情報共有と、Googleなどの民間企業

によるセキュリティ研究を同時に進め

れば、攻撃者はテクノロジーや攻撃の

ための資金を増やさざるを得ず、いず

れはサイバー犯罪では利益を得られな

くなる可能性がある。

競合企業によって引き起こされるセキュ

リティインシデントにも64%の増加が見

られた。インシデントによっては、裏で糸

を引いている国家の存在を否定できな

い。この問題が最も顕著なのは、アジア

太平洋、特に中国である。中国の回答

者のほぼ半数（47%）が、セキュリティ

インシデントの発生源として競合企業を

挙げた。この割合は世界最多である。

デジタル形式での情報格納が普及す

るにつれ、社内で開発するよりも、他社

の知的財産や営業秘密を盗んだ方が

簡単で手っ取り早く、しかも低コストで

あるという認識が広まった可能性があ

る。競合企業による攻撃では、多くの場

合、高度なハイテク手法と、標的とする

企業の従業員の採用、賄賂、恐喝、職の

斡旋などの方法が組み合わせて使用さ

れる。国家および競合企業によるサイ

バー犯罪の増加とともに、知的財産など

の機密情報の窃取も増えている。

本年は、知的財産の窃取が2013年

から19%増加した。回答者のほぼ4分の

1（24%）が、プロセスや制度的知識に

関する情報を含む「ソフト」面の知的財

産の窃取があったと述べている。戦略

的な事業計画、取引関連文書、財務に

関する機密文書などの「ハード」面の知

的財産の窃取があったという回答はそ

れより少なく、15%であった。

石油・ガス

テクノロジー

航空・防衛

通信
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犯罪組織によるセキュリティ
侵害も増加傾向にある。

一般的に、犯罪組織は経済的利益を

得るために攻撃を仕掛ける。サイバー

攻撃が成功して数百万件のペイメント

カード情報が手に入れば、手っ取り早く

稼ぐことができるからである。

クレジットカードやデビットカードの

データに加え、患者の医療データや個

人情報が狙われるケースも増えてい

る。地下組織の情報転売業者にとって

は、このような情報が高い価値を持って

いるからである。

米国だけでも、個人情報の窃取（ペイ

メントカード、銀行口座、個人情報の悪

用を含む）による2012年の経済的損失

は247億米ドルに上る。（司法統計局調

べ）（*35） 犯罪組織によって数十万件の

ユーザー認証情報が窃取された最近の

事件からも、この種の攻撃の範囲の広

がりが伺い知れる。

サイバーセキュリティを専門と
するWoods弁護士によると、
司法当局はこの動きを受け、
世界的な協力体制を敷いて犯
罪組織に対抗し始めている。 

「犯 罪 組 織によるインシデン
トを特定するため、司法当局
はもっと協調すべきだという
国際認識が高まっている。イン 
ターポール（国際刑事警察機
構）のような組織を通じて、今
後はこの動きが加速すると思
う」と、Woods弁護士は述べて
いる。

知的財産の窃取が最も多いのは、航

空・防衛業界である。この業界では、国

家の安全にかかわる機密情報が営業

秘密に含まれていることがある。

本年の調査では、航空・防衛業界から、�

「ハード」面の知的財産の窃取が97%

増加し、「ソフト」面での知的財産の侵害

が66%増加したとの回答が得られた。�

この増加率は他の業界を大きく上回っ

ている。　　　　　　　　　　　　�

�

�

�

�

今回の調査では、インシデントの発生源として犯罪組

織を挙げた回答者は15%と、昨年の12%から増加し

た。地域別に見ると、犯罪組織による窃取が特に多い

のは、マレーシア（35%）、インド（22%）、ブラジル

（18%）である。



18相互につながった世界におけるサイバーリスクマネジメント

世界全体では、回答者の59%が、自社

の幹部が政府の諜報活動に懸念を抱

いていると答えている。特に懸念が強い

のは、中国（93%）、インド（83%）、

ブラジル（77%）である。

一部の通信およびハイテク企業に 

とっては、この懸念が大きな意味を持

つ可能性がある。これまで、通信および

企業ネットワーク装置の市場では、特に

米国、そして欧州の企業が支配的な地

位を占めてきた。しかし、米国政府が国

内のテクノロジーおよび通信企業から

機密情報を収集していることが露見し

てからは、市場を侵食しているアジア企

業が有利な立場にある。

 

国内の諜報機関： 
新たな悩みの種

エドワード・J・スノーデン
が政府の諜報活動を暴露
した結果、国内の諜報機関
という新たな脅威が浮上
した。

スノーデン事件以来、国家や企業、社

会全体が国内の諜報活動に対して疑い

を強め、データのプライバシーとセキュ

リティの潜在的影響を懸念するように

なっている。

スノーデン事件は世界に衝撃を与

え、企業幹部の間でも認識と懸念が大

いに高まった。問題視されているのは、

政府の諜報活動だけではない。政府に

データを提供した可能性のある通信お

よびテクノロジー企業にも疑問の声が

上がっている。

その結果、いくつかの国では、特定 

メーカーの装置の調達を見直す企業

も出てきた。事実、特定の国の製品や 

サービスの購入を再検討していると答

えた回答者は42%、一部の国からの製

品やサービスの購入を控えたと答えた

回答者は29%であった。

ビッグデータ分析は個人に危険をも

たらすものである――。スノーデン事件

はそのような印象を消費者に与えた。ス

ノーデンの暴露とビッグデータの広が

りによって、個人のプライバシーの問題

が国民的論議として取り上げられるよう

になったのである。ホワイトハウスは本

年、ビッグデータが消費者情報のプライ

バシーに及ぼす影響について二つの文

書を発表した。これらの政府調査では、

情報を保護し、競争優位性を獲得する

ために、ビッグデータのセキュリティと

消費者のプライバシーに関する戦略が

重要である点が強調されている。（*36）

企業幹部にとって最大の問題：�

個人データのプライバシー、潜在的な法的�

リスク、知的財産の損失



企 業 に お け る サ イ 
バー犯罪への懸念は
明らかに高まっている

PwCの2014年世界経済
犯罪調査では、世界の回答
者のほぼ半数（48%）がサ
イバー犯罪リスクの認識が
向上したと答えた。2011
年の39%から増加してい
る。（*37）

また、PwCが2014年にCEOを対象と

して実施した調査では、世界のCEOの

48%がデータセキュリティの不備など

のサイバー脅威に懸念を抱いているこ

とがわかった。（*38) 

このような懸念の高まりにもかかわ

らず、世界の情報セキュリティ予算は

2013年から4%減少した。IT予算にお

けるセキュリティ支出の割合は過去5年

間、4%以下で伸び悩んでいるのが実情

である。

「情報セキュリティはITの問題では

なく、リスクの問題である。適切なリソー

スを確保できるように情報セキュリティ

を独立した部門として扱い、ガバナンス

構造も予算も別に設けるべきである。IT

責任者の下にCISOを置く組織体制は

時代遅れである」と、Sotto弁護士は述

べている。

インシデント数の増加と 
セキュリティ支出の減少

04

どのような組織体制でセキュリティ

に取り組むにせよ、脅威の頻度とコス

トが上昇しているにもかかわらず、セ 

キュリティイニシアチブへの投資を強

化していないのはおかしなことである。ま

た、2014年のセキュリティ支出は7.9%

増加するというガートナーの予測を踏ま

えても、この結果は不可解である。（*39）

この支出の低迷には、おそらく昨年

の調査の投資水準が影響していると思

われる。2013年の支出は2012年に比 

べ大幅に拡大している（IT投資は40%、 

セキュリティ支出は51%の増加）。その

ため、昨年と同じペースで投資を続け

るのは無理があった可能性が考えら 

れる。
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企業規模別にセキュリティ
投資を見ても、投資に消極
的であることがわかる。

本年の調査では、収益1億米ドル未

満の小企業がセキュリティ投資を2013

年より20%削減する一方で、中堅企業

および大企業のセキュリティ支出は5%

増加した。

T-MobileのBoni氏はこの支出の大

きさを指摘し、次のように語っている。 

「近年の景気回復でも、企業は支出を

引き上げるのを控えていた。他の領域

を引き締めてコストを厳しく管理しよう

とする中、5%の増加は注目すべき大き

さである」

この現象は、目標を定めたセ 
キュリティ対策により、企業が
戦略的に支出を最適化できる
ようになったと考えれば納得で
きる。リオ・デ・ジャネイロを拠
点とする世界的な金属鉱業会
社Valeの最高情報セキュリティ
責任者、Fernando Camarotti
氏は、次のように述べている。 

「情報セキュリティのための支
出の考え方は大きく変わろうとし
ている。これまでは、多額の費用
がかかるプロジェクトにあらゆる
データが集約されていたが、こ
れはもはや効果的なやり方とは
見られていない。当社では、企業
全体を対象とする従来の情報セ
キュリティマネジメントに加え、
保護を必要とする機密情報がど
こにあるのかを把握した。こうす
ることで、より効果的で賢明なセ
キュリティ投資を行うことがで 
きる」

インシデント数の増加と 
セキュリティ支出の減少

図7：
3年間のトレンドに逆行し、 
全体の平均セキュリティ予算は 
わずかに減少
情報セキュリティの平均予算は昨年から
4%減の410万米ドルに減少した。セキュ
リティ支出はIT予算全体のわずか3.8%に
とどまっている。
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情報セキュリティがIT予算に占める割合

2014年の情報セキュリティ予算

小企業での支出の減少を見ると、サ

イバーセキュリティへの取り組みを放

棄したかのようにも思える。もちろん、そ

うではないことを願うばかりである。前

に述べたように、小企業は「わが社のよ

うな地味な会社はハッカーや犯罪組織

の標的にならない」と思いこみがちであ

る。また、あふれかえるほどのセキュリ 

ティソリューションに囲まれ、情報が多

過ぎるためにかえって分析不可能にな

り、意思決定と行動ができないまま取り

残されるリスクも浮上している。

サイバーセキュリティを専門とする

Sotto弁護士は、企業の対応疲れも指摘

する。「サイバーセキュリティ対策は手

間のかかる仕事である。情報セキュリティ

部門を指揮する適切なスキルや資格を

持った人材がいない小企業では、特に苦

労するだろう」 
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T-MobileのBoni氏は次のように説明している。　　　　　　　　 
「一般的に、CIOまたはCFOは、問題が発生した場合の損失を証明す
る書類があってはじめて予算を割り当てるものである。そのような書
類がない場合、新しいテクノロジーや未知の脅威が業務にもたらす
影響を定量化するのは非常に困難である。企業は情報セキュリティ
に費やすあらゆるコストを慎重に判断しなければならない」

さらに、経験豊富なセキュリティ専門

家は慢性的に不足しているため、スキ

ルのある人材の多くはふんだんに予算

を持つ大企業に取られてしまう。

一方、大企業でのセキュリティ支出の

伸び悩みは、世界経済が回復するにつ

れ、ITやセキュリティへの投資を減らし

て現金を確保する企業が増加している

ためと考えることができる。ただし、他の

領域、特に研究・開発のための支出は惜

しんでいないことは明らかである。

研究・開発に力を入れている世界各

地の企業1,000社の2013年の年間

支出は前年から6%増え、過去最高の

6380億米ドルに上った。（*40）

セキュリティにどれくらい支出すべき

なのか、セキュリティ支出の投資利益率

（ROI）はどのように算出すべきなのか

という問題は、多くの企業を悩ませてい

る。その背景には、最新のセキュリティ

リスクに関して信頼できるデータがな

く、セキュリティ支出戦略の参考情報が

乏しい現状がある。

また、取締役会がセキュリティ予算の

決定に関与していると答えた回答者が

40%のみであることから、多くの企業で

セキュリティ予算の確保に苦労してい

ることが伺える。多くの上級幹部や取締

役会からは、セキュリティ技術の仕組み

や関連する技術的リスクがわかりにくい

という声が上がっている。

次 に、業 界 別 に セ キュリ 
ティ投資を見てみると、ほ
とんどの業界で支出が減少
していることがわかる。ただ
し、いくつかの例外がある。

例えば、航空メーカーでは収益・支出

が増加する中、新興国では防衛業界の

支出が減少している。この減少は、米国

がアフガニスタンおよびイラクから撤退

し、その後の防衛予算が削減されてか

ら顕著である。小売・消費財業界では、

セキュリティ侵害が広く報道されている

にもかかわらず、支出が減少している。

おそらく、インシデントが相次いで発生

する前に、2014年のセキュリティ予算

が組まれていたのではないかと思わ 

れる。

�

�

�

�

�

�

航空・防衛（-25%）、テクノロジー

（-21%）、自動車（-16%）、小売・消

費財(-15%)業界では、情報セキュリティ

予算が大幅に削減されている。その一部は

業界全体の景気悪化によるものである。
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3分の1以上（34%）が装置のセキュリ

ティ機能とリスクについて機器メーカーに

問い合わせ、58%がデバイスまたはテク

ノロジーのリスク評価を実施した。ネット�

ワーク接続型デバイスのセキュリティ対策

を実装したという回答は53%にとどまった。���������

セキュリティ支出が大幅に増加して

いる業界は、医療産業（66%）、石油・ガス

（15%）、公益事業（9%）などである。特

に医療産業での支出増が際立っている

が、現在のリスクとトレンドを考えれば当

然のことである。本年の調査では、医療

業界でのインシデント検知数が60%増加

し、財務損失は2013年の282%に跳ね

上がった。

インシデント数と財務損失が雪だるま

式に膨らんだ理由としては、脅威主体が

医療産業の持つ患者の医療データに狙

いを定めていることが考えられる。医療

レコードには多くの場合、財務、医療、家

族、個人といった、個人の特定が可能な

あらゆる情報が詰まっている。

総合的な医療保険情報を含む個人情

報には、闇市場で数百米ドルから1,000

米ドルの価値がある。医療保険情報だけ

でも20米ドルにはなるだろう。ペイメント 

カードを盗んでも1米ドルにしかならな

いのとは対照的である。（*41）

盗難データを扱う闇市場
は規模を広げ、ますます複
雑化している。

ランド研究所の調査によると、データ

を販売するWebサイトの数は不明であ

るが、闇取引に参加する犯罪者は増え

ている。（*42） 今日の闇市場では、Webサ

イト、フォーラム、チャットチャネルで簡

単に商品の売買ができ、その数も増え

る一方である。

医療産業では、医療用監視機器の接

続とIoTの進展に伴うデータの急増に

備えて、セキュリティ投資を強化してい

る可能性がある。事実、医療産業におい

ては、IoTは未来の話でも理論上のリス

クでもない。

医療産業の回答者のほぼ半数（47%）

が、ウェアラブル（装着型）の医療用監視

機器などの消費者向けテクノロジーや、

自動調剤システムのような運用テクノ

ロジーを自社のITエコシステムに組み

込んでいると答えている。

しかし、ネットワーク接続型デバイス

のセキュリティ確保は遅れている。
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図8：
今後12カ月で優先される支出
防止、保護、検知、対応
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行動プロファイリングと
モニタリング
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特権ユーザー�
アクセス

22%
スマートフォンの�
暗号化

20%
不正アクセス�
検知ツール

21%
データ損失防止
（DLP）ツール

19%
パッチ管理�
ツール

18%
悪意あるコードの
検出ツール
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検知 対応
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脅威の評価
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プログラムの�
検出ツール
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対応プロセス
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脅威やセキュリティ
要件とともに、セキュ
リティ対策も常に進
化が必要

そのためには、セキュリティ
リスクの防止、保護、検知、
対応のための適切なプロ
セスとテクノロジーへの投
資が欠かせない。全体的
に見て、この投資は多くの
企業で不足している。

膨大な量のデータが生成され、ビジ

ネスパートナーやサプライヤーと共有

されている今日のビジネスエコシステ

ムがお互いにつながっていることを考

えると、ポリシーが整備されていないこ

とと、外部委託先の精査が実施されて

いないことが特に懸念される。気掛かり

なのは、昨年、内部者によるインシデン

トが増加したにもかかわらず、いくつか

の重要領域でのセキュリティに対する

関心が低下した点である。

Sotto弁護士は次のように述べてい

る。「外部委託先には大きなサイバーリ

スクがある。強固に防御された城を堀

で囲んでも、ベンダーとつながっている

橋が陥落すれば、防御は無意味なもの

になる」。Sotto弁護士は、外部委託先の

精査では三つの重要な対策に焦点を

合わせるべきだと考えている。

基本となるセキュリティ対策への 
関心の低下

05

（1）ベンダーを適切に保護し、情報

保護能力を持たせること、（2）契約上の

保護をしっかりと定めること、（3）データ

保護を継続的に監視することである。

これらの基準に基づいて考えると、

多くの企業が後手に回っていることに

なる。例えば、外部委託先のリスク評価

を実施しているという回答は2013年

の53%から50%に低下した。また、従業

員や顧客の個人データを扱う全ての外

部委託先の一覧表を作成しているとい

う回答も50%にとどまっている。外部委

託先にプライバシーポリシーの遵守を

義務付けているとした回答も、2013年

の58%から半数をわずかに上回る程度

（54%)まで後退した。
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基本となるセキュリティ対策への 
関心の低下
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本年、セキュリティ認識向上およびト�

レーニングプログラムを導入していると

いう回答は51%であった（昨年の60%

から減少）。また、外部委託先にプライバ

シーポリシーの遵守を義務付けていると

いう回答は57%の微増にとどまった。

従業員のトレーニングおよび認識向

上は、あらゆるプログラムに不可欠であ

る。多くの場合、セキュリティチェーン

の最大の弱点は人的なものだからであ

る。この弱点の補強は、企業が従業員を

どのように関与させ、コミュニケーショ

ンプログラムを通じて認識を向上させ

るかにかかっている。

CEOの84%は自社の戦略上の優先

事項において目標を達成できると考え

ているが、従業員が戦略を理解し、十分

な情報に基づく意思決定ができるとし

た回答は41%のみである。（*43）

従業員トレーニングの重要性を認識

し、行動に移している傾向は、大企業で

顕著に見られる。大企業では58%、小企

業では47%であった。 

セキュリティトレーニングが最も普及

している地域は北米とアジア太平洋、

業界は医療、工業製品、金融サービスで

ある。

効果的なセキュリティ認識向上のた

めには、トップダウン式の取り組みとコ

ミュニケーションが必要であるが、あま

り浸透していない。情報セキュリティ問

題についての話し合い、調整、コミュニ

ケーションを組織横断型チームが定期

的に行っているとした回答は49%と、半

数にも満たないことが判明した。また、

最高責任者や取締役会の直接関与も

欠かせない。

ヒューストンを拠点とする電力・天然ガス会社CenterPoint Energyで
最高情報責任者を務めるGary Hayes氏は、効果的なセキュリティ認
識向上のためには、十分な資金が必要あるとともに、成熟への取り組
みも不可欠であると述べている。「投資を加速させるだけでは不十分
である。必要なのは組織や人材、テクノロジーを成熟させることだが、
制約が多く、資金確保より難しいこともある」
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経営陣はサイバーリスクに主体的に

取り組み、取締役会がサイバーリスクに

対する防御と対応を理解できるように

取り計らわなければならない。

昨年、インシデントが相次いだ結果、

取締役会のセキュリティへの関与が盛

んに論じられた。しかし、企業がセキュ

リティを取締役会レベルで議論すべき

ことと認識するには至っていないことは

明らかである。

これは調査結果にも表れている。取

締役会が全体のセキュリティ戦略に積

極的に参加していると答えた回答は

42%、また取締役会がセキュリティポリ

シーに関与しているとの回答は36%で

あった。取締役会がセキュリティおよび

プライバシーに関する脅威のレビュー

に参加することは効果的な情報セキュ

リティを実現するために不可欠だが、

そのようにしていると答えた回答者は

25%にすぎない。

しかし、変化の兆しも見えている。 

CenterPoint EnergyのHayes氏は、大

図10：
取締役会が重要な情報セキュリティ活動に
参加している企業は少ない
昨年はセキュリティ侵害が話題になったにもかかわらず、多くの企業で取締役会は
セキュリティ戦略、予算、リスクのレビューなどの重要活動に関与していない。

手エネルギー企業22社のCIOが参加

する定期会議に参加しており、ほぼ全

ての企業でセキュリティ関連の報告書

が取締役会に提出されていると述べて

いる。

Hayes氏自身もそうである。「取締役

会には年に2回、監査委員会には四半

期に一度報告を行っている。取締役会

からは必ずといっていいほど、現状と対

策について情報提供を求められる。サ

イバーリスクはいまや、企業リスクマネ

ジメントにおける三大重要問題の一つ

だからである」

セキュリティ予算 40%
セキュリティ組織の役割および
責任のレビュー 20%

セキュリティポリシー 36%

30%
セキュリティテクノロジー

全体のセキュリティ戦略 42%

25%
セキュリティおよびプライバシーに関する現在のリスクのレビュー



衰退するセキュリティ
対策がある中で、重
要な領域において進
展も見られる

サイバーリスク、テクノロ
ジー、脆弱性が驚異的な
速さで進化する中では、強
力なサイバーセキュリティ
プログラムを構築するた
めに官民が協力してサイ
バー脅威および対応に関
する情報を共有することが
不可欠である。

企業は外部との協力を進め、セキュ

リティおよび脅威情報を拡充してい

る。CenterPointのHayes氏は、複数の

情報共有分析センター（ISAC）や業界

団体、政府機関と積極的に協力するこ

とが非常に有益であることがわかった

と述べている。

「話し合いに参加しないと、状況を

把握できない。今日の脅威環境におい

ては、協力しない理由などない」

セキュリティ 
イニシアチブの進展

06

企業は他社と協力するこ
との価値に気づき始めて 
いる。

本年の調査では、回答者の55%がセ

キュリティ向上のために他社と協力し

ていると答えた。2013年から12%増

加している。この協力体制は、大企業

の66%、小企業の49%に見られ、企業

規模が大きいほど顕著である。また、こ

こ数年でITインフラストラクチャーが

急成長している地域でも、協力の輪が

広がっている。例えば、南米およびアジ

ア太平洋では、他社と協力してセキュリ 

ティ情報を強化しているという回答が

多い傾向がある。
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スマートフォンやタブレットが普及す

る中、モバイル脅威に抵抗するための

セキュリティ対策の実装は遅れていた。

しかし、本年の調査では大きな進展が

見られた。ごく基本的なレベルでは、回

答者の54%がモバイルセキュリティ戦

略を実行していると答えている。モバイ

ルのリスクを考えれば、これでも十分と

は言えないが、2013年と比べて42%の

向上を遂げたことになる。

同 様 に 、モ バ イ ル デ バ イス 管 理

（MDM）およびモバイルアプリケーショ

ン管理（MAM）ソリューションは、会社や

個人が所有するさまざまなデバイスの

セキュリティを確保するために不可欠

である。今回の調査では、回答者の47%

がMDM/MAMソリューションを導入し

ていると答えており、昨年より39%増加

している。それでも、改善の余地はまだ

大いにある。

モバイルセキュリティの向上は、全体

として成熟したセキュリティプログラム

を持つ大企業において顕著である。モ

バイルセキュリティ対策が最も大きく進

化したのは、金融サービス、通信、工業

製品を扱う企業である。

サイバー保険への加入は、
サイバー犯罪のリスクマネ
ジメントに有効な手段で 
ある。

前述のとおり、米国ではSEC OCIEの

指針で、金融サービス企業の効果的な

サイバーリスク戦略の一環として、サイ

バー保険の加入が推奨されている。脅

威が高まった今日の環境とサイバー犯

罪のコストの上昇を考慮すると、サイ 

バーリスクによる財務損失から保護す

ることは、保険を掛けられる他のリスク

と同様に重要である。

セキュリティ 
イニシアチブの進展

この考え方は、多くの企業に理解さ

れているようである。回答者の半数以上

（51%）がサイバーセキュリティ保険に

加入しており、昨年の45%を上回って

いる。さらに重要なことは、セキュリティ

プログラムを強化する方法として、サイ 

バー保険を活用する企業が登場した

点である。保険料を下げるために、セ

キュリティ態勢を強化するための対策

をとっていると答えた回答者は3分の1

（36%）に上る。サイバー保険の加入率

が高い業界は、航空・防衛、自動車、エ

ンターテインメント・メディア、金融サー

ビスであった。

地域別に見ると、南米が最も高く、回答者の

58%がサイバー保険に加入していると答えた。

米国は44%と、サイバー保険の加入に最も消

極的である。



米国では、NISTフレームワークの導入がすでに始まっている。

米国ではこのフレームワークを導入したという回答が29%を

占め、将来は導入するという回答も25%に上った。

世界中でインシデン
トが多発する中、サ
イバーリスクの完全
排除は不可能という
ことが鮮明に

ビジネスエコシステムが
お互いにつながっている
今日の世界では、防止とコ
ントロールに重点を置くセ
キュリティ対策から、企業
にとって最も重要な資産と
最も関連のある脅威に優
先順位を付けるリスクベー
スの取り組みへと軸足を
移す必要がある。

また、迅速な侵入検知と、すばやく効

果的な対応に注力することも欠かせな

い。そのためには、テクノロジー、プロセ

ス、人材のスキルを幅広いリスクマネジ

メント活動と緊密に結び付け、セキュリ 

ティ戦略を見直すべきである。T-Mobile

のBoni氏は、これは多くの企業にとって

今後の課題となると指摘している。

セキュリティから 
サイバーリスクマネジメントへの進化

07

「セキュリティの課題を理解して対応

するために必要な弁護士、ツール、幹部

がそろっている企業はほとんど存在しな

い。情報セキュリティは主に技術的な問

題であり、適切なソフトウェアを購入すれ

ば解決できるという見方がまだ大勢を占

めている。情報セキュリティに取り組むに

は、人材、プロセス、テクノロジーの全て

が必要である。セキュリティプログラムの

真の力は、この三つを全て整えることに

ある」
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米国では、NISTフレームワークの導入がすでに始まっている。

米国ではこのフレームワークを導入したという回答が29%を

占め、将来は導入するという回答も25%に上った。

セキュリティ向上を目標に掲げてい

るだけでも、導入する価値は十分にある

と思われる。「NISTフレームワークは、

官民の協力で汎用的なサイバーセキュ

リティフレームワークを実現できるとい

うよい例である」と、フレームワーク創

設を指示する大統領命令の策定に関 

わったPwCのJoyceは述べている。

また、セキュリティプログラムがあれば、情報セキュリティ支出の判断も
しやすくなる。Boni氏は次のように述べている。「セキュリティのROI（投
資利益率）には大きな不確実性がある。多くの場合、企業は自社の対応
が適切かどうかの判断がつかない。サイバーセキュリティの基準に相当
する、一般的な会計手順が存在しないのである。いずれNIST基準が一
般的に採用されるようになれば、情報セキュリティへの投資やプログラム
が適切かどうかを判断できるようになるだろう」

人材、プロセス、テクノロジーのバラ

ンスをとろうとするなら、NISTのサイ 

バーセキュリティフレームワークを検討

すべきである。このフレームワークは米

国の重要インフラストラクチャー企業を

対象としているが、リスクベースセキュ

リティの効果的なモデルとして世界の

あらゆる業界で通用する。

このフレームワークの導入により、エ

グゼクティブや業界組織のセキュリティ

態勢において協力とコミュニケーション

が強化されるほか、将来の法的リスクが

低減され、規制コンプライアンスの達成

が容易になるといった利点も得られる。
（*44）

29% 25%
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セキュリティ支出と戦略的資産の整合性をとることも重要である。ところが今回の調査で

は、セキュリティ支出を収益性の高い事業に配分していないという回答が34%を占めた。

フレームワークの初期手順では、企業

にとって高い価値を持つ情報資産の特

定と分類を行い、高価値データがエコシ

ステムのどこにあり、誰がアクセスできる

のかを明らかにする。

鉱業会社Valeの場合、この初期プロ

セスが情報セキュリティプログラムの強

固な基盤となった。Camarotti氏は次の

ように語っている。「まず、機密情報を特

定し、それがどこに保存されているかを

調べた。このプロセスでは、情報セキュ

リティをビジネスの観点から大きく見直

し、従業員が機密データをどのように使

用しているかがわかった。また、個々の保

護レベルを確認し、強化すべき領域、緩和

してもよい領域を把握することもできた」

NISTフレームワークの策定に参加し

たのは、指針を早期導入した企業であ

る。Hayes氏は、フレームワークの策定

と並行して、CenterPointのスタッフが

NISTのワークショップに参加し、サイ

バーインシデント対応計画を作成した

と述べている。同社は他社に先んじて

NISTフレームワークを早期導入し、セ

キュリティへの取り組みを強化した。「こ

のような経緯を経て、当社は業界に合

わせてサイバーセキュリティを強化する

に至った。フレームワークのおかげで、何

をどう進めるべきかがはっきりした」

しかし、回答者の多くはこのプロセス

をまだ実施していない。機密資産を特定

するためのプログラムがあると答えた回

答者は54%、従業員および顧客の機密

データの収集、転送、格納の記録を作成

していると答えた回答は56%である。こ

のように支出を戦略的に管理している企

業は、航空・防衛、テクノロジー、通信、金

融サービス業界に最も多く見られた。

地域別に見ると、高価値データにセ

キュリティ支出を配分する傾向が強い

のは南米およびアジア太平洋である。ま

た、セキュリティ戦略と個々のビジネス

ニーズの整合性をとることも重要だが、

回答者の40%がこのプロセスに着手し

ていない。セキュリティとビジネス戦略

の連携が実現されている業界は、工業製

品、医療産業、金融サービスなどである。

地域としては、アジア太平洋と北米が進

んでいる。
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セキュリティ意識調査の結
果を報告している企業で
は、サイバーセキュリティ
インシデントによる財務損
失の平均額が大幅に低下
した。

その効果は絶大である。新規採用者

向けのセキュリティトレーニングが未整

備の企業では、年間の財務損失が整備

済みの企業の4倍に上った。（*45）

また、効果的なセキュリティを実現す

るには、既存の、また潜在的な攻撃者

の目的、リソース、攻撃手法について一

定の知識も必要である。そのためには、

脅威の分析と監視を行うための予算の

ほか、政府機関、同業者、司法当局、そ

の他の第３機関と協力して最新のサイ 

バーセキュリティ対策を学ぶ時間とリ

ソースが欠かせない。さまざまな脅威

に囲まれている現在、リスクベースのセ 

キュリティ対策を企業全体のエンター

プライズリスクマネジメントフレーム 

ワーク の中核と考えるべきである。

サイバーセキュリティ専門のLisa 

Sotto弁護士は次のように述べている。

「12月から、サイバー攻撃が発生した

場合の影響を最小限に抑えるための予

防的プログラムの策定を何度も提案し

ている。これまで、このような予防的措

置はほとんど取られていなかった」

入念な検討のもとで設計されたサイ

バーリスクマネジメントプログラムが 

あっても、リスクを完全に排除すること

はできない。しかし、十分な情報に基づ

いた意思決定プロセスを通じて脅威を

管理し、セキュリティ対策を効率化して

回復力を高めることは可能である。

今後のコンピューター科学の発展に

より、リスクマネジメントやサイバー脅

威の影響低減の方策も進歩していくだ

ろう。テクノロジーが飛躍的に前進すれ

ば、サイバーセキュリティの複雑さが軽

減され、インシデントの迅速な検知や対

応が可能になり、デジタル活動の監視・

分析力も向上する。ただし、このようなテ

クノロジーが現実のものになるまでは、

企業および消費者の重要な関心事項と

なったサイバーセキュリティリスクの把

握とマネジメントに努めることが必須で

ある。

これは、企業規模を問わず、世界中の

あらゆる企業が取り組むべき課題で

ある。

戦略的なセキュリティ支出を実現す

るには、今日の巧妙な攻撃に対応でき

るサイバーセキュリティ対策を見極め、

資金を投じることも必要である。重要な

のは、予測、防止、検知、インシデント対

応の各能力を完全に統合するプロセス

に資金を投じ、影響を最小限に抑えるこ

とである。

また、インシデントに迅速に対応し、

影響を低減するための人材とプロセス

に投資することも同様に重要である。サ

イバーセキュリティを専門とするSotto

弁護士は、多くのクライアントがインシ

デント対応および影響低減を強化する

ための対策をとっていると述べている。

さらに、継続的な総合従業員トレーニン

グおよび認識向上プログラムに十分な

予算を割り当てることも不可欠である。

セキュリティ認識向上プログラムの利

点は、米国サイバー犯罪実態調査で明

らかになっている。
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本セクションは、グローバル情報セキュリティ調査®2015にご協力いただいた日本企業219社のデー

タを、プライスウォーターハウスクーパース株式会社が独自に分析し、グローバルとの比較を通じて、

日本企業が今後取り組むべき情報セキュリティのポイントをまとめたものである。

日本企業への示唆
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グローバル全体の調査結果から、セ 

キュリティインシデント件数と被害額が年

々増加しており、サイバー空間における脅

威が世界的に増大していることがわかっ

た。日本においても、図11に示す通り、ど

の機関が発表するデータを見てもサイ 

バー攻撃による被害が急増していること

がわかる。あらゆるものがインターネット

につながり、高度にネットワーク化された

サイバー空間において、組織は、日々複雑

化し増大するサイバー攻撃の脅威にさら

されている。いつ、どの組織でリスクが顕

～複雑化し、 
増大するサイバーの 
脅威に対して 
セキュリティ投資が 
追いついていない～

示唆①：日々進化するサイバー攻撃に対する十分な投資を

図11：
各機関発表するサイバー攻撃に係る統計データ
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ここで、世界各国における「GDPに占

める研究開発費用の割合」に目を向け

てみると、日本だけが3％を超えている

（図13）ことがわかる。技術立国である

日本には、価値の高い知的財産等が多

く存在する。これらの貴重な情報資産

が、攻撃者によってやすやすと窃取され

るとしたら、日本企業の競争優位性は

失われてしまうことを意味する。グロー

バル平均の2分の1というセキュリティ

投資額が、十分であるとは到底考えら

れない。

在化してもおかしくない。サイバー空間に

おける「脅威」の概念は、質・量ともに一昔

前とは全く違うものになってしまった。

このような状況の中、日本企業におけ

るセキュリティ投資は、グローバル平均

の2分の1であることが分かった（図12）。

企業のネットワークシステムは、これま

でも情報技術の発展に伴い常に新しい

脅威にさらされてきたが、近年では、企

業の海外進出や海外企業との業務提

携・M&Aなどによる事業基盤の拡張に

伴い、ますます対応が難しくなっている。

図13：
GDPに占める研究開発費の割合
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図12：
情報セキュリティ投資平均の
日本とグローバルの差
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資を増やす決断をしており、2013年の

19%から8ポイント増加した（図14）。で

は、投資を増やす企業と増やさない企

業の差はどこにあるのだろうか。両者の

差を多面的に分析したところ、三つの観

点において顕著な差があることが判明

した。「①リーダーが率先してセキュリ 

ティに取り組んでいる」、「②事業内容や

戦略と整合したセキュリティ戦略を策

定している」、「③セキュリティ対策の効

果測定を行っている」（図15）の3点で 

ある。

 

 

 

　こうした現状をいち早く捉え、積極的

にセキュリティ投資を増やすと答えた

日本企業は昨年よりも増加した。2014

年は27%の日本企業がセキュリティ投

 

 

 

　本調査では、セキュリティ対策の効

果測定に関して、その具体的な手法に

ついても質問をした。図16は、さまざま

な効果測定の方法について、投資を増

やす企業と増やさない企業の実施状況

の差を調査した結果である。全ての項

目において、10%～15%の差が現れた

が、最も差が大きかったのは「重要な情

報資産の棚卸し」であった。

図14：
セキュリティ投資を増やす日本企業の変化
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図15：
セキュリティ投資を増やす企業と増やさない企業
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図16：
セキュリティ投資を増やす日本企業の効果測定方法
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的なのかを判断できない。その一方で、

さほど重要ではない情報資産にも過剰

な投資をしてしまうかもしれない。

攻撃と対策はいたちごっこである。十

分なセキュリティ投資をしても、その後、

次から次へと新たな攻撃手法が開発さ

れ新たな脅威となる。過去に講じたセ 

キュリティ対策の有効性を定期的に検

証し、都度、セキュリティ投資のあり方

を見直さなければならない。一時的な

支出で解決できる問題ではないことは

明らかである。

企業が保有する情報資産の棚卸し

は、守るべき対象を明確に識別する最

も重要なタスクである。どのような情報

資産が攻撃者の標的となり、重点的に

保護すべきなのかが明らかになってい

ない状況では、どのような対策が効果

図17：
サイバー空間における脅威の概念の変化
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示唆②：内部関係者による情報漏洩対策の強化を

からなければ効果的な再発防止策を講

じることもできず同様のインシデントを

繰り返す可能性さえある。由々しき事態

である。

 

 

 

 

 

 

　図18はインシデント発生の要因を示

している。驚くべきことに、日本企業の

43％が「わからない」と回答している。

日本企業はこのような状況から一日も

早く脱しなければならない。情報漏洩の

ルートや漏れた情報に誰がアクセスし

たのかなどを特定できなければ、顧客・

取引先や投資家等に対する説明責任

は果たせない。また、根本的な原因が分

～日本企業は 
インシデントの 
発生要因を 
把握できていない～　

図18：
インシデント発生の要因
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受け取った報酬約250万円に対して、

企業側がその対応と対策に用意した金

額は200億円以上と言われている。ま

た、別の事案では、退職者が製品の技

術情報を持って競合他社に転職する

事件なども発生し、情報漏洩は在職中

の従業員だけではなく、委託先の外部

業者や退職者によって引き起こされて

いるのが実態である（図19）ことがわか

る。このように、実際に発生している事

図20には、日本企業の内部関係者に

対する情報セキュリティ対策の状況を

示している。従業員へのセキュリティ教

育は、グローバルの平均よりも数ポイン

ト高く、従業員の経歴調査もグローバ

ルと同程度で実施しているとの回答で 

象を考えると、発生要因が「わからない」

とした日本企業の43％の中には、退職

者や委託業者、以前の委託業者が多く

含まれていた可能性があると推測する

ことができる。

あった。一方、契約やSLA等のコンプラ

イアンス対策はグローバルと比べて21

ポイントもの開きがある。

 

 

 

 

 

　近年、日本においては内部関係者に

よる情報漏洩事件がマスコミでも大き

く報道され、企業や政府機関において

深刻な懸念となっている。2014年に発

生した、ある情報漏洩事件では、犯人が

図19：
2014年に発生した日本における内部関係者による情報漏洩事件

報道時期 内容 不正行為者

7月
【教育サービス業】
顧客データベースを保守管理する業務委託先の元社員が、大量の個人情報を流出させたとして
不正競争防止法違反の疑いで逮捕

委託先社員

5月
【自動車会社】
元社員が退職する直前、同社のサーバにアクセスし、販売計画など営業上の秘密を不正に得て
いたとして不正競争防止法違反の疑いで逮捕

退職者

5月
【公共機関】
ネットワークシステム保守管理の委託を受けている社員が、システムにアクセスできる権限を悪用
して入札情報などを不正に入手し、同社営業担当の社員に送付

委託先社員

3月
【製造業】
業務提携先の元社員が、機密情報を不正に持ち出し、転職先の外国企業に提供したとして、不
正競争防止法違反の容疑で逮捕

退職者

2月
【金融機関】
ATMの取引データから顧客のカード情報を不正に取得し、偽造キャッシュカードを作成・所持して
いた容疑で逮捕

委託先社員

出典：報道内容よりPwCが作成

～近年のインシデントは 
退職者や委託業者により 
発生している～　

～日本企業は教育に 
積極的だが 
委託先管理は 
遅れている～
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今後は、退職者、委託先、以前の委託

業者等も内部関係者の範囲に加えた上

で（図21）、それらが不正を働くことを

想定したシナリオを検証して必要な対

策を講じるべきである。最もリスクが高

い内部関係者の特徴は、「情報資産に

対するアクセス権限をもち」かつ「組織

への忠誠心が低い」人である。内部関

係者ごとのリスクを分析し、リスクに見

合った対策を講じる必要がある。

別組織である委託先企業を管理する

には、「契約」によって、法的根拠を持た

せることが唯一の手段である。業務上、

重要な情報を共有しなければならない

委託先とはなれ合いの関係を脱して、

情報の取り扱いに関する具体的な方法

やセキュリティ対策などを「契約」で指

示し、その遵守状況を確認するため、定

期的に監査を行うことが重要である。

 

 

 

 

 

　日本企業の多くは、在職中の従業員

のみを内部関係者として扱ってきた傾

向がある。しかし、もし委託先従業員か

ら情報が漏洩した場合、自社の正社員

でないからと言って、監督責任を逃れら

れるものではない。特に、漏洩したもの

が顧客情報だった場合は特段の注意が

必要だ。企業は、間違っても自分たちが

被害者であるかのような振る舞いをし

てはならない。真の被害者である顧客

たちの怒りが増幅し、セキュリティの範

囲を超えた経営リスクに発展してしまう

からである。

～内部関係者の 
範囲の再定義が 
必要～

図20：
内部関係者に対する人的・プロセスによる対策

セキュリティ認識向上プログラムを
扱う専門要員を置いている

従業員の経歴調査を実施している

コンプライアンス（契約やSLA等）
■ グローバル
■ 日本

54％
61％

55％
51％

52％
31％

0% 20% 40% 60% 80%

図21：
内部関係者の再定義

内部関係者の範囲

これまで

従業員

これから

従業員

退職者

委託業者

以前の委託業者
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能性は高くなり、情報を不正に持ち出そ

うとする動機が強まる。そのような従業

員のアクセスログや操作ログを重点的

に監視する企業は、もはや珍しくない。

なお、実際に不正を働く従業員はほん

の一握りしかいない。従業員の行動監

視は、その他の誠実な従業員の潔白を

証明する道具でもあることを忘れては

ならない。

日本企業の場合、自社の社員を容疑

者扱いするようなまねはしたくないとい

う話をよく耳にする。社員は家族同然で

あり、お互いに信頼し合う伝統的な社風

こそが競争力の源泉となっている場合

もある。しかし、経営者には、昨今のサイ

バー攻撃の脅威、情報セキュリティに関

する顧客の期待と企業の説明責任、従

業員の士気等を総合的に捉え、バラン

スの取れた判断が求められる。

従業員が退職した後に企業ができ

ることは限られるが、一つ一つ確実に

実行すべきである。不要になったユー 

ザーIDは速やかに使用不可にすべきで

ある。退職者が在職中に利用していた

PCのデータやメールなどは、一定期間

保管した方がよい。万が一、情報の不正

持ち出しなどの疑いで係争に発展した

際には、重要な証拠となる。

 

 

 

 

 

 

　退職者の不正を防止し、検知するた

めには在職中から取り組むべきことと

退職後に対応すべきことがある。海外で

は、各国のプライバシー規制を遵守し

ながら、就業中の従業員の行動監視を

強める企業が増えている。また、従業員

の行動特性を複合的に分析し、退職す

る可能性が高い従業員を割り出す技術

も発展してきた。会社での待遇や処遇

に不満を持った従業員ほど、退職の可

図22：
退職者と委託業者への対策

退職者

コンプライアンス ・�機密保持誓約書への署名の要求

フォレンジック ・�PCデータやメールの一定期間の保管

ID管理 ・�退職者のIDアクセス権限の削除
・�SaaS利用時等のフェデレーション（社内ADとのID連携）

監視強化 ・�退職予定者のアクセス履歴のモニタリング
・�SIEMを有効に活用するための運用・体制の整備

委託業者

契約 ・�委託業者との契約内容の見直し（責任範囲、賠償請求、再委託の禁止、監査権限など）
・�SLAの達成状況の確認、見直し

ID管理 ・�受発注システム利用時等のフェデレーション（企業間ID連携）

監査 ・�定期的なシステム監査、情報セキュリティ監査
・�指摘事項の改善要求、フォローアップ監査

～退職者も企業が 
管理すべき対象 
という前提で 
対策を～
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図24：
グローバルリスクの発生可能性と影響度

3.5 4.0

4.0

4.5

5.0

4.5 5.0 5.5
発生の可能性小

経済危機
水危機

④気候変動

②異常気象

③失業および不完全雇用

①所得格差

データの不正利用／窃盗

発生の可能性大

影
響
大

影
響
小

⑤サイバー攻撃

世界のCEO/取締役会が考える潜在的リスク

において、上場企業におけるサイバー攻

撃によるインシデントの可能性等につい

て、米国の証券取引委員会（SEC）におけ

る取り組みなどを参考にしつつ、事業等

のリスクとして投資家に開示することの

可能性を検討し、結論を得る」ことが明

記された。この有価証券報告書へのサ

イバーリスク掲示義務化には、投資家

に対して透明性のある情報開示という

目的とともに、経営者への情報セキュリ

ティリスクへの意識向上という狙いもあ

る。今後サイバーリスクは、IT部門の担

当役員だけでなく、全役員の善管注意

義務になる。

 

 

 

 

 

　2014年7月10日に開催された情報セ

キュリティ政策会議における「サイバー

セキュリティ2014」図23には、「金融庁

また、第9回グローバルリスク報告書

2014年版（World Economic Forum） 

図24によると、世界の経営者はサイバー

攻撃を重大リスクとして位置付けている。

この調査は、世界のCEOや取締役に対

して、世界規模で衝撃を与える可能性

が高い31のグローバルリスクについて

確認したもので、経営者はサイバー攻

撃を所得格差、異常気象、失業・不完全

雇用、気候変動に次ぐ5番目に位置付

けている。つまり、既に世界の経営者た

ちは、サイバーセキュリティを経営の課

題と認識しており、ITだけの問題だとは

思っていない。

～もはや、サイバー 
リスクはITだけの 
問題ではない～　

示唆③：セキュリティに関するリーダーに役員クラスの配置を

有価証券報告書へのサイバーリスク掲示義務について（予定）

背景
・�2014年、情報漏洩により2カ月で株価の時価総額が約600億円（16%相
当）も下落した国内事件が発生し、株主への影響は甚大である
・�米証券取引委員会（SEC）では既にサイバーリスク掲示が義務化されている

目的 ・�投資家に対して透明性のある情報開示
・�経営者の情報セキュリティリスクへの意識向上

企業が
すべきこと

・�経営者が自社特有のサイバーリスク（狙われる可能性がある情報資産、
潜在的な攻撃者のプロファイル、攻撃手法等）を特定し、未然の対策が必要
・�自社のセキュリティ対策を詳細に説明する必要はない（新たなリスクを誘発
する危険性があるため）

図23：
上場企業における有価証券報告書へのサイバーリスク開示の検討内容

出典：サイバーセキュリティ2014（情報セキュリティ政策会議）

出典：Global�Risks�2014（WEF）
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それでは、日本企業においてセキュリ 

ティのリーダーと呼べる役員がどの程度

いるのだろうか。「企業に情報セキュリティ

に積極的な役員クラスのリーダーがいる」

と回答した企業は、世界全体では64％

であったのに対し、日本企業の回答は

41％にとどまった（図25）。日本企業で

は、いまだに情報セキュリティはIT部門

の課題と考えていることが多く、役員クラ

スのリーダーが必要だという発想すらな

い可能性がある。

次に、「情報セキュリティに積極的な

役員クラスのリーダーがいる」と回答し

た企業と、「いない」と回答した企業の

セキュリティ対策の差をみてみよう（図

26）。「リーダーがいる企業」は、ネット

ワークファイアウォールなどの技術的

な防御対策だけでなく、戦略策定や手

順見直し、インシデントレスポンス態勢

構築などの対策が整っていることが見

てとれる。このことから、リーダーがいる

企業は、インシデントが起こることを想

定し、平時から積極的に情報収集し、イ

ンシデント発生時にも迅速な対応が取

れるようにプロアクティブに準備してい

ることがわかる。一方、「リーダーがいな

い企業」に注目をすると、手順見直しや

インシデントレスポンス態勢構築など

の対策が進んでいないことがわかる。

つまり、インシデントが起こってから対

処を検討する、リアクティブな対応にな

らざるを得ないことがわかる。

図25：
情報セキュリティに関する役員の有無

情報セキュリティのリーダーはいない

情報セキュリティのリーダーがいる

わからない
■ グローバル
     （n=9,545）
■ 日本
     （n=218）

64％
41％

23％
44％

13％
15％

0% 20% 40% 60% 80%

図26：
日本企業のリーダー有無による対策状況の比較

（防御）マルウェア
対策ツール導入

（防御）
ネットワークF／W導入

セキュリティ戦略
策定済み

定期的なポリシーや
手順の見直し

（検知）標的型
攻撃対策ツール導入

インシデント
レスポンス態勢構築

業界内での
セキュリティ情報連携

0% 100%50% 75%25%

88％
57％

72％
45％

67％
30％

62％
23％

57％
13％

49％
25％

42％
13％

■ 情報セキュリティの
　 リーダーがいる
     （n=89）
■ 情報セキュリティの
　 リーダーはいない
     （n=129）

～日本企業にも、 
情報セキュリティに
責任を持つ 
役員クラスの 
リーダーが不可欠～
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リーダーがいる企業の傾向 リーダーがいない企業の傾向

責任者 ビジネスの責任者
（CEOおよび役員） IT部門が主導し運営する

防衛体制 攻撃を想定した事前計画、監視
および迅速な対応 攻撃された際に受動的に対応

情報資産の保護 資産価値の高い情報を
優先し保護 総花的なアプローチ

図27：
情報セキュリティのリーダー有無による傾向の違い

がある。その責務を全うするためには、

組織を推進するリーダーが必要だ。リー

ダーには、十分な行動力や影響力が必

要であるため役員クラスの人物がふさ

わしい。もろろん「名ばかりCISO」のよう

なお飾りでは意味がない。以下に示す

資質を備えていれば、必ずしも技術の

専門家である必要はない。日本企業は、

今後、組織をあげてセキュリティ対策に

取り組むために役員クラスのリーダー

を任命し、育成すべきであろう。

まだサイバー攻撃がまれだった時代

であれば、リアクティブな対応もやむを

得なかった。しかし、現代のサイバー攻

撃の状況を踏まえると、いつどの組織で

大規模なインシデントが発生しても全

く不思議ではない。組織には、攻撃者の

意図や攻撃手法を理解し、プロアクティ

ブにセキュリティ対策に取り組む責務

求められるリーダー像
● CEOに直接意見ができ、部門間の利害関係を超越して、組織横断的にリーダーシップを発揮できる人

● 社外から最新の情報を入手できる人脈や情報網を持っている人

● リスク感度が高く、どんな状況でも迅速かつ冷静に意思決定ができる人
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調査方法

本書で解説する調査結果は、�

154カ国の9,700人以上の�

最高経営責任者（CEO）、�

最高財務責任者（CFO）、�

最高情報責任者（CIO）、�

最高情報セキュリティ責任者（CISO）、

最高セキュリティ責任者（CSO）、�

副社長、ITおよび情報セキュリティ役員

からの回答に基づいている。�
�

北米�

35% 
�

欧州�

34% ���

アジア太平洋�

14% 
�

南米�

13% 
�

アフリカ、中東�

4%   

グローバル情報セキュリティ
調査®2015（The Global 
S t a t e o f In format ion 
Security®Survey 2015）
は、PwC、『CIO magazine』、

『CSO magazine』が実施し
た世界的な調査である。

2014年3月27日から5月25日まで

の期間において、CIO Magazine、CSO 

Magazineの読者、および全世界のPwCク

ライアントに電子メールによって調査へ

の協力を依頼し、オンライン調査を実施

した。

本書の全ての図および画像は、別途注

記がないかぎり、調査結果に基づき作成

したものである。誤差は1%未満である。
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サイバーリスク： 
いま目の前にある深刻な危険

1 PwC, The FBI says you’ve been breached 
by a nation-state. Now what?, April 24, 2014

2 US Department of Justice, U.S. Charges 
Five Chinese Military Hackers for Cyber 
Espionage Against U.S. Corporations 
and a Labor Organization for Commercial 
Advantage, May 19, 2014

3 BBC, Wm Morrison supermarket suffers 
payroll data theft, March 14, 2014

4 Symantec Corp., Internet Security Threat 
Report 2014, April 2014

5 TechWeek Europe, Germany Investigating 
Data Breach Affecting 18 million, April 7, 2014

6 Symantec Corp., Turla: Spying tool targets 
governments and diplomats, August 7, 2014

7 Cnet.com, U.S. charges 8 in $45M global 
cybercrime scheme, May 9, 2013
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9 Department of Homeland Security,  
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11 Ars Technica, Critical crypto bug exposes 
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roulette-style, April 8, 2014
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April 15, 2014
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注と出典
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Project Zero, July 15, 2014 
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Spending to Grow 7.9% in 2014, Gartner Says, 
August 22, 2014

20 The Wall Street Journal, The Daily Startup: 
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02
インシデント数と 
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25 Trustwave Holdings, 2014 Trustwave Global 
Security Report, May 2014

26 Center for Strategic and international 
Studies, Net Losses: Estimating the Global 
Cost of Cybercrime, June 2014

27 Create.org and PwC, Economic Impact  
of Trade Secret Theft, February 2014 

28 World Bank, World Development Indicators 
Database, July 2014; PwC calculations

29 World Economic Form, Global Risks 2014, 
Ninth Edition, December 2013

30 PwC, Economic Crime: A threat to business 
globally, February 2014 

31 2014 US State of Cybercrime Survey, co- 
sponsored by CSO magazine, CERT Division 
of the Software Engineering Institute at 
Carnegie Mellon University, PwC, and the 
US Secret Service, March–April 2014 

03
インシデントの発生源として 
最も多く挙げられているのは「従業員」

32 2014 US State of Cybercrime Survey, co- 
sponsored by CSO magazine, CERT Division 
of the Software Engineering Institute at 
Carnegie Mellon University, PwC, and the 

US Secret Service, March–April 2014

33 Verizon, 2014 Data Breach Investigations 
Report, April 2014 

34 The Financial Times, Home Depot attack 
bigger than Target’s, September 19, 2014

35 Bureau of Justice Statistics, Victims of 
Identity Theft, 2012, December 2013

36 PwC, Big Data: Big benefits and imperiled 
privacy, June 2014

04
インシデント数の増加と 
セキュリティ支出の減少

37 PwC, Economic Crime: A threat to business 
globally, February 2014

38 PwC, Fit for the future: Capitalizing on 
global trends, April 2014

39 The Wall Street Journal, Global Security 
Spending to Grow 7.9% in 2014,  
Gartner Says, August 22, 2014

40 Booz & Co., Highlights from the 2013 Global 
Innovation 1000 Study, October 2013

41 Dell SecureWorks, Hackers Sell Health 
Insurance Credentials, Bank Accounts, SSNs  
and Counterfeit Documents, for over $1,000  
Per Dossier, July 15, 2013  

42 RAND Corp., Markets for Cybercrime Tools 
and Stolen Data, 2014

05
基本となるセキュリティ 
対策への関心の低下

43 PwC, 16th Annual Global CEO Survey, 
January 2013

07
セキュリティから 
サイバーリスクマネジメントへの進化

44 PwC, Why you should adopt the NIST 
Cybersecurity Framework, May 2014

45 2014 US State of Cybercrime Survey, co- 
sponsored by CSO magazine, CERT Division 
of the Software Engineering Institute at 
Carnegie Mellon University, PwC, and the 
US Secret Service, March–April 2014



48相互につながった世界におけるサイバーリスクマネジメント

各地域の問い合わせ先

オーストラリア
Andrew Gordon
Partner
andrew.n.gordon@au.pwc.com

Steve Ingram
Partner
steve.ingram@au.pwc.com

べルギー
Floris Ampe
Partner
floris.ampe@be.pwc.com

ブラジル
Edgar D’Andrea
Partner
edgar.dandrea@br.pwc.com

カナダ
Salim Hasham
Partner
s.hasham@ca.pwc.com

中国
Ramesh Moosa
Partner 
ramesh.moosa@cn.pwc.com

Kenneth Wong
Partner
kenneth.ks.wong@hk.pwc.com

デンマーク
Christian Kjaer
Director
christian.x.kjaer@dk.pwc.com

Mads Nørgaard Madsen
Principal
mads.norgaard.madsen@dk.pwc.com

フランス
Philippe Trouchaud
Partner
philippe.trouchaud@fr.pwc.com

ドイツ
Derk Fischer
Partner
derk.fischer@de.pwc.com

Wilfried Meyer
Partner
wilfried.meyer@de.pwc.com

インド
Sivarama Krishnan
Partner
sivarama.krishnan@in.pwc.com

イスラエル
Yaron Blachman
Partner
yaron.blachman@il.pwc.com

イタリア
Fabio Merello
Partner
fabio.merello@it.pwc.com

中東
Taha Khedro
Partner
taha.khedro@ae.pwc.com

Waddah Salah
Partner
waddah.salah@sa.pwc.com

オランダ
Erwin de Horde
Partner
erwin.de.horde@nl.pwc.com

Gerwin Naber
Partner
gerwin.naber@nl.pwc.com

Otto Vermeulen
Partner
otto.vermeulen@nl.pwc.com



49 グローバル情報セキュリティ調査®2015

南アフリカ
Pierre Dalton
Partner
pierre.dalton@za.pwc.com

Mark Telfer
Partner
mark.telfer@za.pwc.com

Sidriaan de Villiers
Partner
sidriann.de.villiers@za.pwc.com

韓国
Sung-Bae Cho
Director
sung-bae.cho@kr.pwc.com

Jae Hyeong Joo
Partner
jae-hyeong.joo@kr.pwc.com

スペイン
Elena Maestre
Partner
elena.maestre@es.pwc.com

Javier Urtiaga Baonza
Partner
javier.urtiaga@es.pwc.com

スウェーデン
Emil Gullers
Partner
emil.gullers@se.pwc.com

Jacob Henricson
Partner
jacob.henricson@se.pwc.com

スイス
Thomas Koch
Director
thomas.koch@ch.pwc.com

Jan Schreuder
Partner
jan.schreuder@ch.pwc.com

トルコ
Burak Sadic
Senior Manager
burak.sadic@tr.pwc.com

英国
Richard Horne
Partner
richard.horne@uk.pwc.com

Grant Waterfall
Partner
grant.waterfall@uk.pwc.com

米国
David Burg
Principal
david.b.burg@us.pwc.com

Sean Joyce
Principal
sean.joyce@us.pwc.com

Mark Lobel
Principal
mark.a.lobel@us.pwc.com

ニュージーランド
Adrian Van Hest
Partner
adrian.p.van.hest@nz.pwc.com

ノルウェー
Tom Remberg
Director
tom.remberg@no.pwc.com

ポーランド
Rafal Jaczynski
Director
rafal.jaczynski@pl.pwc.com

Piotr Urban
Partner
piotr.urban@pl.pwc.com

ロシア
Christopher Gould
Partner
chirstopher.gould@ru.pwc.com

シンガポール
Vincent Loy
Partner
vincent.j.loy@sg.pwc.com

Kok Weng Sam
Partner
kok.weng.sam@sg.pwc.com



50

日本のお問い合わせ先

プライスウォーターハウスクーパース株式会社
03-3546-8480（代表）
consultants.inquiry_mailbox@jp.pwc.com

サイバーセキュリティセンター

松崎　真樹
パートナー
maki.matsuzaki@jp.pwc.com

山本　直樹
ディレクター
naoki.n.yamamoto@jp.pwc.com

林　和洋
シニアマネージャー
kazuhiro.hayashi@jp.pwc.com

当社Webサイトはこちら
http://www.pwc.com/jp/advisory/



51 グローバル情報セキュリティ調査®2015

・ IT セキュリティストラテジー・ガバナンス評価
・ サイバーセキュリティ対策の有効性評価
・ ペネトレーションテスト
・ Web アプリケーション脆弱性診断
・ サイバーセキュリティ・ベンチマーキング

セキュリティアセスメント

・ セキュリティグランドデザイン・ロードマップ策定
・ セキュリティ管理態勢構築支援
・ SOC（セキュリティオペレーションセンター）構築支援
・ CSIRT（インシデントレスポンス態勢）構築支援
・ サイバー攻撃対応支援
・ セキュリティ内部監査態勢の構築支援

セキュリティコンサルティング

・ セキュリティインシデント発生時の調査支援
・ デジタルフォレンジック（マルウェア解析等）
・ 第三者委員会の運営支援
・ ステークホルダー・マネジメント（顧客、法務、広報、監督官庁等）

インシデントレスポンス

・ グローバルなセキュリティ動向調査・レポート
・ グローバル・セキュリティサーベイ
・ 政府・関係機関への提言・アドバイス
・ セキュリティ分野の官民連携支援

セキュリティインテリジェンス

プライスウォーターハウスクーパースの 
サイバーセキュリティサービス
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