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第 1 部: はじめに
IBM と Ponemon Institute は、このたび「2016 年情報漏えい時に発生するコストに関する調査: グ
ローバル分析」を発表します。本調査を通じ、参加企業 383 社における情報漏えいの平均総コスト
が、379 万ドルから 400 万ドルに増加したことがわかりました2。機密情報や社外秘情報が含まれる
紛失または盗難に遭ったレコード 1 件当たりに支払われた平均コストは、2015 年の 154 ドルから、
本年の調査では 158 ドルに増加したことがわかりました。
コスト・データに加え、本調査は今後 24 カ月
の間に企業で情報漏えいが 1 回以上発生する
可能性に着目しています。当社は、10,000 件の
レコードの紛失または盗難を伴う重大な情報漏
えいが発生する可能性は 26% であると考えて
います。







グローバル調査の概要
12 カ国の 383 社の企業
情報漏えいの平均総コストは 400 万ドル
情報漏えいの総コストは 2013 年から 29%
増加
紛失または盗難に遭ったレコード 1 件当た
りの平均コストは 158 ドル
情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト
は 2013 年から 15% 増加


今年度の調査結果を見ると、10,000 件以上のレ
コードの漏えいが発生する可能性が最も高いの
はブラジルと南アフリカの企業です。一方で、
重大な情報漏えいが生じる可能性が最も低いのは、ドイツとカナダの企業でした。

本年の調査には、アメリカ、イギリス、ドイツ、オーストラリア、フランス、ブラジル、日本、イタ
リア、インド、アラブ地域 (アラブ首長国連邦とサウジアラビア)、カナダ、そして初参加の南アフリ
カから成る 12 カ国を代表する 383 社の企業が参加しました。参加企業はいずれも、被害レコード
数が約 3,000 件から 101,500 件強の情報漏えいを経験しています3。被害レコードとは、情報漏えい
において情報の紛失または盗難に遭った個人を特定するレコードと定義しています。
情報漏えいコストの調査に関する 7 つの重要なグローバル・トレンド
情報漏えいを経験したあらゆる業種の 2,013 社の企業を長年にわたって調査した結果、本調査は以下
の 7 つの重要なトレンドがあることを確認しました。
1.

本調査を最初に実施したときから、データ漏えいのコストは大きく変動していません。このこと
は、本コストは企業が準備し、データを保護する戦略に組み込まなければならない永続的なコス
トであることを示しています。

2.

情報漏えいを経験した企業が被る最も重大な財務上のデメリットは、機会損失コストです。情報
漏えいが発生すると、企業は長期的な財務上の影響を抑えるために顧客の信頼を維持するために
手段を実施しなければなりません。

3.

ほとんどの情報漏えいの原因となっているのは、犯罪者による攻撃と悪意のある攻撃です。この
ような漏えいを検出し、その被害拡大を抑えるにも、時間がかかります。その結果、この種の漏
えいはレコード 1 件当たりのコストが最も高くなります。

4.

情報漏えいを検出し、被害拡大の防止を行う時間が長引けば長引くほど、解決のためのコストが
増大することを企業は認識しています。本調査の結果を見ると、数年にわたって検出とエスカ
レーションのコストが増大を続けています。このため、検出と被害拡大防止に要する時間を短縮
するためのテクノロジーと社内スキルの構築に投資が行われています。

1

本レポートでは、調査完了日ではなく発行年を明記しています。本レポートで調査されている情報漏えいインシデン
トの大多数は、2015 年に発生したものです。
2

現地通貨は米ドルに換算しています。

3

「被害レコード 1 件当たりのコスト」と「情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト」は、本レポートでは同様の意
味を持ちます。
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5.
6.

7.

医療や金融サービスのような規制の厳しい業界では、罰金が科され、通常よりもビジネスや顧客
を失うことの比率が高くなるため、情報漏えいのコストが最も高くなります。
データ・ガバナンス・プログラムを強化すると、情報漏えいのコストを削減できます。インシデ
ントの対応計画、CISO の任命、従業員向けのトレーニングと認知度向上プログラム、事業継続
マネージメント戦略を実施すると、コスト削減につながります。
暗号化ソリューションやエンドポイント・セキュリティー・ソリューションなど、データ損失を
防止する制御機能や活動に投資することは、情報漏えいの防止に役立ちします。本年の調査では、
企業が脅威の共有を行い、データ損失防止テクノロジーを実装した場合コスト削減が実現するこ
とがわかりました。

以下に、企業にとって最も重要な調査結果とその意味について説明します。
情報漏えい時に発生するコストが最も高かったのがアメリカとドイツ、最も低かったのがブラジルと
インドである。情報が漏えいした顧客 1 名当たりの平均コストは、アメリカが 221 ドル、ドイツが
213 ドルです。このコストが最も低いのはブラジル (100 ドル) とインド (61 ドル) です。企業に及
ぼす平均総コストは、アメリカが 701 万ドル、ドイツが 501 万ドルです。このコストが最も低いの
はインド (160 万ドル) と南アフリカ (187 万ドル) です。
情報漏えい時に発生するコストは業種ごとに異なる。紛失または盗難に遭ったレコード 1 件当たり
の情報漏えいの平均グローバル・コストは 158 ドルです。しかし、医療機関の平均コストは 355 ド
ルであり、教育機関の平均コストは 246 ドルとなっています。紛失または盗難に遭ったレコード 1
件当たりの情報漏えいコストの平均が最も低いのは、運輸業界 (129 ドル)、研究機関 (112 ドル)、
公共サービス (80 ドル) です。
ハッカーおよび犯罪行為の認識がある内部関係者が、最も多くの情報漏えいを引き起こしている。本
年の調査では、すべての情報漏えいのうち 48% が、悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃による
ものでした。そのような攻撃を解決するための被害レコード 1 件当たりの平均コストは 170 ドルで
す。一方、システムの欠陥による被害レコード 1 件当たりのコストは 138 ドル、人的ミスまたは過
失による場合は 133 ドルです。悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃を解決するための支出が最
も多かったのはアメリカとカナダ (被害レコード 1 件当たりそれぞれ 236 ドルと 230 ドル) です。
インドの支出はこれよりかなり尐なくなっています (被害レコード 1 件当たり 76 ドル)。
悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃は国ごとに大きく異なる。すべての情報漏えいのうち、アラ
ブ地域では 60%、カナダでは 54% が、ハッカーおよび犯罪行為の認識がある内部関係者によるもの
です。南アフリカで発生するすべての情報漏えいのうち、悪意のある攻撃によるものは 37% しか存
在しません。その代わり、南アフリカ企業は人的ミスによる情報漏えいに関しては最も高い比率を呈
し、インド企業はシステムの欠陥 (37%) やビジネス・プロセスの欠陥 (35%) による情報漏えいを発
生させる可能性が最も高くなっています。
インシデント対応チームを設置し、暗号化機能を広範に活用すると、情報漏えいのコストを下げるこ
とができる。インシデント対応チームの設置により、情報漏えい時に発生するコストは 158 ドルか
ら 142 ドルに 16 ドル下がっています。その一方で、第三者の関与による情報漏えいコスト (レコー
ド 1 件当たり) は、158 ドルから 172 ドルへと 14 ドル増加しています。
測定値が情報漏えいのコストが増大している理由を示している。情報漏えいの平均総コストが 5.4%
増加し、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト (すなわち、被害レコード 1 件当たりのコスト)
が 2.9% 増加しています。情報漏えいの平均規模 (紛失または盗難に遭ったレコード数) は 3.2% 増
加しています。異常な顧客流出率は 2.9% 増加しました。これは、通常のビジネスで予測を大きく上
回る顧客が流出することを指します。
顧客を失うことにより、情報漏えい時に発生するコストは増加する。一部の国では情報漏えい発生後
の顧客維持が難しく、結果的にコストも増加しています。フランス、日本、イタリアでこの傾向が見
られます。顧客流出率が最も低い国は、ブラジル、南アフリカ、およびインドです。顧客流出率が最
も高い業種は、金融、医療、およびサービスです。
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顧客流出が発生しやすい業種がある。フランスは前年に引き続き最も高い顧客流出率を示し、次いで
日本となっています。公共サービス業と小売業では、異常な顧客流出率が最も低くなっています。調
査対象企業の数が尐ないため、顧客流出率に対する業種の影響を一般化することはできませんが、金
融、医療、サービスの業界に属する企業は異常な顧客流出率が比較的高く、公共サービスと教育機関
は異常な顧客流出率が比較的低いことがわかります。
漏えいしたレコードの件数が多ければ多いほど、情報漏えい時に発生するコストは高くなる。383 社
の企業を対象とした本年の調査では、210 万ドル (10,000 件以下のレコードの紛失) から 670 万ド
ル (50,000 件以上のレコードの紛失) までコストにばらつきがありました。
検出コストとエスカレーション・コストが最も高いのはカナダで、最も低いのはインドである。検出
とエスカレーションに伴う情報漏えい時に発生するコストに該当するのは、フォレンジック/調査活
動、評価/監査業務、危機対応チームの管理、経営陣や取締役会との連絡で発生するコストです。カ
ナダの検出コストとエスカレーション・コストの平均値は、1.60 ドルです。それに対し、グローバル
の平均コストは 0.53 ドルです。
通知コストが最も高いのはアメリカである。機会損失コストとは、異常な顧客流出、顧客開拓業務の
負担増、顧客からの評価の低下、業務上の信用の失墜です。本コストはアメリカでは 0.59 ドルで、
インドでは 0.02 ドルです。
情報漏えい後の対応コストが最も高いのは、アメリカとドイツです。情報漏えい後の対応と検出に関
連するコストは、アメリカでは 1.72 ドル、ドイツでは 1.54 ドルです。事後対応コストは、ヘルプ・
デスク業務、問い合わせ対応、特別な調査業務、是正措置、法務コスト、製品割引、個人情報保護業
務、規制当局の介入への対応などによって発生します。
データ漏えい後に顧客を失うことに最も大きな対価を支払っているのはアメリカ企業である。機会損
失コストが特に高かったのはアメリカ企業です (3.97 ドル)。このコストの構成要因には、異常な顧
客流出、顧客開拓業務の負担増、顧客からの評価の低下、業務上の信用の失墜などが含まれます。
直接コストが最も高かったのはアラブ地域で、間接コストが最も高かったのはアメリカである。直接
コストとは、フォレンジックの専門家の依頼、法律事務所への報酬、被害者への個人情報保護業務の
提供など、具体的な業務で直接発生する費用のことです。間接コストは、情報漏えいの問題解決に投
入された時間、労力、そのほかの企業リソースを指します。間接コストは、情報漏えいの通知業務や
インシデントの調査に自社の社員を担当させることで発生します。業務上の信用の失墜や顧客の流出
も間接コストと見なされます。直接コストが最も高かったのはアラブ地域 (57%) で、間接コストが
最も高かったのはアメリカ (66%) です。
情報漏えいが発生する可能性が高い国がある。過去 3 年間において、本調査は 1 件以上の情報漏え
いが発生する確率について検証を行ってきました。ブラジルと南アフリカは情報漏えいの発生確率が
最も高く、ドイツとオーストラリアは発生確率が最も低くなっています。
情報漏えいを検出し、被害拡大を防止するためにかかる時間がコストに影響を及ぼす。本調査では昨
年に引き続き、企業が情報漏えいインシデントの検出と被害拡大防止にかかる時間と財務的影響の間
の関係を示しています。これを調査したのは 2 度目です。悪意のある攻撃と犯罪者による攻撃の場
合、情報漏えいの検出時間と被害拡大防止時間の両方が最も長くなり (それぞれ 229 日と 82 日)、
人的ミスによる情報漏えいの場合は、この 2 種類の時間ははるかに短くなります (それぞれ 162 日
と 59 日)。
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情報漏えい時に発生するコストに関する FAQ
本調査の目標を教えてください。本調査の目標は、情報漏えいの経済的影響を定量化し、コストのト
レンドを継続的に見ることです。コスト、根本原因、およびコストに影響する要因を理解することは、
攻撃の影響を防止または軽減するために必要な投資金額とリソース量を企業が決定する際に役に立
つと考えています。
情報漏えいとはどのようなことですか。情報漏えいとは、個人の名前に加え、医療情報や金融資産情
報あるいはデビット・カードが、電子形式/紙形式を問わず、危険にさらされる事象のことと定義さ
れています。本調査では、情報漏えいの主な原因として、悪意のある攻撃や犯罪者による攻撃、シス
テムの欠陥、人的ミスの 3 つが特定されました。情報漏えい時に発生するコストは、原因や、情報
漏えい時に導入されていた防衛策によって異なります。
被害レコードとはどのようなものですか。Ponemon Institute は、レコードを情報漏えいにおいて情報
が紛失または盗難に遭った人 (個人) を特定する情報として定義しています。たとえば、個人の名前
と、付随するクレジット・カード情報やそのほかの個人情報を含む小売企業のデータベースがありま
す。あるいは、医療保険会社における契約者とその医師や支払情報に関するレコードです。本年の調
査では、これらのレコードが 1 件紛失または盗難に遭った場合に、企業に発生する平均コストは 158
ドルとなりました。
データの収集方法を教えてください。Ponemon Institute の調査員が、10 カ月間にわたり 1,500 件以
上の個別の聞き取り調査を行い、詳細な定性データを収集しました。2016 年の調査対象企業の募集
は 2015 年 1 月に開始し、聞き取り調査は 2016 年 3 月に完了しました。参加した 383 社の各社
で、IT、コンプライアンス、情報セキュリティーの担当者と面談しました。いずれも、各社の情報漏
えいとその対応に要したコストについて詳しい方々です。プライバシー上の理由により、企業固有の
情報は収集していません。
コストの計算方法を教えてください。情報漏えいの平均コストを計算するため、企業が負担した直接
経費と間接経費の両方の情報を収集しました。直接経費にはフォレンジックの専門家への依頼、ホッ
トライン・サポートの外注、クレジット・カード利用の無料監視サービスの提供、製品やサービスの
将来的な割引などが含まれます。間接経費には内部調査や情報伝達のほか、顧客流出の発生や顧客獲
得率の低下などに起因する顧客流出から生じると推定される金額が含まれます。
ベンチマーク調査とサーベイ調査の違いを教えてください。本調査では企業を分析の単位としていま
す。サーベイ調査では、分析の単位は個人です。今回の調査では 383 社の企業を募集しました。情
報漏えいの被害レコード数は、3,000 件から 101,500 件強に及びました。
情報漏えいの平均コストから、何百万件というレコードの紛失または盗難が発生する大規模な情報漏
えいの財務的影響を計算することはできますか。本調査における情報漏えいの平均コストは、Sony の
ような壊滅的な情報漏えいや大規模な情報漏えいには適用されません。これらは、ほとんどの企業が
経験する典型的な情報漏えいではないためです。世界の企業を代表し、保護情報が紛失したり盗まれ
たりした場合のコストの把握に役立つ調査結果を導くため、被害レコード数が約 100,000 件を超える
情報漏えいは除外されています。
毎年、同じ企業を追跡調査していますか。サンプル企業は毎年異なります。つまり、同じサンプル企
業を継続的に追跡しているわけではありません。整合性を保つため、業種、社員数、地理的な営業範
囲、情報漏えいの規模などの特性が類似した企業を募集しています。調査を開始した 2005 年から、
世界各地の企業 2,013 社について情報漏えいを調査してきました。
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グローバル調査結果の概要
本年の調査は、アメリカ、ドイツ、カナダ、フランス、イギリス、イタリア、日本、オーストラリア、
アラブ地域 、ブラジル、インド、そして初参加の南アフリカの 12 カ国で実施しました。参加企業
の総数は 383 社でした。企業固有の結果は、12 件の個別のレポートで提供されています。
図 1 は、調査対象の 12 カ国に関して、過去 3 年間において情報が漏えいした顧客 1 名当たりの
平均コストを米ドルで示したものです。図からわかるように、各国のサンプルには大きな違いが見ら
れます4。また、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストのグローバル平均は 158 ドルでしたが、
南アフリカを除く昨年の平均コストは 154 ドルでした。情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト
が最も高かったのは引き続きアメリカとドイツです (それぞれ 221 ドルと 213 ドル)。本コストが最
も低かったのはインドとブラジルでした (それぞれ 61 ドルと 100 ドル)。
図 1: 情報が漏えいした顧客 1 名当たりの平均コスト (3 年間の比較)

4

情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストは、情報漏えい対策に必要な合計コストを情報漏えいの規模 (紛失または
盗難に遭ったレコードの件数) で割ることによって求められます。
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第 2 部: 主な調査結果
このセクションでは、今回の調査結果を詳しく説明します。各項目は次の順番で説明します。









情報漏えい時に発生するコストの国ごとおよび業種ごとの違い
情報漏えいの根本原因
情報漏えい時に発生するコストに影響する要因
被害レコードと顧客流出の度数のトレンド
情報漏えい時に発生するコストの構成要因に見られるトレンド
企業の情報漏えいが発生する確率
情報漏えいの検出と被害拡大防止にかかる平均時間
情報漏えい時に発生するコストに対する事業継続マネージメントの影響

今回のグローバル調査の対象となった 12 カ国、凡例、企業数、および通貨は次のとおりです。また、
年次調査を行った年数が国ごとに、カナダの 1 年からアメリカの 11 年の範囲で示されています。

表 1: グローバル調査の概要
凡例
AB
AU
BZ
CA
DE
FR
ID
IT
JP
SA
UK
US

国名
企業数
割合 (%)
通貨
25
7% ディルハム/リヤル
アラブ地域*
26
7%
オーストラリア
豪ドル
33
9%
ブラジル
レアル
24
6%
カナダ
カナダ・ドル
33
9%
ドイツ
ユーロ
30
8%
フランス
ユーロ
37
10%
インド
ルピー
24
6%
イタリア
ユーロ
27
7%
日本
円
19
5%
南アフリカ
ランド
41
11%
イギリス
ポンド
64
17%
アメリカ
米ドル
383
100%
合計
* AB はサウジアラビアとアラブ首長国連邦の企業を混合したサンプルを指す。

調査対象年数
3
7
4
2
8
7
5
5
5
1
9
11

次のグラフは、12 カ国内の参加企業 383 社の内訳を示したものです。図からわかるように、最も多
いのはアメリカの 64 社、最も尐ないのは南アフリカの 19 社です。
円グラフ 1: 国別のベンチマーク対象企業数
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情報漏えい時に発生するコストの国ごとおよび業種ごとの違い
情報漏えいが企業に及ぼす平均コストは国ごとに異なる。図 2 は、本年度調査対象の 12 カ国にお
ける情報漏えいの平均総コストです。図からわかるように、この 1 年で、オーストラリアと南アフ
リカを除くすべての国で平均総コストが増加しています。平均総コストが最も高かったのはアメリカ
の企業 (701 万ドル以上) で、次いでドイツの企業 (501 万ドル) となっています。これとは対照的
に、平均総コストが最も低かったのはインドの企業 (160 万ドル) と南アフリカの企業 (187 万ドル)
です。
図 2: 情報漏えい時に発生する平均総コスト (3 年間の比較)
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流出レコードと被害レコードの件数。図 3 は、調査対象の 12 カ国の企業における情報漏えいの平
均発生件数を示したものです。図が示すように、紛失または盗難に遭ったレコードの平均数が最も大
きいのは、インド、アラブ地域、アメリカとなりました。紛失または盗難に遭ったレコードの平均数
が最も小さいのは、南アフリカでした。本レポートでは、紛失または盗難に遭ったレコード数と情報
漏えい時に発生するコストの間の関係も示しています。
図 3: 国別の漏えいしたレコードの平均数
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測定値が情報漏えいのコストが増大している理由を示している。図 3 には、情報漏えいコストの上
昇を示す 4 つのメトリックが示されています。情報漏えいの平均総コストが 5.4% 増加し、情報が
漏えいした顧客 1 名当たりのコスト (すなわち、被害レコード 1 件当たりのコスト) が 2.9% 増加
しています。情報漏えいの平均規模 (紛失または盗難に遭ったレコード数) は 3.2% 増加しています。
異常な顧客流出は 2.9% 増加しています。異常な顧客流出率は、通常のビジネスで予測を大きく上回
る顧客が流出することを指します。
図 3: 情報漏えいコストの測定値
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一部の業種では、情報漏えい時に発生するコストがより高くなる。図 4 は、すべての調査対象企業
について情報が流出した顧客 1 名当たりのコストを、業種別に分類したものです。医療、教育、金
融サービスといった厳格な規制への準拠が求められる業種では、情報が流出した顧客 1 名当たりの
コストは全体平均の 158 ドルを大幅に上回っています。一方、公共サービス、研究機関、および運
輸といった業種の企業では、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストが全体平均を下回っていま
す。
図 4: 情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト (業種別)
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情報漏えいの根本原因
情報漏えいの最も多い原因は悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃である5。円グラフ 2 は、調査
対象の 12 カ国のすべての企業における情報漏えいの主な根本原因をまとめたものです。悪意のある
攻撃または犯罪者による攻撃は漏えいインシデントの 48% を占めており、25% が社員または契約社
員の過失 (人的ミス)、27% が IT プロセスとビジネス・プロセスの不具合を含むシステムの欠陥と
されています6。
円グラフ 2: ベンチマーク対象企業における情報漏えいの根本原因の内訳

国にかかわらず、悪意のある攻撃を受けた時に発生するコストが最も高くなる。図 5 は、情報漏え
いインシデントの 3 つの根本原因について、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストを比較した
ものです。2016 年においては、悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃が引き起こした情報漏えい
のコストは 170 ドルでした。これは、システムの欠陥と人的ミスが原因の場合に情報が流出した顧
客 1 名当たりのコスト (それぞれ 138 ドルおよび 133 ドル) を大きく上回る数字です。
図 5: 情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト (3 つの根本原因別)

5

内部関係者の過失とは、情報漏えいの事後調査を通して情報漏えいの原因と判断された個人の不注意のことです。悪意
のある攻撃とは、ハッカーによる攻撃や、犯罪行為の認識がある内部関係者 (社員、契約社員、そのほかの第三者) に
よる攻撃のことです。
6

悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃で最も多いのは、マルウェアへの感染、内部関係者の犯罪行為、フィッシング
攻撃、ソーシャル・エンジニアリング、SQL インジェクションなどです。
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情報漏えいの原因の国別のばらつき。図 6 は、調査対象となった 12 カ国の企業における情報漏え
いの根本原因を示したものです。悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃が最も多かったのはアラブ
地域の企業で、60% を占めていました。これとは対照的に、これらの攻撃を原因とする情報漏えい
の割合が最も尐なかったのは、南アフリカとブラジルの企業でした。その代わり、南アフリカ企業は
人的ミスによる情報漏えいに関しては最も高い比率を呈し、インド企業はシステムの欠陥やビジネ
ス・プロセスの欠陥による情報漏えいを発生させる可能性が最も高くなっています。
図 6: ベンチマーク対象企業における情報漏えいの根本原因の内訳
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3 つの根本原因に関連して、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストは国によって異なる。図 7
は、各国の企業における情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストを、3 つの根本原因ごとにまと
めたものです。悪意のある攻撃または犯罪者による攻撃での情報漏えい時に発生するコストが、シス
テムの欠陥または人的ミスによる漏えいよりも高くなっている点では、すべての国が共通しています。
一方、各国の企業ごとに大きく異なる点もあります。たとえば、悪意のある攻撃または犯罪者による
攻撃で漏えいしたレコード 1 件当たりに発生するコストは、アメリカでは 236 ドルですが、インド
はわずか 76 ドルとなっています。
図 7: 情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコスト (3 つの根本原因別)
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情報漏えい時に発生するコストに影響する要因
いくつかの要因により、情報漏えい時に発生するコストが下がる。図 8 は、情報が漏えいした顧客 1
名当たりのコストの増加または減尐を引き起こす 16 種類の要因を示しています。図からわかるよう
に、インシデント対応チームの設立、広範な暗号化の活用、従業員向けトレーニング、脅威の共有ま
たは事業継続マネージメントの実施は、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストを削減します。
情報漏えいインシデントへの第三者の関与、広範なクラウドへの移行、緊急通知の実施、またはデバ
イスの紛失または盗難は、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストを増加させます (以下の図で
負の数値で表示される)。例えば、インシデント対応チームにより、情報漏えい時に発生するコスト
は 158 ドルから 142 ドルに 16 ドル削減されています。一方、情報漏えいの原因が第三者にある場
合は、158 ドルから 172 ドルに 14 ドル増加しています。
図 8: 16 種類の要因が情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストに及ぼす影響
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被害レコードと顧客流出の度数のトレンド
漏えいしたレコードの件数が多ければ多いほど、情報漏えい時に発生するコストは高くなる。図 9 は、
情報漏えいの総コストとインシデントの規模の関連性を示したものです。383 社の調査対象企業で発
生したコストを、漏えいインシデントの規模の小さい順に並べています。調査を実施した年のコスト
の範囲は、210 万ドルから 670 万ドルでした。
図 9: 情報漏えいの総コスト (漏えいの規模別)

顧客流出が多ければ多いほど、情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストは高くなる。図 10 は、
情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストの分布を示したものです。383 社の調査対象企業で発生
したコストを、異常な顧客流出率の低い順に並べています。既存顧客の 1% 未満しか失わなかった
企業の場合、情報漏えいコストの平均が 270 万ドルであった一方で、既存顧客の 4% 以上を失った
企業の平均コストは 550 万ドルでした。
図 10: 情報漏えいの総コスト (異常な顧客流出率別)
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顧客流出が発生しやすい国がある。図 11 は、調査対象の 12 カ国における平均の異常な顧客流出率
を示したものです。結果から、異常な顧客流出率には国ごとにばらつきがあることがわかります。フ
ランスは前年に引き続き最も高い顧客流出率を示し、次いで日本となっています。公共サービス業と
小売業では、異常な顧客流出率が最も低くなっています。
この結果は、顧客流出率が高い国の企業が顧客維持対策に力を入れ、企業の評価とブランド価値を保
持することによって、情報漏えい時に発生するコストを大幅に削減できる可能性を示しています。
図 11: 異常な顧客流出率 (国別、3 年間のデータ)
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顧客流出が発生しやすい業種がある。図 12 は、2016 年の調査対象企業の異常な顧客流出率を示し
ています。調査対象企業の数が尐ないため、顧客流出率に対する業種の影響を一般化することはでき
ませんが、金融、医療、サービスの業界に属する企業は異常な顧客流出率が比較的高く、公共サービ
スと教育機関は異常な顧客流出率が比較的低いことがわかります7。
図 12: 異常な顧客流出率 (調査対象企業の業種別)

7

政府機関の顧客には一般的に代替となる選択肢がないため、公共サービス組織については他の企業とは異なる顧客流出
フレームワークを採用します。
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情報漏えい時に発生するコストの構成要因に見られるトレンド
検出コストとエスカレーション・コストが最も高いのはカナダで、最も低いのはインドである。検出
とエスカレーションに伴う情報漏えい時に発生するコストに該当するのは、フォレンジック/調査活
動、評価/監査業務、危機対応チームの管理、経営陣や取締役会との連絡で発生するコストです。図 13
からわかるとおり、カナダの検出コストとエスカレーション・コストの平均値は、1.60 ドルです。そ
れに対し、インドの平均コストは 0.53 ドルです。
図 13: 検出コストとエスカレーション・コスト

通知コストが最も高いのはアメリカである。通知に関連するコストには、連絡先データベース作成で
発生する IT 業務、該当する規制要件の照合、外部専門家の依頼、郵送コスト、宛先不明の電子メー
ルへの対応、問い合わせ対応の設定などが含まれます。図 14 からわかるとおり、通知コストが他国
よりもはるかに高かったのがアメリカです (0.59 ドル)。
図 14: 通知コスト
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情報漏えい後の対応コストが最も高いのは、アメリカとドイツです。図 15 が示すように、情報漏え
い後の対応と検出に関連するコストは、アメリカでは 1.72 ドル、ドイツでは 1.54 ドルです。事後
対応コストは、ヘルプ・デスク業務、問い合わせ対応、特別な調査業務、是正措置、法務コスト、製
品割引、個人情報保護業務、規制当局の介入への対応などによって発生します。
図 15: 事後対応コスト

データ漏えい後に顧客を失うことに最も大きな対価を支払っているのはアメリカ企業である。図 16
からわかるとおり、機会損失コストが特に高かったのはアメリカ企業です (3.97 ドル)。このコスト
の構成要因には、異常な顧客流出、顧客開拓業務の負担増、顧客からの評価の低下、業務上の信用の
失墜などが含まれます。
図 16: 機会損失コスト
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直接コストと間接コストの割合は国ごとに異なる。
直接コストが最も高かったのはアラブ地域で、間接コストが最も高かったのはアメリカである。直接
コストとは、フォレンジックの専門家の依頼、法律事務所への報酬、被害者への個人情報保護業務の
提供など、具体的な業務で直接発生する費用のことです。間接コストは、情報漏えいの問題解決に投
入された時間、労力、そのほかの企業リソースを指します。間接コストは、情報漏えいの報告業務や
インシデントの調査に自社の社員を担当させることで発生します。業務上の信用の失墜や顧客の流出
も間接コストと見なされます。
図 17 は、調査対象の 12 カ国のすべてについて、情報が流出した顧客 1 名当たりの直接コストと
間接コストの割合を示しています。直接コストが最も高かったのはアラブ地域 (57%) で、間接コス
トが最も高かったのはアメリカ (66%) です。
図 17: 情報が漏えいした顧客 1 名当たりのコストに占める直接コストと間接コストの割合
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企業で情報漏えいが発生する確率
今回の調査では、今後 24 カ月で 1 件以上の情報漏えいが発生する可能性を分析しました。調査対
象企業の経験に基づき、紛失または盗難に遭ったレコードの件数と、企業の業種という 2 つの要因
から情報漏えいの確率を予測できると本調査では考えています。
図 18 は、被害レコードの最小件数を 10,000 から 100,000 の範囲に設定した場合の、漏えいインシ
デント発生の主観確率を示したものです8。この図から情報漏えいが発生する確率は、被害レコード
の件数が多くなるほど低下することがわかります。10,000 件以上のレコードを含む情報漏えいが
今後 24 カ月で発生する確率は約 26% と予測されたのに対し、100,000 件のレコードを含む情報漏
えいが発生する確率は 1% 未満と予測されました。
図 18: 10,000 件から 100,000 件のレコードの情報漏えいが発生する確率

8

予測確率は、調査対象企業の回答に基づき、点推定の手法を使用して算出しました。ここでは、コスト評価に関する聞
き取り調査にご協力いただいた CISO や CPO などの回答者から、レコードの紛失または盗難が発生する情報漏えいイン
シデントの発生確率を、10,000 レコードから 100,000 レコードの範囲の 10 段階でご回答いただきました。この推定
作業で使用した時間尺度は、今後 24 カ月の期間でした。確率分布の集計は、調査対象企業 383 社のそれぞれについて
試算されています。
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企業の情報漏えいが発生する確率が高い国がある。図 19 は、調査対象の 12 カ国で今後尐なくとも
10,000 件のレコードの情報漏えいが発生する確率をまとめたものです。調査対象企業の数が尐ないた
め国ごとの違いを一般化することはできませんが、重大な情報漏えいが発生する確率の予測が、国ご
とに大きく違うことがわかります。
ブラジルと南アフリカは情報漏えいの発生確率が最も高く、ドイツとオーストラリアは発生確率が最
も低くなっています。
図 19: 10,000 件以上のレコードの情報漏えいが発生する確率 (国別)
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情報漏えいを検出し、被害拡大を防止するためにかかる時間がコストに影響を及ぼす
企業のインシデントへの対応プロセスと被害拡大防止プロセスの効果を測定するために、平均検出時
間 (MTTI) と平均被害防止拡大時間 (MTTC) を使用します。MTTI メトリックを使用すると、企業
はインシデントが発生したことを検出するためにかかる時間を把握でき、MTTC メトリックを使用
すると、対応担当者が問題を解決し、最終的にサービスを復旧するためにかかる時間を測定できます。
図 20 は、情報漏えいの平均検出時間 (MTTI) と平均被害拡大防止時間 (MTTC) を示します。調査
対象企業 383 社をまとめると、検出には平均で 201 日 (最短で 20 日、最長で 569 日) かかること
がわかりました。被害拡大防止時間の平均は 70 日 (最短で 11 日、最長で 126 日) でした。
図 20: 情報漏えいインシデントの平均検出時間と平均被害拡大防止時間 (単位: 日)
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図 21 は、情報漏えいインシデントの 3 つの根本原因別の MTTI と MTTC を示します。この図か
らわかるとおり、悪意のある攻撃と犯罪者による攻撃の場合、情報漏えいの検出時間と被害拡大防止
時間の両方が最も長くなり (それぞれ 229 日と 82 日)、人的ミスによる情報漏えいの場合は、この 2
種類の時間ははるかに短くなります (それぞれ 162 日と 59 日)。
図 21: 情報漏えいインシデントの根本原因別の平均検出時間と平均被害拡大防止時間 (単位: 日)

図 22 は、12 カ国の 383 社における情報漏えい総コストと平均検出時間の間に上昇傾向を示す直線
関係があることを示しています。この有意な関係は、情報漏えいを速やかに検出できないとコストの
増加につながり、インシデントへの対応計画を設定しておくことが重要であることを示しています。
MTTI が 100 日未満の場合、情報漏えいの検出のための平均コストは 323 万ドルでした。MTTI が
100 日以上の場合、検出コストは 438 万ドルでした。
図 22: 平均検出時間と平均総コストの関連性
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図 23 は、情報漏えい総コストと MTTC の間の線形回帰直線にも上昇傾向があることを示していま
す。前の図と同様、この有意な関係は、情報漏えいによる被害の拡大を速やかに防止できないとコス
トの増加につながることを示しています。情報漏えいの被害拡大防止時間が 30 日未満の場合、被害
拡大防止コストは 318 万ドルでした。MTTC が 30 日以上の場合、本コストは 435 万ドルでした。
図 23: 平均被害拡大防止時間と平均総コストの関連性
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第 3 部: 情報漏えい時に発生するコストの計算方法
情報漏えい時に発生するコストの算出には、活動基準原価計算 (ABC) と呼ばれるコスト計算方法を
使用しました。この方法では、情報漏えいに伴う活動を特定し、実際に投入されたコストをそれらに
関連付けます。今回のベンチマーク対象企業には、情報漏えいの問題解決で発生するすべての業務の
特定と、それらに伴うコストの概算を依頼しました。
情報漏えいを特定するための業務と、情報漏えい直後の対応としては、一般的に次の項目を実施する
ことがわかりました。







調査とフォレンジックを実施して、情報漏えいの根本原因を判断する
情報漏えいの被害者を推定する
インシデント対応チームを編成する
コミュニケーション活動を開始し、広報部門を通して周知する
報告書その他の必要な情報開示文書を準備し、情報漏えいの被害者と管轄当局に報告する
コール・センターの対応手順を作成し、専用のトレーニングを実施する

情報漏えいが確定した後は、一般的に次の項目を実施する、または次の項目が発生することがわかり
ました。








監査業務とコンサルティング業務
情報保護のための法的業務
コンプライアンスのための法的業務
情報漏えいの被害者への無料または割引サービス
個人情報保護業務
顧客流出率の計算に基づく、対顧客の機会損失
顧客獲得やロイヤルティー醸成のためのコスト

上記の業務と項目のコスト範囲を各社に概算していただいた後、次に示す定義に従って、これらのコ
ストを直接コスト、間接コスト、機会損失コストに分類しました。


直接コスト: 特定の業務を実施する際に直接発生した費用



間接コスト: 情報漏えいの問題解決に投入された時間、労力、そのほかの企業リソースを金額に
換算した費用のうち、直接コストに分類されない費用.



機会損失コスト: 情報漏えいを被害者に報告した (およびメディアに公開した) 後に信頼が低下
した結果失われたビジネスの機会を金額に換算した費用

さらに、情報漏えいの検出、対応、被害拡大防止、是正措置といった取り組みのコスト要因となる、
コア・プロセス関連業務も調査しました。これらの業務のコストは、第 2 部の「主な調査結果」セ
クションで紹介しています。次の 4 つのコスト・センターがあります。


検出または発見: ストレージに保存されている個人情報またはネットワーク上に存在する個人
情報の漏えいを合理的に検出するための業務です。



エスカレーション: 保護されている情報が漏えいしたことを、定められた期限内に適切な担当者
に知らせるための業務です。



通知: 個人情報の紛失または盗難を、文書、電話、電子メール、不特定多数への情報開示によっ
て漏えいの対象者に通知する業務です。



事後対応: 被害拡大を抑えるための追加質問や推奨事項の問い合わせ手段を、情報漏えいの被害
者に提供する業務です。クレジット・カードの監視や新規アカウント (新規クレジット・カード)
の再発行も事後対応に含まれます。
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大部分の企業では、上記のプロセス関連の業務に加えて、情報漏えいインシデントに伴う機会損失コ
ストが発生します。これは、既存顧客と見込み顧客による信用や信頼の低下が原因です。つまり、今
回実施した調査から、情報漏えいインシデントによるマイナスの宣伝効果が企業の評価に悪影響を与
え、異常な顧客流出率の増加、さらには新規顧客獲得率の低下が発生することがわかります。
こうしたビジネス機会の損失に伴うコストの試算では、調査対象企業ごとに設定した平均的な顧客の
「生涯価値」に基づくコスト評価方法が使用されます。




既存顧客の流出率: 情報漏えいインシデント の発生に伴い顧客関係を終了させる可能性が高い
顧客の推定数です。顧客数の減尐分は、情報漏えいインシデントを原因とする異常流出を示しま
す。この数値は、ベンチマーク調査の聞き取り過程で経営陣が示した概算値に基づき、年率で表
されます9。
新規顧客獲得の減尐率: 情報漏えいインシデントの発生に伴い顧客関係の開始を忌避するター
ゲット顧客の推定数です。この数値は年率で表されます。

社員レコードなど顧客データ以外のデータの紛失は顧客の流出につながらない場合があることが確
認されています10。漏えいした情報に顧客データや利用者データ (支払取引に関する情報を含む) が
含まれない場合、ビジネスの機会損失に分類されるコストは低くなると考えることができます。

9

場合によっては、顧客流出が部分的なものにとどまることがあります。この場合、情報漏えいの被害者は企業との顧客
関係を継続しますが、顧客としての活動量は以前に比べて低下します。この部分的な活動量の低下は、顧客関係の終了
にコストがかかりすぎたり、経済的な理由で顧客が関係を終了できないような、金融サービスや公共サービスなどの業
種に多く発生します。
10

この調査では、市民情報、患者情報、学生情報を顧客データとしています。
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第 4 部: 調査対象企業の特徴とベンチマーク手法
円グラフ 3 は、ベンチマーク対象の企業の内訳を、主な業種の分類別に示したものです。本年の調
査では 16 業種が対象となりました。最も企業数が多い業種は、銀行、保険、資産運用、支払処理な
どの金融サービスです。
円グラフ 3: ベンチマーク対象企業の内訳 (業種別)

円グラフ 4 は、ベンチマーク対象の企業の内訳を、総従業員数別に示したものです。最も多くを占
めるのは、従業員数が 1,000 人以上の企業です。
円グラフ 4: 調査対象企業のグローバルの従業員数
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データ収集では、実際の会計情報は対象とせず、調査回答者の知識と経験から導き出された推定値を
使う手法を採用しました。カテゴリーごとに、2 段階のコスト推定プロセスを実施しました。まず、
ベンチマーク用の文書を使い、次のような数直線形式に可変のマークを設定して、コスト・カテゴリー
ごとに直接コストの概算を記入するよう依頼します。
数直線の使用方法: 情報漏えい時に発生するコスト・カテゴリーごとに設定された数直線を使用して、
発生した現金支出、人件費、そのほか諸経費の合計について、最も近いと思われる推定額を入力しま
す。設定された上限と下限の間に点を 1 つだけ付けてください。数直線の上限と下限は聞き取り中
にいつでもリセットできます。

[提示されたコスト・カテゴリー] の直接コストの推定額を記入してください。
下限

上限

カテゴリーごとに具体的な推定額を 1 つ記入してもらう代わりに、数直線に基づいて数値を取得す
ることで、情報の機密性が保たれ、回答率も高くなります。ベンチマーク文書の次の段階では、間接
コストと機会損失コストの推定値を入力するよう調査回答者に依頼しました。
ベンチマークでは、プロセスが煩雑にならないよう、情報漏えい時に発生するコスト評価に欠かせな
いと判断した業務のコスト・センターだけを慎重に選び、対象項目に設定しました。経験豊富な専門
家との協議を通して、必要なコスト関連業務を含む一連の項目が最終決定されました。ベンチマーク
情報の収集では、一貫性と包括性を保つため、各文書が繰り返し検証されました。
完全な情報機密を実現するため、ベンチマーク文書では企業が特定できるような情報を一切収集して
いません。説明資料でも、回答と調査対象企業がひも付けられるような、追跡番号そのほかの情報を
一切追加していません。
個人情報の取り扱いを伴う幅広い業務運用に対応するよう、ベンチマーク文書に記載された情報漏え
い時に発生するコスト項目の範囲は、一般的に知られているコスト・カテゴリーだけに限定されてい
ます。今回の調査では、データ保護業務や個人情報のコンプライアンス業務を対象とせず、ビジネス・
プロセス関連業務だけに注目したことで、高品質な結果が得られたと確信しています。
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第 5 部: 制限事項
この調査では、前回の調査で問題なく実施できることが確認された、機密かつ独自のベンチマーク手
法が使用されています。同時に、このベンチマーク調査には回避できない制限事項があります。本調
査結果から結論を導き出す際は、次に示す制限事項について慎重に検討してください。


結果が非統計的: 今回の調査の基になったのは、非統計的な代表サンプルです。具体的には、過
去 12 カ月間で顧客レコードまたは利用者レコードの紛失または盗難を伴う情報漏えいを経験
した、世界中の企業です。非科学的なサンプリング手法のため、統計的推論、許容誤差、信頼区
間をこれらのデータに適用することはできません。



無回答の存在: 今回得られた結果のベースとなるのは、尐数の代表サンプルによるベンチマーク
です。このグローバル調査では、383 社の企業がベンチマーク・プロセスを完了しました。ただ
し、無回答のバイアスはテストされていません。このため、まったく異なる情報漏えい時に発生
するコストの傾向を非回答企業が有している可能性が常に存在します。



サンプリング・フレームのバイアス: サンプリング・フレームは独自の判断で決定されているた
め、今回のサンプリング・フレームが調査対象企業の母集団をどの程度反映しているかによって、
結果の品質は変化します。今回のサンプリング・フレームは、個人情報保護や情報セキュリティー
の取り組みが一定以上進んでいる企業に偏っていると判断しています。



企業固有の情報: ベンチマークの情報は機密情報であり社外秘です。このため、今回の文書では
企業を特定できるような情報は収集していません。また、企業と業種に関するカテゴリーで属性
情報を提供する際は、カテゴリー別の応答変数の使用を許可しています。



調査対象外の要因: 聞き取り調査のスクリプトを簡潔かつ当を得たものにするために、主なトレ
ンドや企業の特徴といった重要な可変要素は分析から除外されています。除外された可変要素が
ベンチマーク結果に与え得る影響は特定できません。



推定に基づくコスト結果: ベンチマーク調査の品質を支えているのは、調査対象企業の回答者が
機密情報として提供した回答の完全性です。ベンチマーク・プロセスに一定のチェック・アンド・
バランスを適用することも可能ですが、回答者が不正確または不誠実に回答している可能性は常
に存在します。また、実際のコスト・データではなくコスト推定の手法が採用されているため、
何らかの事情で偏った結果や不正確な結果が推定されている可能性もあります。
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本調査レポートに関するご質問やご意見をお寄せいただく場合、または本書の追加コピーが必要な場
合 (本レポートの引用や再利用の許諾申請を含む) は、手紙、電話、電子メールのいずれかでお問い
合わせください。
Ponemon Institute LLC
Attn: Research Department
2308 US 31 North
Traverse City, Michigan 49686 USA
電話番号: 1.800.887.3118
電子メール・アドレス: research@ponemon.org
www.ibm.com/security/data-breach にて、各国版のレポートをすべて提供しています。

Ponemon Institute
情報管理の信頼性向上に向けた取り組み
Ponemon Institute は、独自の調査と教育を通して、企業と政府機関における信頼性に優れた情報管理
と個人情報管理の実践を推進しています。当社のミッションは、ユーザーと企業の機密情報の管理と
保護を左右するさまざまな重要課題に対して、豊富な経験を活かした高品質な調査を実施することで
す。
当社は、Council of American Survey Research Organizations (CASRO) の参加企業として、デー
タの機密保持、個人情報保護、倫理に関する厳格な基準を遵守して調査活動を遂行しています。当社
は、個人が特定できるようないかなる情報も収集しません (企業調査の場合は、企業が特定できるよ
うないかなる情報も収集しません)。また、調査対象者に無関係な質問や不適切な質問をしないため
の厳格な品質基準を遵守しています。
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