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IBM をお勧めする理由
サイバー犯罪という脅威が気付かぬうちに危機的レベルに達しています。正
確な数字を出すのは困難ですが、サイバー犯罪が世界経済に及ぼすコストは、
1 年当たり 3,750 億米ドル (1 ドル 120 円換算で約 45 兆円) から 5,750
億米ドル (同 69 兆円) に及ぶと推計されます。1 影響を免れる地域や業界
は存在しません。経済的損失、企業評価の毀損、国家の安全保障上の懸念な
どは、経営層が重く受け止めている中核リスクを特徴付けるほんの一例に過
ぎません。セキュリティーは、従来 IT 部門が扱う技術的問題だと考えられ
てきましたが、今では経営層全体で受け止め、取締役レベルにまで引き上げ
られる業務の中心課題です。
IBM の広範なセキュリティー・ソフトウェアおよびサービスの統合ポート
フォリオは、防御、検出、対応、修復に対応します。企業は、このポートフォ
リオを活用して予測を行い、早期に対策を取ることでサイバー・セキュリ
ティー・リスクの影響を緩和できるようになります。
IBM がどのように企業と協力してデジタル・インフラストラクチャーを保護
しているかについて詳しくは次の Web サイトをご覧ください:
http://www-03.ibm.com/security/jp/ja/
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経営層がサイバー・セキュリティーに
関心を持つ理由

エグゼクティブ・サマリー

CxO の 94% が、今後 2 年の間に自社が重大なサイバー・セキュリ

サイバー・セキュリティーは、もはや IT 部門に限定された問題ではなく、企業のあらゆる側面を脅かし、現行の事

ティー・インシデントに見舞われる可能性があると考えています。また、

業継続性や企業の評判に対する重大な脅威となります。このような問題は、技術環境を大きく超えて拡張し、ビジネ

経営層の 65% が自社のサイバー・セキュリティー・プランは十分に確立さ
れていると確信している一方で、実際に「サイバー・セキュリティーを確
保」し、最高水準の準備態勢を実証している企業はわずか 17% です。対策

ス・エコシステム全体に波及します。サイバー・セキュリティー・ソリューションは、技術的な修復だけではなく、
ビジネス・プロセス、コントロール、管理、従業員の行動を変えることについても網羅する必要があります。

済み企業は、サイバー・セキュリティー戦略の定義と実施を行うなど、大
きく前進しています。その結果、こうした企業は、サイバー・セキュリ

経営層がサイバー・セキュリティーに対して抱える懸念と視点をより詳細にとらえるために、IBM は 28 カ国、18 業

ティー・リスクをより効果的に緩和するプロファイルを有しています。経

界の経営層 700 名以上に調査を行いました。参加者は、従来の経営層からコンプライアンス担当者、法律顧問に及

営層レベルでは、対策済み企業は、脅威の管理に積極的に関与していると

んでいます。この報告書は、経営層がリスクと課題をどう評価し、このような評価が実際の脅威とどう連携している

いう点で突出しています。彼らは部門間で連携してサイバー・セキュリ
ティー問題に取り組み、最高情報セキュリティー責任者 (CISO) を任命し
権限を与え、外部組織と協力してインシデント情報を共有しています。

かについて洞察を提供します。
サイバー・セキュリティーは重要だが、必ずしも誰が敵なのかは明確ではない
経営層の 3 分の 2 が、サイバー・セキュリティーを対応すべき最大の懸念として見ています。しかし、セキュリ
ティーのどの要素が最大のリスクとなるのかについて明確に理解しているわけではありません。回答者の 54% が、
組織化された犯罪集団によるリスクを認識しています。しかし、多くの経営層が悪意を持った個人・組織・ハッカー
によるリスクを過大評価し、それ以外のものからくる、例えば産業スパイ、中央政府や外国政府、ビジネス・エコシ
ステム内の人材 (従業員、ベンダー、パートナー) などについては、その危険を軽視する傾向があります。敵を理解
することで、リスク管理とセキュリティー・ソリューションへの投資を最適化できるようになります。
同等の条件で戦うためにコラボレーションは必須
インシデント情報を協力して共有することが攻撃者と戦う上で強力な武器となることは、セキュリティー領域では一
般常識として認識されています。実際、最も「戦果」をあげているサイバー犯罪者は、悪意を持つ者同士が匿名で接
触できるインターネットの負の一面である「闇の Web」で情報を共有し、協力し合っていることが知られています。
しかし、
「善人」はコラボレーションについて口にしたがりません。調査対象の CEO の 3 分の 2 以上が、企業のサ
イバー・セキュリティー・インシデント情報を外部と共有することに積極的ではないと回答しています。同様に、社内
コラボレーションという意味では、経営層の中でも特に最高人事責任者 (CHRO)、最高マーケティング責任者 (CMO)、
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経営幹部の保護

65%
経営層の 65 パーセントが自社のサイバー・セキュリ
ティー・プランは十分に確立されていると確信している
が、最高レベルの準備態勢と能力を実証しているのは
わずか 17 パーセントに過ぎない。

最高財務責任者 (CFO) の 3 つの役割において弱い点が憂慮されます。ハッカーが最も欲しがるデータ、すなわち従
業員情報、顧客情報、財務情報の管理責任を負うのは彼らなのです。この 3 者はまた、自社のサイバー・セキュリ
ティー・プランが十分に考え抜かれ、実行されていることに確信を得ていません。
企業は、十分な準備態勢を整えた企業から教訓を得てメリットを享受できる
サイバー・セキュリティーが確保された企業では、ブリーチを検出し、インシデントを防止し、リスクを修復する包

68%

括的なサイバー・セキュリティー・プログラムを実施しています。何より、こうした企業では情報セキュリティー・
オフィスを設置し、最高情報セキュリティー責任者 (CISO) を任命し、役員室から管理職、従業員まで組織に関与す

CEO の 68 パーセントが外部とのセキュリティー・イン
シデントの共有に消極的だが、外部とのコラボレーション
はサイバー犯罪に対する強力な攻撃能力として認識され
ている。

る機能横断的なガバナンス・モデルを実行しています。また、コラボレーションやインシデント・インテリジェンス

60%

経営層の考慮事項

CFO、CHRO、CMO の 60 パーセントは、サイバー・
セキュリティー脅威の管理アクティビティーに最も関与
していないと感じているが、サイバー犯罪者が最も欲し
がるデータの管理責任は彼らが負っている。

の外部共有にも積極的に取り組んでいます。

サイバー・セキュリティー機能の強化を図る企業は、サイバー・セキュリティー対策が成熟している他社を意識する
といいでしょう。まず、どの行為が最大のリスクを引き起こすのかについて明らかにし、リスク忌避に対する企業的
な取り組みを評価します。次に、意識向上を図り、全社的にリスク意識を高めた企業文化を推進します。サイバー・
セキュリティー・ガバナンス、継続的なモニタリング、インシデントの報告、対応準備のための処方を策定してくだ
さい。最後に、社内外でコラボレーションをして脅威を管理、企業の最も重要なデジタル資産を保護します。IT イ
ンフラストラクチャーとビジネス・プロセスの両方でセキュリティー基準を維持してください。
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経営層のサイバー・セキュリティーに対する見解
確かにサイバー・セキュリティーは重要である
IBM の 2015 グローバル経営層スタディーでは、幅広い戦略課題および新規動向について 5,600 名以上の経営者を
対象に調査を行いました。2 調査参加者の 68 パーセントが、今後 3 ～ 5 年で自社ビジネスに大変革をもたらす可
能性が高いテクノロジーに関する最大の懸念事項として、IT セキュリティーを挙げています (図 1 参照)。新たに登

図 1

今後 3 ～ 5 年のテクノロジー・リスクに関する経営者の見解
IT セキュリティー・リスク

68%

36%

風評被害

場しつつあるテクノロジーの IT セキュリティー・リスクに関する懸念の高まりは重要です。しかし、セキュリティー
の脆弱性は、既存のレガシー・インフラストラクチャーや、ベンダー、顧客、パートナーとの統合ポイントにおいて
もまた存在します。
この点を踏まえると、確かなサイバー・セキュリティー・プランに何を盛り込むべきかを理解することが極めて重要
になります。この調査では経営者の大半が、IT セキュリティーは次の 4 つの重要な要素で構成されていることに強
く同意しています:


防御 (77 パーセント): 潜在する脅威を緩和する戦略、プラン、トレーニング、テクノロジー



検出 (76 パーセント): ブリーチを監視し検出するリアルタイムのシステムおよびプロセスと、根本原因の分析を
実行するフォレンジック分析機能



対応 (74 パーセント): フォレンジック分析、コミュニケーション、担当者、事前作成済みの声明、分析を基に行
うアクション



修復 (78 パーセント): セキュリティーにおけるギャップ (技術、プロセス、トレーニングなど) に迅速に対応し、
ギャップを埋めるプランの用意

… しかしそれは自社にも起こるのだろうか?
調査に回答した CxO の 51 パーセントは、自社に重大な影響を及ぼすブリーチが発生する確率は 4 分の 1 だと考
えています。これは、重要なリスクの認識で、
「尐なくとも 10,000 件の記録が関わるデータ・ブリーチ（データ侵害）
が発生する可能性は、24 カ月間で約 22 パーセントだと推定される」という最近の調査とも一致しています。3

財務リスク

35%

法規制違反

35%

30%

データ改ざん

組織の断絶

知的財産の損失

長時間にわたるダウンタイム

出典: IBM Institute for Business Value。

27%

25%

24%
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経営幹部の保護

それ以外の 49 パーセントの CxO では、ブリーチの可能性に対する意見は大きく異なります。13 パーセントの CxO

図 2

重大なブリーチの可能性に関する経営者の見解

は、すでに重大なブリーチを経験している、または不可避であると考えています (それぞれ 5 パーセントと 8 パー

94% が何らかの可能性があると考えている > 0%

セント)。驚くことに、6 パーセントが自社に重大な影響を及ぼすブリーチが存在する可能性はないと考えていると報
告しています (図 2 参照)。

自社で発生する可能性は全くないと考えている
6%

94%

経営層全体としては、ブリーチの可能性に関する意見はさまざまですが、サイバー・セキュリティーの最前線に立つ

発生する可能性は 50% 以上あると考えている

CISO は大きな懸念を抱いています。実際、多くの CISO が、脅威はあまりにも大きく、すでに戦いに負けていると

14%

感じていると報告しています。2014 IBM CISO 調査によると:

発生する可能性は 50% 未満だと考えている
80%



83 パーセントの CISO が、過去 3 年間で外敵脅威による課題は増加していると報告 (42 パーセントが劇的に増

出典: IBM Institute for Business Value。

加と報告)


59 パーセントが、攻撃はますます巧妙化しており、企業の防御が追いついていないことに強く同意



40 パーセントが、巧妙な外敵脅威が最大の課題であると報告 4

確かに、セキュリティー・ブリーチが企業に深刻な悪影響を及ぼす可能性を、とりわけさまざまな脅威の主体とその
動機、業種や地域による微妙な差異、特定の企業における既存のセキュリティー・ギャップの詳細を考慮に入れたう
えで評価することは、非常に難しいことではあります。しかしながら、恐らく最も懸念されるのが、数カ月、あるい
は数年が経過して初めてインシデントが発見されることです。その時には、すでに損害が発生している可能性が高く、
通常は手遅れです。

5

IT リスクはどこにあるか

図 3

IT インフラストラクチャーの特定のリスクに関する見解を聞かれると、経営者の 57 パーセントが従業員のモバイル

経営層が考える最もリスクが高い IT インフラストラクチャー領域

端末、つまり個人のモバイル端末を職場に持ち込み使用する (BYOD) 従業員、そして 54 パーセントがソーシャル・
メディア/チャネル・システム (ネット・サーフィンや職場での e-メール対応など) を最大のリスクとして挙げました

57% 従業員が持ち込むモバイル端末

(図 3 参照)。エンタープライズのモバイル、クラウド、ビジネス・エコシステム内の統合ポイント (パートナー/ベン
ダーの統合ポイント) もまた、高リスクであると考えられます。しかし、従来のインフラストラクチャーも同様に多
くのセキュリティー・リスクを示しており、軽視すべきではありません。モバイル端末が原因となるインシデント数

54% ソーシャル・メディア/チャネル・システム

は、旧来の脆弱性と比較すればまだ相当小さいため、経営者の懸念の上昇は時期尚早といえるかもしれません。

過去数年間に発生した重大なブリーチにより、レガシー・インフラストラクチャー・コンポーネントの中には、高い

47% エンタープライズ・モバイル・アプリケーション

潜在リスクを抱えるものがあることが明らかになっています。とりわけ次の場合には注意が必要です:



従業員、管理職の意識の欠如



一般的な脆弱性が対処されていない (例えば、最新のソフトウェア・パッチが適用されていないなど)



基本的な防御策が実施されていない、あるいは定期的に更新されていない。例えば、アンチウィルス・プログラム
やマルウェア検出など。

47% クラウド・ベース・アプリケーション

42% ベンダー/パートナーのシステム統合ポイント

敵は誰か
敵を知るには、さまざまな脅威の主体を理解し、それらがどう動作し、どれほど巧妙なのかを理解する必要がありま
す。こうした要素はすべてリスクの度合いの評価に使用できます。セキュリティー専門家は、インシデントの監視と

38% データ/アナリティクス・アプリケーション

分析に基づき、一連の脅威主体を良く理解しています。動機や目的が異なる多種多様な行為主体が、常に脆弱性を探
しています。プレイヤーは、悪意を持たない「不用意な行為主体」から、十分な資金とリソースで巧妙な攻撃を仕掛
け、重大な影響を及ぼすリスクが極めて高い「APT 攻撃」まで多岐にわたります。

出典: IBM Institute for Business Value。
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経営幹部の保護

調査参加者に、自社に対するリスクとなる脅威のトップ 3 はどの行為主体だと考えるかと尋ねました。70 パーセン
トの経営層が不正を働く個人を上位に挙げ、その 38 パーセントが最大の脅威となる行為主体として選択しています。
組織的犯罪グループが第 2 位となり、経営層はこの行為主体が意味するリスクについて一致していることがわかり
ます。知的財産の保護は明らかに懸念されており、業界の競合他社が 3 番目に重大な脅威主体として挙げられまし
た。

経営層のリスク認識が、各種の行為主体が持つ潜在的な影響力と一致しない場合があります。行為主体には、意図、
巧妙さのレベル、それぞれの行為者に起因するインシデントの割合に基づく、さまざまな脅威のプロファイルがあり
ます。外部の不正を働く個人の中には、巧妙さに欠け、資金に限りがあり、たいていは容易に安全対策を講じること
ができる既知の脆弱性を使用することから、比較的脅威プロファイルが低いものがあります 。このグループに多大
な労力を注ぐことは、中央政府、産業スパイ、組織的犯罪グループなど、より巧妙な行為主体への取り組みに比べる
と、行われた投資に比したリスク低減が期待できない場合があります。より大きなリスクは、悪意ある内部関係者や
社外のエージェント (従業員、ベンダー、パートナー) に存在しているかもしれません。

IBM 2015 サイバー・セキュリティー・インテリジェンスの指標では、インシデントの分析により、厳しい数字が明らか
になりました。データ・ブリーチの 31.5 パーセントは、悪意ある内部関係者に起因し、23.5 パーセントが、意図し
ないデータ・ブリーチや露見につながる内部関係者のミスまたはプロセスやポリシーの不順守に起因しています。5
本調査で脅威のトップ 3 に現/元従業員を選択した CxO はわずか 32 パーセント、現/元ベンダーについては 8 パー
セントにとどまっています。インシデント・データの分析により、行為主体の洞察に富んだプロファイルが明らかに
なり、認識を改めることで、経営層はセキュリティー戦略でフォーカスすべきポイントについて、より情報に裏打ち
された意思決定を行えるようになります。
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ガバナンスとコラボレーション
サイバー犯罪と戦う上で効果的な戦術が、透明性とコラボレーションを確保し、社内外でインシデント情報を共有す

図 4

ることです。ブリーチをフォレンジック分析することで、侵入手法、プラクティス、発生源が明らかになります。こ

CEO は外部と協力する意思よりも外部サポートを重視

の情報を社内で機能横断的に、そして社外に共有することで、行為主体とその手法の共同ナレッジを構築でき、ソ
リューションを導き出すことができます。

同意する CEO の割合
政府によるリードが必要である

61%

経営層は、社内で協力してサイバー・セキュリティーに取り組む必要があり、企業は必要に応じて、ベンダー、パー
トナー、業界の競合他社などビジネス・エコシステム内のメンバーと関与する必要があります。最も戦果をあげてい

同業他社との協業が必要である

るサイバー犯罪者は、発見した脆弱性情報を闇の Web サイトで共有することで協力し合っていることがわかってい

55%

ます。企業はコラボレーションの不備により、互いに協力し、発見した脆弱性に関する情報を共有する習慣を持つサ
イバー犯罪者に対して、不利な状況に置かれます。
他国との情報共有が必要である

CEO のジレンマ

53%

CEO には、インシデント情報を社外で共有することについて葛藤があるように思われます。社外共有という判断を
下すことが不安の種になりかねない一方、適切に管理すれば、インシデント情報の共有により同等の条件で戦うこと
も可能になります。
サイバー犯罪との戦いにおける外部パーティーの役割に関する一連の主張を提示されると、61 パーセントの CEO
が、政府はより強い役割を担う必要があるという考えに同意し、55 パーセントがさらなる業界の協力が必要である
と述べ、53 パーセントが国境を越えた情報共有が必要だと指摘しています (図 4 参照)。

68%
の CEO が社外との
インシデント情報共有
に消極的

出典: IBM Institute for Business Value。

8

経営幹部の保護

しかし、社内外を問わずさまざまな利害関係者にサイバー・セキュリティー・インシデントを開示する意思がどの程
度あるかと CEO に尋ねると、68 パーセントが外部へのインシデント共有に抵抗感を示しました。しかしながら、
企業間のコラボレーションを拡大することで、脅威主体とその戦略に関する集合知や洞察の構築を迅速化できます。
リーダーシップは、適切に精査された外部関係者との責任ある共有への抵抗感に対処する必要があり、アナリティク
スを活用して、セキュリティー・ソリューションの強化と自動化を図りリスクを軽減できるようにするために、ます
ます高機能化しているコグニティブ機能を適用する機会を創出する必要があります。
確信度のパラドックス
調査では経営層の 65 パーセントが自社のサイバー・セキュリティー・プランは十分に確立されていると確信してい
ると述べています。しかし、この経営層の見方はすべての役職において一律に共有されているわけではありません。
77 パーセントの最高リスク責任者 (CRO)、76 パーセントの最高情報責任者 (CIO) が、自社のサイバー・セキュリ
ティー・プランは十分に確立されていると報告しています。しかし、その割合は CEO の間では半数をやや上回るに
過ぎません。最高マーケティング責任者、最高財務責任者、最高人材責任者も、他の役職と比べると CEO とともに
この「確信度指標」の下半分に位置しています (図 5 参照)。この 3 つの役職は最終的に顧客、財務、従業員データ
という、サイバー犯罪者が最も欲しがる情報の管理責任を負うため、大きな意味を持ちます。
CIO と CRO の確信度が高いのは、彼ら固有の役割を考えれば当然かもしれません。従来、サイバー・セキュリティー
は主に IT 部門が責任を負ってきたため、CIO は IT 部門が技術面に対応し、アプリケーション内や、PC 端末やモ
バイル端末経由のリモート・アクセス向けにしっかりとした防御を企業ネットワーク全体で実施してきたと考えてい
る可能性があります。ビジネスに関与することなく十分だと想定してしまうことには、ビジネス・プロセス、情報管
理、サードパーティーのソリューションにおける領域を見落とす可能性があります。クラウドはこの懸念を実証して
おり、また経営層がセキュリティー・リスクに対して異なる見解を持つ理由といえるかもしれません。サードパー
ティーのクラウド・オファリングを活用するというビジネス判断を、IT やセキュリティーが関与することなく、ある
いはプロバイダーのサイバー・リスク態勢を考慮することなく下すことは、リスクを高めます。
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同様に、エンタープライズ・リスクを評価しプランを策定する責任を負う CRO も、エンタープライズ・リスク・マ
ネジメント (ERM) のフレームワークにサイバー・セキュリティー・リスクを組み込んでいるかもしれません。しか
し、それが必ずしもリスクに対する実際の「強化」につながるとは限りません。ERM が対象とするのは、事後のリ
スク・イベント対応プランです。プランは精査され、セキュリティーを強化することでリスクを緩和するために講じ
られる、特定の戦術的ステップが備わっていることが確認されています。CRO はプランやアクションが策定されて
いると確信しているかもしれませんが、他の経営層が特定のリスクに実際に対処する必要があります。

図 5

役割別サイバー・セキュリティー・プランの強度
自社のサイバー・セキュリティー戦略は十分に確立されていると報告する経営幹部の回答者の割合

出典: IBM Institute for Business Value。
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図 6

経営層のコラボレーション – IT からビジネスへ

サイバー・セキュリティーの脅威対策を議論している定期的な経営会議への参加率

経営層の連携、特に IT 部門とビジネス部門のオーナー間の連携は、成熟したセキュリティー体制の構築においてま

関与の度合い
が低から 0

すます重要度を高めています。役割間にどの程度の連携が存在するかを明らかにするため、特定の質問に対する回答
関与の度合いが中から高

を詳細に検討しました。
CEO、CFO、CMO、CHRO に比べ、サイバー・セキュリティー・プランが経営層間のアプローチおよびコラボレー
ションを網羅していると確信している CIO はほぼ 2 倍に及んでいます。
この CIO の自信は、IT 部門が高リスクと考える領域を把握し、保護する手段を講じることに IT 部門の観点から進
歩が見られることが原因であると考えられます。しかし、CIO が大きな関心を寄せるのはネットワーク、業務システ
ム、財務システムなどの IT レガシー・システムであり、マーケティング、人事、ベンダー/パートナー・エコシステ
ムについてはそれほど焦点が当てられていません。
CIO が自信をのぞかせる一方で、69 パーセントの経営層はサイバー・セキュリティー・プランには経営層間のコラ
ボレーションが十分に組み込まれていないと指摘しています。個別の役割レベルでは、CEO、CHRO、CMO、CFO の
ほぼ 4 分の 3 が、サイバー・セキュリティー・プランの役職をまたいだアプローチに自分たちが組み込まれている
とは考えていないことが明らかになっています。

出典: IBM Institute for Business Value。

サイバー・セキュリティー・プランの戦術的実行にフォーカスした関連質問では、経営会議のセキュリティー脅威管
理アクティビティーに各経営層がどの程度参加しているかを尋ねました (図 6 参照)。ほぼ 60 パーセントが、経営
会議中にその議題に含まれている、あるいは参加しているとは感じていないと指摘しています。役割別では、CMO の
57 パーセント、CHRO の 59 パーセント、CFO の 62 パーセントが、経営層内のこのような議題や議論には関与し
ていないと指摘しています。
経営層レベルのインタラクションは最重要フォーラムであり、その場において調査対象の経営層が同僚と協調してサ
イバー・セキュリティーに取り組んでいると指摘したことを考えると、この 3 者のような重要な経営層による関与
の度合いが低いことは気がかりです。
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サイバー・セキュリティーの確保
戦略的、戦術的なサイバー・セキュリティーの準備態勢を明らかにしようと意図された質問への回答を分析したとこ

サイバー・セキュリティーにおける経営層の能力モデル

ろ、この分析から 3 つのプロファイルが浮上しました。グループの 1 つを「対策済み」と呼び、この最も有能な企
業がセキュリティー戦略を実施し、そのプランを戦術的に実行してサイバー・リスクを軽減するために何を実行した
かについての洞察を得ました。このグループは、調査参加者の 17 パーセントを占め、重要な差別化要因を含んでい
るといえます (図 7 参照)。

回答者の 1 グループが、経営層レベルでサイバー・セキュリティーに対する
準備態勢が整っている最も有能なグループとして浮かび上がりました。このグ
ループを「対策済み企業」と呼びます。彼らのリスクに対する見解は最も自信
に満ちており、機能横断的なガバナンスの必要性を認識し、ERM プランに他
の何よりもこのようなリスクを組み込んでいます。何よりも重要なことに、こ
のグループでは、経営層はよりバランス良く協調的に関与を行っています。

図 7

サイバー・セキュリティーにおける経営層の能力モデル

この分析は、サイバー・セキュリティー・プランの完成度とそのプランの戦術
的実行の程度をとらえるように意図された複数の質問に対して行われました。

高

各質問で、次に挙げる各要素について、5 段階評価で 1 を「まったく効果的
ではない」
、5 を「極めて効果的である」 として自社を格付けするよう回答者
に求めました。

対策済み

能力モデルの戦略的次元では、3 つのフォーカス・エリアに沿った進捗度が求

項目の実施

められます:
1. 全社的なコラボレーションを含む、セキュリティーのガバナンス・
モデルの確立
2. 重要なデータおよびアプリケーションの特定および保護
対策中

3. 効果的な対応プランの策定および実行
成熟度モデルの戦術的次元では、回答者がサイバー・セキュリティー・プラン
の 4 つの要素それぞれについてどの程度の効果レベルを指摘したかを考慮し
ます。
未対策
低

出典: IBM Institute for Business Value。

戦略策定への準備度

高
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図 8

対策済み企業のチームは通常 CISO をキャプテンに選出

能力グループ別 CISO の設置率

サイバー・セキュリティーの能力向上につながる重要な要素は、情報セキュリティー・オフィスの設立と、CISO の

情報セキュリティー・オフィスを設立し、
最高情報セキュリティー責任者 (CISO) を任命している

任命と直接相関しています。対策済み企業では、上記が行われている確率が 2.5 倍高くなっています (図 8 参照)。
対策済み企業では、経営層がチームとして協調

79%
対策済み

対策済み企業の経営層は、サイバー・セキュリティーに対し総合的かつ機能横断的なアプローチで取り組むことの価
値を理解しています。こうした企業ではビジネス面に関わることの重要性を認識しているため、準備ができていない

32%

企業に比べて、サイバー・セキュリティー・プランに経営層間のコラボレーションを組み込んでいる割合が 5 倍に

対策中

及んでいます。対策済み企業では、経営層間のコラボレーションをサイバー・セキュリティー・ガバナンスに組み込

29%

む傾向がはるかに高いと言えます (図 9 参照)。また、サイバー・セキュリティーのガバナンスも他のグループに比

未対策

べて優れており、61 パーセントが経営会議でサイバー・セキュリティーが定期的に議題に上ると指摘しています。
これは、その他のグループでは 31 パーセントにとどまります。さらに、役割別のエンゲージメント・レベルも平均
値が非常に高く、特に最高マーケティング、人事、財務責任者で顕著であることがわかりました。

出典: IBM Institute for Business Value。

取締役会レベルでは、サイバー・セキュリティーが定期的な議題に上る割合が、他の企業 (27 パーセント) に比べて
対策済み企業ではほぼ 2 倍 (56 パーセント) に及んでいます。取締役がサイバー・セキュリティーの専門家になる
必要はありません。しかし、サイバー・セキュリティー・リスクについて以下に必要となる程度の知識を得ておく必
要があります:


適切なコントロールの実施に関する説明および最新情報を経営陣に要求する



定期的にコントロールを監視し、意図したとおりに機能していることを確認する



重大インシデントに関する迅速な報告を要求する
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対策済み企業は、外部関係者と積極的に協力

図 9

戦果をあげているサイバー犯罪者は互いに協力し合うことはよく知られていますが、その点を考慮すると、セキュリ

成熟度別 コラボレーションおよび取締役会での普及

ティー・マネジメントと組織内のインシデントについて協力することがリスク低減に貢献することは当然といえます。
経営幹部のコラボレーションがサイバー・セキュリティー・プランに
組み込まれている (ガバナンス)

サイバー犯罪者間のコラボレーションは、ある行為主体が弱点を発見し、他の主体が悪用できるようにその知識を販
売するという形を取ります。対策済み企業の CEO は、外部関係者とインシデント・データを共有する割合が非常に
高く、他のグループに比べて、業界の競合他社と協力する割合が 3 倍、サードパーティーのセキュリティー・サー
ビス会社やベンダー/パートナーと協力する割合は 2 倍に及んでいます。同等の条件で戦うために、経営層は強力な
攻撃戦術として外部コラボレーションの価値を検討する必要があります。行為主体、発生源、戦略についてのインシ
デント・データは、急速に増大しています。多くの企業がサイバー犯罪者とそのアクティビティーに関する知識を得

67%
対策済み

34%
対策中

ようと協力すればするほど、緩和ソリューションを実施する態勢がより整えられるようになります。

10%
未対策

サイバー・セキュリティーは経営会議で議題として
定期的に取り上げられる

56%
対策済み

27%
対策中

10%
未対策
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サイバー・セキュリティーにおける HR の欠くべからざる役割
従業員向けのサイバー・セキュリティー・トレーニングを展開していると
報告した CHRO はわずか 57 パーセントに過ぎません。ハッカーが最も欲

経営幹部の保護

提言:
2016 年以降の『2015 Securing the C-Suite』（IBM セキュリ
ティー・スタディー）
セキュリティー・リスクを正しく理解する

しがる、従業員の個人情報という取り扱いに注意すべき情報を管理する者



業界、地理、ビジネス・エコシステム/パートナーのリスクの評価

として、CHRO は企業のサイバー・セキュリティーに対する取り組みの最



セキュリティー・リスク・アセスメントの実施、また 1 年以上経過したアセスメントの更新



脅威主体につけ込む隙を与える領域の特定と、それに基づく防御への投資

取り扱いに注意すべき従業員個人情報の保護



必要に応じてエンタープライズ・リスク・プランにセキュリティー・アセスメントを組み込む

HR は採用から離職のライフサイクル全体を通して、取り扱いに注意すべき



前線に立つ必要があります。この取り組みには以下のものがあります:

従業員の個人情報とそのデータを使用し管理するビジネス・プロセスの保

従業員向け教育プログラムとトレーニングの開発。受講は必須とし、定期的に更新し、コンプライアンスを厳密に
実施する。

護に対し、ガバナンスを有する必要があります。

サイバー・セキュリティー・トレーニングと実施
企業システムにアクセスする個人モバイル端末の増加はますます広がりを
見せ、新たな脆弱性を生み出しています。HR は、明確なセキュリティー・

社内外での協業、協力、教育を積極的に行う


全社的なコラボレーションを奨励するセキュリティー・ガバナンス・モデルとプログラムの確立



CISO に全社的な情報セキュリティー・リスク管理というミッションを与えエンパワーメントを図り、経営層の中

ポリシーと解雇を含む従業員の懲戒処分の確立を支援できます。

採用から離職までのプラクティス

でイニシアチブを取る


マーケティング、人事、サプライ・チェーンに取り組む

HR は、明確な業務上の役割とキャリア・パスを確立できるように利害関係
者を支援し、
「内部関係者」による脅威となる恐れがある不用意な採用に対
する防御として応募者のセキュリティー・リスクを審査するなどを含む、
募集選考プロセスをサポートできます。HR は役割の機密性を評価し、こう
したポジションでの採用時には必要に応じてさらなる精査を適用できるよ
う支援する必要があります。

経営会議や取締役会議の議題として定期的にサイバー・セキュリティーを取り上げ議論し、最低でもリスク、財務、



経営層レベルの基本的な教育資料の作成



インシデント対応プランの開発には経営層を組み込み、取締役へのインプットとして共有する。
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セキュリティーの対策や管理は、迅速かつ慎重に

CISO の役割とは何か
CISO またはそれに相当する機能を組織内に備えることは、企業、政府、





継続的なセキュリティー監視ソフトウェアを導入し、サードパーティーのセキュリティー・サービスを構築または

非営利部門における標準となっています。セキュリティーは CIO の職務

活用してインシデントのフォレンジックを実行

とするにはあまりにも重要なものになっているため、CISO の役割は大規

競合他社、ベンダー/パートナー、セキュリティー専門家などの適切に精査された外部関係者とインシデント・デー
タを共有し、脅威イベントの分析を活用して継続的に環境を保護







自社のデジタル資産 (データ、アプリケーション、システム、インフラストラクチャーなど) を特定し、各資産に

模企業の運営において不可欠になっています。
CISO が存在する企業の数は 2006 年以降毎年約 10 パーセントの割合で
着実に増加しています。CISO が存在すると報告した企業は 2006 年には
22 パーセントですが、2011 年までに 80 パーセントに増加しています。6

ついてリスク・レベルとリスク選好度に基づき緩和プランを開発

本調査参加者全員の平均では、71 パーセントが自社に CISO が存在する

従業員、請負業者、ベンダーの職場における行動を含むサイバー・セキュリティー・ポリシーの、モバイル端末、

と報告しています。対策済み企業 (11 ページの右コラム「サイバー・セキュ

とりわけ従業員のモバイル端末 (BYOD) の管理を含めた策定と実行

リティー能力モデル」参照) では、ほぼ 80 パーセントが CISO を設置し、

サイバー・セキュリティーをビジネス・プロセスおよび意思決定の必須要素として組み込む

その平均任期はほぼ 2 年長いことが報告されています。
取締役レベルでは、CISO は企業に対するリスクの可視化と定量化を行う
ことが期待されています。経営層レベルでは、リスクを軽減するための包
括的なサイバー・セキュリティー・フレームワークの策定および実行とい
う任務を負っています。
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IBM Institute for Business Value
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