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Executive Summary
昨今の脅威を取り巻く環境は流動的です
が、不変なものもあります。

シスコ年次セキュリティ レポート 
（2015 年）の 4 つの議論領域：

1. 脅威インテリジェンス

2. シスコによるセキュリティ機能のベン
チマーク調査

3. 地理的/政治的条件および業界のト
レンド

4. サイバーセキュリティに対する考え
方の変化（ユーザから役員まですべ
てのレベルで）

攻撃者は、検出の回避と悪意のあるアクティビティの隠蔽を
可能にする新しい手法の継続的な高度化および開発に余念
がありません。 一方、防御者（すなわちセキュリティ チーム）
は、ますます高度化する攻撃から組織およびユーザを保護
するための取り組みを常に向上させる必要があります。 

その間にいるのがユーザです。 しかし現在、ユーザは単 
なるターゲットではなく、攻撃を助長している共謀者でも 
あります。 

シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年）では、Cisco®  
セキュリティ リサーチおよびシスコ内のその他のセキュリテ
ィ エキスパートによる調査、洞察、および見解を提示し、攻
撃者と防御者の間で現在繰り広げられている戦いとユーザ
がセキュリティ チェーンにおいていっそう弱者的立場になっ
ている背景を考察します。

サイバーセキュリティは、世界中のユーザ、企業、政府、およ
びその他のエンティティに大きな影響を及ぼす広範で複雑
な課題です。 シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年）は、 
4 つの領域に分かれています。 以下の各項と各項で取り上
げる問題は、一見したところ無関係に思えるかもしれません
が、詳しく考察すると相互に関係していることがわかります。
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1. 脅威インテリジェンス 
この項では、シスコによる最新の脅威に関する調査の概要を説
明します。これには、エクスプロイト キット、スパム、脅威および
脆弱性、およびマルバタイジング（悪意のある広告）に関する更
新情報が含まれます。 オンライン犯罪者が攻撃を開始するにあ
たってユーザへの依存度を強めていることについても考察しま
す。 シスコ セキュリティ リサーチは、2014 年に観察されたトレン
ドを分析するために、グローバルなテレメトリ データを活用し
ました。 レポートで提供される脅威インテリジェンスは、シスコ
の一流のセキュリティ エキスパートによる分析をベースとして
います。

2. セキュリティ機能のベンチマーク調査 
シスコでは、組織のセキュリティの状態に関するセキュリティ プ
ロフェッショナルの意識を探るために、9 ヵ国のさまざまな規模
の組織の最高情報セキュリティ責任者（CISO）とセキュリティ運用
（セキュリティ担当部署）マネージャを対象に、セキュリティ関連
のリソースおよび手順に関する聞き取り調査を実施しました。  
この調査の結果は、シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年）
でのみ提供されます。

3. 地理的/政治的条件および業界のトレンド 
この項では、シスコのセキュリティ、地理的/政治的条件、および
ポリシーのエキスパートにより、組織（特に多国籍企業）が監視
する必要がある現在および最新のトレンドが明らかにされます。 
ガバナンスの弱い領域でサイバー犯罪がどのように蔓延してい
るかに焦点が当てられます。 また、データの支配権、データのロ
ーカリゼーション、暗号化、およびデータの互換性に関連する、 
世界中の最新の開発についても取り上げます。 

4. サイバーセキュリティに対する考え方の変化（ユーザから企業
の役員まですべてのレベルで） 
シスコのセキュリティ エキスパートは、組織が現実世界のセキュ
リティを達成したいのであれば、自分たちのサイバーセキュリテ
ィへの取り組みに対する考え方をそろそろ変えるべきであると提
言しています。 戦略としては、攻撃前、攻撃中、攻撃後に脅威から
防御するのに役立つ、より高度なセキュリティ コントロールを採
用すること、セキュリティを会社の役員会レベルで取り上げる話
題にすること、およびシスコのセキュリティ マニフェストを導入
することが挙げられます。セキュリティ マニフェストは、組織が 
セキュリティへの取り組みにおいてより動的になり、攻撃者よりも
高い適応性と革新性を備えることを可能にする一連のセキュリテ
ィ原則です。

シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年）で取り上げるセキュ
リティ トピックをそれぞれ見ていくと、攻撃者がセキュリティのギ
ャップを利用して悪意のあるアクティビティを巧みに隠蔽する傾
向が高まっているということがわかります。 ユーザとセキュリティ 
チームはともにセキュリティの問題の一部です。 防御者の多く
は、自分たちのセキュリティ プロセスが最適化されていて、セキ
ュリティ ツールが効果的であると信じていますが、実際にはセキ
ュリティ体制の改善が必要であると考えられます。 地理的/政治
的状況で起こること（法規制からセキュリティに対する脅威まで）
は、ビジネス活動と組織のセキュリティへの対応方法に直接影響
します。 これらの要因をすべて考慮すれば、セキュリティは人の
問題であること、セキュリティ侵害は避けられないこと、セキュリ
ティに対する新しい取り組みを採用するのは、まさに今であるこ
とを理解することが、あらゆる規模の組織にとってこれまでにな
いほど重要になっていると言えます。
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攻撃者は悪意のあるアクティビティを隠すために、セキュリティ ギ
ャップをより巧妙に利用するようになってきています。 

 ► 2014 年には、緊急度の高い Common Vulnerabilities and 
Exposure（CVE）アラートの 1 % が活発に利用されました。  
これは、すべての脆弱性の中で、この 1 % の優先度を上げ、 
迅速にパッチを適用する必要があることを意味しています。 
最先端のセキュリティ テクノロジーを備えている場合でも、 
脆弱性対策には優れたプロセスが必要です。

 ► Blackhole エクスプロイト キットが 2013 年に衰退して以来、
他のエクスプロイト キットは同じレベルの成功を収めていま
せん。 しかし、トップの座はエクスプロイト キットの作成者に
とって以前ほど熱望するものではなくなっている可能性があ
ります。

 ► Java エクスプロイトは 34 % 減少しました。Java のセキュリテ
ィの向上と、攻撃者が新しい攻撃方法の採用に動いているの
が原因です。

 ► Flash マルウェアは、JavaScript と連携して悪意のあるアクテ
ィビティを隠すようになっており、検出や分析がより難しくなっ
ています。 

 ► スパムの量は 2014 年 1 月から 2014 年 11 月までに 250 % 増
加しました。 

 ► 多くの IP アドレスから少量のスパムを送信することで検 
出を避けようとする Snowshoe スパムが新たな脅威にな 
っています。

ユーザおよび IT チームは、セキュリティ問題に対する認識が希薄
になっています。

 ► オンライン犯罪では、マルウェアのインストールやセキュ 
リティ ギャップの悪用を助ける存在としてユーザを利用し 
ています。

 ► 危険なセキュリティ ホールである Heartbleed によって、 
OpenSSL が重大な脅威にさらされました。 今でもすべての 
OpenSSL バージョンの 56 % は 50 ヵ月以上も古く、現在も危
険な状態にあります。

 ► インターネット使用時のユーザの不注意な行動に、攻撃者 
が目的とする活動が組み合わさりれて、多くの業種に Web 
マルウェア被害の高いリスクが生じています。 シスコ セキュ
リティ リサーチによると、2014 年には医薬/化学薬品業界
が、Web マルウェア被害にさらされるリスクの最も高い業種
になりました。

 ► マルウェア作成者は、マルウェアや望ましくないアプリケーショ
ンを広める媒介として Web ブラウザのアドオンを利用してい
ます。 多くのユーザは元々アドオンを信頼しているか、単にそ
れらを無害なものと見なしているため、マルウェアを拡散する
この手法は悪意のある攻撃者に成功をもたらしています。

シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査によって、セキュ
リティ対応状況の認識のずれが明らかになりました。

 ► 最高情報セキュリティ責任者（CISO）の 59 % が自分たちのセ
キュリティ プロセスは最適であると考えていますが、それに対
してセキュリティ運用（セキュリティ担当部署）マネージャでは 
46 % に留まっています。

 ► CISO の約 75 % が、使用しているセキュリティ ツールはと 
ても、または非常に効果があると考えている一方で、約 25 % 
はセキュリティ ツールはある程度しか効果がないと認識して
います。

 ► 高度なセキュリティを備えた企業の回答者の 91 % は、企業の
幹部がセキュリティの優先度が高いと認識していることを強く
確信しています。

 ► セキュリティ侵害を防ぐために、パッチ適用や設定などを行う
標準化されたツールを使用しているのは、回答者の 50 % 未
満です。

 ► 調査によると、大規模および中規模組織は、その他の規模 
の組織に比べてより多くの割合で高度なセキュリティ体制 
を備えています。

主な傾向と特徴
シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年）では、次の主な傾向と
特徴について紹介します。
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攻撃者対 防御する側： 
絶え間ない競争
セキュリティ専門家とオンライン犯罪者間での熾烈な戦いは 
続いています。 
セキュリティの側は、さらに高度なツールを採用することで攻撃
を阻止して影響を軽減させ、勝負を激化させようとしています。 
セキュリティ専門家はビジネスが強固なセキュリティ体制を必 
要としていることを認識しており、自らのセキュリティ プロセス 
が最適であることに自信を示します。 テクノロジー ベンダーも 
また自社製品の脆弱性の発見と修正にさらに注目するようにな
っており、犯罪者が悪用できる状況が起こらないように気を配っ
ています。

ですが同時に、攻撃者は攻撃を開始する方法だけでなく、検出を
回避する方法においてもさらに賢くなっています。

 ► 攻撃者は阻止される前にネットワークから姿を消したり、別の
侵入方法を素早く選択したりと、その時々で戦略やツールを変
更します。 

 ► そして何百もの IP アドレスを使用して IP ベースのスパム対
策製品をバイパスしようとするスパム攻撃を計画します。 

 ► ユーザが信頼し、安全だと考えるツー ルを利用したマルウェ
アを設計して、 目に付かないところで感染し、隠れ続けます。  

 ► ベンダーが他の製品の弱点を遮断すると、新たな脆弱性を発
見して悪用します。 

 ► 攻撃者は標的とする組織で、存在を隠すか、組織に溶け込んで
作業を行いますが、インフラストラクチャおよびユーザ データ
ベースに複数の足がかりを確立するために数週間または数ヵ
月間もかける場合があります。 中核となる作戦を実行するの
は、準備が整ったときのみです。

新しい「シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査」
（24 ページを参照）によると、セキュリティ専門家はオンライン
攻撃者を阻止するのに十分な用意ができていると楽観的に考 
えていると述べられています。 ところが、攻撃者は情報を盗み、 
詐欺によってお金を稼ぎ、政治的な目的でネットワークを中断 
させ続けます。 結局、セキュリティは数の勝負です。つまり、組織
が数十億個のスパム メッセージの 99.99 % をブロックしたとし
ても、通り抜けてしまうものがあるということです。 100 % の有
効性を保証する方法はありません。

これらのメッセージまたは攻撃がどうにかしてユーザに何とか
たどり着くと、ネットワークにおける弱点はそのユーザ自身となり
ます。 企業はネットワーク侵害、マルウェア、およびスパムを遮断
するソリューションの利用に長けてきているため、悪意のある攻

撃者はそれらの代わりにパスワードのリセットを求める偽の要
求をユーザに送信するといった方法でユーザを悪用する場合が
あります。 

セキュリティ チェーンにおいてユーザがかつてないほどの弱者
的立場となりつつあるということから、企業はセキュリティ テクノ
ロジーやポリシーの導入時にいくつかの決断を迫られます。開
発者がアプリケーションとソフトウェアをさらに直感的かつ容易
に使用できるようにすると、組織がサイバー犯罪者によって悪用
されるセキュリティ ホールを新たに開けることになっていない
でしょうか。 ユーザを信頼できず教育もできないと仮定して、企
業がユーザをバイパスし、ユーザによる業務の遂行を妨げるさ
らに厳密なセキュリティ制御を導入していないでしょうか。 セキ
ュリティ制御を配備する理由についてユーザを教育したり、企業
がビジネスを支援する動的なセキュリティを実現するために必
要不可欠な役割をユーザがどのように担っているかを明確に説
明するために時間を割いているでしょうか。 

シスコのセキュリティ マニフェスト（45 ページ）で説明する原則
の概要が示すものは後者です。 通常のテクノロジー ソリューシ
ョンでは、セキュリティ管理にユーザが積極的に参加することは
めったにありません。 代わりに、ユーザは、仕事の邪魔になるセ
キュリティ ツールを回避しながら作業することを強いられ、結果
的にビジネスの安全性を危うくしています。 セキュリティはもは
やネットワークの安全性に問題が生じるかどうかの問題ではあり
ません。 すべてのネットワークはある時点で危険にさらされるこ
とになります。 その時、組織はどうするでしょうか。 そしてセキュ
リティ スタッフがセキュリティが危険にさらされていることに気
付いていたら、セキュリティへのアプローチは同じものとなって
いたでしょうか。

「シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年）」はシスコ セキュ
リティ リサーチ グループによる最新の研究レポートです。 この
チームはセキュリティ業界の進歩について調査しており、組織と
ユーザが攻撃を防御して、これらの防御を突破しようとする攻撃
者が用いるテクニックや戦略に対抗する手助けとなることを目的
としています。 またこのレポートでは、企業のセキュリティに対す
る姿勢と、攻撃に対する防御への備えに関する認識について調
査する「シスコによるセキュリティ機能ベンチマーク調査」の主な
調査結果に焦点を当てます。 地理的/政治的トレンド、データ ロ
ーカリゼーションにまつわるグローバルな発展、より高度で安全
なアクセス制御の価値、ロール ベースのアクセスに基づくセグメ
ンテーション、および役員会でサイバーセキュリティを話題にす
ることの重要性についても説明します。 

VS
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ビジネスの世界では、業界のリーダーとして認知されるために企
業は懸命に努力します。 ところがシスコ セキュリティ リサーチに
よると、エクスプロイト キットの作成者はいわゆる「地下経済」で
活動しており、主要なエクスプロイト キットの 4 位か 5 位を維
持していても成功の証になる場合があります。

「シスコ中間セキュリティ レポート（2014 年）」では、2013 年後
半以降、エクスプロイト キットにおける明確なリーダーはいない
と報告されています。1このころ、広く使用され、管理が行き届い
ていて、非常に効率的な Blackhole エクスプロイト キットという
ツールを作成および配布した「Paunch」と呼ばれる容疑者が逮
捕され、その後このキットは複数の機関で使用されなくなりまし
た。シスコ セキュリティ リサーチはその主な理由について、主要
なエクスプロイト キットがなくなったからだと示唆しますが、 
これは競合するツールの中でテクノロジーの真のリーダーと 
して現れるキットが他にないためというだけです。 別の傾向も
見られます。Paunch と Blackhole の崩壊により、さらに多くの 
エクスプロイト キットのユーザが、検出を回避する機能の面で
技術的に高度であると思われるキットへの投資を行うようにな 
っています。 

シスコのセキュリティ専門家によると、2014 年には、Angler、 
Sweet Orange、および Goon というエクスプロイト キットが「ユ
ーザ環境で」最も頻繁に見られました。 すべてのエクスプロイト 
キットにおいて、2014 年にユーザ環境で最も頻繁に検出された
のは Angler でした。理由は不明ですが 8 月の後半に最も広まり
ました。 シスコ セキュリティ リサーチは、Angler の流行はマル
ウェア配信のために Windows 実行可能ファイルをダウンロード
する必要がないようにすると作成者が決定したことによると考え
ています。 

Angler が Flash、Java、Microsoft Internet Explorer（IE）、そして 
Silverlight の脆弱性までも使用していることで、このエクスプロ
イト キットは「見る価値のあるもの」となっていると、シスコの研
究者は述べています。 このエクスプロイトが実行されると、マル
ウェアのペイロードが iexplore.exe などのプロセスでディスクに
書き込まれるのではなくメモリに直接書き込まれます。 Angler 
によって配信されるペイロードは暗号化データの blob のように
見えることから特定および阻止が困難です。 

Sweet Orange エクスプロイト キットもまだ非常に動的であり、
このコンポーネント、ポート、およびペイロード URL は絶えず変
化します。そのため Sweet Orange は有効なままであり、検出を
回避します。 シスコ セキュリティ リサーチによると、このことか
ら Sweet Orange はエクスプロイト キットの中で「成功に最も
近い」という位置付けがされています。 Sweet Orange はパッチ
が適用されていないエンド ユーザのシステムに幅広いマルウェ
アを拡散させ、Adobe Flash Player、IE、および Java の脆弱性に
対するエクスプロイトを含めます。 Sweet Orange を使用する攻
撃者は多くの場合、エクスプロイト キットをホストする Web サ
イト（正当なサイトを含む）にユーザをリダイレクトするためにマ
ルバタイジングを活用します。 ユーザは通常、プロセス内で少な
くとも 2 回リダイレクトされます。 WordPress や Joomla などの
古いコンテンツ管理システム（CMS）を実行している、問題のあ
る Web サイトは、Sweet Orange エクスプロイト キットをホステ
ィングする温床になっているものと思われます。2 

Goon エクスプロイト キットについては、シスコ セキュリティ リ
サーチは、2014 年に控え目ではあるが一定した流行があった
理由として考えられるのは信頼性に関する評判であると指摘し
ています。また、他のエクスプロイト キットと比べて「最も整理さ
れている」ことから優秀であると評価されています。 Goon（また
は「Goon/In�nity エクスプロイト キット」として知られる）は元  々
2013 年にセキュリティ調査担当者らによって発見された、マル
ウェア配信フレームワークです。Windows および Mac プラット
フォームの Flash、Java、または Silverlight コンポーネントに付
属するブラウザの脆弱性に対するエクスプロイトを生成します。3 

Angler の詳細、およびエクスプロイト キットをユ
ーザに提供する主な手段としてのマルバタイジン
グ（悪質な広告）の使われ方については、シスコ セ
キュリティ ブログ投稿「Angling for Silverlight 
Exploits（Silverlight エクスプロイトへの Angler  
の使用）」[英語]を参照してください。

1. 脅威インテリジェンス
シスコ セキュリティ リサーチは、グローバルのテレメトリ データに基づくセキュリティの洞察につい
てこのレポートにまとめ、分析しています。 シスコのセキュリティ専門家は、今後起こりうる犯罪行為
の洞察と脅威の検出に活用するため、マルウェアのトラフィックなどの既知の脅威に対する調査およ
び分析を継続的に行っています。 

Web エクスプロイト：エクスプロイト キットの作成
者は、首位に立つことを目指しているとは限らない

http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
http://blogs.cisco.com/security/angling-for-silverlight-exploits
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ユーザ環境で検出されたエクスプロイト キットの全体数は、 
Blackhole エクスプロイト キットの崩壊直後の数ヵ月で 87 %  
減少しましたが、シスコ セキュリティ リサーチによって検出され
たキットの数は 2014 年夏にかけて増加しています（図 1 を参
照）。 8 月後半の 2 週間で、Angler エクスプロイト キットの領域
で検出数の著しい増加が見られました。 ただし 11 月までに、既
知のエクスプロイト キットの全体検出数は再度減少し、最も頻
繁に表れるのは引き続き Angler および Goon/In�nity でした。 
2014 年 5 月から 11 月の間に検出されたエクスプロイト キッ
ト数の全体の減少平均は 88 % でした。

脅威と脆弱性：攻撃ベクトルとして Java が減少
ここ数年、Java は悪用の対象とされる、最も普及していて深刻な
脆弱性のリストで迷惑な主役を演じてきました。 しかし、シスコ 
セキュリティ リサーチによると、ソフトウェアの脆弱性を利用して
最も迅速に、容易かつ検出されにくい方法でエクスプロイトを起
動することを求める攻撃者からの人気に陰りが見られます。 

2014 年 1 月 1 日から 2014 年 11 月 30 日の間の上位 25 位
のベンダーおよび製品関連の脆弱性アラートの中で Java 関連
のものはたった 1 つです（10 ページの表 1「共通脆弱性評価シ
ステム（CVSS）」の図を参照）。 2013 年には、シスコ セキュリテ
ィ リサーチは 54 個の緊急の Java 脆弱性を新たに追跡してい
ましたが、2014 年には追跡していた Java 脆弱性の数はたった 
19 個に減少しました。 オンライン犯罪者からの支持や現在残っ
ている古い脆弱性に対する攻撃の有効性が失われているという
わけではありません。

全国脆弱性データベース（NVD）のデータでも同様の減少が示さ
れています。NVD の報告では、2013 年の Java 脆弱性は 309 個
でしたが、2014 年の新たな Java 脆弱性は 253 個でした （NVD 
には報告されているすべての脆弱性が含まれていますが、シス
コ セキュリティ リサーチは、CVSS の基準で高得点を出す（つ
まり NVD より少数の）重要な脆弱性を追跡しています）。図 2 に 
2014 年のベンダーまたは製品別のランキング上位の脆弱性の
悪用について概要を示します。

2014 年 1 月 2014 年 11 月エクスプロイト キット：固有エクスプロイト キットの月別の検出数 

シスコ セキュリティ リサーチ

2014 年に検出されたエクスプロイト
キット数の全体の減少平均は 88 %

出典：

シスコ セキュリティ ブログ投稿「Fiesta Exploit Pack 
Is No Party for Drive-By Victims（Fiesta エクスプロ
イト パックはドライブバイ被害者にとって好ましいもの
ではない）」[英語]を読み、企業が Fiesta エクスプロ 
イト キットに対抗する方法についてご確認ください。 
このキットは、Silverlight などの攻撃ベクトルを介して
マルウェアを提供して、ダイナミック DNS（DDNS）をエ
クスプロイトのランディング ページとして使用します。 
 

Nuclear エクスプロイト キットの詳細、および脆弱性を
判断して適切なマルウェアの種類を提供するためにユ
ーザのシステムを評価するこのキットの機能について
は、シスコ セキュリティ ブログ投稿「Evolution of the 
Nuclear Exploit Kit（Nuclear エクスプロイト キットの
進化）」[英語]を参照してください。

図 1 エクスプロイト キットのトレンド：2014 年 1 月から11 月の
間に今までにないキットがいくつか検出される

Adobe Flash
Player, Reader 5

Microsoft 8

Symantec 1 Oracle Java 1

PHP 1 OpenSSL 1

Mozilla 1 Linux カーネル 1 WordPress 2

Apache Struts
Framework 2 HP 3

シスコ セキュリティ リサーチ出典：

図 2 ランキング上位のベンダーおよび製品の脆弱性の悪用

  レポートの共有

http://blogs.cisco.com/security/fiesta-exploit-pack-is-no-party-for-drive-by-victims
http://blogs.cisco.com/security/fiesta-exploit-pack-is-no-party-for-drive-by-victims
http://blogs.cisco.com/security/fiesta-exploit-pack-is-no-party-for-drive-by-victims
http://blogs.cisco.com/security/fiesta-exploit-pack-is-no-party-for-drive-by-victims
http://blogs.cisco.com/security/talos/evolution-nuclear-ek
http://blogs.cisco.com/security/talos/evolution-nuclear-ek
http://blogs.cisco.com/security/talos/evolution-nuclear-ek
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b1&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9009LZQWh&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b1&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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Adobe Flash Player や Microsoft IE などのクライアント側の脆弱
性を含むエクスプロイトが、サーバを対象とするエクスプロイト（
たとえば Apache Struts Framework、オープン ソースの Web フ
レームワークなどの脆弱性に関連するエクスプロイト）と合わせ
て Java から首位の座を奪いました。 Apache Struts Framework 
のエクスプロイト数が増加しているのは、自らの範囲を広げて攻
撃中の機能を向上させる方法としてオンライン インフラストラク
チャを攻撃対象とする犯罪者のトレンドの一例です。

Apache Struts Framework はその認知度において、エクスプロ
イトの開始点と言えます。 

図 3 では2014 年に悪用された、最も頻度の高い製品カテゴリ
に焦点を当てます。

シスコ セキュリティ リサーチのデータによると、2014 年に最 
も頻繁に悪用されていたのはアプリケーションとインフラスト 
ラクチャでした。 コンテンツ管理システム（CMS）もまたターゲ 
ットとして好まれています。攻撃者は古いバージョンの CMS を
実行している Web サイトを活用してエクスプロイトを容易に配
布します。

年間の累積アラート数の減少
年間の累積アラート数は 2014 年に報告された新規の、または
更新された製品の脆弱性をシスコ セキュリティ リサーチが累積
したものであり、減少傾向にあります（図 4）。 2014 年 11 月時
点の合計アラート数は 2013 年の合計数より 1.8 % 減少してい
ます。 割合としては小さいものの、前年と比較してアラート数が
減少したのはここ数年で初めてです。

この減少について最も考えられる理由として、ベンダーにおける
ソフトウェア テストおよび開発への注目度がさらに高まってい
ることが挙げられます。 開発のライフサイクルが改善されること
で、犯罪者が容易に悪用できる脆弱性の数が削減すると見られ
ます。

図 4 年間累積アラート総数

January December
2013 20142012

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

Alerts

6756

537

Exploits

インフラストラ
クチャ 41.9 %

ICS-SCADA 11.6 %

CMS 11.6 %

アプリケ
ーション 32.6 %

TLS 2.3 %

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

図 3. ランキング上位の悪用された製品カテゴリ
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mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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2013 年と 2014 年の新規アラート数は、新たな脆弱性が前年より
もさらに多く報告されていることを示します。つまり、ベンダー、
開発業者、およびセキュリティ研究者たちは製品の新たな脆弱
性をさらに多く発見、修正、および報告しています。 図 5 に示す
ように、2014 年の新規アラートの合計数と年間合計数は、2013 
年と比べて横ばいか、わずかに減少しています。 

表 1 は、共通脆弱性評価システム（CVSS）による、最も一般的に
悪用される脆弱性の一部を示しています。 米国の 米国国立標準
技術研究所（NIST）の全国脆弱性データベース（NVD）は、IT の脆
弱性の特徴と影響を開示して、CVSS に対応するためのフレーム
ワークを提供します。 CVSS の表の「Urgency（深刻度）」スコア
は、これらの脆弱性が活発に悪用されているかどうかを示し、こ
れはアクティブなエクスプロイトを指す「Temporal（現状）」スコ
アに対応します。 エクスプロイト対象の製品リストを見ると、これ
らの製品のうちのどれを使用しており、監視とパッチ適用が必要
なのはどれかも判断できます。 

図 6 は、CVSS スコアが最も高いベンダーと製品を示します。 シ
スコは CVSS スコアを通じて概念実証エクスプロイト コードが
存在することを示していますが、このコードが一般に公開される
かどうかは不明です。

アラート (合計)

新たなアラート 更新されたアラート

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

2012 2013 20142011

(6200)(6200)

(7400)

(5300)

表 1. 最も悪用される脆弱性

IntelliShield ID 見出し Urgency 信頼性 重大度（Severity）

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

Base

共通脆弱性評価システム（CVSS）

現状評価

33695   OpenSSL TLS/DTLS の Heartbeat 情報流出に関する脆弱性 5.0 5.0

35880
GNU Bash 環境変数コンテンツ処理の任意コード実行に関する脆弱性

10.0 7.4

36121 Drupal Core の SQL 注入に関する脆弱性 7.5 6.2

32718 Adobe Flash Player リモート コード実行に関する脆弱性 9.3 7.7

33961 Microsoft Internet Explorer 削除済みメモリ オブジェクト
コード実行に関する脆弱性 9.3 7.7

28462 Oracle Java SE セキュリティ バイパス任意コード
実行に関する脆弱性 9.3 7.7

35879 GNU Bash 環境変数関数定義処理の任意コード実行に関する脆弱性 10.0 7.4

30128 複数ベンダーによる製品 Struts 2 アクション：パラメータ
処理コマンドの注入に関する脆弱性 10.0 8.3

新規アラートと 更新されたアラート

図 5 新規アラートと更新されたアラートの比較

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

Cisco (18)

CVSS スコア
(数)

HP (13)

Apache (2)

Oracle Java (4)

Microsoft (13)

EMC (2)

Adobe (9)

注：表 1 の脆弱性は、調査期間中の悪用行為の初期兆候を示すものでし
た。 これらの脆弱性の大部分はまだメインストリームにはなっていない
ため、販売用エクスプロイト キットは作成されていません。

  レポートの共有

図 6 CVSS スコアが最も高いベンダーおよび製品
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https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b3&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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シスコ セキュリティ リサーチは、Java エクスプロイトの減少
は、2014 年に新たに公開され、利用可能になっているゼロデイ 
Java エクスプロイトがなく、攻撃者がそれらを活用できないと
いう事実に一部関係しているとしています。 最新バージョンの 
Java はパッチを自動的に適用します。そしてより脆弱性の高い、
古いバージョンの Java Runtime Environment はブラウザのベ
ンダーによってデフォルトでブロックされています。 Apple はさ
らにもう一歩踏み込んだ処理を行い、脆弱性の高い、古いバージ
ョンの Java を無効にして、自動更新経由でそれらにパッチを適
用します。 また、 Computer Emergency Readiness Team（US-
CERT）は、2013 年 1 月からコンピュータ ユーザが Java を保護
するか、無効にする、または削除することを推奨しています。

最新バージョンの Java である Java 8 は、以前のリリースよりも
強力な制御を行います。 また現在は、コード署名および Java を
有効にするようにユーザに求めるユーザ ダイアログなどのユー
ザの介入が必要であるため、悪用がさらに困難です。 オンライン
犯罪者はより容易なターゲットを発見して、より高い投資回収率
をもたらす Java 以外のベクトルに注目するようになります。  

たとえば、多くのユーザが Adobe Flash および PDF リーダーま
たはブラウザの定期更新に失敗することで、悪用の対象となる新
旧両方の広範な脆弱性を犯罪者に提供することになります。 「シ
スコ中間セキュリティ レポート（2014 年）」で報告されているよ
うに、Microsoft Silverlight エクスプロイトを含むエクスプロイト  
キットの数が増加しています。4

図 7 は、ランキング上位の攻撃ベクトルとしての Java の支配
は 1 年以上一定の下降傾向にあることを示します。 エクスプロ
イトの起動に Flash を使用するのは少々不安定ですが、2014 
年 1 月に最大の増加が見られました。 多くの悪意のある攻撃者
は、PDF の添付ファイルを使用する電子メール経由でターゲッ
トを絞り込んだ活動を開始することに引き続き注目しているた
め、PDF は継続的に使用されています。 Silverlight 攻撃は、より
確立されたベクトルと比較すると数の上では非常に少ないまま
ですが、特に 8 月以降は増加傾向にあります。

12 月 2012 1 月 2014 9 月 2014

ログ ボリューム

Silverlight      228 % PDF     7 % Flash    3 %Java     34 %

Silverlight

PDF

フラッシュ

Java

出典：シスコ セキュリティ リサーチ 

図 7 攻撃ベクトル別の数量のトレンドの比較

Flash および JavaScript：共に使用したほうがよいか

2014 年、シスコ セキュリティ リサーチでは JavaScript とやり取りを行う Flash マルウェアの使用の増加が確認されました。 
このエクスプロイトは 2 つの別個のファイル間で共有されていて、1 つは Flash でもう 1 つは JavaScript です。 形式が異
なる別個の 2 つのファイル間でエクスプロイトを共有すると、セキュリティ デバイスがエクスプロイトを特定して阻止し、リ
バース エンジニアリング ツールを使用してエクスプロイトを分析することがさらに困難になります。 またこのアプローチに
よって、攻撃者が攻撃においてさらに効率的かつ効果的になります。 たとえば、攻撃の第一段階が JavaScript で行われて
も、第二段階のペイロード送信は JavaScript の実行に成功するまで行われません。 このように、ペイロードを受信するの
は悪意のあるファイルを実行できるユーザのみです。

分析：攻撃者が Java エクスプロイトを断念する要素 

  レポートの共有

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b4&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9008LZQa&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b4&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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脆弱性に関する説明（8 ページを参照）で示すように、攻撃者は
エクスプロイトがどこで、どのように成功するかを判断する際に、
最も容易な使用可能パスを通ります。 攻撃者は攻撃を受ける危
険性がある製品を選択します。一般的に、パッチが適用されてい
なかったり古いソフトウェアを使用することでこれらの危険性が
生じます。 たとえば、多くのシステムがいまだに SSL Poodle 攻
撃に対して脆弱であるため、アプリケーションのパッチ適用は難
しいままです。5実際に確認されたトレンドに基づいて、シスコ セ
キュリティ リサーチは古いバージョンの、悪用可能なソフトウェ
アの拡散は、非常に大きなセキュリティの問題につながると述べ
ています。

シスコ セキュリティ リサーチは、インターネットに接続して 
OpenSSL を使用するデバイスの調査にスキャン エンジンを使
用しました。 チームは、調査したデバイスの 56 % が 50 ヶ月以
上古い OpenSSL のバージョンを使用していたと断定しました。 
これは、Heartbleed6 の知名度、2014 年に発見された Transport 
Layer Security（TLS）の処理におけるセキュリティの問題、 
そしてこのような脆弱性を回避するために最新バージョンの 
OpenSSL にアップグレードする緊急性にもかかわらず、組織で
は確実に最新バージョンを実行するようになっていないことを
意味します。 図 8 に、OpenSSL バージョンの年代を示します。

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

56 %

インデックス化されたデバイスの 56% が 50 
ヵ月以上古いバージョンの OpenSSL を使用

図 8 OpenSSL バージョンの年代

脆弱性に関する発見：時代遅れのソフトウェアの
危険性、およびパッチ適用が唯一の解決策ではな
い理由

  レポートの共有

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b5&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9001LZQL&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b5&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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自動更新を多用することが古いソフトウェアの問題への 1 つの
解決策になります。 シスコ セキュリティ リサーチは、オンライン
に接続されていて、Chrome または IE ブラウザを使用している
デバイスのデータを調査しました。 データによると、Chrome 要
求の 64 % が最新バージョンの Chrome ブラウザから発信され
たものでした。 IE ユーザについては、最新バージョンから発信さ
れた要求はたった 10 % でした。 

シスコ セキュリティ リサーチは、Chrome の自動更新システム
は可能な限り多くのユーザのソフトウェア バージョンを確実に
最新にすることに成功していると述べます （また、Chrome ユー
ザは IE ユーザより技術的な能力が高く、そのため自分のブラウ
ザの更新や更新のインストールをすることが多い可能性があり
ます）。 

Java の脆弱性と悪用が下降傾向にあることと相まって、自らの更
新を自動的にインストールするソフトウェアは、より安全なセキュ
リティ フレームワークを構築する際に有利であるように思われ
ると調査では明確に示されています。 手動の更新プロセスによ
っていずれは生じてしまう、確実な侵害に打ち勝つために、組織
は偶発的な失敗や自動更新が示す非互換性を受け入れる時期
かもしれません。

業種別リスク レポート：攻撃者によるターゲット設
定とユーザによる軽率な行動の組み合わせによっ
てはリスクは増大する
医薬/化学薬品業界は、2014 年に Web マルウェア遭遇リスクが
最も高い業種となりました。 同年の上半期はメディアおよび出
版が首位に立っていましたが、11 月には 2 位に下降しました。 
上位 5 つを締めるのは、それぞれ製造、輸送、および航空です。 
これらの業種のすべてが 2014 年の上半期に上位 5 位を 
占めました。 

小売業は、業界を悩ませる最近の高プロファイル攻撃を示すこ
のリストの上位につけるのではと思われましたが、これは悪意の
ある遭遇であり、ランキングを構成する実際の侵害ではありませ
んでした。 

業界ごとのマルウェア遭遇率を判断すべく、シスコ セキュリティ 
リサーチは、Cisco Cloud Web Security を利用するすべての組
織の遭遇率の中央値と、特定業界におけるすべての企業の遭遇
率の中央値を比較します（図 9）。 業界遭遇規模が 1 を超えると
いうことは、Web マルウェア遭遇リスクが通常よりも高いことを
示します。1 を下回る場合は、リスクが低いことを示します。 たと
えば、遭遇規模が 1.7 の企業は、中央値よりもリスクが 70 % 高
いということになります。 逆に、遭遇規模が 0.7 の企業は、出現
リスクの中央値より 30 % 低いということになります。

遭遇 vs. 痕跡 
 

「遭遇」はマルウェアが阻止されたときのインスタンス
です。 「痕跡」とは異なり、バイナリがダウンロードされ
ないため、遭遇があってもユーザは感染しません。 

可能な解決策：自動更新およびパッチ適用
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図 9 業種別の Web マルウェア遭遇リスク、全地域、2014 年 1 月 1 日～ 11 月 15 日

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

医薬/化学薬品 4.78

3.89メディア/出版

2.53製造

2.08

2.01

輸送

Aviation

トップ 10（1 ～ 5）

食品/飲料 1.68

1.63法律

1.51農業/鉱業

1.49

1.42

保険

電気/水道/ガス/エネルギー

トップ 10 (6 ～10)深刻さ 深刻さ

  レポートの共有

シスコ セキュリティ リサーチは 8 種類の攻撃方法（図 10）につ
いて調査して、攻撃者によるターゲット設定またはユーザによる 
Web 使用方法が、ある業種でマルウェア遭遇リスクが増大する主
な要因であると断定しました。 標的型攻撃方法とユーザによるオ
ンラインでの軽率な行動は、両方ともリスクのレベルに影響を与
え、組み合わされると最悪の事態となることがわかりました。 

実際に高リスクと低リスクの業種別のユーザの行動に違いがあ
るかどうかを判断するために、シスコ セキュリティ リサーチはイ

ンターネットのブラウジング時にユーザが頻繁に遭遇する、標的
型攻撃ではない 4 種類の方法（アドウェア、クリック詐欺、詐欺、お
よび iframe 注入）について確認しました。 また、攻撃者がターゲ
ットを絞り込んだ活動で使用することが多い、4 種類のさらに高
度な攻撃方法（エクスプロイト、トロイ、OI（検出マルウェア）、およ
びダウンローダ）についても確認しました。 

注：8 つの攻撃方法は、シスコ セキュリティ リサーチにより分類され、ヒュ
ーリスティック バケットに分けられます。

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b6&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9002LZQ0&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b6&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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Cisco Cloud Web Security データによると、マルウェアに遭遇す
る可能性が最も高い上位 4 位と下位 4 位の業種を使用して、シ
スコ セキュリティ リサーチは攻撃方法の種類ごとにインシデン
トの割合を出して上位 4 位と下位 4 位の業種の平均の割合を
算出しました。 図 10 に示す比較は、上位の平均を下位の平均
で割ることで得られました。 比率が 1 であると、上位と下位の対
象とされるグループ間で同じアクティビティのパターンが見られ
ることを示します。 

データが示すには、最もリスクの高い業種では、高リスクの下位 
4 位の業種よりも 7 倍の頻度で、高度なダウンローダ攻撃方法
に遭遇しています。 これは、最もリスクの高い業種に対して標的
型攻撃方法が行われている場合に想定されることと一致します。

また、対象とされることが少ない、低リスクの業種と比較して、標
的とされることが多い、高リスクの業種ではクリック詐欺とアドウ
ェアの遭遇率が高くなっています。 これは、単に悪意のある攻撃
者に標的にされるだけではない、複雑な差であることを示しま
す。 ユーザの行動もまたマルウェアへの遭遇の増加に関与して
いる可能性があります。おそらくユーザによるインターネットへ

の関わり方、そしてブラウジングの習慣の差によって、これが高リ
スクの業種において Web マルウェア攻撃に高頻度で遭遇する
一因であると思われます。 また、新しいメディアを迅速に受け入
れ、競争や改革の必要性がある業界のユーザは、たとえば政府
機関のようなインターネットの使用が制限されていたり、厳密に
管理されているその他の業種より高確率で Web マルウェア攻
撃方法に遭遇しがちです。 

たとえば、シスコ セキュリティ リサーチはメディアおよび出版業
界のユーザは通常インターネットのヘビー ユーザであることか
ら、その他の業種のユーザよりも頻繁に Web エクスプロイトに
遭遇するリスクがあります。 

注：2014 年に、メディアおよび出版業界は、シスコ セキュリティ リサー
チによって以前に確認された以上に（2008 年からこのデータを蓄積し
続けています）通常の比率より著しく高い Web マルウェア遭遇率を経験
しました。 正当な Web サイトのさらに広範なマルバタイジングにユー
ザがさらされることが、この増加の一因になっている可能性があります。

図 10. Web マルウェア攻撃方法：上位 4 位と下位 4 位の高リスク業種の比較

1 70

ダウンローダは、平均比率よりも 7 倍 （1）

Adware （アドウェア）エクスプロイト トロイの木馬
(Trojan)

iFrame 注入 クリック詐欺

詐欺

OI

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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16シスコ年次セキュリティ レポート（2015 年） | 1. 脅威インテリジェンス

図 11. AMER、APJC、および EMEA 全体のマルウェア遭遇のリスクが最も高い業種
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次に、地域による高リスク業種の Web マルウェア遭遇リスクを
示します。 3 つの地域が次のように定義されています。

 ► 北米、中央アメリカ、および中南米（AMER）

 ► アジア太平洋地域、中国、日本、およびインド（APJC）

 ► アフリカ、ヨーロッパ、および中東（EMEA）

シスコ セキュリティ リサーチは、全世界で最もリスクが高く、 
局所的な業種（図 11 に記載した業界を参照）を特定して、次のよ
うに断定しました。

 ► APJC の保険業界のユーザは、3 つすべての地域で見られた 
12 の業種と比較してマルウェアに遭遇する可能性が 6 倍です 
（基準となる平均：1.5）。

 ► AMER の航空業界のユーザがマルウェアに遭遇する可能性
は 5 倍です。

 ► APJC の不動産および土地管理業界のユーザ、およびこの地
域の自動車業界のユーザがマルウェアに遭遇する可能性は、
両方とも 3.5 倍です。

 ► APJC の輸送業界のユーザがマルウェアに遭遇する可能性は 
3.25 倍です。

シスコ セキュリティ リサーチは、自動車、保険、不動産および土
地管理、および輸送業界で働いているか、これらの業界を相手
にビジネスを行っている、その地域のユーザを対象にする攻撃
者にとっての原因として、土地と家屋の価格高騰、最近の自然災
害、APJC における盛んな輸出および製造業務を挙げています。 
顧客データ、知的財産（国家により対象とされるものを含む）、お
よび航空貨物データの盗難が、AMER の航空業界のユーザを対
象にする第一の動機であるようです。

地域別マルウェア遭遇率
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図 12a ～ 12c は、攻撃者がマルウェアを配布するために最も 
頻繁に使用する方法を地域別に示しています。 これらの図か 
らは、Cisco Cloud Web Security のデータに従って、Web マル
ウェアはどの業界で大発生したかと、Web 脅威種類の結果がわ
かります。

2014 年、AMER 地域（北中南米）のユーザを対象とした攻撃方
法の 1 位は悪意のあるスクリプトで、2 位は大きく引き離されて 
iframe 注入でした。 APJC 地域（アジア太平洋/日本/中国）にお
いては、昨年 1 年間、あらゆる業種のユーザを侵害するための
手段として、攻撃者は詐欺、悪意のあるスクリプト、および Web 
ベースのエクスプロイト（脆弱性攻撃）に大きく依存していまし
た。 EMEA 地域（欧州/中東/アフリカ）では、Web ベースのエクス
プロイトが多用されています。 

合計（%）攻撃方法
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13.63 %エクスプロイト

10.35 %

10.06 %
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スクリプト

トロイの木馬  

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

図 12b： 攻撃方法の分布（APJC）
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図 12c： 攻撃方法の分布（EMEA）

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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製造、産業、航空宇宙、防衛、メディアの各分野で高い価
値の知的財産を持つ有名な組織をターゲットとした攻
撃者グループの活動の特定と妨害を支援するシスコ  
セキュリティ リサーチの役割の詳細については、シスコ 
セキュリティ ブログ投稿「Threat Spotlight: Group 72 
（脅威のスポットライト：Group 72）」[英語]を参照してく
ださい。 
 

サイバー諜報活動を行うために Group 72 が使用
した遠隔管理ツール（RAT）の詳細については、投稿
「Threat Spotlight: Group 72, Opening the ZxShell 
（脅威のスポットライト：Group 72、ZxShell の起動）」 
[英語]を参照してください。

図 12a： 攻撃方法の分布（AMER）
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ユーザは依然として、おなじみのスパム戦術の犠牲になっている
ため、フィッシングは、マルウェアを配布し、資格情報を盗むため
の有益なツールであることを犯罪者に証明し続けています。 攻
撃者は、サーバを侵害するよりも、ブラウザや電子メール レベル
でユーザをエクスプロイトする方が簡単なことが多いことを認識
し始めています。これは、スパマーの技術が常に進歩し続けると
いうことです。 

スパム対策システムを通過するスパムの 99 % 以上がシステム
によって捕捉されることも、珍しいことではありません。 優れた
スパム対策システムのほとんどは、99.9 % 以上のスパムを捕捉
します。 このような環境でスパマーができることはせいぜい、ス
パム フィルタを回避することくらいです。スパムが対象ユーザ
に確実に届くようにするため、スパマーは、上記の戦術を使っ
て、IP ベースのスパム対策評価テクノロジによる検出を回避する
ことが多くなっています。 

Snowshoe スパムを例に挙げましょう。比較はわかりやすいでし
ょう。スノーシューズを履くと、重量が広い面積に分散されること
で深い雪の上を歩くことができ、装着者の足が雪に埋もれるこ
とはありません。 Snowshoe スパムは非承諾の一括電子メール
で、多数の IP アドレスを使って送信されます。1 つの IP アドレス
からのメッセージ量は少量であるため、スパム対策システムがス
パムに埋もれることはありません。 図 13 は、2013 年～ 2014 年
に Snowshoe スパムが増加したことを示しています。

シスコ セキュリティ リサーチが確認した最近の Snowshoe ス
パム攻撃では、ブリッツ（電撃攻撃）方式が使われました。 これ
は、スパム攻撃の発生時間はわずか 3 時間であるにもかかわら
ず、ある時点において、そのトラフィック量は世界中のスパム トラ
フィックの 10 % にも達することを意味します（図 14）。

シスコの研究者が調べた Snowshoe メッセージは、スパムの
標準的な特徴を示しています。 たとえば、件名行には「inovice 
2921411.pdf」などのスペルミスがあり、ランダム生成された数
字が含まれています。 添付ファイルは通常、Adobe Reader の脆
弱性を悪用するトロイの木馬が仕込まれた PDF ファイルです。

Snowshoe スパムの影響を緩和するため、セキュリティの専門
家は評価に基づいたソリューションだけに依存するわけにはい
きません。ボットネットを利用した攻撃の場合、1 つの攻撃で同
じメッセージが何百あるいは何千もの場所から送信されている
ことがあるからです。 スパムのその他の特徴（電子メール サー
バのウイルス予防策など）を調べることで、より精度の高い検出
を実現できます。 たとえばシスコ セキュリティ リサーチが確認
した攻撃では、多くの IP アドレスで送信と受信の ドメイン ネー
ム システム（NDS）が一致しませんでした。これは一般的に、メー
ル サーバが正規のサーバでないことを明確に示す証拠である
と考えられます。 

またこのような IP アドレスの多くは、Snowshoe 攻撃が始まる
前、送信電子メールの記録がありません。これは、オンライン犯
罪者が侵害されたマシンを使って、Snowshoe スパム用のイン
フラストラクチャを構築したことを意味しています。

フリーメール
送信者

0.00 %
マーケティングの
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出典：シスコ セキュリティ リサーチ

12:00:00～15:45:00
2014 年 8 月 15 日

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

Snowshoe スパムの詳細については、シスコ セキュ
リティ ブログ投稿「Snowshoe Spam Attack Comes 
and Goes in a Flurry（短時間でのSnowshoe スパム
攻撃の実行と終了）」[英語]を参照してください。

図 14： Snowshoe スパム攻撃の発生

図 13. Snowshoe 送信者からのスパムの増加

スパムの最新情報：スパマーが「Snowshoe 戦略」
を採用
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世界中のスパムの容量は増加しています。これは、スパムはオン
ライン犯罪者にとって、今でも利益が上がるベクトルであること
を示しています（図 16）。 攻撃者は受信者をだまして危険なリン
クをクリックさせるため、スパムのメッセージを改良し続けてい
ます。その際、多くの場合、ソーシャル エンジニアリング戦術が使
われます。

2014 年、米国のスパム件数はおおむね減少傾向にありました
が、それ以外の国では増加しました（図 15）。 シスコ セキュリ 
ティ リサーチは、これは悪意のあるユーザがその活動拠点を 
移している可能性があることを示していると指摘しています。  
また、一部の国のスパム件数の増加は、米国以外の地域がスパ
ムの生成に関して米国に追いつきつつあることを示している可

能性があります。米国は、長期にわたって世界中のスパムの主要
な発生源であったからです。 最終的には、米国の 2014 年のス
パム件数は増加しました。

長年にわたりオンライン犯罪者の主力製品だったスピア フィッ
シング メールは、経験豊富なエンド ユーザさえ、本当の電子メ
ールの中から偽のメールを見つけ出すことが困難になるまでに
進化しました。 巧妙な仕掛けが施されたメールを使った特定の
個人を標的とするこうしたメールは一見、既知のベンダーやユー
ザが通常メッセージを受信しているサービス プロバイダー（配
信サービス、オンライン ショッピング サイト、音楽やエンターテ
イメントのプロバイダーなど）から着信しているように見えます。 
信頼できる名前とロゴの付いた電子メールはスプーフィン 
グされている場合でも、薬剤や腕時計を押し売りする旧式のス
パム メールと比べて、影響力が大きくなります。 またメッセージ
によって、受信者にとっておなじみの操作（最近の注文に関する
通知や配達追跡番号などの確認）を求められた場合、ユーザは
電子メールに埋め込まれているリンクをうっかりクリックしてしま
うでしょう。

シスコ セキュリティ リサーチは最近、Apple 社からと称する、受
信者がモバイル iOS デバイス用の人気の高いゲームをダウン
ロードしたと主張する、スピアフィッシング メッセージを少数確
認しました。 電子メールの件名行には、ランダムに生成された受
信番号が含まれていました。正規の電子メールには通常このよ
うな番号が記されているため、一見すると、これも正規のメール
であるかのように思えます。 メールでは、ゲームをダウンロード
していない場合、ログインして、パスワードを変更するように指示
されていて、メール内のリンクをクリックすると、既知のフィッシン
グ Web サイトにリダイレクトされました。

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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図 15： 国別のスパム件数

図 16： 2014 年のスパム件数の世界的な増加

スパマーによる戦術の拡張によって、出し抜かれる消費者
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スパマーは成功の方程式（ユーザがスパム内のリンクをクリック
し、偽の製品を購入するように仕向けること）を見つけると、メッ
セージを調整して、基本的な構造は変わらないようにします。  
しかしメッセージは異なっているため、少なくとも短期間の間
は、スパム フィルタを回避することができます。 サンプル期間

中、現在の脅威軽減を回避するため、スパマーがメッセージの内
容を変更しようとした回数を表 2 に示します（シスコ リサーチャ
が集計）。 次の表に、Cisco E メール セキュリティ アプライアンス
（ESA）ルールの変更が必要な脅威を一覧表示します。

IntelliShield ID 見出し Version Urgency Credibility Severity 

Source: Cisco Security Research

24986 脅威発生アラート：偽の FedEx 出荷通知 95

30527 脅威発生アラート：悪意のある個人写真の添付 81

36121 脅威発生アラート：偽の電子決済キャンセル 80

23517 脅威発生アラート：偽の製品発注電子メール メッセージ 79

23517 脅威発生アラート：偽の請求書添付 78

27077 脅威発生アラート：偽の送金通知 78

26690 脅威発生アラート：偽の銀行送金通知 78

31819 脅威発生アラート：偽のファックス メッセージ送信の電子メール 88

表 2. 脅威の発生アラート：最も持続性が高いスパムとフィッシングの脅威

検出を回避するためのスパマーのなりすましメッセージ
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シスコ セキュリティ リサーチは最近、マルウェアや不要なアプリ
ケーションを配布するための手段として、Web ブラウザのアドオ
ンからマルバタイジング（悪意のある広告）を使用する、Web ベ
ースの脅威の詳細分析を実施しました。 この脅威には、ボット
ネットの動作によく似た明確な特徴があることがわかりました。 
2014 年 1 月 1 日～11 月 30 日まで、70 社に在席する 800,000 人
以上のユーザの動向を調査したシスコ セキュリティ リサーチの
調査では、脅威の全体サイズを測定し、その目的と構造の裏付け
を取りました。 

この分析により、このブラウザ アドオン シリーズは予想よりもは
るかに大がかりなもので、マルウェアの作成者たちは高度に洗
練され、専門家が作成したコードと高度なビジネス モデルを組
み合わせて使用し、マルウェアを長期にわたり利益が出るように
していることがわかりました。 つまり、首尾良く収益を得るため
には、ターゲットにしたホストへの完全なコントロールは必要な
いということです。 これは、対象ホストへの影響を抑え、非常に多
くの数のユーザから長期にわたり収益を得るように意図的に設
計されたマルウェアが流行するということです。

侵害されたユーザには、バンドル ソフトウェア（別のソフトウェア 
パッケージや製品と一緒に配布されるソフトウェア）のインスト
ールにより、このような悪意のあるブラウザ アドオンが、通常は
ユーザの明確な同意なしに感染します。 ユーザは信頼できない
ソースからダウンロードした PDF ツールやビデオ プレーヤーな
どのアプリケーションを、正規のものであると信じて、インストー
ルします。アプリケーションには不要なソフトウェアや悪意のある
ソフトウェアが「バンドル」されていることがあります。 マルウェア
を配布するこの方式は、PPI（Pay-Per-Install）の収益スキームに

従っています。この方式では、パブリッシャはオリジナルのアプリ
ケーションにバンドルされているソフトウェアがインストールさ
れるたびに、支払いを受けます。 

多くのユーザは本質的にアドオンを信頼するか、単に安全なもの
と考えています。マルウェアの配布に対するこの方式が悪意のあ
る攻撃者にとって都合がいいのはこのためです。 マルウェアを
配布するためにこの方法を使用すると、攻撃者の他の方法（検出
が容易と考えられるエクスプロイト キットなど）への依存度が減
少します （「Web Exploits: For Exploit Kit Authors, Holding the 
Top Spot May Not Mean You’re the Best（Web エクスプロイト：
エクスプロイト キットの作成者はトップを取ったとしても、一番
優れた作成者であるとは限らない）」[英語]の 7 ページを参照し
てください）。

シスコ セキュリティ リサーチは、このブラウザ アドオン ファミリ
ーによって生成された Web トラフィックに特定の特徴があり、 
2 つの明確なパターンによって識別できることを確認しました。 
照会文字列には通常、コード化されたデータが含まれています。
ここには、アドオン名やユーザが以前アクセスした URL（イント
ラネット リンクを含む）などの情報が抽出されます。ated. 

分析中、シスコ セキュリティ リサーチは、PassShow、Bettersurf、 
Bettermarkit など、4000 以上の異なるアドオン名と、関連する 
SHA（bee4b83970�a8346f0e791be92555702154348c14 
bd8a1048abaf5b3ca049e35167317272539fa0dece3ac1a 
6010c7a936be8cbf70c09e547e0973ef21718e5）を見つけ 
ました。 1 つのインストールで複数のアドオン名が使われること
があるため、マルウェアの追跡は非常に困難です（図 17）。

ソフトウェア バンドル アドオンアドオン

閲覧情報やその他の
情報の流出

訪問した Web ページに
広告を注入

Contains Additional
Malicious Software
追加された悪意の
あるソフトウェア
が含まれる 

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

図 17： 脅威の活動と感染のフロー

ブラウザのアドオンによるマルバタイジング：各ユ
ーザごとにわずかな損害を与えることで大きな利
益を得る
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マルウェアは OS の種類を検出して適切なエクスプロイトを供給する 

分析した悪意のあるアドオンがユーザによるブラウザの「指紋」に応じて特定の種類の広告を表示することをシスコのセキュ
リティ研究者が目撃しました。 Linux ユーザ向けに挿入される広告は、通常オンライン ゲーム サイトでした。 Microsoft IE 
をインストールしたユーザは、合法的に見えるが実際には悪意のあるソフトウェアをダウンロードするサイトに導く広告にリ
ダイレクトされました。

70 の企業のユーザ活動を 11 ヵ月分析した結果、この脅威の影
響を受けるユーザ数は増加しています。 1 月には 711 人のユー
ザが影響を受けましたが、その年の下半期には影響を受けた 
ユーザの数は 1000 を超え、9 月のピークには 1751 になりまし
た（図 18）。 9 月と 10 月に大きく増加した理由の 1 つとして、夏
季休暇から仕事に戻った従業員によるオンライン活動の増加が
考えられます。 

シスコのセキュリティ専門家の調査によって、マルウェアの活動
をサポートする複数の異なるサーバを攻撃者が利用しているこ
とがわかりました。 これは、アクティビティのセグメントの維持に
熟練した1 つのサイバー犯罪組織がこの脅威の原因であるか、
または 1 つの「テクノロジー プロバイダー」が複数のグループに
製品を販売しているかのいずれかを意味します。 このマルウェア
を広めた責任がどの組織にあるかにかかわらず、彼らは大規模
なボットネットの構築を試みているように見えます。

1 月 2014 11 月 2014

月別の影響を受けたユーザ
出典：シスコ セキュリティ リサーチ

最も影響を受ける企業70 Months11 すべてのユーザ
886,646 1751

図 18： 月別の影響を受けたユーザ数（1 月 ～ 11 月） 2014
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Source: Cisco Security Research
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シスコ セキュリティ リサーチでは、この脅威に関連して 500  
を超える固有ドメインも検出しており、そのうちの 24 ドメイン 
は Alexa の上位 100 万ドメインにランクインしています。 また、
多くが比較的ランクが高いドメインになっています（図 19）。  
これらはアクセス数の多いドメインですが、被害を受けるリスク
があることから、ユーザがアクセスするのは非常に危険であると
言えます。

一部のドメインは 1 年以上活動を続けていますが、多くの場合、
数週間などのかなり短いライフサイクルを持ちます（図 19）。  
すべてのドメインには 1 つの共通した特徴があります。非常 
に早くアクセス数が増えるのです。

pretool.net

optopti.net

tollbahsuburban.com

yardarmsweatermothy.com

unbentdilativecutpurse.com

mulctsamsaracorbel.com

couphomegame.com

coupvictory.com

couploss.com

couplose.com

10,000-1,000,000 >1,000,000<10,000

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

一意 (Unique)
ドメイン568+ 24 現在 Alexa.com

に掲載 10 過去 6 ヵ月を超えて
高いアクセス数を保持

2014 年 6 月

Alexa.com のトラフィックのランク

11 月 2014

防御および修復のための助言 

ブラウザのアドオン スキームによる 被害を受けないた
めに、または既存の感染への対策のために、ユーザは次
の項目に留意する必要があります。

 ► 信頼できる場所からアプリケーションをダウン
ロードする

 ► バンドル インストールでは、不要なソフトウェア
の選択を解除する

 ► 脅威分析、サンドボックス テクノロジー、Web 
セキュリティ テクノロジーを使用して、この種の脅威の
防御や検出に役立てる

 ► 可能であれば手動でアドオンを削除する。また、
スパイウェア対策ツールを使用して望ましくないプログ
ラムを消去する

図 19. ブラウザ アドオン スキームのマルバタイジングで使用さ
れているアクセス数の多いドメイン（Alexa による評価）
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シスコによるセキュリティ機能調査：組織はどのレ
ベルに達しているのか
企業のセキュリティ専門家は自分たちの組織のセキュリティ侵害
に対する備えをどう見ているのでしょうか。 シスコの最新のセキ
ュリティ機能のベンチマーク調査によると、その答えは組織内で
の役職や、働いている業界によって異なります。

図 20 に専門家の回答を業界および企業の規模ごとに示します。 
非コンピュータ関連の製造業および電気/水道/ガス/エネルギー
事業の回答者が、セキュリティへの関与や知識が最も高いレベ
ルにあると報告しています。

N（回答者の数） = 1738

セキュリティ機能のベンチマーク調査の回答者のプロフィール

14 %15 %
9 % 8 % 7 % 6 % 6 %

3 % 2 % 1 %

7 %

金融 政府機関非コンピュータ
関連の製造業

運輸
（乗り物）

化学技術公益/エネ
ルギー

医療 電気通信 製薬 農業 鉱業 その他

セキュリティが関
与する領域全体的なビジョ

ンと戦略の設定

83 %

ソリューション
の調査と評価

78 %

ソリューション
の実装と管理

79 %

ブランドの最終
的な推奨項目の
マーキング

21 %

81 %

要件の定義
76 %

セキュリティ担当部署
46 %

CISO 
または同等の担当者

54 %

予算の承認
66 %

大規模企業
（従業員数 1000 人以上）

52 %
中規模企業

（従業員数 250 ～ 999 人）

48 %

シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査出典：

2.シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査
組織のセキュリティの状態について、セキュリティ担当者の認識を把握するために、シスコでは、セキュ
リティ リソースや手順の規模が異なる数ヵ国の組織の最高情報セキュリティ責任者（CISO）とセキュリ
ティ担当部署マネージャに質問しました。  シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査は 2014 
年 10 月に完了し、現在実施されているセキュリティ運用とセキュリティ対策の高度化レベルについて
の洞察が得られました。

図 20. 回答者のプロフィールとセキュリティ侵害への対応
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この調査では CISO およびセキュリティ担当部署マネージャに
アンケートを行い、企業がサイバーセキュリティに費やしている
リソース、セキュリティ運用、ポリシー、手順、およびサイバーセ
キュリティ運用の高度化レベルについて調べました。 調査から
得られた良いニュースとしては、大半のセキュリティ専門家がセ
キュリティを効果的に維持するための適切なツールやプロセス
を所持していると信じていることです。 ただし、セキュリティの
状態については、CISO は明らかに同僚のセキュリティ担当部署
よりも楽観的です。 たとえば、CISOの 62 % が組織のセキュリテ
ィ プロセスは明確で十分理解しているという項目に強く同意し
ていますが、それに比べてセキュリティ担当部署マネージャでは 
48 % だけでした。 また、CISO はセキュリティ プロセスをより好
意的に見ています。 59 % がこれらのプロセスは最適なものであ
り、現在はプロセスの改善に集中しているという項目に強く同意
していますが、それに比べてセキュリティ担当部署マネージャで
は 46 % でした。

なぜ信頼度にギャップがあるのでしょうか。 それは、CISO が日
常のセキュリティ活動から遠ざかっている一方で、セキュリティ
担当部署 スタッフは大小さまざまなセキュリティ インシデント
の解決のためにより密接に作業しているという事実が原因と考
えられます。 非常に大規模な組織の CISO は、普通の日でも数
千台のマシンがマルウェアに感染していることに気づいていな
い可能性があります。一方でセキュリティ担当部署マネージャ
は、感染の軽減により多くの時間を割いているため、組織のセキ
ュリティについてより悲観的に見ています。 

それに加えて CISO は、ソーシャル メディアへのアクセスの遮断
などのポリシーを設定することで、より厳重で侵入が困難なセキ
ュリティ防御という幻想を抱いている可能性があります。 そのよ
うなチャネルを完全に遮断してしまうと、セキュリティ チームは
組織のネットワークのすぐ外側にまだ存在している脅威につい
ての知識や経験を得られない可能性があります。

組織のセキュリティ ポリシーへの信頼について回答者に尋ね 
たときに、信頼についての別のギャップが現れました。 CISO  
とセキュリティ担当部署マネージャはポリシーについては高い
信頼度を示していますが（図 21 を参照）、被害を狭めたり封じ 
込めたりする能力についてはあまり自信を持っていません 
（図 28 を参照）。 

セキュリティ管理について回答者に尋ねたときにも同様のギャ
ップが現れました。ほぼすべての回答者がセキュリティ管理は良
好だと答えていますが、約 4 分の 1 は使用しているセキュリティ 
ツールについて、「とても効果的」または「非常に効果的」ではな
く「ある程度効果的」であるに過ぎないと認識しています（図 29 
を参照）。 

セキュリティ プロセスおよびプラクティスの信頼についても業界
によって異なります。 電気/水道/ガス/エネルギー企業および電
気通信事業の CISO およびセキュリティ担当部署マネージャが
最も自信を持っている一方で、政府機関、金融サービス、製薬、お
よび医療機関はあまり自信を持っていません。 たとえば、電気通
信および電気/水道/ガス/エネルギー企業のセキュリティ担当幹
部の 62 % が、セキュリティプロセスは最適であるという項目に
強く同意していますが、それに比べて金融サービスでは 50%、政
府機関では 52 % でした。 

電気/水道/ガス/エネルギー企業および電気通信企業のセキュリ
ティ専門家は、セキュリティの実践に関して最も高度化されてい
ますが、政府機関や金融サービス会社では高度化は低くなって
います。 電気/水道/ガス/エネルギー企業は、インシデント追跡に
ついて、十分にドキュメント化されたプロセスや手順を整備して
いる傾向にあります。 ただし、これは必ずしもこれらの組織が他
の業界の組織よりも安全であるということではありません。

電気/水道/ガス/エネルギー企業および電気通信企業のセキュリティ専門家は、セキュリティの実践に関して最も高度化されていますが、政府機関や金融サービス会社
では高度化は低くなっています。 電気/水道/ガス/エネルギー企業は、インシデント追跡について、十分にドキュメント化されたプロセスや手順を整備している傾向にあります。
ただし、これは必ずしもこれらの組織が他の業界の組織よりも安全であるということではありません。

電気/水道/ガス/エネルギー企業および電気通信企業 

セキュリティ プロセスは最適なものであり、現在はプロセスの改善に集中しているという項目に強く同意している回答者の割合

54 %90 % の企業は、そのセキュリティ ポリシー、
プロセスおよび手順について自信を持っています。

しかし、54 % は、セキュリティ侵害の後に世間の
詮索にさらされました

90 %

金融政府機関

大規模企業と中規模企業の組織の間にはほとんど差がないことから、従業員の数そのものはセキュリティの高度化にほとんど
影響がないことが示されています。

62 % 52 % 50 %

出典: Cisco セキュリティ機能のベンチマーク調査

図 21. 業界と役職による主な調査結果
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https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9008LZvu&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b17&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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高度化レベルと現在のサンプルとのマッピング

シスコは、サンプルとなるセグメント化についてのいくつかのオプションを研究したうえで、セキュリティ プロセスを目的とする一連
の質問に基づいた 5 つのセグメントのソリューションを選択しました。 5 つのセグメントのソリューションは、能力熟成度モデル
統合（CMMI）に沿ってマッピングされます。

モバイル 高い（High）
レベル 5: プロセスの
改善に集中

定量的に管理
された状態 やや高い

レベル 4: プロセス
を定量的に測定お
よび管理

定義 中
レベル 3: プロセスを
組織に合わせて特徴
付け、多くの場合プ
ロアクティブ

反復可能 やや低い
レベル 2: プロセスを
プロジェクトに合わせ
て特徴付け、多くの場
合リアクティブ

Initial
レベル 1: アドホックな
プロセス、予測不可能 小（Low）

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査では、より高
度なセキュリティ態勢を整えている組織の特徴に焦点を当てて

います。 これらの特徴は次のとおりです。

 ► セキュリティを重視するエグゼクティブ リーダーシップ

 ► 明瞭かつ適切に記述されたポリシーおよび手順

 ► 連携して機能する統合されたツール

高度化された企業の回答者の 91 % が、企業の幹部はセキュリ
ティの優先度が高いと認識しているという項目に強く同意して
いる一方で、あまり高度化されていない企業では回答者の 22 % 
のみがこの項目に同意しています。 高度化された企業の回答者
の 88 % が、セキュリティ プロセスは明確で十分理解していると
いう項目に強く同意していますが、それに比べてあまり高度化さ
れていない企業の回答者では 0 % でした。

図 22. 高度化レベルと現在のサンプルとのマッピング

  レポートの共有

セキュリティの高度化の兆候

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b18&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9000LZvr&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b18&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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セキュリティ担当者を抱える組織の上層部は次のように強調します。セキュリティ リーダーシップ無くしては、プロセスの定義があいまいになり、
徹底も実施もされません。 最近注目を集めたセキュリティ侵害によって、組織はその幹部クラスにセキュリティ管理のポジションを設けるように
促されたようです。

主な結果

次の項目に強く同意している回答者の割合

セキュリティ プロセスは明確であり、
十分に理解されている

回答者の 91 % は、セキュリティの直接責任者である幹部がいると報告しています。
多く場合、これは CISO（29 %）または CSO（24 %）です。

91 %

SecOps CISO または同等の担当者

セキュリティ プロセスは最適なものであり、
現在はプロセスの改善に集中している

CISO （および同等の担当者）は、企業内のセキュリティの状態についてセキュリティ担当部署マネージャよりも楽観的であり、
これはおそらく日常の現実から離れた立場にあることが理由です。

48 %

46 %

62 %

59 %

シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査出典：

図 23. 組織内のセキュリティ リーダーシップに関する主な調査結果

図 23 は、セキュリティの直接責任者である幹部（多くの場合は 
CISO または最高セキュリティ責任者（CSO））がいると回答者の 
91 % が報告したことを示しています。 セキュリティ担当者を抱え
る組織の上層部は次のように強調します。セキュリティ リーダー
シップ無くしては、プロセスの定義があいまいになり、徹底も実
施もされません。 最近注目を集めたセキュリティ侵害によって、
組織はその幹部クラスにセキュリティ管理のポジションを設ける
ように促されたようです。

高度化された企業の回答者の 78 % は、セキュリティ テクノロジ
ーが高度に統合されていることにより連携して効果的に機能し
ているという項目に強く同意していますが、それに比べてあまり
高度化されていない企業の回答者では 17 % でした。

セキュリティ プロセスの高度化を推進する組織にとって、確保
が困難なセキュリティの才能を持った人材で大規模なチームを
組むことが必ずしも重要ではないということは嬉しいニュースで
す。 あまり高度化されていない組織においては、セキュリティ専
門家の数の中央値は 32 であり、最も高度化された組織における
セキュリティ スタッフの数の中央値もまた 32 です。 したがって、
より多くの人材を雇用することがセキュリティ プロセスの管理の
向上に直接相関しているわけではないようです。 セキュリティ担
当者の配置におけるより優れたアプローチは、社内の全従業員
数に対するセキュリティ スタッフの最適な比率を見つけ出すこ
とにあるようです。 
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セキュリティがあまり高度化されていない組織ではおおむね、幹部はセキュリティの優先順位が高いとは考えておらず、セキュリテ
ィ プロセスが明確ではないうえに十分に理解されていません。

主な結果：

次の項目に強く同意している回答者の割合

ただし、セキュリティ スタッフの数は高度化の程度に結びつきません。

セキュリティ プロセスは明確であり、十分に理解されている

セキュリティが高度化されている組織は、あまり高度化されていない組織と簡単に区別できます。

セキュリティが高度化されている セキュリティがあまり高度化されていない

セキュリティ テクノロジーは、高度に統合されていること
により連携して効果的に機能している

5 つのセグメントのそれぞれで代表される組織の
セキュリティ専門家の中央値

88 %

78 %

0 %

企業の幹部がセキュリティの優先順位が高いと考えている 91 % 22 %

17 %

小（Low） やや低い 中 やや高い 高い（High）

32 49 29 30 32

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 24. セキュリティ上の優先順位付けに関する主な調査結果

図 24 では、セキュリティがあまり高度化されていない組織では
おおむね、幹部はセキュリティの優先順位が高いとは考えておら
ず、セキュリティ プロセスが明確ではないうえによく理解されて
いないということを明らかにしています。

組織のセキュリティの高度化を国別に比較すると、さらに良いニ
ュースがあります。それは、あらゆるセグメントで多数の組織が
高度な体制を整えているということです。 ただし、一部の国の回
答者は、自分たちのセキュリティ スタンスに関して他の国の回答
者よりも肯定的な見方をしている可能性があります。 一部の国
の回答者が自信過剰な認識を抱いている理由の 1 つとして、 
文化に関する本質的な社会的価値観が挙げられます。たとえば、
肯定的な観点から自分自身を、そして自分たちの組織をアピー
ルする必要があると考える人々がいます。

自信過剰への警戒 

CISO とセキュリティ担当部署マネージャが、自分たち
のセキュリティ運用に自信を示している一方で、セキ 
ュリティ侵害を阻止するのに役に立つ標準化された 
ツールを使用していないと答えています。 次のツール
を使用しているのは、回答者の 50 % 未満です。

 ► ID の管理またはユーザ プロビジョニング
 ► パッチの適用および構成
 ► ペネトレーション テスト
 ► エンドポイント調査
 ► 脆弱性スキャン

  レポートの共有

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b19&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9001LZvT&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b19&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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組織のセキュリティ リソース 

組織は平均で、セキュリティに専念する専門家を 123 名抱えています。 政府機関はそのセキュリティ
 サービスを外部に委託する傾向があります。

セキュリティ リソースのスナップショット

はい 91%

いいえ  9 %

組織内にセキュリティ インシデ
ント対応チームがありますか。

専任のセキュリティ専門家の人数

24 %

2 %
8 % 9 %

15 % 18 %

7 %
16 %

1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-99 100-199 200+

セキュリティ関連の業務に費や
す時間の平均の割合

63 %

政府機関は、その他の業界グループよりもセキュリティ サービスを外部に委託していると言えます。

外部に委託されているセキュ
リティ サービスは何ですか。 アドバイスとコ

ンサルティング

51 %
まったくない/
すべて内部

21 %
モニタリング
42 %

監査（Audit）
41 %

インシデント対応
35 %

修復
34 %

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

セキュリティ専任の専門家の平均人数

123

図 25. 組織内の専任セキュリティ専門家の人数 
組織は平均で、セキュリティに専念する専門家を 123 名抱えています。 政府機関はそのセキュリティ サービスを外部に委託する傾向
があります。 
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回答者の 13 % が、利用しているセキュリティ脅威防御はクラウド ベースのサービスを通じて管理されていないと回答しています。
医療、金融サービスおよび製薬の各業界ではこのことは特に当てはまります。

組織が利用するセキュリティ脅威防御

ネットワーク セキュリティ、ファイアウォール/侵入防御

Web セキュリティ

電子メール/メッセージング セキュリティ

データ損失の防止

暗号化/プライバシー/データ保護

アクセス コントロール/許可

認証

モビリティ セキュリティ

安全なワイヤレス

エンドポイント保護/マルウェア対策

脆弱性スキャン

VPN

ID の管理/ユーザ プロビジョニング

セキュリティ情報およびイベント管理（SIEM）

ネットワーク調査

パッチの適用および構成

ペネトレーション テスト

DDoS 防御

エンドポイント調査

セキュリティ担当部署 CISO セキュリティ担当部署 CISO
57 % 64 %

56 % 62 %

53 % 58 %

55 % 55 % - -

52 % 55 % - -

55 % 52 %

54 % 51 %

48 % 54 %

47 % 52 %

45 % 52 %

44 % 51 %

49 % 46 %

43 % 47 %

39 % 46 %

41 % 43 %

38 % 40 %

39 % 37 %

35 % 37 %

29 % 33 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30 % 39 %

33 % 41 %

33 % 41 %

24 % 24 %

24 % 22 %

24 % 32 %

22 % 30 %

24 % 27 %

24 % 26 %

25 % 27 %

16 % 23 %

20 % 19 %

組織が利用するセ
キュリティ脅威防御

クラウド ベースのサービ
スを通じて管理する防御

n=797  n=941 n=759 n=887

セキュリティ脅威防御を利用しているセキュリティ担当の回答者、n=1646

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 27. 組織が利用するセキュリティ脅威防御
2014 年に組織はさまざまなセキュリティ脅威防御を利用しました。

回答者の約 3 分の 2 が、自分たちのセキュリティ テクノロジーは最新で、頻繁に更新していると答えています。

セキュリティ担当部署マネージャ（57 %）と比較して、特に高い割合の CISO（70 %）が、組織のインフラストラクチャは最新であると回答しています。

セキュリティ インフラストラクチャをどのように表現しますか。 基数: n=1738

電気通信企業は、セキュリティ インフラストラクチャを最新に保っている傾向が最も高いようです。

セキュリティ インフラストラクチャは最新であり、最良のテ
クノロジーが利用可能になると常に更新している64 %

定期的にセキュリティ テクノロジーを交換もしくは更新している
ものの、最新かつ最高のツールを備えてはいない33 %

セキュリティ テクノロジーが古くなったり、機能しなくなった場合にのみ、
またはまったく新しいニーズを発見した場合に、セキュリティ テクノロ
ジーを交換もしくは更新している

3 %

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 26. 組織が利用するセキュリティ テクノロジー
回答者の約 3 分の 2 が、自分たちのセキュリティ テクノロジーは最新で、頻繁に更新していると答えています。

  レポートの共有
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mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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セキュリティの実践能力に関するフィードバックを確認し、提供することを可
能にするツールを実装している 10 % 41 % 49 % 4 % 39 % 57 %

状況に応じて、価値の高い資産に対するセキュリティ管理を強化できる 10 % 43 % 47 % 3 % 38 % 59 %

脅威を検出してブロックする機能は最新に保たれている 9 % 38 % 53 % 3 % 36 % 61%

セキュリティは、組織の目標とビジネス機能に十分に統合されている 10 % 39 % 51 % 2 % 34 % 64 %

大規模企業の回答者と比較して、中規模企業の回答者は、セキュリティの実践をいつでも定期的、正式かつ戦略的
に確認し、改善しているという項目に強く同意しています。

組織は、組織のセキュリティ ポリシーを信頼している一方で、侵害を調査し、封じ込める能力については明らかに低い信頼度を示しています。

SecOps CISO

同意しない/同意する/強く同意する

情報資産はインベントリ管理され、明確に分類されている 11 % 40 % 49 % 4 % 38 % 58 %

HR セキュリティを極めて良好に管理している 9 % 45 % 46 % 4 % 36 % 60 %

組織内のコンピュータ設備は十分に保護されている 10 % 39 % 51 % 4 % 34 % 62 %

システムとネットワークの技術的なセキュリティ管理は十分に保護されている 6 % 41 % 53 % 3 % 31 % 66 %
ネットワーク、システム、アプリケーション、機能およびデータに対するアクセ
ス権は適切に管理されている

8 % 35 % 57 % 4 % 32 % 64 %

システムとアプリケーションへのセキュリティの構築は良好である 10 % 38 % 52 % 4 % 32 % 64 %
システムの取得、開発および保守のための手順へのセキュリティの構
築は良好である

9 % 41 % 50 % 4 % 35 % 61 %

セキュリティ ポリシー  n=797n=1738  n=941

セキュリティ担当部署 CISO

セキュリティの実践をいつでも定期的、正式かつ戦略的に確認し、改善している 7 % 42 % 51 % 3 % 36 % 61 %

セキュリティ インシデントを日常的かつ体系的に調査している 11 % 40 % 49 % 3 % 37 % 60 %

ネットワーク上の接続動作を定期的に確認し、セキュリティ対策を意図し
たとおりに機能させている

8 % 39 % 53 % 4 % 33 % 63 %

セキュリティ テクノロジーは、高度に統合されていることにより連携して
効果的に機能している

9 % 40 % 51 % 3 % 37 % 60 %

容易に侵害の範囲を調査して封じ込め、弱点を修正できる 15 % 44 % 41 % 8 % 42 % 50 %

セキュリティ組織  n=797n=1738  n=941

同意しない/同意する/強く同意する同意しない/同意する/強く同意する

同意しない/同意する/強く同意する

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 28. 組織のセキュリティ ポリシーおよび被害を最小限に抑える能力に対する信頼レベル
組織のセキュリティ ポリシーについて信頼している一方で、被害範囲を隔離し、最小限に抑える能力については 
明らかに低い信頼度を示しています。

組織のセキュリティ ポリシー、手順、および運用

組織のセキュリティ ポリシーについての信頼度

組織が被害を最小限に抑える能力についての信頼度
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輸送業界のセキュリティ専門家は、既知のセキュリティに対する脅威の検出と保護について、組織の能力にはあまり自信を
持っていないと答えています。

セキュリティ専門家が、自分たちの組織は優れたセキュリティ管理を行っていると信じている一方で、4 分の 1 の回答者はセキュリティ 
ツールはある程度しか効果がないと認識しています。

SecOps CISO

標準化されたインシデント対応方法に準じている。たとえば、RFC2350、
ISO/IEC 27035:2011、U.S. 認定

15 % 42 % 43 % 6 % 40 % 54 %

受信したインシデント レポートの解釈と優先順位付け、およびその把握の
ための効果的なプロセスがある

11 % 46 % 43 % 4 % 39 % 57 %

実際に発生したセキュリティ インシデントを検証するための優れたシステムがある 11 % 41 % 48 % 4 % 36 % 60 %

インシデントに関連する情報を分類するための優れたシステムがある 10 % 43 % 47 % 4 % 37 % 59 %

セキュリティ インシデントについて、円滑に利害関係者に通知し、コラボレーション
を行うことができる

10 % 46 % 44 % 3 % 40 % 57 %

インシデント対応および追跡について、十分にドキュメント化されたプロセス
と手順が整備されている

9 % 40 % 51 % 4 % 35 % 61 %

サイバー リスク アセスメントがリスク アセスメント プロセス全体の中に常態
として組み込まれている

10 % 37 % 53 % 4 % 36 % 60 %

 n=797  n=941

電気/水道/ガス/エネルギー企業の回答者は、その他のすべての産業の専門家に比べて、著しく多数が「インシデント対応および
追跡について、十分にドキュメント化されたプロセスと手順が整備されている」という項目に強く同意しています。

SecOps CISO n=797

31 %

31 %

28 %

30 %

33 %

44 %

45 %

46 %

44 %

44 %

18 %

19 %

21 %

20 %

18 %

22 %

23 %

21 %

24 %

27 %

51 %

55 %

54 %

53 %

52 %

25 %

21 %

24 %

22 %

20 %

 n=941

セキュリティ管理 n=1738

同意しない/同意する/強く同意する 同意しない/同意する/強く同意する

セキュリティ ツールの有効性 n=1738

有効性がまった
くないまたはあ
まり高くない

有効性がまった
くないまたはあ
まり高くない

ある程度有効 ある程度有効極めて
有効

極めて
有効

非常に有効性
が高い

非常に有効性
が高い

潜在的なセキュリティ リスクへのアクセスを可能にする

セキュリティ ポリシーの施行を可能にする

既知のセキュリティに対する脅威をブロックする

ネットワーク異常を検出し、適応型脅威における
変化から動的に保護する

侵害の範囲を判定して封じ込め、さらなる弱点を
修復する

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 29. 企業のセキュリティ管理と組織のセキュリティ ツールについての回答者の認識
セキュリティ専門家が、自分たちの組織は優れたセキュリティ管理を行っていると信じている一方で、4 分の 1 の回答者はセキュリティ 
ツールはある程度しか効果がないと認識しています。

  レポートの共有

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b21&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9006LZvi&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
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mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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CISO およびセキュリティ担当部署の回答は、悪意のあるソフトウェアの通信の停止を除いて一致しています。

ファイアウォールのログには通常品質の高いデータや情報のコンテキストが含まれていないにもかかわらず、セキュリティ専門家は被害
を分析するためにファイアウォールのログを最もよく使用しています。 侵害をより深く分析するためには、セキュリティ専門家は定期的に 
IDS/IPS ログを確認する必要があります。

セキュリティ担当部署 CISO

ファイアウォール ログ 59 % 62 %

システム ログ分析 58 % 60 %

マルウェアまたはファイルの回帰分析 51 % 58 %

ネットワーク フロー分析 51 % 54 %

レジストリ分析 48 % 51 %

フル パケット キャプチャ分析 44 % 48 %

相互に関連するイベント/ログの分析 40 % 44 %

メモリ調査 39 % 43 %

ディスク調査 38 % 41 %

侵入の痕跡（IOC）の検出 38 % 38 %

外部（またはサードパーティ）のインシデント対応/分析チーム 36 % 38 %

侵害を受けたシステムの分析プロセス
 n=797  n=941

セキュリティ担当部署 CISO
 n=797  n=941

セキュリティ インシデントの
原因を排除するためのプロセス

55 % 60 %悪意のあるアプリケーションの検疫または削除

55 % 56 %根本原因分析

51 % 55 %悪意のあるソフトウェアの通信の停止 

51 % 53 %監視の強化 

50 % 51 %ポリシーのアップデート

47 % 49 %侵害を受けたアプリケーションの通信の停止

46 % 48 %長期的な修復の開発 

43 % 47 %前の状態へのシステムの再イメージ化

政府機関の回答者は、その他のほとんどの業界の回答者よりも、侵害を受けたシステムの分析に多くのプロセスを利用すると
回答する傾向があります。

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 30. 被害を受けたシステムの分析およびセキュリティ インシデントの原因の排除に使用するプロセス
ファイアウォールのログには通常品質の高いデータや情報のコンテキストが含まれていないにもかかわらず、セキュリティ担当者は被
害を分析するためにファイアウォールのログを最もよく使用しています。 より良い被害の分析のためには、セキュリティ担当者は IDS や 
IPS のログ、プロキシ、ホストベースの侵入防御システム（HIPS）、アプリケーションのログ、NetFlow を定期的に確認する必要があります。

被害の分析に使用するツールのリストの中で「相互に関連するイベント/ログの分析」が低かったことも驚きです。セキュリティ イベント
のより詳細な分析に役立つデータの関連付けやデータ ソースのリンクを回答者は行っていないことを意味している可能性があります。
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政府機関は、他の業界と比較して、より多くの構成グループを伴う、明確に定義された通知プロセス
を用意している傾向が特に顕著です。

セキュリティ運用の専門家に比べて、より多くの CISO が、インシデント後の追加管理を実施していると回答しています。

セキュリティ担当部署 CISO

インシデント後に特定された弱点に基づいて、追加のまたは新規の検出および管理を実施している 55 % 65 %

脆弱性を持つと見なされたアプリケーションにパッチを適用し、更新している 59 % 60 %

インシデント前のバックアップから復旧している 53 % 60 %

差分復旧 53 % 58 %

ゴールド イメージ復旧 33 % 36 %

影響を受けたシステムの復旧のプロセス 
 n=797  n=941

セキュリティ担当部署 CISO
 n=797  n=941

電気通信および電気/水道/ガス/エネルギー企業の回答者は、他の業界よりもゴールド イメージ
復旧を利用していると回答しています。

インシデントの際に通知を受けるグループ 

一般業務 44 % 48 %

テクノロジー 技術パートナー 42 % 47 %

エンジニアリング 38 % 37 %

業種：人材業 37 % 35 %

法律 37 % 35 %

全従業員 38 % 33 %

製造 31 % 36 %

ビジネス パートナー 31 % 33 %

マーケティング 30 % 31 %

広報対応 30 % 27 %

外部機関 25 % 20 %

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 31. インシデント後の管理についての CISO とセキュリティ担当部署の回答
インシデント後の追加管理の実施については、セキュリティ運用の専門家よりも CISO の方が多く実施していると回答しています。

図 32. セキュリティ インシデントの通知先
運用スタッフと技術パートナーが、より正式なプロセスを介したセキュリティ インシデントの通知先として最も多くなっています。
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セグメントの分布は国によって異なりますが、より成熟したセグメントがすべての国で多数を占めます。

セグメントの規模

米国 ブラジル ドイツ イタリア 英国

オーストラリア 中国 インド 日本

（平均の合計）

(12 %) (4 %)高い (38 %) やや高い (27 %) 中 (22 %) やや低い 小（Low）

24 %

40 %

14 %

15 %
7 %

30 %

35 %

19 %

7 %
9 %

36 %

29 %

32 %

3 %

54 %

16 %

20 %

3 %
7 %

41 %

18 %

25 %

8 %
8 %

38 %

25 %

13 %

23 %
1 %

43 %

25 %

57 %

7 %
1 %

44 %

16 %

27 %

10 %
3 %

34 %

35 %

24 %

5 %
2 %

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

組織のセキュリティの高度化 
ほとんどの企業がより高度なセキュリティ プロファイルに適合しており、これはすべての国および業種に当てはまります。

セグメントの規模セグメントは、セキュリティの優先順位に関する高度
化のレベルの上昇と、それがどのようにプロセスと
手順に変換されるかを反映しています。 39 %

23 %

26 %

8 %

4 %

高い（High）

やや高い

中

やや低い

小（Low）

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

図 33. セキュリティ プロセスの高度化
ほとんどの企業がより高度なセキュリティ プロファイルに適合しています。 これはすべての国（図 34）のすべての業界（図 35）に当て
はまります。

図 34. 国別セキュリティ プロセスの高度化
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https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b22&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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電気通信および電気/水道/ガス/エネルギー組織の約半数が、極めて高度化されたセキュリティ セグメントに分類されます。 

セグメントの規模 （平均の合計）

化学技術 金融 官公庁 医療 非コンピュータ関連の
製造業 

製薬 電気通信 運輸（乗り物） 電気/水道/ガス/
エネルギー企業

(39 %) (27 %) (24 %) (13 %) (4 %)高い やや高い 中 やや低い 低い

47 %

25 %

26 %

1 %1 %

47 %

22 %

20 %

6 % 5 %
31 %

32 %

23 %

9 %
5 %

35 %

25 %

25 %

13 %
2 %

43 %

28 %
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43 %

23 %

26 %

5 %3 %

43 %

21 %

22 %

5 %
9 %

25 %

35 %

28 %

9 %
3 %

39 %

20 %

25 %

11 %
5 %

セキュリティ機能のベンチマーク調査出典：Cisco 

図 35. 業界別セキュリティ プロセスの高度化
電気通信および電気/水道/ガス/エネルギー企業の約半数が、極めて高度化されたセキュリティ セグメントに分類されます。
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大規模企業はほとんどのリソース（最新テクノロジーを購入する
ための予算と、そのテクノロジーを管理する技能を持ったスタッ
フ）を利用することができるため、セキュリティの管理に成功して
いることが想定されます。 大きめの中規模企業（調査目的のた
め、従業員数 500 ～ 999 人の企業として定義）の場合、大規模企
業（従業員数 1000 人以上）と比べて、セキュリティ インシデント
への対応準備という点で後れを取っていると想定されます。 しか
し、シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査によると、
大きめの中規模企業は多くの分野のセキュリティ対応準備とい
う点で大規模企業と酷似しているだけでなく、多くの場合、大規
模企業よりも高く評価されています。これはおそらく、組織の柔軟
性と俊敏性が優れているためでしょう。

調査によると、実際、大きめの中規模企業は極めて高度化され
たセキュリティ体制を備えていることが多いことがわかりました。 
図 36 に示すように、小さめの中規模企業（従業員数 250 ～  

499 人）や大規模企業（従業員数 1000 人以上）と比べて、大き
めの中規模企業は高度化のレベルが中の上から上にランクされ
ている数が圧倒的に多いことがわかります。

中規模企業は景気回復の推進力であるため、中規模企業に関す
るこれらの傾向は、前途有望な情報です。

中規模企業とそのセキュリティ対応準備に関するベンチマーク
調査から判明した主な調査結果は次のとおりです。

 ► 92 % の中規模企業は内部にインシデント対応チームを抱え
ています。一方、大規模企業の場合は 93 % です。

 ► 94 % の中規模企業にはセキュリティの直接責任者である幹
部がいます。一方、大規模企業の場合は 92 % です。

大規模企業と中規模企業はそのセキュリティ体制において、高レベルの高度化を示しています。

セグメントは、組織内のセキュリティの優先順位に関する高度化のレベルの上昇と、それがどのようにプロセスと手順に変換されるかを反映しています。

少なくとも 60 % は、より高度なセキュリティ プロファイルに適合しています。

小規模企業および大規模企業と比較して、中規模企業の大部分は、やや高いレベルと高いレベルに位置しています。

中規模企業 企業小規模企業

高い (High) やや高い 中 やや低い 小 (Low)

23 %

37 %
5 % 

32 %

3 %
23 %

44 %

4 %

25 %

4 %
23 %

38 %

11 %

24 %

4 %

出典：シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査

セキュリティへの準備状況に関して準備が十分として分類される
中規模企業

図 36. 大きめの中規模企業のセキュリティ体制に関する高度化レベル

  レポートの共有

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b23&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9002LZvo&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b23&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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CISO やセキュリティ リーダーは地理的/政治的条件のダイナミ
クスに注意を払うことを常に考えているわけではないかもしれ
ませんが、実際には注意を払う必要があります。特に、多国籍組
織で働いている場合はなおさらです。 地理的/政治的条件で起こ
ることは、グローバル サプライ チェーンや、さまざまな国におけ
る顧客データと従業員データの企業内の管理方法に直接影響を
与えたり、法律や規則に関するコストの増加、機密情報の盗難リ
スク、物理的リスク、企業イメージの低下リスクの発生などを招く
ことがあります。

サイバー犯罪は世界中、特にガバナンスの弱い領域で盛んに行
われています。 長い間、組織犯罪の温床であった東ヨーロッパ
はその一例です。 ガバナンスの弱い地域では、政府の諜報機関
とサイバー犯罪に関与する組織グループ間の強力な結び付きの
証拠が見つかることも珍しくありません。 

米国の 行政機関によると、米国の資産をターゲットとした特に目
を引く最近の攻撃は、このような地域から実行されている可能性
が高いとのことです。 一部の攻撃は利益を目的としたものでは
なく、政治上の動機を背景とした行動や、情報収集やインフラス
トラクチャへの侵入を目的としています。7 これは、その活動が国
から資金提供を受けていることや、高度なサイバー犯罪組織によ
って画策されたことを示している可能性があります。 

法整備と規制により、サイバー ガバナンスの実装を強化しようと
調整する政府の数が増加しています。 たとえば中国では、中国
共産党（CCP）第 18 期委員会第 4 回全体会議で、「法の支配」を
議題として掲げました。8 北京は不正の根絶と企業および政府内
での法律の施行に全力を挙げています。 このような運動によっ
て、サイバー犯罪者を追跡するための法律の施行や国際的な取
り組みが強化され、犯罪者が身を隠すことが難しくなる可能性が
あります。 

インターネットを悪用する多国籍テロリスト グループ 
いわゆるイスラム国（ISIS または ISIL とも呼ばれています）など
の多国籍テロリスト グループの出現も、監視すべきもう 1 つの
地理的/政治的条件のトレンドです。 ISIS などのグループは重大
なサイバー犯罪活動に関与していないように見えますが、実際
はメンバーを勧誘するため、インターネット、つまりソーシャル 
メディアに大きく依存しています。 現在のところ、主要な多国籍
テロリスト グループは従来型の資金調達活動（強奪、人身売買、
石油など）によって十分な資金を得ているようです。 しかしこうし
た組織が増大するにつれて、世界中の活動に資金を提供するた
めの方法として、サイバー犯罪に目を向ける可能性があります。 
また、既に地盤を固めたグループほどの資金を確保していない、
誕生したばかりのテロリスト組織が、拡大するための早道として
サイバー犯罪を研究する可能性もあります。

シスコのブログ投稿「Cupcakes and Cyberespionage 
（カップケーキとサイバー諜報活動）」[英語]を参照し
て、サイバー諜報活動に対抗するために推奨される新
しいアプローチを確認してください。 

3. 地理的/政治的条件および業界のトレンド
シスコのセキュリティ、地理的/政治的条件、およびポリシーのエキスパートにより、組織（特に多国籍
企業）が監視する必要がある現在および最新の地理的/政治的条件のトレンドが明らかにされまし
た。 エキスパートはまた、データの支配権、データのローカリゼーション、暗号化、およびデータの互
換性に関連する、世界中の最近および近未来の開発についても調査しました。

ガバナンスの弱い領域でのサイバー犯罪

http://blogs.cisco.com/security/cupcakes-and-cyber-espionage
http://blogs.cisco.com/security/cupcakes-and-cyber-espionage
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米国政府の監視範囲の逸脱、 データの支配権（データはその 
データが存在する国の管轄下に入るものであり、そのデータへ
の一方的なアクセスを求める外国の政府や裁判所の管轄下に
はないという概念）、およびデータのローカリゼーション（データ
は特定の場所に保存しなければならないという政府による義務
化）に関するエドワード・スノーデンの主張は決定的な問題にな
りました。

一部の国では、外国政府が自国の市民のデータにアクセスでき
ないようにするための手段として、データをローカライズする能
力を求め始めています。 このような国では、データを自国内にと
どめるか、あるいは特定の方法で配信しなければならないとい
う要件、そして企業は国内で製造した装置を使用しなければな
らないという要件を策定しています。

一例として、ブラジルでは最近、「企業（法律の対象となる）による
ユーザの個人情報、通信、および特定のオンライン ログ データ
の共有を大幅に制限するプライバシー要件を含む」法律を施行
しました。9 一方ロシアは最近、ロシア国民の個人データ（インタ
ーネット データを含む）を処理するすべてのデータ事業者がそ
のデータのコピーをロシア国内のサーバまたはデータベースに
保持しなければならないようにするため、データ保護および情
報に関する法律を修正しました。この法律は 2015 年に施行され
る予定です。10 

データのローカリゼーションを義務づける（相互運用できないよ
うに法律を策定した）国々で発生するマイナス面の結果は、多国
籍企業が、法的要件に違反する可能性があるということです。 デ
ータの作成、保持、または破棄に関して、ある国の要求に従うと、
別の国の法律に違反する可能性があります。

法律上の義務の競合が発生する可能性を別にしても、データの
ローカリゼーション要件では、国境をまたぐデータの流通が制限
される可能性があります。 これにより、混乱が生じたり、ネットワ

ークの管理に関する重大な課題に直面する可能性があります。 
また、サプライ チェーンに関する問題もあります。グローバル  
サプライ チェーン企業の多くは、世界中のすべてのパート 
ナーと接続するために、クラウドベースのテクノロジーを採用し
ています。 データのローカリゼーションはこのようなビジネス ネ
ットワークでのデータ交換を遅らせたり、妨げたりする可能性が
あり、サイバー犯罪活動を監視する国際的な活動を妨げる可能
性もあります。

さらに、一部の国が国産のテクノロジーだけを使用したり、国民
のデータを処理できる担当者に関して大幅な制限を課したりす
ることを選択するにつれて、他国の有能な人材を排除する可能
性や、新しいアイディアの相互交流によって生まれるイノベーシ
ョンの喪失というリスクまで考えられます。

テクノロジー関連の米国の一部のトップ企業は、エンドツーエン
ドの暗号化を使用することが、ボーダレス インターネットを移動
する際にデータが保護されているかという顧客の懸念を払拭す
る方法になるのではないかと期待しています。 米国の 政府はし
かし、このような暗号化を行うと、国民を保護する能力が失われ
るいう懸念を示しました。 米国の国家安全保障局と同様、英国を
代表する無線諜報組織である GCHQ の新局長は、 ソーシャル 
メディア テクノロジーの大企業が、テロリスト達が世界中に暗号
化された通信を送信できるようにすることで、 テロリスト達の活
動を支援しているとさえ示唆しました。11 

このような批判にもかかわらず、テクノロジー企業は、政府が公
共の安全と国家のセキュリティへの脅威から保護すると同時に、
言論の自由と安全なコマースを可能にすることの重要性を効果
的に反映したポリシーを採用するまで、顧客の信頼の回復を目
的として、テクノロジー重視の方策の開発と適用を続けていくと
考えられます。 

さまざまな国々、政府、および国民が自身とそのデータが保護さ
れているということを確信するためには、テクノロジー製品への
信頼、およびその製品を開発している企業への信頼は、大きな役
割を果たすでしょう。 今年初め、シスコのシニア バイス プレジデ
ント、相談役兼セクレタリである Mark Chandler はシスコのブロ
グに次のように投稿しています。「こうした問題に真摯に取り組む
ことによって自信を得ることができます。最も重要なことは、その
結果、インターネットの次世代の展望が開けることです。その世
界では、ユーザやデバイスを接続することで、世界のすべての人
々が自由になり、繁栄し、チャンスを得られる可能性が大きく広が
ります。」12

データの支配権、データのローカリゼーション、 
および暗号化に関する困難な課題 

アクセス

データの支配権

データのローカリゼーション

データの暗号化

図 37. データの支配権、ローカリゼーション、暗号化のバランス
を取るという困難な課題
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データ プライバシーに関する個人または組織の意識は、世界 
のどこに住んでいるかやどこで働いているかによって大きく異な
ります。 このような多様な考え方は、政府がデータ プライバシー
をどのように規制するか、そしてこのような規制が相互に食い 
違っている場合に企業がどのようにビジネスを遂行するかに影
響を与えます。 『Data Protection Heat Index Survey Report 
（データ保護体感温度調査報告）』（シスコ後援、Cloud Security 
Alliance 作成）では、自国外にあるデータや、ビジネスを遂行して
いる国の外にいる個人に属するデータを使用して事業を行う企
業が直面している課題の一部について詳細に説明しています。

データ プライバシーの互換性に関する関心事項（つまりデータ 
プライバシーに対する一貫性のあるグローバルなアプローチを
作成すること）は、クラウド サービスの増加により、緊急性が高ま
っています。たとえば、米国に本社を置く企業がインドの会社か
らクラウド ストレージを購入し、そのクラウドをドイツ在住の顧
客のデータを保存するために使用した場合、どの地域またはど
の国のプライバシー関連法規が適用されるのでしょうか。 

データ プライバシーの互換性に関するその他の推進要因は、 
Internet of Things（IoT; モノのインターネット）とビッグ データ 
です。 企業がデバイスを相互に接続する新しい方法を検討し、
大容量データセットを使ってビジネスに関する意思決定を下す
場合、こうしたデータを世界的な規模でどのように扱うかに関し
て、構造とルールが必要になります。

地域や複数の国をまたいでデータ プライバシーの要件を調和
させることを目的に、さまざまな取り組みが実行されています。 
たとえば、欧州連合の規制は現在、既存のデータ保護フレーム
ワーク（General Data Protection Regulation（一般データ保護規
則））を更新し、データ保護規制の調和を求めるよう策定されて
います。 データ プライバシーとデータの支配権の法律に関する
合意を実現するための取り組みが高まっています。 調和が強化
されることは歓迎すべきことですが、最終的な文面は結果重視
であること、他の地域との相互運用が可能であること、および新
しいテクノロジーの現実に照らして適切であることも重要です。 
アジア太平洋地域は、アジア太平洋経済協力会議（APEC）にお
いて Cross-Border Privacy Enforcement Arrangement（プライ
バシー関連法規の国際執行のための協力取り決め）を策定しま
した。これは、ローカルな経済圏におけるデータ共有を促進する
ものです。 国境と地域の境界の両方をまたいでデータが自由に
流通するオープンなインターネットを促進するような、世界的に
認められた規格によって支えられた、データ プライバシーとセキ
ュリティに関する互換性のある管理体制を作り上げるというより
大きな目的を果たすため、複数の政府がより多くの国際的な作
業を行う必要があります。

国や地域がデータ プライバシーに対するそれぞれのアプローチ
を明確にすることにより、企業はプライバシーに対する一貫した
方式をグローバルに適用することが容易になります。また、より
効果的な「設計によるプライバシー」フレームワークを実装し、プ
ライバシー機能が最初から製品やサービスに組み込まれるよう
にすることができます。 明確で一貫性のあるプライバシー規制フ
レームワークが設定されると、企業はどのようなサービスを展開
している場合でも、プライバシー要件を満たし、さらには越えるこ
とができるようになります。これにより、革新的な製品開発やデー
タ使用が促進されます。

データ プライバシーの互換性

ビッグ データ

Internet of Things

クラウド共有 消費者の期待規制当局の期待

図 38. さまざまな規制当局および消費者の期待への対応

https://cloudsecurityalliance.org/download/data-protection-heat-index-survey-report/
https://cloudsecurityalliance.org/download/data-protection-heat-index-survey-report/
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データ プライバシー：共通認識
北米、欧州連合、およびアジア太平洋地域の世界的なプライバ 
シーのエキスパートに対して、各地域におけるデータ規制、政府
の取り組み、ユーザの満足度、およびセキュリティ規格に関する
データ保護調査が実施されました。 回答では、データ プライバ
シーの意味の回答者による理解、およびプライバシーのグロー
バル規格の価値に関して、高いレベルで一貫していることが示さ
れました。

 ► データの所在と支配権：回答者は、ほとんどの国で個人データ
と個人の特定が可能なデータ（PII）を内部に保持する必要が
あるデータと識別しました。 

 ► 合法的傍受：回答者は、いつどのような場合にデータを傍受し
てもよいか（たとえば犯罪捜査に必要な場合など）に関して、
共通した解釈を示しました。

 ► ユーザの同意：消費者プライバシー権利法は存在すべきもの
であり、それは地域的なものではなく、本来グローバルなもの
であるということに 73 % の回答者が同意しました。 このよう
な法案の策定には国際連合が積極的な役割を果たすべきで
あると、65 % の回答者が回答しました。

 ► プライバシーの原則：経済開発協力機構のプライバシーの 
原則により、データの調和は促進されるか、それとも緊張が高
まるかという質問がありました。 調査対象のデータ プライバ
シーのエキスパートのほとんどは、このような原則の適用に賛
意を示しました。

つまりこのデータ プライバシーの調査では、多くのエキスパート
が基本的なプライバシーの原則において意見が一致しており、こ
の原則がグローバルに適用および規格化された場合、ビジネス
の障害ではなく成功要因になり得ると考えていることがわかりま
した。 この結果には、データ プライバシーのエキスパートが、新
しいテクノロジー ソリューションに対して、プライバシー要件に
対応するようにこれらのソリューションを変更するのではなく、プ
ライバシーの原則を「焼き入れる」ということに共通して興味を
示していることも示されています。 ただし、現在のプライバシー
規制フレームワークは比較的初期段階のもので、急速に進化し
ています。 

調和のレベルが高まれば、企業と個人ユーザはメリットを得るこ
とになるでしょう。 しかし、業界内全体でプライバシー フレーム
ワークの不調和が続けば、企業はプライバシーとデータ保護の
問題を慎重に検討し、顧客と規制の多様な要求に合わせて、自
社のサービスやプロセスを積極的に適合させなければならなく
なります。

データ保護問題の詳細については、シスコ セキュリテ
ィ ブログ投稿「Data Protection in the Balance̶EU 
Citizen Protection and Innovation（バランスが取れ 
たデータ保護̶EU 市民の保護とイノベーション）」 
[英語]を参照してください。

http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
http://blogs.cisco.com/gov/data-protection-in-the-balance-eu-citizen-protection-and-innovation
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CISO やその他のセキュリティの専門家は、ネットワーク情報や
サービスへのアクセスに関する複雑な課題に直面しています。 
モビリティおよび個人所有デバイス持ち込み（BYOD）に向かうト
レンドのおかげで、これらの専門家は、位置やネットワークへの 
接続方法に関係なく、従業員が企業のリソースに確実にアクセス
できるようにする必要があります。 

またセキュリティの専門家は、無許可のユーザや不正な攻撃 
からネットワークを保護することも必要です。またその際、正規
ユーザのアクセスを妨げないようにする必要があります。 たとえ
ば、バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）は、ネットワー
ク アクセス コントロールを提供するための標準ソリューション
として使用されます。 しかし、一部の VPN では、ユーザによる複
雑なログイン手順と特殊なソフトウェアが必要とされるために、
ネットワークにアクセスできる時間と方法が制限されます。 また
多くの VPN は、だれがどこからネットワークにアクセスしている
かを IT 部門が突き止めるために役に立たないうえ、使われてい
るデバイスを特定することもできません。 VPN は進化し、可視性
が向上しています。同時に、エンドポイントのセキュリティが向上
するように、より透過性の高いユーザ エクスペリエンスを提供し
ています。

ネットワーク アクセス コントロール（NAC）は、基本的なセキュ
リティ保護から離れ、より高度なエンドポイントの可視性、アクセ
ス、およびセキュリティ（EVAS）コントロールを提供するように進
化しています。 従来の NAC テクノロジーとは異なり、EVAS はよ
り詳細な情報（ユーザ ロールに関する情報、位置、ビジネス プロ
セスに関する考慮事項、リスク管理など）を使って、アクセス ポリ
シーを実施します。 EVAS コントロールでは、コンピュータ以外
へのアクセス付与も可能なため、ネットワーク管理者はモバイル
や IoT デバイスを介したアクセスを提供できます。 

EVAS を使用すると、Network-as-a-Sensor アプローチを使用
してセキュリティを実施するため、ネットワーク サービスに接続
する前に、リモート デバイス（VPN）からであっても、あるいは社
外秘のリソース プールにわたるネットワークの内部自体からで
も、拡張ネットワーク全体を介したアクセスを提供または停止す
ることができます。 EVAS を使用することで、組織はエンドポイン
トとネットワークの攻撃対象領域の削減、攻撃の規模と範囲の制
限、問題解決プロセスの修正、さらには攻撃発生後のネットワー
クの堅牢化を行うことさえできます。

EVAS ソリューションと、このソリューションによる組
織のセキュリティの改善方法の詳細については、シス
コ セキュリティ ブログ投稿「New White Paper from 
Enterprise Strategy Group on the Evolution of and 
Need for Secure Network Access（セキュアなネット
ワーク アクセスの進化と必要性に関する Enterprise 
Strategy Group による新しいホワイト ペーパー）」 
[英語]を参照してください。

セキュア アクセス：ネットワークにアクセスしてい
る人、時間、方法についての理解

4. サイバーセキュリティに対する考え方の変化 
（ユーザから役員まですべてのレベルで）
シスコのセキュリティ エキスパートは、組織のセキュリティを本当に強化できるように、今こそ、企業
がサイバーセキュリティへの取り組みを見直すときだと提言しています。 戦略には、人材、プロセス、
およびテクノロジーの連携を支援する新しいアプローチの検討、会社の役員会レベルでのセキュリテ
ィの検討、エンドポイントと攻撃対象領域を削減することが可能な、より高度なセキュリティ管理の採
用、そして攻撃後のネットワークの堅牢化などが含まれます。 

http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
http://blogs.cisco.com/security/new-white-paper-from-enterprise-strategy-group-on-the-evolution-of-and-need-for-secure-network-access
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攻撃を受ける前に、EVAS は以下のことができます。
 ► 危険を含む資産の特定。 ネットワークに接続されているすべ
ての資産を常時監視して、非準拠ユーザ、デバイス、アプリケー
ションを特定し、その情報をサードパーティの脆弱性評価ツー
ルに関連付けます。

 ► リスク低減の向上。 他のセキュリティおよびネットワーク ア 
プリケーションと共有できる実用的な情報を収集して、ワーク
フローの向上、運用の合理化、修復操作の優先順位付けを行
います。

 ► 詳細なネットワーク アクセス ポリシーの実施。 詳細なポリシー
実施を目的としたコンテキスト情報を提供し、機密の情報、資
産、ネットワーク セグメントへのアクセスを制限します。

攻撃にさらされているとき、EVAS は以下のことができます。
 ► ネットワークベースの高度な脅威防御システムとの統合。  
悪意のあるアクティビティを一定時間検出した場合、攻撃対象
のデータのエンドポイント接続、構成および動作パターンを関
連付けることを目的とした情報を共有します。

 ► 侵害を受けたシステムからの「キル チェーン」手法のブロック。 
侵害を受けたシステムが、ポリシーによって制御された非認証
ネットワーク資産にアクセスして、資格情報の盗難、権限のエ
スカレーション、および貴重なデータの流出を行わないように
するため、水平方向の攻撃動作を制限します。

 ► 攻撃範囲の制限。 異常な動作を示すシステムを制限して隔離
します。 

攻撃を検出した後、EVAS は以下のことができます。
 ► 脆弱性に関するエンドポイント プロファイルの評価。 EVAS デ
ータベースからの情報を脆弱性分析ツールと共有します。 
これは、IT 運用担当者が修正の優先度を決定するのに役 
立ちます。

 ► 侵害を受けたシステムの修正。 セキュリティ情報およびイベン
ト管理（SIEM）システムとエンドポイント セキュリティ システ
ムと統合した場合、EVAS では自動的に修正し、進捗状況を監
視することができます。

 ► アクセス ポリシーとセキュリティ管理の微調整。 ネットワーキン
グ機器およびセキュリティ装置と連携して、アプリケーション ト
ラフィックのセグメント化、新しいファイアウォール ルールや 
IPS シグニチャの追加を行います。

非常に複雑な過去のネットワーク アクセス コントロールとは異
なり、EVAS ソリューションはビジネスの成功要因となります。 組
織が BYOD ポリシー、クラウド コンピューティング、およびモビ
リティ構想を採用するにつれて、可視性の実現、接続されている
ユーザおよびデバイスへのコンテキストの向上、セキュリティ ポ
リシーの効果的な実施の必要性がより重要になります。シスコ
のセキュリティ エキスパートは、ユーザ、デバイス、ネットワーク、
クラウド サービス間の複雑な接続網を管理するため、CISO か
ら EVAS ソリューションへの移行はますます加速すると予測して
います。

NAC の EVAS 
への進化

一貫したセキュア アクセス ポリシーを拡張ネットワーク全体へ施行

セキュリティとネットワーク
のコンテキスト データの共有

ネットワーク テレメトリ

ここで、

When

手順

デバイス プロファイ
ルのフィード サービス

What

Who

VPN クライアント モバイル ルータスイッチ
VPN 

とファイアウォール DC スイッチ ワイヤレス コントローラ

?

図 39： エンドポイントの可視性、アクセス、およびセキュリティ（EVAS）コントロールへのネットワーク アクセス コントロールの進化
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シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査による
と、91 % の組織には、セキュリティの直接責任者である幹部が
います。 しかし現在の企業では、セキュリティ リーダーシップを
組織内のより高いレベル、つまり役員会へ昇格させる必要があ
ります。 

近年、有名企業が関与する大規模データ侵害、データ セキュリ
ティに関する法律と規制の強化、地理的/政治的条件のダイナミ
クス、株主の期待などがすべて、サイバーセキュリティを役員会
の議題に押し上げる要因になっています。 Information Systems 
Audit and Control Association（ISACA）によるレポートでは、会
社の重役の 55 % がサイバーセキュリティを個人的に理解し、リ
スク領域として管理しなければならないということが示されてい
ます。13 

これは望ましい展開ですが、シスコのセキュリティ リーダー達 
はこの展開は長期にわたって遅延するだろうと考えています。  
現在の経済社会では、すべての企業が IT に基づいて経営され
ています。 このためセキュリティは、肩書きや職務内容に「セキ 
ュリティ」が付く社員だけでなく、最高経営責任者から新規採用
者まで、組織内のすべての構成員にとって重要な事項となってい
ます。 すべての従業員に責任があり、従業員は犠牲者にならな
いようにするための方法を学習する必要があります。

シスコのセキュリティ リーダー達は、サイバーセキュリティの将
来のコア コンポーネントは、役員による深い関与であると確信 
しています。 会社の重役は業種を問わず、ビジネスにとってサイ
バーセキュリティのリスクがどのようなものであり、その潜在的
な影響力がどのようなものかを認識する必要があります。 組織
に影響を与えるサイバーセキュリティ問題の範囲を本当に理解
するには、テクノロジーやサイバーセキュリティの専門知識を持
つメンバーを役員に追加する必要がある場合もあります。 

また経営陣はセキュリティ管理に関して、次のような厳しい質問
を投げかけることも必要になります。現在、どのような管理を実 
装しているか。 このような管理に対する十分なテストが行われ
たか。 レポート作成プロセスは用意されているか。 回避不可能

な侵害をどれだけすばやく検出し、修復することができるか。 そ
しておそらく最も重要な質問は、他に知るべきことは何かという
ことです。 CIO は、経営陣からのこのような質問に対して、経営
陣にとってわかりやすい言葉で、ビジネスへの影響を説明できる
ように準備する必要があります。

FORTUNE 誌との最近のインタビュー14 で、シスコの最高セキュ
リティ責任者兼トラスト責任者である John Stewart は、「このよ
うな質問をする経営陣は、セキュリティ業界を最終的に成熟状態
に導く「興味深いダウンストリーム効果」の火付け役になるだろ
う」と語っています。 彼は続けて、そこから次への重要なステップ
は、製造業者が自社の製品にセキュリティを組み込まなければ
ならないとついに認識するステップになるだろうし、そうなること
を希望していると語りました。

Stewart は、Internet of Things（IoT）が進化し、「人が操作するデ
バイスよりも人が操作しないデバイス」の数がインターネット上
で増加するにつれて、非常に大きな影響を及ぼす可能性のある、
回避不可能な「アクシデント」が発生するだろうと予測していま
す。 セキュリティを製品に組み込むように設計することで、このよ
うな問題の多くを回避できます。あるいは、少なくともその影響
を軽減することができるでしょう。

したがって、テクノロジー製造業者の経営陣は、セキュリティの責
任者に次のように質問する必要があります。セキュリティを自社
製品に組み込んでいるか。 そうでない場合は、いつから開始す
ることができるか。

サイバーセキュリティの将来は今日の役員会での取
り組みにかかっている

経営陣に対するサイバースセキュリティの透明性と
説明責任の重要性に関して、シスコの最高セキュリテ
ィ責任者兼トラスト責任者である John Stewart の
ビデオ ブログ（http://blogs.cisco.com/security/
ensuring-security-and-trust-stewardship-and-
accountability [英語]）をご覧ください。 

http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
http://blogs.cisco.com/security/ensuring-security-and-trust-stewardship-and-accountability
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現在の CISO は、次のような厳しい質問に答えを見つけなけれ
ばなりません。潜在的なセキュリティ問題が発生した場合、セキ
ュリティ チームを会社の最初の連絡先とするにはどうすればい
いか。 どのセキュリティ問題が最も重要で、どのようなアクション
が必要かを判断するために必要なツールと可視性を担当チーム
に確実に持たせるにはどうすればいいか。 ビジネスを成功させ
るための鍵であるユーザがオンサイトで作業している場合だけ
でなく、ユーザの安全を常時確保するにはどうすればいいか。

シスコのセキュリティ エキスパートは、シスコ セキュリティ マニ
フェストと呼ばれている一連のセキュリティに関する原則を実装
し、遵守することで、CISO はこのような質問に対処できると提案
しています。

この公開されたばかりのセキュリティ マニフェストを利用するこ
とで、セキュリティ チームや組織内のユーザは、現在の社会が直
面しているサイバーセキュリティにおける課題を深く理解し、適
切に対応できるようになります。 こうした原則は、組織がセキュリ
ティに対するより動的なアプローチを模索しようとするとき、そし
て攻撃者よりも適応性や革新性の高い組織になろうとするとき
にベースラインとして役に立ちます。

1. セキュリティは、ビジネスの成長エンジンとみなす必要がありま
す。 セキュリティは、ユーザの生産性を阻害し、ビジネス イノ
ベーションの邪魔になる障害物や面倒な問題では決してあり
ません。 しかし、セキュリティ チームが適用するのは、まさに
このようなことを行うテクノロジー ソリューションです。 その
主な理由は、セキュリティ チームが、新しいテクノロジーの導
入を必要とするビジネス プロジェクトについての検討におい
て、適切な時期に招かれないためです。まったく呼ばれないこ
ともあります。 しかし、決して実現しないかもしれない招待を
待ち続けているという点では、セキュリティの専門家も罪を免
れません。 代わりに彼らが行わなければならないことは、テク
ノロジーに関する検討に関与できるように事前対策を講じ、
企業のデータ、資産、イメージを保護すると同時に、セキュリテ
ィ プロセスによって組織の俊敏性と成功をどのように実現で
きるかを把握することです。

2. セキュリティは既存のアーキテクチャと連携して動作し、使用可
能なものである必要があります。 セキュリティ チームはセキュ
リティの向上を目的とした新しいテクノロジー ソリューション
に対応するアーキテクチャを構築する必要はありません。 ア
ーキテクチャはもともと、制約のあるものです。 組織は新しい
セキュリティ テクノロジーに対応するために、ビジネスの遂行
方法を変更すべきではありません。あるいは、既に実装済み
のテクノロジーを理由に、ビジネスの遂行方法の変更を避け
るべきでもありません。 「過剰なアーキテクチャ」の最終的な
結末は、ユーザによるセキュリティ アーキテクチャの使用の回
避、そして組織のセキュリティの低下です。 さらにセキュリティ 

テクノロジーが難しすぎてユーザが理解できないうえ、セキュ
リティに関する専門的な才能を持った、確保が困難な人材が 
メンテナンスを行わなければならない場合、このテクノロジー
は組織にとって役に立ちません。 

3. セキュリティは透過的で情報を提供するものである必要があり
ます。 なぜ特定の操作の実行がセキュリティ機能によって妨
げられるかを理解できるように、ユーザに情報を提供する必
要があります。 また、仕事を遂行するという名目でセキュリテ
ィをバイパスするのではなく、やりたいことを安全に実行する
方法を知ることも必要です。 一例として、ユーザが Web ペー
ジにアクセスしようとしたときに「このサイトへのアクセスは管
理者によって拒否されました」というメッセージが表示された
場合を考えてみましょう。この場合、そのページにアクセスでき
ない理由に関するコンテキストがありません。 しかし「このサ
イトは過去 48 時間においてマルウェアを提供したため、サイ
トへのアクセスが拒否されました」というメッセージが表示さ
れると、十分な情報が通知されるため、ユーザは、組織だけで
なく個人ユーザである自分にとっても潜在的なリスクがあると
いうことを理解できます。 セキュリティ テクノロジーは、明確
な推奨項目を介して、または適切なリソースを適宜指示するこ
とによって、ユーザが目標を安全に達成できるように支援する
必要があります。 

4. セキュリティによって、可視性を確保し、適切なアクションを実行
できる必要があります。 オープン セキュリティ アーキテクチャ
を備えたセキュリティ ソリューションを使用すると、セキュリテ
ィ チームはそのソリューションが本当に効果的かどうかを判
断することができます。 セキュリティの専門家にはネットワー
クを自動的に可視化し、トラフィックだけでなくネットワークを
構成している資産を確認することもできるツールが必要です。 
セキュリティ テクノロジーがどのように動作するか、そして IT 
環境において何が正常か（何が正常でないか）を理解すること
によって、セキュリティ チームは管理作業の負荷を軽減すると
同時に、脅威を特定して対応するとき、また、防御を適応させ
るときに、より動的かつ正確に作業を行うことができます。 こ
のようなアプローチを採用した場合、セキュリティ チームは、
問題解決の助けになる、より重要性の高い、ターゲットを絞っ
た管理を最大限に活用することができます。 

5. セキュリティは、「人の問題」とみなす必要があります。テクノロ
ジー中心のアプローチはセキュリティを向上させません。それ
どころか、実際はセキュリティを悪化させます。 テクノロジー
は、環境の安全を確保するユーザの能力を向上させることが
できる単なるツールにすぎません。 セキュリティ チームは、
テクノロジーの使用場所（会社、自宅、移動中など）を問わず、
適用する必要がある安全に関する習慣についてユーザを教

シスコ セキュリティ マニフェスト：現状に合ったセキ
ュリティを実現するための基本原則
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育し、ユーザが何かおかしいと感じたときに、適切な判断を行
い、適切なタイミングに支援を求めることができるようにする
必要があります。 ユーザはセキュリティの専門家と有意義な
会話ができると、テクノロジーだけではセキュリティを保証で
きないことがわかるようになります。 人、プロセス、そしてテク
ノロジーが連携して、今日の脅威に対抗する防御を形成しな
ければなりません。 組織内のすべてのユーザがトップダウン
方式で関与し、監視を行うことで、セキュリティを成功に導くこ
とができます。

シスコ セキュリティ マニフェストでは、変化が求められていま
す。 実際は、セキュリティ テクノロジー、ポリシー、およびベスト 
プラクティスによって組織内の各人のセキュリティの平均レベル
が向上し、企業はより多くの情報に基づいてリスクに関する決定
事項を行い、ユーザ 1 人 1 人に通知する必要があります。 また
ユーザを導く確固とした原則により、ユーザは特定の操作が禁止
される理由と、セキュリティをバイパスした場合に、どのような影
響が出る可能性があるかを明確に理解することができます。 

シスコ セキュリティ マニフェスト（重要な原則を繰り返し伝える
マニフェスト）では、ユーザとセキュリティ担当者の両者が、セキ
ュリティの「全体像」を確認することができます。それは、多くの脅
威を防止できる一方、侵害を完全に避けることはできませんが、
修復を即座に行うことができるというものです。 目標は、侵害が
最終的に成功してしまった場合に解決までにかかる時間を短縮
することであり、このような侵害の防止だけに焦点を当てている
わけではありません。

シスコについて
シスコは、実世界にインテリジェントなサイバーセキュリティを
提供し、広い範囲に及ぶ攻撃ベクトルに対して、業界内で最も包
括的で高度な脅威保護ソリューションのポートフォリオを提供し
ています。 シスコによる脅威中心型の運用化されたセキュリティ 
アプローチを採用すると、複雑さが緩和され、分断化が抑えられ
ます。同時に、優れた可視性、一貫した管理、そして攻撃前、攻撃
中、攻撃後の高度な脅威保護が提供されます。

Collective Security Intelligence（CSI）エコシステムの研究者は、
デバイスとセンサーの膨大なフットプリント、パブリック フィード
およびプライベート フィード、シスコのオープン ソース コミュニ
ティから取得したテレメトリを使って、1 つの傘の下に業界トップ
の脅威インテリジェンスを集結させています。 これにより、何十
億もの Web リクエストと何百万もの電子メール、マルウェアの
サンプル、およびネットワーク侵入という量が毎日取り込まれて
います。 

当社の高度なインフラストラクチャとシステムでこのテレメトリ
を処理することで、機械学習システムと研究者は、ネットワーク、
データセンター、エンドポイント、モバイル デバイス、仮想システ
ム、Web、電子メールの境界を越える脅威、さらにはクラウドから
の脅威を追跡して、原本原因と発生範囲を特定することができま
す。 その結果得られたインテリジェンスは、当社の製品とサービ
ス提供に対するリアルタイムの保護に変換され、全世界のシス
コのお客様に即時に提供されます。

CSI エコシステムは、個別の特権を持つ複数のグループ
（Talos、Security & Trust Organization、Managed Threat 
Defense（MTD）、Security Research and Operations（SR&O）） 
から構成されています。

シスコの、脅威中心型のセキュリティ アプローチについては、 
www.cisco.com/jp/go/security を参照してください。 

http://www.cisco.com/go/security
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付録
シスコによるセキュリティ機能のベンチマーク調査のその他の結果IT セキュリティを完全な別予算にしている組織は極めて少数派です。

セキュリティの予算は IT 予算の一部ですか。 IT 部門の人数、n=1720

完全な別予算 一部は IT 予算内 完全に IT 予算内

6 % 33 % 61 %

リソース

セキュリティの直接責任者である最も上位の幹部は、多くの場合 CISO または CSO です。

セキュリティの直接責任者であり、説明責任を負う
幹部を組織内に置いていますか。
明確な役割と責任を回答した回答者、 n=1603

幹部の肩書き
セキュリティの責任者である幹部を回答した回答者、 n=1465

はい 91 %

いいえ 9 %

CISO CSO CIO CEO CTO IT
部門シニア
バイス プレ

ジデント

COO その他

29 % 24 %
16 % 10 % 9 % 7 % 4 %

1 %

医療機関は、他の業界よりも、セキュリティに責任を負う幹部を特定していない傾向があります。

セキュリティ ポリシー、手順、運用

  レポートの共有

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=Facebook
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://cs.co/9009LZvv&text=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&hashtags=
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://www.cisco.com/web/JP/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html?POSITION=social%2bmedia%2bshare&COUNTRY_SITE=JP&CAMPAIGN=2015%2bASR&CREATIVE=Figure%2b25&REFERRING_SITE=LinkedIn&title=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%e3%82%92%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89&summary=&source=
mailto:?Subject=Cisco%202015%20Annual%20Security%20Report&Body=%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%82%b3%20%e5%b9%b4%e6%ac%a1%e3%82%bb%e3%82%ad%e3%83%a5%e3%83%aa%e3%83%86%e3%82%a3%20%e3%83%ac%e3%83%9d%e3%83%bc%e3%83%88%ef%bc%882015%e5%b9%b4%ef%bc%89%e3%81%a7%e6%96%b0%e3%81%97%e3%81%84%e8%84%85%e5%a8%81%e3%82%92%e8%a7%a3%e8%aa%ac%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99%e3%80%82%e3%83%80%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%89%e3%81%af%e3%81%93%e3%81%a1%e3%82%89%ef%bc%9ahttp://cs.co/9000FlEI
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3 分の 2 近くが経営陣はセキュリティの優先度が高いと認識していると回答しています。

組織のセキュリティ侵害に対する世間の詮索に対処する必要がなかったと回答した回答者の多くは、「組織の経営陣はセキュリ
ティの優先度が高いと認識している」という項目に強く同意しています。

組織の経営陣はセキュリティの優先度が高いと認識している

セキュリティ担当部署 CISO

同意しない/同意する/強く同意する 同意しない/同意する/強く同意する

8 % 34 % 58 % 3 % 30 % 67 %

組織の幹部チーム内ではセキュリティ上の役割と責任が明確である 9 % 39 % 52 % 2 % 32 % 64 %

組織の幹部チームは、セキュリティ プログラムの有効性を評価するた
めの明確なメトリックを確立している

11 % 44 % 45 % 4 % 37 % 59 %

 n=797n=1738  n=941幹部の取り組み

高い割合で従業員の参加を奨励するセキュリティ プロセスについて報告されています。

中規模企業の組織のセキュリティ専門家は、大規模企業の専門家よりも、セキュリティ プロセスの項目に対してより強く同意
する傾向があります

セキュリティ担当部署 CISO

同意しない/同意する/強く同意する 同意しない/同意する/強く同意する

各事業部のマネージャは、セキュリティ ポリシーと手順に貢献
することが奨励されている

12 % 39 % 49 % 6 % 40 % 54 %

組織はセキュリティの弱点が本格的なインシデントになる前に検出
できる

13 % 43 % 44 % 4 % 39 % 57 %

組織の従業員は、セキュリティに伴う不具合や問題を報告することが
奨励されている 11 % 34 % 55 % 4 % 36 % 60 %

組織のセキュリティ プロセスと手順は明確であり、十分に理解
されている 13 % 39 % 48 % 4 % 37 % 59 %
組織のセキュリティ プロセスによって、潜在的なセキュリティ問題を
プロアクティブに想定して、軽減できる 14 % 40 % 46 % 3 % 40 % 47 %

組織のセキュリティ プロセスは、定量化したデータを使用して測定
および管理されている 13 % 40 % 47 % 4 % 35 % 61 %

組織には最適なセキュリティ プロセスがあり、現在はプロセスの
改善に集中している

12 % 42 % 46 % 4 % 36 % 60 %

 n=797n=1738  n=941セキュリティ プロセス

3 分の 2 近くが、経営陣はセキュリティを優先事項と認識していると回答しています。

高い割合で、従業員の参加を奨励するセキュリティ プロセスについて報告されています。
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10人中 9 人の回答者が、セキュリティ担当の従業員への定常的なセキュリティ トレーニングが実施されていると回答しています。
トレーニングは通常セキュリティ チームから提供されています。

セキュリティに対する認識プログラムやトレーニング プログラ
ムがセキュリティ スタッフに対して定期的に行われていますか。
セキュリティ専任の回答者、 n=1726

セキュリティ トレーニングを行うのは誰ですか。
セキュリティ チームがトレーニングを受けている回答者、 n=1556

はい 90 %

いいえ 10 %
1 %

17 %

82 %

セキュリティ トレーニングを行う頻度はどのくらいですか。
セキュリティ専任の回答者、n= 1556

社内のセキュリティ チーム 79 %

15 %

サード パーティの請負業者 38 % 業種：人材業 25 % その他の従業員 10 % その他 1 %

1年に 1 回より多い

1年に 1 回より少ない/
2 年に 1 回より多い

2 年に 1 回より少ない

金融

金融サービスの専門家の 15 % は、セキュリティ トレーニングが定期的には行われていないと回答しています。

スタッフの多くが会議またはトレーニングに出席しています。約 3 分の 2 がセキュリティの業界団体に所属していると回答しています。

セキュリティ スタッフのメンバーは会議
や外部のトレーニングに出席して、その
スキルを向上および維持していますか。
セキュリティ専任の回答者、 n=1715

はい 89 %

いいえ  11 % 従業員はセキュリティ業界の会議
または委員会に属していますか。
セキュリティ専任の回答者、 n=1690

はい 64 %

いいえ 36 %

10 人中 9 人の回答者が、セキュリティ担当の従業員への定常的なセキュリティ トレーニングが実施されていると回答しています。
トレーニングは通常セキュリティ チームから提供されています。

スタッフの多くが会議またはトレーニングに出席しています。約 3 分の 2 がセキュ
リティの業界団体に所属していると回答しています。
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半数を超える回答者が、組織はセキュリティ侵害に対する世間の詮索に対処しなければならなかったと回答しています。

組織は、セキュリティ侵害に対する世間の詮索に対
処しなければならなかったことがありますか。
セキュリティ専任の回答者、 n=1701

はい 54 %

いいえ 46 %

組織のネットワークは、オンプレミスでホストしていることが最も一般的です。パブリック クラウドでホストしていると回答したのは 
10 人に 1 人にも達していません。

CISO と比較して、セキュリティ担当部署の回答者の大多数が、組織はオフプレミスのホスティング（プライベート クラウドと
パブリック クラウドの両方）を使用していると回答しています。

Where Are
Networks Hosted?

オンプレミスのプ
ライベート クラウド

50 %
オンプレミスの
サード パーティ

23 %

オフプレミスのプラ
イベート クラウド

18 %
オフプレミスのパ
ブリック クラウド

8 %

オンプレミス
54 %

ネットワークが 
ホストされている場所

n=1727
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詳細化

セキュリティの高度化における多くの対策では、予想通りにセグメントは多様に変化します。

しかし、すべてにおいてというわけではありません。

企業の幹部がセキュリティの優先順位が高いと考えている

企業には、明確で、十分に理解されているセキュリティ プロセス/手順がある

定量化したデータを使用して測定および管理されている

企業は、転勤や転出について、オンボーディングや優れたプロセスを通じ
て HR セキュリティの管理を円滑に行っている

組織内のコンピュータ設備は十分に保護されている

セキュリティ テクノロジーは、高度に統合されていることにより連携して
効果的に機能している

38 %22 % 45 % 71 % 81 %

セキュリティ プログラムの有効性を評価するための明確なメトリックがある 19 %17 % 32 % 52 % 79 %

22 %0 % 15 % 72 % 88 %

17 %0 % 33 % 65 % 76 %

セキュリティの実践とツールを定期的に確認して、最新に保つとともに有効
性を確保している

17 %0 % 33 % 65 % 76 %

企業はセキュリティの弱点が本格的なインシデントになる前に検出できる 23 %0 % 25 % 63 % 70 %

情報資産はインベントリ管理され、明確に分類されている 26 %17 % 40 % 58 % 73 %

27 %16 % 36 % 52 % 76 %

21 %17 % 41 % 63 % 80 %

21 %17 % 38 % 59 % 78 %

高い (High)やや高い中やや低い小 (Low)

セキュリティの直接責任者であり、説明責任を負う幹部がいる

企業には、組織全体に公式に施行されている書面のセキュリティ戦略があり、
定期的にレビューされている

企業には、組織全体に公式に施行されている書面のセキュリティ戦略があり、
定期的にレビューされている

91 %85 % 88 % 93 % 93 %

47 %59 % 58 % 65 % 60 %

44 %47 % 50 % 59 % 54 %

高い (High)やや高い中やや低い小 (Low)
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