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本調査について

サンプリング 回答者 分析

シスコは、調査会社 YouGov に
委託して、2020 年半ばに（依頼
元と回答者名を）完全に匿名にす
る方式でアンケート調査を実施し
ました。

本調査の対象となったのは、IT、
セキュリティ、プライバシー分野
に従事する、25 か国、4,800 人以
上の専門家です。業界、企業規模、
地域などのサンプル構成について
は、付録 A をご覧ください。

調査データの分析と取りまとめ
は、シスコから委託を受けた 
Cyentia Institute 社が独自に
行っています。

アプローチ

• 自分の所属する組織が、ガバナンス、戦略、支出、アーキテクチャ、運用に関する 25 種類のセキュリティ
プラクティスを順守しているかを回答者に尋ねました。

• 次に、高次のセキュリティ目標 約 10 種類と主要目標 3 種類（ビジネスの促進、リスク管理、業務の
効率化）のすべてにわたって、各プログラムの成功度合いを尋ねました。

• さらに、多変量解析を広範に実施して、プログラムレベルの成果と強い相関性を持つセキュリティプラ
クティスを特定しました。
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はじめに
本調査の設計に着手したときの最大の目標は、投資判断の目安となり、セキュリティプロ
グラムを成功に導き、リスクを適切に管理するための実用的なツールをセキュリティリー
ダーの皆様に提供することでした。

世界 25 か国、4,800 人以上の回答者を対象に実施された本調査の目的は、最善のセキュ
リティ成果をもたらす要因を事実に基づいて測定することです。今回の調査の目的はサイ
バーセキュリティ レポート シリーズを通じてシスコが以前に掲げた目的と大きく異なります
が、この新しいアプローチと切り口が皆様のご参考になれば幸いです。

周知のように、セキュリティは日々進化し続けているため、取り組みの成果を簡単には把握
できない場合があります。そこで本調査により、「サイバーセキュリティリスクを効率的かつ
効果的に管理するにはどうすればよいか」、「膨大なセキュリティ関連予算を組んでいる大企
業でも特定の成果を達成するのに苦労しているのはなぜか」、「サイバーセキュリティ プロ
グラムを成功に導くためのオプションはいくつもあるが、どのオプションに重点を置くべき
か」「新しいテクノロジーは有益か」、「さらにセキュリティ教育を行うべきか」、「インシデン
ト対応手順の改善は必要か」といった質問への答えを探ることにしました。可能性は無限
です。セキュリティチームとしては、何が最も効果的かをどのように判断すればよいのでしょ
うか。また、それは将来も変わらないのでしょうか（先に答えを言ってしまうと、そのよう
なことは決してありません）。

この報告書には、2021 年以降に向けて洞察力と自信をさらに深めるためのヒントが満載さ
れています。今年はかつてないほど厳しい 1 年となりましたが、セキュリティ戦略を推進す
るための手段は常に存在します。本書をじっくりとお読みいただき、ご自身の組織に最適
な方法をぜひ見つけてください。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/cybersecurity-reports.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/cybersecurity-reports.html


本レポートの作成にあたっては、シスコの CISO アドバイザリチームを含む世界中の
さまざまな専門家に助言や協力を仰ぎました。次の推薦の辞を読んでいただくと、
本書に対してさらに興味を持っていただけるかと思います。

「�このレポートは手提げ袋に入れっぱなしの
まま忘れてしまうようなマーケティングレ
ポートではなく、いつも手元に置いて何度
も読み返したくなるレポートです。実際、
このレポートを読めば、情報セキュリティ
プログラムへの取り組みに対する考え方が
大きく変わるはずです」
Wendy Nather、アドバイザリ CISO 責任者、
Cisco Duo Security



主な調査結果
セキュリティプラクティスがプログラムレベルの�
成果に実際に影響していることを示す証拠は�
ありますか？
275 通りあるプラクティスと成果の組み合わせのうち 45% におい
て統計的に有意な相関性が見られました。これは、特定のプラク
ティスが特定の成果に影響を及ぼしていることを意味します。

最も強い相関性が見られるのはどの組み合わせ
ですか？
最適なテクノロジーをプロアクティブに更新することで、ビジネス
の拡大にも対応できるようになります。

その次に相関性が強いのはどの組み合わせ�
ですか？
テクノロジースタックの統合を進めることで、セキュリティに精通し
た人材の採用・維持が容易になります。

プログラム全体の成功を目指していますか？
プロアクティブなテクノロジーの更新や統合に向けて重点的にリ
ソースを投入するのが最も効果的と言えます。

すべての従業員に受け入れられる強力な�
セキュリティ文化の確立を目指していますか？
適切な機器の選択、方針の明確化、アラートの正確性、タイムリー
な問題解決に注力するのが最も効果的です。



将来のインシデントや損失の回避を目指して�
いますか？
重大なインシデントへの対応が完了した後の事後評価を実施する
のが最も効果的です。

最も実施が困難なのはどのセキュリティ�
プラクティスですか？
25 種類すべてのプラクティスのうち、アーキテクチャと運用のカ
テゴリに属するプラクティスが最も困難と見られます。

多くの企業のプログラムで最も成功しているのは
どの領域ですか？多くの企業が最も苦労している
のはどの領域ですか？
コンプライアンス規制の順守が最も成功している領域です。多く
の企業が、計画外の作業と無駄な労力を最小限に抑えることに
最も苦労しています。

米国標準技術局 （NIST）の「サイバーセキュリ
ティ フレームワーク」の中で、プログラムの成功
に最も寄与しているのはどの機能ですか？
識別機能が 1 位にランクされています。防御機能は、プログラム
全体への貢献度において、下から 2 番目にランクされています。

多くの企業はコロナ禍の影響をどのように軽減�
していますか？
多くの企業が IT およびセキュリティインフラを最新の状態に維持
し、役職別のトレーニングに力を入れ、経営陣に情報を提供し続
けることでコロナ禍の影響を最小限に抑えています。



目的：ビジネスの促進 目的：リスク管理 目的：業務の効率化

• ビジネスニーズと成長に対応
する（EB1）

• 経営陣の信用と信頼を獲得す
る（EB2）

• 同僚や他の部門の賛同を得る
（EB3）

• すべての従業員に受け入れら
れるセキュリティ文化を確立す
る（EB4）

• 組織にとって最も深刻なサイ
バーリスクを管理する（MR1）

• コンプライアンス規制要件を順
守する（MR2）

• 重大なセキュリティインシデン
トや損失を回避する（MR3）

• コスト効率の高いセキュリティ
プログラムを実施する（OP1）

• 計画外の作業と無駄な労力を
最小限に抑える（OP2）

• セキュリティに精通した人材を
採用して維持する（OP3）

• インシデント検知と対応プロセ
スを合理化する（OP4）
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目標：セキュリティプログラムの
成果
多くのセキュリティ調査（およびプログラム）は、今後の方向性ではなく、現在の状況に焦
点を当てることからスタートします。ですが、方向性を示すだけでセキュリティプログラムが
成功するはずはなく、目的地にたどり着くための道のりも示す必要があります。そして、自
分たちが現在どのあたりにいるのかを把握することで、あらゆる物事を適切に見渡せるよう
になります。

そこで私たちは、セキュリティリーダーたちが達成したいと考えているプログラムレベルの多
様な目標とそれに関連する成果を特定することからスタートしました。これは誰もが予想す
るとおり、極めて困難な作業でした。以下の結果がその理想からほど遠いことは重々承知
していますが、「セキュリティの目的地」としては十分に役立つものと自負しています。セキュ
リティリーダーやセキュリティプログラムが置かれている状況は会社ごとに異なるため、各
組織の事情を考慮しながら、以下のリストを適宜変更して利用することをお勧めします。同
時に、以下の結果が本調査の強固な基盤となる合理的かつ妥当な戦略的成果であることを
読者の皆様にもご理解いただけると幸いです。

調査回答者には、表 1 の成果項目ごとに、「苦労している」から「成功している」までの間で、
自社の現状を評価してもらいました。また、「ビジネスニーズへの対応」といった主観的か
つ抽象的な概念を理解して評価するのは難しいとの認識に基づき、回答者には目安となる
各成果の実例を示しています（付録 B を参照）。

表 1：本調査で使用したセキュリティプログラムの成果項目

背景事情や注意点の説明はこのくらいにして、そろそろ本題に入りましょう。現在、4,800 社
はセキュリティプログラムの成功を目指す道のりのどのあたりに位置しているのでしょうか。
図 1 は、セキュリティプログラムの各成果項目をすでに達成できていると回答した企業の
割合を示しています。この図を見ると、約 48% の企業がコンプライアンス要件を満たして
いて、46% の企業が経営陣からの信頼を獲得できていて、36% の企業が計画外の作業を最
小限に抑えられていると報告していることがわかります。

プログラムレベルでの全体的な成果度合いは 42% です。これは奇しくも、生命、宇宙、そ
して万物についての究極の疑問の答えと同じ数字ですが、それは単なる偶然でしょうか。私
たちはそうではないと考えます。そこで、成果度合いが 42% を上回っているか下回ってい
るかを基準に、各成果を図表化しました。この形式は、（上に向かって）どの成果が達成し
やすく、（下に向かって）どの成果が達成しにくいかに関して、回答者間にどのくらいの一致
が見られるのかを把握するのに役立ちます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%80%81%E5%AE%87%E5%AE%99%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%87%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%A9%B6%E6%A5%B5%E3%81%AE%E7%96%91%E5%95%8F%E3%81%AE%E7%AD%94%E3%81%88
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%9F%E5%91%BD%E3%80%81%E5%AE%87%E5%AE%99%E3%80%81%E3%81%9D%E3%81%97%E3%81%A6%E4%B8%87%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%A9%B6%E6%A5%B5%E3%81%AE%E7%96%91%E5%95%8F%E3%81%AE%E7%AD%94%E3%81%88


ビジネスに対応する（EB1）

セキュリティ文化を確立する（EB4）

最も深刻なリスクを管理する（MR1）

高いコスト効率で実施する（OP1）

IR プロセスを合理化する（OP4）

42.6%

46.3%

36.4%

42.1%

42.3%

47.9%

43.4%

42.0%

35.5%

41.3%

42.2%

ビジネスの促進 リスク管理 リスク管理

コンプライアンス規制を順守する（MR2）
経営陣の信頼を獲得する（EB2）

重大なインシデントを回避する（MR3）

同僚の賛同を得る（EB3）
計画外の作業を最小限に抑える（OP2）

セキュリティに精通した人材を維持する（OP3）

出展：シスコ 2021 年度セキュリティ成果調査

達成が容易達成が困難

すべての成果の平均「成功度」：42.0%
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図 1：各セキュリティ成果をすでに達成していると回答した企業の割合

この図では、「コンプライアンスを順守する」と「計画外の作業を最小限に抑える」が対極
に位置しています。これは、いわゆる「チェックボックス式コンプライアンス」が非効率的
なセキュリティプログラムの典型だと考える多くのセキュリティ プロフェッショナルにとって
は、予想どおりの結果と言えるでしょう。また、これら 2 つの成果はトレードオフの関係に
あるとも考えられます。トレードオフの概念については、後ほどプログラムの成功要因につ
いて考察する際に詳しく説明します。

図 1 のカテゴリの重なりからは、別の興味深い側面も浮かび上がります。「リスク管理」の
カテゴリに含まれる成果はそれほど達成困難ではないと認識されているのに対し、「業務の
効率化」に含まれる成果は達成困難と認識されている傾向が伺えます。一方、「ビジネスの
促進」に関連する成果は、図の上下に広く分散しています。

サイバーセキュリティ プログラムの責任者であれば、サイバーリスクを適切に管理しながら
リスク管理のためのコストを削減することが容易ではないことを誰でも知っています。選択
を迫られた場合、ほとんどの企業がコストの削減よりもリスクの軽減を優先しています。



セキュリティとビジネスの関係に対する理解（BG1）

セキュリティの重要性に対する経営陣の理解（BG2）

経営陣への明確な報告（BG3）

セキュリティ意識啓発トレーニング（BG4）

最も深刻なサイバーリスクの特定（BG5）

コンプライアンス責任者（BG6）

ベンダーのセキュリティの管理（BG7）

資産インベントリの正確な管理（BG8）

適切なセキュリティ戦略（SS1）

十分なセキュリティ予算（SS2）

役職別トレーニング（SS4）

十分なセキュリティテクノロジー（SS5）

プロアクティブなテクノロジーの更新（SS6）

テクノロジーの十分な統合（AO1）

プログラムの評価指標（AO2）

IT チームとセキュリティチームの連携（AO3）

自動化の効果的な利用（AO4）

脆弱性修復期限の順守（AO5）

セキュアな開発アプローチ（AO6）

セキュリティ対策の検証（AO7）

脅威の正確な検知（AO8）

迅速なインシデント対応（AO9）

迅速なディザスタリカバリ（AO10）

過去のインシデントからの学習（AO11）

48.3%

51.4%

46.4%

43.1%

45.3%

49.7%

40.5%

44.2%

42.0%

42.4%

41.4%

43.8%

43.4%

40.6%

37.4%

39.3%

43.1%

37.8%

37.8%

41.0%

43.5%

35.9%

39.9%

38.3%

40.7%

アーキテクチャ/運用 ビジネス/ガバナンス 戦略/支出

十分なセキュリティスタッフ（SS3）

出展：シスコ 2021 年度セキュリティ成果調査

同意する可能性が高い同意する可能性が低い

すべての要因にわたる「非常にそう思う」と
答えた回答者の平均割合：42.3%
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現状：セキュリティプラクティス
次に、上述の目的を達成するために各企業がどのようなことを実践しているのかを見ていき 
ましょう。回答者には 25 種類のセキュリティプラクティスに関する各社の現状について尋ね
ました。これらのセキュリティプラクティスは、米国標準技術局 （NIST） の 「サイバーセキュ 
リティ フレームワーク（CSF）」 をはじめとする複数の基準に基づいており、3 つのカテゴリ（「ビ
ジネスとガバナンス」、「戦略と支出」、「アーキテクチャと運用」）に分類されています。成果 
と同様に、これらのプラクティスも網羅的なものではなく、代表的なもののみを抽出してい 
ます。カテゴリ別に分類したすべてのプラクティスのリストは、付録 C に掲載されています。

図 2 は、各プラクティスを忠実に実践しているか、との質問に対して「非常にそう思う」と回
答した企業の割合に基づいて、すべてのプラクティスをランク付けしたものです。図に示され
ている回答者の自己評価はかなり楽観的なものと言えそうですが、各社のサイバーセキュリ 
ティ プログラムの管理状況や成熟度を調べることが本調査の主目的ではないため、その点 
については深入りしません。むしろ、本調査の主目的は、セキュリティプラクティス（に対す 
る自己認識）と成果（に対する自己認識）の間にどのくらいの相関性があるのかを調べるこ 
とです。これについては後ほど詳しく説明します。

図 2：各セキュリティプラクティスを忠実に実践しているか、との質問に対して「非常にそう思う」と回答した
企業の割合 



すばやく成果を上げるには
本調査では、図 2 に示されている各プラクティスの相対的な難易度と図 1 に示され
ている成果の間の相関性も分析しています。その目的は、比較的実践が簡単であり
ながら、セキュリティプログラムの成功に大きく寄与するセキュリティプラクティスを
見極めることです。この分析の結果は、#SecurityOutcomes ブログシリーズで詳しく
ご紹介しています。
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まず、これらのセキュリティプラクティスの相対的な違いについて説明します。この形式は
図 1 で使用したものと同じで、平均的な成功度合い（42.3%）を基準に、すべてのプラクティ
スを上から下に並べています。上位のプラクティスは実施が容易で、下位のプラクティスは実
施が困難なものと考えられます。関心のあるプラクティスは人や組織によって異なりますが、
ここでは上位のプラクティスのいくつかについてのみ見ていきます。

ここでも、両極を比較することで、セキュリティプログラムの内容が極めて多岐にわたってい
ることがわかります。かつてセキュリティ担当者は経営陣の理解と支援を得るために膨大な努
力を払わなければなりませんでしたが、その点で大きな進歩があったと多くの回答者が述べて
います。一方で、脅威の検知や脆弱性の修復など、業界が長年取り組んできた基本領域の一
部は、多くの企業にとって現在も困難な課題のままとなっています。この事実は、「基本に立
ち返る」ことが口にするほど簡単ではないことを如実に物語っています。

図 2 からは、おおむね「ビジネスとガバナンス」に関連する要因が上位にランクインし、「戦略」
は中央に現れ、「アーキテクチャと運用」は下位にランクインする傾向が見て取れます。これ
は単に「ガバナンスは容易だがテクノロジーは困難」ということだけを意味しているのではあ
りません。この傾向にはカテゴリ間の依存関係が反映されていると考えられます。つまり、ガ
バナンスと戦略が適切でなければ下位の要因を達成できないのです。しかし、ほとんどのセキュ
リティインシデントの根底にはアーキテクチャや運用上の問題が潜んでいるという現実もあり
ます。すべてのことを常にうまくこなすのは現実的に困難なのです。

https://blogs.cisco.com/tag/securityoutcomes
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プラクティスと成果の相関性をどのように分析
したのか
本調査では統計的手法を使いました。統計と聞くと思わず眠くなる方（あるい
は眠った後で悪夢にうなされる方）も少なくないと思いますが、本調査の結果
は慎重かつ厳密な統計的手法に基づいています。本調査では、各プラクティス
が各成果に与える影響を把握するために、多変量一般化線形モデルを使用し
ています。具体的には、各成果の変数が従属変数となり、すべての要因が独
立変数となるロジスティック回帰分析です。この手法を使えば、どのような場
合に各要因が統計的に有意な差を生み出すのかを確認したり、相関性が単に
偶然の結果として現れたものなのかを確認したりすることができます。

統計に詳しい方向けに、もう少し踏み込んで説明します。ご存じかもしれませ
んが、ロジスティック回帰における各要因の回帰係数は確率の変化に直接変換
されません。ですが、「平均限界効果」と呼ばれる便利な手法を使えば、各要
因が各成果に及ぼす影響を確認することができます。「相関関係は因果関係で
はない」という有名な格言はこの場合にも当てはまりますが、このアプローチ
を採用することで、セキュリティプラクティスと成果の間の関連性を効果的に浮
き彫りにすることができます。

達成方法：成功要因の特定
ここまでは、セキュリティプログラムの進むべき方向と現在の状況について検討しました。次
は、それらの成果を達成するための具体的な方法について検討します。ここでの質問は、「セ
キュリティプログラムの成功に寄与するのはどのような要因か」という至ってシンプルなもの
です。

セキュリティプログラムはさまざまな要因が相互に依存する複雑なシステムであるため、本調
査では、すべてのプラクティスと成果を分析し、それらの相互関係を確認しました。また、
各プラクティスと成果の組み合わせごとに、セキュリティプラクティスの実践レベルが成果の
達成度にどの程度の影響を及ぼすのかを計算しました。このアプローチにより、次のような
質問に対して統計的に有効な回答を導き出すことができました。

• セキュリティプラクティスの実践レベルと成果達成度の相関性を示す証拠はあるか？

• セキュリティ成果の達成に最も大きく寄与しているのはどのプラクティスか？

• 各成果を達成するために最も効果的なプラクティスはどれか？

• y を実施した場合、x の達成度はどのくらい上がるか？

これらは一見簡単に答えられそうな質問のようにも見えますが、果たしてそうでしょうか。セ
キュリティ業界では、全体的な戦略にさまざまなベストプラクティスを取り入れています。し
かし、これらのプラクティスがどの程度うまく機能しているかを常に測定し、望ましい成果に
つながっているかを確認しているわけではありません。
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図 3 では、各プラクティスがプログラム全体の成功に及ぼすと予想される影響の度合
いを範囲として示しています。この図から、「プロアクティブなテクノロジー更新戦略
を取っている企業は、他企業と比べ、セキュリティプログラムが成功している報告す
る確率が約 11 〜 15%（平均 12.7%）高い」といった情報が読み取れます。他の数
値もすべて同様に解釈できます。

プログラム全体の成功
「プログラム全体の成功」にはその他のさまざまな要因が含まれるため、それらを切り分け
ることから始めましょう。図 3 では、セキュリティプログラム全体が非常に成功していると
答えた回答者との相関性に基づき、上から下に各要因を配置しています。棒と値は、各プ
ラクティスがプログラム全体の成功に及ぼすと予想される影響の度合いを示しています。統
計的なばらつきを考慮して、影響度は確率の範囲として示しています。棒の中央にある値は、
プログラムの成功に対する各要因の平均的な（最も可能性の高い）影響度を示しています。

これらの結果を見ると、セキュリティプログラム全体の成果を高めるには、テクノロジース
タックの最新化と統合から着手するのが最も効果的であることがわかります。最適な IT/セ
キュリティテクノロジーをプロアクティブに更新することをテクノロジー更新戦略の中心に据
えていると回答した企業は、他の企業と比べ、プログラム全体が成功していると報告する
確率が 11 〜 15%（平均で 12.7%）高くなっています。逆に、インフラストラクチャをアッ
プグレードすることはめったにないと回答した企業や、問題が発生した場合にのみアップグ
レードすると回答した企業は、成功度が大幅に低くなっています。また、セキュリティテク
ノロジーの統合に成功していると回答した企業の全体的なプログラム成功度は他企業と比
べ、平均で約 11% 高くなっています。1

図 3：セキュリティプログラム全体の成功との相関性が最も高いプラクティス

この調査自体が、この説明に該当するテクノロジーを提供する企業にとって好都合な結果
を導き出そうとしているのではないかとの疑いを持たれる方も少なくないことは私たちも十
分に認識しています。そこで今回は、外部の調査専門会社（YouGov）に調査の実施を委
託し、シスコが関与していることを回答者に知らせず、データ分析を外部の調査会社
（Cyentia Institute）に委託しました。これらの結果は、シスコの戦略とソリューション ポー
トフォリオの有効性を実証するものですが、調査自体にシスコはまったく関与していません。

1プラクティスと成果の組み合わせごとの確率を単純に加算することはできません。つまり、テクノロジーをプロアクティブに更新する
と同時に、テクノロジーの統合を進めたとしても、プログラムの成功度が 23.2%（12.7% + 10.5%）上昇するわけではありません。
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一部の企業にとってプロアクティブにテクノロジーを更新する戦略が必ずしも容易ではない
ことは私たちもよく理解しています。予算が不足している企業もあれば、正当な理由から他
の分野にリソースと労力を集中しなければならない企業もあるでしょう。幸いなことに、そ
うした企業の成功度が必ずしも低いとは限りません。単に、その企業の状況に合った他の
成功要因を特定する必要があるということを意味するにすぎないのです。この分析結果が
皆様の会社の成果達成に役立つことを切に願っています。

結局のところ、セキュリティ予算を十分に確保できているかどうかは、プログラム全体の成
功にそれほど影響しないことが今回の調査でわかりました。つまり、投資額だけがセキュリ
ティの優劣を決めるわけではないのです。図 3 に示す上位 2 つのプラクティスに加えて、
適切なセキュリティ戦略を確立することによりもたらされる効果も非常に大きいという事実
を確認できたの今回の調査の収穫でした。適切なセキュリティ戦略は、業種や規模を問わ
ず、あらゆる企業で策定できるものです。すべては戦略から始まります。

リーダーが優秀かどうかは危機にどう対処するかで決まるとよく言われます。図 3 を見ると、
セキュリティプログラムにも同じことが当てはまります。タイムリーなインシデント対応には、
徹底した準備、スマートなツール、テスト済みのプロセスが必要になります。これらの改善
を経営陣に提案するために何らかの理由付けが必要な場合は、この表が大いに役立つで
しょう。

その次にある 2 つの成功要因は密接に関連しています。評価指標を使用して業務を推進し、
その情報を経営陣に明確に報告することは、プログラムの成功に大きく寄与します。これ
は OODA ループの核であり、非常に効果的です。

そして、最後の成功要因は、IT チーム、開発チーム、セキュリティチーム間の連携です。
各チームのメンバーが一堂に会してジョン・レノンの「イマジン」を聞きながら楽しくゲーム
に興じるくらい仲良くすべきとまで言いませんが、IT チームと開発チームの連携がうまくい
かないと、セキュリティもうまくいかないことをこの結果は物語っています（その逆もまた同
様です）。もしそれが事実ならば、全員の成果を高めるためにチーム間のコミュニケーショ
ンやコラボレーションの改善に力を入れることは理に適ったアプローチと言えるでしょう。
図 3 を見ると、チーム間の連携を促進することでセキュリティにもメリットが現れることが
わかります。

最後に注目すべき点は、上位の成功要因が「運用」、「ガバナンス」、「戦略」の 3 カテゴリ
すべてにまたがっていることです。これは、「ガバナンス」、「戦略」、「運用」のいずれか 
1 分野だけに注力しても、セキュリティプログラム全体の成功には必ずしもつながらないこ
とを示唆しています。プログラム全体の成功には、これらすべての要素が必要であり、要
素が多ければ多いほど成果は大きくなります。この事実は、以降のセクションで 11 種類あ
るプログラムレベルの成果ごとに成功要因を検討していくうちに、徐々に明らかになってい
きます。

https://ja.wikipedia.org/wiki/OODA%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97


まるで家具のように古くなったテクノロジー
を壊れるまで使い続けている企業にとって、
テクノロジーの継続的なアップグレードが
プログラムの成功に大きく寄与するという
調査結果は、あまり嬉しいニュースではな
いかもしれません。「新しいものほど良い」
という言葉は、シリコンバレーの人々 の考
え方だけを表すものでなく、広く一般にも
当てはまるのです。
詳細については、Cisco Security Bottom Line Report を参照してください。

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/se/2019/10/Collateral/security-bottom-line-cybersecurity.pdf
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プロアクティブなテクノロジーの更新（SS6）、テクノロジーの統合 （AO1）、タイムリー
なインシデント対応（AO9）、迅速なディザスタリカバリ（AO10）という 4 つのプラク
ティスは、ほぼすべての成果に大きく寄与しています。そのため、これら 4 つは、こ
のセクションにあるすべてのチャートに現れています。したがって、調査結果をより多
角的に検討するために、通常は上記 4 つを除く上位 5 つのプラクティスに着目して
分析を行っています。ただし、これら 4 つのプラクティスを軽視しているわけではあ
りません。本調査では、これらのプラクティスが最も重要な成功要因であることがデー
タに繰り返し表われています。

NIST CSF 機能 
本調査では、特定のプラクティスを実践できているかどうかだけでなく、投資、リソー
ス、労力の観点から、セキュリティプログラムの比重をどこに置いているかについても
回答者に尋ねました。この質問には、米国国立標準技術研究所（NIST）の「サイバー
セキュリティ フレームワーク（CSF）」で定義されている高次のセキュリティ機能を使
用しました。

CSF の防御機能の貢献度はすべての成果に関して最下位にあるわけではありません
が、セキュリティプログラム全体の成功に対する貢献度の点では、下から 2 番目に位
置しています（1 位は識別機能です）。この結果は確かに直感に反しますが、防御が
重要でないことを意味するわけではありません。むしろ、最良のプログラムには、サ
イバー脅威を特定・防御・検知して、対応と回復を行うための包括的な防御策が必ず
と言っていいほど盛り込まれています。長い間、この分野では防御が重視されてきま
したが、必ずしも防御だけでは効果的な戦略にならないということをこの結果は物語っ
ているのです。

5 つの NIST CSF 機能がプログラムの成果にどのように寄与するかについては、
#SecurityOutcomes ブログシリーズをご覧ください。

セキュリティ目標の達成
究極の目標はセキュリティプログラム全体を成功に導くことですが、特定の成果を追求する
ことにも十分な合理性があり、多くの場合、そうする必要があります。おそらく、表 1 に
示されているた成果を見ると、「[ 成果 x] を達成するのに効果的な要因はどれか」という疑
問が頭に浮んでくるでしょう。その場合は、以下の説明が参考になります。

成果は「ビジネスの促進」、「リスク管理」、「業務の効率化」という 3 つのカテゴリに分類
されます。このセクションでは、これらのカテゴリごとに、各目標をすでに達成できている
と答えた回答者との相関性が最も高いセキュリティプラクティスをいくつか取り上げます。
特定の成果を達成するのに最も効果的な成功要因の完全版リストを早く見たいかもしれま
せんが、少しの間お待ちください。楽しみは最後まで取っておきましょう。

https://blogs.cisco.com/tag/securityoutcomes


「�セキュリティ製品を購入している企業は、
多くの場合、複数のベンダーのツールを
何十種類も使用し、応急的な統合でそれ
らを何とか連携させています。その結果、
複雑さ、コスト、オーバーヘッドが増大し
ているのです」
Mike Hanley、最高情報セキュリティ責任者、シスコ
詳細はこちら

https://blogs.cisco.com/security/ciscos-new-ciso-securing-the-future-one-challenge-at-a-time
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ビジネスの促進
タイトルが示すように、このカテゴリの成果はビジネス活動のサポートと促進に重点を置い
ています。セキュリティはセキュリティのために存在するではなく、ビジネスのために存在し
ているという認識がこのカテゴリの名前に現れています。この目標を達成するためのヒント
を今から探っていきましょう。

ビジネスニーズと成長に対応する
最先端のテクノロジーへのアップグレードを頻繁に行い、それらを統合して連携させるプラ
クティスが、図 4 でも上位にランクインしています。これらのプラクティスについてはすでに
かなり詳しく説明しているため、ここでは、この結果が多くのことを示唆していると指摘す
るだけにとどめておきます。「ビジネスに対応する」という概念は、収益を生み出す活動に
合わせてセキュリティの移行、変更、調整を行っていく必要があることを意味します。古い
テクノロジーに新しい手法を取り入れようとしたことがある人ならば、それがほぼ不可能で
あることを知っていると思います。断片化した旧式のインフラはビジネスの妨げにしかなりま
せん。

役職別のセキュリティ教育がビジネスの促進に大きく貢献することはよく知られています。こ
れを踏まえ、私たちは「人材教育がプログラムを俊敏にする」という格言を作りました。教
育こそが現代のセキュリティプログラムにおける最重要テーマだと主張する人たちもいます。
ただし、質が高く、企業文化に合致し、対象者別に設計された教育プログラムでなければ、
あまり効果は上がらないでしょう。

図 4：ビジネスへの対応に最も寄与するセキュリティ成功要因（EB1） 

図 4 に「自動化」が含まれているのも予想どおりでした。自動化は、ボトルネックを取り
除き、人材、プロセス、テクノロジーの俊敏性を高めるため、セキュリティプログラムをビ
ジネスに合わせて調整するのに役立つからです。図 4 に示されているように、テクノロジー
の最新化、自動化、統合に重点を置くことで、開発、セキュリティ、運用に明らかな効果
が現れ始めます。

ビジネスを促進する要因としてインシデント対応（IR）が上位にランクインしているのは、一
見奇妙に思えるかもしれませんが、インシデント対応は単に火を消して混乱を収拾させるた
めのものではありません。ビジネスへの影響を最小限に抑えながら不測の事態に対処する
ことが IR の最終目標です。したがって、インシデント対応が図 4 に現れているのはごく当
然のことと言えます。
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指標中心型のセキュリティプログラムが持つ最大の利点は、状況の変化に応じて軌道を修正
できることです。ビジネスへの対応に役立つ要因として評価指標が上位にランクインしている
のはそのためと考えられます。現在の状況と将来の目標がわからなければ、すぐに行動を起こ
しても意味がありません。

また、十分な予算の確保が上位にランクインしているのも不思議なことではありません。特に、
迅速に行動してすばやく発展することが求められるビジネスモデルの場合は、このことはよく
覚えておくとよいでしょう。セキュリティへの投資を適切に行うことは、ビジネスを勢い付ける
ことにもつながるのです。

こちらを読むと、シスコの CISO がセキュリティを通じてどのようにビジネスを支援しているか
がわかります。

経営陣の信用と信頼を獲得する
テクノロジーの最新化や統合に対する経営陣の理解を得ることも重要なポイントです。そう聞
くと、経営陣が突然セキュリティ オペレーション センター（SOC）の視察に訪れた場合を想
像して、デスクの上を掃除したくなったり、忙しく見せたりしたくなりますが、実際、綿密に計
画された「現場視察ツアー」には一定の効果があるという証拠もあります。

多くの最高経営幹部は、サイバーセキュリティを、深刻な情報漏洩やビジネスの中断が発生し
て新聞の見出しに載らないようにするための保険と見なしています。経営陣の信頼を得ること
に関連する要因として、正確な脅威検出と迅速な災害復旧が上位にランクインしているのは、
こうした懸念が背景にあると考えられます。可視性とレジリエンス（復元力）を十分に確保で
きていることを示せれば、「私たちを信頼してください」というメッセージも経営陣に伝わります。

図 5：経営陣の信頼の獲得に最も寄与するセキュリティ成功要因（EB2） 

資産インベントリを正確に管理し 、プログラムの評価指標を追跡し、役職別トレーニングを
実施することも、経営陣の不安を和らげるというテーマに関係しているようです。セキュリティ
チームが重要な資産の状況を正確に把握し、それらを守るためのスキルを十分に持っていて、
信頼性の高い指標を常に追跡していることを示し、「私たちを信頼してください」というメッセー
ジに説得力を与えることができれば、経営陣の信頼を獲得するのに大いに役立つでしょう。

セキュリティは経営陣にとって重要な問題であるにもかかわらず、セキュリティを強化するに
は経営陣の信頼を得なければならないというのは一見堂々巡りのようですが、これはおそらく
「相関関係は因果関係ではない」という格言の好例と言えるでしょう。経営陣がセキュリティ
の重要性を認識しているならば、経営陣がプログラムを十分に支援し、成功に必要な投資を
認める可能性は高くなります。

https://blogs.cisco.com/security/ciscos-new-ciso-securing-the-future-one-challenge-at-a-time
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同僚や他の部門の賛同を得る
図 6 の上位にある成功要因の一部についてはすでに説明済みですが、ここでは、優れたセ
キュリティ運用（検出、統合、自動化）が他チーム / 部門の尊敬と協力を得る上でも役立つ
という点を確認しておきましょう。セキュリティ運用には他チームに大きく依存している部分
があります。これらのプラクティスを実践すれば、他チームとの摩擦を軽減し、柔軟性を高め、
「何に対してもノーと言う部署」の汚名を返上できるかもしれません。

図 6：同僚の賛同を得ること（EB3）に最も寄与するセキュリティ成功要因 
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汚名といえば、セキュリティ関連の支出が（しばしば資金繰りに苦しむ）IT 部門や開発部門
の予算に影響を与えることも珍しくありません。セキュリティプログラム専用の予算を十分に
確保することが同僚の賛同を獲得することにつながるのは、おそらくそのためです。十分な
セキュリティスタッフの確保が上位にランクインしているのも、おそらく同じ理由によるもの
と考えられます。「セキュリティプログラムのためにうちの部門の予算やスタッフを削られるの
は困るな。もちろんプログラム自体には賛成するけどね」というのが他部門の本音でしょう。

脆弱性の修復は前のパラグラフで説明した力学の具体例と言えます。IT チームとセキュリティ
チームの連携がなければ、脆弱性の修復はほぼ不可能です。多くの場合、セキュリティチー
ムの役割はバグを発見することで、IT チームの役割はそのバグを取り除くことです。誰が何
を担当するかを調整することで部門間の連携がスムーズになることは容易に想像できます。
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すべての従業員に受け入れられるセキュリティ文化を確立する
すべての従業員が嫌々ながらではなく自ら進んで受け入れるようなセキュリティ文化を確立す
るにはどうすればよいでしょうか。図 7 では、ニーズに合ったテクノロジー、明確な方向性、
問題が発生した場合の迅速な修復（またはそもそも問題が起きないようにすること）が上位
にランクインしています。ここから読み取れるメッセージは明瞭です。

セキュリティ文化とは単に教育（特に誰もが嫌う毎年恒例のオンライン意識啓発トレーニン
グ）だけを意味するものではありません。もちろん、「セキュリティポリシーに違反するたび
に罰として再教育を受けさせる」ことも文化とは言えません。戦略と文化の相関性について
は大いに検討の価値があります。「セキュリティ文化の確立」は、適切なセキュリティ戦略を
確立することで大幅に向上する、「ビジネスの促進」カテゴリ唯一の成果です。これは少々奇
妙に聞こえるかもしれませんが、セキュリティ文化が確立されていなければ、新しいセキュリ
ティポリシーを見た社員から、「これをすべて守ったところでどんな意味があるのか」と不満
の声が上がるのは避けられないでしょう。適切な戦略を確立することで全員の意識が統一さ
れ、不満の解消にもつながるのです。

図 7：強力なセキュリティ文化の確立に最も寄与する成功要因（EB4） 

IT チーム、開発チーム、セキュリティチームの連携がプログラム全体の成功に寄与すること
はすでに確認しましたが、セキュリティ文化の確立にも寄与するのは容易に想像できます。
セキュリティは上からの命令だけで確保できるものではなく、インフラや組織自体にセキュリ
ティが組み込まれていなければほとんど効果はありません。そのためには技術チーム間の連
携が不可欠になります。

図 7 には「ベンダーのセキュリティの管理」も含まれていますが、その解釈には少々頭を悩
ませました。ですが、「私の会社のバリュー / サプライチェーンに含まれるベンダーのセキュリ
ティプラクティスは私の会社の基準と一致している。または、私の会社はベンダーを適切に
管理できている」という質問の全文を読むとヒントが見えてきます。サプライチェーン全体に
わたってセキュリティの確保に取り組んでいる企業の場合は、自社の文化にもセキュリティが
しっかりと根付いている可能性が高いと言ってもあながち深読みしすぎではないでしょう。
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セキュリティ
事例
セキュリティ事例ポッドキャストで、Elevate 
Security 社の共同設立者 Masha Sedova 
氏とのインタビューを聞くことができます。

このポッドキャストを聞くと、データと分析
を活用して人間主体のセキュリティを確立
し、サイバーセキュリティへの取り組みを通
じて会社の文化と従業員の行動に変化をも
たらす方法を学べます。また、興味深いエ
ピソードも豊富に盛り込まれています。

cisco.com/go/securitystories にアクセ
スしてください。

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/securitystories.html
https://cisco.com/go/securitystories
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リスク管理
セキュリティプログラムの最大の目的は何かと尋ねられたら、ほとんどの人がリスク管理を真っ
先に思い浮かべるでしょう。もちろん、リスクは多面的であるため、企業のリスク管理の状況
を複数の観点から見るために、ここでは 3 つの成果について検討することにしましょう、

組織にとって最も深刻なサイバーリスクを管理する
図 8 では、「迅速なディザスタリカバリ」がタッグチームチャンピオンとも言うべき「テクノロジー
の更新と統合」よりも上位にランクインしていますが、そうした細かい点への深入りは避けましょ
う。とは言え、このデータからは、問題が起きないようにすることだけがリスク管理ではない
という重要なポイントが見えてきます。問題を防ぐのと同じくらいに、問題が起きたいときの
影響を最小限に抑えることも重要です。「迅速なディザスタリカバリ」が上位にあるのはそのた
めと考えられます。

「迅速なディザスタリカバリ」は、「十分なセキュリティテクノロジー」と「プロアクティブな更新」
の両方が大きく寄与する 2 つの成果のうちの 1 つです。このデータからは、最適なツールを
最新の状態に保つことで深刻なリスクを管理できる可能性が高くなるというメッセージが読み
取れます。

図 8：深刻なリスクの管理に最も寄与するセキュリティ成功要因（MR1） 

以前からセキュリティ指標の有効性を訴えてきた立場からすると、データドリブンを導入する
ことでリスク管理が改善されるという調査結果を見ることができたのは嬉しい限りです。最近、
「測定できないものは管理できない」という格言がやたらと使われているのを目にしますが、
正当な理由がないわけではありません。この格言は、サイバーセキュリティを含むさまざまな
領域に当てはまります。

今回の調査で、セキュアなアプリケーション開発アプローチとの相関性が強いのはこの成果
だけという事実が明らかになり、実に驚きましたが、非常に多くのサイバーリスクがソフトウェ
アの欠陥に起因することを考えれば納得が行きます。

「経営陣への明確な報告」が上位にランクインしたのはこの図が初めてなので、少し詳しく見
ておきましょう。セキュリティプログラムの活動内容と有効性を経営陣に報告するだけで深刻
なリスクを効果的に軽減できるかどうかは疑問です。とは言うものの、経営陣をセキュリティ
プログラムにある程度関与させることで、プログラムの強制力が高まるということは十分に考
えられます。もちろん、そこには「これがあなたの求めていた保証です。これで安心してビジ
ネスに取り組めます」 のような、ジェダイのマインドトリックに似た効果もあるでしょう。
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コンプライアンス規制要件を順守する
「プロアクティブなテクノロジーの更新」は今まですべてのチャートにランクインしていますが、
「プロアクティブなテクノロジーの更新」が「コンプライアンス規制の順守」にも貢献する理
由はすぐに思い当たりません。ひょっとすると、最新のソリューションには、膨大な数のチェッ
クボックスにチェックマークを付けたり、優れた監査証跡を作成したりする機能があるのか
もしれません。確信は持てませんが、これは確かに注目に値する点と言えます。

図 9 に示されているいくつかのプラクティスは、適切な戦略の確立、タイムリーな脆弱性の
修復、迅速なインシデント対応、迅速なディザスタリカバリといった基盤をセキュリティプロ
グラムが網羅していることを示す重要な証拠と見なすことができます。これらのボックスを 
1 つずつチェックすることは、コンプライアンスを維持する上で非常に役立ちます。

図 9：コンプライアンス規制の順守に最も寄与するセキュリティ成功要因（MR2） 

経営陣は法規制に関連するリスクをよく理解しているため、多くの場合、取締役会レベルの
セキュリティレポートでは、このテーマが中心となります。この図に「経営陣への明確な報告」
が含まれていることを考え合わせると、セキュリティプログラムの現状や有効性を経営陣に
明確に報告できるセキュリティリーダーは、規制当局に対しても明確な報告を行える可能性
が高いと考えられます。あるいは、経営陣が規制当局とのコミュニケーションをうまく取れて
いるために、コンプライアンスを順守できているという可能性も考えられます。

特定の成果との関連性が見られないプラクティスも無視するわけにはいきません。今回の調
査では、コンプライアンス担当スタッフを置いているかどうかで何らかの成果に影響するの
かも調べましたが、どの成果にも影響していないことがわかりました。確かに、コンプライ
アンス責任者を置くだけで規制当局が満足するとは思えませんが、何らかの目的に貢献して
いるとすれば、コンプライアンス規制の順守に貢献しているはずです。

重大なセキュリティインシデントや損失を回避する
図 10 から読み取れるのは、「攻撃者は常に進歩しているのだから我々も進歩しなければな
らない」という明確なメッセージです。重大なサイバーセキュリティ インシデントや損失を
回避できるかどうかは、迅速な対応とリカバリ機能に裏打ちされた効果的な IT/セキュリティ
インフラを常に最新の状態に維持できているかどうかに大きく依存しているようです。

プロアクティブなテクノロジー更新戦略の副次的なメリットの 1 つは、テクノロジースタック
が定期的に更新されるため、記録の管理が適切に行われ、古いテクノロジーがそのまま放
置されることがなくなることです。攻撃者が攻撃の足場を築くために利用している環境内の
システムを見落としていたり、そのようなシステムを追跡できていなかったり、メンテナンス
を適切に行っていなかったりすることにより発生した過去の大規模侵害の事例は膨大な数に
上ります。長い間更新されていないインフラは、攻撃者にとって格好のターゲットになります。
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重大なインシデントと損失について
重大なセキュリティインシデントやデータ損失が発生したからといって、必ずしもセキュ
リティプログラムが失敗しているわけではありませんが（反対に、インシデントやデー
タ損失が起きていないからといって必ずしも成功しているとは言えませんが）、これら
は経営陣にとって最も重要な指標の 1 つです。今回の調査では、インシデントの回避
に苦労していると答えた回答者に対して、詳細情報の提供を求めました。これらの回
答者から報告されたセキュリティイベントの中で最も多かったのは、データ侵害、ラ
ンサムウェア、サービス停止の 3 種類でした。

また、イベントの影響についても情報提供を求めたところ、「業務への影響」が最も
多くの回答者から報告されました。重大なイベントが発生すると従業員（およびシステ
ム）がインシデントへの対応に追われ、通常業務が滞ることを考えると、この結果は
当然と言えます。その後には、「ブランド価値の低下」、「ビジネス関係の悪化」、「収
益上の損失」、「法的措置」などの影響が続きます。インシデントと損失についてさら
に詳しくは、#SecurityOutcomes ブログシリーズをご覧ください。

図 10：重大なインシデントの回避に最も寄与するセキュリティ成功要因（MR3） 

図 10 を見ると、過去に公表された他社の大規模インシデントから教訓を学ぶだけでなく、
（ニアミスを含め）自社で発生したインシデントからも教訓を学ぶをことが大切であること
がわかります。重大なインシデントの事後調査を実施して、その教訓を将来に役立てると
いうセキュリティ文化が根付くことにより、将来のインシデントにも対応できるようになるか
らです。

評価指標は重大なサイバーリスクの管理に役立つだけでなく、侵害を回避する上でも役立
ちます。これに正確な脅威検出を組み合わせることで、状況を全体的に把握できるように
なります。攻撃者の能力や活動に加え、自社の防御力を把握することで、攻撃者と同じ土
俵に立つことができます。

また、役職別のトレーニングも重大なインシデントや損失の回避に役立ちます。侵害のリス
クを最小限に抑えるという観点では、トレーニングにも脅威検出とほぼ同等の効果がある
ことがデータにより示されています。ところで、皆様の会社では、トレーニングと脅威検出
のどちらにより多くの予算を割り当てているでしょうか。トレーニングは成功のために必要
なものと考えられがちですが、予算が厳しいときに最初に行われることが多いものの 1 つ
でもあります。人に投資した方が効果的という証拠を経営陣に示す必要がある場合は、こ
のチャートが大いに役立つでしょう。
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業務の効率化
ビジネスの促進やリスク管理以上に、業務を効率化できているかどうかがセキュリティプログ
ラムの成否を大きく左右する場合が少なくありません。このカテゴリの成果は、費用対効果、
戦略の実行、人材管理、インシデント対応プロセスに関連しています。いずれも重要なもの
ばかりです。それでは、プログラムの成功に寄与するこのカテゴリのプラクティスを見ていきま
しょう。

コスト効率の高いセキュリティプログラムを実施する
プロアクティブにテクノロジーを更新する戦略が、コスト効率の高いセキュリティプログラムの
維持に寄与するという事実は、直感に反しているようにも感じられますが、すでに述べたよう
に、このプラクティスの目的はセキュリティの向上だけではありません。従業員に最適なツー
ルを使わせることで最大限のパフォーマンスを引き出すことがこのプラクティスの最大の目的
です。また、図 11 でその次に来る 2 つのプラクティス（統合と自動化）は、セキュリティツー
ルが最新に保たれていなければ実現困難です。最適なツールは、効果的で管理が容易である
ため、長期的なコスト削減にもつながります。

図 11 でさらにその次に来る 2 つのプラクティスは、すでに何度も見てきたものです。過去に
重大なセキュリティインシデントを経験したことがあれば、対応と復旧に膨大な時間とコスト
がかかることはよくご存じでしょう。これらの機能を準備し、必要なときにすぐに実行できる
ようにすることは、インシデントコストだけでなく関連コストを抑制することにもつながります。

図 11：コスト効率の高いセキュリティプログラムに最も寄与する成功要因（OP1） 

脆弱性の管理や無数の誤検出のトリアージほど面倒なセキュリティタスクはありません。今回
の調査で最も実装が不十分だったプラクティスの中でも、これら 2 つの機能が図 2 の下部に
位置していることには明確な理由があります。それらは困難であり、多くのリソースを必要と
するからです。幸いにも、図 11 を見ると、修復期限と検出精度が効率性の向上に寄与して
いることがわかり、希望の光が見えてきます。

この成果に関して言うと、セキュリティ予算にはゴルディロックスゾーン（宇宙における、生命
の進化に適した領域）と言うべきものがあります。予算が小さすぎると、どれほど努力しても
すべてをやり遂げることはできません。逆に大きすぎると、無駄が入り込みやすくなります。
しかし、適切な予算が確保されていれば、プログラムの機能がミッションに完全に適合し、
最大の効率で運用されるようになります。

全体として見ると、適切に設計され、効率的な運用によって支えられるアーキテクチャを構築
できれば、コスト効率の高いセキュリティプログラムを最も簡単に実現できると考えられます。
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計画外の作業と無駄な労力を最小限に抑える 
この成果は「コスト効率の高いプログラムの実施」に似ていますが、この成果の比重は、大
きな後退や逸脱なしに戦略を実行することに置かれています。最初に適切な戦略を確立する
ことで、上位 5 つのプラクティスがこの目標に大きく寄与するようになるのは当然のことで
しょう。また、戦略の実行に必要な予算を十分に確保することも、この目標に大きく寄与し
ます。

チャート内のその他の要素（タイムリーな対応、効果的な自動化、正確な脅威検出）は、戦
略の日々の実行において先発者利益を得ることにつながります。脅威の検出と対応が不十分
な場合は特に混沌とした状況に陥りがちです。前述のように、一貫性のないインシデント対
応プロセスと際限のない誤検出の追跡は、時間の浪費、スタッフの疲弊、その他多くの価値
を損なう事態につながります。セキュリティの自動化とオーケストレーションの最大の目的は、
業務の行き詰まりやボトルネックに対処することです。その目的が自動化とオーケストレー
ションによって実際に果たされることが実証されたのは喜ばしいことと言えます。

また、この目的を達成するための重要なポイントは、評価指標を使ってセキュリティプログラ
ムが良い方向に向かっているかを厳しい目でチェックし、軌道から外れ始めたときにすぐに気
付けるようにすることです。

図 12：無駄な労力を最小限に抑えることに最も寄与するセキュリティ成功要因（OP2） 

セキュリティに精通した人材を採用して維持する
業界では、セキュリティスタッフの採用と維持に苦労しているという声があちこちで聞かれま
す。ここで役立つかもしれない常套手段があります。優秀な人材を採用するための予算を確
保し、すべてのセキュリティスタッフに受け入れられる戦略を策定し、優秀な同僚を周りに配
置し、成功に必要なツールを提供することです。自分が受け入れられているという感覚や、
尊重されているという感覚や、ここならキャリアを積んでいけそうだという感覚をスタッフが
持ちやすくするには、バックグラウンド、スキル、意見の異なる多様な人材を集めることが不
可欠です。

正直なところ、図 13 に示すプラクティスが技術面に編っていることに私たちはかなり驚きま
した。この項目に関連する成功要因のリストはもう少しソフトなものになると予想していたか
らです。しかし、よくあることですが、データを見て事前の想定に間違いがなかったかを検討
し直しました。そして、アーキテクチャと運用が優秀なセキュリティスタッフの採用と維持に
大きく寄与するというのも十分にあり得ることだと考えを改めました。出来の悪いテクノロジー
を克服するために時間と才能を無駄使いするのが楽しいと考える人は絶対にいないでしょう。



セキュリティ プロフェッショナルがサイバーセキュリティの世界に足を踏み入れるまで
の道筋は 1 つではありません。eBook『サイバーセキュリティ業界の多様性：キャリア
の多様な可能性』に掲載されている著名なサイバーセキュリティ専門家たちとのインタ
ビューを読むと、彼らがどのようにキャリアをスタートさせたかを知ることができます。
また、若いセキュリティ担当者に向けてのアドバイスも満載です。
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図 13：セキュリティスタッフの維持に最も寄与する成功要因（OP3） 

時間と才能の無駄遣いに関連して、セキュリティの自動化についても考えてみましょう。自
動化は人間の仕事を奪うものと考える人もいますが、自動化テクノロジーの効果的な使い方
を知っている人は、自動化が人間の仕事を奪うものではなく、人間を解放するものであると
いうことをよく知っています。面白みのない作業から解放されたスタッフは、やりがいがあり、
楽しく、価値の創造につながる仕事に専念できるようになります。これらの結果は、セキュ
リティ プロフェッショナルがそうしたメリットを高く評価していることを示しています。

また、IT チームとセキュリティチームの連携も注目に値する要因です。コラボレーションの文
化を構築するのは容易なことではありませんが、多くの理由から取り組むだけの価値がある
と言えます。図 13 に示されているように、人材の維持に対する効果も期待できそうです。

インシデント検知と対応プロセスを合理化する
最後に検討するこの成果は、他の多くの成果よりも戦術的なものであり、少なくともラベル
を見る限りでは、「タイムリーなインシデント対応」のプラクティスとほぼ重複しています。し
かし、付録 B でこの目的の説明と実例を見れば、合理化されたインシデント対応（IR）は手
段であると同時に目的にもなり得ることがわかります。IR、脅威検出、その他の中核的 
SecOps プラクティスがこのセクションで説明する成果に大きく影響していることを考える
と、これらの機能をどのように改善できるかを考えるのは理に適っていると言えるでしょう。
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図 14：IR プロセスの合理化に最も寄与するセキュリティ成功要因（OP4） 

その答えの一部は、このレポートで繰り返し見てきたものと同じです。それは、成熟した運用
によって支えられ、適切に調整された最新のセキュリティアーキテクチャです。これはもう、ほ
ぼ間違いなく確実な成功要因と言ってよいでしょう。さらに興味深いのは図 14 の最後にある 
3 つの要因です。これらは成功をより確実なものにするためのプラクティスと言えます。（重大
なインシデントや損失を回避するために）過去のインシデントから学ぶことの価値については
すでに確認済みですが、このプラクティスがここにもまた現れています。これは自明のことのよ
うにも思えますが、過去のインシデントから学ぶことを怠っている IR チームがこれほど多いと
いう事実を知って驚いた方も多いと思います。このプラクティスは、正確な資産インベントリが
重要な成功要因となる 2 番目の成果でもあります。「そんな（脆弱な）サーバがまだ存在して
いたことすら知らなかった」とか「そのアプリケーションがどこにあるのかわからない」といっ
た声を耳にしたことがあれば、この相関関係が完全に理に適っていることは容易に想像できる
と思います。資産がどこにあり、誰が所有していて、どのように設定されているかがわからけれ
ば、適切に対応するのは困難です。

セキュアな開発ライフサイクルの導入を提案する際の理由付けとして、IR プロセスの合理化を
真っ先に思い浮かべる人は少ないでしょうが、このプラクティスは、セキュリティチームと開発
チームの連携が DevSecOps を通じて促進されることを示唆しています。その結果、アプリケー
ションの堅牢性と復元力（レジリエンス）が高まり、攻撃対象領域に対する共通理解が深まり、
問題が発生した際の不具合に対する認識と対応も改善されます。

コロナ禍の影響の抑制
本調査では、コロナ禍が組織にどのような影響を及ぼしているかについても尋ねました。これ
は「業務の効率化」グループの成果の 1 つと考えることもできます。コロナ禍が業務やサイバー
リスク管理に及ぼす影響を最小限に抑えることに最も成功している企業には、次のような特徴
がありました。

1. 最適な IT/セキュリティテクノロジーへの頻繁なアップグレードを中心に据えたプロアクティ
ブなテクノロジー更新戦略を取っている。

2. セキュリティスタッフを十分に確保し、役職別トレーニングプログラムを通じて人材に投資し
ている。

3. セキュリティプログラムの活動内容と有効性を経営陣に対して明確に報告している。

これらの結果を総合すると、コロナ禍のような予期せぬ事態が発生しても組織の復元力（レジ
リエンス）を維持できるかどうかは、経営陣への説明責任をしっかりと果たせる優秀な人材に
よって最新の高機能テクノロジースタックが適切に管理されているかどうかに大きく依存してい
ると言えるでしょう。この重要トピックに関連するその他の調査結果については、
#SecurityOutcomes ブログシリーズをご覧ください。
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「�世界的危機とも言うべきコロナ禍の影響で
スタッフが従来と異なる環境で働く時間が
大幅に増えたため、セキュリティ上の脅威
は明らかに増大しています。そのため、本
校では「スタッフと学生への適切な作業
ツールの提供」「適切なセキュリティ対策
の実施」、「脅威に関するスタッフ向けトレー
ニングの実施」という 3 つの対策を取り
ました。そして、その後も脅威に対する注
意を繰り返し呼びかけました。特に気を
配ったのは情報の提供方法です。自宅の
サイバー環境をしっかりと安全に保つため
のアドバイスを少しずつ少しずつ丁寧に伝
えることを特に心がけました」
Mick Jenkins 氏、ブルネル大学ロンドン CISO
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この旅のプランを立てるためのヒントをここ
でいくつかご紹介します。
• 特定の成果の達成に寄与する可能性が高いプラクティスを確認した
い場合は、個々の行に注目してください。

• 特定のプラクティスを実践することで得られる可能性が高いメリット
（成果）を確認したい場合は、個々の列に注目してください。

• さまざまな成果に幅広く寄与するプラクティスもあれば、特定の成果
のみに寄与するプラクティスもあります。

成功に向けてのロードマップ
レポートの途中で、「最も効果的な成功要因のリストを早く見たいかもしれませんが、少し
の間お待ちください」とお願いしましたが、ここでその約束を果たしたいと思います。図 
15 の下部には、本レポートで説明したすべてのセキュリティプラクティスが示されています。
左側にはプログラムレベルの成果がすべて示されています。プラクティスと成果の両方に関
する質問の全文は、付録に掲載されています。

色付きのセルは、交差するプラクティスと結果の間に、統計的に有意な正の相関性がある
ことを意味しています（白いセルは相関性がないことを意味します）。色の濃さは、そのプ
ラクティスと成果の組み合わせによって増加する成功度の大きさを示しています。セル内の
値は、これまでの図の値に対応しています。

これまでのセクションと同様に、この結論部分でも、自分たちの見解をあれこれ述べるの
は差し控えて、データ自体に語らせたいと思います。このチャートはセキュリティプログラ
ムの全体像を見渡せるように設計されています。この図を参考に、皆様の会社でもセキュ
リティプログラムをさらなる成功に導くためのロードマップをぜひ作成してみてください。
それは、自分で進む道を決める究極のセキュリティアドベンチャーです。



図 15 の白いセルは、該当するプラクティスが成果の達成にまったく寄与しないことを
意味するものではなく、単純にすべての回答者からの回答を平均した結果、統計的に
有意な影響が見られなかったことを示しているに過ぎません。各プラクティスの影響度
は、業界別、地域別、組織規模別にデータを切り分けると大きく変わります。つまり、
影響度はそれぞれの会社ごとに異なる可能性があります。地域や業種ごとの違いについ
てご興味がある方は、https://www.cisco.com/jp/go/securityoutcomes の地域別レ
ポートと業種別レポートをご覧ください。
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図 15：セキュリティプログラムの各成果とすべてのプラクティスの相関関係

2.9%3.7% 3.9% 3.8%3.9%5.1%5.6% 5.2% 6.0% 6.1%8.9%

3.0%2.9% 3.1%3.3% 3.9%4.9% 4.8%5.2%6.0% 5.2%6.6%6.5%

2.9%2.9%3.6% 3.7% 3.7%3.7%4.0% 4.7% 4.6%4.9%5.2%5.7% 6.0%

2.9%3.2% 3.5% 3.6%3.8% 3.8% 4.4%4.9%4.9% 5.5%4.7% 7.7%

3.3% 3.3% 3.9%4.3%5.4%4.9% 6.0%6.8% 6.9%

2.9%3.3% 3.4%3.7%4.1% 3.8%4.6% 4.4%4.7% 5.9%8.3%

3.0% 2.9%3.5% 3.6%4.0% 3.8%4.0%4.2% 4.2%4.3% 5.5%7.2%

3.1% 4.1%4.4% 4.5%5.4% 6.3%6.2%7.4%8.0%

3.4%3.1% 3.6%3.8%4.3% 4.1%4.5% 4.8% 4.8%5.8%7.1%

3.0% 3.6%3.8% 3.9%4.3%4.8% 4.4%5.1%4.8% 6.9%8.8%

3.0%3.1% 3.3%3.3% 3.6%4.1%5.0% 4.5%4.9% 5.2%5.2%7.9%IR プロセスを合理化する（OP4）

セキュリティに精通した人材を
維持する（OP3）

計画外の作業を最小限に抑える（OP2）

高いコスト効率で実施する（OP1）

重大なインシデントを回避する（MR3）

コンプライアンス規制を順守する（MR2）

最も深刻なリスクを管理する（MR1）

セキュリティ文化を確立する（EB4）

同僚の賛同を得る（EB3）

経営陣の信頼を獲得する（EB2）

ビジネスに対応する（EB1）

プロ
アク

ティ
ブな

テク
ノロ

ジー
の更

新（
SS6）

テク
ノロ

ジー
の十

分な
統合

（AO1）

迅速
なイ

ンシ
デン

ト対
応（

AO9）

迅速
なデ

ィザ
スタ

リカ
バリ

（AO10）

脅威
の正

確な
検知

（AO8）

プロ
グラ

ムの
評価

指標
（AO2）

自動
化の

効果
的な

利用
（AO4）

適切
なセ

キュ
リテ

ィ戦
略（

SS1）

十分
なセ

キュ
リテ

ィ予
算（

SS2）

役職
別ト

レー
ニン

グ（
SS4）

脆弱
性修

復期
限の

順守
（AO5）

過去
のイ

ンシ
デン

トか
らの

学習
（AO11）

十分
なセ

キュ
リテ

ィス
タッ

フ（
SS3）

十分
なセ

キュ
リテ

ィテ
クノ

ロジ
ー（

SS5）

経営
陣へ

の明
確な

報告
（BG3）

セキ
ュリ

ティ
意識

啓発
トレ

ーニ
ング

（BG4）

資産
イン

ベン
トリ

の正
確な

管理
（BG8）

セキ
ュリ

ティ
の重

要性
に対

する
経営

陣の
理解

（BG2）

ベン
ダー

のセ
キュ

リテ
ィの

管理
（BG7）

IT チー
ムと

セキ
ュリ

ティ
チー

ムの
連携

（AO3）

セキ
ュリ

ティ
対策

の検
証（

AO7）

セキ
ュリ

ティ
とビ

ジネ
スの

関係
に対

する
理解

（BG1）

コン
プラ

イア
ンス

責任
者（

BG6）

セキ
ュア

な開
発ア

プロ
ーチ

（AO6）

最も
深刻

なサ
イバ

ーリ
スク

の特
定（

BG5）

0% 2% 4% 6% 8%

平均限界効果（確率の変化）

Effect of various security practices on desired outcomes望ましい成果に対する各種プラクティスの効果

出展：シスコ 2021 年度セキュリティ成果調査

https://www.cisco.com/jp/go/securityoutcomes


本レポートをお読みいただき、ありがとう
ございました。セキュリティ業界のレポート
には興味深いものが数多くありますが、効
果的なセキュリティプログラムを客観的な
データに基づいて構築するための実用的資
料として本レポートをご活用いただければ
幸いです。セキュリティプログラムに関して
何かお困りの場合は、ぜひシスコにご相談
ください。ソーシャルプラットフォームでの
会話に参加したい場合は、ハッシュタグ 
#SecurityOutcomes をご利用ください。



Cisco Secure について
シスコは長年にわたりネットワーク分野のリーダーとしての地位を守り続け、総合的かつオー
プンなサイバーセキュリティ ソリューションのポートフォリオを構築してきました。セキュリ
ティソリューションは連携して機能するように設計すべきというのがシスコの基本的な考え
方です。セキュリティソリューションとは本来、相互に連携して情報を取り入れ、協調的な
ユニットとして対応するものであるべきです。それが実現すれば、セキュリティはより体系
的かつ効果的なものとなります。シスコは IT インフラとネットワーキングサービスにおける
世界最大のプロバイダーとして、また B2B サイバーセキュリティ事業を手掛ける世界最大手
として、長年の信頼と実績があります。

Cisco Secure は、最高水準のセキュリティを目指して開発されています。導入、管理、使
用が簡単な、顧客中心の合理化されたアプローチを通じてセキュリティを確保できるだけで
なく、すべての要素が連携して機能します。シスコは人とお客様を第一に考えて活動してい
ます。また、複雑さとノイズを取り除き、自社のセキュリティに対する自信を高めたいという
お客様の声にしっかり向き合い、成果に焦点を当てて開発に取り組んでいます。そのために
は極度な単純化を避けつつシンプル化を推し進める必要があります。この目標に向けた大
きな布石が、シスコのクラウドネイティブなプラットフォームです。

シスコは Cisco SecureX プラットフォームを通じて、現在および将来の脅威に対する安心
感と信頼性をセキュリティのコミュニティに提供しています。現在、すべてのフォーチュン 
100 企業が、世界で最も包括的なシスコの統合型サイバーセキュリティ プラットフォームに
より現在と将来の脅威から守られています。シスコのソリューションがエクスペリエンスをど
のようにシンプル化し、成功を加速させ、未来を保護するかについては、 
www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/index.html をご覧ください。

©2020 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の一定の国における登録商標または商標です。
本書類またはウェブサイトに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。
「パートナー」または「partner」という用語の使用は Cisco と他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。(1502R) 
この資料の記載内容は2020年12月現在のものです。
この資料に記載された仕様は予告なく変更する場合があります。

〒107‐6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー

 お問い合せ先

RPT_12_2020JA 20.12

シスコシステムズ合同会社

http://www.cisco.com/jp

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/securex/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/index.html


2021 年度セキュリティ成果調査
成功に向けての準備：効果が実証されたセキュリティプログラムの要因 34

付録
付録 A：サンプルの内訳
業界：

企業規模（従業員数）：
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金融サービス

ソフトウェア開発
製造

Source: Cisco 2021 Security Outcomes Study
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国：
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ビジネスの促進

EB1 ビジネスニーズと成長に対応する

成功の例と判断基準：セキュリティプログラムが変化するビジネスニーズに柔軟に対応できていて、
収益向上の妨げになっていない。セキュリティが競争上の優位性を獲得するのに役立ち、セキュリ
ティ自体が収益を生み出す場合もある。経営陣がセキュリティ部門を純粋なコストセンターと見な
している場合や、「何に対してもノーと言う部署」と見なしている場合は、この目標の達成に苦労
していることの表れである。

EB2 経営陣の信用と信頼を獲得する

成功の例と判断基準：セキュリティリーダーが定期的（かつ順調）に経営陣や取締役会と話し合い
を行っている。ビジネスリーダーとセキュリティリーダーの良好な関係は、相互尊重とコラボレーショ
ンの一種と言える。セキュリティチームが経営陣から頻繁に叱責を受けている場合や、無理のない
範囲でブログラムへの支持を要請してもたびたび却下される場合は、この目標の達成に苦労してい
ることの表れである。

EB3 同僚や他の部門の賛同を得る

成功の例と判断基準：セキュリティ部門が他部署を抱き込んで組織全体の防御体制作りに取り組
んでいる。コミュニケーションとコラボレーションが円滑に行われ、より大きな利益に向けて「ギ
ブアンドテイク」の関係が構築されている。セキュリティ部門以外のリーダーや他部署もセキュリ
ティ関連の評価指標を使っている。部門間での言い争いや苦情が絶えない場合は、この目標の達
成に苦労していることの表れである。

EB4 すべての従業員に受け入れられるセキュリティ文化を確立する

成功の例と判断基準：従業員が問題の発生原因としてではなく、セキュリティソリューションの一
部として扱われている。従業員満足度調査や退職時のインタビューで、従業員からセキュリティ部
門に対する否定的な意見が上がっていない。セキュリティ部門以外のスタッフがフィッシング詐欺
の疑いや、潜在的なマルウェアや、その他のインシデントを定期的に報告している。セキュリティ
ポリシー違反やポリシー逃れが頻繁に発生している場合は、この目標の達成に苦労していることの
表れである。

リスク管理

MR1 組織にとって最も深刻なサイバーリスクを管理する

成功の例と判断基準：経営陣とセキュリティリーダーの間で最も深刻なリスクが発生した場合のシ
ナリオが合意されていて、それらのリスクを緩和するための計画が存在している（または承認され
ている）。現在の潜在的なサイバーリスクが経営陣によって定められたリスク選好の範囲内にある。
リスク管理がうまくいっていないことを示す証拠（頻繁に発生するニアミス、ポリシー違反、対応 /
リカバリテストの失敗など）がない。

MR2 コンプライアンス規制要件を順守する

成功の例と判断基準：監査人や規制当局から、回避可能なセキュリティ上の問題を指摘されてい
ない。会社として、変化する規制要件を追跡して対応するための努力を十分に払っている。要件
を理解し、問題や欠陥を指摘された場合は事実を認め、問題を軽減するための支出と作業を適切
に行っていることを示す証拠がある。

MR3 重大なセキュリティインシデントや損失を回避する

成功の例と判断基準：通常、この目標を高い水準で達成できている組織は、過去数年間に（社内
外で大きく取り沙汰された）重大なセキュリティインシデントを経験していない。また、いずれ大
規模なデータ漏洩が発生するだろうと考えるに足る理由も存在しない。軽微なインシデントや中規
模なインシデントは別として、新聞の見出しになるような大問題が過去に起きておらず、将来も起
こらないかどうかを尋ねることがこの質問の意図である。
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付録 B：すべてのセキュリティ成果のリスト



業務の効率化

OP1 コスト効率の高いセキュリティプログラムを実施する

成功の例と判断基準：セキュリティプログラムの投資回収率（ROI）が高いと経営陣が考えている。
セキュリティ関連のコストが高すぎるという不満の声が繰り返し上がっていない。購入後に十分活
用されていないセキュリティ製品が少ない。セキュリティスタッフの人数に過不足がない。経営陣と
セキュリティリーダーの間でリスクを増やさずにセキュリティ予算を削減する計画が話し合われてい
る場合は、この目標を達成できていることの表れと言える。

OP2 計画外の作業と無駄な労力を最小限に抑える

成功の例と判断基準：後退や逸脱が頻繁に起きることなく戦略の実行が順調に進んでいる。事後
対応にではなくプロアクティブな対策にセキュリティ予算が使われている。従業員がつまらない作
業に追われることなく、高度で価値の高い作業に時間を費やしている。絶えず消火作業に追われ
ている場合や、「一度決めたことはもう変えられない」ようなプログラムになっている場合は、この
目標の達成に苦労していることの表れである。

OP3 セキュリティに精通した人材を採用して維持する

成功の例と判断基準：セキュリティ プロフェッショナルのコミュニティで、あの会社は働きやすい
職場だという評判が上がっている。過度なインセンティブを提示しなくてもセキュリティチームの欠
員がたいていすぐに埋まる。有能なスタッフが去って行かずに昇進し、離職率が低い水準で維持さ
れている。従業員満足度が常に高い。

OP4 インシデント検知と対応プロセスを合理化する

成功の例と判断基準：セキュリティ運用が効率的に行われているという認識が幅広く浸透している。
セキュリティインシデントが発生した場合、勘に頼ってトリアージは行うのではなく、対応作業が延々
と続くことはない。インシデントへの対応と修復は無秩序に行われるのではなく、体系的に行われ
ている。検出までの時間や修復までの時間といった指標がきちんと追跡されていて、時間の経過
とともに改善されている。
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ビジネスとガバナンス

BG1 自分が関与しているセキュリティイニシアチブが組織のビジネスニーズと目標をどのようにサポートし
ているかを明確に理解している。

BG2 私の会社の経営陣はビジネス目標の達成に対してセキュリティが重要な役割を果たすことを理解して
いると思う。

BG3 私の会社では、セキュリティプログラムの活動内容と有効性が経営陣に対して明確に報告されている。

BG4 私の会社では、すべての従業員が各自の職務に関連する脅威、ポリシー、手順に関して、効果的な
セキュリティ意識啓発教育を受けている。

BG5 私は会社にとって最も深刻なサイバーリスクを理解し、会社はそれらのリスクを正確に評価できてい
ると思う。

BG6 私の会社には、セキュリティやプライバシーのコンプライアンス要件を管理する責任者がいる。

BG7 私の会社のバリュー / サプライチェーンに含まれるベンダーのセキュリティプラクティスは私の会社の
基準と一致している。または、私の会社はベンダーを適切に管理できている。

BG8 私の会社では、主要なシステムとデータのインベントリが正確に管理され、セキュリティ要件やビジ
ネス上の重要性に基づいてそれらの資産が分類されている。

戦略と支出

SS1 私の会社のセキュリティプログラムでは、ミッションを達成するための適切な全体的戦略が維持され、
きちんと伝達されている。

SS2 私の会社のセキュリティプログラムでは、ミッションを達成するために必要な予算が確保されている。

SS3 私の会社のセキュリティプログラムでは、ミッションを達成するために必要な人材が確保されている。

SS4 私の会社のセキュリティスタッフは、職務を遂行するために必要な役職別トレーニングを受けている。

SS5 私の会社のセキュリティプログラムでは、ミッションを達成するために必要なテクノロジーとツール
が導入されている。

SS6 私の会社では、最適な IT/ セキュリティテクノロジーへのアップグレードを頻繁に行うプロアクティブ
なテクノロジー更新戦略を取っている。

アーキテクチャと運用

AO1 私の会社のセキュリティテクノロジーは適切に統合され、相互に連携して効果的に機能している。

AO2 私の会社のセキュリティプログラムでは、評価指標に基づいて運用上の意思決定と対応が行われて
いる。

AO3 私の会社の IT チーム、開発チーム、セキュリティチームは効果的に連携できている。

AO4 私の会社では自動化を効果的に使用して、セキュリティ運用とセキュリティスタッフの効率を高めて
いる。

AO5 私の会社では、取り決められた SLA や期限に従って、システムやソフトウェアで見つかった脆弱性
の修復を行っている。

AO6 私の会社では、社内アプリケーションのセキュリティを自社で開発し、継続的に管理する厳格なア
プローチを取っている。

AO7 私の会社では、セキュリティ対策の積極的な監視と定期的な検証を行い、対策の有効性を確認して
維持している。

AO8 私の会社の脅威検出機能には重大な死角がなく、潜在的なセキュリティイベントを正確に把握できて
いる。

AO9 私の会社のインシデント対応機能は、セキュリティイベントをタイムリーかつ効果的に調査して修復
できる。

AO10 私の会社のリカバリ機能は、セキュリティインシデントの影響を最小限に抑え、影響を受けた資産を
迅速に復元できる。

AO11 私の会社では、過去のインシデント対応から教訓を学び、将来のイベントに向けてセキュリティ対策
を改善するために特段の努力を払っている。
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付録 C：すべてのセキュリティプラクティスのリスト




