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米国サイバー犯罪調査2014 

米国サイバー犯罪調査2014は、PwC、CSOマガジン、カーネギーメロン大学ソフトウ
エアエンジニアリング研究所CERT®プログラムおよび米国シークレットサービスが共同
で実施したものである。 

500を超える米国の組織や政府関係機関から収集した調査回答を、各組織のサイ
バーセキュリティリーダーが結集し評価した。そして、サイバーセキュリティ対策のため
の要件をあらかじめ定義したうえで、今日のように脅威が多様化する状況であっても効
果的であるかを評価できるようにした。

さらに、今回の調査結果と米国国立標準技術研究所（NIST）のサイバーセキュリティ
フレームワークとを比較し、回答者のセキュリティ対策がどの程度NISTの要件に合致し
ているかを調べた。

今日のサイバーセキュリティの状況をより深く洞察しよりバランスのとれた分析結果
を得るために、この報告書では、PwCの「第17回 世界CEO意識調査」、「経済犯罪実態
調査 2014」および「グローバル情報セキュリティ調査2014」を引用した。 



2        米国サイバー犯罪調査2014における主要な発見事項



激増するリスク 追いつかない対策        3

目次

米国サイバー犯罪調査2014 1 

サイバー犯罪のリスクと影響 4
セキュリティに対する協力体制 6

インシデント数と損失額が増加 7
サイバー空間の危険性： 八つの代表的な課題 11
セキュリティ投資額とインシデント検知数の関係 12

戦略的なサイバーセキュリティ投資をするために 13

NISTフレームワークと調査結果の比較 15
NISTフレームワークを導入するために 18

お問い合わせ先 19



4        米国サイバー犯罪調査2014における主要な発見事項

サイバー犯罪のリスクと影響

今回で12回目となる米国サイバー犯罪調査では、米国組織や政府関係機関から500
を超える調査回答を収集した。今回の調査によって、サイバーセキュリティに対する現状
や高度化するサイバー脅威に対する準備態勢についての見解を得ることができた。

米国の組織におけるサイバーセキュリティ対策では、今日の高度なサイバー攻撃には
対抗することができないことが分かった。常習犯罪者や組織的犯罪集団および国家犯
罪組織は、高度な技術を活用することで検知されないようにターゲットを絞り、攻撃を
開始する。特に厄介なのは、知的財産や個人情報など価値ある情報を盗むために非常
に高い技術力を持つ攻撃者集団が存在することである。

米国国家情報長官は、サイバー犯罪を国家安全保障における脅威のトップに位置付け
ている。これは、テロリズム、スパイ活動および大量破壊兵器より高いものである1。実
際に、昨年FBIは3，000に上る米国組織（銀行や防衛関連組織、小売業など）に対し
て、彼らが知らずしてサイバー犯罪の被害者になっていた旨を通知した。

「米国は、犯罪者やテロリスト、スパイ、悪意のある人物などによる本当の意味での“サ
イバーセキュリティ”の脅威に直面している。サイバー空間は非常に危険な場所だ」とFBI
長官のJames B Comay氏は最近のセキュリティカンファレンスで発言している2。

米国連邦議会の委員会において以前頻繁に証言台に登壇していたSean Joyce前FBI
次長は現在、PwCのプリンシパルであるが、彼は、国家犯罪組織の動きが特に大きな
脅威となると警鐘を鳴らしている。「私たちは、シリア、イラン、ロシアといった、情勢が
不安定な地域における組織活動の増加に注目している。これらのグループは、金融機
関やその他の重要なインフラ関連組織を攻撃するかもしれない」と同氏は語った。

今日の一触即発のサイバー犯罪の環境では、国家犯罪組織および他の犯罪者は、組
織や政府機関のセキュリティ対策の一歩先を行くように、絶えず技術を進歩させてい
る。例えば、最近では新しい技術を使ったDDoS攻撃が開発され、これまでで最も強力
な400Gb／sを超えるトラフィックが実行された。

1 Director of National Intelligence, Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Committee, 
January, 2014

2 Federal Bureau of Investigation, The FBI and the private sector: Closing the gap in cybersecurity, 
Feb. 26, 2014

明らかなこと：ほとんどの米国
組織のサイバーセキュリティ対
策では、今日の高度なサイバー
攻撃に対抗することができない
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これと同様に、米国シークレットサービ
ス捜 査 部門の特別次 席捜 査官である
William Noonan氏によると、米国シーク
レットサービスは、民間組織と重要インフ
ラストラクチャーの両方を標的としたサイ
バー犯罪が著しく増加していると報告した3。

「サイバー犯罪者間の協業が高まり、分
業化が進み、より高度で洗練された犯罪
手法が開発されている。このような専業化
は、組織や個人に対する被害が大きくなる
だけでなく、追跡調査をより困難なものに
させる要因となる」と、下院小委員会の証
人喚問にてNoonan氏は述べている。

従来のアーキテクチャーを利用している
主要な社会インフラシステムは不正アクセ
スを受けやすい。電力設備、石油やガスの
パイプライン、水道設備、そして輸送設備
は特に脆弱だ。また、すでにサポート終了
になったWindows XPから新しいOSへ移
行していない企業は、大きなインパクトを
受けている。マイクロソフトが2014年の春
にWindows XPのサポートを終了すると発
表したのは今から6年も前であったにもか
かわらず、公共機関はいまだにこの古いOS
を使い続けようとしている。また、多くの
ATM（現金自動預払機）もエンベデッド仕
様のWindows XPを利用しており、このOS
は2016年1月にマイクロソフトのサポート
が終了することが発表されている4。

もう一つのリスクは、「Internet of Things 
（IoT）」と呼ばれ、工業部品、自動車、ホー
ムオートメーション製品、スマート家電な
どがインターネット環境に接続されるリス
クだ。いくつものデバイスが相互に接続さ
れることにより、組織、消費者および政府
は新たなセキュリティリスクを抱えること
になる。

IoTに潜むサイバー脅威とその影響は
経営に深刻なインパクトを与える可能性
があるため、米国のビジネスリーダーは、
サイバー犯罪に関してますます懸念を示
している。PwCの「第17回 世界CEO意識
調査」では、米国の回答者の69％がサイ
バーセキュリティを脅威に感じており、グ
ローバルでの回答者の平均49％よりも意
識が高いことが分かった5。

これほどまでにサイバーセキュリティに
高い関心が寄せられている理由の一つ
は、サイバー犯罪が及ぼす「金銭的被害」
が大きいからである。PwCの「経済犯罪
実態調査 2014」によると、サイバー犯罪に
よって100万米ドル以上の被害を受けた
組織は、グローバルの平均値3％に対して
米国組織は7％であった。さらに、5万米ド
ルから100万米ドルの被害を受けた組織
は、グローバルの平均値8％に対して米国
組織は19％であった6。

この他に、米国の小売業者における
データ情報漏洩事件をきっかけに、法的
責任や訴訟のリスクが高まると懸念する
経営者も多い。今日、企業がサイバー犯罪
のリスクを把握しなかったり、必要なサイ
バーセキュリティ対策に投資しなかった
りなどということは、到底、消費者や株主
を説得できるものではない。「今後、過去
に例を見ないほどサイバーセキュリティ関
連の訴訟は増えるだろう。だから、どの企
業の役員もこのサイバー攻撃のリスクに
大きな関心を寄せているのである」とセ
キュリティ会社であるRidge Globa lの
CEOで米国国土安全保障省の一等書記
官であるTom Ridge氏が語っている。

3 http://www.dhs.gov/news/2014/03/05/
written-testimony-usss-house-financial-services-subcommittee-financial-institutions

4 MSDN, What does the end of support for Windows XP mean for Windows Embedded? Feb. 17, 
2014

5 PwC, 17th Annual Global CEO Survey, January 2014
6 PwC, Global Economic Crime Survey 2014, February 2014

69％
サイバーセキュリティが組織の
成長に影響すると考える米国経
営者の割合

— PwC世界CEO意識調査
（第17回）

http://www.dhs.gov/news/2014/03/05/written-testimony-usss-house-financial-services-subcommittee-financial-institutions
http://www.dhs.gov/news/2014/03/05/written-testimony-usss-house-financial-services-subcommittee-financial-institutions
http://blogs.msdn.com/b/windows-embedded/archive/2014/02/17/what-does-the-end-of-support-of-windows-xp-mean-for-windows-embedded.aspx
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7 PwC, CSO magazine, CIO magazine, The Global State of Information Security® Survey 2014, 
September 2013

8 Department of Homeland Security, Remarks by Secretary of Homeland Security Jeh Johnson 
at The White House Cybersecurity Framework Event, Feb. 12, 2014

9 Seeking Alpha, JPMorgan Chase CEO Discusses Q4 2013 Results – Earnings Call Transcript, 
Jan. 14, 2014

セキュリティに対する協力体制

どんなに膨大なリソースがある組織で
あっても、サイバー犯罪がグローバルにも
たらす影響は計り知れない。そこで、民間
組織と公的機関は、サイバー犯罪に対抗
するために、現在のセキュリティの脅威と
効果的な対応についての情報共有を開始
した。

PwCの「グローバル情報セキュリティ調
査2014」では、高度なセキュリティ対策を
実施している組織の82％は、他組織とセ
キュリティに関する情報共有を行っている
ことが示されている7。最も有効なアプロー
チの内の一つは、ISAC（Informat ion 
Sharing and Analysis Centers）フォーラム
への参加だ。このISACの組織形態は、特に
金融機関やテクノロジー産業で導入が進ん
でいる。

ISACのような産業界での情報共有の仕組
みは、NISTによって開発されたベスト・プラ
クティスとセキュリティ基準から成る“サイバー
セキュリティフレームワーク”によって推進
されてきた。（「NISTフレームワークと調
査結果の比較」の章を参照）。このフレー
ムワークは、セキュリティ脅威と対応策の
検討のために、積極的に情報共有するこ
とを強く推奨している。この仕組みによ
り、サービスプロバイダーやパートナー企
業を含む社外組織のメンバーとサイバー
セキュリティについて共通認識をもって意
見交換できるようになった。

「サイバーセキュリティは連帯責任だ。
従って、役人も、経営者も、セキュリティ専
門家も、社会インフラ事業者のトップも現
場責任者も、全員が一致団結してこれに
取り組むべきだ」と国家安全保障省長官
のJeh Johnson氏はホワイトハウスでのサ
イバーセキュリティフレームワーク発表の
時に述べている8。

この情報共有の強化については、民間
企業からも必要性が叫ばれている。昨年
の小売業者のデータ情報漏洩事件の余波
で、JPMorgan ChaseのCEOは、外部から
の攻撃を防ぐために業界全体で団結すべ
きだと主張した。

「サイバー犯罪に対する懸念はどの企
業も同じである。だから小売業者も金融
機関も、お互いのことを訴えあうのは一度
やめて、一緒に行動しようではないか」と
James Dimon氏は、今年の初めの業績発
表時に言った9。

セキュリティの協力体制は、セキュリティ
レベルを高めるために必要不可欠であ
る。しかし、他にもやるべきことがあるのも
事実だ。次項のレポートは、組織がどのよ
うなアクションを取るべきかを決めるため
の参考になるだろう。 

82％
高度なセキュリティ対策を実施
している組織の82％は、他組
織とセキュリティに関する情報
共有を行っている
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インシデント数と損失額が増加

サイバーセキュリティインシデントが急
増しており、それに伴って金銭的に被害が
出ていることは、周知の事実だろう。本調
査の4分の3の回答者（77％）が、何らかの
セキュリティインシデントを検知したと回
答し、3分の1の回答者（34％）が去年より
も多くのセキュリティインシデントを検知
したと回答した。よって、回答者の59％
が、以前にも増してサイバーセキュリティ
脅威に関心を持ったと回答しているのは
当然の結果と言える。

2013年に検知されたセキュリティイン
シデントの平均件数は、1組織当たり135
件だった。ただし、この件数には未知のイ
ンシデントは含まれていない。前述のよう

に、FBIによってサイバー攻撃を受けてい
ることを告知された3，000社は、不正侵
入に全く気付いていなかったのだ。

サイバー攻撃の被害額について、回答
者の14％は被害額が去年よりも増えたと
回答したが、対処費用などを加えた実際
の損失はもっと多いはずである。それは、
セキュリティインシデントを検知した3分
の2以上の組織（67％）は、インシデント
の被害額を算出することすらできなかっ
たと回答しているからだ。このように算出
できていない部分があるにもかかわらず、
平均の年間被害額は約415，000米ドル
にも上った。

59％
回答者の59％が、以前にも増し
てサイバーセキュリティ脅威に
関心を持ったと回答
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金銭詐欺
DDoS攻撃

金銭的な被害
顧客情報の盗聴や盗難

ID盗難
インシデントを検知できずに発生状況不明

36%

29%

23%

23%

20%

20%

金融機関

不正アクセス
システムやファイルの改ざん

DDoS攻撃
ID盗難

機密情報の盗聴や盗難
インシデントを検知できずに発生状況不明

24%

24%

22%

19%

19%

16%

政府機関

インシデントを検知できずに発生状況不明
故意でない個人情報や機密情報の漏洩
メールやアプリケーションの利用停止

金銭的な被害
顧客情報の盗聴や盗難

医療データの盗難

30%

22%

22%

19%

19%

15%

医薬品業界

メールやアプリケーションの利用停止
DDoS攻撃

インシデントを検知できずに発生状況不明
システムやファイルの改ざん

不正アクセス
アプリケーションの改ざん

33%

28%

28%

20%

19%

11%

情報通信

インシデントを検知できずに発生状況不明
金銭的な被害
不正アクセス

金銭詐欺
顧客情報の盗聴や盗難
機密情報の盗聴や盗難

38%

19%

19%

19%

19%

保険業界

29%

図1： 業界ごとの代表的なセキュリティインシデント
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代表的なサイバー攻撃は、マルウェア、
フィッシング詐欺、不正アクセス、スパイ
ウェア、DDoS攻撃の五つだ。今回の調査
によって、業界ごとにサイバー攻撃の種類
に特徴があることが分かった（図1）。例
えば、金融業界では金銭詐欺が多くあっ
た。政府機関では、不正アクセスが24％
あったと報告されている。医薬品業界は、
故意でない個人情報や機密情報の漏洩
が他業界の回答よりも83％も高かった。

国家犯罪組織は価値のある知的財産
を標的にしており、もし実際に盗まれた
場合にはその事実を公表することを渋る
ほど重要な情報である。このことを報告
しなければならない法規制はないが、知
的財産の窃取を公表することは、多くの
場合、組織のビジネスに大きな影響を与
えている。

知的財産の窃取による被害額を定量化
することは難しい。クレジットカードの盗
難と違って、知的財産の盗難については、
被害者は何が盗まれたのかが正確にわか
らないことが多い。さらに、これらの営業
秘密はすぐに現金化されずに、長期間気
付かれないことが多い。 

サイバーセキュリティインシデントの発
生元について最も多い回答は、ハッカー
のような外部からの攻撃者で72％にも達
した。他には、国家犯罪組織（7％）、組織
犯罪（8％）と続き、割合は少ないものの、
より規模の大きな組織は、これらの攻撃
者に関しては十分気を付けなければなら
ない。 

このようなインシデントは非常にまれで
あるために、一度表沙汰になってしまうと
メディアの注目を浴びてしまう。また、原

因究明が難しいことも考慮しなければな
らず、実際サイバーセキュリティインシデ
ントを検知した回答者の26％が、攻撃者
を特定できないと回答している。

また、内部犯行についてはメディアでは
なかなか取り上げられない。28％の回答
者が内部犯行を挙げており、その中には、
現職の従業員や退職者、派遣従業員、取
引先が含まれている。約3分の1の回答者
（31％）が、内部犯行は外部からの攻撃
に比べて、より被害が大きいと回答してい
る。組織の規模が大きくなればなるほど、
内部犯行の可能性は増え、内部犯行の被
害はより拡大する可能性があることを認
識しておく必要がある。それにもかかわら
ず、内部犯行への対策をとっていると回答
したのは、たった49％である。 

多くの内部犯行は、ソーシャルエンジニ
アリングや端末の盗難であり、これらは、
従業員トレーニングによって、影響を緩和
することができるものである。また、組織
は不正の兆候を監視することで、内部犯
行の被害を回避することが可能だ。例え
ば、ほとんどの場合、内部犯行者はITポリ
シーに違反したり、破壊的な行動を取っ
たり、生産性が落ちたりしている。また、
内部犯行者は金銭目的のために犯行を実
施するということが分かった（図2）。
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中小企業には、セキュリティの専門部門
がないため、内部犯行の管理を情報シス
テム部に頼っている。専門のセキュリティ
部門が内部犯行の責任を負っていると答
えた回答率は、大企業は62％あるのに対
して、中小企業は20％しかない。実際、
従業員数が500人以下の企業規模では、
情報システムとセキュリティ管理をたった
一人の社員が管理しているケースが多い
ようだ。

興味深いことに、組織が内部犯行を見
つけ出す横断的なチームがあると回答し
た割合は、2013年の14％から、2014年は
6％と低下した。そして、全体の14％は、内
部犯行に対処する仕組みがないと答えて
いる。内部犯行に対する効果的な対策
は、情報システム、情報セキュリティ、物理
セキュリティ、人事、法務の各担当者が組
織横断的に監視することである。従って、
約4分の1の回答者（23％）が、内部犯行
に対して、適切な対処が取れないと回答し
たことは、驚くべきことではない。 

昨年の政府機関の機密データ漏洩や、
小売業のデータ漏洩事件が示すように、
信頼していたはずの取引業者など従業員

以外の関係者がインサイダー事件を起こ
している。犯罪者は、取引業者として企業
と接することで比較的容易に機密データ
にアクセスすることができることを認識し
ている。多くの組織では、取引業者やサプ
ライチェーンに対して、セキュリティ評価を
実施する努力をしていないため、犯罪者は
この間接的な手段を利用するのである。

 
実際、ビジネスを開始する前に取引先

を評価した割合は、昨年の54％から今年
は44％と減少した。驚くべきデータとし
て、例えば、3分の2の組織では、クラウド
コンピューティングプロバイダーのセキュ
リティ評価をせずにサービスを利用して
いるのだ。

同様に、ビジネスを開始する前に、サイ
バーセキュリティを評価するプロセスがあ
ると回答した組織は、たった41％だった。
組織の規模が小さくなればなるほど、取引
先のサイバーセキュリティを評価すること
も少なくなる傾向にある。

図2： 内部犯行の原因と結果＊
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サイバー空間の危険性
八つの代表的な課題

1.  PwC, CSOマガジン、CIOマガジン、
グローバル情報セキュリティ調査2014

1. セキュリティ投資とビジネス戦略の整合性が取れていない
 セキュリティ戦略は、ビジネス目標に合わせて、優先付けしなければならない
 38％ リスクや重要度に応じてセキュリティの投資優先度を判断している
 17％ データをビジネス遂行上の価値に応じて分類している1

2. 取引先による行動を管理できない
 最近の派遣社員による情報漏洩、クレジットカード情報の盗難は、組織に

気付かれることなく、取引先がシステムに侵入できることを証明した
 44％ ビジネスを開始する前に取引先を評価した
 31％ 外部の取引先との契約書にセキュリティに関する項目を含めている

3. サプライチェーンの欠陥がある
 サプライチェーンの取引先へのデータ量は増え続けているが、彼らはプライバ

シーやセキュリティポリシーに従うことを要求されていない
 27％ サプライチェーン上の取引先とインシデントレスポンスに関する取り

決めを行っている
 8％ サプライチェーンのリスクマネジメントができる

4. モバイルセキュリティに対策が追いついていない
 モバイルの技術やリスクは加速しているが、セキュリティ対策が追いついて

いない
 31％ モバイルセキュリティ戦略が存在する
 38％ モバイルデバイスの暗号化をしている
 36％ モバイルデバイス・マネジメント・システムを導入している

5. サイバー脅威のアセスメントを実施していない
 エンタープライズ・リスク・マネジメントの中にサイバーリスクを含めている

組織は多いが、定期的なアセスメントは実施していない
 47％ 定期的なリスクアセスメントを実施している
 24％ 取引先に対するセキュリティアセスメントに方針が存在する

6. サイバー犯罪に対抗するためのチームが不十分
 外部の専門団体との協力体制は、最新のセキュリティ脅威を理解するため

に必須ではあるが、多くの組織では対外的な協力体制がない
 25％ ISACに加入している
 15％ 法律機関と協力している

7. 内部不正行為の前兆を把握できない
 内部犯行によるセキュリティ事件は深刻な被害を与えるにもかかわらず、

ハッカーのような外部からの脅威への対策と同じような深刻さで対応していない
 49％ 内部犯行に対する正式な対応手順が存在する
 75％ 法務部門を巻き込まずに内部犯行に対応できる 

8. 従業員教育の徹底が不十分
 従業員の心理的脆弱性はよく知られていることだが、企業では従業員に

対して正しくセキュリティ教育を行っていない
 20％ 証拠保全のための教育をしている 
 76％ セキュリティ教育を実施した結果、セキュリティ事故が減った 
 54％ 新規（中途）採用の社員に対してセキュリティ教育を実施しない
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セキュリティ投資額とインシデント検知数の関係

今年の米国サイバー犯罪調査はサイ
バーセキュリティに対して、セキュリティ投
資額とセキュリティイベント検知数の間に
ある重要な相関関係を明らかにした。つま
り、私たちがサイバーセキュリティに対応
すればするほど、検出されるインシデント
数は増加するといえるのだ。 

例えば、法規制の厳しい業界は、他の
業界に比べて、よりサイバーセキュリティ
に積極的に投資をしている。今年、金融
機関は1従業員あたり平均2，500米ドル
もの額を費やした一方、小売業や一般消
費財メーカーは平均400米ドルの投資で
あった。また、教育機関は1従業員あたり
平均200米ドルの投資であった。

同様に、サイバー犯罪の被害を受けた
組織は、よりセキュリティ対策に投資をし
ている。その上、サイバー攻撃を検知した
組 織は、脆弱性管理、サイバー脅威分
析、侵入検知ツール、ログ相関分析システ
ム（SIEM）といったセキュリティツールも

熟考し導入する傾向にある。彼らは統合
リスク管理（ERM）プログラムにサイバー
リスクを含め、全社事業戦略に合わせて
セキュリティ対応の優先付けをしていく
傾向にある。 

より先進的なサイバーセキュリティ対
策を実装することは、実は賢明なことで
はない。過去の経験から学び得たことに
対し適切な投資を実施することが重要な
のだ。

さらに悪いことに、外部の取引先との契
約書にセキュリティ条項が含まれていると
回答したのは全体の31％のみであった。
組織は、自分たちのセキュリティ規定と同
じ、もしくはさらに高いレベルで、取引先
のセキュリティ基準を求めるべきである。
また、コンプライアンスに関する事項は、
契約書で必ず義務付けるべきである。

最後に、全ての内部犯行を取り扱うとす
ると、大きな組織のほうが有利になる。大
規模な組織は、インサイダー事件の潜在

的な影響を十分に理解しているとは言え
なくても、中小企業よりもセキュリティ対
策が充実している傾向にあり、インシデン
トに対処するための専門のセキュリティ部
門を持っていることが多い。 

また、従業員10，000人以上の大規模
な組織は、包括的なサイバーセキュリティ
リスクに対処するためのマルウェア解
析、脅威情報の入手および脅威分析モデ
ルを利用していることが本調査で明らか
となった。

１従業員あたり

2，500米ドル
金融機関がサイバーセキュリ
ティに投資する年額

１従業員あたり

400米ドル 
小売業や消費財メーカーがサ
イバーセキュリティに投資する
年額
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戦略的なサイバーセキュリティ
投資をするために

私たちの調査によると、組織はサイバー脅威について懸念を持っているが、サイバー
セキュリティに対して戦略的な投資をほとんどしていないことや、サイバーセキュリティ
対策が全体の事業戦略と連携されていないことが明らかになった。

資源配分が特定のビジネスリスクに基づく場合、サイバーセキュリティ対策への費用
対効果は最も高くなる。このコンセプトは誰の目にも明らかであるにもかかわらず、ほと
んどの組織はこのような戦略的アプローチをとっていない。今回の調査結果でも、リス
クの大きさに基づいて、セキュリティ対策投資の優先順位付けをするメソドロジーを持
ち、事業戦略にインパクトを与えていると答えたのは、全体の38％のみである。 

戦略的投資に対する万能なメソドロジーはないが、リスクに基づいた資源配分は業界
や地域にかかわらず、全ての組織で採用されるべきアプローチである。

組織はサイバー脅威が拡大する中でそれに迅速に対処することができるように柔軟
なサイバーセキュリティプログラムを設計すべきである。サイバーセキュリティ戦略のス
コープと投資計画は、通常の3年～5年にわたる事業計画よりも短い期間で策定される
べきである。

戦略的投資のためには組織は今日の高度化した攻撃に最適なサイバーセキュリティ
対策を定義し、投資する必要がある。例えば、攻撃や侵入を防ぐようなメカニズムを導
入するよりもむしろ、抑止、予防、検知といった各種プロセスと、そして、その影響を最小
化させるためのインシデントレスポンスなどのプロセスを統合させることに力を注ぐべ
きである。ほとんどの組織において、インシデントに迅速に対処しインシデントの影響
を最小化させるための要員の配置や手順の開発に投資を実施できていないのである。

同様に、最も価値がある情報資産を特定し分類すること、ならびに付加価値の高い資
産がエコシステム全体のどこに位置し誰がそれにアクセスできるかを決定することに組
織が投資することも重要である。何が重要資産となるのかは、業界によって当然異な
る。例えば、小売業における価値の高いデータは顧客の決済情報であるが、製薬業で
の生命線は新しい薬を開発するための機密情報である。

重要情報の特定と分類は、経営者がどの程度サイバーセキュリティに投資すべきか
を判断する材料となる。また、投資の「質」と一気通貫した戦略も同様に重要であ
る。例えば、単純にネットワーク監視技術を導入するだけでは十分ではない。サイバー
セキュリティ担当者による、ネットワーク上の異常行動パターンのデータ分析技術や
それに携わる要員に対し、十分な資金を確保する必要がある。

38％ 
リスクの大きさに基づいて、セ
キュリティ対策投資の優先順
位付けをするメソドロジーを
持ち、事業戦略にインパクトを
与えていると回答した割合
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一度、重要資 産が 特 定されると、組
織は、企業全体からみて付加価値の高い
情報の保護に優先順位を付け、リスクの
大きさに比例させてリソースを割り当てる
必要がある。そうするためには、攻撃者の
動機、資源および攻撃手法について十分
な知識が必要になってくる。これには、脅
威分析とモニタリングのための予算だけ
でなく、政府機関、競合他社、法律部門、
その他の第三者と連携し主要なサイバー
セキュリティを理解するための時間とリ
ソースの確保が必要である。

これらの施策は、業界や市場によって異
なる。戦略的な投資のためには、企業規
模、取り扱い製品群、業務内容、市場、顧
客層が似ている企業におけるサイバーセ
キュリティ対策の事例や知識が必要にな
る。同様に、別の業界だが、同じような企
業規模や業態での対策事例を評価する
ことは、優位性の確保につながる。言い換
えれば、他社や他業種から学ぶには、どの
サイバーセキュリティ対策が自社にとって
有効なのかを十分に理解することが重要
なのである。

また、包括的で継続性のある社員教
育・啓発プログラムのための十分な資金
を確保することも必要だ。意識向上プログ
ラムのメリットは非常に明確である。回答
者の42％は、「新入社員に対するセキュリ
ティ教育・啓発は、今まで犯罪の抑止力と
して活用されてきたポリシーや技術の中
では、最も高い抑止効果を発揮した」と述
べている。

従業員の意識向上に経済的な価値があ
るということには、裏付けがある。セキュ
リティ意識向上プログラムを持っていな
い組織、特に新規採用社員への教育を実
施しない組織は、サイバーセキュリティのイ
ンシデントでより多くの経済的損失を被っ
ている。セキュリティ教育を行っている組
織は年間16.2万米ドルの経費がかかって
いることに対して、教育を実施していない

組織は年間68.3万米ドルもの損失を受け
ているとの報告もある。

もう一方で、戦略的な投資のためには、
経営部門による関与が不可欠である。その
ためには、セキュリティのリーダーたちは、
マネジメント部門や監査委員会、取締役
会にてサイバーセキュリティへの迅速かつ
継続的な投資の効果について説得できる
よう備えなければならない。

この議論は、経営陣や取締役会メンバー
が慣れ親しんだリスクマネジメントの言葉
を用いると最も効果的である。このリスク
ベースの議論によって、セキュリティのリー
ダーたちは、サイバーセキュリティの達成
目的や緊急度をより効率的に述べること
ができると同時に、リスクマネジメント戦
略に基づく投資の優先度設定や評価につ
いて課題を示すことができる。

今こそ、経営層との会話を始めるときな
のである。

攻撃者がスキルやテクニックを進化さ
せるにつれ、サイバーセキュリティ脅威が
より深刻度を増すことはだれの目にも明
らかである。「サイバー犯罪は、現在も未
来でも、危険であることに変わりない。同
じような犯罪であったとして、攻撃者、脅
威そして技術は今後も進歩し、活発な発
展を続けていくだろう」とTom Ridge氏は
語った。

歴史が繰り返すように、この調査結果
が現実のものとなれば、来年は多くの組
織がサイバー犯罪の被害者となり、より多
額の被害が発生するであろう。そんな被
害者には誰もなりたくないはずである。サ
イバーセキュリティ投資に対して戦略的な
アプローチを取る組織であれば、インシデ
ントを迅速に検知し対応を実施するなど、
効果的なセキュリティ態勢を構築すること
ができるのである。

「サイバー脅威は、現在も将
来にわたっても、明確に危険
なものだろう。この状況は長く
続き、今後も攻撃者や技術は
活発化するだろう」

— Tom Ridge
Ridge Global CEO兼

米国国土安全保障省の一等書記官
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NISTフレームワークと調査結
果の比較

NISTのサイバーセキュリティフレームワークは、企業におけるサイバーセキュリティ対
策の特定、導入、向上を支援するために、米国国立標準技術研究所によって作成された
自主参加型の、リスクベースアプローチに基づくガイドラインである。

この“フレームワークコア”は、標準化されたサイバーセキュリティのベストプラクティ
ス、期待される効果、適用可能な参考情報という内容で構成される。また、次の五つ要
素で構成さる。

• 特定（Identify）： システム、資産、データ、機能に対するセキュリティリスクをどのよ
うに管理すべきかを理解する

• 防御（Protect）： サイバーセキュリティ脅威を防ぐために必要となる保護策を実施
する 

• 検知（Detect）： サイバーセキュリティに関連するリアルタイムなアラートを継続的
に検知し、プロアクティブな対応を取る

• 対応（Respond）： サイバーセキュリティのインシデントに迅速に対応するためのポ
リシーや対応手順

• 復旧（Recover）： サイバー攻撃後に復旧するための事業継続計画を策定する

回答者がどのくらいガイドラインの推奨事項を達成しているかを比較調査するため
に、私たちは、この“フレームワークコア”部分に関連する質問事項への主要な回答を抽
出した。 

その結果、ほとんどの回答者がNISTで定義されているガイドライン水準に達していな
いことが分かった。以下の45項目は、NISTフレームワークに該当する対策、ポリシー、
技術に関しての結果である。

特定（Identify） 
対応  
済み

ビジネス環境

データやネットワークのアクセスを許可する取引先のキュリティの評価を
実施している

56％

ビジネスを開始する前に取引先のセキュリティを評価している 44％

取引先との契約書にセキュリティ条項が含まれている 31％

経営者と定期的なセキュリティについての議論を実施している 29％

取引業者とともにインシデントレスポンス計画を実施している 27％

IP（知的財産）に関する契約がある 27％

NISTのサイバーセキュリティ
フレームワークによって、その
組織は業界内で先行すること
ができる
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特定（Identify） 対応  
済み

ガバナンス

最高セキュリティ責任者（CSO）もしくは最高情報セキュリティ責任者
（CISO）を採用している

28％

リスクアセスメント

統合リスクマネジメント（ERM）計画にサイバーリスクを含めている 81％

脆弱性管理を実施している 46％

サイバー脅威分析を実施している 23％

脅威分析モデルを採用している 14％

サプライチェーンのリスク管理を実施している 8％

リスクマネジメント戦略

事業戦略のリスクや影響を基に、セキュリティ投資の優先付けを決定し
ている 

38％

防御（Protect）
アクセスコントロール

アカウント／パスワード管理ポリシーを導入している 59％

IPS（Intrusion Prevention System／不正侵入防御システム）を導入し
ている 58％

ID管理システムを導入している 49％

職務分掌を徹底している 26％

啓蒙と教育

新規雇用社員のセキュリティ教育を実施している 46％

定期的なセキュリティの啓蒙と教育を実施している 44％

定期的に従業員に対してポリシー違反行動について見直しさせ、理解さ
せている

40％

データセキュリティ 

DLP（Data Loss Prevention）技術を採用している 44％

情報保護プロセス

従業員や契約社員のバックグラウンドチェックを実施している 48％

定期的なリスクアセスメントを実施している 47％

侵入テストを実施している 42％

インシデントレスポンスチームを運営している 31％

情報監査を定期的に実施している 27％

メールやファイルの保存と監査をしている 24％

証拠保全のための現場担当者を教育している 20％
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検出（Detect） 対応  
済み

異常検知 

IDS（Intrusion Detection System／不正侵入検知システム）を導入して
いる 62％

セキュリティイベントの分析を実施している 40％

SIEM技術を活用している 26％

継続的なセキュリティ監視 

外部向けトラフィックの監視、分析を実施している 52％

侵入の検知システムログの監視を実施している 49％

インターネット接続を監視している 42％

脆弱性管理を実施している 40％

セキュリティ監査を定期的に実施している 36％

サイバー脅威分析を実施している 33％

従業員や派遣社員によるコンピューターの不正利用を監視している 32％

従業員をモニタリングしている  28％

対応（Respond）
レスポンス計画 

サイバーインシデントに対する報告・対応方針が正式に決められている 54％

コミュニケーション

ISAC活動へ参加している 25％

法律専門家との協力体制がある 15％

分析

コンピューターフォレンジックによる分析を実施している  25％

復旧（Recover）
改善活動

セキュリティプログラムの効果を測定する方法がある 53％

信頼できる外部のコミュニケーションパートナーがいる（PR会社、危機管
理のエキスパート） 

20％
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NISTフレームワークを導入するために

NISTのサイバーセキュリティフレームワークは、よりプロアクティブなリスク管理を実
施するためのアプローチであるという点において、サイバーセキュリティ対策における重
要なフレームワークである。業界横断的にサイバーリスクを回避するための重要なツー
ルとして、他のリスクマネジメントツールやプロセスと組み合わせてこのガイドラインを
採用すべきである。

これによって、組織がサイバーセキュリティ対策を改善できるだけでなく、将来の今後
の各種法規制への準拠に対して先行することができる。以下の四つのステップは、組織
がこのフレームワークに取り組むための手順である。

責任者の特定

現状を評価

目標設定と実行

継続的な管理と
情報共有

1. ビジネス上の責任者を決め、巻き込む： フレームワークには特に明記され
ていないが、経営者の支援と組織のサイバーセキュリティへの姿勢は、フ
レームワークを適切に導入するために不可欠である。

2. 現状を評価する： 組織の状況が“フレームワークコア”に沿っているかを評
価するためにリスクベースアプローチを利用すべきである。

3. 目標を決め、実行する： 現状評価に基づいて、サイバーセキュリティ対策状
況を理解する。フレームワークとビジネス要求を組み合わせ、実行計画を作
成し、責任者の承認を得る。次に、ギャップが何かを特定し、優先付けされ
たロードマップと実行プログラムを策定する。

4. 定期的な管理と情報共有： 定期的なモニタリングを実施し、定期的にあ
るべき姿と現状のギャップを分析する。そのうえでビジネス責任者に対し
て、ギャップの状況を説明する。必要に応じて、内部の利害関係者、顧問
弁護士、内部監査、事業部門および経営者にも状況報告をする。

このフレームワークは、組織が
セキュリティ問題に対して、より
効果的に協力して活動を実施
することに役立ち、将来の規制
や法律に対して先行することが
できる



激増するリスク 追いつかない対策        19

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

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
〒104-0061 東京都中央区銀座 8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル
03-3546-8480（代表）



20        米国サイバー犯罪調査2014における主要な発見事項

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

セキュリティアセスメント ・ 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

セキュリティコンサルティング ・ 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

インシデントレスポンス ・ 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（マルウェア解析など）
 ・ 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、監督官庁など）

セキュリティインテリジェンス ・ 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
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