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はじめに

サイバーセキュリティへの投資を成功させるには、
テクノロジー
の導入だけでは不十分です。
テクノロジーの導入に加えて、強固
なセキュリティ文化を創造し、従業員を教育し、急速に進化する
脅威に対応する堅牢なセキュリティ機能の購買プロセスを確立
する必要があります。

この Tech Research Asia (TRA) レポートは、
アジア太平洋・日本
地域 (APJ) の意思決定者に、運用パフォーマンスと社内文化と併
せてテクノロジー投資を促進する方法について、証拠に基づいた
アドバイスを提供します。

本書は、
オーストラリア、
インド、日本、
マレーシア、
フィリピン、
シン
ガポールの 900 名のサイバー/情報セキュリティ意思決定者を対
象とした定量調査、業界専門家へのインタビュー、2019 年にオー
ストラリア (2)、
インド、日本、
マレーシアで開催された 5 つのエグ
ゼクティブラウンドテーブルを含む、包括的な調査プログラムに
基づいています。

この調査は、APJ の組織が教育、企業文化、
スキル、予算編成、運
用管理の分野でサイバーセキュリティのさまざまな弱点に直面し
ていることを明らかにしています。
これらの課題を克服すること
は容易ではありませんが、今日のサイバーセキュリティ戦略と運
用管理の問題の核心となっています。
使用されるテクノロジープ
ラットフォームとツールの強化に加えて、
これらの領域を強化する
方法はあります。
本レポートは、調査結果、各国の分析、検討すべき手順のリスト、
そして本レポートのスポンサーであるソフォスの見解という 4 つ
のセクションで構成されています
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APJ が置かれているセキュリティの現状は次のとおりです。
サイバ
ーセキュリティへの投資の効率と有効性が改善されなければ、企
業は今後も新たな脅威に対してその場しのぎの対策を講じるだ
けという悪循環に陥ります。
支出から最善の成果は得られず、
イ
ンシデントやセキュリティ侵害に繰り返し対応しなければならず、
プロアクティブな対応が困難な状態が続くことになります。
プライ
バシーに関する法律やガバナンスが重視される現代において、選
択を誤った企業はその副次的影響への対処を迫られるでしょう。
その影響は単なる
「セキュリティ侵害 1 件あたり」の金銭的コスト
や企業ブランドの毀損にとどまらず、実際の個人的損害や社会的
損害に及びます。
貴社の将来はどうなっているでしょうか?
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調査結果

調査結果は 3 つのサブセクション (セキュリティのセットアップ、セキュリティ実現までの道のり、セキュ
リティの未来) に分けて提示します。
各サブセクションでは重要なデータと調査結果を中心に説明しま
す。

1.セキュリティのセットアップ: 成熟していることが長所と
は限りません

調査の最初のセグメントで対象となったのは、APJ の組織の現状とアプローチです。
当然ながら、調査
対象の国ごとに、
また市場ごとに違いがあります。
ただし、回答者が考えるセキュリティ成熟度は依然
として低く、最上位である
「最適化された」成熟度レベル (プロセスが監視され、独自のニーズに合わ
せて頻繁に改善および調整されているレベル) にあると回答したのは 3 分の 1 未満でした。
大半の組
織は、次の図に示すように、セキュリティの成熟度が低いと認識しています。
(成熟度ランキングの簡単
な説明については、付録を参照してください。
)

質問：自社のサイバーセキュリティのレベルとして最も適切な用語は何ですか？

調査対象国のうち、日本、
マレーシア、
フィリピンと比較して、
インド、
オーストラリア、
シンガポールが高
いレベルのセキュリティ成熟度 「定量的」
(
スコアと
「最適化」
スコアの合計データポイント) であること
を調査データは示唆しています。

興味深いことに、脅威を適切に検出、調査、対応できるサイバーセキュリティチームが設置されている
かどうかを尋ねたところ、
インド企業の 59% とオーストラリア企業の 47% が「いいえ」
と回答しまし
た。
これは、認知と現実が異なることを示す分かりやすいケースです。
適切に定量化され、定期的にテ
ストされない限り、成熟度レベルは非常に主観的なものであることが分かります。

次のグラフのデータは、
この状況を裏付けています。
これは、一連の質問に対する回答者の同意レベル
を示しています。
予算が低すぎる、
スキルのある人材の採用が難しい、最新の状態を維持することが容
易ではないなど、多くの重要な問題に対して、
より多くのサポートが必要であるという点には強い同意
が見られます。
これらはすべて、セキュリティ成熟度を決定する要因であり、全体的なセキュリティ体制
を改善するにはより多くの作業が必要であることを示しています。
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質問：次の状況に対してどれぐらい合意できますか？

そのほかにも、
すべての市場に共通する特筆すべき特徴があります。

ÌÌ サイバーセキュリティ関連予算の 50% 以上が IT 以外に割当られています。
これは、予算が適切に使
用されるようにするためには、
コミュニケーションスキルと利害関係者の管理や交渉が重要であること
を示唆しています。
この点でサイバーセキュリティ予算に大きな差はほとんどなく、独立した部門として
サイバーセキュリティ予算が平均をわずかに上回っていたのはフィリピンとインドの企業のみでした。
ÌÌ 組織の大半は今でもほぼすべての機能を社内で管理しており、ペネトレーションテストやトレ
ーニングなどのいくつかの分野についてのみアウトソーシングしているのが一般的です。
ÌÌ 組織の構造は多様で、調査対象の 3 分の 1 は専用の CISO を確立しており、3 分
の 1 は IT リーダーがサイバーセキュリティ部門を主導しており、残りの 3 分の 1 は
別の経営幹部がセキュリティに対する責任を負っています。
独立したセキュリティ
チームや、IT 部門の一部を構成するチームでも同様の状況が見られます。

ラウンドテーブルの議論において、CIO あるいは CTO が CISO も兼務するサイバーセキュリティアプローチ
は、(リソースと予算が限られていることを踏まえると) 実用的ではあるが、多くの組織にとって最適な選択
肢ではないという意見が出ました。

コミュニケーション、教育、戦略の決定、
およびリソースの調達を実現するには、広範な IT 環境や課題に組
み込まれたり、後回しにされたりするリスクのない専任のサイバーセキュリティリードが必要であることは
明らかでした。
今後 24 か月で CISO 主導のサイバーセキュリティ戦略への移行において最も大きな変化を
示したのはインドの企業で、2 番目に高い CISO 主導率を示したのはシンガポールでした。

組織構造の問題と非技術的な問題が APJ 全体で起きており、成熟度の低さの原因となっている可能性が
あることもデータから明らかです。
とりわけ、10 社中 3 社が過去 12 か月間にデータ漏洩が発生したと言っ
ています。
この数字は低すぎるというのが TRA の見解で、10 社のうち約 7 社がデータ漏洩を経験しており、
すべての企業が今後サイバーセキュリティインシデントに悩まされる可能性が高いと考えています。
クアラ
ルンプールで開催したラウンドテーブルで、
ある CIO が次のように述べています。
「毎日攻撃を受けており、
データ漏洩が発生したこともあります。
これが 2019 年の現実です。
」他のラウンドテーブルイベントでも同
様のコメントがありました。
調査結果と事例報告からも、現在のセキュリティアプローチでは目標を達成で
きていないことが浮かび上がってきています。
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セキュリティ侵害を開示している国の間で差はほとんどありませんでした。
セキュリティ侵害を経
験した企業の国別の割合は次のとおりです。

日本

34.5%

オーストラリア

34%

インド

33.5%

マレーシア

32%

シンガポール

26%

フィリピン

24%

セキュリティ実現までの道のり

2 つ目のサブセクションは、セキュリティ実現までの道のりです。
この道のりは常に変化しています。
最新の道のりの特徴を明らかにする以下の調査結果について考慮してください。

変更のタイミングと関係者: 82% の企業は、今後 12 か月以内に何らかの変更を行う予定です。
こ
の新しいアクティビティの主なトリガーとなっているのは、(50% 以上が 12 か月以上前に戦略を変
更しただけ、
ということ以上に) 新しいテクノロジーと製品の開発、
コンプライアンスと規制、
そして
新たな攻撃に対する意識の高まりです。

投資に及ぼす最大の影響: #1 専任のセキュリティ研究者。
#2 アナリストとコンサルタント。
#3 ペネ
トレーションテスト担当者。
他の要因が影響を及ぼし始め、
リーダーが意思決定する方法が変化し
始めています。
たとえば、
デザイン思考ワークショップ、
サイバーセキュリティに関する政府マニュア
ル、人工知能 (AI) および機械学習 (ML) によるアドバイザリーシステムなどです。
中でも、セキュリティ予算の 50% が IT 予算以外であるため、CISO や CIO だけでなく幅広い経営
幹部がセキュリティ投資の意思決定に影響を及ぼしています。

重要な考慮事項: 最大の問題ではないにしても、大きな問題の 1 つは (技術的なものではなく) 人
間です。
70% 以上が従業員とリーダーシップの教育が最大の課題であり、60% がそうした教育の
提供に苦労していると答えています。
また、3 分の 2 の組織は人材の採用に躍起になっており、最
新の開発、調査研究、
ニュースを常に把握しておこうと苦心しています。

主な問題の技術面については、
ネットワークの可視化とコントロールの向上が強く望まれていま
す (80% がこの機能を重視)。
さらに 12% の企業が、24 か月以内に AI テクノロジーの導入を予定
しています。
10 社のうち 4 社以上が、IT/OT コンバージェンスによってセキュリティ体制は強化され
ると考えています。
IT/OT コンバージェンスとは?

OT は運用技術の略です。
OT は、
ビジネスの運用面を実行および維持するために用いられるテ
クノロジーです。
OT システムは、製造/産業環境で最も一般的であり、通常はデバイスの監視、処
理、
および調整に使用されます。
たとえば、
エネルギー会社の SCADA (監視・制御システム) や、
製造工場で機械摩耗を監視するための内蔵センサーなどです。
通常、OT はネットワーク化され
ておらず、
これまで IT システムに統合されることはほとんどありませんでした。

IT システムと OT システムの統合が進むにつれて、社内でこれまで別々だった OT グループと IT
グループの間でさらなる協力と調整が必要になります。
これにより、企業におけるセキュリティは
複雑化し、全体的なサイバーセキュリティの戦略、機能、
および体制の重視と明確化が促進され
ます。
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重要なのは、
サイバーセキュリティの脅威環境は厳しい未来が待っていると信じられている点です。
調
査結果は、現在のあらゆる脅威の深刻度は今後 24 か月間変わらないことを示しています。
最も懸念
されているのは、
フィッシングや AI を利用した攻撃 (システムの脆弱性をスキャンしたり、顔認識など
の生体認証を使用した ID 対策を突破する画像を作成したりする機械学習ツールの使用など) です。

購買フェーズ: APJ の企業は、ポイントソリューションと統合プラットフォームの両方に投資する傾向が
あります。
ラウンドテーブルイベントでは、特定の業界の課題やニーズに対応するベストオブブリードソ
リューションを求める参加者がいた一方で、統合プラットフォームの効率性を高く評価する参加者もい
ました。

68% の企業が現在のサプライヤーに満足しており、再度購入すると考えられます。
ただし、2 社に 1 社
は、使用しているサードパーティプロバイダーの数を増やす予定です。
この後者の数字は、以前にも増
してセキュリティニーズとビジネスニーズが業界ごとに専門化していることが理由として挙げられます
(新製品/サービスの開発またはコンプライアンスへの対応)。
また、多くの組織が新たな攻撃や脅威に
遭遇するたびに新しいツールやパートナーを探しているのも理由の 1 つです。
この調査では、情報セキュリティ/サイバーセキュリティソリューションを検討する企業にとって重要な
要素を検討しました。
上位を占める要素を次のグラフに示します。

多くの企業では、
サイバーセキュリティベンダーとパートナーの両方が独自に成長し、他の企業と円滑
に連携することが期待されています。
また、機能強化にとっては情報共有も重要です。

国レベルで見ると、AI はインドの企業にとっては非常に重要ですが、
フィリピンの企業にとっては最重
要の要素ではありません。
技術的に優れたポイント製品ソリューションの可用性を最重要としている
のはインド、
オーストラリア、
マレーシアの企業で、
シンガポールの企業はそれほど重要視していませ
ん。
消費ベースの価格決定モデルの可用性についても同様のことが言えます。
同時に、統合されたマ
ルチ製品プラットフォームは、
インド、
オーストラリア、
フィリピンでは重要な考慮事項として認識されて
おり、
これらの国の市場が比較的多様であることが示されています。

この調査では、自社のサイバーセキュリティの戦略と活動に不満を感じる原因だと指摘した問題や、
サイバーセキュリティベンダーの支援が必要な問題について探りました。
上位 5 つの問題は次のとお
りです。
1.

サイバーセキュリティの優先度の低下。
自社が攻撃を受けたりインシデントに遭遇したりする頻
度やその度合いに応じて、取締役会/経営執行会議の対応が変動するため、
その企業におけるセ
キュリティの重要度に一貫性がない。
頻度や度合いが高いほど、
サイバーセキュリティの優先度
は高くなり、低くなれば優先度も下がります。
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2.
3.

4.

5.

予算不足。
スキルのある従業員の採用にかかる費用、
サイバーセキュリティ予算の利用可能
性、
テクノロジーソリューションに支出される予算の相対的有効性など、
さまざまな影響を及
ぼす問題。

問題の複雑さを理解していない。
「セキュリティは簡単。
新しい <該当するテクノロジーソリュ
ーションを挿入> を購入すればよいだけ」
という思い違い。
データに加えて経営幹部によるラ
ウンドテーブルからも、(取締役会や経営幹部レベルから一般従業員に至るまで) 直面してい
る問題の複雑さについての認識が不足していることが確認されました。
多くの企業がこの問
題に対処する上で、重視するべきだと考えていたのが教育です。

「誰もが運命にある」
という FUD (恐怖、不安、疑念) マーケティング。
業界の特定ベンダーが
採用している FUD マーケティング手法の有効性が低下し始めていることが、
データから浮か
び上がっています。
代わりに、企業はベンダーとそのパートナーがどのような方法で重要な領
域に対処し、(恐怖を煽るのではなく) 解決策を提示してくれるのかを理解することに関心を
寄せています。

リソースの不足。
多くのテクノロジー導入と同様に、
リソース調達はすべての企業にとって問
題です。
特定の業界やテクノロジー部門では、予算、
スタッフ、
さらにはスキルのあるベンダー
やパートナーさえ不足している可能性があります (たとえば、
クラウドインフラストラクチャ移
行の初期、最近では AI や ML の導入において、
クラウドサイバーセキュリティの専門家が不足
していることは明らかです)。

特定の国の市場について深く掘り下げると、次の表に示すように、上位の不満に微妙な違いが見
られました。

国名

オーストラリア
インド
日本

1位

セキュリティは

「簡単」

優先順位の決定
予算

マレーシア

「我が社は絶対に

フィリピン

「ノイズ」のせいで

シンガポール

ハッキングされない」
理解が進まない

優先順位の決定

2位

優先順位の決定
「我が社は絶対に

ハッキングされない」

スキル不足

「我が社はハッキングされた
としても、
何の影響も受けない」

3位
予算

セキュリティは

「簡単」

トレーニングと教育
セキュリティは

「簡単」

優先順位の決定

予算

予算

スキル不足

企業のニーズは明確であるため、ベンダーとパートナーは提供するソリューションの技術的優秀さだけではな

く、
ビジネス課題を重視してエンゲージメントを構築する必要があります。
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セキュリティの未来

この調査はセキュリティの未来に関して、
すべての市場でサイバーセキュリティのスキルが相当不
足することを示しています。

それ以上に、
リーダーおよび従業員を教育することは、大半の企業にとって最大の課題です。
回答
者の 60% は、教育の提供に苦労していると回答しています。
これは、
インシデントの 50% 以上が
社内の従業員またはパートナーが原因であるとする推定を考慮すると、注目に値する結果です。
そ
のほかにも、進化し続ける脅威に対応できるように内部リソースを最新の状態に保つことは企業
にとって困難であるため、教育は終わりのない要件であることをデータが示唆していたのは興味
深い点です。

テクノロジーに関して回答者は、今後 24 か月で社内のセキュリティに最も影響を与えるテクノロ
ジーは、人工知能 (AI) と機械学習 (ML)、
デジタルトランスフォーメーションのプログラム、IT/OT コ
ンバージェンス、
およびクラウドコンピューティングへの移行であると回答しています。

AI と ML に関しては市場で過剰な期待と多くの混乱が発生していますが、調査の結果、
これらのテ
クノロジーが将来どのように役立つかについて相当な関心と欲求があることが分かりました。

TRA のデータは、平均 33% の企業がサイバーセキュリティ業務で AI と ML の使用を検討している
ことを示しており、今後 24 か月でさらに 12.4% 増加することが予想されます。
セキュリティアプロ
ーチ、特にプロアクティブな防御と不正利用防止、
およびスキャンシステムにおいて、AI と ML の採
用が進んでいることは明らかです。
次のグラフに示すように、今後 24 か月で AI および ML の導入
は、主にプロアクティブな防御、不正利用防止、
スキャンシステムの領域で主流となります。

これらの国のうち、最も積極的に採用しているのはインドとシンガポールですが、
すべての国で採
用の可能性が示されています。

A Sophos Whitepaper August 2019

9

アジア太平洋および日本におけるサイバーセキュリティの未来 – セキュリティの文化、効率性、意識を高めるために

結論

最後に、今日のサイバーセキュリティに関して多くの技術的な問題があることに言及しておく必要
があります。
テクノロジーだけに関連する複数の脆弱性とリスクが存在します。
ただし、
この調査で
はテクノロジーへの投資のほかに、
テクノロジー以外の分野でもかなりの改善が加えられる必要
があることが強調されています。

スキルのある専門家とパートナーによって強化されたサイバーセキュリティへの堅牢なプラットフ
ォームアプローチに加えて、
オペレーション面と文化面を改善することによって、企業が将来的に
成功のする可能性が向上します。

日本におけるサイバーセキュリティ

ÌÌ 日本の回答者の 35% が、過去 12 か月間にセキュリティが侵害され
たことがあると回答 (これは調査対象の国の中で最高)

ÌÌ 日本企業の 38% が、
サイバーセキュリティが全く成熟していないか、自
社のアプローチが未検証またはその場しのぎのものだと回答

ÌÌ 日本の回答者の 3 分の 2 (51%) は、脅威を適切に検出、調査、対応できるサ
イバーセキュリティチームが自社に配置されていないと感じている

ÌÌ スキル、教育、
リソース

 72% が、
スキルのあるサイバーセキュリティ専門家の確保に苦労している
 61% が、
サイバーセキュリティの予算が不足していると述べている
 75% は、最新のサイバーセキュリティテクノロジー情報
に精通し続けるのは難しいと感じている

ÌÌ 日本で最も深刻な攻撃方法 (10 段階で 9 または 10 の深刻度評価) は、従
業員のミス、従業員の悪意のある行為、
およびシステム設計の不備
ÌÌ 情報セキュリティやサイバーセキュリティに関して感じる不満の上位 3 つ:
 サイバーセキュリティに十分な予算が確保されていない

 スキルのあるセキュリティスペシャリストを雇用することが困難

 IT 以外のスタッフのトレーニングに十分な時間も投資もかけられていない

ÌÌ 「今後 24 か月以内に社内のセキュリティに影響を与える」
と日本のセキ
ュリティ意思決定者が考えている最重要テクノロジーまたは問題は、AI と
機械学習、
パブリッククラウドコンピューティング、IoT デバイス
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「いくつかの AI プロジェクトと概念実証について相談
したことがあります。
誇大な宣伝と現実の間には確
かにギャップがあります。
多くの組織は、期待してい
た成果を達成できていません。
とはいえ、セキュリテ
ィの分野では AI を活用できると考えています。
」

ラウンドテーブルにご参加いただい
た企業の皆さま (五十音順)
APRESIA Systems 株式会社

アライドテレシス株式会社 サイバーセキュリティ Devops 本部
中島 豊 様

本部長 上級執行役員

SB C&S株式会社 ICT事業本部 MD本部 ネットワーク&セキュリティ統括部 ネットワーク＆セキ
ュリティMD1部 セキュリティプロダクト販売推進課 課長 山名 広朗 様
SB C&S株式会社 ICT事業本部 販売推進本部 ネットワーク&セキュリティ統括部
ネットワーク&セキュリティMD1部 MD1課 課長 中西 亮 様
株式会社ＮＳＤビジネスイノベーション 営業部

課長

川波 誠 様

株式会社ＮＳＤビジネスイノベーション 営業部 リーダー 松本 拓実 様
株式会社ジインズ 東京事業所 マーケティング開発部
株式会社日立システムズ

クラスメソッド株式会社
阿部 洸樹 様

部長

川田 康友 様

AWS事業本部 コンサルティング部 ソリューションアーキテクト

セイコーソリューションズ株式会社

「2020 年の東京オ
リンピックが近づく
につれて、弊社のお
客様を標的にして
システムに侵入しよ
うとする攻撃が増加
することが予想され
ます。
サプライチェ
ーン攻撃は深刻な
問題であり、今後悪
化の一途をたどる
恐れがあります。
」
「多くのお客様がク
ラウドへの移行に
伴い、セキュリティ
体制を強化していま
す。
当然のことであ
り、
それも 1 つのオ
ペレーションです。
」

戦略ビジネス本部 エバンジェリスト 奥ノ坊 彰 様

リコージャパン株式会社 ICT事業本部 商品企画本部 ITサービス企画室
セキュリティ企画グループ リーダー 丸木 久美 様

A Sophos Whitepaper August 2019

11

アジア太平洋および日本におけるサイバーセキュリティの未来 – セキュリティの文化、効率性、意識を高めるために

検討すべき手順

TRA は、既存の技術ベースの成熟度フレームワークを超えて、
サイバーセキュリティおよび情報セ
キュリティの有効性を高めるための出発点となるよう、次の手順を提供します。
これらの手順はす
べてを網羅することや、確実な方法を提供することを意図したものではありません。
企業はそれぞ
れ異なるため、
これらの手順は適切なデューデリジェンスに置き換わるものではありません。
しか
し、
これらの手順が貴社の今後のアプローチを決定する上で役立つと信じています。
以下に順不
同で挙げます。
ÌÌ 全体的なヘルスチェックを行い、KPI を見直して、技術的ではないメトリックが
含まれていることを確認します。
技術的な機能や脆弱性に焦点を合わせた一般
的なペネトレーションテストにとらわれないことが重要です。
外部の関係者の
視点やアドバイスを得ることで、
メリットがもたらされる場合があります。

ÌÌ パートナーとサプライチェーンのリスクを確認します。
連携しているパートナーが攻撃対象
になる可能性は、以前にも増して顕在化しています。
貴社のセキュリティに対する期待と
要件をパートナーが満たしているかどうかを確認するためのメカニズムはありますか?

ÌÌ すべての新製品/サービスの開発が、
「セキュリティバイデザイン」の発想で
設計されていることを確認します。
セキュリティの専門家が最初の段階で
すべての新しい開発プロジェクトに参加していること、
そしてセキュリティ
が (障害ではなく) 競争力だと見なされていることを確認します。

ÌÌ 透明性を確保し、セキュリティについて公の場で議論します。
最近発生したデ
ータ漏洩やセキュリティインシデントを見れば、問題を修正または緩和する一
方で、透明性を確保し、誠実かつ定期的なコミュニケーションを続けることに
よってネガティブな状況がポジティブな結果に変わることは明らかです。

ÌÌ セキュリティ関連の課題については、定期的なハッカソンやデザイン思考ワー
クショップの開催を検討します。
これらの活動の主な目的と目標に、教育とス
キルを設定します。
また、組織の最低レベルから最高レベルまで、IT 以外また
はセキュリティ以外の関係者が関与していることを確認してください。

ÌÌ 従業員がセキュリティ関連のトレーニングやコースに参加することを奨励し、支援します。
多く
の優れたオンラインコースとリソースが提供されています。
参加する従業員にインセンティブ
を提供することによって、従来のトレーニングの仕組みやコミュニケーションが強化されます。
ポジティブなゲーミフィケーションを取り入れることは、従業員の意識向上にも役立ちます。
ÌÌ 新しいセキュリティ文化を育成して根付かせ、
その文化を企業の DNA と価値
提案の一部にします。
そのためには、経営幹部から全レベルの従業員までが
長期的にコミットする必要があります。
コミットメントを得るには、魅力的な
コミュニケーションプログラムと有言実行のメンタリティが必要です。

ÌÌ 人工知能や機械学習の使用など、
サイバーセキュリティの最新テクノロジーを先
取りできるよう、
ディスカバリーチームを活用します。
直面するチャンスとリスクを
発見し、議論し、計画し、報告する複数の利害関係者から成る (マルチステークホ
ルダー) チームを設立または支援します。
このチームは流動的であるべきです。
組織のさまざまな部署がメンバーに加わり、頻繁に変更する必要があります。
こ
のチームをセキュリティ文化向上のための大使として活用してください。
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ÌÌ 同業他社と比較して評価し、ベストプラクティスを共有します。
非技術
分野で改善するさまざまな方法を発見するために、
よく似た他社との
情報/知見の交換を正式なものにできるかどうか検討します。

ÌÌ プライバシーとコンプライアンスを先取りし、
すべての従業員が義務を熟知してい
ることを確認してください。
プライバシー法、中でも個人情報 (顧客/消費者/有権
者データ) は世界中で変化しています。
プライバシー要件が社内のあらゆる役割に
どのように影響するかを、全社的に認識できていることを確認してください。

ÌÌ 可能な限り自動化を行います。
ただし、自動化は従業員に対してではなく、従業員と
共に行ってください。
「Work smarter, not harder (懸命にではなく、賢く働こう)」
とい
う古い格言がありますが、
これはサイバーセキュリティと情報セキュリティにも当ては
まります。
ただし、手動プロセス、通知、
データ分析などの領域を自動化する前に、影
響を受ける人との共同作業に関係するプロセスを最適化する必要があります。
ÌÌ 継続的な規制の変更とプレッシャーに備えます。
オーストラリア、
ニュージーラ
ンド、
シンガポールなど特定の国では、消費者/市民を対象としたデータプライ
バシー保護法を追加または厳格化する変更を検討しています。
これまでデータ
プライバシーおよびデータ漏洩に関する強力な法律がなかったアジア諸国で
も、
コンプライアンスおよび法的要件を強化する機運が高まっています。

ÌÌ データ漏洩が発生した場合、何が起こるでしょうか? 指揮系統、必要に応じて公に発言
する権限を持つ人物、
インシデント対応チームのリーダー、社内コミュニケーション計
画など、主要な問題に対処するための事前計画および事後計画があることを確認して
ください。
社外の計画は? サービスプロバイダー契約はどうなっているでしょうか?

ソフォスの見解

以下は、TRAではなく、
レポートのスポンサーであるソフ
ォスの見解です。

「セキュリティが容易ではないことは周知の事実です。
「安全」
とは具体的に何を意味するのでしょ
うか? 究極的にセキュリティとは、
リスクを管理することです。
効果的なリスク管理のためには、組
織、従業員、
および企業が責任を持って管理しているデータの保護にあなたの行動が大きな影響
を与える領域を把握する必要があります。

このプロセスは、
あらゆる場所のネットワーク、
サーバー、
およびデータベースで何が起きているの
かを測定することから始まります。
次に、
そのデータを分析して、異常や予期していない挙動がない
か探します。
これには業務の知識が必要ですが、
さらに重要なのは攻撃の手法と戦略を包括的に
理解していることです。
どれが重要で、
どれが重要ではないかを判断できる必要があります。
調査によると、回答者の 60% 以上がセキュリティ教育、
スキルのあるスタッフの採用、進化し続け
る脅威の把握に苦心していると答えています。
このような状態では、効果的なリスク管理を確立す
ることはできません。
また、自社のセキュリティプログラムの成熟度に関する回答者の認識とも矛
盾しています。

そのため、セキュリティリスクに対する可視性は欠如し、組織を保護する能力を回答者が過大評価
する結果となっています。
平均で回答者の 3 分の 1 が、
この 1 年の間にセキュリティ侵害を受けた
と考えていましたが、事例報告から判断するに、実際に攻撃を受けた組織の数は 100% に近いは
ずです。
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探していないものは見つけようがありません。
責任者が人員不足で、最新の脅威に関する知
識が欠如していた場合、
できるのは目の前で燃えている火を消し、
うまくいくように祈ること
だけです。
この方法では燃え尽き症候群になるセキュリティ専門家が非常に増加し、経営陣
は「すべてが適切に対処されている」
と誤解するため、
ビジネスは通常どおり継続されます。

本レポートには、
ビジネスリーダーと説得しなければならないセキュリティ専門家が抱えて
いる課題が反映されています。
実際、3 人に 2 人の回答者が、セキュリティを優先する必要が
あることをビジネス部門に納得させるのに苦労しています。
APAC 地域全体では、経営幹部
はセキュリティはそれほど難しいものではなく、
また別の魔法の小箱を購入すれば脅威は消
えてなくなると認識しています。

プロアクティブなセキュリティは必要不可欠であり、セキュリティプログラムの成熟度を示す
重要指標の 1 つです。
残念なことに多くの回答者は、
インシデントがアクティブな間に限り、
セキュリティは経営陣と取締役会の優先事項になっていると指摘しました。
結果、重要なセ
キュリティコントロールとトレーニングへの投資が手遅れになるリアクティブな (事後対応型
の) セキュリティ体制が生まれます。
物理的な所有物とは異なり、一度盗まれたデータを取り
戻すことはできません。
規制当局から課される罰則の厳格化は、
このような行動を変える強
い動機になるはずです。

セキュリティチームが装備不足、資金不足、教育不足であっては、最も重要な初期段階でセ
キュリティ侵害を検出することはできません。
今日のセキュリティチームは、
すべての脅威を
防止するだけでは不十分であること、
そして検出と対応が鍵であることを理解する必要があ
ります。
つまり、不審なアクティビティを効果的に検出し、セキュリティナレッジのネットワーク
にアクセスしてその情報を解釈し、適切な対策を実施できるようにするツールが必要です。

今日の攻撃はこれまでとは異なる種類であり、普通のサイバー犯罪者が探しているのは狙
いやすい脆弱な部分です。
現在の攻撃とこれまでとの違いは、人間が部分的に直接実行して
いる点です。
セキュリティ侵害に費やす時間と動機を持つ人間を止めることができるアルゴ
リズムやマシンはありません。
ソフォスでは、
このような攻撃を自動化されたアクティブな攻撃と呼んでいます。
サイバー犯
罪者はすでに、セキュリティのドアが半開きになっている組織を見つけることで、犯罪活動の
拡大を可能にする自動システムを作成しています。
自動化されたシステムが群れの中で最
弱の標的を特定した後は、人間が手動でその標的を攻撃し、
できるだけ多くの苦痛を与えて
利益を絞り出そうとします。
ボット、
ワーム、
トロイの木馬に対する防御は難しいと考えていた
人にとって、強い決意を持った攻撃者がもたらす苦痛は想像さえできないでしょう。

付録

サイバーセキュリティ成熟度モデルの定義:

ÌÌ 計画なし (No plan): 文字通り、
サイバーセキュリティの機能を導入していない

ÌÌ アドホック (Ad-hoc): 特定のプロジェクトやイニシアティブにはリアクティ
ブ (事後) に対応するが、活動を管理するための全体的な戦略はない
ÌÌ 実環境ではテストしていない (Untested in real life): 組織、
グルー
プ、
または部門内にまだ導入されていない理論上の計画

ÌÌ 管理下にある (Managed): プロジェクトと活動が計画的に実施さ
れ、進捗を追跡するための基本的なパフォーマンス、測定、
およびコ
ントロールが行われることを保証する基本レベルの戦略
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IT チャネルの役割
セキュリティの専門家を見つける
ことができても、
テクノロジーを最
新の状態に保つのは容易ではあ
りません。
これは、
チャネルにとっ
て大きなチャンスです。
現在、APJ
の企業がベンダーから一般的に
購入しているのは、従来型のアウ
トソーシング/ライセンス契約のポ
イントソリューションです。
ただし、今後 24 か月以内に包括
的なソリューションの複数年契約
とライセンス契約をベンダーや

サービスプロバイダーと結ぶと企
業は予測しています。
つまり、
こう
した企業のセキュリティ実現まで
の道のりにおいて、
チャネルが果
たす役割が大きくなることを示唆
しています。

ただし、
チャネルはより多くの役割
を担うことが企業から求められて
います。
回答者がパートナーに求
めているのは、自社のビジネスを
理解していることを実証してもら
うことであり、包括的な
エンドツーエンドのサポートを提
供できるパートナーを探していま
す。
企業のニーズを理解する

チャネルパートナーであり続ける
ためには、信頼できるセキュリティ
ベンダーのアドバイザーから得た
専門知識を顧客に伝え、
その企業
のセキュリティを守るベストプラ
クティスと革新的テクノロジーに
ついて教育する必要があります。

サイバー犯罪者はサイバー攻撃
を急速に進めているため、
エラー
の余地はありません。
チャネルは
教育者の役割を引き受け、
サイバ
ーセキュリティへのプロアクティ
ブなアプローチを推進する必要
があります。
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ÌÌ 明確化されている (Defined): リアクティブではなくプロアクティブで、
かつ組織全体を対象とす
る機能。
調和のとれたプログラムの中のプロジェクトと活動に対して適切な助言が与えられる
ÌÌ 定量的: 機能、
パフォーマンス、
およびアセスメントは評価基準ベースで、企業のサイ
バーセキュリティ戦略と目標に合わせて定量化された目標が設定されている
ÌÌ 最適化済み (Optimised): 変化に適応する実証済みの機能を
備えた継続的な改善サイクルに焦点を当てている

回答者の内訳と調査方法


ソフォスは 2019 年 2 月に Tech Research Asia (TRA) に委託して、
アジア太平洋および日本のサイ
バーセキュリティ環境に関する調査を実施しました。
これには、
マレーシア、
フィリピン、
シンガポー
ルでそれぞれ 100 社、
オーストラリア、
インド、日本でそれぞれ 200 社の合計 900 社からの回答を
収集した大規模な定量調査が含まれます。
回答者の内訳を以下にグラフ形式で示します。
この調
査に加えて、TRA はマレーシア、
インド、日本、
オーストラリアで経営幹部を対象としたラウンドテー
ブルイベントを 4 度実施し、定性的な知見を得ました。
この調査の方法に関するご質問がある方
は、TRA にお問い合わせください。

従業員数
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ソフォスについて

ソフォスは、次世代エンドポイントおよびネットワークセキュリティのリーダー企業であり、連携型
セキュリティのパイオニアとして、
エンドポイント、
ネットワーク、暗号化、Web、電子メール、
モバ
イルセキュリティソリューションを連携させ、優れた効果を発揮させる革新的なポートフォリオを
開発しています。
ソフォスの製品は、脅威対策やデータ流出対策のベストソリューションとして認
知されており、世界約150カ国で1億ユーザー以上のお客様に採用されています。
ソフォスの製品
は、47,000社以上の登録パートナー企業から構成されるグローバルチャネルからのみ提供され
ます。
ソフォスの本社は英国オックスフォードにあり、
ロンドン証券取引所に上場しています
（LSE:
SOPH）。
詳細については、www.sophos.com をご覧ください。
Tech Research Asia について

TRA は、
シドニー、
メルボルン、
シンガポール、
クアラルンプール、香港、東京に経験豊富で多様な
チームを有し、急成長を続ける IT アナリスト、
リサーチ、
コンサルティングの企業です。
アジア太平
洋地域でエグゼクティブレベルのテクノロジーの買い手とサプライヤーにアドバイスを提供しま
す。
TRA のアプローチは厳格で、事実に基づき、
オープンで、透明です。
リサーチ、
コンサルティング、
エンゲージメント、
アドバイザリーの各種サービスを提供します。
また、最新のテクノロジーを活用
したいと考えるエグゼクティブなどのリーダーたちにとって重要な課題、
トレンド、
および戦略に関
する TRA 独自のリサーチも実施しています。TRA はまた、
オープンなオンラインジャーナル『TQ』
を発行しています。
www.techresearch.asia
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著作権と引用に関するポリシー: Tech Research Asia の名前と公開されている資料は、出典に関
係なく、商標および著作権保護の対象です。
Tech Research Asia への帰属を適切に示すことを条
件に、本リサーチおよびコンテンツを組織の内部的な目的に使用することは認められます。
Tech
Research Asia のリサーチおよびコンテンツを使用する権利の取得については、当社の Web サイ
トから、
または直接お問い合わせください。
免責事項: お客様は、本リサーチ文書およびそこから
入手可能な情報または資料の使用によって直接的または間接的に生じる損失、損害、費用、
およ
びその他の結果に対するすべてのリスクと責任を負うものとします。
Tech Research Asia は、法律
で認められる最大限の範囲内で、本リサーチとコンテンツおよびそこから入手可能な情報または
資料の使用によって直接的または間接的に生じた個人に対して一切保証を行い ません。
本レポー
トは情報提供のみを目的としています。
本レポートは、
テクノロジー、企業、業界、セキュリティ、
ま
たは投資に関してすべての重大な事実を完全に分析したものではありません。
本書で示された意
見は、予告なく変更される場合があります。
事実の記述は信頼度が高いとされる情報源から入手
したものですが、Tech Research Asia またはその関連会社は、
その完全性または正確性に関して
いかなる表明も行いません。
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