日本：セキュリティの改善で得られる
経済的メリット
知的財産の盗難を含むサイバー犯罪は、企業の競争力と収益力をむしばみ、日本の経済成長を妨げる要因のひと
つです。 1これまで、日本の組織のサイバーセキュリティ対策は、侵害を受けてから手立てを考えるという後手に
回った方法でした。しかし、状況は変わりつつあります。
日本政府は、サイバーセキュリティ戦略 2 やその他のガイダンスおよび対策を通して、国の経済成長を可能にす
るサイバーセキュリティの役割を強調しています。サイバーセキュリティを重視しつつある政府の取り組みは、
日本の多くの企業がそれぞれのセキュリティ ポスチャを強化しようとする積極的な姿勢を後押ししています。
これらの取り組みを速やかに進めるために、日本の企業には以下が求められます。
•

サイバー犯罪により失われる可能性がある収入やその他の損害を理解する。

•

セキュリティの運用を通して、IT 部門と業務部門の連携を改善する。

•

セキュリティ サービスの外部への委託を増やす。外部に委託することで、セキュリティ スキルが不足し
ていても対処できるようになり、社内のチームはビジネスに直結した活動や長期的なサイバーセキュリ
ティ戦略の作成に多くの時間を割けるようになる。
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主な発見
このホワイト ペーパーでは、シスコのエキスパートが、Cisco 2015 Security Capabilities Benchmark Study の
データから日本の組織の IT セキュリティ能力を分析しています。 3
•

経営陣はセキュリティに高い優先順位を付けていると思うかという問いに、米国の回答者の 68 % が強く
同意しているのに対して、日本の回答者は半数未満（48 %）しか強く同意していない。

•

セキュリティ侵害が明らかになると、日本でも変化に対して前向きになるが、米国ほどは変化が進まな
い。これは、セキュリティへの投資を増やすことに経営陣が積極的ではないためと考えられる。

•

セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）を利用している日本企業の割合が、2014 年の 34 % から
41 % に 7 ポイント上昇している。これは、日本の組織がセキュリティの全体像を把握し、将来を見越し
て攻撃を検出して防止することに重点を置く必要があることを理解し始めていることを示す。

改善の障壁となっている経営陣のセキュリティに対する関心の欠如
サイバー犯罪は日本の経済成長をむしばみつつあり、日本政府は、優れたサイバーセキュリティの必要性を企業
により理解してもらおうと一層の努力を重ねています。しかし、多くの組織の経営陣は今もなお、高い優先順位
を付けて投資を増やす価値のある対象としてセキュリティを見ていません。
このような傾向が見られる理由の 1 つとして考えられることは、経営陣は IT 支出を判断する際、投資回収率
（ROI）の実現に重点を置いているということがあります。経営陣は、セキュリティによってサイバー犯罪による
収入の損失が避けられ、顧客データのプライバシーが保護されることで最終的には会社の評価が守られることを
見落としています。このタイプのコストは、組織に侵害が生じた後でなら評価できますが、多くの場合、事前に
数値で示すことは簡単ではありません。
調査の結果から、日本の経営陣がセキュリティに適切な優先順位を付けていない可能性があることがわかりまし
た。回答した日本の組織の 3 分の 2（69 %）がセキュリティの予算を IT 全体の予算内で計上していると報告
しています。セキュリティ予算を別枠で用意している答えた企業はわずか 2 % です。一方、米国の回答者のう
ち、セキュリティの予算を IT 全体の予算内で計上していると答えたのは 57 %、セキュリティの予算を別に確保
していると答えたのは 9 % でした。
このような事実があるにも関わらず、日本の組織はリーダーがサイバーセキュリティに重点を置いていると考え
ているようです。図 1 に示すように、日本の回答者の 48 % もの企業が、自社の経営陣はセキュリティに高い優
先順位を付けていると強く思うと答えています。同じ質問に対する米国の結果は 68 % です。経営陣のリーダー
シップについてのすべての質問で、強く同意している回答者の割合は、米国よりも日本の方が少なくなっていま
す（図 1）。
ただし、今後数年で、多くの日本の経営陣がセキュリティに対する考え方を変え、ビジネスにおける必須条件と
見なすようになることが予想されます。経営陣の考え方を変えさせる理由はいくつかありますが、サイバー犯罪
により知的財産や収入が失われ続けることやサイバーセキュリティの改善を強く求める政府や同業者からの声が
大きいでしょう。たとえば、日本の多くの大手企業はすでに、それぞれのサイバーセキュリティを改善すること
で、プラスの変化を生み出そうとしています。
「サイバー犯罪のコストが 1 社あたり日本で 680 万ドル、オーストラリアで 340 万ドルに上昇」ZDNet、2015 年 10 月：
http://www.zdnet.com/article/cost-of-cybercrimes-climbs-to-6-8m-per-firm-in-japan-3-4m-in-australia/ [英語]
2
2015 年に更新および承認された「サイバーセキュリティ基本法案」には、今後 3 年間のサイバーセキュリティに対する日本
のアプローチがまとめられています：http://www.nisc.go.jp/eng/pdf/cs-strategy-en.pdf
3
今回の調査結果、およびこのシリーズの他のホワイト ペーパーの詳細については、本ドキュメントの最終ページをご覧くだ
さい。
1
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また、政府や企業コミュニティに働きかけて、情報やベスト プラクティスを互いに共有して実践しようと取り組
んでいます。
図 1. 経営陣に関するさまざまな質問に同意する組織の割合：日本と米国

また、日本の多くの企業には、経営陣にセキュリティを重視する考えが欠けていること以外にも、改善の障壁と
なっていることが数多くあります。日本の企業の約半数（46 %）が、セキュリティ プロセスやテクノロジーの導
入を阻んでいる最大の理由は予算的な制約であると報告しています。同様の問題点を挙げている米国の企業はわ
ずか 39 % です（図 2）。セキュリティ投資の予算不足が問題なのは、多くの場合、経営陣の賛同が得られないこ
とが直接的な原因です。
図 2. 日本と米国のセキュリティ プロセスおよびテクノロジー導入を阻む主な障壁の各割合

注：各回答者は障壁を 3 つまで選択しました。
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結果から、日本の企業は米国の企業よりも、高度なセキュリティ プロセスやテクノロジーに関する知識不足とそ
れぞれの組織のセキュリティに対する企業文化や考え方により、制約を受けていることがわかりました。これら
の障壁は、上位経営陣の賛同が得られていないことによるところが大きいと思われます。上位経営陣の賛同が得
られていないことを障壁と答えている日本の回答者はわずか 9 % ですが、図 1 の質問からわかるように、日本の
経営陣はセキュリティに対してもっと責任感を強く持つ必要があります。
経営陣はサイバーセキュリティのトレーニングに十分な予算を組んでいません。また、経営陣はサイバーセキュ
リティを改善しようとする雰囲気を上層部に作り出せていません。組織全体が前向きに変化に取り組むために
は、上層部の雰囲気をまずは変える必要があります。

セキュリティ違反が明らかになっても、米国の企業ほど日本の企業には
変化が促されない
2015 年、セキュリティ違反により公開審査に直面したことを報告した企業は、日本は 41 % だったのに対して、
米国は 33 % でした。このタイプのセキュリティ インシデントは、日本の企業よりも米国の企業にセキュリティ
の改善を大いに促したようです。侵害が明らかになった米国の組織の約半分が、この出来事によりセキュリティ
を「大いに改善」せざるを得なくなったと答えましたが、日本でそう答えたのは 21 % の企業でした。
図 3. 明らかになった侵害によりセキュリティの改善が進んでいる程度の日本と米国の各割合

しかし、調査した日本の企業のすべてが、公開審査につながった侵害により、少なくともセキュリティの改善に
ある程度目を向けるようになった点は重要です。侵害が明らかになった日本の多くの組織は、セキュリティの改
善に着手したい、着手すべきだと考えましたが、その取り組みの前にはおそらく、経営陣の関心の不足、予算的
な制約、その他の障壁（図 2 を参照）が立ちはだかっています。
侵害が明らかになった日本の組織のすべて（100 %）で共通していることは、セキュリティに関する義務や責任が
経営陣にあるということです。侵害が明らかになった経験がない企業の 91 % も同じことを報告しています。
侵害が明らかになることは、ビジネスの成功の鍵となるセキュリティやその重要性について、経営陣レベルの考
え方にプラスの変化も与えているようです。侵害が明らかになった日本の組織の回答者は、経営陣がセキュリ
ティに関与しているレベルについてのさまざまな質問に、侵害が明らかになっていない企業によりも、強い同意
を示しています（図 4）。
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図 4. 経営陣に関するさまざまな質問に同意する日本の組織の割合を侵害が明らかになっているかどうかに分けて示す

侵害が明らかになった後、多くの日本の企業が外部に委託
侵害が明らかになり、公開審査につながった日本の企業は、侵害が明らかになっていない組織よりもセキュリ
ティ サービスを外部に委託していることが多いようです（図 5）。また、セキュリティ タスクをまったく外部に
委託していない事例はほとんどありません。日本の企業で、侵害が明らかになったにもかかわらずすべてを社内
で処理していると報告した企業はわずか 3 % です。一方、侵害が明らかになっていない企業では 13 % です。
図 5. 日本でさまざまなセキュリティ サービスのすべて、または一部を外部に委託している組織の割合

さらに、侵害が明らかになった日本の企業の約 4 分の 3（73 %）がアドバイスやコンサルティングを第三者の専門
家に求めたと報告しています（図 5）。多くの日本企業には、これまで、インシデント対応や脅威インテリジェンス
などのある種の日常的なセキュリティ作業であれば外部に委託することに抵抗がなかったにもかかわらず、より高度
で戦略的なセキュリティ関連の責務については社内で対応する傾向があったため、この判断は注目に値します。
侵害が明らかになった企業は、雇用しようにもセキュリティのスキルを備えた人材が不足しているため、これま
での外部リソースの利用範囲を広げてアドバイスやコンサルティングも対象にしつつあるようです。また、これ
らの企業はおそらく、競争優位性と企業成長を可能にするサイバーセキュリティ戦略の開発についてのガイダン
スも必要であることに気付いています。
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前年比の傾向からも、日本では外部委託が徐々に増えており、アドバイスやコンサルティング、監査、インシデ
ント対応などの分野での拡大が顕著であることがわかっています（図 6）。
図 6. セキュリティ サービスを外部に委託している日本の企業の割合（年別）

日本の企業は米国の企業に比べて、監査を除くすべての分野でセキュリティ サービスを外部に委託していること
が多いようです（図 7）。また、これらの作業をまったく外部に委託していない企業の割合は、米国に比べて少な
いようです。日本の企業の 10 % が外部委託を行っていないと報告しており、米国の企業の割合は 17 % でした。
図 7. セキュリティ サービスのすべて、または一部を外部委託している組織の割合：日本と米国

日本の企業は運用化の点では米国の企業から後れを取っているが、同様
の防御策を利用している
日本の企業は、セキュリティに対する脅威の防御策としてさまざまな方法を取り入れている点については、図 8
に示すように米国と肩を並べつつあります。調査した米国の企業と同様に、日本でも防御策によってはその浸透
率が大きく異なるものがあります。たとえば、日本の企業の 66 % がデータ損失防止ツールを取り入れています
が、パッチの適用と構成を利用しているのはわずか 28 % です。この両方の分野で、同じような結果が米国の企業
についても得られています（図 8）。
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図 8. さまざまなセキュリティに対する脅威の防御策を利用している組織の割合：日本と米国

図 8 の結果は、日本の企業がデバイス管理をより重視しているのに対して、米国の企業はユーザ管理をより重視
していることも示しています。たとえば、アクセス制御や認可などのツールを使用していることを報告した企業
の数は、米国よりも日本の方がかなり多くありました。ただし、認証を使っている企業の数は日本よりも米国の
方がかなり多く、米国が 51 %、日本が 39 % でした。
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ほとんどの日本企業は、それぞれのセキュリティ ツールの性能にかなりの自信を持っているようです。一方、米
国の企業は全体的に高い自信を持っており、特に、セキュリティ ポリシーを適用するツールについてはその能力
を高く評価しています（図 9）。米国では、回答者の 81 % がこの分野に大きな自信を示しています。日本の企業
はわずか 57 % です。また、セキュリティ ツールが侵害の範囲の判断、封じ込め、さらなる悪用の抑制に高い効
果を発揮していると報告した企業は、日本よりも米国の方が多く見られました。
図 9. さまざまな分野でセキュリティ ツールの高い効果を報告している組織の割合：日本と米国

図 8 と 9 のデータが示すように、サイバーセキュリティのアプローチは米国の企業が戦略的であるのに対して、
日本の企業は戦術的です。従来、日本の企業は、これから起こる攻撃を検出して回避することにリソースを投入
するよりも、脅威がシステムに侵入するのを阻止することに高い重点を置いていました。しかし、調査から、日
本の多くの企業はそのアプローチを変えつつあり、サイバーセキュリティについてもっと戦略的に考え始めてい
ることがわかりました。セキュリティ情報とイベント管理（SIEM）を利用している日本企業の割合が、2014 年の
34 % から 41 % に 7 ポイント上昇しています。これは、日本の多くの組織がネットワークの侵害は避けられない
ことであり、サイバーセキュリティをより包括的に捉えることが長期的なアプローチとして優れていることを理
解し始めていることを示唆しています。
ただし、日本の企業がセキュリティを運用できるようになるまでの道のりは遠く、これには IT 部門と業務部門の
それぞれの方法をすり合わせ、さらなる自動化を実現することが含まれます。図 10 に示すように、セキュリティ
運用化の取り組みでは日本の企業は米国の企業からかなり後れを取っています。
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図 10. 運用化に関するさまざまな質問に同意する組織の割合：日本と米国

日本の企業と米国の企業の回答で最も大きな違いの 1 つは、セキュリティがそれぞれの組織の目標とビジネス機
能に十分統合されているかという点で、米国の企業の方が強く同意してます。この隔たりは、今後数年間でおそ
らく減少します。多くの日本の企業が政府の行動喚起やビジネス コミュニティからの圧力に呼応してサイバーセ
キュリティを改善し、日本の経済成長を促進していくでしょう。日本がサイバーセキュリティにますます注力す
るにつれ、セキュリティが業績に与える影響、つまり、セキュリティ対策を正しく実施することで収益が高めら
れる点について企業が本気になるのは当然の流れと言えます。

結論：今こそ、日本の企業がサイバーセキュリティを最優先事項にすべ
きとき
サイバー犯罪は、多くの組織から知的財産を奪い、結果として競争力や収益力をそいで日本経済の成長をむしば
みます。サイバーセキュリティの改善に日本全体で一致協力することで、前向きな連鎖反応を作り出すことがで
きます。1 つ 1 つの組織がセキュリティ ポスチャをそれぞれに強化すれば、サイバー犯罪と戦う体制が国全体で
整い、経済成長を促進することができます。
ただし、シスコの 2015 年の調査結果から、日本の企業が米国のように国全体との連携を高めたサイバーセキュ
リティ対策を実施するには、やらなければならないことが山積していることがわかっています。まずは、多くの
組織で上位経営陣から変わる必要があることは明らかです。経営陣はサイバーセキュリティを最優先事項として
捉えることが不可欠です。経営陣は、考え方を変えなければ、またテクノロジーやトレーニングへの投資を増や
すなど、新しい考え方を明確な行動で示さなければ、組織の競争力や成長力を低下させる危険を冒すことになり
ます。
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セキュリティの高度化を進めるために、日本の企業は以下にも取り組んでください。
•

セキュリティを運用可能にするのに役立つ多くのプロセスを導入する。IT 部門と業務部門の連携を高
め、セキュリティが組織の最優先事項であり続けるようにする。

•

外部委託の利用を広げる。高度なセキュリティ技術を持つ人材の不足は世界的な問題であり、おそらく
早急に解消されることはない。外部委託の利用により、企業が脅威に対する防御策を改善するために、
また企業の成長を可能にするサイバーセキュリティの潜在能力についてより戦略的に考えるために必要
な人材とテクノロジーが手に入りやすくなる。

•

社内チーム向けのサイバーセキュリティ トレーニングに投資する。シスコの 2015 年の調査で、日本の
企業は、高度なセキュリティ プロセスとテクノロジーの導入を阻んでいる最大の問題点は知識不足だと
答えている。外部委託により必要なスキルの隔たりが何とか埋められたとしても、企業を成長させ、長
期的なセキュリティ戦略を進めていくためには、社内でも専門家を育成する必要がある。

•

最後に、日本はすべての組織でサイバーセキュリティ情報やベスト プラクティスの共有が進むように取
り組む必要がある。日本は、情報共有組織（ISAC）の活用の点で、米国などの国から後れを取ってい
る。ISAC などの活用を広げることで、民間企業と政府の間で情報のやり取りを促進できる。

詳細情報
最新の脅威に関する詳細については、シスコ 2016 年中期サイバーセキュリティ レポート
（www.cisco.com/jp/go/mcr2016）をご覧ください。
シスコが提供する、高度な脅威からの保護を扱う製品およびソリューションの包括的なポートフォリオについて
は、www.cisco.com/jp/go/security を参照してください。

Cisco 2015 Security Capabilities Benchmark Study について
Cisco 2015 Security Capabilities Benchmark Study では、防御する側について、リソース、能力、高度化という 3
つの側面から調べました。この調査では、12 ヵ国の複数の業界の組織を対象としました。最高情報セキュリティ
責任者（CISO）およびセキュリティ担当部署（SecOp）マネージャなど、計 2400 人を超えるセキュリティ担当
者に対して調査を行いました。調査対象国は、オーストラリア、ブラジル、中国、フランス、ドイツ、インド、
イタリア、日本、メキシコ、ロシア、英国、米国です。これら調査対象の国は、経済的な重要性と地理的な多様
性を基準に選択されました。
Cisco Security Capabilities Benchmark Study の調査結果を見るには、シスコの 2016 年年次セキュリティ レポート
www.cisco.com/jp/go/asr2016 を入手してください。

このシリーズについて
シスコの各業界および各国のエキスパートから成るチームが、Cisco 2015 Security Capabilities Benchmark Study
を分析しました。10 ヵ国 4 業界（金融サービス、医療機関、通信、交通）のセキュリティ状況に関する見解を提
供しています。このシリーズのホワイトペーパーでは、サイバーセキュリティで組織が直面しているセキュリ
ティ状況と課題を中心に取り上げます。これにより、調査結果の背景を明らかにし、分析したそれぞれの国や業
界に関連するトピックに焦点を当てることが可能になりました。
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シスコについて
シスコは、統合力、自動化、オープン性、使いやすさを追求した真に効果的なセキュリティ ソリューションを構
築しています。優れたネットワーク プレゼンス、業界で最も多彩かつ優れたテクノロジーと人材を活用し、シス
コは最高レベルの可視性と応答性を提供して、より多くの脅威を検出してすばやく修復します。シスコのセキュ
リティがあれば、企業は新しいデジタル ビジネス チャンスの扉を安心して開くことができます。
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