サイバーリスクの一歩先を行け
セキュリティを「次のレベル」へ
引き上げるには

サイバーリスクの一歩先を行け | セキュリティを
「次のレベル」へ引き上げるには

目次

はじめに ......................................................................................................................... 1
サイバーリスク・ランドスケープの変化 ........................................................................... 3
セキュリティを「次のレベル」へ引き上げるには............................................................. 6
セキュア（予防）.............................................................................................................. 7

ヴィジラント（発見）..................................................................................................... 11

レジリエント（回復）..................................................................................................... 15
ヒューマン・エレメント（人的要素）............................................................................. 19

サイバーリスクの一歩先を行く ..................................................................................21
付録 A：セキュリティが「現在」から
「次のレベル」へ進むうえでの鍵となるポイント ..... 23

付録 B：サイバー戦略の鍵となる要素 ......................................................................... 25

サイバーリスクの一歩先を行け | セキュリティを
「次のレベル」へ引き上げるには

はじめに

いかなる業種、
いかなる規模の組織にとっても、
もはや
「攻撃されるかどうか」は問題ではありません。
どのように 攻撃されるか」が問題なのです。
「いつ、
デジタル革命は進行しています。それを止める
ためにできることは何もありません。また、止
めようと試みるべきでもありません。これから
数ヶ月間、数年間のカナダでは、デジタルイノ
ベーションとエクスポネンシャル技術が成長
や成功の鍵となるでしょう。それらは組織の価
値を上げ、競争における利点を生み出す未知
の機会を提供します。

しかし組織が将来のデジタル時代で成功する
には、セキュア（予防）、ヴィジラント（発見）、
レジリエント（回復）に長けた組織になるため
の強力なサイバーセキュリティ戦略が必要と
なります。
「そのような組織になりたい」と願っ
ても、それは戦略ではありません。

サイバー能力は「いま存在している脅威」に応
対するよりも一歩先へ行かなければなりませ
ん。エクスポネンシャル技術によるデジタル・
ディスラプションが引き起こされれば、まった
く新しい種類のサイバー脅威が発生し、また
既存の脅威も拡大します──したがって「次の
レベルのサイバー能力」が必要となります。そ
れは企業が直ちに構築を始めなければならな
いものです。ウェイン・グレツキー※の父親が
言っていたように、アイスホッケーの選手は「い
まパックがある場所」ではなく「パックが行く
場所」へ進まなければなりません。

1

※ウェイン・グレツキー(Wayne Gretzky)カナダの元アイスホッケー選手で、
「プロ
ホッケー界の神様（カナダ人にとってはス
ポーツ界の神様とほぼ同じ）」と呼ばれて
おり、父親が熱心な指導者だったことも
知られている。

サイバーリスクはITの課題ではなくビジネスの
課題で──そして戦略的に避けられない緊急
事項です。
リスク、セキュリティ、ビジネスのリー
ダーは、まずデジタル革新に伴うチャンスとリ
スクについて絶えず理解するよう努め、そのう
えで「サイバー脅威から組織を守る必要性」
と、
「デジタル技術を活用して未来の成功の基
礎を築く、新しいビジネスモデルや新しい戦略
を採用する必要性」とのバランスを取らなけれ
ばなりません。
デジタル・ディスラプションとサイバーセキュリ
ティは重大な難局を示しています。しかし幸い
にも、それらの難題は克服が不可能なもので
はありません。するべきことを理解すれば──
そして難題に真っ向から取り組むための、勇気
と先見の明を持てば──サイバーの運命は把
握できます。競争によって崩壊させられてしま
うのではなく、あなた自身がデジタル・ディス
ラプター（デジタルの創造的破壊者）になれる
のです。
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サイバーリスク・
ランドスケープの
変化

World Economic Forumのレポート「Global Risk 2017」では、
1

経済、環境、地理的・政治的要因とともに、サイバーリスクが「最
大の商業的リスクのひとつ」と見なされています。デジタルの技術
と革新は飛躍的に成長しています。それはサイバーリスクの速度
を早め、新たな攻撃ベクトルを作り出し、組織が警戒して守るべ
きアタックサーフェス（攻撃対象となりえる領域）を大幅に拡大し
ています。

インターネット接続とモバイル接続は、私たちの生活、仕事、ビ
ジネスのあらゆる面においてますます不可欠な役割を果たすよう
になりました。それはサイバー攻撃の機会も限りなく拡大してい
ます。それと同時に、サイバー脅威はより洗練され、より悪質にな
り、より潤沢な資金を提供されるようになっているため──サイ
バーセキュリティのハードルは上がりつづけています。

1. World Economic Forum, The Global Risks Report 2017, 12th Edition,
http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdfAccessed 9 May 2017
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サイバー・ランドスケープの再構築の鍵となる要因：
曖昧な境界線： ハイブリットIT、クラウド、デジタルエコシステムなどの革新は、
組織の間に存在している境界線をぼかし、また組織が守らなければならないネ
ットワークの境界線を曖昧にします。

（指数関
エクスポネンシャル技術（指数関数的技術）
： エクスポネンシャル技術
数的技術）──たとえばロボット技術、オートメーション、3Dマイクロチップ、コ
、アジャイル開発など──の活
グニティブインテリジェンス
（CI、概要認知知能）
用の増加は、ビジネスと技術が革新する速度を変化させています。それはサイバ
ーリスクを加速させ、また従来のIT 開発のアプローチやタイムラインの周辺でし
ばしば構成されるサイバープログラムを複雑にする可能性もあります。

モバイルネットワーク： もはやモバイルは「組織が顧客に提供しなければなら
ない新たな機能」ではありません。ますます多くの消費者──特にミレニアル世
代の人々──にとって、モバイルは生活の手段です。彼らにとって、それは選択肢
のひとつではありません。唯一の重要な選択肢です。したがって、モバイルは基
礎的なところから新しい消費活動を作り出しています。そしてモバイルネットワー
クは「地理的に広大、かつ流動的」な性質であるため、サイバー脅威のアタック
サーフェスも大幅に拡大します。

（Industry
モノのインターネット（IoT）： IoTは──それが「スマートファクトリー」
4.0）に高性能なセンサーを搭載した製品でも、あるいはインスリンポンプにリモー
ト接続できる製品だとしても──我々の生活に変革的なプラスの影響を与える
ことが期待されています。しかしそれは、まったく新しい「デバイス悪用の世界」
の扉も開くことになり、IoTの技術の成長や顧客からの支持に悪影響を与えるか
もしれません。

ビジネスの性質の変化： 革新的な組織は、新たなデジタル対応の収益モデルと
配信モデルを創造しはじめています。それは経営戦略の最初から始まり、あらゆ
るレベルでサイバー課題を作り出すものです。
人工知能（ AI）： 人工知能は、人間の専門家の不足を補う働きを、あるいは人
間の専門家に成り代わる働きをはじめており、それは大幅な機能の向上とコスト
の削減に繋がっています。しかし同時に、新たなリスク（たとえばチャットボット
のように悪事を働き、不適切に振舞うものなど）も発生させています。

共同プラットフォーム： ソーシャルネットワークをビジネスプロセスに融和させ
るソフトウェアは、革新を促進するうえでの助けとなるでしょう。しかし、組織が
外部からのリスクに晒される機会も増やすことになります。

これらの要因は私たちの世界を変え、想像を超えた市場機会を生み出すことになります。
しかし同時に、まったく想像もつかない新たな種類のサイバー脅威をも引き起こすでしょう。
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セキュリティを
「次のレベル」へ
引き上げるには

いま、組織が「うまく対応できている」と思うような脅威でも、それが現在より
洗練された複雑なものになれば、将来的には再び組織を脅かすかもしれませ
ん。たとえばDDoS攻撃（分散型サービス妨害攻撃）は長年にわたって確認さ
れてきましたが、昨今では以前より広範に利用されています。
それは以前より
も人を欺くことに長けた、洗練されたものとなっており──データを密かに盗
み出す攻撃、物理的攻撃、あるいはランサムウェアを感染させる攻撃などの、
次の攻撃（攻撃者にとって本来の目的となる攻撃）から注意をそらすための手
段として用いられがちになりました。

「進化するサイバー脅威」と
「新たに生まれるサイバ
ー脅威」の両方から身を守るために、まず組織は「現
在の脅威から自身を保護できる基礎的なサイバー能
力」をいますぐ確立する必要があります。
それと同時に

セキュア（予防）

攻撃に対する実質的な防御。
そこにはサイバーセキュリティの
戦略、ポリシー、手続きなどから、
そのシステムや制御に至るまでの
すべてが含まれます。

「これから現れるかもしれない、いかなる脅威からも
自身を保護できる、次のレベルの能力」にも投資しな
ければなりません。現在の、そして次のレベルの能力
は、大きく分けると次の3つです。

ヴィジラント（発見）

早期警告システム。あなたが実際
に攻撃を受けるよりも前に潜在的
な脅威を特定することができるよ
うに、また攻撃や侵害が発生した
ときには素早く検出できるように
するものです。

以下のページでは、組織が──現在も未来も──安
全であるために不可欠な「現在のレベルの能力」と

レジリエント（回復）

攻撃に素早く対応する能力。
そして組織、評判、ブランドに対
する攻撃の影響を最小限に抑え
て迅速に回復するための能力。

「次のレベルの能力」について検討し、先述の各カ
テゴリについてより詳細に説明します。
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セキュア
（予防）
既知の脅威、および新たに発生する脅威から身を守るために、ま
た業界のサイバーセキュリティ基準や規制を遵守するために「リ
スクを優先した制御」を強化すること

「セキュア（予防）」は、組織が持つ実際の防衛力、
またそれらに関
連したあらゆるものや機能に言及します。
これらは物質的な世界
における
「フェンス」
や
「鍵をかけたドア」
のように、
実際に悪者を中
に入れないようにするためのメカニズムです。
サイバーの世界における予防の能力には、インフラの保護、脆弱
性の管理、アプリケーションの保護、アイデンティティとアクセス
の管理、情報のプライバシーや保護などの能力が含まれます。
「いま」するべきこと

サイバー戦略と経営戦略を統合せよ

デジタルの世界ではサイバー戦略と経営戦略
が密接に関連しています。ビジネス上の目標は
組織の最優先事項ですが、それがデジタル技
術からどのような影響を受けるのか──そし
て多くの場合、それがどのようにデジタル技術
に対応するのか、どのようにしてサイバー脅威
から組織を守るのか──を考えずに、効果的
な経営戦略やビジネスモデルを開発するのは、
もはや不可能です。世界で最もクリエイティブ
な輝かしい経営戦略を立てた組織があったと
しても、彼らが「必要な業務をサイバー攻撃か
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ら守る方法」を理解していなければ、その戦略
には何の価値もありません。

組織がサイバー脅威の影響と緩和について考
慮しなければならないのは、戦略を立てる最
初の段階です──つまり必要となるシステムの
導入やプロセスの運用を開始して、特定の行動
方針を追求するために莫大な資金を投入して
から数ヶ月後、数年後に考慮するべきことでは
ありません。
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クラウン・ジュエル（最優先すべきもの）を特
定し、保護せよ

「組織内のあらゆるものを完璧に保護できる包
括的なサイバー戦略」は、理論上では素晴らし
いと感じられるかもしれませんが、現実的には
不可能でしかありません。
サイバー脅威は無限
であるのに対して、サイバーセキュリティの予算
とリソースには限りがあるからです。
つまり組織
にとっての「クラウン・ジュエル（最優先すべきも
の）」を一番上に置いて、優先順位を決めなけれ
ばなりません。
ここで優先されるのは、次のよう
なものです。
• 人

攻撃の標的になりえる重要な人物。

• 資産 ビジネスや業務に欠かせないシステ
ムや、その他の資産。

• プロセス 破壊、悪用される可能性のある
重要なプロセス。

• 情報 不正行為、違法行為、競争を目的と
して悪用される可能性のあるデータや情報、
またはインテリジェンス（重要情報、機密情
報）。

これらのクラウン・ジュエルの周辺における戦
略を明確に設計していない組織は、結果とし
て無計画に資源を割り当てることになりがち
です。それほど重要でないところに余計な投資
を行い、最優先されるべきところに充分な投
資を行わないので、重要な部分が危機的に脆
弱となるのです。

強固な「サイバーセキュリティのフレームワー
ク」を開発せよ

クラウン・ジュエルを保護するための全体的
な戦略を作成したなら、次のステップは「サイ
バーセキュリティ戦略と経営戦略を統合し、
また組織がそれを現実的に実行できるように
するためのフレームワーク」を開発することで
す。サイバーセキュリティ戦略と同様に、サイ
バーセキュリティのフレームワークにおける具
体的な詳細事項は、それぞれの組織によって
異なった独自のものになります。しかし通常、
そのフレームワークには次のような標準的要
素が含まれています。

• 戦略と運用のモデル

• ポリシー（方針）、
スタンダード
（標準）、
アーキ
テクチャ
（構造）

• サイバーリスクの文化と行動（教養と振る舞
い）
• サイバーリスクの管理、指標、報告
• ライフサイクルの管理

• ユーザーアクセスの制御

• 役割ベースのアクセス制御

• 特権ユーザーのアクセス制御

組織にとってのクラウン・ジュエルを特定した
ら、次のステップは最も脆弱な部分に対する
脅威の評価です。そして、いま危険に晒されて
いるかもしれない「あらゆるセキュリティとコ
ントロールのギャップ」を特定し、そのギャッ
プを埋めることです。
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サイバーセキュリティを「次のレベル」へ
引き上げる
すべてに最初からサイバーセキュリティを組
み込め

と見な
従来、
サイバーセキュリティは「ITの話題」
され、ITアプリケーションやシステム上の課題と
して、あとから付け足されたかのように取り組
まれてきました。
しかしデジタルの世界で、
こう
いった後処理のアプローチは決して充分ではあ
りません。
そのような取り組み方をするのではな
く、組織はサイバーセキュリティを
「組織のDNA
の一部」として組み込む必要があります。繰り
返しとなりますが、サイバーセキュリティ戦略と
経営戦略との統合が必要なのです。
また現在で
は、多くの組織が拡張エンタープライズの一員
として経営戦略を実行しているので、
サプライヤ
ーやベンダー、パートナーのエコシステムを構
築し、
それを取り扱う際にもサイバーセキュリテ
ィを考慮しなければなりません。

アプリケーション開発の際にも、サイバーセキ
ュリティを不可欠な要素としなけれ ばなりま
せん。昨今の開発者たちは、スピードとコラボ
レーションを重視した「アジャイル（Agile）」や
「 DevOps 」のようなアプローチに大きく依存
しています。
それらはアプリケーションを極めて
迅速に量産できるようにします──これはデジ
タルの必須事項でもあります。
しかし、
その市場
投入の速度がセキュリティ対策にとっての問題
となるかもしれません。適切な制御とセキュリ
ティ機能が、各段階に組み込まれない可能性が
あるからです。実際のところ、多くの開発者たち
は、いまだにサイバーセキュリティの要請を
「迅
速かつ効率的な作業を抑制する要因、あるいは
妨げる要因」
と見なしています。
組織がサイバー
セキュリティの能力を次のレベルへ引き上げる
ためには、
この対立関係に取り組まなければな
りません。

幸 いに も、D e v O p s ── それ 自 体 が「 開 発
（ Development ）」と「運用（ Operations ）
」を組み合わせた用語です──にセキュリテ
ィを組み合わせて、本質的に「 DevOps 」から
「SecDevOps」へ変えるという新しいトレンド
という用語は少
があります。
この「SecDevOps」
し不格好かもしれませんが、開発と運用にセキ
ュリティを明示的に統合するという考え方は、正
しい方向に進む大きな一歩です。
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データ管理のより良い方法を開発せよ

世界中の人々や組織がすべてのものをデジタ
ルの形で受け入れている中で、データは飛躍
的に増加している貴重なリソースです。この貴
重なリソースから充分な利益を得る一方で、そ
れを安全に保つよう慎重に管理する必要があ
ります。

成功を導く鍵のひとつは、
情報ライフサイクルの管
理
（ILM/Information Lifecycle Management）
です。これはデータの取得から廃棄まで──
および、その間のすべての段階で──全データ
や全情報のあらゆる側面を管理し、保護する
包括的なアプローチです。

これは「多ければ多いほうが良いとは限らな
い状況」です。なぜなら保持するデータが増え
るほど──そしてデータを保持する期間が長
くなるほど──アタックサーフェスやリスク
エクスポージャーは拡大し、法的責任も大き
くなるからです。また「データを管理する」とい
う課題は日増しに重視され、かつ複雑になっ
ています。モバイル機器の利用やIoTの増加に
より、データの量は過去にない速さで増加して
います。そして多数のフォーマット（構造化、非
構造化の両方）と多数のソース（サードパーテ
ィを含む）で、データはますます複雑化してい
ます。

「最も重要なデータや情報の保護に注力する
こと」は、全体的なサイバーセキュリティ戦略
と同様に重要です。
すべての情報資産を保護し
ようとする組織は、わざわざ自分で失敗の準
備をしていることになります。
しかしクラウン・
ジュエルに注力している組織でも、
「それらの
重要な資産をあらゆる潜在的な脅威から守ろ
うとする」という誤りを犯しているなら、その場
合にも同じことが言えます。
ここでの成功は、最終的に適切な優先順位を
設定することにあります。つまり「最も重要な
資産」を特定したのち、それらを「最も致命的
な脅威から保護する」ことです。

サイバーリスクの一歩先を行け | セキュリティを
「次のレベル」へ引き上げるには
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ヴィジラント
（発見）
より良い状況認識による、違反行為や異常の検知、検出、予測

ここで言う「ヴィジラント（発見）」とは、組織の早期警戒システ
ムのことです。受付デスクの防犯カメラや警備員のように、この
分野の能力は「脅威が攻撃となる前に」
「攻撃が侵害となる前
に」
「侵害が危機的状況を作り出す前に」それらを感知、検出、
予測する助けとなります。

「いま」するべきこと
状況を認識せよ

警戒は、あなたの敵について──誰が何のた
めに攻撃するのかを──理解することから始
まります。その一歩先で待ち受けられるよう
に、状況を認識する能力を構築します。多くの
組織は、自動化されたサイバーインテリジェン
スのレポート（それは基本的に、新生の脅威や
問題に関するニュースフィードでしかありませ
ん）を通して、必要な認識を得ることができる
と考えています。残念ながら、本当の「ヴィジ
ラント（発見）」は、それよりも遙かに多くのも
のを要求します。現在の脅威の状況に関する
一般的な知識を得るのではなく、あなたの組
織独自のサイバーセキュリティの状況──そ
れが最も保護しなければならないのは何か、
そして最も脆弱なのはどこか──を理解しな
ければなりません。
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とりわけ、組織は「継続的な状況認識」──
それはビジネスの領域の変化を見つける能力
で、組織のリスク管理体制を変えることになる
かもしれません──を確立するよう努力しな
ければなりません。
「ビジネスの領域の変化」
の例として挙げられるのは次のとおりです。合
併、買収、代替提供のモデル（オフショアリン
グなど）、新規のベンダー、あるいは法律顧問
のようなアウトソーシングの戦略機能にいたる
までです。
何かを革新するとき、脅威の状況を確認し、予
期せぬ影響を特定して対処するために、早い
段階でセキュリティチームを引き入れ、進行中
のシステムのレビューを行わせるのは良いアイ
ディアです。また堅牢な監視のプロセスは、サ
イバーセキュリティ環境の全体で何が起きて
いるのかを常に認識できるようにします。あな
たの組織はまだ安全ですか？。いま攻撃を受
けていますか？侵害されたことはありますか？
驚くほど多くの組織が、攻撃や侵害を受けた
ことに気づくこともないまま犠牲者となってい
ます。
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エコシステム全体に注意を払う

サプライヤー、ベンダー、パートナー、さらには
顧客でさえ、すべてが攻撃のエントリポイント
となりえます。つまり組織そのものが非常に安
全でも、まだ脆弱となる可能性があります。結
局のところ「鎖全体の強度」は、その鎖の最も
弱い部分の強度と同じなのです。
警戒心を保ち、また外部の人物が「歓迎せぬリ
スク エクスポージャー」を作り上げていないこ
とを確認するために、エコシステムのサイバー
セキュリティの評価を継続的に実施しましょ
う。またソリューションの一環として、エコシス
テムのパートナーたちと情報を共有し、共通の
敵と戦うためのコラボレーションを促進してく
ださい。

また疑わしい活動、あるいは典型的ではない
活動がどこで起きるとしても、常に監視するこ
とが重要です。ニュースの見出しで頻繁に取り
上げられるのは「外部からの攻撃」の話題で
すが、実際のところサイバー脅威で最も多いの
は内部の活動──組織内、あるいは拡大企業
（extended enterprise）によって起こるもの
です。こういった「内部のインシデント」は、外
部からの攻撃よりも大きな損害を与える可能
性もあるのですが、騒ぎにはならないという
傾向があります。その損害は「悪意ある行動」
によるものだけでなく、単純な不注意や、制御
や手順の悪さによって起こる場合もあります。

サイバーセキュリティを「次のレベル」へ
引き上げる

脅威を積極的に特定し、それを突き止めるた
めに先進的な技術を使用せよ

業界をリードする組織は、人工知能や認知学
習（コグニティブ・ラーニング）、ディープアナ
リティクス、コリレーション技術、サイバーイ
ンテリジェンスの能力を活用して、高いレベル
の状況認識の開発を行っているので──新た
な脅威が現れる前に「新たな脅威となりうる
もの」を予測し、それを特定することができま
す。

ディープアナリティクスやコリレーション技術
は、どのように攻撃が開始されたのか、どのよ
うな種類の攻撃者がそれを使っているのか、
そしてどんなエントリポイントが狙われている
のかを組織が理解するために役立つもので
す。これらの技術では、予測的な脅威の検出
も可能となり、未来の脅威（攻撃者が既存の
セキュリティのメカニズムの迂回法を見出すこ
とによって、現在の形から進化する可能性のあ
る脅威）を予想し、それを軽減する際の助けと
もなります。
サイバーインテリジェンスは、さまざまな情報
源──ダークウェブ、マルウェアレポート、オン
ラインアクティビティなど──を監視して、あ
なたの組織特有のリスクを見つけることがで
きます。それは、訓練を受けた C TI（サイバー
脅威インテリジェンス）の専門家の領域です。
彼らは他の組織に対して行われた攻撃を監視
し、学習し、そこで得られた情報を活用して、
あなたの組織内で最もリスクの高い領域を保
護します。
ベテランのインテリジェンスチームは、監視す
るだけではなく、新しい脅威を自ら積極的に捜
します。たとえばチームが新しいマルウェアの
ストリームを発見した場合、そのマルウェアの
新しい事例や反復活動を検出するための分析
モデルを構築することができます。それによっ
て彼らは、新たに生まれる脅威が被害を及ぼ
すよりも前に、その脅威を捜し出すためのアル
ゴリズムや自動化されたプロセスを作り出すこ
とができます。

この領域で成功するには、直接的に関与して
いる組織から統合組織にいたるまで一貫した、
ビジネスの深い理解が必要です。これらの高
度な脅威検出の機能をコアビジネスのプロセ
スに組み込むことにより、組織全体でサイバー
インテリジェンスを運用することができるよう
になるのです──それはサイバーリスクを検出
して管理する責任を、その源により近いところ
へ置くことができます。アタックサーフェスが
拡大し、サイバー脅威がより広範囲となり、か
つ検出するのが困難になるにつれて、この分散
された行動指向型のアプローチはより重要に
なります。
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エクスポネンシャルな脅威（ Exponential
Threats）を理解し、それに対応せよ

エクスポネンシャル技術（指数関数的技術）と
デジタル・ディスラプションは、組織を未知な
る領域へ連れて行こうとしています。この変化
は刺激的な新しい市場機会を提示するでしょ
う。しかし、それはアタックサーフェスを大幅
に拡大し、また未知の予測困難な新しいリス
クをも示すことになります。これらの新しいリ
スクの多くは、これまで組織が直面していたリ
スクとは大きく異なったものとなり、それらに
対する新しいアプローチや異なったアプロー
チが必要になることは、ほぼ間違いありませ
ん。

現在ではほとんどの組織が、エクスポネンシ
ャル技術（指数関数的技術）を取り入れようと
努め、ビジネスを拡大し、効率を劇的に向上さ
せ、長続きする競争優位性を生み出すための
方法を模索しています。しかしエクスポネンシ
ャル技術が臨界に達したとき、変化のペース

は急激に早まり、目まぐるしく発生する脅威に
先回りすることは難しくなるでしょう。

サイバーセキュリティに対するエクスポネンシャ
ル技術とデジタル・ディスラプションの影響を
真剣に考え、安全を確保するために必要な機
能の構築を開始するのは「今」です。それには
通常よりもさらに積極的な警戒が必要となり
ます。なぜならあなたは、
「いま誕生している
真っ最中の革新や技術により、そこから新たに
発生する脅威」を予測しようとしているからで
す。しかし時代を先取りした視点を持てば、あ
なたはより賢く、より短時間で情報に基づいた
意思決定を行うことができ、また明日の戦い
にも柔軟に対応する長期的な基盤を構築する
ことができるようになるのです。

一人で取り組むことができないなら

多くの組織が（特に内部リソースや専門知識が限られている組織は）、高度な分析の
機能やサイバーインテリジェンスを独自に実装することに苦戦しています。

サイバーセキュリティのニーズの一部、あるいは全部を、マネージドセキュリティサー
ビスプロバイダ（MSSP）に外注することは、社内のリソースと人材能力を拡張する実

用的な方法のひとつです。MSSPは脅威の監視、リスク事象の事前検出、インテリジ

ェンス、監視、高度な分析など、幅広いサービスを提供しています。

また、CTI（サイバー脅威インテリジェンス／Cyber Threat Intelligence）のシェアリ

ングコミュニティを設立する、あるいは、そこに参加するのも有益かもしれません。こ

れらのコミュニティは、様々な手法──類似した組織同士によるクロスセクターでの
情報共有を有効化する、サイバーセキュリティの専門知識を活用する、率直なグルー
プディスカッションを容易にする、規制要件のコンプライアンスを改善する、資金調
達のフレームワークを開発する、行政に掛け合うなど──を用いることで、組織が警

戒姿勢を改善できるように援助することを目標としています。CTIのコミュニティは、

敵と同じ戦法を用いているのだと考えてください。結局のところ、サイバー攻撃者たち

はオンラインのコミュニティを活用して攻撃を強化しているのです。防衛力を強化す
るために、それと同じことをするのは間違っているでしょうか？
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レジリエント
（回復）
素早く通常の活動に戻り、ビジネスへの損害を修復することを可
能とせよ

ここでいうレジリエント（回復）とは、組織が効果的にサイバーイ
ンシデントに対処する能力──つまりインシデントの被害を最小
限に食い止めるよう迅速に対応し、また組織のビジネスと活動を
できるだけ早く元に戻すための能力です。
どれほど多くの資金や労力を費やしてサイバ
ー防衛を強化しても、いつかは攻撃を向けら
れるでしょう。それが起きたとき、あなたは何
をしますか？

攻撃を受けている最中は一刻を争う状 況で
（下図参照）。
す。一分ごとに被害は大きくなります
そうであるにも関わらず、サイバーインシデン
トの管理やそれに伴う影響については、多くの

企業が「事後対応モード」のままです。 実際、
ナスダックとTaniumが行った先日の調査によ
れば、企業の役員の90％以上が、自身の組織
では大規模なサイバー攻撃 2に対処する準備
ができていないと語っています。

サイバー攻撃の分析
攻撃は、ますます速度を上げています……

72%

攻撃の
は、
システムの侵害に
ほんの数分しか
費やしていません。

データ漏えいの

46% は、

数分以内に
起きています。

……しかし攻撃への対応は遅れています

72%

攻撃の
は、
数週間以上
かかっても
検出されません。

59%

攻撃の
が、
数週間で、あるいは
それ以上かかって
抑制されます。

時間が最も重要です
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2. Tom DiChristopher, “Execs: We’re Not Responsible for Cybersecurity ” (April 2016), CNBC,
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サイバーリスクの一歩先を行け | セキュリティを
「次のレベル」へ引き上げるには

レジリエントを強化するには計画が必要で
す。また取 締 役 員や IT 以 外のビジネスリー
ダーを含めたすべての利害関係者の計画と
対応活動を調整する、効果的な監視とガバ
ナンスを確立しなければなりません。大半の
組織は、この包括的なアプローチを行うため
に「サイバー侵害は ITリスクの問題である」
という考えではなく「サイバーセキュリティは
戦略的なビジネスの問題であると理解し、
組織はそれを災害復旧計画の不可欠な要素
と見なして取り組むべきだ」という考えを持
つよう、思考態度を変えることが必要となり
ます。
その準備のプロセスは「絶え間なく成熟し、
新たな脅威に対応し、また組織の脅威のラ
ンドスケープを変化させる対応計画」を持つ
ことを目標として、持続的かつ継続的に──
常に開発し、テストし、進化させ、それを繰り
返すものです。

「いま」するべきこと

レジリエント計画から始めよう

危機の真っ只中にいるときは、物事をゼロか
ら理解する時間がありません。効果的なレジ
リエント計画は、前もって充分に開発されて
いなければならず、また「足下に火がついた
状態の人々」でも素早く理解できるような明
確かつ簡潔な計画でなければなりません。そ
の典型的な要素は次のとおりです。

1. ガバナンス: クロスファンクショナルな調

整、文書化、利害関係者たちのコミュニ
ケーションを確立する

2 . 戦略 : 役員、委員会、顧客へのコミュニ
ケーションを含めた「サイバーインシデ
ントに対処する強 固で整 然とした 組 織
的戦略」を作成する

3. テクノロジー: インシデント対応やセキュ

リティ違反のドキュメンテーションの技

術的な要素を理解すること。
（どのような
フォレンジック調査が行われるのか？そ
のチームはインシデントを記録し、また
IT 運用チームの支援を得てインシデント
の分析を実行するためのプロセスを適切
に備えているか？）

4 . ビジネスオペレーション :「積極的なコ

ミュニケーション」を含めた、ビジネス継
続性と災害復旧の統合されたプロセスを
作成すること。
（サイバーインシデントが
起きているときの「運用上の」レジリエン
ト計画は何か？）

5. リスクとコンプライアンス : そのレジリ

エント計画に、リスクとコンプライアンス
の管理（たとえば監査機関、法律顧問、
法執行機関への対処など）が含まれてい
ることを確認すること

自身をテストせよ

組 織 が 確 固とした計 画を適 所に立てたな
ら、次に「その計 画が 機 能する」と誰もが
10 0 ％ 確信できるようにするために、管理
された（安全な）環境で継続的に訓練やシ
ミュレーションを行う必要があります。これ
らのテストや演習のセッションには、ウォー
ゲームやレッドチームの活動、そして侵害診
断（Compromise Assessment ）などが
あります。

ウォーゲームでは、いま起きているサイバーイ
ンシデントの動作や、その対策のシミュレー
ションが行われます。これにより組織は、自
らの対応計画を実際に観察したうえで、閉じ
るべきギャップを特定することができます。
ビジネスリーダーは、実際の状況でどれだけ
首尾よく対応できるかをテストするために、
シミュレーションされた違反行為の様々なコ
ンポーネントを管理することになります。多く
の場合、関係者は「これは単なるシミュレー
ションだ」ということを知りません。そのため
組織は「チームがどのくらい迅速に対応する

のか」
「委員会が関与しているかどうか」
「ど
のように意思決 定がなされたのか」を正直
に、かつ正確に評価する機会が得られます。
そこには、最近設立されたばかりの規制機関
「プライバシー委員会に通知する意思決定」
も含まれることになります。このプライバシー
委員会は、新たな法（個人に「重大な損害」を
引き起こすデータ違反が起きた組織に対し、
報告を義務づける法律）によって作られまし
た。

レッドチームの活動では、防衛力をテストし
て弱点を明らかにするため、認可された密か
なハッキング行為が行われます（通常は組織
の役員や委員会がハッキングを承認し、それ
を開始します）。多くの組織は、自身のサイ
バー環境がいかに容易に侵害されるのかを
認識していません。また証拠が提示されない
かぎりは本気で信じようとしません。強力な
レッドチーム攻撃は、そのような証拠を提示
することができます──しばしばコアネット
ワークを侵害することもなく顧客データが盗
み出されます。レッドチームがセキュリティ侵
害を行えば、その組織の防衛チーム（ブルー
チーム）がどれほど迅速に、どれほど効果的
に攻撃を識別し、それに対処したのかを評価
することができます。これまではレッドチーム
とブルーチームが完全に分かれて活動するの
が一般的でした。しかし昨今では、レッドと
ブルーのチームが協力して情報と学びをシェ
アする「パープルチーム」も活用する組織が
増えています。

侵害診断 は、もうひとつの価値あるツールで
す。通常は組 織が「侵害された疑いがある
が、はっきりしていない」という状況で、いま
もシステムに犯罪者が（犯罪行為を起こす何
かが）潜んでいるのかどうかを確認しなけれ
ばならない場合に利用されます。
これらのテストはすべて、個々にまたは集合
的に、組織のレジリエントとギャップに関する
重要な洞察を提供するもので、それはガバナ
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ンス、サイバーインシデントエスカレーション、
コミュニケーション戦略、役員への注意喚起、
サイバーレスポンス能力、およびホライズンス
キャニングの改善を促進します。これらのテス
トの結果は、どのほどの金額が「失われた」の
か、どれほどのデータが「破損した」のかなど、
その脆弱性を具体的な言葉で示すため、問題
をさらに痛感させることができるでしょう。

テストを実施すれば組織が強化され、レジリ
エントが高められることは、ほぼ間違いないで
しょう。しかしそれを無計画に行ったり、ある
いは一回限りの活動として行ったりするべきで
はありません。ウォーゲームとシミュレーショ
ンは年に一度の頻度で実施するものです。一
方、レッドチームは「臨時的な、しかし継続的
な活動」として行わなければなりません。また
組織は少なくとも年に一度、自身の全般的なサ
イバーレジリエント計画をアップデートするべ
きです。脅威のランドスケープの変化に応じて、
それをテストし、評価し、進化させるのです。

サイバーセキュリティを「次のレベル」へ
引き上げる
特定の脅威や状況に応じた脚本を開発せよ

極端に強力な脅威、とりわけ組織のクラウン・
ジュエルに関わるような脅威には、前もって「具
体的な状況や脅威ごとに合わせた脚本」を作
成しておくのが良策です。これらの脚本は、特
定のタイプの攻撃が展開されるときに発生し
そうな一連の出来事を概説し──また被害を
最小限に抑えて、その攻撃の一歩先を行くた
めに、どのような対処をするべきなのかも概
説します。
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危機的状況では一瞬たりともおろそかにでき
ず──そして誤った一歩が壊滅的な状況を招
くかもしれません。特定の脅威や状況ごとに合
わせて作られた脚本を利用すれば、危機的状
況のプレッシャーを受けることなく、思慮深く
慎重に計画を立てることができ、より迅速に、
効果的に対応できるようになります。また（そ
れらの脚本は）起こりえる脅威を大局的に考え
るよう促すものなので、ありがちなミス（どのよ
うな攻撃であれ、とにかくいちばん最近ニュー
スで目にした攻撃に対して無駄に大きな時間
とリソースを注力してしまう）を犯すことなく、
攻撃が発生したときに明確な優先順位を決
め、組織のために最も重要なものに集中でき
るのです。
ワン・レスポンスのアプローチを開発せよ

サイバーレジリエント計画が最終的に目指す
べきものは「セキュリティ違反の管理に対する
ワン・レスポンス計画のアプローチの開発」で
す。非常に多くの組織が（たとえレジリエント
に重点を置いていると自認している組織であっ
ても）数多くの稼働部の間で、あまりにも多くの
遮断が起きてしまう多面的な対応戦略を持って
います。

ワン・レスポンスのアプローチとは、
「法律、保
険、サイバー、法医学を統合的に取り入れた、
一貫した対応をローンチできるようにするこ
と」です。

サイバーリスクの一歩先を行け | セキュリティを
「次のレベル」へ引き上げるには
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ヒューマン・エレメント
（人的要素）
技術と革新に重点が置かれていても、効果的なセキュリティ
には「深い専門知識とサイバー戦の戦略的な視点を持ち込む
ことができる人物」が欠かせません。ツールは重要なのですが、
攻撃者たちはそれらのツールを迂回する達人です。サイバー
セキュリティを効果的にするためには、人（People）、プロセス
テクノロジーを組み合わせなければなりません。
（Process）、
サイバーセキュリティの技巧と科学

サイバーセキュリティはアート（人間による技
巧）であり、科 学でもあります。最も攻撃を
阻止できるのは、
「サイバーセキュリティの技
巧を習得し、適切な予防ツールを適用できる
だけでなく、攻撃者の動機づけるものを理解
でき、またサイバーセキュリティ戦略をビジネ
ス戦略に統合するため、戦術的洞察力とビジ
ネスの洞察力の両方を兼ね備えた専門家」で
す。残念ながら今日ではこのようなスキルが不
足しているため、保全に欠かせないサイバー
能力を持った有能な人材を集めることに多く
の組織が難儀しています。

19

サイバーセキュリティのツールやソフトウェア
は、ますます洗練されており、それは組織がよ
り少ないコストでより多くのことを行えるよう
にしています。しかしそれらは、ソフトウェアの
プログラムだけでは見逃されてしまう異変や
脅威をしばしば検出できるような「本物の人
間の専門家」の役割を充分に果たすものでは
ありません。
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最高情報セキュリティ責任者
（CISO）
の役割

最高情報セキュリティ責任者（CISO）は、サイ
バーセキュリティの取り組みの鍵となる人物
です。CISOが戦略に貢献するためには組織的
な権限を持つ必要があります。つまり彼らは
戦略について議論する会議の場所にいなけれ
ばならず、また技術的観点とビジネス的観点
の両方から組織の優先順位を完全に理解して
いなければなりません。

サイバー戦略はビジネスのすべての分野に影
響します。それは、現在、単なるITの課題では
なく、ビジネスリスクの課題として考える必要
があります。この変革を推進できるかどうかは
CISO 次第です。言うまでもなく、通常それは
容易なことではありません。

サイバーセキュリティの改善は、CISO を困難
なパラドックスに陥らせる大きな課題です。
先日行われた CISO の調査によると、61％の

CISOは、CISOと（企業の）IT 機能が期待され
ているのはサイバーセキュリティの部分だと感
じています。また33％は、企業がセキュリティ
とリスク管理を「コンプライアンス上、やらな
ければならない煩わしいもの」
「ビジネス上の
コスト」あるいは「運営上のコスト」と見なして
3
いる、と感じています。

サイバー的に成熟した組織では、CISO が重要
な権限を持っており、取締役、経営陣、従業員か
らは「戦略的アドバイザー」だと認識されてい
ます。
そのような組織は、
サイバーセキュリティを
「組織全体で解決しなければならないビジネ
スリスク」だと認識しているので、CISO はそれ
ほど戦術的になる必要がなく、
より変革的かつ
戦略的に、より高いレベルのリスク（新製品や
新しいアプリケーションのローンチに関わるも
の、拡張エンタープライズとの情報共有に関わ
るリスクなど）に焦点を当てることができます。

3. Deloitte University Press, Navigating Legacy: Charting the Course to Business Value —2016 –2017 Global CIO Survey (2016),
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-cio-survey-2016 -2017-full-report.pdf
Accessed 9 May 2017
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サイバーリスクの
一歩先を行く

経済がますますナレッジベースへと移行するにつれて、デジタル・
ディスラプションとエクスポネンシャル技術が成長と実績を推進
する重要な要因となり、それは組織の価値と競争上の利点を作り
出す比類なき機会を提供します。しかしそれを活用するにはデジ
タル革新と──それに伴うサイバーリスクを完全に受け入れなけ
ればなりません。
成功するためには、サイバーリスクに真っ向か
ら取り組む必要があります──つまり組織の
安全性を高め、警戒力を高め、レジリエントを
向上させることができる強力なサイバーセキュ
リティ戦略を開発し、実行することです。その
ような戦略は、現存する脅威だけでなく、まだ
生まれていない次のレベルの脅威にも対処で
きるものになるはずです。

幸いなことに、サイバーリスクは「深刻で拡大
中の難題」ではあるものの、克服が不可能な
ものではありません。望みを持つことは戦略
になりませんが、この状況は「絶望的」には程
遠いのです。実際、カナダの大手組織ではサ
イバー・インペラティブ（いま対応しなければ
ならない緊急事項）に対応する方法に積極的
な変化を起こしているのを、我々は確認してい
ます。
サイバー的に成熟した組織は、サイバーリスク
を管理する全体的な能力の向上── CISO 、
およびリスク管理 機能の役割や範囲を拡 大
することなど──に加えて、サイバーアウェア
ネスを組織の構造に組み込むよう努めていま
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す。また彼らは、スマートテクノロジーを活用
したリスクの検出、予測、軽減を開始している
一方で、同時に「セキュリティは技巧と科学の
両方が携わるものであり、たとえ最新鋭のツ
ールでも、人間の専門家が持つ創造力、洞察
力、判断力に成り代わることはできない」と認
識しています。

サイバーリスクは ITの課題ではなく、ビジネス
の課題です。したがってリスク、セキュリティ、
ビジネスのリーダーたちは、
「強固なサイバー
セキュリティの必要性」と「ビジネスの戦略的
なニーズ」とのバランスを取るべく、絶えず努
力しなければなりません。

サイバーリスクの一歩先を行くために、何をし
ておかなければならないのかを理解し、勇気
と先見の明を持つことで、あなたの組織はサ
イバーの運命を担います。そして、
「デジタル
崩壊によって途絶させられる側」ではなく、デ
ジタルディスラプターとしての地位を確立する
ことができるのです。

サイバーリスクの一歩先を行け | セキュリティを
「次のレベル」へ引き上げるには
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付録 A:
セキュリティが
「現在」
から
「次のレベル」
へ
と進むうえでの鍵と
なるポイント
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セキュア（予防）

現在（いま求められるレベル）

• サイバー戦略をビジネス戦略と統合せよ
• あなたのクラウンジュエルを特定して、
保護せよ

• 強固なサイバーセキュリティのフレーム
ワークを開発せよ

次のレベル

• 最初からすべてにサイバーセキュリティ
を組み込め
• より良いデータ管理の方法を開発せよ

ヴィジラント（発見）

現在（いま求められるレベル）

• 状況を認識せよ

• エコシステム全体に注意を払え

次のレベル

• 先進技術を利用して、自発的に脅威を
特定して仕留めよ

• 指 数 関 数 的 な 脅 威（ E x p o n e n t i a l
Threats）を理解し、それに対応せよ

レジリエント（回復）

現在（いま求められるレベル）

• まずはレジリエント計画から開始せよ

• 自身をテストせよ（ウォーゲームやレッド
チームの実施、侵害診断）

次のレベル

• 特定の脅威や状況ごとに応じた脚本を
開発せよ
• ワン・レスポンスのアプローチを開発
せよ
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付録 B:
サイバー戦略の
鍵となる要素

明日の課題は今日の課題とは異なるものになります。どうすれば
優勢を保つことができるでしょうか？

組織がサイバー攻撃に耐えられることを確実にするためには、確
固たるサイバープログラムを適切に配備しなければなりません。そ
れは強い土台を構築することから始まります。強いサイバー戦略の
鍵となる要素は、次のとおりです。
1. 戦略、マネージメント、リスク
先日の「WannaCry」ランサムウェア攻撃のよ
うなインシデントは、
「サイバー脅威のランド
スケープが絶えず変化している」ということを
思い起こさせます。組織にとっての主要な脅威
に対処できるサイバーセキュリティの管理を確
実に行えるようにするには、サイバーセキュリ
ティを「継続的に改善する」という発想、およ
び意識的な努力が必要となります。強いサイ
バー戦略を持つということは、組織が直面す
る危険を効果的に評価し、また理解すること
ができるということを意味します。そこには身
を守るために必要な制御を持つための、実現
可能な計画があります。
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2 . 方針と手順
サイバー戦略を「有意義な対応と行動」にする
のは、組織の方針と手順です。それらは通常、
大規模なサイバーセキュリティのインシデント
が発生したとき、
「誰が何に対処するのか」の
役割、および責任を定義します。また状況を管
理し、被害を食い止めるための手順も明確に
定めています。最も安全化された組織は、自ら
の対応の手順を定期的にリハーサルし、また多
様なインシデントに応じて調整された対策を
確認するために、インシデント対応計画を立て
ています。
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3. 技術的な防御策
技術的な防御策、その他の防御策は、組織の
サイバー脅威に対する最初の防衛手段となり
がちです。ファイアウォールや基本的なマルウ
ェア保護から、インサイダー攻撃を特定し無
効化することに特化したソリューションまで、
組織を脅威から守るために活用できる技術的
なソリューションは数多く存在しています。組
織がどのようなソリューションを導入するにせ
よ、どこに最も効果的な投資を行うべきなの
かを判断するためには、そのサイバー脅威のラ
ンドスケープを明確に理解しなければなりま
せん。また、組織の技術的な防衛策は、脅威
が進化している環境においても適切なものだ
と確認できるよう、継続的な見直しを行わな
ければなりません。

4 . モニタリングと状況認識
すべての組織は、
「保護的なセキュリティ」と「事
後調査的なセキュリティ」の制御のバランスを
とる必要があります。保護的なセキュリティは
通常、組織の防御の第一線となる部分です。そ
してネットワークが侵害されたときには、その
攻撃者がどのようにして成功したのか、どのよ
うな資産が侵害されたのかを突き止めて明確
にするため、組織は事後調査的な能力に注力
します。効果的なモニタリングと状況の認識力
さえあれば、組織は手順を追って、被害を食い
止める対応を始めることができます。しかし本
当に警戒力を持った組織の場合は、脅威や潜
在的な攻撃を（その攻撃がネットワークに侵
入する機会を得るよりも前に）認識できるよう
な、強いモニタリングと状況認識の能力を持っ
ています。

5. ベンダーによるセキュリティ
大部分の組織は、サービス提供やインプット
提供に外部のベンダーを利用しています。多く
の場合、これらのベンダーと緊密な提携をする
ことも必要となりますが、それは組織をますま
すサイバー脅威に晒すことにもなります。たと
えば外部のベンダーのソフトウェアを購入して
いる組織は、ソフトウェアに悪意あるコードが
含まれていないかどうかを確認する際、そのベ
ンダーのセキュリティ制御の強さに依存するこ
とになります。
「組織のサイバーセキュリティ
のエコシステムにおける外部ベンダーの役割」
を理解することで、組織はエクスポージャーを
制限するのに適切な技術的制御、および契約
上の制御を適用することができます。

6. 従業員の認識
どれほど素晴らしく技術的な制御が行われて
いたとしても、サイバーセキュリティを確実に
するための従業員の役割は、常に重要です。
知らない人物から、不審な添付ファイルつき
のメールが送られてきた従業員が、その添付
ファイルを開くのか、あるいはメールを削除し
て報告するのか。その選択の差は「通常業務」
と
「サイバーセキュリティのインシデント」を分
けるものになるかもしれません。適切な行動
を促す適切なサイバーリスク文化を展開する
には、従業員のトレーニングと認識向上が欠
かせません。
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