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サイバー犯罪の脅威が持続
的かつ広範なものとなりつ
つある現在、組織のセキュ
リティ担当者や米国政府官
僚たちの間ではサイバー
攻撃が大きな脅威として捉
えられているにもかかわら
ず、組織のリーダーたちは
危機感を感じていない。組
織は、自社がサイバー攻撃
の標的となってはじめて、
事前に対策を講ずるべきで	
あった事を認識するので	
ある。
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エグゼクティブサマリー

今年のサイバー犯罪調査は、多
くの政府関係者やサイバーセキュリ	
ティ業界関係者が長年指摘してきた
点を浮き彫りにしている。すなわ
ち、それは、サイバー犯罪の脅威が
ますます広範かつ敵対的になってお
り、かつ、繰り返し行われる攻撃を
防ぐ手だては限定的であるというこ
とだ。私たちは、サイバー攻撃がビ
ジネス上、既に日常の一部となりつ
つあり、不可避なものであるという
事実を直視しなければならない。

本調査によって判明したのは、
多くの組織のリーダーたちが、直面
している事態を正しく認識しておら
ず、今日のサイバー脅威の性質やこ
れらのリスクをもたらす人物につい
て、明確かつリアルタイムに理解し
ておらず、社内外からもたらされる
サイバー攻撃への対抗策を、ほとん
ど準備できていないということで	
ある。

サイバー攻撃に対し、脅威の規
模、その短期的・長期的影響、多角
的な影響を抑えるための対抗策が不
十分であることも、本調査から明ら
かとなった。

今年の調査にご協力いただいた組
織から、次の三つのテーマが導出さ
れた。

1.	リーダーたちは、誰が自分の組織の
サイバーセキュリティの責任者で
あるのかを知らず、誰がサイバー	
脅威、サイバー攻撃、防衛技術に
ついて精通しているセキュリティ
の専門家であるのかについても知
らない。組織が責任者を特定でき
ない場合、サイバー攻撃による深
刻なダメージを受けた後も、責任
の所在が曖昧なままになる。

2.	多くのリーダーたちが、サイバー
攻撃や、それがもたらす財務、
風評および規制に関するリスクを
過小評価している。証券取引所
（SEC）、議会、ホワイトハウス
はサイバー攻撃による脅威を正し
く認識しているが、そのほか多く
の企業はまだ、サイバー攻撃の影
響が及ぶ範囲、深さを十分に認識
できていない。

3.	リーダーたちは、知らず知らずの
うちにデジタル攻撃に対する脆弱
性を増大させている。ソーシャル
コラボレーションの導入、モバイ
ル機器使用の拡大、クラウドへの
データ保存、機密情報のデジタル
化、スマートグリッド技術への移
行、新しいモバイル端末の採用な

どを、サイバーセキュリティへの
影響・リスクを十分に検討するこ
となく導入する事によって、脆弱
性が増大している。	

しかし、全てが厳しい状況にあ
るというわけではない。私たちの見
解では、これらのサイバーセキュリ
ティの課題は、内部で対応可能であ
る。攻撃の大部分（約80％）は、企
業が基本的なサイバーセキュリティ
教育、ITインフラの適切な維持、効
果的なモニタリングに注力すれば、
比較的容易に回避可能である。	

あわせて、正しいサイバーセキュ
リティ戦略、危険な環境への認識、
資産の識別と保護に関する強固なプ
ログラム導入により、企業はさらに
15％のサイバーセキュリティを管
理することが可能である。残る5％
は、国家の安全保障を脅かす高度な
技術を持ったレベルの脅威（国民国
家の支援を受けて攻撃を実施してい
ることが多い）から生じており、政
府機関との強力な連携によって対処
すべきものである。	
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本調査の特徴

PwCは、米国サイバー犯罪調査
2013を実施するにあたり、今回初
めてCSOマガジンやそのほか共同ス
ポンサーと提携し、評価を行った。
私たちは、何層にもわたるデータ
を掘り下げ、現在および将来のサイ	
バー攻撃へ対抗するために不可欠な
コンセプトを定義し、データ分析に
おける豊富な経験を活用した。私た
ちは統計的な視点だけでなく、組織
のサイバーセキュリティ対策に影響
を与える可能性のある要因にフォー
カスし、課題を抽出した。具体的に
は：

•	 サイバーセキュリティプログラム
の戦略立案および実行

•	 危険に晒されている環境の変化

•	 保全が必要な主要資産の識別	

•	 会社のビジネス体系全体を包括す
る、既存のエコシステム（企業や
組織の体系：昨今のビジネスにお
いては、多くの組織が相互に連携
し、複雑なエコシステムを形成し
ている）を越えた保全範囲の拡大

また、内部からの脅威がもたらす
サイバーセキュリティへの特徴的な
対応策についても言及している。

CSOマガジンとそのパートナーで
あるカーネギーメロン大学のソフ
トウェアエンジニアリング研究所
（CMU	 SEI）および米国財務省秘密
検察局（USSS）は、この取り組みに
も協力している。	

なお、サイバーセキュリティのト
レンドを把握するため、PwCが年次
で実施している世界CEO意識調査お
よびグローバル情報セキュリティ調
査の結果も参考にした。
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第11版となるサイバー犯罪調査
には、500名を超える米国の会社役
員、セキュリティ専門家、そのほか
政府や民間の人々が関わっている。
サイバー犯罪の状況について、具体
的に誰が内部および外部からの脅威
をもたらしており、その狙いは何
なのか、官民の連携はどの程度サイ	
バーセキュリティ上機能している
か、サイバー攻撃に対する防御およ
び保護に最適なテクノロジーは何
か、といった論点に関する見解を提
供した。

茹でガエル－ますます増大す
るサイバー攻撃へのリスクに
気付かない状態－
脅威に対する経営幹部の意識に

大きな変化はなく、サイバー攻撃に
向けた予算の大幅な増額もない。ま
た、サイバー犯罪に対抗するテクノ
ロジーに飛躍的な進歩もなく、社内
外からもたらされるサイバー攻撃の
影響測定能力にも大きな変化はなか
った（図1を参照）。	

過去3年間の調査データによる
と、各社のサイバーセキュリティに
対する意識には、ほとんど変化がな
い。一方、米国だけでなく世界中
でほぼ毎日報告されるサイバー攻撃
は、持続的、かつ広範に及ぶものへ
と変化している。サイバーセキュ
リティ担当者や米国政府官僚がサイ	
バー攻撃を大きな脅威と捉えているに
も関わらず、組織およびそのリーダー
たちは、危機感を感じていない。	

多くの上級役員は、「茹でガエル」
つまりますます増大するリスクに気
付かない状態になっている。鍋が沸
騰し、自社がサイバー攻撃の標的と
なって初めて、事前に対策を講じ
るべきであったと後悔するのであ
る。情報システムセキュリティ協会
（ISSA）会長、	Ira	Winkler氏はこの
状態を、「モーニングコールが鳴っ
てもスヌーズボタンを押し続けてい
る」と表現している1。この問題の一
端は、多くの企業が「自分たちの浸
かっている水の温度を測る」という
戦略的必要性を正しく認識していな
い点にある。

1	 http://www.reuters.com/article/2013/05/16/
us-cyber-summit-congress-
idUSBRE94F06V20130516
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本調査の目的の一つは、早急に
行動を起こすように注意を喚起する
こと、サイバーセキュリティをビジ
ネス上の戦略的課題と認識している
人々と、認識していない人々のギャ
ップを埋める必要性を正しく認識さ
せること、そして私たちが直面する
サイバー攻撃に対抗する、戦略の重
要性についての意識を高めることで	
ある。

調査結果に関する私たちの徹底的
な分析により、サイバー犯罪への組
織的な対応に最も影響を与える四つ
の重要な分野を識別した。

1）会社が関連するエコシステム全
体のリスクへの理解

2）事前対策プログラムとして、脅
威に対する知見と情報共有機能
の集約

3）信頼できる内部者によるサイバー
犯罪の識別および抑制

4）サイバーセキュリティ技術の理
解と効果的な利用

これらの分野をより深く理解し、
同時に、組織がリスクに晒されてい
る環境を継続的かつ確実に把握し、
機密資産の価値を正しく認識するこ
とにより、上級役員は、基本的なサ
イバーセキュリティ戦略を正しく立
案することができる。長年にわたり
積み上げられた「技術的な負債」
と、その結果もたらされた組織の脆
弱性を認識する必要がある（16ペー
ジの「技術的負債」を参照）。		

図1：あなたの会社には、現在導入さ
れているセキュリティプログラ
ムの有効性が判断できる明確な
基準に基づいた手順が定義され
ていますか？

38%

22%

40%
知らない／よくわからない
いいえ
はい
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エコシステム全体にわたるリ
スクの理解
サイバーセキュリティについての

理解不足は、会社や、会社がかかわ
るあらゆることに害を及ぼす可能性
があるということにほかならない。
技術の進歩により、パートナー、サ
プライヤー、顧客、政府機関、さら
に競合他社までもが、ビジネス上強
固に接続されている。サイバー犯罪
は誰にでも起こりうる事象であり、
企業のビジネスエコシステム全体に
わたりあらゆる事業体に影響を及ぼ
す可能性がある。	

このため、企業のリーダーたち
は、グローバルなビジネスエコシス
テムのあらゆる側面を考慮した綿密
なサイバーセキュリティ計画を構築
する必要がある。しかし、今年の調
査の回答者の多数が調査の重要な質
問項目に「不明」や「知らない」と
回答している。特に懸念されるの
が、最高情報責任者（CIO）や最高
技術責任者（CTO）さえも、強力な
サイバーセキュリティプログラムに
対する基本的な考え方について理解
していないことが多いという点であ
る（図2を参照）。

図2：「知らない」または「よくわからない」と回答したCIO（CTOを含
む）の比率

過去12カ月間で、あなたの会社のサイバーセキュリティ関連で
の金銭的損失は、どのように変化しましたか？

過去12カ月間で、あなたの会社を標的としたサイバー攻撃によ
って生じる財務上の損失またはコストは増加しましたか？減少しま
したか？

高度な持続的サイバー攻撃に対抗するために利用している技術
やテクノロジーはありますか？

過去12カ月間においてサイバーセキュリティ上の最大の脅威を
あなたの会社にもたらしたのは、どのような類のものですか？

電子犯罪のうち、あなたの会社にとってよりコストがかかった、ま
たは被害が大きかったのはどの原因によるものですか？

過去12カ月間におけるあなたの会社に対するサイバー犯罪を全
て挙げて下さい。また、あなたが知っている範囲で、それらのサイ
バー犯罪の原因を挙げて下さい。

過去12カ月間における各領域のセキュリティ製品、システム、	
サービス、スタッフに関するあなたの会社の年間予算は概算でい
くらでしたか？

サイバー犯罪またはサイバーセキュリティ関連事象について政府
の支援を求める必要がある場合、すぐにコンタクトを取るのはど
の組織ですか？

22%
が知らない／
よくわからない

と回答

21%
が知らない／	
よくわからない	

と回答

22%
が知らない／	
よくわからない

と回答

21%
が知らない／	
よくわからない	

と回答

21%
が知らない／	
よくわからない

と回答

17%
が知らない／	
よくわからない	

と回答

17%
が知らない／	
よくわからない	

と回答

16%
が知らない／	
よくわからない	

と回答
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調査回答者の中には、組織のサイ
バーセキュリティ戦略を知り得ない
人や、内部からのサイバー攻撃や警
察との連携プロセスに直接関与して
いない人が含まれている可能性があ
る。しかし、サイバーセキュリティ
は組織全体にかかわるものであり、
従業員、外部の請負業者やコンサル
タント、全役員が、少なくともサイ
バー攻撃からの組織と情報の保全策
について、基本的な理解があるべき
である。	

今年の調査におけるポジティブな
発見事項は、セキュリティポリシーと
プロセスの領域である。エコシステ
ムを保護するための強固なサイバー	
セキュリティ戦略は、合理的なITセ
キュリティポリシーとプロセス立案
が基本となる。サイバーセキュリテ
ィをエコシステム全体にわたって
機能させるためには、全ての関係者
が、ポリシーとプロセスがどのよう
なものであるかを理解し、それらを
遵守すべき理由も熟知する必要があ
る。ITセキュリティプロセスに関す
る質問においては、ITスタッフおよ
びITリーダーの大多数が企業のデー
タを保護するために整備されている
ポリシーとプロセスを理解している
と回答している。	

サイバーセキュリティポリシー
の策定、伝達、効果的な評価の測定
に関する課題は、組織の枠組みを越
えて存在している。組織を越えて相
互に接続されたエコシステムや、グ
ローバルサプライチェーンといっ
た枠組みに依拠している今日、組織
はベンダーやサプライヤーも自社の
サイバーセキュリティ戦略に組み込
まなければならない。これは、エコ

システムの全ての組織が同じ戦略、	
ツール、技術を使う必要があるとい
う意味ではないが、各々の組織が、
自分たちのビジネスパートナーに対
して、エコシステムのネットワーク
上でサイバー攻撃が伝播しないと確
証できる状態にする必要があること
を意味している。	

サイバーセキュリティに取り組ん
でいる企業は、次の2種類のサプラ
イチェーンに対応できるように準備
する必要がある。	

1.	ネットワークや業務用ソフトウェ
ア・ハードウェアを含むITに関す
るサプライチェーン

2.	製品、データ、サービスなどを企
業が顧客に提供するためのサプラ
イチェーン	

今日の相互に接続されたエコシ
ステムにおいて、これらの2種類の
サプライチェーンが、企業の資産を
毀損するリスクに直結するケースが
多い。サプライチェーンのベンダー
や、ジョイントベンチャー、戦略的
パートナーシップ、フランチャイズ
などのビジネスパートナーのサイバー
セキュリティポリシーや実務の水準
が相対的に低い（場合によっては全
く存在しない）可能性がある。しか
し、その状況にいて、当該パートナー	
やサプライヤーがかかわるあらゆる
企業に対してサイバー攻撃のリスク
を増大させているということを全て
の企業が理解しているわけではな
い。そして、そのリスクを認識して
いる人物であっても、どのような対
抗措置を取るべきかを理解していな
いことも少なくない。

サプライチェーンのリスク管理
は、回答者がサイバーリスクに対応
するために管理すべき領域の一つで
あるが、第三者のサプライチェーン
企業を含むインシデント対応計画を
実際に策定しているのは、回答者の
22％のみである（図3を参照）。ま
た、第三者に対するセキュリティ評
価を実際に行っているのは、回答者
の20％のみであった（図4を参照）。

52%

26%22% 知らない／よくわからない
いいえ
はい

図3：第三者であるサプライチェー
ン企業との共同インシデン
ト・レスポンス・プランを策
定していますか？

図4：データやネットワークへのア
クセスを共有している第三者
のセキュリティについて、平
均してどのくらいの頻度で評
価を行っていますか？

20%

23%22%

35%

知らない／よくわからない
年1回超
年1回またはそれ以下
通常、第三者の評価は
行っていない
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過去のPwC調査では、米国のみ
ならず、グローバルにおいても、サ
プライチェーンはサイバーセキュリ
ティへの対応が十分でないという
見解が裏付けられている。PwCが
2013年に実施した世界CEO意識調
査では、米国企業のリーダーの36％
が、企業のサプライチェーンにおい
て知的財産権（IP）や顧客データが
十分に保全できていないことを懸念
していた。企業が個人情報保護ポリ
シー（データ保全能力の基準指標）
を自社のサプライヤーに遵守させる
ために苦労しているケースは少なく	
ない。	

これは特に、金融サービスなどの
個人情報（PII）保護に注力してい
る業界、医療保険の運用性と説明責
任に関する法律（HIPAA）に影響を
受ける業界、また、カード（PCI）
の情報管理を行う業界など、リスク
に晒されている情報の重要性が容易
に理解できる業界において顕著であ
る。しかし、PwCのグローバル情
報セキュリティ調査2013の全業界
の回答者のうち、個人情報保護ポリ	
シーの遵守を第三者に求めていたの
は3分の1未満であった。	

サイバー攻撃に関する知見と
情報共有機能
サイバー攻撃に関する知見
米国のサイバー脅威に関するト	

ピックは日常的なものとなっている
（それにより、メディアはこの問題
に集中している）。しかし、大量に
警鐘を鳴らす事で、誰がこれらのサ
イバー上の敵であり、彼らが何を狙
っており、どのように活動している
かについて、調査の回答者の理解が

大幅に高まるとは言い難い。多くの
経営幹部は、誰が最も深刻な脅威を
もたらすかを理解しておらず、彼ら
に対して防御するためのサイバーセ
キュリティ戦略を立案できていな
い。サイバー犯罪やサイバーセキュ
リティに関するさまざまなトピック
は溢れているが、自身がリスクに晒
されているという意識は高まってい
ない。

「脅威に対する意識付け」（サ
イバー攻撃者の能力、動機、目的を
理解する能力）が、サイバーセキュ
リティ戦略の策定や、攻撃を受ける
可能性のある主要な資産を識別する
ための第一歩となる。脅威に対する
意識がある事によって、サイバー攻
撃に対する脆弱性について、効率的
に組織の評価を行うことが可能に	
なる。	

調査では、標的型攻撃（APT）
に対抗するためにどのようなツール
を利用しているかについて調査し
た。APTとは、高度な技術を持った
攻撃者（国家またはその諜報機関で
あることが多い）が行う遠隔攻撃
などを定義した用語である。特定の
脅威に晒されている環境および資産
保護の要件を適用でき、比較的コス
トのかからないツール（脅威のモデ
リング）を利用していると答えたの
は、回答者の21％のみであった（図5
を参照）。	

図5：以下の活動や技術のうち、持続的・標的型の攻撃に対抗するためにあ
なたの会社で利用しているのはどれですか？

マルウェア分析
外部連携データの調査

不正デバイスのスキャニング
IPトラフィックの分析および位置情報

定期購読型の情報サービス
パケット調査

外部からの侵入の痕跡調査
知らない／よくわからない

脅威のモデリング
文書の透かし／タグ付け

51%

9%

41%
34%

31%

30%
27%
27%
25%

21%



7 米国サイバー犯罪調査2013における主要な発見事項

調査参加者の大多数が、現在整備
しているツールとして、マルウェア
分析や外部連携データの調査を挙げ
ている。これらのテクノロジーは、
正しい領域にインストールされてい
れば、外部からの侵入や潜在的な損
失の識別に効果的だが、これらは事
後分析のテクノロジーであり、その
結果は、事前分析的な位置づけとな
る脅威モデリング戦略に組み込まれ
て初めて、有効なツールとなる。つ
まり、これらの企業は、長期間にわ
たって秘かに機密情報にアクセスし
ようとするAPTに対しては脆弱であ
る可能性がある。

実際のところ、CIOや最高セキュ	
リティ責任者（CSO）は、何が自
社のオペレーションにとって最大
の脅威であるかについて見解が一
致していない事が多い。今年自社
で直面した最大の脅威を挙げるよ
うにという質問に対して、最高情
報セキュリティ責任者（CISO）
を含むCSOは、ハッカー（26％）
や外国国家（23％）からの攻撃
を挙げている。しかし、CTOを含
むCIOは、インサイダー（27％）	
（現従業員または元従業員）につ
いてより強い懸念を示しており、
国家について懸念しているのは	
6％に過ぎなかった（図6を参照）。	
このように見解が統一していないこ
とが、経営幹部や取締役会レベルで
の対策立案の障害となっている可
能性が高いが、業界によって脅威に
関する展望が異なることや、職責に
よってさまざまな視点が存在するこ
とも反映している。古い格言で言わ
れているように「どこに座るかに	
よって立ち振る舞いが変わる」ので
ある。

	

情報共有機能
官民連携における合理的なアプ	

ローチは、あらゆるサイバーセキ
ュリティ戦略の基盤となる。そし
て、利用可能な政府のサイバーイン
テリジェンスを十分に活用できれ
ば、サイバー攻撃の脅威と、それに
対抗する主導的な実践手段の全体像
を描く事ができる。オバマ大統領
は、2013年2月のサイバーセキュリ
ティに関する大統領命令において、
民間との情報共有の中心の場とし
て、国土安全保障省（DHS）を指名
した。

DHSは、Information	Sharing	and	
Analysis	 Centers（ISACs）と米国イ
ンフラの主要セクターによる協議を
コーディネートしているが、銀行業
界と金融業界を除き、ISACsの認知
度と利用は非常に低調であり、過去

3年間において大きく増加しなかっ
た事が調査により判明している（図
7を参照）。サイバーセキュリティ
に関する2012年9月のズームレンズ
の記事2に記載されているように、
金融サービス向けISAC（FS-ISAC）
は、官民の連携を強化した実績が評
価されている。しかし、利用可能な
官民の情報共有グループ自体が無数
に存在するため、どの政府機関と連
携し、何が期待できるかを企業自身
が判断できないことも多い。

2	 http://www.pwc.com/us/en/forensic-
services/assets/zoomlens-cybersecurity.pdf

CSO（CISOを含む）の回答順位：
1位：ハッカー
2位：外国民族国家
3位：現従業員および元従業員

CIO（CTOを含む）の回答順位：
1位：現従業員および元従業員
2位：ハッカー
3位：組織犯罪

22%

21%

11%

5%

4%

ハッカー

現従業員および元従業員

外国民族国家
（中国、ロシア、北朝鮮など）

活動家／活動家組織／政治的ハッカー

組織犯罪

図6：以下のグループのうち、過去12カ月間においてあなたの会社にとっ
てサイバーセキュリティ上の最大の脅威をもたらしたのはどれです
か？

全回答者
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図7：もしあなたの会社の業界に 
と っ て 利 用 可 能 な 場 合 、 
Information Sharing and 
Analysis Centers（IASC） 
の活動に参加しますか？

（http://www.isaccounsil.
org/）

31%
49%

20%

24%
48%

28%

2011年

分からない はいいいえ

2012年

2013年
21%

57%
22%

企業のリーダーたちが、どのよう
に脅威に関する情報を入手するのか
が問題の一部となりうる。サイバー
攻撃の深刻度や複雑さに関する報告
は、過去数年間にわたり増加傾向に
あるにも関わらず、セキュリティお
よび業務に関する経営幹部たちは、
自分たちの情報源として、ますま
す、無料のインターネットウェブサ
イトなどの公的に入手可能な情報源
に頼る傾向が強い。一方、定期購読
型のセキュリティ情報サービス、業
界内での連携、米国政府への情報請
求は、ますます少数派になっている
（図8を参照）。

オープンソースの情報は、サイ
バーセキュリティ戦略立案に向け
て有効ではあるが、これらの情報源
の品質、正確性、適時性は多様であ
る。RSAがスポンサーとなったAPT
に関する2011年の会議において、
出席者は、「攻撃者は、通常の企業
よりも効果的に情報を共有している
ように見受けられる」と述べている
3。内外のデータソースを利用し、
出現しつつある脅威と機動的なサイ
バーディフェンスを創造する革新的
なテクノロジーの両方に関する新し
い情報を取り入れるために、企業は
複数の情報源からの徹底した情報収
集と、分析に関する戦略を策定して
おく必要がある。

サイバーセキュリティ戦略は、慎
重に扱われるべきビジネス資産を保
護するためのベースとなるが、調査
対象企業の30％近くが計画を策定し
ておらず、計画を策定していても半
数の企業はテストを行っていない。
（図9を参照）。会社の主要な資産
が何であるかを理解し、最新の機密
情報に基づき資産を保護するため
のサイバーセキュリティ戦略を策定
し、それを常にアップデートしてい
る企業は、サイバー攻撃に対する防
御に関し、より強固な立場にあるこ
とに気付いている。

3	 http://www.rsa.com/innovation/docs/APT_
findings.pdf

図8：サイバーセキュリティに関す
る傾向、脅威、脆弱性、テク
ノロジー、警告に関する最新
の情報を得るためにモニター
している情報源を全て挙げて
下さい。

サイバーセキュリティに関するウェブサイト
およびE-メール

定期購読型の情報サービス（無料）

同僚

出版物またはウェブサイト

政府のウェブサイトおよびE-メール
（DHSを除く）

定期購読型の情報サービス（有料）

業界団体

DHS

Information Sharing and Analysis 
Centers（ISACS）

その他

なし

57%

63%

71%

50%

47%

33%

27%

24%

23%

16%

9%
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サイバーセキュリティの計画を策
定していない、またはそのテストを行
っていない企業の多くは、サイバー	
犯罪が疑われる場合にどの政府機関
にコンタクトを取ったらよいか知ら
ないと回答した企業と同一である可
能性が高い。そのような支援を求め
る場合に、どの政府機関へのコンタ
クトを選択するかは、業界によって
異なる。多くがFBIかUSSSにコンタ
クトを取ろうとするが、いくつかの
業界では依然として地元の警察に支
援を依拠している。

米国コンピュータ緊急事態対策	
チーム（US-CERT）に連絡を取ろう
とする企業の数は、依然として非常
に少ないことが調査により明らかと
なっている。これは、US-CERTが米
国の民間企業向けに定期的に提供し
ている充実したサイバー犯罪関連情
報を、多くの企業が認識していない
ことを示している。

政府の中でどのチームが最も支
援してくれるかの判断は、あなたの
会社の経験、業界特有の考慮すべき
事項、攻撃者である可能性の高い人
物の身元、疑われる犯罪の深刻度に	
よって異なる。元FBIサイバー担当
上級職員が述べたように、政府は、
入手でき次第速やかに情報を共有
しているのである。この元職員は、
次のように続けている。「政府がサ
イバー犯罪に関する情報を提供する
時、当局は、企業が既にサイバー攻
撃の可能性を考慮し、対応計画を立
案済みである事を期待している4」し
かし、上述のとおり、私たちの調査
で、ほとんどの企業でそうではない
ことが明らかになっている。

4	 http://www.ctlawtribune.com/PubArticleCT.
jsp?id=1202601094171&slretu
rn=20130503094156

内部からのサイバー犯罪：	
インサイダーの脅威の検証
インサイダー（内部の関係者）の
脅威
インサイダーの脅威は、ビジネス

エコシステム内のどこからでも大損
害を引き起こし得る。カーネギーメ
ロン大学ソフトウェアエンジニアリ
ング研究所CERT®プログラムは、	
「インサイダー脅威の防止・探知の
ための共通ガイド5」で次のように
述べている。「請負業者、コンサル
タント、外注委託サービスプロバ
イダーやそのほかのビジネスパート	
ナーは、企業のリスク評価において
潜在的なインサイダー脅威とみなさ
れるべきである」。

信頼されている組織のインサイ	
ダーがサイバー犯罪を行う脅威に対
しては、ほかのサイバー脅威よりも
メディアや一般の注意が向けられて
いない。インサイダーが企業秘密を
盗む事件に対する意識の向上を目的
とした、昨今のFBIの大規模なキャ	
ンペーンにもかかわらず、回答者
の姿勢にはほとんど変化が見られ	
ない。

カーネギーメロン大学が実施し、
広く報じられた調査においては、イ
ンサイダーが民間および公的機関の
両方に与えた重大な被害について述
べている。サイバー犯罪に関するメ
ディアの報道の大部分は、インター
ネットを通じたリモートネットワー
ク攻撃についてである。だが、調査
結果では、インサイダー関連の質問
に答えた回答者は、インサイダーが
サイバー攻撃の根源である可能性が
より高いとみなしていることが判明
した。2年連続で、外部からの攻撃
（31％）よりもインサイダー犯罪
（34％）の方が大きな被害を組織
にもたらすと識別している回答者が
多かった（図10を参照）。	

5	 http://www.sei.cmu.edu/reports/12tr012.pdf	
p.	27.

図9：あなたの会社では、自社で発
生したサイバーセキュリティ
関連インシデントの報告、お
よび対応に関する方針や、手
順の概要を定めた計画を策
定・承認していますか？

はい、策定しており、少なくとも年に1回は
テストを行っている

はい、策定しているが、少なくとも年に1回の
テストは行っていない

知らない／よくわからない

現在のところ計画を策定していないが、今後
12カ月以内に策定する予定

現時点で計画を策定しておらず、また、近い将
来に策定する予定もない

19%

26%

26%

17%

12%
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図10：一般的に、サイバー犯罪の
うち、あなたの会社にとって
よりコストがかかった、また
は被害が大きかったのはどの
原因によるものですか？

多くの情報セキュリティツールが
アクセス制御と認証に重点を置いて
いるが、これらのツールは、機密デ
ータやシステムへの正当なアクセス
権を得た従業員や第三者（請負業者
やサービスプロバイダーなど）など
のインサイダーに対しては効果が得
られない（図11を参照）。これらの	
インサイダーは、その企業にとって
価値があるもの、すなわちキャッシュ	
フロー、競争上の優位、株主価値な
どをもたらす資産が何であるかを
既に知っていることが多く、外部
からの攻撃者より一歩先んじてい
る可能性が高い。彼らはまた、自分
たちがネットワーク上のどこに属し
ており、盗難、開示、破壊などを目
的としてアクセスする方法を知って	
いる。	

既に記載のとおり、「知らない」
ということは、あなたの会社自身と
あなたの会社がかかわるあらゆるこ
との双方に害を及ぼす可能性があ
る。私たちのエコシステムに関する
調査結果と同様に、インサイダーの
脅威に関して「知らない」という回
答は憂慮すべきである。インサイ	
ダーと外部からの攻撃者のどちらが
組織により大きな被害をもたらす可
能性があるかという質問に対して、
回答者の3分の1以上が「知らない」
と答えているが、同様に、サイバー
犯罪の原因とインサイダーが利用す
る仕組みに関する質問に対しても、
「知らない」という回答が最も多	
かった。インサイダーからの攻撃を
受けた回答者の24％がその攻撃が
どのような影響を及ぼしたかを知ら

図11：過去12カ月間にあなたの会社に対して行われたサイバー犯罪におい
て、インサイダーが利用した仕組みを全て挙げて下さい。

回答者によると、過去12カ月間に発生した事件のうち29％がインサイダーによるものだ
と判明しているか、あるいはその疑いがある。

インサイダーからの攻撃を受けた仕組みの上位
（「わからない」を除く）10件

  17% ノートパソコン
  16% アカウント漏洩
  16% モバイル機器への情報のコピー（USBドライブ、iPod、CDなど）
  16% リモートアクセス
  15% 自分のアカウント利用
  15% ソーシャルエンジニアリング
  14% 自宅のコンピュータへの情報のダウンロード
  13% E-メールを利用した外部への送信による情報の盗難
  12% ほかのコンピュータへのダウンロードによる情報の盗難
  11% ルートキットまたはハッキングツール

37%

28%35%

2012年

34%

35%31%

2013年

知らない／よくわからない

インサイダー：現従業員または元従業員、
サービスプロバイダー、請負業者

アウトサイダー：組織のシステムやネット
ワークへのアクセスを承認されたことが
一度もない人物
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ず、回答者の33％がインサイダーの
脅威に対する正式な対応計画を策定
していなかった（図12を参照）。ま
た、潜在的なインサイダーの脅威に
関する調査を自分の会社がどのよう
に行ったかについてよくわからない
と答えた回答者が多数いた（図13を
参照）。インサイダーの脅威に関す
る対応手順がどのようなものである
かを知らないという回答者の大多数
が、事案は社内で処理され、法的手
続や警察の関与はなかったと回答し
ている。

この結果が、インサイダーによる
セキュリティインシデントへの対応
に関する意識があった上で企業が意
思決定をしている事を意味している
のか、警察機関がこのような調査を
支援できる事を理解していないとい
う事象を反映したものかは、依然と
して不明である。しかし多くの企業
では、告訴を行うか否かの判断の際
に、インサイダーによるセキュリティ
事件が会社の資産、業務運営、風評
にもたらす可能性のある潜在的な被
害についての検討が十分に行われて
いない。

インサイダーの脅威の管理	
インサイダーがもたらす可能性

のある被害を認識している会社もあ
るようだが、多くの回答者が脅威を
十分深刻には考えておらず、または
それに対応するために十分な措置も
講じていないことが調査で判明して	
いる。	

以下を目的として、インサイダー	
の脅威に関する全社的で強力なリス
ク軽減プログラムが必要とされて	
いる。	

•	 インサイダーの脅威によってもた
らされるリスクを認識する

•	 それらのリスクを検出できる

•	 それらのリスクに対応できる

図12：あなたの会社では、インサ
イダーによるセキュリティ事
件に対応するための正式な計
画を策定していますか？

図14：あなたの会社で、インサイ
ダーからの攻撃に関する対応
責任者は誰ですか？

IT部門

情報セキュリティ部門

インサイダーの脅威に特化した部門横断的な
チーム

インサイダーセキュリティ関連事象に対応する
仕組みを整備していない

物理的セキュリティ部門

14%

30%

42%

12%

2%

•	 それらのリスクを効果的に軽減で
きる	

インサイダーの脅威を検出し、管
理するために、企業は、IT、情報セ
キュリティ、物理的セキュリティ、
人事、法務など（これらの部門は個
人情報や内部調査の問題を扱うこと
が多い）のさまざまな部門にわたる
情報やツールが必要となる。しかし
調査では部門横断的なチームを使っ
てインサイダーの脅威に対応してい
るのは、回答者のうち14％のみで	
あった（図14を参照）。

一般的には、知識が欠如している
ことが主要な原因で、これらのイン

サイダー事案において、企業データ
の収集・分析を一元的に行っていな
いケースがある。関連情報が人事、
法務、情報セキュリティ、物理的セ
キュリティなど、それぞれで所有す
る別のデータベースに保存されるこ
とは珍しくない。また、インサイダー	
によるセキュリティ事件が法務や人
事に及ぼす影響として、研修や意識
向上という課題だけでなく、インサ
イダーの脅威に関する管理プログラ
ム策定の必要性を示している。な
お、このプログラムは、IT、情報セ
キュリティ、物理的セキュリティ、
法務、人事など（研修および倫理担
当役員を含む）から構成される部門
横断的なチームによって支えられる
べきものである。

近年のテクノロジーの大幅な進歩
により、セキュリティチームが潜在
的なインサイダーの脅威を迅速に識
別し、調査を行うことが可能になっ
ているが、主要なステークホルダー
間の技術的な部分以外での連携は、
抜け目がなく、強い動機を持ったイ
ンサイダーを阻止するのに極めて重
要であることが多い。カーネギーメ
ロン大学ソフトウェアエンジニアリ
ング研究所CERT®プログラムのイン
サイダーの脅威に関するデータベー
スは、ITを利用したIPの盗難、ITサ
ボタージュ、ITを利用した不正行為
に関するインサイダーの脅威の報告
事案を収集しているが、そのデータ
によれば、データベースへの不正イ

図13：あなたの会社では、社内の
従業員によるサイバー脅威の
報告、管理、介入がどの程度
有効ですか？

36%

25%21%

18%

あまり有効でない
中程度に有効
非常に有効
知らない

33%

17%

50%
知らない／よくわからない
いいえ
はい
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生活が分不相応など、初期の兆候が
見られることが多い。これらの特
徴は、ITセキュリティツールによっ
て検出されるわけではなく、従業員
や管理職がその兆候に気付く事が多
いという点である。したがって、イ
ンサイダーの脅威に関する管理プロ
グラムの研修と意識向上が重要であ
る事は明確である。このプログラム
は、現在の情報セキュリティ研修や
意識向上、倫理研修プログラム、外
部からの監視プロセスと統合された
ものである。これには、ITや情報セ
キュリティ部門のみならず、人事、
法務、物理的セキュリティなど、企
業の各部門からの参加が求められ
る。

違反の帰結：効果的な防御と
組織の回復力	
調査の質問の多くが、組織が利用

するテクノロジーに重点を置いてい
る｡ここでいうテクノロジーとは、
サイバー違反を防ぎ調査するための
技術、情報システムが攻撃によって
危険に晒された場合に､組織の回復
力を向上させるための技術、また、
組織全体としてのサイバーセキュリ
ティ能力を強化するための技術など
である。企業は自分たちが攻撃と防
御の継続的なサイクルの中にいるこ
とを理解することになる。新たな攻
撃の侵入経路や手段が出現するにつ
れて、セキュリティ業界はこれらの
手段に対抗する新しいテクノロジー
や手法を開発している。

この結果、攻撃のあらゆる方法と
タイプに対して防御するために利用
されるテクノロジーの分類には、巨
大なリストが必要となった。回答者
は、防御、調査、軽減を目的とした
さまざまなテクノロジーを熱心に採
り入れているように見受けられる。

しかし、データをよく見ると、これ
らのテクノロジーが情報を守るため
に正確にどのように機能するか、ま
た実際にその実施がどの程度有効か
を評価するという面で、組織があま
り上手に利用できていないことがわ
かる。

サイバーセキュリティに関する
姿勢が過去数年間にわたりほとんど
変わっていないことを示す別の兆候
としては、今年の回答者が、自分た
ちの組織が受けた年間の攻撃報告件
数にかかわらず、テクノロジーの全
体的な有効性について、概して過去
と同様に感じているということであ
る。理論上はテクノロジーの有効性
をより熟知しているはずのITの専門
家についても、ITの専門家以外につ
いても同様の傾向が伺える。おそら
くこれは、特定のテクノロジーが、
異なるタイプの攻撃にどのような効
果を発揮できるのかを理解してい
ないこと、また、特定のテクノロ	
ジー、または一連のテクノロジーの
有効性を評価する能力が限定的であ
ることを示している（図15を参照）
。

興味深いことに、違反があった場
合、企業は、狙いを定めた攻撃と財
務上の損失の間に重大な相関関係が
あるとは報告していない。攻撃が財
務上の損失をもたらすか否かにかか
わらず、回答者が識別した狙いを定
めた攻撃と、狙いを定めない攻撃の
比率は依然として同様である。私た
ちは、狙いを定めた攻撃の方が財務
上の損失と関連することが多いと予
想していたが、実際には、96％が過
去1年間のサイバー関連損失を1百万
米ドル未満と回答した。

ンシデントの27％が技術的でない方
法によるものであった。この点につ
いて、FBIのインサイダーの脅威に
関する分析官が2013年のRSA会議
において次のように説明している。	
「インサイダーの脅威によるリスク
は技術的な問題ではなく、人間中心
の問題である。人間の思考は多次元
なものであり、総合的なアプローチ
によって対応すべきである6」

インサイダーからの攻撃に対
する対抗策としてもう一つの重要
な要素は、最も費用対効果が高い
と考えられる、従業員の研修と意
識向上である。「故意ではないイ
ンサイダー」（その行動が悪意に
よるものではない人物）により
大きな機密データの被害があっ
たと答えた調査回答者の数は、
「悪意のあるインサイダー」と	
答えた回答者の2倍以上であった。	

インサイダーがもたらした脅威の
認識に関する質問の回答として、大
多数が、ノートパソコンや類似機器
の紛失、ソーシャルエンジニアリン
グによる被害、USBメモリや周辺機
器の装着に関する方針の違反が挙げ
られた。さらに、同僚や管理職は、
どのような点に注意を払い、どこに
報告すべきかを知っていれば、それ
らに気付き、報告する事が可能なた
め、意図的でないインサイダーがも
たらす被害を防ぐのに最適な立場に
ある。

従業員の研修や意識向上は、悪
意のあるインサイダーによるリスク
や被害を軽減するのにも同様に有効
である。このような事案において
は、勤務成績が芳しくない、同僚と
問題を起こす、懲戒処分を受ける、

6	 http://www.darkreading.com/insider-
threat/5-lessons-from-the-fbi-insider-threat-
pr/240149745
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図15：回答者が経験したテクノロジーの有効性の評価…
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しかし、NDAの長官、Ke i t h	
Alexander氏を含む一部の政府官僚
は、2012年に「官民の組織のネッ
トワークから継続的に発生してい
るサイバー上の盗難事件は、フォー	
チュン500の会社も対象であり、人
類の歴史で最大級の資産移動となっ
ている7」と記述している。

同様にFBIは、IP盗難により米国
のビジネスが被るコストは、合計
で年間数十億米ドルに上ると見積も
っている8。米国知的財産権窃盗に
関する委員会が最近公表した報告
書には、元DNIのDenis	 Blair氏およ
び元米国大使Jon	 Huntsman氏が率
いる私的諮問機関の調査により、IP
盗難の件数は増加しており、米国で
毎年3,000億米ドルの被害が発生し
ていることが判明したと記載されて	
いる。

損害の見積りに関する政府の報告
書と、組織自体が見積もる損害との
差は驚くほど大きい。

そのような食い違いが生じる理由
の一つとして考えられるのが、IPを
標的とするサイバー攻撃を識別し、
さらにそれを軽減した組織でも、何
が盗まれたかを正確に評価する有効
な手段がないということである。国
家防諜局（ONCIX）が公表したサイ
バースペースにおける経済・産業ス
パイに関する2011年の報告書によ
れば、「自分たちが被害に遭ったと
企業が認識しているケースにおいて
も、損害の算定は困難であり、不明
瞭な結果をもたらすことがある9」。	

7	 http://www.nsa.gov/research/tnw/tnw194/
article2.shtml

8	 http://www.fbi.gov/about-us/investigate/
white_collar/ipr/ipr

9	 http://www.ncix.gov/publications/reports/
fecie_all/Foreign_Economic_Collection_2011.
pdf

もう一つの可能性としては、IP
を標的とするより高度なサイバー攻
撃は、検出ツールによって発見され
ず、放置されたままの可能性がある
ということである。元FBIサイバー
担当上級職員は、「昨今FBIでは、
標的にされた企業を訪問した際、そ
の企業が攻撃され、既に侵入されて
いることを認識してもらえるまで
に、滞在時間の約60％の時間が費
やされている10」と述べている。サ
イバー犯罪に関する認識と理解を試
みる一般的な調査と同様、本調査で
は、サービス拒否（DoS）攻撃、ク
レジットカード情報の盗難、ウェブ
サイトの改変、IPの盗難など、複数
のサイバー犯罪を取り上げている。

後者の攻撃は、比較的見つかりに
くいように、かつ長期にわたり持続
するように計画されており、また、
現在の民間のサイバーセキュリティ
テクノロジーによる検出を回避でき
るほど高度なものが多い。気付かれ
ていないもののうちの40％が、おそ
らく最も深刻かつ重大な盗難に該当
し、より広範な国家安全保障という
傘によって管理されるべきものであ
ると私たちは考えている。

状況の悪化？
組織の回復力という観点でも、企

業は、攻撃への対応という点におい
ても状況が悪化しているように見受
けられる。回答者の90％が昨年度の
攻撃数を50件以下と報告している
が、その前年度と比較してサイバー	
関連事象の件数が全体的に減少した
と答えたのは回答者のうちわずか	

10	http://www.abajournal.com/news/article/
what_	law_firms_should_know_about_cyber_
attacks_	and_the_fbi/

9％であった。約3分の1は、サイバ
ー関連の事象が増加したと報告して
いる。報告された損害は依然として
小規模なもののように見えるが、サ
イバー関連事象による金銭的損害を
減少させることができたと回答した
のは5％のみであり、19％は金銭的
損害が増加したと答えている。

この状況を考慮すると、情報セキ
ュリティの将来を楽観視することは
できない。多くの企業において、セ
キュリティのテクノロジーをどのよ
うに配置し、その配置の有効性を適
切に評価するかについて、理解がな
されていないことは明白である。成
功した事象の件数と金銭的損害の両
方が増加しているため、組織の回復
力という観点から、危機は改善の方
向に向かっているようには見受けら
れない。

30％超増加

16％から30％増加

1％から15％増加

同じ

1％から15％減少

16％から30％減少

30％超減少

知らない／よくわからない

19%

9%

5%

42%

5%

2%

2%

16%

図16　過去12カ月間と比べて、あ
なたの会社のサイバーセキュ
リティ関連事象はどのように
変化しましたか？
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私たちのデータをさらに深く
分析することにより、あなた
の会社を守るのに役立つ可能
性がある
今年の調査において、サイバーセ

キュリティリスクが増加する中、私
たちは米国の官民組織を守る手段を
発見すべく、データをさらに深く分
析した。無知であることは解決をも
たらさない。これらの脅威を知らな
いまま、鍋が沸騰するのを止めるこ
とはできないのである。

敵は、以前よりも狙いを絞ってお
り、さらに敏腕になっている。より
多くの国家がサイバー攻撃のゲーム
に参加している。組織犯罪グループ
は、小規模の金銭の窃盗から大規模
な多国籍にわたる同時的な強盗へと
拡大している。政治的ハッカーは、
より強力な不正アクセスを実施する
ために組織内の支持者の協力を得て
いる。

多くの企業が現在、世界中の危険
な地域で営業活動を行っている。こ
れは、顧客の所在地だけでなく、製
品開発やイノベーション作業を行っ
ている場所、また、組織にとって価
値があるが、セキュリティポリシー
の対象となっていない第三者と協働
する場所も含まれる。

また、さまざまな事業部門ライ
ンで、組織の情報セキュリティ部門
のレビューを受けていないテクノロ

ジーやソフトウェアが使用されて
いる。ビジネスは、グローバルな
M&A、外国の競合他社との戦略的
パートナーシップ、最重要の機密
情報であるIPを扱うジョイントベン	
チャーを通じて、変化し続けるグ	
ローバルエコシステムに密接に関わ
っている。彼らのデータはますます
保護されなくなっているという傾向
がある。

同時に、セキュリティ予算は過去
の脅威に対応するように組まれてお
りバランスが悪く、その一方で企業
は、出現しつつあるサイバー脅威と
の戦いにおいて、「実証済みの」セ
キュリティテクノロジーがいかに有
効であるかを理解しないまま、これ
らのテクノロジーへの支出を削減し
ている。また、各事業部門は、ソー
シャルメディアの利用、官民のクラウ
ドサービスの利用、従業員にパーソナ
ル機器の利用を認める戦略を策定して
いるが、その際にセキュリティ上の
影響が十分に考慮されていない。

•	 経営幹部や取締役は、まだ関与し
ていないのであれば、自社のサイ
バーセキュリティに直接関与すべ
きである。

•	 経営幹部、テクノロジー、セキュ
リティリーダーたちは、外部・内
部との連携や調整を助長するため
に、部門横断的な運営委員会を設
ける必要がある。

•	 セキュリティ予算は、ビジネス戦
略にしたがって配分されるべきで
ある。

•	 組織は、セキュリティの予防と対
応において、自社だけでなく、エ
コシステム全体を参加させるメカ
ニズムを整備する必要がある。

最も重要なのは、誰が自分たち
の敵なのかを理解しなければ、組
織はサイバー関連の脅威の管理に非
常に苦労するであろうということで
ある。長居をした挙句に高価な宝石
を持って逃げ出すような人物が、あ
なたの会社のサイバー上の扉を、意
図せず開けてしまう可能性があると
いうことを十分に理解する必要が	
ある。

ビジネスの世界の大部分におい
て、サイバー脅威を過小評価する傾
向がある。企業の取締役会も、事業
部門のリーダーたちも、事業に及ぼ
すマイナスの影響に十分な注意を払
っていない。PwCの世界CEO意識調
査によると、CEOたちの3分の1はサ
イバー攻撃が自分たちのビジネスに
悪影響を及ぼすとは考えていない。
しかし消費者の61％11	が、セキュリ
ティに関する事故があった場合、そ
の企業の商品の購入やサービスの利
用を中止すると答えている。この点
について、よく考慮すべきである。

11	http://www.pwc.com/us/en/industry/
entertainment-media/assets/pwc-consumer-
privacy-and-information-sharing.pdf
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技術的負債の清算
さまざまな業界にわたる多くの組織が、多額の技術的負債に苦しんでいる。この負債は間もなく1兆米ド

ルを超過すると見積もられている。企業は、IT予算を新しいビジネステクノロジーに投資しているが、その
一方で、ITインフラは老朽化し、システムが基本的なデータセキュリティ機能をサポートできないほど退化
している。これは、道路、橋、そのほかの交通インフラなど、米国における物理的なインフラに対する投資
不足と同様である。

情報テクノロジーにおける年間支出は、次々に生まれる脅威に追いついていないように見受けられる。テ
クノロジーの影響は急速に広がり、多くの企業で、モバイルソリューション、ソーシャルメディア、オルタ
ナティブ・ワーク・プレイスに関するソリューション、コラボレーションによる製品イノベーション、医療
のデジタル化、遠隔医療などを採用している。個人情報の管理、医療情報の管理、財務データの管理、知的
財産権の保護、財務諸表の管理などに関連した規制も影響している。そしてまた、特定の業界や組織をター
ゲットとするサイバーキャンペーンや、オンライン上の産業スパイから破壊行為に移行した敵対者により、
セキュリティに対する意識は年々高まりを見せている。	

このような強い需要があり、規制当局による監督を受けていながら、IT予算が横ばい、または減少してい
るという状況は、なぜ起こるのか？

企業は、どの程度の財務上の負債を抱え、なおかつそのブランドにふさわしい信用格付けを維持する予定
なのかを検討すべきであるのと同様に、規制、開示要件、信頼に対する消費者の懸念が増大している中で、
どの程度の技術的負債を抱える予定なのかを検討すべきである。しかし技術的負債は貸借対照表上の負債で
はないため、企業のリーダーたちは、その負債に関するリスクを検討する際、経営陣や取締役に求められる
透明性が欠如している。

新しいテクノロジーが可能にするサービスに対応したいという願望と、既存のサービスを持続する必要
性のトレードオフに企業が直面するのは珍しいことではない。依然として多くの役員は、新たなテクノロ	
ジーがもたらすサービスを提供可能にするインフラについて、十分な理解がないままである。しかし、根本
的なテクノロジーの課題について幾分かでも理解する必要性を見落としてはならない。以下の点について質
問し、検討していただきたい。

1.	 会社のネットワークと外部との情報のやり取りを規制するファイアウォールは、導入からどの程度の年
数が経過しているか？

2.	 そのファイアウォールには、外部の敵に攻撃されうる既知の脆弱性があるか？	

3.	 自社の統制環境の中心となっているのは、役割に応じたアクセス権限を統括するID管理システムの中
で、どの部分か？	

4.	 現在のテクノロジーは、安全なオペレーティングシステムやハードウェアを使用したものか、あるい
は、セキュリティ上の既知の問題はあるが最もコストの安い代替手段を選択したか？	

5.	 企業アプリケーションやその中心となるデータベースは最新のものか、大幅にカスタマイズされている
ものか？あるいは、自社の現在の経済環境においてアップグレードが非常にコストのかかるものとなっ
ており、メンテナンスやアップグレードが後ろ倒しになっているか？

6.	 自社のネットワーク内でデータを転送するルータやスイッチは最新のものか？あるいは、機器に「バッ
クドア」をインストールしたメーカーが提供しており、私たちが知らないうちに全社内のトラフィック
のコピーを可能にするものか？

7.	 主要データベースに依拠しているアプリケーションを変更できないために、修正できないセキュリティ
上の既知の脆弱性がそれらのデータベース上存在しているか？

メンテナンスや、アップグレード、セキュリティパッチ、交換などのそのほかのテクノロジーのニーズを
後ろ倒しにすること、あるいは最新世代のテクノロジーに移行することは、ビジネスでは何も新しいことで
はない。新しいのは、敵が多くの企業にとってのリスクをもたらしているという点である。	

サイバー上の敵は、今日のほとんどのビジネスを支えるテクノロジーの「スタック」における脆弱性（既
知のものと未知のものの両方を含む）を利用することが多い。現在の環境において、合併に伴うシステム統
合を後ろ倒しにする、基幹システムのアップグレードを遅らせる、それに見合う投資をセキュリティインフ
ラに行わずに、ITサービスを拡大するといった事象は、極めて容易に多額の技術的負債を抱え込むこととな
る。これは、あなたの会社の貴重なデータ資産へのシステム上やデータ上でのアクセスを狙うサイバー上の
敵にとって、侵入の足掛かりとなり得るのである。
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