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先回りする攻撃者
出遅れる企業
テクノロジーソリューション
情報セキュリティ
企業のセキュリティ対策は
飛躍的に改善しました。
しかし、手強い敵はさらに
その先を進んでいます。
多くの企業は陳腐化したセ
キュリティ対策で最新の脅
威に立ち向かっています。

2014 Global State of Information
Security Survey®

調査方法
グローバル情報セキュリティ調査®2014（以下、本調査
という）は、PwC、CIOMagazine、およびCSO Magazineが
実施した情報セキュリティに関する世界的な調査です。
2013年2月1日から4月1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
クライアントに対して、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ました。
本報告書で解説する調査結果は、9,600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ます。回答者の地域
別では、北アメリカが36%、欧州が26%、
アジアが21%、南
アメリカが16%、中東および南アフリカが2%です。
本報告書の全ての図および図形は、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す。
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情報セキュリティリスクが進化と増大を

グローバル情報セキュリティ調査®2014

遂げた現在、
コンプライアンスを重視し境

では、
グローバル企業が現在の強敵に立

界を設けるという従来のセキュリティ戦略

ち向かうためにセキュリティ慣習をどのよ

はもはや時代遅れです。

うに実装しているかを数値化して明らか

現在のリスク増大に十分に対応できて

にすることを目的としています。本年の調

いる企業はほとんど存在しません。
まして

時代遅れのセキュリティ戦略に頼り、最

査結果からは、幹部がセキュリティの重要

や、将来の脅威に対応する態勢が整って

新の脅威や技術を駆使する手強い敵に対

性の認識を高めていることが伺えます。セ

いる企業はさらにわずかです。

して、ほぼ勝ち目のない戦いを挑んでい

キュリティ活動の強化に資金を割り当てる

るのが現状です。

必要性に気付き、技術面のセキュリティ対

ビジネス戦略の基本要素であるとは、いま
だに見なされていません。

PwCのプリンシパルである
ています。
Gary Lovelandは、
こう述べ
ています。
企業側もセキュリティを強化しています
「過去の戦略で現在の脅威
が、攻撃者はさらに先回りをしています。本
年の調査では、セキュリティインシデント に対 抗することはできませ
検知数は前年から25%増加、インシデント ん。
必要なものは、脅威、資
の財務的な損害は18%増加していました。
産、潜在する敵の動機と標的
を把握する、新しい情報セキ
また、エコシステム（企業や組織の体系
のこと。昨今のビジネスにおいては、顧客、 ュリティモデルです」
策、
プロセス、戦略を大きく向上したと考え

抜 け目ない 攻 撃 者は境界による古い
防御を迂回し、標的を絞って検知しにくい
攻撃を次々と仕掛けてきます。
よく見られ
るのは、上層部を標的として緻密な調査
を行うフィッシング攻撃です。相互につな
がったデジタルチャネルを行き交うデータ
量がかつてないほど増加し、攻撃対象が
パートナーやサプライヤー、顧客などにま
で広がっていることが、
さらに混乱に拍車
をかけています。

サプライヤー、共同研究機関、業界団体、
これらの要 因 が 重なり、情 報セキュリ

規制当局など、多くの組織が相互に連携

この新しい情報セキュリティモデルで

ティはますます複雑で困難な課題となっ

し、ネットワーク化して複雑なエコシステ

は、知ることが力となります。情報を収集

ています。情報セキュリティには、最先端

ムを形成している）の脆弱性や脅威の検

し、知識を獲得しましょう。

の技術およびプロセス、防諜テクニックに

知、重要資産の特定および保護、
ビジネス

基づくスキルの他、上層部からの揺るぎな

目標との関係を考慮した脅威の評価を可

い支援が必要です。もはや攻撃は避けら

能にする技術は、
まだあまり導入が進んで

れず、全データを同レベルで保護すること

いないことも明らかになりました。多くの

は非現実的であるという現状認識こそが、 企業において、セキュリティはCEOや取締
この新しいアプローチの核となるのです。

役が指揮を執り、十分な予算を組むべき
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詳細な調査結果
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デジタル技術が普及し、ビジネス環境
は一変しました。

ビジネス目標の障害になりかねないエン
タープライズリスク管理の問題として捉え

現在のセキュリティ慣習に対する
強い自信

る必要があります。全てのデータを最高の

リスクが増大と進化を遂げているにも

連携や統合が進み、組織の相互依存度

機密レベルで保護することは、今となって

かかわらず、幹部は自社のセキュリティ機

が高まっています。技術を導入し、いたる

は現実的でないどころか、不可能になりま

能および活動に非常に自信を持っていま

ところから接続を可能にすることで、顧客、 した。

す。グローバルでは、回答者の74%が自

サービスプロバイダー、サプライヤー、従

社が効果的なセキュリティ活動を行って

業員との間で膨大な情報資産を共有する

こうした状 況を背 景 に、情 報 セキュリ

いると答えています（図 1）。この楽観が

ようになりました。いまや、
このような高度

ティの課題にどのように対応し、プライバ

最も顕著なのは上層部です。例えば、CEO

な技術により、かつてないほど迅速かつ

シーおよび情報セキュリティ対策とビジネ

の84%は自社のセキュリティプログラム

効率的に業務を遂行できます。

ス目標の整合性がどの程度取れているか

に自信があると答えており、セキュリティ

を、事業経営、セキュリティ、ITを担当する

を直接担当するCISOの78%も自信を持っ

グローバル情報セキュ
しかし、エコシステムの進化の裏では、 幹部に尋ねました。

ています。幹部の中で最も自信度が低い

技術やプロセスを悪用する敵によって事

リティ調査 ®2014の結果、世界のさまざま

のはCFOです。また、地域別に見ると、南

業運営が妨害され壊滅する危険も生じま

な業界にわたる経営幹部の大多数が、自

米（81%）およびアジア（76%）において、

す。
したがって、セキュリティ上の脅威はグ

社の情報セキュリティ慣習に自信を持っ

セキュリティプログラムへの信頼度が高く

ローバル企業にとって重大なビジネスリス

ていることが判明しました。

なっています。

クであるといえます。

図 1 : セキュリティ活動に対する自信（少し自信がある、非常に自信がある）

情報セキュリティ戦略に事後対応する
従来型アプローチでは、セキュリティの問
題をITの課題の一つだと過小評価してし
まいます。
この古いアプローチは今でも広
く信じ込まれていますが、もはや効果が

74%

84%

76%

77%

CFO

COO

82%

78%

CIO

CISO

なく、防御にもなりません。
現在の新たなセキュリティリスクに対
応するには、情報セキュリティ上の脅威を

全回答者

CEO
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80%

以上が、

自社のセキュリティプログラムがビジネ

ここでは、
「 効果的な戦略を整備してお

ス戦略および全体の支出とどの程度整合

り、積極的に計画を実施している」
とした

しているかを尋ねることで、回答者の自信

回答者を「先駆者」
としています。これは

の度合いを知ることができます。数値に

リーダーの 二 つ の 重 要 な特 性だ からで

は強い楽観が表れていました。回答者の

す。本年は、回答者の50%が「先駆者」の

80%以上はセキュリティ支出およびポリ

特性を備えていると答えました。昨年と比

シーがビジネス目標と整合していると答え

べ、17%増加しています（図 2）。

セキュリティ支出および
ポリシーがビジネス目標と
整合していると回答

ており、いずれも昨年を上回っています。
この結果を見ると、セキュリティがビジネ

また、およそ4人に1人（26%）は、
「効果

スに不可欠で収益に影響する要素である

的な戦略を整備しているが、効果的な実

ことを回答者は理解しているようです。

施ができていない」
と答えました。
このカテ
ゴリの回答者を「戦略家」
と呼びます。
「実

また、全体のセキュリティ戦略と、その戦

施体制は整っているが、効果的な戦略が

略を積極的に実行する能力への自己評価

整備されていない」
と考える「推進者」は

も楽観的です。セキュリティアプローチに

回答者の13%を占めています。また、
「火

対する評価を尋ねたところ、過去2年間よ

消し役」は、
「効果的な戦略が整備されて

り評価が上がっていることが明らかになり

おらず、問題が発生した後の対応がほとん

ました。

どだ」
と答えたグループであり、回答者の
11%がこれに該当します。

図 2 : 自社の情報セキュリティへの取り組みに対する回答者の認識
先駆者

50%

戦略家

推進者

26%

効果的な戦略を整備
しており、積極的に計
画を実施している
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効果的な戦略を整備
しているが、効果的な
実施ができていない

火消し役

13%

11%

実施体制は整ってい
るが、効果的な戦略が
整備されていない

効果的な戦略が整備
されておらず、問題が
発生した後の対応が
ほとんどだ

「先駆者」は真のリーダーか？
自己評価には本質的に偏りがあるもの
です。そのため、データを緻密に調査し、
自己認識ではなく報告された能力に基づ
く
「真のリーダー」の要件を定義しました。
リーダーは次の要件を満たす必要があり
ます。
• 総合的な情報セキュリティ戦略がある。

真のリーダーは
セキュリティインシデントの検知数が多く、
発生したセキュリティインシデントの種類と原因を
より的確に把握し、その結果、
財務的な損害の平均額が小さい
が多く、発生したセキュリティインシデント
の種類と原因をより的確に把握し、セキュ

• 最高情報セキュリティ責任者（CISO）、 リティインシデントによる財務的な損害の
また は 、最 高 経 営 責 任 者（ C E O ）、最

楽観のもう一つの理由 :
予算の増加
大 半 の 回 答 者 が自社 の 情 報 セキュリ

平均額が小さいことも明らかになりました。 ティ慣習を高く評価しているということは、

高 財 務 責 任 者（ C F O ）、最 高 運 用 責

財務担当者もセキュリティ機能について

任 者（ C O O ）、最 高リスク管 理 責 任 者

リーダ ー の 地 域 別 構 成 を 見 ると、ア

楽観に傾いているようです。
しかし、脅威

（CRO）、法務顧問などの上層部に直属

ジア（28%）、北米（26%）に次いで、欧州

が格段に高まっている現状ではセキュリ

（24%）、南米（21%）、中東およびアフリ

ティ投資の拡大が必要であるという点に

カ
（1%）
となっています。業界別では、技術

異論はないでしょう。いずれにせよ、セキュ

• 自社組織の前年のセキュリティ対策の （16%）、金融サービス（11%）、小売およ

リティ予算の増加はセキュリティに取り組

する担当者が存在する。

有効性の測定および検証が実施済みで

む上で良い兆候です。予算は業界や企業

び消費財（9%）
です。

規模によってさまざまですが、回答者全体

ある。

の本年の平均セキュリティ予算は430万
• 前年にどのような種類のセキュリティ関
連のイベントが発生したかを正確に理

米ドルと、前年度の2012年から51%増加

図 3 : 先駆者とリーダーの比較

しました。ただし、この増加にもかかわら
ず、情報セキュリティ予算は本年のIT総支

解している。

出の3.8%とごく一部に留まっています。
これらの資質を備えているかどうかを調
べてみると、
「先駆者」が必ずしもリーダー

では、将 来はどうでしょう？ ここでも

50%

であるとは 限りません 。これらの 条 件 に

楽 観 が 勝っています。回 答 者 の 約 半 数

基づいて考えると、真のリーダーであると

（49%）は今後12カ月のセキュリティ支
17%

いえるのは全回答者の17%にすぎません

より増加しています。地域別に見ると、南

（図 3）。また、
「 先駆者」
と比べ、真のリー
ダーはセキュリティインシデントの検知数

出は増加すると考えており、昨年の45%

先駆者

リーダー

米（66%）およびアジア（60%）の回答者
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はセキュリティ投資が増加すると予想して

セキュリティインシデントの増加は紛

います。最も控えめなのは北米で、セキュリ

れもない 事 実です（セキュリティインシ

ティ支出の増加を予想している回答者は

デントとは、何らかの形でコンピュータセ

38%のみです。

キュリティを脅かす有害な出来事を指し

現在のインシデントに
過去の戦略で対応

ます）。回答者は、インシデント検知数が

情報セキュリティの
平均予算は前年比

51%

増加

昨年から25%増加していると答えています

この結果は、セキュリティ上の脅
近年、巧妙な手口によるセキュリティ侵 （図 4）。
害が増加しているというニュースが続いて

威の増大を騒ぎ立てるニュースを裏付け

います。
しかし、世間を驚かせて注目を集

るものであるように思えます。
また、インシ

めようとするマスメディアの性質を考える

デント検知数の増加は、インシデントを識

と、
このようなサイバー攻撃のニュースが

別する力が向上したことを意味している

どれほど真実を伝えているかに疑念を抱

可能性もあります。

くのは自然なことです。
本年の調査の結果、セキュリティインシ
デントに関する報道が一部裏付けられま
した。

図 4 : 過去12カ月のセキュリティインシデントの平均数
3,741
2,989
2,562

2011
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わからない
18％

わからない
14％

わからない
9％

2012

2013

PwCのプリンシパル、Mark
Lobelは、
こう述べています。
「インシデントが 増 加して
いるのは、脅威が増加した
からだけではなく、新しい技
術の導入により検知する力
が高まったからでもありま
す。その意味では、セキュリ
ティインシデント検知数が
増加したことは、進歩と見な
すべきです」

しかし、インシデントの発生頻度が「わ

悪用されたデータを詳しく調査すると、

からない」
と答えた回答者の数は年を追っ

興味深い事実が浮かび上がります。従業

て増加しており、現在は18%に達していま

員情報（35%）
と顧客情報（31%）が漏洩

す。
これは企業の侵入検知力が高まったと

すれば、かなりの量のデータが影響を受

いう考え方と矛盾するように思われます。 けることになります（図 5）。従業員情報と
つまり、
この結果は、従来のセキュリティモ

顧客情報が最も重要な情報であるという

デルの無力化あるいは無効化を示してい

回答は年々増加しています。セキュリティ

る可能性が高いのです。

への取り組みでも、この種の情報の保護
が中心となるでしょう。
しかし、従業員情報

インシデント数の上昇と、デジタル共有

と顧客情報が最も狙われやすいという事

するビジネスデータの増加が重なった結

実は、現在の情報保護の取り組みでは効

果、データ損失が多発するのは当然です。 果がない、あるいは適切なリスクに対応し
本年は24%の回答者がセキュリティインシ

ていないことを示しています。

デントの結果としてデータ損失を挙げまし
た。2012年と比べると16増加しています。
図 5 : セキュリティインシデントの影響

35%

従業員情報の漏えい

31%

顧客情報の漏洩また
は顧客情報が利用で
きなくなった

29%

23%

社内情報の損失また
は損傷

なりすまし犯罪（クライ
アントまたは従業員情
報の盗難）

注：全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、
調査では複数回答も可としているため、必ずしも合計
が100%になるとは限りません。
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複合的な損害
セキュリティインシデント数が増加する
と、当然ながら、財務的な損害も膨れ上が
ります。セキュリティインシデントに伴う平
均的な損害額は前年比で18%増加してい
ることがわかりました。

PwCのプリンシパルであるShane Simsは、
こう述べています。
「インシデント対応のコストは全体的に増加し、複雑化して
います。
このコストの中には、調査費用、
ビジネスリスクを把
握しインシデントを食い止めるための費用、規制当局や顧
客、消費者への通知を管理するための費用、訴訟費用が含
まれています。また、改善費用が増加しているのは、複数の
管轄区域にまたがるデータが増え、絶え間なく変化する脅威
にセキュリティ管理策が追いついていないからです」

図 6 : セキュリティインシデントあたりの平均コスト

$635

$658

$531
$421

全回答者

先駆者

火消し役

リーダー

さらにデータを分 析すると、特に収 益

投資を積極的に行ってきた業界では損害

規模の大きい回答者において、財務的な

額が低く抑えられていると予想していまし

損害が急増していることが判明しました。 たが、そのような事実を示すデータは得ら
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例えば、損害額が1000万米ドルを超える

れませんでした。1000万米ドルを超える

回答者は、2011年から51%増加していま

損害を被った業界は、製薬（20%）、金融

す。なお、以前からセキュリティ活動への

サービス（9%）、技術（9%）などです。

全体的に、侵入が発生した場合のインシ
デント1件あたりの平均コストは531米ド

図 7 : 推定されるインシデントの原因
従業員

れている回答者のコストが最も低く、平均

信頼していた関係者

消し役」
とほぼ同程度です。
この数値を見る
と、
「先駆者」が現実にどの程度有効な活
動を行っているかに疑問が生じます。

16%

サービスプロバイダー／コンサルタント／外注業者

13%

以前使用していたサービスプロバイダー／コンサルタント／外注業者

12%

パートナー／サプライヤー

のコストは635米ドルと、効果的なセキュリ
ティプログラムの準備が整っていない「火

27%

退職者

421米ドルでした。意外にも、
「先駆者」を
自認している回答者のインシデントあたり

31%

現在勤務している従業員

ルです（図 6）。当然、
「リーダー」
と分類さ

10%

情報ブローカー
外部者

32%

ハッカー
（クラッカー）

14%

競合企業

12%

犯罪組織

10%

活動家／活動組織／社会的・政治的なハッカー

8%

テロリスト

内部者、外部者、ハッカー

外国の企業や組織
外国政府

6%
4%

前に述べたように、ニュースの見出しは
脅威に対抗する実際の世界を映し出してい
るとは限りません。APT（標的型攻撃）
と呼
ばれる巧妙な侵入など、派手なインシデン
トはニュースの題材となり人々の興味を引
きますが、
インシデントはAPTによるものだ
けではありません。
現実の世界はもっと地味です。大多数の
回答者は、セキュリティインシデントの原
因が現従業員（31%）や退職者（27%）など
の内部の身近な人物にあると考えています
（図 7）。
これらの内部者の脅威の方が、時
折見出しを賑わせる派手な脅威よりも深刻

注: 全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、
調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

Verizon Communicationsの最高セキュリティ責任者を務め
るMichael A. Mason氏は、
「内部の人間による脅威の増加」
を指摘しています。同社では、社内データにアクセスできる全
ての人間を内部者と定義しています。
「重要なのは、脅威となる内部の人間は、悪意を持った者で
あるとは限らないことです。真面目に働いている善良な従業
員が不注意から問題を引き起こすこともあります。問題は技
術ではなく人間にあります」

であるという見方が一般的です。

先回りする攻撃者 出遅れる企業
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従業員リスクの広がりを考えると、
ありふ

て十分に認識されています。例えば、セキュ

援するサイバーテロ活動の検知数が増加し

れた内部者による脅威への対策を取ってな

リティインシデントの原因がハッカーであ

ていることに懸念を抱いています。標的とし

い企業の多さは予想以上です。PwCが共同

ると考えている回答者は32%と、昨年から

て特に狙われているのは、電力会社や通信

で実施した2013年の米国サイバー犯罪実

27%増加しています。

会社です。業界や政府などのさまざまな情

1

態調査 では、米国の回答者の3分の1は内

報源を活用し、
リスクの識別と意思決定の
参考にしています」

部者によるセキュリティインシデントに対応

また、外国政府が情報収集のために行う

するためのインシデントレスポンスプラン

APTのような話題性の高いインシデントは

を整備していないことがわかりました。内部

どうでしょうか？という問いに対して寄せら

インシデントのレスポンスプランを持たな

れた回答によると、外国政府の支援を受け

企業が現在のリスクに向き合うために

い回答者のうち、自社の取り組みを非常に

た侵入は、検知したインシデントのわずか

は、エコシステムの脆弱性や次々と移り変

有効と評価する回答は18%にすぎません。

4%にすぎません。

わる脅威について常に情報を収集し、把

敵に対する防御の弱さ

握する必要があります。セキュリティ活動
実は、Verizonを含め、多くの企業にとっ
P w Cプリンシパ ル の J o h n
てこの種の攻撃は重大な懸念ではないの
Huntは、
こう述べています。
です。
「APTについて懸念することは、炭疽
「企業が内部の脅威に対し 菌を扱う工場で働きながら風邪の心配をす
て有効な計画を持たない理 ることに似ています」と、Masonは喩えます。
由の一つに、パートナーやサ
APTは潜在的なリスク要因ではありま
プライヤーなどのさまざまな
すが、急速に進化するサイバー脅威に後
階層の内部者がネットワー れを取らないようにすることは、多くの大
ク境界内へアクセスでき、一 企業にとって最優先課題となっています。
定レベルの信頼が想定され Cablevision Systems Corporationも、そ
ていることが挙げられます。 の例に漏れません。同社はケーブルテレ
ビ、インターネットサービスプロバイダ、発
関係者であっても、やみくも
行部数の多い日刊紙を運営しているMSO
に信頼すべきでないことを （Multiple Systems Operator： CATV統括
企業は理解する必要があり 運営会社）です。
ます」
同社のセキュリティ運用担当上級副社

外部リスク要因の中でも、ハッカーのよう

や投資では、情報資産、エコシステムの脅
威および脆弱性を徹底的に調査し、ビジ
ネス活動との関係を考慮した上で評価す
べきです。
これは多くの企業において、考え方や計
画の大幅な変更を伴います。
したがって、
現在のリスクを把握するための技術やプ
ロセスを実装していないと答えた回答者
の多さはある程度予想されていました。例
えば、回答者の52%は行動プロファイリン
グおよびモニタリングツールを導入してい
ません。次いで、セキュリティ情報およびイ
ベント管理（SIEM）技術を導入していない
回答者は46%でした。
また、資産管理ツー
ルはデータ資産の保護に不可欠ですが、
導 入していない 回 答 者は3 9 % 存 在しま
す。機密情報の保護に欠かせない実績あ

長、Jennifer Love氏は、
こう述べています。 る技術ですら、十分に活用されているとは

に派手な攻撃者は潜在的なリスク要因とし 「当社も多くのMSOと同じように、政府が支

いえません。中でも注目すべきは、データ

CSO Magazine、CERTコーディネーションセンター（カーネギーメロン大学）、連邦捜査局、PwC、米財務省秘密検察局が共同で実施した
2013年の米国サイバー犯罪実態調査（2013年3から4月）

1

14

2014 Global State of Information Security Survey

消失防止（DLP）ツールを使用していない

図 8 : 知的財産（IP）および取引上の秘密を保護するためのポリシーがある

回答者が42%いるということです。
データが 膨 れ 上 がり、共 有するパート
ナーやサプライヤー、請負業者、顧客が増
加するにつれ、サードパーティーとのデー

37%
29%

タ共有に伴うリスクを理解することがます
ます重要になっています。さらに、サード
パーティーがデータセキュリティ要件を満

22%

22% 20% 20%

16% 17%

24%

26%

32% 31%

たしていることも確認する必要があります。
PwCが共同で行った2013年の米国サ
イバー犯罪実態調査2によると、米国では、
多くの回答者がビジネスパートナーなど

データのビジネス上の
価値分類

2011

2012

知的財産
（IP）
を
保護するための専用手順

資産の棚卸し／
資産管理

ユーザーとアクセスの
定期的な見直し

2013

注: 全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

のサードパーティーのセキュリティリスク
を評価するためのポリシーやツールを備
えていないことが懸念事項となっていま

前述のように、脅威が格段に進化してい

Intellectual Capital Merchant Banc™

す。例として、データやネットワークアクセ

る現在の環境では、全ての情報を同等に

を 運 営 するO c e a n T o m o の 調 査 3 によ

スを共有するサードパーティーのセキュリ

保護することはもはや現実的ではないどこ

ると、知的財産などの無形資産は、S&P

ティ評価を年に一度以上行っていると答

ろか不可能といってよいでしょう。新しい

500企業の価値の80%を占めています。

えた回答者は20%のみです。
さらに、22%

セキュリティモデルでは、企業にとって本

そのため、知的財産の価値が高まると、サ

はサードパーティーの評価をまったく実施

当に重要な情報を見極め、優先順位を付

イバー犯罪でも狙われやすくなります。

しておらず、35%は実施頻度が年に一度

ける必要があります。
知的財産の価値と失った場合の影響

以下と答えています。
当然ながら、何が本当に重要な情報か

が大きくなっているにもかかわらず、本年

また、サードパーティーサプライチェー

は、企業や業種によって異なります。
このよ

の調査では、多くの回答者が高価値情報

ンパートナーに関するインシデントレスポ

うな重要資産には、製品設計、マーケティ

の識別と保護を十分に行っていない実態

ンスプランについては、作成している回答

ング計画、経営情報、
ビジネス戦略などの

が明らかになりました。例えば、データのビ

者は22%にすぎず、まったく作成していな

知的財産（IP）などがあります。
さらに広義

ジネス上の価値分類を行っている回答者

い回答者が52%を占めています。

では、損失、盗難、漏洩した場合に企業に

は17%にすぎず、知的財産を保護するた

重大な問題を引き起こす可能性のある情

めの手順を導入している回答者も20%程

報が重要資産に当たります。

度に留まっています（図 8）。資産目録を

CSO Magazine、CERTコーディネーションセンター（カーネギーメロン大学） 、連邦捜査局、PwC、米財務省秘密検察局が共同で実施した2013年の
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Ocean Tomo社による「 無形資産の市場価値に関する年次調査」
（2011年4月）
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図 9 : モバイルセキュリティリスクへの対策を講じるために行っていること

作成し、資産の棚卸／管理を行っている
回答者の割合は26%と、前述の結果をや

40%
42%

モバイルセキュリティ戦略

や上回っています。調査結果から、一部の
業界では、知的財産を保護するためのポ

モバイルデバイス管理ソフトウェア

リシーを整備している企業は減少傾向に

従業員およびユーザーが所有するデバイス上での
企業Eメールおよびカレンダーの保護

あります。

38%
39%
36%
37%
31%
35%

デバイス利用における強化認証

データセキュリティにおけるもう一つの

ユーザーが所有するデバイスの職場での使用／
ネットワークアクセスの禁止

リスクは、スマートフォンやタブレットなど

位置情報の利用

のモバイルデバイスの急増と、BYOD（個

2012

33%
30%
N/A

19%

2013

注: 全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

人デバイスの業務利用）
トレンドの高まり
です。モバイルデバイスによるデータの
共有および送信がますます一般的になる

ではいかなくても、エコシステムに一般的

イルデバイスの利用が拡大した結果、
クラ

中、スマートフォンやタブレットの増加に

に組み込まれるようになっています。回答

ウドサービスが普及し、従業員による悪用

モバイルセキュリティポリシーの導入が追

者のほぼ半数（47%）はなんらかの形でク

が生じかねません。
また、サードパーティー

い付いていないのが現状です。

ラウドコンピューティングを利用しており、 のクラウドプロバイダーから、セキュリティ
前年比24%と堅調な伸びが見られます。
ク

実のところ、モバイルセキュリティプロ

ラウドサービスを利用している回答者の

グラムの導入は昨年からあまり進んでお

59%は、セキュリティ態勢が向上したと答

らず、中には後退した例も見られます（図

えています。

9）。例えば、モバイルセキュリティ戦略が

慣習の遵守の同意を得ることも重要です」
APTの脅威が企業の予想以上であるこ
とから、APTに真剣に取り組む企業は増
加しています。例えば、保護または検知管

あると答えた回答者は42%のみです。ま

したがって、多くの企業がクラウドサー

た、多数のスマートフォンの自動管理に不

ビスのセキュリティに真剣に対応していな

えた回答者は全体の54%におよびます。

可欠なモバイルデバイス管理（MDM）ソ

いという結果は、やや予想外でした。例え

業種別に見ると、航空および防衛（61%）、

フトウェアを導入していると答えた回答者

ば、
クラウドサービスを利用している回答

公共部門（58%）、製薬（58%）で、APTソ

は39%とさらに少数でした。

者のうち、
クラウド利用に関するポリシー

リューションの導入が進んでいます。

理ソリューション技術を導入していると答

があると答えたのはわずか18%です。

クラウドサービスに関する
ポリシーを整備している
回答者はわずか

2013年の米国サイバー犯罪実態調査4

18%

P w C の ディレクター で ある J o s h u a
McKibbenはこう述べています。

によると、APTツールにマルウェア分析、ア
ウトバウンドトラフィックの検査、不正デバ

「クラウドコンピューティングに関するポ

イススキャン、IPトラフィックの分析および

クラウドコンピューティングは登場から

リシーの不備は、企業にとって重大なセ

地理位置情報が含まれているケースが多

10年以上が経ちました。いまや、主流とま

キュリティ問題です。データの共有とモバ

く見られます。

CSO Magazine、CERTコーディネーションセンター（カーネギーメロン大学） 、連邦捜査局、PwC、米財務省秘密検察局が共同で実施した
2013年の米国サイバー犯罪実態調査（2013年3から4月）
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将来の脅威に備える

図 10 : 現在、セキュリティポリシーおよびセキュリティ対策がある - 全回答者とリーダーの比較

今日の攻撃者は、新たな脆弱性を悪用
する能力に常に磨きをかけ進化していま
す。企業側がこのような脅威に対抗するに
は、情報資産、エコシステムの脅威、脆弱
性を徹底的に調べ、対策と投資を行う必
要があります。
これらの対策の評価は、ビ

68%

88%

81%
60%

67%

ジネス活動との関係を考慮した上で行う

59%

65%

59%

56%

66%

必要があります。
本年の調査により、当社がリーダーと位
置づけている企業は、セキュリティを単な
るITの課題ではなくビジネスの重要課題
として扱うポリシーを実装することで、防
御力を強化していることがわかりました。

事業の特定ニーズ
に合わせて策定さ
れた情報セキュリテ
ィ戦略

全回答者

社外パートナー／
顧客／サプライヤ
ー／ベンダーのた
めのセキュリティ基
準の確立

集中管理によるセ
キュリティ情 報 管
理プロセス

上級幹部によるセ
キュリティの重要性
の訴えかけ

組織をまたがるメン
バーチームによる
情報セキュリティ問
題の調整とコミュニ
ケーション

リーダー

注: 全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

それはなぜでしょうか。
リーダーはセキュリティとビジネスニー

ティの重要性を全社に積極的に訴えかけ

ズの整合性を取り、外部パートナー向け

る上級幹部が存在します。また、
リーダー

の基 準を設 定し、一 般的にセキュリティ

の66%は将来に備えて、セキュリティ問題

の基盤を再検討しています（図 10）。例

の調整や周知を行う部門横断型チームを

えば、
リーダーの88%には、情報セキュリ

設けています。

PwCのプリンシパルであるJoe Noceraは、
こう述べて
います。
「この種のポリシーは、セキュリティに対する新たな姿勢
の表れです。効果的なセキュリティプログラムを設計し実
装するために、上層部および取締役の関与が重視されま
す。
また、機密データを扱う従業員やサードパーティーの
セキュリティの認識向上の必要性も認識されます」

Cablevision Systems
Corporationのセキュリティ
担当副社長Jennifer Love
氏は、
こう語っています。
「当社では経営幹部が率
先してセキュリティに対応
しています。幹部は情報セ
キュリティの重要性を理解
しており、現在の当社にど
のような脅威があり、脆弱
性を緩和する対策に強い
関心を持っています」

先回りする攻撃者 出遅れる企業
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ただし、ポリシーを整備し、幹部から支

用意していると答えた回答者は60%でし

援を得ることは、出発点にすぎません。企

た。攻撃者はソーシャルエンジニアリング

業の本気度は、それらのポリシーを実装

の手法を用いて従業員を狙うことが多い

する技術も併せて導入しているかどうか

ため、効果的な従業員トレーニングプログ

に表れます。

ラムの導入は全ての企業に求められます。

世界的な信用調査機関、
よびアプリケーションにログインした不審
Equifaxで最高セキュリティ
なアクティビティをリアルタイムで分析す
責任者（CSO）を務めるSusan
るツールを導入している傾向が強く出て
次のように述
います。例えば、
リーダーの66%はセキュ Mauldin氏は、
リティ情報およびイベント管理（SIEM） べています。
技術を実装していると回答しています。
ま 「従 業 員 の 手 元 にあるもの
た、脆弱性および侵入監視システムのよ
を狙った攻撃が多く見られま
うに、
さまざまなツールからの情報を集約
す。そのため、当社では従業
して相関付けるイベント相関付けツール
を導入しているリーダーの割合も66%で 員のトレーニングと認識を役
す。ネットワークやアプリケーションの弱点 割に基づいて行い、
コールセ
を評価する脆弱性スキャンソリューション
ンタースタッフ、特権ユーザ
は、
リーダーの71%が導入しています。
ー、幹部などの高リスクグル
リーダーは前述の技術を既に実装して ープを対象に標的型フィッシ
いますが、脅威が各段高まっている現在、 ング攻撃を中心とする最新の
全ての企業がセキュリティ対策の導入を
トレーニング演習を実施して
検討すべきという点も重要です。
います」
リーダーは、ネットワークハードウェアお

次に、従業員のセキュリティ認識およ
びトレーニングプログラムを見てみましょ
う。セキュリティプログラムの成功は、従業
員の認識にかかっています。従業員のセ
キュリティ認識トレーニングプログラムを
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将 来の脅 威に対する準 備 がどの程 度
整っているかを測るため、今後12カ月の

図 11 : 現在は未整備だが、今後12カ月で最優先事項としているセキュリティ対策
重要資産の保護

機密情報の洗い出し

プロセスおよび技術面のセキュリティ対
策の実 装にお ける優 先 事 項を調 べまし

資産管理ツール

た。着目したのは、重要資産の保護、イン

インフラストラクチャのセキュリティ

フラストラクチャのセキュリティ、セキュリ

社外パートナー／顧客／サプライヤー／ベンダーのためのセキュリティ基準の確立

17%
24%
22%

従業員のセキュリティ認識向上トレーニングプログラム

ティ上の脅威、分析、モバイルデバイスの
セキュリティという五つのカテゴリです。

25%
19%

集中管理によるセキュリティ情報管理プロセス

特権ユーザーアクセス制御

17%

Threats

脅威情報サブスクリプションサービス

現在、効果的なセキュリティを実現する
には、企業が重要資産を識別し、保護に

侵入検出ツール

21%
17%

分析

セキュリティ情報およびイベント管理
（SIEM）
技術

優先順位を設定する必要があります。回

20%

セキュリティイベント相関ツール

答者の25%は、今後12カ月の優先事項と
して、機密データを識別するプログラムの

25%

APTの保護／検出管理ソリューション

情報セキュリティデータの積極的なモニタリング／分析

20%
15%

モバイル

スマートフォンの暗号化

25%

導入を挙げました。
また、17%は資産管理

社内での従業員による個人デバイスの使用に関するセキュリティ戦略

24%

ツールを挙げました（図 11）。
この種のソ

モバイルデバイス管理

24%

リューションにより、企業の機密データの
把握、評価、管理を行う手段を得ることが

注：全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、
調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

できます。
約4分の1（24%）の回答者は、インフラ

その他、脅威をより的確に把握するた

Equifax社では、従業員が使用するデバ

ストラクチャのセキュリティを強化するた

めの技術や、モバイルデバイスのセキュ

イスの強化を優先事項として挙げていま

めに、外部パートナー、サプライヤー、ベン

リティを向上する技術も挙げられていま

す。金融サービスを提供する同社にとって

ダー、顧客向けのセキュリティ基準を導入

す。今回の調査では、サードパーティーに

は、脅威に関係する個人をより的確に把

すると答えています。ネットワーク、アプリ

よる支援と、脅威情報リスクおよびゼロデ

握することが重要だからです。

ケーション、データをサードパーティーに

イ脆弱性に関する早期の警告を得るため

公開する企業が増加する中、これは不可

の手段として、脅威情報サブスクリプショ

「私たちは従業員が使用するハードウェ

欠です。
さらに、仮想化やクラウドサービス

ンサービスを追加する予定があるかどう

アに注目し、まずはコンピュータをウィル

などの技術により、内部の特権ユーザー

かを初めて質問に加えました。その結果、 スやマルウェアから保護するためにサンド

によるセキュリティ侵害が発生する可能

多くが予定ありと回答しました。回答者の

ボックス環境を構築しています。
これは、
リ

性も高まりました。
このことから、特権ユー

49%は、脅威情報サブスクリプションサー

スクに対応するだけではなく、当社がどの

ザーのモニタリングと管理が大きな課題

ビスを既に利用していました。
まだ利用し

ような攻撃を受け、誰に狙われているかを

になっています。回答者の17%は、今後12

ていない回答者のうち25%は、
このサービ

知るのにも役立っています」

カ月で特権ユーザーのアクセス管理ツー

スの導入を今後12カ月の優先事項として

ルを追加すると答えました。

挙げています。
先回りする攻撃者 出遅れる企業
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また、
ビッグデータの人気が高まってい

昨年は、セキュリティ上の脅威に関する

Equifaxの例を見てみましょう。モール

ることから、セキュリティの向上手段として

情報を競合企業と共有することが強力な

ディンCSOはこう語っています。
「当社は

分析を活用する計画が企業にあるかどう

対抗手段として浮上しました。当社では、 FS-ISAC（正式名称は、Financial Services

かも探りました。調査の結果、分析への関

企業間での協力が市場の変化へのより迅

Information Sharing and Analysis

心の高まりが明らかになりました。セキュ

速な適応につながると考えています。PwC

C e n t e r。金 融サービス情 報 共 有および

リティ情報およびイベント管理ツールを

が毎年実施しているDigital IQ調査の第

分析センターのこと）に参加しています。

5

優先事項としている回答者は20%おり、セ

5回 では、経営幹部が協力的な企業は、 FS-ISACには多くの政府機関も参加してお

キュリティイベント相関付け技術を優先事

ビジネス戦略とITを結び付け、
ビジネスパ

り、進化する脅威について情報を積極的

項としている回答者も20%存在します。

フォーマンスを向上させている傾向があ

に収集できるため、
これは私たちにとって

ることが判明しました。

非常に重要なことです」同社は他にもいく
つかの業界団体に参加しており、同業他

PwCのマネージングディレクターである
Prakash Venkataはこう述べています。

では、競争が激化している世界を舞台と

社とも協力しています。

するグローバル企業では、セキュリティの
「この種の技術は、アクティビティのパ

向上と脅威情報の共有のために他社と協

企業間での協力を行っていない企業の

ターンや異常を検知して、企業に忍び寄

力することをどのように見ているのでしょ

うち28%は、協力に消極的な主な理由とし

るサイバー脅威を見抜き、情報を収集す

うか。多くの企業は、協力することの利点

て、弱点をさらすこと、競合企業に情報を

るのに役立ちます。経営陣はこのような情

を認識しています。回答者の50%は他社

利用されかねないことへの懸念のほか、競

報に基づき、自社のサイバー脅威の様相

との協力を行っていると答えました。
リー

合企業への不信感を挙げました（図 12）。

の変化にすばやく対応できます」

ダーにおいては、
この数値は82%に上昇し

なお、他社と協力しているかどうかわから

ています。

ないと答えた回答者の割合は22%でした。

もう一つの重要課題は、モバイルデバ
イスのセキュリティです。回答者の約4分
の1は、スマートフォンの暗号化、モバイル
デバイス管理（MDM）
ソリューションの追

図 12 : 情報セキュリティにおいて協力しない理由

加、企業ネットワークにおける個人デバイ
スの使用に関する戦略の実装を優先事項
としていると答えています。

自社の潜在的な弱点に注意を引きたくない

33%

競合企業がこのような情報を
市場競争に利用することを懸念している

28%

競合企業の中で特に進んでいる企業がない

24%
22%

競合企業を信用していない
大きな財源を持つ大規模組織が協力体制を
自らの利益に利用することを懸念している

16%

注：全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、
調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

5

PwCが実施した第5回Digital IQ調査（2013年）
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セキュリティ向上を阻む要因
セキュリティ関係者の間では、情報セ
キュリティの向上のための行動をとる必要
があるという点では意見がほぼ一致して
います。しかし、その活動を阻害してい
る要因については見方が分かれているよ
うです。
この調査では、セキュリティの向上を阻

図 13 : 情報セキュリティの向上を阻んでいる最大要因
設備投資が不足していること

24%

将来のビジネスニーズが情報セキュリティにどのような
影響を与えるかに関して、具体的なビジョンまたは理解がないこと

24%

22%

効果的な情報セキュリティ戦略が存在しないこと
事業活動費が不足していること

19%

社内の専門技術がないこと、
または不足していること

19%

情報とITシステムの十分な統合がなされていないこと、
または複雑すぎること

んでいる最大要因を尋ねました。回答の

リーダーシップ: CISO、
CSOなど

中には、非難めいた意見も含め、幅広く多

リーダーシップ: CIOなど

様な意見が見られました。

23%

リーダーシップ － CEO、
社長、取締役会など

18%
18%
16%

注：全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、
調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

全体としては、資金不足、将来のビジネ
スニーズが情報セキュリティに及ぼす影響

セキュリティ戦略の有効性の理解などの

ど認識していました。CFOはCEOが最大

への理解不足、
リーダーシップの欠如、効

基本的な問題が重大な懸念として挙げら

の阻害要因であると考え、その後はCIO、

果的なセキュリティ戦略の欠如が最大の

れているのは厄介な事態です。
また、上層

CISO、CSOと続いています。情報セキュリ

阻害要因として挙げられました（図 13）。

部、特にCEOのリーダーシップ不足がセ

ティの直接責任者であるCISOは、資金不足

キュリティ向上を阻む最大要因として多く （設備および運営）を第一要因に、社内に
本年はセキュリティ予算に増加が見ら

指摘されています。では、CEOは誰のどの

専門技術がないことを第二要因に挙げて

れることから、資金不足の問題は自然と解

ようなことに問題があると考えているので

います。CIOは戦略とビジョンの欠如の他、

消される可能性があります。
しかし、セキュ

しょうか。実は、上層部は上層部の中に最

CEOおよびセキュリティ責任者のリーダー

リティと将来のビジネスニーズの関係や

大の阻害要因があることを十分すぎるほ

シップ不足を問題視しています。

PwCのプリンシパルであるDavid Burgは次のように述べています。
「このように、効果的なセキュリティを阻む要因が明らかでないことから、セキュ
リティに関する話し合いが不十分であることがわかります。
この話し合いにより、
従業員、幹部、サードパーティーの全員が情報セキュリティにおける各自の役割、
重要優先事項、最大のリスクを認識するのです。セキュリティ意識の文化を醸成し
維持するには、CEOや取締役などの上層部からの手厚い支援が不可欠です。
この
話し合いは継続的に行う必要があります」

先回りする攻撃者 出遅れる企業
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サイバー防衛をめぐる
世界的な競争

図 14 : 地域別に見たセキュリティ慣習
南米

アジア

欧州

北米

今後12カ月でセキュリティ支出は増加する

66%

60%

46%

38%

総合的なセキュリティ戦略がある

75%

79%

77%

81%

CISOを任命している

75%

74%

68%

65%

セキュリティの重要性を積極的に訴えかける
上級役員が存在する

68%

69%

51%

55%

昨年、
セキュリティポリシーおよび
手順の有効性を評価／検証した

70%

69%

53%

49%

バックアップおよびリカバリ／
事業継続ポリシーを整備している

58%

55%

45%

47%

21%のみであるにもかかわらず、
リーダー

サードパーティーにプライバシーポリシーの
遵守を義務付けている

55%

58%

55%

62%

の28%はアジアの企業です。

従業員の向けのセキュリティ認識向上
トレーニングプログラムがある

54%

63%

55%

64%

知的財産
（IP）
を保護するための専用手順がある

20%

24%

17%

21%

侵入検知技術を導入している

64%

67%

63%

67%

個人データの収集、送信、
保持場所の一覧表を作成している

53%

60%

52%

64%

セキュリティ向上とリスク低減のために
他社と協力している

66%

59%

45%

42%

この数年間、セキュリティ技術やプロセ
スへの投資および支出額はアジアが最
大でした。その結果、アジアが効果的なセ
キュリティプログラムの開発と実装を牽引
していました（図 14）。
現在も、
アジアが最大の投資を行ってい
ます。事実、アジアからの回答者は全体の

一方、セキュリティ慣習では、南米がア
ジアを猛追しています。南米が情報セキュ
リティ投資、ポリシー、セキュリティ対策に
おいて先行するのは今回が初めてです。
セキュリティ支出やセキュリティを担当す

注：全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。
また、調査では複数回答も可としているため、
必ずしも合計が100%になるとは限りません。

るCISOの任命といった重要要因において
進んでいる南米は、他の多くの要因でもア
ジアと肩を並べつつあります。

アジア : 世界の牽引役として健在
アジアはセキュリティ支出および慣習

とはいえ、セキュリティ支出および主要

において、なおも牽引役を担っています。

アジアでは
情報セキュリティの
平均予算が前年比

85%

増加

慣習において、アジアの存在感は健在で

セキュリティ投資は盛んで、セキュリティの

す。欧州と北米は、CISOの任命、バックアッ

平均予算は昨年比で85%増加し、情報セ

プおよびリカバリ／事業継続といった重

キュリティ予算がIT支出全体に占める割

セ キュリティプ ログ ラム を 担 当 する

要ポリシーの整備、他社との協力などの

合は4.3%と最高です。
また、将来の情報セ

CISOの任命などの重要ポリシーについて

多くの点で後れを取っています。北米に

キュリティ予算に対しも楽観的な見方をし

は、アジアは南米と同等です。
アジアでは、

は、
プライバシーポリシーや従業員の認識

ており、60%が今後12カ月で増加すると

セキュリティの重要性を積極的に訴えか

およびトレーニングの遵守をサードパー

予想しています。ただし、セキュリティイン

ける上級幹部（69%）、セキュリティを強化

ティーに求めているなどの強みもあります

シデントによる財務的な損害額は昨年比

するための他社との協力（59%）など、新

が、他の多くの点で出遅れています。

で28%増加しています。

しい先進的なセキュリティ測定基準の導
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入率も高い傾向があります。侵入検知技術

イス、BYOD、ソーシャルメディアに関する

（67%）の導入や、個人データの収集、送

セキュリティポリシーの実装でも、中国の

信、保持場所の一覧表の作成（60%）
とい

積極的なセキュリティ投資が目を引きま

う点でも、南米を上回っています。

す。例として、企業ネットワークでの個人
デバイスの使用に関するポリシーの整備

南米では回答者の

75%

しかし、昨年と比較すると、アジアは特

状況を見てみましょう。中国では回答者の

定のセキュリティポリシーおよび技術の実

71%はこのようなポリシーを整備していま

装において失速し始めていることがわかり

すが、米国では64%、インドでは54%です。

ます。例えば、バックアップおよびリカバリ

インドはセキュリティプログラムおよびポ

／事業継続のポリシーを整備していると

リシーの浸透が堅実に進んでいますが、 （68%）など、先進的なポリシーの導入率

答えた回答者は昨年より減っている他、従

全ての面で中国に後れを取っています。

ありません。
この調査では、中国がアジアの回答者

CISOを任命

はアジアと同等です。セキュリティインシ
デントによる財務的な損害額は昨年比で

業員のトレーニングや知的財産の保護手
順といった重要ポリシーには動きがほぼ

が

南米 : アジアを追って新たに浮上

4%と、やや増加しています。

南米では、セキュリティ支出、プログラ
ム、技術が堅調に伸びています。南米は多

南米では、ブラジルの回答者が全体の

くの基準において、アジアに匹敵、あるい

最多（48%）を占め、
メキシコ（30%）、アル

の33%を占め、インド
（31%）、日本（17%） はアジアを上回っています。

ゼンチン（21%）がそれに続いています。

がそれに続いています。中国はほとんど

ブラジルは、行動プロファイリングとモニ
例えば、情報セキュリティ予算は昨年

タリング（57%）、脆弱性スキャニングツー

ポリシーを備えようとしています。例えば、 比で69%増加しており、南米の回答者の

ルの使用（63%）など、多くの基準におい

中国の回答者の60%は行動プロファイリ

66%は今後12カ月でセキュリティ支出が

て高い数値を示していますが、中国や米

ングとモニタリングを使用し、73%がユー

増加すると予想しています。セキュリティ

国と比べると劣ります。

ザーデータを一元的に格納し、72%が脆

予算はIT支出全体の4.1%を占め、アジア

弱性スキャニングツールを導入していま

に次ぐ第二位です。南米の回答者はCISO

南米にも弱点があります。例えば、従業

す。これらはいずれも他の国の導入率を

の任命（75%）やバックアップおよびリカ

員のセキュリティ認識トレーニングに関す

上回る数値です。中国では、62%がAPT

バリ／事業継続（58%）ポリシーの整備

るポリシーを整備している企業は54%、個

に対抗するための保護および検知管理ソ

で高い割合を示しています。他社との協

人データの収集、送信、保持場所の一覧表

リューションを導入し、66%がSIEM技術

力（66%）は最も進んでおり、セキュリティ

を作成している企業は53%と、比較的少

を実装しています。さらに、モバイルデバ

の重要性を積極的に訴えかける上級幹部

ないままです。

の基準において、セキュリティ慣習および
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北米 : 遅滞と先行が混在

欧州では
セキュリティ予算が
前年比

3%

北米では、セキュリティ投資とセキュリ

縮小

ティインシデント検知数が急増していま
す。重要ポリシーの導入率は伸び悩んで
いるものの、いくつかの重要領域では先

北米ではインシデント
検知数が前年比

117%

増加

頭に立っています。
ティ慣習の有効性の検証を実施したとい

欧州 : 資金不足、
セキュリティ対策の出遅れ

セ キュリティの 平 均 予 算 は 昨 年 比で

う回答の割合は、北米が最低でした。

欧 州では、他の地 域とは違 い、情 報セ

80%増加していますが、今後1年間の支出

キュリティへの投資が昨年比でわずかに

見通しについては最も悲観的です。北米

北米の回答者の84%を占める米国で

（3%）減少しており、重要なセキュリティ

では、今後12カ月でセキュリティ支出が増

は、
クラウドコンピューティング（52%）、モ

対策の導入において後れを取っています。 加すると予想している回答者は38%のみ

バイルデバイスセキュリティ
（60%）、ソー

です。セキュリティインシデント検知数は

シャルメディア（58%）、BYOD（64%）に関

セキュリティ投資の微減に加え、セキュ

2012年から 117%増加し、セキュリティイ

する戦略で好結果を出しており、多くの要

リティ支出が今後12カ月で増加している

ンシデントによる財務的な損害額は48%

因において中国に次ぐ第二位です。

と考えている欧 州の回 答 者は4 6 %に留

増加しています。

まっています。セキュリティインシデント
検知数は昨年比で22%減少しています

北 米 は 、全 体 の セ キュリティ戦 略 の

が、セキュリティインシデントによる財務

整 備（ 8 1 % ）、サ ードパ ーティー に対 す

的な損害額は28%増加しています。

るプライバシーポリシー 遵 守 の 義 務 付
け（62%）、従業員のセキュリティ認識ト

欧 州では、バックアップおよびリカバ

レーニング（64%）などの重要慣習にお

リ／事業継続などの重要ポリシーの実装

いて、他の地域よりも進んでいます。
また、

（45%）、セキュリティ認識トレーニングお

個人データの収集、送信、保持場所の一

よび周知（21%）が比較的低調です。
また、 覧表の作成（64%）、侵入検知技術の使用
も順調です。
しかし、他社との協力
他社との協力（45%）、モバイルセキュリ （67%）
ティポリシーの整備（38%）
もあまり進んで （42%）、CISOの任命（65%）の面では、他
いません。

の地域よりも遅れています。昨年、セキュリ
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ビジネスへの影響
グローバル情報セキュリティ調査®2014

PwCでは、
このモデルを「認識から行動

の結果は、変化の入口でありながら現状

へ」
と呼んでいます。
このアプローチの基

この新しい情報セキュリティモデルで

維持の惰性に引き摺られる不安定な岐路

盤には、四つの重要な教訓があります。

は、情報資産、エコシステムの脅威、脆

にある情報セキュリティの姿を捉えていま
す。集まった回答から、新しい重要なセキュ
リティ対策の導入が進む一方で、知的財
産の保護などの重要戦略が軽視されてい
ることが読み取れます。改めてセキュリティ
投資が見直されているものの、慣習をどの
ように改善するかは定まっていません。
進化し続ける現在の複合的な脅威が引
き起こす大きな変化と課題を考えると、進
むべき方向にについて悩むのも無理はあ

• セ キュリティはビ ジ ネ ス 上 の 課 題 :
効果的なセキュリティを実現するには、
相互につながっているグローバルなエ
コシステムの運営に伴うリスクとビジネ
スへの潜在的な影響を理解する必要
があります。
ビジネスモデルの中心に、
統合されたセキュリティ戦略を据える
必要があります。
もはや、セキュリティは
単なるIT課題ではありません。
• セキュリティ上の脅威はビジネスリスク:

• 「認識から行動へ」を活用:

弱性、
ビジネス活動モニタリングに関す
る最善の知識を得た上で、全ての活動
および投資を行う必要があります。
まず
上層部が指揮を執り、全従業員および
サードパーティーへと下達するセキュリ
ティ文化を作り上げる必要があります。
脅威情報の強化のため、官民の協力を
進めましょう。
PwCは、
この新しい情報セキュリティア
プローチの影響を把握し、各企業や業界、

セキュリティリスクを企業にとっての脅

脅威環境に固有のニーズにコンセプトを

威と見なす必要があります。
これらの脅

適用するお手伝いをいたします。現在およ

しかし、一つ確かなことがあります。急速

威を予測し、自社の脆弱性を把握し、そ

び将来のセキュリティ上の脅威に効果的

な進化を遂げている脅威を前に、過去の

れに伴うリスクを識別し管理する能力

に立ち向かう方法をご紹介します。

セキュリティ防御策は役に立たないという

を持つことが重要です。サプライヤー、

ことです。移ろいやすく、場合によっては重

パートナー、その他のサードパーティー

大な結果を招きかねない今後のリスクに

から、セキュリティポリシーおよび慣習

対応するには、まったく新しい情報セキュ

に対する理解と同意を得ましょう。

りません。

リティモデルが必要です。

• 重要情報を保護:
効果的なセキュリティを実現するには、

P w Cでは、セキュリティに対するアプ

最も価値ある情報を特定することで、脅

ローチを進化させ、脅威、資産、敵を知るこ

威環境の変化を把握し適応する必要

とから始めることを提案しています。この

があります。
これらの「重要資産」がどこ

新しいアプローチでは、セキュリティイン

にあり、誰がアクセスできるのかを常に

シデントを「必ずしも防止できるとは限ら

把握し、最も価値ある情報を保護する

ないが、管理によって容認可能なレベル

ために企業リソースを効率よく割り当

まで引き下げることのできる重大なビジネ

て、優先順位を設定します。

スリスク」
と捉えます。
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日本企業への示唆
本セクションは、調査にご協力いただい

策への投資計画を策定し、その妥当性を

る」
と答えている企業が日本は20%である

た日本企業330社のデータを、プライス

説明することはCIOや情報セキュリティマ

のに対し、
グローバルでは49%、中国・イン

ウォーターハウスクーパース株式会社が

ネージャーの悩みの種となっています。図

ドでは73%と圧倒的に上回っています。
ま

グローバルとの比較により分析し、日本企

「セキュリティ投資の効果測定を行っ
15「セキュリティ投資と投資評価の相関」 た、

業が今後強化すべきセキュリティ上のポ

は、回答者数上位15カ国に対する「次年

ていますか」の回答では、日本企業の効果

イントを「日本企業への示唆」
としてまとめ

度セキュリティ投資をどのように予定して

測定実施率は23%に留まり、グローバル

たものです。

いますか」
と「セキュリティ投資の効果測

平均である58%をはじめ世界各国の平均

定を行っていますか」
という二つの質問の

を大きく下回っていることがわかりました。

回答結果を組み合わせたものです。今回

グローバルに比べて日本企業はPDCAサ

の調査では、セキュリティ投資の効果測定

イクルのチェック機能が働かず、投資計画

を行っている企業ほど、次年度の予算を

の振り返りや妥当性の説明が行われない

獲得できている傾向にあることがわかりま

まま、セキュリティ予算を獲得できない状

した。

況にあると考えられます。

調査結果①：セキュリティ投資を
増やせない日本企業
～グローバルから学ぶセキュリティ投資の
効果測定とは～

企業の海外進出や業務提携、M&Aな
どのビジネス環境の変化により、徹底した
コスト削減と業務の迅速化が求められて

「次年度のセキュリティ投資は増加す

います。
このような中、情報セキュリティ対

図 15 : セキュリティ投資と投資評価の相関
100%
次年度セキュリティ投資が増加すると回答した企業の割合

中国・インド
80%

グローバル

60%

40%

日本
20%

0%

0%

20%

40%

60%

80%

前年度のセキュリティ投資の評価を実施したと回答した企業の割合
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100%

では、
グローバルではセキュリティ投資

セキュリティマネージャーが評価を行うた

リティ管 理 業 務 の 中で 有 効 に機 能 する

の効果をどのように測定しているのか見

めのプロセスがないというのが、多くの日

チェックフェーズの構築が求められます。

てみましょう。

本企業の実状ではないでしょうか。

図 16「情報セキュリティ投資の効果測
定方法」を見ると、日本企業の54%は「わ

サイバーセキュリティの脅威が増大す
る中、企業が最適な投資を行うためには、

からない」
と回答しています。一方、
グロー 「セキュリティ対策の効果」を明確にし、
バルでは、監査の指摘件数やROIなど財

予算を確保しなければなりません。
しか

務諸表上の関連項目に加え、インシデント

し、自社リソースのみで、セキュリティ投資

件数を評価項目として挙げています。具体

の妥当性を判断することは困難です。グ

的な成果として比較的わかりやすいイン

ローバルにおいても最も多く採用されて

シデント件数でさえ、日本ではわずか13%

いる効果測定方法は「専門家による判断」

の企業しか評価項目として扱っていませ

です。今後、日本企業においては、外部の

ん。インシデントの検知や対応を日常の運

専門家にセキュリティ投資の効果測定を

用業務で行えていたとしても、CIOや情報

委託することも視野に入れ、自社のセキュ

図 16 : セキュリティ投資の効果測定方法

日本

54%

わからない

監査の指摘件数

財務諸表上の関連項目

インシデント件数

専門家による判断

グローバル

19%

10%
17%

9%
22%

13%
31%

10%
34%

注：全ての要素がこの図に含まれているわけではありません。また、調査では複数回答も可として
いるため、必ずしも合計が100%になるとは限りません。
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図 17 : 日本企業の次年度セキュリティ投資

～事業戦略に沿わない日本企業の
セキュリティ投資～

順位

日本 企 業 が 獲 得した少 な い セキュリ

投資項目

1位

クラウドのセキュリティ戦略

回答率
34%

1位

モバイルデバイスのセキュリティ戦略

34%

3位

部門を超えた情報セキュリティ対策チームの設立

33%

4位

セキュリティとプライバシーの統合運営委員会

30%

4位

事業継続 ／ 災害復旧

30%

の投資優先順位上位10項目中、
クラウド

4位

ソーシャルメディアのセキュリティ戦略

30%

やモバイル、ソーシャルメディアの利用を

4位

社内での従業員による個人デバイスの使用に関するセキュリティ戦略

30%

見据えた戦略立案や技術導入が6項目を

4位

スマートフォン（iPhone、BlackBerry、Androidデバイスなど）

30%

ティ予算はどのような対策に割り当てられ
るのでしょうか。図 17「日本企業の次年度
セキュリティ投資」をご覧下さい。次年度

占めています。近年のITトレンドを自社に
取り込むために必要なセキュリティ対策に

9位

モバイルデバイス管理（MDM）

28%

9位

インフラ配備のための基準 ／ 手順の確立

28%

投資が向いていることがわかります。
このような状況から、日本企業は総合的

要です。
しかし、戦略のないセキュリティ対

図 18「分野別セキュリティ対策実施状

な戦略がないままトレンドに流された個

策の実行は、組織のセキュリティレベルを

況」は、セキュリティ対策分野別の実施状

別の検討が進んでおり、セキュリティ対策

落としかねません。日本企業は総合的な

況をグローバルと比較したものです。
この

全般の整合性が取れていないことが危惧

セキュリティ戦略を立案し、バランスの取

図からグローバルは各分野にバランス良

されます。

れたセキュリティ対策を実施しなければな

く対策が施されているのに対し、日本企業

りません。そのためには、
グローバルの事

は特定の分野に偏った対策がなされてい
ることがわかりました。
日本ではファイアウォール、検知、防御

ビジネスの要求に応え、
クラウドやモバ

例を参考に、自社のセキュリティ対策の有

イル、
ソーシャルメディアといった最新のト

効性を評価し、適正なセキュリティ投資を

レンドを検討し、導入することは非常に重

行う必要があります。

といった企業のネットワーク境界における
セキュリティ防御ライン対策の実施状況

図 18 : 分野別セキュリティ対策実施状況

では優れていますが、ユーザー管理のよう

日本

な企業内部における対策は著しく立ち遅

戦略

れています。
クラウドやモバイル、
ソーシャ

その他

ルメディアといった個々の利用者が主体
的に利用するサービスに投資が向いてい
るのに関わらず、そのユーザーの管理が

グローバル

100.0%

75.0%

Web/Internet

不十分な状況にあると言えます。

運用

50.0%
ファイア
ウォール

防御

ユーザー管理

検知
暗号化技術
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アセスメント

調査結果②：ツール導入に満足しない
インシデント検知の態勢整備を
～グローバル水準に追いついたインシデント
検知ツールの導入状況～

関分析ツール）」や「DLP（データ消失防止
ツール）」については、他のインシデント検

～十分に活用できていない
インシデント検知ツール～

知ツールに比べて導入が遅れているもの

しかし、図20「セキュリティインシデン

の、昨年の約20%から今年は約50%に大

トの発覚ルート」の調査結果を見ると、日

サイバー攻撃などによるセキュリティイ

幅増加しています。日本企業では異なるレ

本企業の導入したインシデント検知ツー

ンシデントの発生は、マスコミでも大きく

イヤーのインシデント検知ツールの導入

ルは、思うように効果を発揮していないこ

報道されており、セキュリティインシデン

が進んでいることが読み取れます。

とがわかります。残念ながら、日本企業で
はセキュリティインシデントの発覚ルート

トを検知するためのソリューションが注
目されています。図 19の「導入しているイ

さらに、図19「導入しているインシデン

が「わからない」
という回答が最も多い状

ンシデント検知ツール」が示すとおり、日

ト検 知ツール」が 示 すとおり、日本 企 業

況（グローバル：21%、日本企業：58%）で

本企業におけるセキュリティインシデント

とグローバルにおけるインシデント検知

す。
グローバルではインシデント検知ツー

検知ツールの導入状況は昨年と比較して

ツールの導入比較では、
「 DLP（データ消

ルが効果を発揮していることが分かりま

大幅に増加しています。既に一定割合の

失防止ツール）」の導入率がグローバルに

す。一方、日本企業では検知率が低くツー

企業が導入している「悪意のあるプログ

比べ、若干下回っていることを除き、ほぼ

ル導入によるセキュリティ効果がでてい

ラムの検出ツール」や「許可されていない

全てのツールで同等の導入率となってい

るとはいえません。例えば、SIEMについて

デバイスの検出ツール」はさらに導入が

ます。
この結果から、日本企業におけるイ

は、52%の日本企業が導入済みと回答し

進み、今では70%以上の企業が使用して

ンシデント検知ツールの導入状況は、グ

ているのにもかかわらず、SIEMを通じてイ

います。
「SIEM（セキュリティイベントの相

ローバル水準に追いついたといえます。

ンシデント検知ができている日本企業は

図 19 : 導入しているインシデント検知ツール
日本における2012年と2013年の比較
77%

77%

悪意のあるプログラムの検出ツール

59%
71%
68%

71%
64%
68%

侵入検出ツール

40%
62%

65%
62%

脆弱性スキャニングツール

28%
60%

モバイルデバイスのマルウェア検知ツール

27%

2013
日本 52%

74%

許可されていないデバイスの検出ツール

29%

2012
日本

日本とグローバルにおける2013年の比較

22%

49%
19%

SIEM（セキュリティイベントの相関分析ツール）
DLP
（データ消失防止ツール）

62%
60%

52%
52%
57%

49%
58%

2013
日本
2013
グローバル
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図 20 : セキュリティインシデントの発覚ルート
日本
グローバル

58%

25% 22%

25%
6%

内部通報

3%

サーバーまたは
ファイアウォールの
ログ分析

21%

17%
3%

DLP
SIEM
（データ消失防止ツール） （セキュリティイベントの相関ツール）

わずか3%です。
これでは宝の持ち腐れと

の導入は着実に進んでいるものの、実際

言わざるを得ません。

はその機能を十分に引き出すことができ
ず、投資効果を享受できていない状況で

～インシデント検知ツールの機能面・
運用面の再設計～

21%

わからない

調査結果③：IT 部門だけでは守れない！
求められる部門・企業の枠を越えた
セキュリティ連携体制

す。今後、日本企業が的確かつタイムリー

サイバー攻撃の高度化など日々進化す

これまで説 明した、インシデント検 知

にセキュリティインシデントを検知してい

る脅威に対して、企業単体では（ましてや

ツールの導入状況、そしてセキュリティイ

くためには、次の三つの対応が必要不可

IT部門だけでは）、立ち向かうことは困難

ンシデントの発覚ルートの結果をふまえる

欠であると考えます。

になってきています。
このような脅威から

と、日本企業ではインシデント検知ツール

No.

対応策

企業の情報資産を守るには、経営幹部は

対応内容

1

インシデント検知ツールのシステム再設計

業務観点のリスク分析に基づき、インシデント発生が予想される対象業務を特定
し、適切なアーキテクチャーを再設計する。

2

インシデント検知ルールの見直し

想定される脅威のシナリオを定義し、インシデントを検知するためのユースケース
を策定する。

3

インシデント検知に関する運用体制の見直し

インシデント検知後の分析プロセスの定義、トリアージ6 結果に応じた最適なエス
カレーションプロセスを整備する。

トリアージとは、一般的には災害発生時などの緊急事態において救急救命を効果的に実施するため、傷病者を重症度と緊急度で救急治療の優先度を決定
することを指します。セキュリティインシデントにおけるトリアージでは、発生したセキュリティインシデントの深刻度と緊急度でインシデント対応の優先度を
決めることを指します。

6
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セキュリティ対策を自社だけでなくビジネ

述のとおり、今や自社システムにかかわる

データが十分に保全できていないことを懸

スエコシステム全体の課題として捉える必

ステークホルダーが多様化し、経営へのイ

念しています。
このような状況下では、ウィ

要があります。そのためには、部門や企業

ンパクトが増大していることを踏まえると、 ルス感染やサイバー攻撃を受けた関連企

の枠を超えたインシデントレスポンス体

インシデントへの対応は、IT部門だけでな

制の構築および情報連携を推進していく く、経営層や関連部門を巻き込んだ全社
レベルでの対応が必要となります。

ことが必要です。

業のシステムが起点になって、自社が被害
を受けてしまうことは十分に考えられます。
そのため、インシデントレスポンス体制は、
一企業だけでなく、ビジネスエコシステム

企業間のインシデントレスポンス体制

～部門や企業の枠を超えた
インシデントレスポンス体制の構築～

全体として組織する必要があります。

も、整備は進んでいません。PwCが実施し
～企業の枠を超えた情報連携～

企業内のインシデントレスポンス体制

た米国サイバー犯罪調査2013でも、サプ

については、図 21「インシデントレスポン

ライチェーンやパートナー企業を巻き込

近年のサイバー攻撃は政治的・金銭的

スに関与している部門」の調査結果が示

んだセキュリティ対策に苦悩していること

な利得を目的とし、特定の企業や団体を

すとおり、
グローバルでは広報や人事、経

が明らかになっています。
このような社外

標的とすることが特徴です。攻撃者は特定

営顧問などさまざまな部門と連携しなが

組織を含むインシデント対応計画を実際

の企業や業界における脆弱性情報や攻撃

らインシデントレスポンス体制を整備して

に策定できている企業は全体の22%でし

方法を秘密裏に共有し、サイバー攻撃の

います。それに対して、日本企業では情報

た。また、2013年の世界CEO意識調査で

手法を日々進化させています。そこで、業

システム部門に偏ったインシデントレスポ

は、米国企業のリーダーの36%が、企業

界内の他企業や専門機関などと情報を共

ンス体制が構築されてしまっています。前

のサプライチェーンにおいて知的財産や

有し、連携しながらサイバー攻撃に立ち向

図 21 : インシデントレスポンスに関与している部門
日本
グローバル

52%
40%

38%
16%
4%
人事

広報

38%

31%
9%
財務

17%
事業

45%

33%
19%

経営顧問

情報システム
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～経営幹部主導のセキュリティ対策の実施～

図 22 : 業界内でセキュリティ情報を連携している企業

部門や企業の枠を越えた情報連携体
15%

日本

制を構築するためには、連携先となる企業
や専門機関とのコミュニケーション、経営
者レベルの合意などが必要です。
このよう

50%

グローバル

な取り組みには経営陣による強力なリー
ダーシップが求められます。
しかし、図 23

かう取り組みが着目されています。
しかし、 情報共有が推進され始めていますが、参
図 22「業界内でセキュリティ情報を連携し

加している企業は情報通信や金融など一

ている企業」が示すとおり、グローバルに

部の重要インフラ産業に留まっているの

比べ日本企業は業界内での情報連携が進

が現状です。

んでいないことが明らかになりました。

日本とは対照的に、米国ではISAC 9と呼
ばれるセキュリティ情報共有基盤が、金融、

日本企業は、
「自社の潜在的な弱点に注

交通、化学、エネルギーなどの業界で19以

意を引きたくない」
という理由で、業界内

上設立されており、整備が進んでいます。

の他企業との情報連携を拒む傾向にあり

本調査でも、
グローバルでは、セキュリティ

ます。最近では、他企業と連携するための

におけるリーダー企業の82%が他社との

7

8

基盤として、J-CSIP やCEPTOR と呼ばれ

協力を行っており、他社との情報連携が進

る体制が整備され、セキュリティに関する

んでいることが明らかになっています。

「積極的にセキュリティ対策を推進する経
営幹部がいる企業」が示すとおり、企業全
体に向けてセキュリティ対策の重要性を
積極的に訴えかける経営幹部がグローバ
ルに比べ日本企業には少ないことが判明
しました。経営幹部は自社の情報資産を守
るためには企業の枠を超えたセキュリティ
対策が必要であることを理解し、自らが主
導的な立場で推進していくべきです。

図 23 :積極的にセキュリティ対策を推進する経営幹部がいる企業

日本

グローバル

27%

59%

J-CSIP
（Initiative for Cyber Security Information sharing Partnership of Japan）とは、
全 5 業界、45 の参加組織による情報共有体制を確立し、サイバー
攻撃に関する情報共有の実運用を行うイニシアティブです。
8
CEPTOR（Capability for Engineering of Protection, Technical Operation, Analysis and Response）とは、重要インフラ 10 分野（「情報通信」
「
、金融」、
「航空」、
「鉄道」、
「電力」、
「ガス」、
「政府・行政サービス（地方公共団体を含む）」、
「医療」、
「水道」および「物流」）における情報共有・分析を行う体制です。
9
ISAC
（Information Sharing and Analysis Center）とは、24 時間 × 週 7 日体制のセキュアなオペレーション機能を継続的に提供し、会員間でインシデント、
脅威および脆弱性に関する分野独自の情報共有・分析・レポーティングを行う組織です。
7
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