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挨拶

第21回EYグローバル情報セキュリティサーベイ（GISS）をご覧いただ
き有難うございます。本書では、現代の組織が直面しているサイバーセ
キュリティ上の重大な諸問題を掘り下げています。

拡大し続ける脅威に対する組織の認知度と取り組みについてEYが調査を開始し
てから20年が経過しました。経営層はもちろん、企業のあらゆる層において、こ
の問題に対処する必要性はかつてないほど差し迫ってきています。サイバー攻撃
の数は増え、洗練度を増し、その活動範囲を広げています。組織は、デジタルトラ
ンスフォーメーションと新しいテクノロジーから生まれる新たな脆弱性の危険
にさらされているのです。

お陰様で今年は1,400を上回る企業のCIO、CISOをはじめとする経営層の皆様
に本調査へご参加いただきました。その結果、多くの組織がサイバーセキュリ
ティに特化したリソースを増やしていることが分かりました。一方で、サイバー
脅威の規模や重大度については依然として深い懸念があることも明らかになり
ました。

サイバー領域におけるリスクが進化していることを踏まえると、これは当然のこ
とであり、むしろサイバー攻撃への対策は万全であると安心しきっている組織の
方が危険と言えます。

また、すべての組織は優れたサイバー・ハイジーン（日常的な IT運用の中で実施
するセキュリティ対策）や基本的な3つの防衛線モデルによる予防だけをセキュ
リティの目標とするのではなく、より高度なツールや戦略を用いたインシデント
対応の最適化を含めて考える必要があります。デジタル技術を活用することに
よって新たな価値を生み出していくデジタルトランスフォーメーションの進化
において、サイバーセキュリティはイノベーションや変化を阻むものではありま
せん。むしろそれを後押しする機能を持っていると考えるべきです。

今年度のGISSでは、このテーマを詳細に掘り下げています。すべての企業のサイ
バーセキュリティがより良いものとなるように、アイデアやプラクティスをご紹
介していきましょう。

Paul van Kessel

EY Global Advisory Cybersecurity Leader
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一連の大規模なサイバーセキュリティ侵害や国家主導の介入をめぐる
継続的な応酬が企業を動揺させたこの1年でした。本年度のEYグロー
バル情報セキュリティサーベイ（GISS）はサイバーセキュリティが依然
として取締役会での上位検討課題であることを示しています。サイバー
セキュリティを強化するため、組織はより多くのリソースを費やし、  “セ
キュリティ・バイ・デザイン”として情報システムの企画・設計段階か
らセキュリティに取り組むようになりました。

一方、本調査の結果では、組織の対策はまだまだ不十分であることも示
されています。調査対象組織の87%が、自身が望む水準のサイバーセ
キュリティやレジリエンスを実現するための予算を十分に確保できて
いませんでした。対策は網羅的でなく、先進的な取り組みを実施してい
る組織も相対的に少なく、セキュリティに関する取り組みや情報の部門
間連携は依然として不十分であることが分かりました。

組織は、以下の3つの点に注力が必要です。

• 組織の保護：資産を特定し、防衛線の構築に注力する。

サイバーセキュリティの未来01

• サイバーセキュリティの最適化：既存の保護を強化するために、価値
の低い活動を停止し、効率化や先端技術、革新技術への再投資に注力
する。

• 成長の実現：デジタルトランスフォーメーションの重要な成功要因と
してほとんどの企業が現在進めているセキュリティ・バイ・デザイン
の実践に注力する。

これらの課題は、同時並行で追求していく必要があります。世界中で起
きているセキュリティ侵害の頻度や規模は、ほとんどの企業が基本的な
セキュリティ対策さえも実施できていないことを示しています。

しかし、組織は後れをとらないようにしながらも、既存の防衛策を微調
整してセキュリティを最適化し、自らの成長を支えるために前進しなけ
ればなりません。デジタルトランスフォーメーションの検討課題に追わ
れて組織が最先端技術や新たなビジネスモデルの導入を急がされる中、
サイバーセキュリティは組織の成長の鍵となるでしょう。
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64億件
世界中で毎日送信されている偽装メールの件数1

50%
サポートされていないサーバー・ソフトウェアに依拠している 
英国の地方自治体の割合3

1,946,181,599件
2017年1月から2018年3月の間に漏えいした個人情報や 
その他機密データが含まれる記録の総件数

5.5億件
ある攻撃の一環で2018年度の第1四半期中に送信された 
フィッシングメールの件数

1,464名
パスワードを  “Password123”としている、 
ある州の政府職員の数2

200万件
米国で実施された  “ネット中立性”のアンケートに対して、他人に
なりすましてコメントするために窃取された IDの数4

72.9万米ドル
あるビジネスマンが  “キャットフィッシング5”と 
  “ホエーリング6”の組合せの詐欺で被った損害額

362万米ドル
昨年度のデータ漏えいに伴うコストの平均

楽観できない結果―認識できていますか?

1 （Dark Reading、2018年8月27日）[https://www.darkreading.com/endpoint/64-billion-fake-emails-sent-each-day/d/d-id/1332677]
2 （The Washington Post、2018年8月22日）[https://www.washingtonpost.com/technology/2018/08/22/western-australian-government-officials-used-passwordtheirpassword-

cool-cool/]
3 （Computing、2018年8月23日）[https://www.computing.co.uk/ctg/news/3061558/fifty-per-cent-of-councils-in-england-rely-on-unsupported-server-software]
4 （Naked Security、2018年5月24日）[https://nakedsecurity.sophos.com/2018/05/24/2-million-stolen-identities-used-to-make-fake-net-neutrality-comments/]
5 出会い系サイトやSNSで架空の人物になりすまし、標的となる人物に接近し信頼を得ることで、情報等へのアクセス権を入手しようとする攻撃のこと。
6 経営者や経理担当者等、目的達成の鍵になる人物に標的を絞って実施するフィッシング攻撃のこと。
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7 （EY Cybersecurity Summit、2018年6月）[https://www.ey.com/gl/en/issues/governance-and-reporting/center-for-board-matters/ey-understanding-the-cybersecurity-threat]

我々の分析は、77%もの組織が依然として限られたサイバーセキュリ
ティやレジリエンスしか有していないことを示しています。こうした組
織は、最も重要な情報や資産が何で、それがどこにあるかを把握できて
いないかもしれません。また、それらの資産を保護するための適切な防
御策も講じていないかもしれません。

だからこそ、ほとんどの組織はサイバーセキュリティの基本中の基本に
ついては引き続き万全を期すことが重要です。まず、主要なデータや知
的財産（「クラウンジュエル」）を特定し、サイバーセキュリティの機能や
アクセス管理プロセスなどの防御策を確認し、最終的には企業を保護す
るための機能を向上させる必要があります。

組織が検討すべき事項：

• 最も重要な情報資産は何ですか

• 最も明白なサイバーセキュリティ上の弱点は何ですか

• 現時点で直面している脅威は何ですか

• 脅威を与える可能性のある当事者は誰ですか

• すでに侵害を受けたり、危険にさらされたりしていませんか

• 自社の保護対策は競合他社と比較してどのように評価できますか

• 当局による規制にはどのようなものがありますか。また、その規
制を遵守できていますか

本章では、企業を保護するための4つの重要な要素について見ていきま
しょう。

1. ガバナンス：組織は、サイバーセキュリティ対策が組織の戦略に不可
欠な要素であること、防御に要する資金が十分であることを確認す
る必要があります。

2. 重要な問題の特定：組織が最も懸念することと、直面している最大の
脅威を特定しましょう。

3. 防御：鍵となるのは、組織のサイバーセキュリティの成熟度と、一般
的な脆弱性への対応です。

4. 侵害：どのように侵害を検知し、どのように組織で対処するかが重大
な課題です。

最も懸念されている問題のひとつはスキルを有する人材の不足です。推
計によると、5年以内に180万人ものセキュリティの専門家が世界的に
不足するとされています7。人材が最も充実している業界の組織ですら、
必要な専門的技能を有する人材の獲得に苦労しているのです。

金融サービス業もその一例です。EY Global Financial Services 
Cybersecurity LeaderのJeremy Pizzalaは「優秀な学生が金融業界で
働くことを望まない傾向が強まっており、業界全体で人材の確保が難し
くなっているのです」と述べています。

かといって、サイバー脅威に対応できる人材を確保するために、女性
やマイノリティをサイバーセキュリティ人材として採用することは、
それ自体容易ではありません。Ernst & Young LLPでCybersecurity 
Principalを務めるShelley Westmanは次のように述べています。「各
業界は、女性やマイノリティを活用してこれらの不足を補っていくとい
う取り組みが求められています。多様性はビジネス上不可欠です。さま
ざまな人材が関わるチームは組織により良い結果をもたらします。こう
したチームは革新的で客観性があり協力的です。これは、攻撃者の動き
を先取りするために闘い続けなければならないサイバーセキュリティ
の分野では、特に重要なことです」

7
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1. ガバナンス
サイバーセキュリティは戦略に含まれていますか 
また、予算に組み込まれていますか

半数以上の組織が、戦略や実行計画に対し、組織の保護を不可欠な要素として組み込んでいませ
ん。驚くべきことに、小規模組織よりも大規模組織の方に、そうした傾向が顕著です（小規模組織
では54%であるのに対して、大規模組織では58%）。

一方、サイバーセキュリティの予算は増加しています。今年度および次年度の予算が増加すると回
答したのは、小規模な企業ではそれぞれ50%および66%であったのに対し、大規模な企業ではそ
れぞれ63%および67%であり、大規模な企業の方が予算を増加させる傾向にあります。

55%
戦略に組織の保護を組
み込んでいないと回答
した組織の割合

65%
次年度の予算を増加さ
せる予定があると回答
した組織の割合

今後12カ月間に見込まれる情報セキュリティ予算総額の変化

25%以上増加

15～25%増加

5～15%増加

ほぼ同じ（+5～ -5%の変動）

5～15%減少

15～25%減少

25%以上減少

今年度 次年度

12% 15%

22%

28%

31%

16%

25%

40%

4% 2%

1% 1%

1% 1%

「デジタルトランスフォーメーションが
優先課題であり続ける限り、より莫大
なサイバーセキュリティの予算が必要
となります。ほぼすべての企業がロボ
ティクス、機械学習、AI、ブロックチェー
ンなどのテクノロジーを検討していま
すが、それらはいずれも、さらなるサイ
バーリスクと必要な投資を伴います」 

Mike Maddison 
EY EMEIA Cybersecurity Leader

53%
今年度の予算を増加さ
せたと回答した組織の
割合

39% IT部門の人員数に占めるサイバーセキュリティ専任
者の割合が2%を下回ると回答した組織の割合
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9. 特許を取得していない知的財産（5%）

3. 経営基本計画（12%）

6. 研究開発（R&D）情報（9%）

7. 合併買収（M&A）活動の際に得られる情報（8%）

Top10:サイバー犯罪者にとって 
価値があると考えられる情報

1. 顧客の個人情報（17%）

8. 特許を取得済みの知的財産（6%）

2. 財務情報（12%）

10.  サプライヤー（部品やサービスの供給元）や 
ベンダーを特定可能な情報

4.  上級経営層（本部長以上）や取締役の個人情報（11%）

5. 顧客のパスワード（11%）

Top10:過去12カ月において、 
組織のリスクに影響を与えた脅威

1. フィッシング詐欺（22%）

8. 内部からの攻撃（不満を持つ従業員によるものなど）（5%）

2. マルウェア（ウイルスやワーム、トロイの木馬など）（20%）

9. 自然災害（台風や洪水など）（2%）

3. 貴社の活動の妨害を目的とするサイバー攻撃（13%）

10. スパイ活動（競合他社によるものなど）（2%）

4.  金融情報（クレジットカード番号、銀行情報など）の 
窃取を目的とするサイバー攻撃

5. 詐欺行為（10%）

6.  知的財産やデータの窃取を目的とした 
サイバー攻撃

7. スパム（迷惑メール）（6%）

2. 重要な問題の特定
最も懸念していることは何ですか 
最大の脅威は何ですか

             組織
の
保
護

成
長
の
実
現

サ

イバーセキュリティの
最適

化

17%
顧客の個人情報の漏え
いが最大の懸念事項で
あると回答した組織の
割合

22%
フィッシング詐欺が最
大の脅威であると回答
した組織の割合

2%
スパイ活動が最大の脅
威であると回答した組
織の割合

最も価値のあるものは何か

組織が保護すべきと考える最も価値の高い情報の上位3つが、顧客の個人情報、財務情報、経営基
本計画であることは驚くことではありません。

次に僅差で、上級経営層（本部長以上）や取締役会メンバーの個人情報、顧客のパスワードと続き
ます。一方、最下位はサプライヤー（部品やサービスの供給元）やベンダーを特定可能な情報でし
た。サプライチェーン全体を包括的に守るためには、依然として何らかの活動が必要であることを
示しています。

最大の脅威は何か

最も成功した（そして組織にとって脅威となる）サイバー侵害は、フィッシングとマルウェアを端
緒としています。第3位はシステム障害を生じさせることを目的としたサイバー攻撃で、次にラン
クインしたのが金銭搾取を目的としたサイバー攻撃でした。

内部者による脅威や国家によるサイバー攻撃については多くの議論が行われてきましたが、内部
者による攻撃は懸念事項リストの第8位にとどまりました。スパイ活動は最下位でした。

「重要なことに、より多くの組織が脅威
が広範囲におよぶことを、今、認識し始
めています。過去12カ月の間に改善さ
れた点のひとつは、世界的な大規模サイ
バー攻撃をいくつも目撃してきたこと
により、セキュリティがデータやプライ
バシーのセキュリティだけでなく、ビジ
ネスの継続性を維持するためのもので
もあるという認識が高まったことです」

Richard Watson 
EY Asia-Pacific Cybersecurity Leader

（5%）

（8%）

（12%）
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過去12カ月間において貴社のリスクに最も影響を与えた脆弱性

34%不注意または無関心な従業員

時代遅れの情報セキュリティ管理またはアーキテクチャ

不適切な場所でのデータの保管など、未承認のアクセスを許す状態

クラウドコンピューティングの利用に関連する脆弱性

スマートフォンやタブレットなどに関連する脆弱性

ソーシャルメディアの利用に関連する脆弱性

Internet of Things（IoT）に関連する脆弱性

26%

13%

10%

8%

5%

4%

3. 防御
最もリスクの高い脆弱性は何ですか
サイバーセキュリティはどれくらい成熟していますか

外部委託には本質的に数多くの脆弱性が潜んでいることに注意が必要で
す。しかし、外部委託に由来する脅威から組織を防御するための基本的
な措置を講じている組織はわずか15%でした。このリスクを認識してい
たのは36%の組織でした（22%は自己点検によるもの、14%は第三者評
価によるものです）。つまり、64%の組織にはこの問題が見えていないと
いうことです。小規模企業においてはこの数字は67%に上昇しています。

大規模な企業の成熟度は、小規模な企業と比べるとより高いことが分か
ります。例えば、最新の脅威インテリジェンス・プログラムを正式に導
入している組織の割合は、小規模な企業では25%であるのに対し、大規
模な企業では35%でした。また、インシデント対応プログラムが最新の
ものであると回答したのは、大規模な企業では58%、小規模な企業では
41%でした。

34%
不注意または無関心な従業員を最大の脆
弱性と捉えていると回答した組織の割合

53%
右記のひとつ以上のものについて、プログラ
ムを導入していないか、導入していても時代
遅れのものであると回答した組織の割合 

• 脅威インテリジェンス
• 脆弱性の特定
• 侵害の検知
• インシデント対応
• データ保護
• アイデンティティ（ID）および 
アクセスの管理

「巧妙な攻撃を見つけ出すにはまだ何カ月もかかるでしょう。こ
の分野における課題は、高度な脅威を検知・識別する適切なツー
ルを選定することが難しいことです。あるソリューションが他の
ソリューションよりも適しているという差異にこだわり、結局は
何も導入できない組織が多いのです」

Dave Burg 
EY Americas Cybersecurity Leader
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組織は、実際に深刻な悪影響をもたらす侵害やインシデントを経験し
ない限り、自らサイバーセキュリティを強化したり、サイバーセキュリ
ティに費用をかけようとしたりはしません。

63%の組織は、侵害を経験しても損害を被らなければ支出を増やすこと
にはつながらないと回答しています（多くの場合、実際には損害が生じ
ているものの、まだ表面化していない状況です）。多くの組織は、自組織
への侵害やインシデントを特定できているのか、明確に把握できていま
せん。この1年でインシデントを被った組織のうち、セキュリティオペ
レーションセンターで不正アクセスを発見できたと回答した組織は3分
の1を下回りました。

4. 侵害
侵害をどのように特定しますか
侵害にどのように対処しますか

46%
インシデントを経験していない（または
気付いていない）と回答した組織の割合

11001010110010101
11001010110010101
01011PASSWORD101
11001010110010101
11001010110010101
11001010110010101

17%
情報セキュリティレポートで侵害をリスト
化し報告していると回答した組織の割合

76%
深刻な侵害を経験した後にサイバー
セキュリティの予算を引き上げたと
回答した組織の割合

セキュリティ侵害が何によって特定されたか

SOC

事業部門

第三者

その他

主要なインシデンントなし

16%

46%
24%

8%6%

             組織
の
保
護

成
長
の
実
現
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「真に賢明で先見的な組織には2つの予算があります。1つ目は従
来の予算で、必要経費や実施しているプロジェクトのためのもの
です。そして2つ目は危機管理用の予算です。これは、新たな脅威
やセキュリティ侵害、ウイルス感染など、不測の事態に備えるた
めのものです」

Dillon Dieffenbach 
EY Japan Cybersecurity Leader
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クローズアップ
ヘルスケア

ヘルスケアセクターでは、個人識別可能で機密性の高い情報をますます
多く管理していくことになります。今年のGISSは、セクターのサイバー
リスクへの意識が高まっており、多くの組織がより強力な防御策の導入
に向けて進んでいることを示しています。ただし、進歩が見られるもの
の、いまだ十分ではありません。

ヘルスケアセクターはここ数カ月の間に、多くのサイバーセキュリティ
に関するインシデントやその兆候を目の当たりにしてきました。あるイ
ンシデントでは、世界で最もよく使われている患者・診療管理システム
のひとつに存在したセキュリティ・バグによって、世界中の約1億人の
患者の健康記録が危険にさらされました8。別のインシデントでは、中米
の200万人もの患者の氏名、生年月日、保険情報、身体障害の状態、およ
び自宅住所などの情報がセキュリティ侵害により流出しました9。

ヘルスケアに関する情報は  “ダーク・ウェブ”において高額で取引され
るため、攻撃者にとってヘルスケア関連組織は魅力的な標的です。米国
のヘルスケア関連組織の3割強がサイバー攻撃に遭っており、1割は実
際に身代金（ランサム）を支払っています10。

8 「Health records put at risk by security bug」（BBC News、2018年8月7日） [https://www.bbc.co.uk/news/technology-45083778]
9 「Healthcare Data of 2 Million People in Mexico Exposed Online」（Bleeping Computer、 2018年8月7日） [https://www.bleepingcomputer.com/news/security/health-

caredata-of-2-million-people-in-mexico-exposed-online/]
10 「Survey Reveals More Than 1 in 3 Healthcare Organizations Have Suffered a Cyberattack While 1 in 10 Have Paid a Ransom」（Business Wire、 2018年5月23日） [https://

www.businesswire.com/news/home/20180523005185/en/Survey-Reveals-1-3-Healthcare-Organizations-Suffered]

• ガバナンス :医療機関と政府および公的機関のうち、半数は過去
12カ月間のサイバーセキュリティへの支出を増加させたと回答
し、66%は今後12カ月の間に支出を増やす予定であると回答し
ています。

• 重要な問題の特定：ヘルスケアセクターの企業の17%が、サイ
バー犯罪者にとって最も価値が高いと考える情報は顧客の個人
情報と個人を識別可能な情報であると回答しています。また、
25%は、最もリスクを増加させたのはマルウェアであったと回
答しています。

• 防御：ヘルスケアセクターの企業の33%が、過去12カ月の間に
最もリスクに影響を与えた脆弱性は不注意または無関心な従業
員であると回答しています。

• 侵害：ヘルスケア関連企業のうち、組織内への巧妙な攻撃を検知
できると確信する企業はわずか18%でした。
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エネルギー

クローズアップ

エネルギーセクターは最先端技術の利活用の度合いを高めていますが、
これは同時に、情報技術と運用技術の分野において、ますます多くの脆
弱性に対応していかなければならないことを意味します。攻撃者がこの
セクターへの攻撃に成功すると、社会から電力を奪い、市民の安全を揺
るがし、破壊的な結末をもたらすことも可能になるのです。

エネルギー企業がサイバー犯罪者の標的にされていることを示す証拠
は数多くあります。最近の例では、ロシアのハッカーが米国のエネル
ギー企業への侵入を試みていたことを示す証拠が、セキュリティ研究者
によって発見されました11。また、電力会社の数社が北朝鮮由来と考え
られるスピアフィッシング12詐欺のターゲットとなっていたことも分か
りました13。

欧州の規制当局などは、このような脅威をきっかけに、セクターに対し
て企業保護に重点を置くよう促すため、新たな規制を検討することとな
りました14。

11 「The worst cybersecurity breaches of 2018 so far」（Wired、2018年9月7日） [https://www.wired.com/story/2018-worst-hacks-so-far/]
12 「What is spear phishing?」（Digital Guardian、2018年4月16日） [https://digitalguardian.com/blog/what-is-spear-phishing-defining-and-differentiating-spear-phishing-

andphishing]
13 「Electricity industry on alert for cyber sabotage」（Financial Times、2017年11月8日）[https://www.ft.com/content/1fc89bd8-996c-11e7-8c5c-c8d8fa6961bb]
14 「New cybersecurity laws that the energy sector cannot ignore」（Power Engineering International、2018年2月27日） [https://www.powerengineeringint.com/

articles/2018/02/new-cybersecurity-laws-that-the-energy-sector-cannot-ignore.html]

調査の結果は、エネルギー企業が以下の要素を必要不可欠であると
認識し、組織の保護に取り組み始めたことを示しています。

• ガバナンス：エネルギー企業の57%が過去12カ月の間にサイ
バーセキュリティ関連の支出を増加させたと回答し、68%が今後
12カ月の間に支出を増加させる予定であると回答しています。

• 重要な問題の特定：サイバー犯罪者にとって最も価値が高いと考
える情報として、エネルギーセクターの企業の15%は個人を識
別可能な顧客の個人情報であると回答しており、14%は経営基
本計画と回答しました。また、27%が最もリスク増加させたのは
フィッシング詐欺であったと回答しています。

• 防御：エネルギー企業の29%が、過去12カ月の間に最もリスク
に影響を与えた脆弱性は不注意または無関心な従業員であると
回答し、ほぼ同じ割合（28%）の企業は時代遅れの情報セキュリ
ティ管理やアーキテクチャであると回答しました。

• 侵害：エネルギー企業のうち、過去12カ月の間にサイバーセキュ
リティ関連の重大なインシデントに遭っていないと回答した割
合は、42%でした。
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15 （“Indian bank loses $13.5m in global attack,” Info Security, 2018年8月） [https://www.infosecurity-magazine.com/news/indian-bank-loses-135m-in-global/]

今年度のGISSの結果は、組織の77%が、基本的なサイバーセキュリティ
対策を導入する段階から、その機能を微調整していく段階に前進しつつ
あることを示しています。

これらの組織は引き続きサイバーセキュリティの基本に取り組んでい
ますが、より効果的かつ効率的にビジネスをサポートするためにサイ
バーセキュリティの枠組みとアーキテクチャに関する検討も始めてい
ます。この取り組みには、主要資産や機密情報に対するセキュリティを
強化するためのAI（人工知能）、RPA（ロボティックプロセスオートメー
ション）、データアナリティクスなどが含まれます。 

本章では、サイバーセキュリティを最適化するために重要な4つの要素
について見ていきましょう。

1. 現状：組織の情報セキュリティ機能はサイバーセキュリティのニー
ズをどの程度満たしているでしょうか。

2. 投資の優先順位：要求される水準を満たすレベルまで対応能力を高
めるための投資は、どこに必要なのでしょうか。

3. 内製か、外部委託か：どのような方法が新しいサイバーセキュリティ
機能を開発するのに最善で、誰がそれをリードすべきでしょうか。

4. 報告：組織は自社の対応能力を評価し、主要な利害関係者へ報告する
ことができるでしょうか。

現時点では、改善の余地は大いにありそうです。組織の情報セキュリ
ティ機能がニーズを十分に満たしていると回答した組織は1割にも満た
ず、また、多くの組織は必要な改善にまだ着手できていないと懸念して
います。

小規模な企業は大規模な企業に比べて後れを取っている傾向にありま
す。自社の情報セキュリティ機能が少なくとも部分的にはニーズを満た
していると回答した割合は、大規模な企業では78%であったのに対し、
小規模な企業では68%にとどまりました。

サイバー犯罪者はますます腕を上げており、攻撃が成功した場合の被害
も大きくなっています。最近の攻撃では、ハッカーがインドのある銀行
のATMのサーバーに対し、不正な出金を行うマルウェアをインストー
ルしたことで、その銀行が9.44億ルピー（1,350万米ドル）の損害を
被ったという事例があります15。

15

焦点を当てるべき課題の例

• サイバーセキュリティ戦略―最も価値の高いものは何ですか

• どのようなリスクを許容しますか

• より迅速、低コストで実現できる容易な活動はありませんか

• RPA、AI、データアナリティクス・ツールなどの技術はどのよう
に活用できますか

• どの領域の機能や能力を強化すべきですか

• 止めるべき業務、止めたことにより解放されたリソースを再投入
すべき業務はありませんか
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1. 現状
情報セキュリティ対策は組織のニーズと合致していますか
合致していない場合、どれくらいのギャップがありますか

全体的にみると、組織の92%は主要分野における情報セキュリティ対策
に懸念を抱いています。リソースは重要な問題となっているようで、組
織の30%はスキルを有する人材の不足に、25%は予算の制約に悩まさ
れています。

小規模な企業の懸念はさらに深刻です。28%が情報セキュリティ対策で
はニーズを満たせていないか、または改善中であると回答しています。
また、56%はスキルを有する人材の不足または予算の制約があると回答
しています。

8%
情報セキュリティ対策がニーズと完全に
合致していると回答した組織の割合

38%
高度に洗練されたサイバー攻撃を検知でき
る可能性は低いと回答した組織の割合

11001010110010101
11001010110010101
01011PASSWORD101
11001010110010101
11001010110010101
11001010110010101

51%
サイバーアナリティクスへの支出が増大
したと回答した組織の割合

情報セキュリティ対策の現状が組織のニーズに合致しているか

自社のニーズと完全に合致している

自社のニーズと部分的に合致しており、改善を図っている

自社のニーズと部分的に合致しているものの、承認された改善計画はない

自社のニーズに合致していないが改善中である

自社のニーズと合致しておらず、承認された改善計画もない

8%4%

59%

11%

18%

「組織は自らのレジリエンスやセキュリティについて、過大評価し
ている可能性があります。確かに、部分的には適切な対策が講じ
られているかもしれません。しかし、新たなサイバー脅威は広範
な分野において出現し続けているのです。企業のセキュリティに
重点を置くことは必要ですが、製造現場や生産現場における ITセ
キュリティおよび物理的セキュリティ、あるいはサプライチェー
ンのセキュリティについても併せて検討しなければなりません」

Sean Wessman 
EY Global Automotive and Transportation 
Cybersecurity Leader
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2. 投資の優先順位
ギャップはどこにありますか
直ちにリソースを必要とするのはどの領域ですか

インシデント対応計画とその実行の改善は、より多くの組織が最適化す
る必要のある重要な領域の1つです。その中でもフォレンジックは特に
弱い分野であり、これにより、インシデントにおいて起きていたことを
理解し、防御を改善していく組織の能力が損なわれています。

小規模な企業の懸念はさらに深刻です。39%が侵害を特定する機能が弱
いと回答し、52%は自社のフォレンジック能力について懸念があると回
答しています。

35%
組織のニーズに合致するサイバー保険に
加入していると回答した組織の割合

<10%
右記の領域において成熟している
と回答した組織の割合

• アーキテクチャ

• アイデンティティ（ID）およびアクセスの管理

• 評価指標の設定と報告

• ソフトウェアセキュリティ

• 外部委託管理

• 脅威および脆弱性の管理

侵害発生時の対応優先度とその実践状況

38%

62%

49% 51%

32%

68%

27%

73%
64%

36%

76%

24%

侵害の特定 フォレンジック危機管理 社内 
コミュニケーション

外部との 
コミュニケーション

通常業務への 
回復

十分ではない 十分だ

             組織
の
保
護

成
長
の
実
現
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化

「組織は、予防策以外の分野についてもセキュリティ評価において
検討する必要があります。私たちの経験では、注目すべきリスク
は、多くの組織がまだサイバーインシデントに対する堅牢な対応
計画を策定していないことです」

Andrew Gordon 
EY Global Forensic & Integrity Services Leader
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3. 内製か、外部委託か
対応能力を迅速に向上させるにはどうすればいいでしょうか
内製すべきもの、外部委託すべきものをどのように判断すればいいでしょうか

内製 外部委託

52%
48%リアルタイムでのネットワークセキュリティ監視

インシデントの調査

デジタルフォレンジックとマルウェア解析

脅威情報の収集と関係者への展開

脅威情報の分析

サイバーセキュリティに関する訓練の実施

脆弱性検査および脆弱性管理

侵入テスト

54%
46%

61%
39%

75%
25%

49%
51%

54%
46%

40%
60%

75%
25%

セキュリティオペレーションセンターのどの機能を外部委託していますか。

35%
65%セキュリティ監視

脆弱性評価

フィッシング対応訓練

ベンダーのリスク管理

アイデンティティ（ID）およびアクセス管理

データ保護／DLP

単発の施策（例：ISMSの取得）

特定の情報セキュリティ活動についてのコンサルティング

13%
87%

39%
61%

48%
52%

39%
61%

84%
16%

82%
18%

29%
71%

どのセキュリティ機能を内製または外部委託していますか。

72%
セキュリティオペレー
ションセンターを構築
済みと回答した大規模
組織の割合

40%
セキュリティオペレー
ションセンターを構築
済みと回答した小規模
組織の割合

「金融サービスを提供する大規模な組織
では、サイバーセキュリティに関する取
り組みと、マネーロンダリング対策や
KYC（顧客の本人確認）といった他の機
能を融合した「フュージョン（融合）」セ
ンターを導入しています。レガシーシ
ステムと新システム全体でビジネスを
統合させた、分野を超えた取り組みが始
まっています」

Sundeep Nehra 
EY Americas Financial Services 
Cybersecurity Leader
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4. 報告
サイバーセキュリティ対策やインシデントに 
関する情報を収集していますか
その情報を利害関係者に報告していますか

情報セキュリティに関する報告が現時点で全面的に期待に沿うものだ
と回答した組織は、わずか15%にとどまりました。

情報セキュリティに関する報告書を作成していない組織の割合は、大規
模組織で16%であるのに対し、小規模組織では23%でした。小規模組織
は、とりわけ迅速に対応する必要があります。

情報セキュリティ報告書の有効性

23%
15%

13%

49%

報告書を受け取っていない

報告書は、期待に沿う内容ではない

報告書は、ある程度期待に沿う内容だ

報告書は、全面的に期待に沿う内容だ

20%
攻撃を受けた件数を情報セキュリティに
関する報告書に記載していると回答した
組織の割合

5%
各侵害がもたらした財務上の影響を記載
していると回答した組織の割合

17%
改善すべき領域について報告していると
回答した組織の割合

11001010110010101
11001010110010101

11001010110010101
11001010110010101
11001010110010101

11001010110010101
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「取締役会はサイバーセキュリティに関する報告に大きな関心を
寄せるようになりました。以前はテクノロジーを理解したいと
いった理由でしたが、今やサイバーセキュリティリスクに対する
善管注意義務を果たすために報告が必要となっているのです。外
部へ開示する心構えはできていないとしても、取締役、株主およ
び規制当局は、より正しい報告をより強く求めるようになってい
ます」

Dave Padmos 
EY Global Advisory Technology 
Sector Leader



EYグローバル情報セキュリティサーベイ（GISS）2018-19

20

クローズアップ
消費財およびモビリティ

消費者に接している組織では、特にサイバーセキュリティ上の困難に直
面しています。信用の維持は、彼らのビジネスにとって極めて重要です。
しかし、彼らはオムニチャネルのビジネスモデルにより、1日24時間・
週7日のサービス提供を求められるマーケットでサービスを提供してお
り、特にサイバー攻撃を受けやすい状態にあります。価値ある多くの消
費者データを得るために、サイバー攻撃者は、彼らの弱点を突こうとし
ています。

こうしているうちにも、攻撃者は、攻撃を続けています。そのうちいく
つかは、よく知られているものです。2018年9月に発生したBritish 
Airways社に対するサイバー攻撃では、同社の38万件もの取引に影響
がおよびました16。他にもより巧妙な攻撃もあります。複数の報告書に
よれば、犯罪者が複数のオンライン小売業者を標的にできる高機能な
フィッシングキットを販売しているとされています17。

16 「British Airways: suspect code that hacked fliers ‘found’」（BBC News、2018年9月11日）[https://www.bbc.co.uk/news/technology-45481976]
17 「Researchers discover next generation phishing kit」（Help Net Security、2018年4月25日）[https://www.helpnetsecurity.com/2018/04/25/next-generation-phishing-kit/]

EYの調査によると、消費者に接している組織のサイバーセキュリ
ティ対策には進展がみられます。しかし、今後さらに取り組みに磨
きをかけ、より高度な防御策の開発に努める必要があります。

• 現状：現行の情報セキュリティ機能が組織のニーズを満たしてい
ると回答した企業はわずか8%でした。29%が組織の機能に改善
が必要であるか、機能が組織のニーズを満たしていないと申告し
ています。半数以上（55%）の組織が、改善計画があると回答しま
した。

• 投資の優先順位：消費者に接している組織は、サイバーセキュリ
ティ上改善すべき重大なギャップを指摘しています。10%以上
の組織が、アーキテクチャ、資産管理、意識向上、BCPおよびDR、
インシデント管理、ポリシー・スタンダード、セキュリティ監視
およびサードパーティ管理の領域において、情報セキュリティプ
ロセスが存在しないか、極めて未成熟であると述べています。

• 内製か、外部委託か：消費者に接する組織の約4割（42%）は、セ
キュリティオペレーションセンターは構築しているものの、そ
の機能の多くを外部委託しています。このセクターに属する多
くの組織は、侵入テスト（80%）、脅威インテリジェンス収集・
フィード（64%）、リアルタイムのネットワークセキュリティ監視
（60%）、脅威インテリジェンス分析（57%）、デジタル／マルウェ
アフォレンジック（53%）を外部委託しています。

• 報告：消費者に接する組織のうち、情報セキュリティに関する報
告書が期待を全面的に満たしていると回答したのは、わずか13%
でした。
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金融サービス

クローズアップ

金融サービスセクターは、サイバー攻撃との闘いの最前線です。サイ
バー犯罪者にとってこのセクターは収益性が大きく、好条件なターゲッ
トであるだけでなく、データへの依存をますます強めています。

このセクターは、データのセキュリティを必ず確保し続けなければなり
ません。信頼できる外部の第三者機関とデータを共有するオープンバン
キングなどを採用する場合であっても、それは同じです。

攻撃者は、金融サービスを提供する組織を継続的に標的としているた
め、この取り組みを加速する必要があります。新たに登場したテクノロ
ジーに注目する必要があります。偽物のモバイルバンキングアプリが出
回っており、3人に1人以上の消費者を騙しています18。以前からある
詐欺の手口も続いています。ビジネスメール詐欺に関するある最新のレ
ポートによれば、その手口において、銀行サービスを狙ったトロイの木
馬が広く使われるようになっているようです19。

さらに悪いことに、攻撃者はますます互いに協力するようになってい
ます。2018年夏、FBIは、銀行セクターに対し、攻撃者が複数の国々に
またがる周到に準備された攻撃を計画しているとの警告を発しました。
この警告は、ATMから大量の現金を引き出す可能性を指摘する内容で
した 20。

18 「Consumers falling for fake mobile banking apps」（Info Security、2018年2月27日） [https://www.infosecurity-magazine.com/news/consumers-fake-mobile-bankingapps/]
19 「Proofpoint warns of bank trojans」（PYMNTS、2018年8月8日） [https://www.pymnts.com/news/b2b-payments/2018/proofpoint-report-bank-trojan-fraudcybersecurity/]
20 「FBI warns of choreographed ATM drainage」（Naked Security、2018年8月15日） [https://nakedsecurity.sophos.com/2018/08/15/fbi-warns-banks-that-crooks-areplanning-

choreographed-atm-drainage/]

EYの調査によると、金融サービス企業は現在の緊迫した状況を認
識しているようです。継続的なチェックとメンテナンスは必要であ
るものの、高度な保護が維持されており、サイバーセキュリティの
最適化に向けた取り組みが行われています。

• 現状 :現行の情報セキュリティ機能が組織的なニーズを満たして
いると回答した金融サービス組織は、わずか6%でした。しかし
65%は今後、必要な改善を実施する予定だと回答しています。し
かしながら、31%の組織が、スキル不足が改善を実施する際の障
害となる可能性に危機意識を持っています。

• 投資の優先順位：このセクターの組織は、アーキテクチャ（18%
が、プロセスが存在しないまたは非常に未成熟と回答）、評価指
標・報告（18%）、資産管理（17%）の各領域における情報セキュ
リティプロセスが未成熟であることを懸念しています。

• 内製か、外部委託か：金融サービス組織の約6割（59%）は、セキュ
リティオペレーションセンターを構築しています。金融サービス
組織はセキュリティオペレーションセンターの機能を外部委託
せず、内製する傾向にあります。侵入テスト（79%）およびフォレ
ンジック（52%）のみ、過半数が外部委託しています。

• 報告：金融サービス組織のうち、情報セキュリティ関係の報告が
ニーズを満たしていると回答したのはわずか16%でした。しか
し他のセクターよりも多い割合です。
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組織は、デジタルトランスフォーメーションの流れの中にあります。組
織ごとに変革の内容は異なるものの、顧客向けオンラインセールス／サ
ポート、サプライチェーンの統合、RPA、AI、ブロックチェーン、アナリ
ティクスの応用、ビジネスモデルの破壊的変革、働き方改革といった要
素のうち、ひとつ以上を含んでいます。

組織は、今やデジタル時代で成功するためにはサイバーリスクに配慮
し、最初の段階からサイバーセキュリティを構築することが不可欠であ
ると確信しています。サイバーセキュリティが組織の成長をどのよう
にサポートできるかについても着目すべきです。その目的は、セキュリ
ティをビジネスプロセスに最初の段階から統合し組み込むことで、すべ
ての人にとってより安全な職場環境を構築することです。最先端技術が
主役となった今、セキュリティ・バイ・デザインは重要な原則です。

この目標を達成するには、組織は、問題が起きてから、その部分だけに対
応するのではなく、革新的なサイバーセキュリティ戦略を構築しておく
必要があります。カスタマー・エクスペリエンス（顧客体験）は、特に重
要な検討事項となるでしょう。

デジタルトランスフォーメーションにおいて組織が検討すべき事項

• 自組織のサプライチェーンは全体的に安全か

• セキュリティ・バイ・デザインの考え方に沿った新しいチャネ
ルをどのように設計し、構築するか

• デジタルトランスフォーメーションを可能にするビジネスモデ
ルに、サイバーセキュリティをどう組み込むか

• プライバシーやデータの強固な保護を、差別化要因にすることは
可能か

• デジタル化を追求する中で、経営層は、どの程度サイバーセキュ
リティに重点を置いているか

• 上級経営層は、サイバーセキュリティをどの程度我がこととして
捉え、リーダーシップを発揮しているか

• 自組織のエコシステム全体から見て、サイバーセキュリティに十
分注力できているか

本章では、サイバーセキュリティを成長戦略に組み込むために重要な次
の4要素を取り上げます。

1. 戦略的監督：デジタルトランスフォーメーションに責任を負う取締
役が、サイバーセキュリティを成長戦略の中に組み込む必要性をど
の程度正しく理解しているか

2. リーダーシップ：デジタル化する組織において誰がサイバーセキュ
リティをリードするのか、アカウンタビリティをどのように確保す
るのか

3. デジタル化：デジタルテクノロジーを今後ますます活用するように
なるにつれ脆弱性がどの程度増加するか

4. 最先端技術：セキュリティ・バイ・デザインを構築するため、どの領
域にサイバーセキュリティ投資を増加させるか

しかしながら、今年のサーベイにより、最先端技術を利用することによ
り生じる脆弱性について懸念している組織は、少数にとどまることが分
かりました。これは非常に気がかりな結果です。攻撃者も同じように最
先端技術を利用できるのでなおさらです。IBMのセキュリティ研究者ら
は、AIがマルウェアの開発に悪用される可能性を指摘しています。彼ら
は、標的がマルウェアに感染するまでの間、その意図を隠すことができ
るコード「DeepLocker」を開発しているのです21。

良いニュースもあります。多くの組織は、サイバーセキュリティに関わ
る支出の最優先項目に、「最先端技術」を位置付けています。最先端技術
とは、すでにほとんどの組織が活用しているクラウドの他、RPA、機械学
習、AI、IoTの領域が含まれます。しかし多くの場合、組織はこれらの最
先端技術そのものを保護するための支出を増大させようとは考えてい
ません。組織の大多数が追加支出を決定している対象は、クラウドのみ
でした。

21 「DeepLocker ̶ AI-powered malware are already among us」（Security Affairs、2018年8月9日） [https://securityaffairs.co/wordpress/75206/malware/deeplocker-ai-
powered-malware.html]
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1. 戦略的監督
取締役会はサイバーセキュリティを戦略策定の重要な要素として 
取り扱う態勢となっていますか
優れたガバナンスが整備されていますか

組織の70%は、トップマネジメント層がセキュリティを全面的に理解
しているか、理解を深めるため積極的に対策を講じていると回答してい
ます。

大規模組織ではさらに進展がみられます。セキュリティに関してトップ
マネジメント層に少なくとも限られた理解はあると回答したのは、小規
模組織で68%あったのに対し、大規模組織では73%でした。

18%
情報セキュリティがビジネス
戦略計画に全面的かつ定期的
に影響を与えていると回答し
た組織の割合

55%
情報セキュリティはビジネス
戦略にいくらか影響してい
る、または全く影響していな
いと回答した組織の割合

取締役会／トップマネジメント層は、サイバーリスクおよび予防的対策を全面的に評価できるだけの 
情報セキュリティに関する理解を有していますか?

はい

部分的な理解はある

いいえ（ただし改善しようとしている）

いいえ（改善計画なし）

3%

39%

31%

25%

「セキュリティ・バイ・デザインの迅速な強化が必要です。多くの
組織はデジタルトランスフォーメーションには注力しますが、サ
イバーセキュリティには関心を払っていません。組織のレガシー
システムを修正することは不可欠です。しかし最先端技術を採用
するなら、最初の段階から高度な保護を構築することを忘れては
いけません」

James Phillippe 
EY Global Cyber Threat Management Leader
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2. リーダーシップ
サイバーセキュリティの最高責任者は誰ですか
組織全体で先進的な取り組みを推進する 
リーダーシップをどのように発揮しますか

情報セキュリティの最終的な責任は、組織のトップレベルが負うことが
多くなっています。組織の40%が、最高情報責任者（CIO）が情報セキュ
リティに関する最高責任を担っていると回答しています。

4割（40%）の組織では、取締役会メンバーまたは経営層のいずれかが最
終的な責任を負っていると回答しました。セキュリティが成長をもたら
す主な要素になるにつれ、その比率は高まる可能性があります。現時点
では、情報セキュリティに対する説明責任を経営層が負う傾向は、大規
模組織よりも小規模組織の方に多く見られます。

取締役会／トップマネジメント層は、サイバーリスクおよび予防的対策を全面的に評価できるだけの 
情報セキュリティに関する理解を有していますか?

3%

39%

31%

25%

60%
情報セキュリティに直接的
に責任を負っている役職が
取締役会メンバー以外であ
ると回答した組織の割合

はい

限られた理解はある

いいえ（ただし改善しようとしている）

いいえ（改善計画なし）
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「企業内における新たな役割も登場しています。最高セキュリティ
責任者（CSO）と呼ばれる役職を設ける企業が多く見られるよう
になりました。CSOは、最高情報セキュリティ責任者（CISO）のみ
ならず、最高情報責任者（CIO）へも報告する役割を担っています
が、CIO組織の一員ではありません。CSOはサイバーリスク、物理
的セキュリティ・リスクおよび人的セキュリティ・リスクに対し
て説明責任を負っていますが、CISOやCIOは広くサイバートラ
ンスフォーメーションを担う役職です」

Simon Adler 
EY Global Digital Identity & Access Leader



EYグローバル情報セキュリティサーベイ（GISS）2018-19

26

モバイル機器の利用増加に伴うリスク

29%

27%

10%

11%

10%

6%

5%

意識の低いユーザーや好ましくない使い方をするユーザーがいる

スマート・デバイスを紛失する

デバイスが乗っ取られる

ソフトウェア構成が同一でないデバイス

ネットワークエンジニアが脆弱性を迅速に修正できない

サイバー犯罪組織により、トロイの木馬やバックドアがインストールされたハードウェアが販売されている

ハードウェアの互換性に問題が生じる

IoTに関わる課題

14%

12%

10%

10%

8%

11%

11%

7%

9%

5%

保有するすべての情報機器などの把握

ネットワーク上の不審なトラフィックの特定

導入されたセキュリティ対策が最新の要件に 
合致していることを確かめること
膨大な数のインターネット接続機器のソフトウェアを 
最新バージョンに更新し続けること

ゼロデイ攻撃（潜在するまたはベンダーから修正パッチが
提供されない脆弱性を利用した攻撃）の発見

組織内ネットワークへの接続点の増加に対する対応

スキルを有する人材の不足

ビジネスエコシステムの境界の定義およびモニタリング

組織内のデータへのアクセス状況の追跡

経営者の意識や支援の欠如

3. デジタル化
デジタルトランスフォーメーションを追い求めると、 
リスクはどの程度高まるでしょうか
新しいテクノロジーはどのような脅威をもたらすのでしょうか

8%
スマートフォンが最大
の弱点となっていると
回答した組織の割合

4%
IoTが最大の懸念点で
あると回答した組織の
割合

「データの価値は、収集、整理、要約、共有といったキュレーションの取り組みによって高まります。レガシーな情報蓄積の仕組みを刷新するチャ
ンスです。複数のサプライヤ、ベンダー、パートナーが連携するエコシステムを統合することで、最初からデータ管理にセキュリティを組み込
めるようになります。誰もがそのチャンスを持っています」

Andy Ng 
EY EMEIA Information Protection Leader
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27%

58%45%

61%

58%

48%

43%

48%

48%

25%

33%

50%

44%

15%
41%バイオメトリクス

4. 最先端技術
サイバーセキュリティから見た最優先の投資領域は 
どこでしょうか
セキュリティ・バイ・デザインを促進させる方法は 
何でしょうか

今年度のサイバーセキュリティへの投資優先度

52%
11%

37%
クラウドコンピューティング

16%
52%

モバイルコンピューティング

15%
39%AI

18%
37%ロボティック・プロセス・ 

オートメーション

16%
36%機械学習

14%

37%
ブロックチェーン

27%IoT

支出の増減（前年比）

57%
6%

37%
クラウドコンピューティング

35%
7%モバイルコンピューティング

26%

63%
AI

31%ロボティック・プロセス・ 
オートメーション

11%

11%

11%

61%
機械学習

52%
5%

43%

サイバーセキュリティ 
アナリティクス

15%
15%

69%
ブロックチェーン

15%
13%

72%
バイオメトリクス

IoT
29%

9%

38%
11%サイバーセキュリティ 

アナリティクス

 優先度高          優先度低          優先度中  増加          減少          変化なし
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「デジタル化の機会を捉えようとしている業界では、サイバーセキュリティにも投資しなければなりません。構築しようとする新たなアーキテ
クチャにサイバーセキュリティを組み込まなければなりません。保護やレジリエンスを持たないレガシーシステムを一掃できるこのチャンス
をうまく活用しましょう」

Vinod Jayaprakash 
EY Cybersecurity Leader for Low-cost Delivery Centers
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クローズアップ
テクノロジー、メディア・エンターテインメント 
および通信

22 「Chip giant TSMC says WannaCry behind production halt」（Security Week、2018年8月6日） [https://www.securityweek.com/chip-giant-tsmc-says-wannacry-
behindproduction-halt]

23 「36 malicious apps advertised as security tools spotted in Google Play」 （SC Media、2018年1月3日） [https://www.scmagazine.com/home/news/cybercrime/36-
malicious-apps-advertised-as-security-tools-spotted-in-google-play/]

24 「Don’t fall for this elaborate WhatsApp phishing scam」 （Trusted Reviews、2018年2月12日） [https://www.trustedreviews.com/news/new-whatsapp-scam-warning-
adidas-trainers-free-3392920]

25「Researchers turn Amazon Echo into eavesdropping device」（Bleeping Computer、2018年4月25日） [https://www.bleepingcomputer.com/news/security/researchers-
turn-amazon-echo-into-an-eavesdropping-device/]

破壊や変革の最前線にあるテクノロジー、メディア・エンターテイ
ンメントおよび通信（Technology, Media & Entertainment and 
Telecommunications、以下TMT）の各セクターは、サイバーセキュリ
ティについても主導的な立場にあります。

レガシーなインフラを持たないスタートアップなら、最初からセキュ
リティ・バイ・デザインを取り入れることができるでしょう。しかし、
これらのセクターのすべての組織についても同様に最初から取り入れ
ることが可能というわけではありません。例えば、多くの電気通信セク
ターの組織は、数十年も前に設置した資産を運用しています。

それでも、EYの調査によると、TMTは、サイバーセキュリティを成
長戦略に組み込むことの重要性を認識しているようです。

• 戦略的監督：TMTの組織の半数以上（53%）は、情報セキュリティ
が自社のビジネス戦略および計画に十分に影響していると回答
しています。

• リーダーシップ：TMTの組織の47%では、情報セキュリティの
直接の責任者が、取締役会か経営層のいずれかのメンバーである
と回答しています。

• デジタル化：TMTの組織の16%が、過去12カ月間で自身のリス
クを最も増大させた要因はスマートフォン、IoT技術またはソー
シャルメディアであると回答しています。

• 最先端技術：TMTでは、全体的に、新たなテクノロジーに関して
サイバーセキュリティに係る支出を増大させる傾向にあります。
クラウドコンピューティングは特に重要な投資領域であり、52%
の組織が予算の増加を予定しています。

TMTの各セクターを標的とした脅威には無差別なものもあります。例
えば、半導体メーカーであるTaiwan Semiconductor社は、2018年8
月に、多くの業界に損害を及ぼしているランサムウェアWannaCryの亜
種に感染したことにより生産中止を余儀なくされました22。

他の攻撃には、テクノロジー企業のイノベーションを標的にしたもの
もあります。例えば、GoogleやAppleは、正当なアプリケーションに
なりすました悪意あるアプリケーションをそれぞれGoogle Playや
App Storeから排除するべく絶えず奮闘している状態です 23。一方、
メッセージ送受信用アプリケーションがフィッシング詐欺に利用され
る事例も増加しています 24。その他では、AmazonのEchoスマート・
スピーカーを盗聴器に変える方法が研究者らにより発見されました。
なお、Amazonは発見されたこの脆弱性を解消するために迅速に対応
しました 25。
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ガバナンス

重要な問題の特定

防御

侵害

サイバーセキュリティへの投資が増大し、セキュリ
ティ水準は全体として向上しているにも関わらず、サ
イバー攻撃による被害の件数は増える一方です。

概要

被害を出したサイバー攻撃の多くでは、何らかの形で
フィッシングやマルウェアが利用されています。GISS
によれば、組織は、フィッシングやマルウェアを最大
の脅威と捉えているようです。

組織は、潜在的に膨大な数のサードパーティとつな
がっているため、それらのサードパーティが実施して
いるセキュリティ対策に強く依存しています。

多くの組織はサイバー侵害を実際に経験して初めて、
サイバーセキュリティの予算を増加させます。またほ
とんどの場合、組織は、侵害を特定できていません。

サイバーセキュリティを取り込んだ組織の文化を醸
成する必要があります。まずは、事業戦略の不可欠な
要素としてサイバーセキュリティを確立することが
必要です。

次のステップ

フィッシングやマルウェアへの意識を向上させ、「不用
意なクリック」を避けられるようになりましょう。テ
クノロジーを活用すれば、Eメールのフィッシングや
マルウェアをシミュレーションすることが可能です。

ビジネスのエコシステム全体におよぶセキュリティ
戦略とセキュリティプログラムに注力する必要があ
ります。委託先におけるセキュリティの欠如により、
組織を傷つける脅威は何でしょうか。十分なセキュリ
ティを確保していない委託先との連携を続けていく
べきでしょうか。また、そのような委託先をどのよう
にサポートすればよいのでしょうか。

侵害が起きてからではなく、今すぐにサイバーセキュ
リティの予算を増やし、脅威の検知と対応に取り組み
ましょう。そうすれば、リスクを大幅に低減すること
ができるでしょう。

組織の保護
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現状

投資の優先順位

内製か、 
外部委託か

報告

ほとんどの組織のサイバーセキュリティ機能は、その
ニーズを十分に満たせていません。組織の半数以上が
最初のステップとして、分析機能への投資を始めてい
る状態です。

多くの領域に投資する必要がありますが、とりわけセ
キュリティ侵害への準備と対応について、投資する
必要があります。多くの組織にとって、特にフォレン
ジックへの投資はあまり行われていません。

多くの組織は、セキュリティオペレーションセンター
を含むサイバーセキュリティ機能を外部委託してい
るのが現状です。

多くの組織は、セキュリティオペレーションやセキュ
リティ侵害に関する報告に満足していません。

分析に関するセキュリティ機能が、脅威の検知および
取締役会における意識向上に資するときは特に、投資
を検討してください。

フォレンジックの能力を迅速に内製することは容易
ではありません。フォレンジックの能力を持つ外部ベ
ンダーと連携し、侵害が生じた場合に備えましょう。

組織内のリソースとサプライヤの能力とをバランス
よく採用し、最も有効な投資対象に集中しましょう。

概要 次のステップ

何を達成したのか、どこにギャップがあるのか、どこ
に問題が発生したのかなど、セキュリティオペレー
ションに関する情報をオープンにする必要がありま
す。これによって脅威に対する理解が深まり、適切な
措置を講じられます。

サイバーセキュリティの最適化



EYグローバル情報セキュリティサーベイ（GISS）2018-19

33

概要 次のステップ

最先端技術

GISSの調査結果によれば、多くの組織は最先端技術
を活用してサイバーセキュリティをさらに最適化す
る方法を検討しているようです。優先順位と投資は、
ほぼ整合しています。

最先端技術に引き続き注力し続けましょう。サイバー
犯罪者も同様に、AIなどの最先端技術に投資を続けて
います。主要な技術領域への投資規模を縮小させては
いけません。

デジタル化

スマートフォン、IoTおよびオペレーショナルテクノ
ロジーの利用に関する脅威はいまだ十分には理解さ
れていない状況です。この領域を高リスクに指定して
いる組織はわずかです。

サイバーセキュリティをデジタルトランスフォー
メーション戦略の一部として重視しましょう。デジタ
ルプロジェクトの成功は、顧客との信頼構築によって
もたらされます。

リーダーシップ
より多くの組織（現時点では4割）で、取締役会メン
バーがサイバーセキュリティにおける最高責任者と
しての役割を担うようになっています。

サイバーセキュリティは、現在進行中の課題です。取
締役会の積極的な関与を奨励する方法を模索しま
しょう。

戦略的監督
戦略的監督の役割が注目されています。7割の組織の
経営層が、サイバーセキュリティを全体的に理解して
いるか、改善に向けた措置をすでに講じています。

これは大きな前進です。サイバーセキュリティを組織
戦略の中心に位置付けましょう。

成長の実現
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調査方法

第21回EYグローバル情報セキュリティサーベイ（GISS）には、世
界有数の規模と認知度を誇るグローバル組織にご協力いただき、
それらの組織を代表する1,400名近くの経営幹部、情報セキュリ
ティ・IT部門の役員・責任者から回答を得ることができました。本
調査は、2018年4月から7月にかけて実施されたものです。

本調査において「大規模組織（企業）」の定義は、年間売上高が10
億米ドル以上の組織（企業）です。本調査における全回答者の3分
の1が大規模組織に該当します。また、年間売上高が10億米ドル
を下回る組織（企業）を「小規模組織（企業）」としています。本調
査において、全回答者の3分の2が小規模組織に該当します。

地域別回答者構成比

EMEIA（欧州、中東、 
インド、アフリカ）
Japan（日本）

Americas（北・中・南米）

Asia-Pacific（アジア・
パシフィック）

4%

49%

29%

17%

06
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従業員数別回答者構成比

500名未満 29%

501～1,000名 12%

1,001～5,000名 28%

5,001～10,000名 10%

10,001～15,000名 5%

15,001～20,000名 3%

20,001～25,000名 2%

25,000名超 11%

年間収益合計別（米ドル建て）回答者構成比

1千万米ドル未満 19%

1千万米ドル～1億米ドル 21%

1億米ドル～10億米ドル 25%

10億米ドル～100億米ドル 24%

100億米ドル以上 11%

業界別回答者構成比

自動車・運輸 8%

銀行・資本市場 18%

消費財・小売 19%

政府・公共部門 9%

ヘルスケア 3%

保険 6%

ライフサイエンス 2%

メディア・娯楽 4%

鉱業・金属 2%

石油・ガス 3%

電力・公益事業 5%

専門企業・サービス 3%

不動産・ホスピタリティ・建設 4%

テクノロジー 8%

電気通信 4%

資産運用・管理 2%

業界クラスター別回答者構成比

「消費財およびモビリティ」クラスターには「自動車・運輸」、「消費
財・小売」、「不動産・ホスピタリティ・建設」のセクターからの回
答が含まれます。「エネルギー」クラスターには「鉱業・金属」、「石
油・ガス」、「電力・公益事業」のセクターからの回答が含まれます。
「金融サービス」クラスターには「銀行・資本市場」、「保険」、「資産
運用・管理」のセクターからの回答が含まれます。「ヘルスケア」ク
ラスターには「政府・公共部門」、「ヘルスケア」、「ライフサイエンス」
のセクターからの回答が含まれます。「TMT」クラスターには「テク
ノロジー」、「メディア・娯楽」、「電気通信」のセクターからの回答が
含まれます。

消費財およびモビリティ 32%

エネルギー 10%

金融サービス 27%

ヘルスケア 14%

TMT 16%
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