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情報漏えいに対する最善の防御の策定

事業継続性とサイバー・セキュリティーの連携で費用を節約して
企業評価を保護できます

情報漏えいに対する最善の防御の策定 ホワイト・ペーパー

情報漏えいの影響からビジネスを保護する
情報漏えいはもはやもし起きたら ではなく、
いつ起きるか という問題です。
世界中のほとんどのセキュリティー・リーダー
は、
この自明の真理を受け入れています。
これ
らの専門家たちは、犯罪者ハッカーがますま
す巧妙になり、IT 防御が絶えず進化している
中で、現在のサイバー・セキュリティー環境
がこれまでになく複雑になっていることを理
解しています。
絶対確実なデータ保護というのは、実現不
可能でないとしても、困難な目標です。
しか
しサイバー犯罪と戦い、データを保護するた
めの支援が、すぐに利用できるよう準備され
ています。IT セキュリティー・リーダーが情報
漏えいへの対応計画立案と対応自体に事業
継続マネジメント (BCM) を関与させた場合
に、企業は不法侵入の可能性を低減させる
とともに、万一情報漏えいが起きた場合の
ビジネスへの影響を緩和できるという証拠
が今ここにあります。

これらは IBM が依頼して米調査会社
Ponemon Institute (ポネモン･インスティ
テュート) が単独で実行した、2016 年情報漏
えいのコストに関する調査: 事業継続マネジ
メントの効果での調査結果です (図 1 を参
照)。
この調査のために、ポネモンの調査員
は世界中の 383 の企業で働く 1,596 人にイ
ンタビューしました (図 2 を参照)。企業規模
は、社員 500 人未満から 75,000 人以上まで
にわたります。全企業が情報漏えいを経験し
ており、影響を受けたレコードは 3,000 件か
ら 101,000 件の間です。1

図 1: Get the 2016 年情報漏
えいのコストに関する調査: 事
業継続マネジメントの効果を
入手する。

2016 Cost of Data Breach Study:
Impact of Business Continuity Management
Benchmark research sponsored by IBM
Independently conducted by Ponemon Institute LLC
June 2016

Ponemon Institute© Research Report

このレポートは、BCM をサイバー・セキュリ
ティーの対応と連携させることが、情報漏え
いによって起きる損害を緩和するのに役立つ
理由を検証し、
この調査からの情報を使用し
て BCM チームとサイバー・セキュリティー・
チームの協力を形成するためのビジネス・
ケースを構築しています。
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ポネモン･インスティテュートの調査で 世界中の 383 社を検証
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図 2: 2016 年 情報漏えい時に発生するコストに関する調査で 12 カ国の 16 業種の企業を検証しました。
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BCM とセキュリティーを連携させるためのビジネス・ケース
BCM が関与しないことは、大きな損害を出
す間違いとなる可能性があります。調査した
企業の中では、漏えいした各レコードを修
復するコストは、インシデントに対する計画
立案および対応に BCM が関与した場合は
149 ドル、BCM が関与しない場合は 167 ド
ルで、漏えいしたレコード当たりのコストが
11% 低くなっています。
これらの漏えいは何
千ものレコードに影響する可能性があるこ
とから、BCM が関与した企業の情報漏えいの
コストの合計は平均 371 万ドルで、BCM が
関与しない企業が費やした 429 万ドルより
も 15% 低くなっています。
この調査によると、
情報漏えいインシデント対
応の計画と実施に BCM が関与すると、次の
ような効果もありました。

• 漏えいを 26% 速く検出
• 漏えいの阻止時間を 40% 短縮
• ビジネス・プロセスの中断の発生が
26% 少ない
• 重大な情報漏えいが起こる可能性が
29% 低い
しかし、情報漏えいに対する計画立案と対応
に BCM を関与させるには、
やらなければなら
ないことがまだたくさんあります。
調査では、
参加した企業の 48 パーセントもが、
これらの
活動に BCM が関与していないか、非公式に
関与しているだけだと言っています。
この調
査に含まれる明確な証拠から、企業は BCM
とサイバー・セキュリティーが対応で協力す
るビジネス・ケースを構築する必要があると
いう根拠を得たことになるでしょう。

漏えいのコスト増大

情報漏えいの全体のコストが増大し続けています。
なぜでしょうか。ポネモンによると、ほとんどの情報漏え
いは犯罪および悪意ある攻撃によって起きています。
これらの漏えいは検出や阻止に非常に時間や労力も
かかるため、
レコード当たりのコストが最も高くなって
います。
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BCM がどのように漏えいの影響を緩和するか
ポネモンの調査では、サイバー・セキュリ
ティーの対応に BCM が関与すると、データ
侵害の制限と漏えいの影響の緩和の両方
ができることがわかりました。その方法は?
単一の答えはありませんが、組織構造が役割
を果たしているようです。BCM と IT セキュリ
ティーの両方が例えば企業の大きなリスク
管理部門の一部である場合、2 つの間の相
互作用が起きる可能性があります。IBM は、
事業継続性において 50 年を超える実績が
あり、以下のことも信じています。

サイバー・セキュリティー運用部門は、BCM の
経験とビジネス知識から学ぶことができます。

ビジネスが登場して以来、ビジネスを中断す
る災害が起きる可能性は存在してきました。
長年の経験を経て BCM の技量は習熟してき
ており、
イベントの検出、評価、対応において、
考え抜かれて予行演習をした方法が確立され
てきました。
BCM のリーダーは、
サイバー・イ
ベント発生時の IT 依存関係の識別に重要
な、強力なビジネス運用の知識を構築して
いる傾向があります。情報漏えいに対する計
画立案と対応に BCM が関与する組織では、
この経験とビジネス知識がセキュリティーの
IT 専門知識と組み合わさって、情報漏えいを
防止し、漏えいが起きた場合に対応するた
めのより包括的な計画を作成することがで
きます。

BCM は伝統ある厳しいテスト、準備、対応を
策定して、サイバー・セキュリティーの対応を
強化できます。

BCM はより長く続いている組織として、数多
くのタイプのリスクを評価、モニター、緩和す
るための厳しい手法を開発してきた可能性
もあります。
これはリスク管理、機密保護、事
業継続マネジメントなどのさまざまな業界
標準を遵守する組織では特にそうです。広く
採用されている業界標準に適合している、
ま
たは認定されている企業は、
リスクを識別し
て緩和する強力なプロセスを開発するのに
必要な作業を行っています。強力なリスク管
理 (ISO 31000)、事業継続への対応計画とテ
スト (ISO 22301)、情報漏えいに対して IT 環
境を保護する能力 (ISO 27000) をとおして、
組織は情報漏えいイベントに効率的に対応
して迅速に終結できる可能性があります。
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BCM は危機発生時にアップストリームとダウ
ンストリームの伝達の中核として機能します。

世界各国での情報漏えいのコスト

BCM は複数分野にまたがる機能であり、通常
ポネモンの調査によると、情報漏えいのレコード当た
りのコストは国によって著しく異なります。
調査したす
会社の IT、運用、通信および法務部門などに
べての企業 (BCM が関与している企業としていない企
またがっています。BCM はこれらの部門の
業) を考慮した場合、情報漏えいは米国で最も高くつ
人員と強力なビジネス関係を築いて維持し
いており、調査した企業は漏えいを緩和するために平
ていることが多く、危機または中断の発生時
均でレコード当たり 201 ドルを費やしています。米国
に続く
のはドイツで、
レコード当たり 194 ドル費やして
に誰に連絡するべきかなどを大抵知ってい
おり、
その次がカナダの 189 ドルです。逆に、調査した
ます。
この伝達計画は、情報漏えいへの対応
企業の中で、
インドの企業が情報漏えいの緩和に費や
を準備し、侵害に対処し、企業評価への損害
しているのが最も少なく、
レコード当たり 51 ドルです。
を阻止しようとする上で、
セキュリティー部門
次がブラジルの70 ドル、
そして南アフリカの 101 ドル
にとって非常に貴重であることは明らかです。 です。

情報漏えいに対する計画立案と対応に
BCM が関与すると

40%

情報漏えいの
阻止にかかる
平均時間が
短縮
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セキュリティーと BCM の共同プログラムを構築する方法
では企業はどうやって情報漏えいに対して
BCM とセキュリティー運用の対応を調整す
るのでしょうか? IBM は次のような方法を提
案します。

1

2

3

レジリエンシー・プログラム全体の効果を判断します。BCM とサイバー・セキュ
リティーは両方とも、包括的なビジネス・レジリエンシー・プログラムの独立かつ
関連した構成要素として機能する必要があります。効率的なビジネス・レジリエ
ンシー・プログラムは、情報漏えいを防止し、漏えいが起きた場合に損害を緩和
するために多くのことができます。企業が現在のレジリエンシー・プログラムの効
果に不安がある場合、
レジリエンシー運用を、広く採用されているモデル (サイド
バーの「IBM ビジネス・レジリエンシー・フレームワーク」を参照) と比較すること
を検討する必要があります。
事業継続性とサイバー・セキュリティーの両チームに相互代表を設けます。指名さ
れた事業継続性とサイバー・セキュリティーの専門家はそれぞれ互いのチームの
メンバーとして働く必要があります。
例えば事業継続性チームの人員は、
サイバー・
セキュリティーの計画立案セッションに参加し、関連する事業継続性の情報、
プロ
セス、手順を共有し、該当する場合にはサイバー・セキュリティーの諮問委員会に
出席する必要があります。
事業継続性の専門家は、
情報漏えい対応チームの一員と
して、
セキュリティー、BCM、
ビジネス・リーダーの間を橋渡しする必要もあります。
更新した事業継続性計画で共同の情報漏えいシミュレーション・テストを実行します。
共同の情報漏えいシミュレーションと事前訓練は、情報漏えいが起きたときに、
どの事業継続性プロセスと情報をインシデント対応チームがアクセスできるか、
その必要があるかをサイバー・セキュリティーが判断するために特に有用なこと
が実証されています。そして BCM の継続性計画は、重要なアプリケーションまた
は人員が長期間使えない状態で運用を継続することを考慮に入れる必要があり
ます。
さらに、BCM とセキュリティーは協力して、情報漏えいの最中とその後に行
うべき行動を識別し、それらのプロセスと手順を可能な限り綿密に調整する必要
があります。
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BCM の関与率は国によってさまざま

世界のどの地域で、企業は情報漏えいに対する計画
立案と対応に BCM が関与している傾向が最も高いで
しょうか? ドイツの企業の 67 パーセントがポネモンの
調査で BCM の関与ありと回答し、
それから日本の企
業の 62 パーセント、米国で調査した企業の 44 パー
セントが関与ありと回答しています。
ブラジルの企業は
わずか 25 パーセントの関与率で、情報漏えいへの準
備と対応に BCM の関与ありという回答が最も低く、
ア
ラブ諸国の 29 パーセント、
インドの 34 パーセントが
続きます。

4

5

危機管理担当者を任命して漏えい後の事業継続性とサイバー・セキュリティーの
作業を調整します。情報漏えいが起きたときの連絡のために、事業継続性チー
ムのメンバー 1 人とサイバー・セキュリティー・チームのメンバー 1 人を指名し
ます。
これらの単一の連絡先の 2 人が情報を共有し、適切な修復ステップが行わ
れていて調整されていることを確認します。焦点となるのは、分野間で、
また該当
する場合には企業全体で、情報の共有もできることです。
ニーズを識別して予算の範囲内で優先順位を管理します。継続性およびセキュリ
ティーの部門は、情報漏えいの際の手順を調整するために何が必要かを識別す
る必要があります。データ・バックアップ・プロトコルとオフサイト・ストレージを
評価する必要があります。必要に応じて、ネットワーク・トラフィックのセグメント
化または再ルーティングのために新しい手順を導入する必要があります。企業
は、受け入れられるリスクと予算の限度のバランスを取る必要があります。
「情報
漏えいのコストに関する調査」を使用して、追加の資金を得るために説得力のあ
るビジネス・ケースの構築を始めることもできます。
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IBM 社内の事業継続性とセキュリティーのプログラム
IBM はデータ保護、データ回復、およびビジ
ネス回復力全体の分野において、市場のリー
ダーかつイノベーターです。
これらの実践へ
の取り組みは、
まず社内から始まります。
IBM はサーバー・セキュリティーと事業継続
性に対するリスクを識別して対応するための
高度な社内アプローチを導入しています。
この多面的なアプローチの一部として、IBM
はセキュリティーと事業継続性、
さらにはイ
ンフラストラクチャーとデータ管理のための
方針と手順を確立しました。
これらの中には、
事業継続性とサイバー・セキュリティーのリ
スクと戦うための、技術および手順のコント
ロールの導入と継続的評価が含まれます。

コントロールが重なり合うことにより、セキュ
リティーと事業継続性の両部門が協力して、
ネットワーク、ユーザー・デバイス、サーバー、
アプリケーションおよびクラウド・ソリューショ
ン、そしてそれらに保管されるデータに対す
る脅威や攻撃に対して防御することができ
ます。IBM はセキュリティーと継続性を企業
全体にわたる関心事と考え、定期的なテスト、
社内コミュニティー、
その他のイニシアチブを
組み合わせて使用して、社員の間でセキュリ
ティーと継続性への認識と責任のカルチャー
を育成しています。IBM はまた、
グローバルな
インシデント対応チームを設けて、サイバー・
セキュリティーと継続性への脅威やインシデ
ントに対応しています。

情報漏えいに対する計画立案と対応に
BCM が関与すると

26%

情報漏えいの
検出にかかる
平均時間が
短縮
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IBM をお勧めする理由
世界中での何千ものレジリエンシーとセキュ
リティーへの取り組みをとおして、IBM は
ビジネスを継続させてデータを安全に保つ
ための実績のある方法と最先端のテクノ
ロジーを構築してきました。現在 IBM には
10,500 社以上のお客様を担当する 4,000 名
の IBM レジリエンシー・サービス専門家が
います。世界中の 54 カ国で 300 を超えるク
ラウド・レジリエンシー・センターを運用して
います。BCM とセキュリティーをより綿密に
統合するのに役立つ具体的なサービス
には、以下のようなものがあります。
• IBM レジリエンシー・コンサルティング・
サービス
• IBM 事業継続マネジメント
• IBM サービスとしてのレジリエンシー・
コミュニケーション

IBM ビジネス・レジリエンシー・フレームワーク

IBM ビジネス・レジリエンシー・フレームワークは、企業
が相互依存型 IT およびビジネス運営に関する 7 つの
階層全体でのレジリエンシー運用について検証するの
に役立ちます。
7 つの階層とは、
ビジネス戦略とビジョン、
組織と人材、
プロセス、
アプリケーション、
データ、IT イ
ンフラストラクチャー、および施設・設備です。
その検証
において、
フレームワークは企業がレジリエンシー運
用の弱点を明らかにして、既存のレジリエンシーの状
態から望ましい状態へと変わるための行程を立てるの
に役立ちます。

情報漏えいに対する計画立案と対応に
BCM が関与すると

$6,591

漏えいの検出から阻
止までの 1 日当たり
のコストを節約
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レジリエンシー・コンサルティング・サービス
は、企業が情報漏えいに対する脆弱性など
を含む自らのリスク態勢を評価し、
レジリエ
ンシー全体の計画の一部としてデータ保護
と漏えいへの対応を改善する方法を判断す
るのを支援します。
IBM にレジリエンシーとセキュリティーのプ
ログラムの管理を任せたいと考える企業に
は、IBM は事業継続マネジメント・サービス
を提供します。
これらのサービスでは、IBM は
お客様の BCM 部門の延長として機能し、
IBM レジリエンシー・センターまたはお客
様によって決められた場所のいずれかにお
いて、
レジリエンシーおよびデータ保護のソ
リューションのすべてまたは一部 (お客様の
要望により) を管理します。

危機または中断が起きたときのインシデン
ト管理を改善するために、IBM はサービスと
してのレジリエンシー・コミュニケーション を
提供しています。
この高可用性でクラウド対応
のインシデント管理サービスは、対話型ワー
クフロー管理ツールを使用して計画外の重
大なイベント発生時の対応時間を改善して、
企業が適切なイベントに適切な時点で適切
な人材を携わらせることができるようにしま
す。
ポネモンの調査が示すように、BCM が情報
漏えいに対する計画立案および対応に関与
することにより、企業はビジネス運営と評価
への影響を抑えながら、侵害のコストと継続
時間を減らすことができます。IBM は企業が
継続性とセキュリティーの作業を調整して、
情報漏えいの可能性を最小に抑え、万一起
きた場合にもより迅速かつ効果的に回復で
きるよう支援します。

情報漏えいに対する計画立案と対応に
BCM が関与すると

9%

企業評価への
損害を低減
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詳細情報
IBM レジリエンシー・サービスが企業の情報
漏えいを保護する支援を提供する方法につ
いては、以下の Web サイトを参照してくだ
さい。
ibm.com/services/resiliency

日本アイ･ビー･エム株式会社
〒103-8510
東京都中央区日本橋箱崎町19-21
IBM のホームページは以下をご覧ください
ibm.com
IBM、IBM ロゴおよび ibm.com は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corporation の商標です。他の製品名お
よびサービス名等は、
それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、次の Web サイトを
ご覧ください。ibm.com/legal/copytrade.shtml
本資料は最初の発行日の時点で得られるものであり、随時、IBM によって変更される場合があります。すべての製品が、IBM が営業を行って
いるすべての国において提供されているわけではありません。
すべての統計は、
「2016 Cost of Data Breach Study: Impact of
Business Continuity Management, Ponemon Institute LLC, 2016」
からのものです。
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