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はじめに
この調査は、サイバー攻撃が増加および高度化する今日において、日本の企業が直面
している課題や問題を分析することを目的として実施されました。調査結果に基づく
本レポートでは、不正アクセスや悪意のあるソフトウェアなどによる攻撃の傾向と、
それらの攻撃による侵害から生じた、企業の財務およびレピュテーションへの影響
について詳述します。また、新しいテクノロジーの活用を通じたセキュリティ確保や
サイバーセキュリティ フレームワーク導入に向けた日本の企業の計画、および現在の
サイバーセキュリティ管理環境の複雑性についても検証します。
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攻撃を検知、ポリシーに基づくアクションなし
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序文 
サイバー脅威に関する日本の状況は、深刻化しています。日本を対象にした脅威レポート
の発行は今回で 3 度目ですが、攻撃の頻度は過去にないレベルに達しています。調査
では、セキュリティ責任者の 92% が、自社が受けた攻撃件数が増加したと回答しました。
攻撃者は、従来にも増して多様な戦術と技術を駆使し、組織に対して脅迫、破壊、侵入と
いった攻撃を試みています。

こうした状況のもと、侵害の防止は非常に困難になっています。調査では、以下のような
データが報告されています。

調査の直近 12 か月において、日本の企業や組織の 92% でサイバー攻撃によるデータ
漏洩が発生していました。平均で 1 組織あたり 2 件の侵害が発生しています。

攻撃件数が増加したと回答した企業や組織は、2019 年 10 月の 49%、2019 年 2 月の 
59% から大幅に増加しており、増加傾向が顕著となっています。しかし一方で、侵害
発生件数は 2019 年 10 月の 3.58 件から再び減少しています。

数回にわたる調査の結果から、攻撃件数の著しい増加と、攻撃の高度化が継続している
ことが明らかになりました。このことから、日本の企業が深刻化する状況に対し迅速に
対応を進めているにもかかわらず、サイバー脅威に関する状況はそれを上回るスピード
で変化していることがわかります。セキュリティ責任者の 94% が攻撃がより高度化
していると回答し、そのうち 13% は、攻撃が大幅に高度化していると回答しています。
この結果は、VMware Carbon Black の脅威解析チームによる調査からの報告と一致
しています。チームの報告によると、マルウェアのコモディティ化により、高度な攻撃
手法をより多くのサイバー犯罪者が入手できるようになっていることに伴い、サイバー
攻撃者はさらに高度な戦術の取り込みを進めています。もっとも多く見られる攻撃
タイプとしてカスタム マルウェアが第 2 位に挙げられているのも、こうした背景では
当然と言えます。

調査方法
VMware Carbon Black は 2020 年 
3 月に、独立調査機関である Opinion 
Matters に調査を委託しました。調査
では、さまざまな業種の日本の企業
や組織における CIO、CTO、CISO 
251 名に回答を依頼しました。対象の
業種は、金融、医療、行政機関および
地方自治体、小売、製造およびエンジ
ニアリング、食品および飲料、公益
事業、専門/技術サービス、メディア
およびエンターテイメントなどです。
VMware Carbon Black による日本
に関する脅威レポートとしては、
2019 年 2 月および 10 月に実施された
先行の調査の結果を踏まえた 3 回目
のレポートです。この調査はグロー
バル調査プロジェクトの一環として
実施されており、世界各国（オースト
ラリア、カナダ、フランス、ドイツ、
イタリア、日本、オランダ、北欧諸国、
シンガポール、スペイン、英国、米国）
で調査が実施されています。

サイバー攻撃に関する 2020 年の日本の状況 

VMware Carbon Black、サイバーセキュリティ ストラテジスト
リック・マクロイ（Rick McElroy）

  92%
セキュリティ責任者の 92% が、自社が
受けた攻撃の件数が増加したと回答

  92%
日本の企業や組織の 92% が、過去 
12 か月においてサイバー攻撃による
データ漏洩が発生したと回答 

  94%
セキュリティ責任者の 94% が攻撃が
より高度化していると回答し、その
うち 13% は攻撃が大幅に高度化して
いると回答 
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サイバー攻撃のタイプとしては、Google Drive™ への
攻撃（クラウドベースの攻撃）が最多 
レポートでは、攻撃全般の深刻化に加えて、回答者の組織が受けた攻撃のうちもっとも
多い攻撃のタイプが変化したことも報告されています。攻撃のタイプとしてもっとも
多かったのは、Google Drive への攻撃（クラウドベースの攻撃）（24%）、カスタム マル
ウェア（18%）、未署名の証明書（13%）でした。2019 年 10 月にトップであったランサム
ウェア（15%）は全体の 6% にまで減少し、フィッシングはリストに入りませんでした。

侵害の発生を招いた原因としては、OS の脆弱性が全体の 22% を占めてトップでした。
最多の攻撃のタイプとしてアイランド ホッピングを挙げたのは回答者の 1% に過ぎま
せんでしたが、侵害発生の原因としては 2 番目に多く挙げられており、回答者の 19% 
がアイランド ホッピングを侵害発生の主要原因であったと回答しています。この結果
が示すのは、社外の組織との広範な関係を有する企業や組織におけるリスクの増大です。

企業/組織のレピュテーションへの影響はさらに 
深刻化 
データ保護の権利に対する社会の認識が高まり、規制当局による罰金の額が大きく報道
される昨今、セキュリティ侵害の影響は深刻化するばかりです。企業や組織のレピュテー
ションに対する深刻な被害が発生したという回答者の割合も増加しています。

セキュリティ予算は着実に増加しているが、 
はたして戦略的か？ 
日本のセキュリティ責任者たちは、サイバー脅威の増加に対応するためサイバーセキュ
リティへの投資を強化しています。予算増を計画しているという回答の割合は 94% 
にも達し、前回の調査レポートで見られた 57% から大きく増加しています。

ここで興味を引くのは、こうした予算が投入される対象です。回答者の多くは、脅威ハン
ティングへの支出の成果が出ていることや、システムに侵入してしまった悪意ある
行為者を検知することの重要性から脅威ハンティングの評価が高まっていることを明確
に回答しています。脅威ハンティングへの投資は今後も続くと見込まれますが、より
新しいリスクへの対策にも十分な予算が投入されるのでしょうか？

2019 年 10 月の調査では、回答者の 21% が、デジタル トランスフォーメーションおよび 
5G の導入と管理においてセキュリティ上の懸念はないと回答しました。しかし、こう
した大きな転換期を迎えている今日、セキュリティ予算強化の必要性に関するセキュ
リティ責任者たちの意見は分かれています。5G のセキュリティに関しては、回答者の 
38% がセキュリティ支出の増額と統制強化が必要であると回答した一方、55% が予算
増額は重点課題ではないと回答しています。

さまざまなテクノロジーが 
導入された複雑で入り乱れた環境
環境に関するこうした問題の原因はおそらく、多くの企業
が現在、複数のセキュリティ テクノロジーを使用している
ことと考えられます。回答者は、セキュリティ プログラム
を管理するためにすでに平均で 7 種類以上のコンソールや
エージェントを運用していると回答しています。これは、
セキュリティ環境が事後対応型として進化してきたこと
を反映しています。すなわち、環境自体にセキュリティが
組み込まれるのではなく、新たな脅威の登場に対応する形
でセキュリティ ツールが後付けされてきたということです。
これにより、セキュリティ環境はサイロ化された管理の
難しいものとなり、攻撃者は最初から有利な条件を与え
られることになります。セキュリティが環境の本質的な
機能として組み込まれていない場合攻撃者にとって有利
であることは、すでに実証済みの事実です。サイバー脅威
に関する状況がこれ以上ないほど複雑化している今日、
セキュリティ展開に合理性、戦略的思考、明確さをもって
臨むことが求められています。

セキュリティ フレームワークの 
価値をめぐる考え方の相違
MITRE ATT&CK® のフレームワークの適用は、セキュリ
ティの状態の可視化と検証の向上において大きな効果を
もたらしますが、このアプローチの妥当性と価値に関する
意見はまだ分断されているようです。回答者の 88% がこの
アプローチを知っていましたが、セキュリティの状態の
検証に使用するとの回答は 56% にとどまりました。この
フレームワークが日本の企業や組織の間でゴールド スタン
ダードになるには、まだ時間がかかることが見込まれます。

侵害リスクがもっとも高い領域は
ネットワークであると認識
回答者の間で侵害リスクが高い領域とみなされていたのは
ネットワークであり、回答者の 4 分の 1 超（27%）が自社に
とって最大の侵害リスク領域であると回答しました。しかし、
日本のサイバーセキュリティ責任者にとってもっとも
大きな懸念事項はワークロード/アプリケーションであり、
回答者の 37% が最大のリスクとしてこれらを挙げました。
この結果は、サードパーティ製アプリケーションに関連
する侵害の急増を考慮すると、意外なものではありません。
企業や組織が柔軟性および生産性の向上のために実行する
アプリケーションが増加することに伴い、アプリケーション
のセキュリティの確保は非常に重要な課題となるでしょう。

19%
もっとも多い攻撃タイプとしてアイランド 
ホッピングを挙げたのは回答者の 1%、 
しかし回答者の 19% がアイランド ホッ
ピングを侵害発生の主要原因と回答 

94%
回答者の 94% が予算の増額を予定 

38%
回答者の 38% が、5G の導入に際して 
セキュリティ支出の増額と管理強化が 
必要であると回答

7
日本の企業や組織では、セキュリティ 
プログラムを管理するために平均で 
7 種類以上のコンソールやエージェント
を使用していると回答 

88% 対 56%
回答者の 88% が MITRE ATT&CK® の
フレームワークを知っていたが、使用
する予定であると回答したのは 56% 
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新型コロナウイルス
感染症（COVID-19）
の影響
今回の VMware Carbon Black 脅威レポートのために最初
の調査を実施したころはまだ、COVID-19 の影響が世界
へと徐々に広がり始めたばかりの時期でした。その後、
調査回答の分析を進めていた時期に状況が急速に悪化して
いることが分かってきました。そうした状況で、COVID-19 
の感染拡大がサイバーセキュリティおよびサイバー脅威
に関する環境に及ぼしている影響の指標を調査結果に
含めないことは、誠実さに欠けると考えました。そこで、
調査に回答した企業や組織の担当役員に再度連絡し、追加
の質問への回答を依頼しました。これらの質問では、各組織
における直接的な影響と、目まぐるしく変化する状況への
対応に取り組むなかでサイバーセキュリティ責任者が現場
で経験していることについてたずねました。この非常に
困難な時期において、回答のために時間を割いていただいた
回答者の皆様に御礼申し上げます。VMware Carbon Black 
では、本調査で得られた情報が、今後のサイバーセキュリ
ティの施策に有益な指針を提供できるほどの価値がある
ことを願っています。

COVID-19 に関する
追加調査の結果
2020 年 3 月から 4 月にかけて、
英国、米国、シンガポール、イタリア
など世界各国の 1,002 名が追加
調査に回答
COVID-19 の感染拡大に起因する、急速かつ世界規模の
在宅勤務体制への移行により、サイバー攻撃活動が増加
する一方で、セキュリティ チームが今後対処を進め知識
を蓄積していくべき、主要ないくつかの領域も明らかに
なりました。弊社の COVID-19 に関する調査では、大多数
の企業や組織において、在宅勤務する従業員の増加に伴い
サイバー攻撃の件数が急増していること、および COVID-19 
関連のマルウェアによる悪意のある活動が検知されている
ことが明らかになりました。

ディザスタ リカバリ プラン策定のなかで特定された主要
な問題は、顧客、見込み顧客、サプライヤーなどの社外の
関係者との間、および IT 運用チーム内でのコミュニケー
ションや、テレワーク環境の提供や従業員とのコミュニ
ケーションにおける課題に関連するものでした。

多要素認証の導入が遅れていた企業や組織では、困難に
直面しています。多要素認証を利用できないことは現在
では最大の脅威であり、各国の回答者の 4 分の 1 超が、この
問題が発生していると回答しました。企業や組織にとって、
テレワーク導入とそれに関連する脅威の増加への対応が
新しい常識となりつつあることに伴い、IT チームは今後、
セキュリティ保護を従業員の自宅にまで拡張するという
課題に直面することになるでしょう。

 

在宅勤務の従業員が増えたことで、システムに対する一般的な
サイバー攻撃の総件数は増加しましたか？
各国の回答者のうち、なんと 91% もの回答者が、在宅勤務の従業員が増えたことでサイバー攻撃の総件数
が増加したと回答しました。

回答者の 7% は攻撃件数の増加率が 50 ～ 100% であったと回答し、4 分の 1 弱（24%）が 25 ～ 49% で
あったと回答しました。

回答者 1,002 名のうち、COVID-19 により在宅勤務の従業員が通常より増加しなかったと回答したのは 
3 名でした。

調査対象であった 4 つの国のうち、攻撃の件数が増加したという回答者の割合がもっとも多かったのは
シンガポール（93%）で、それに続いて英国（92%）、イタリア（90.5%）、最後に米国（88%）という順でした。
攻撃件数の増加率が 50 ～ 100% であったという回答者の割合がもっとも多かったのはイタリア（14%）で
あり、もっとも少なかったのは英国（2%）でした。増加率が 25 ～ 49% であった回答者の割合がもっとも
多かったのは米国で、攻撃件数の増加率がこの範囲であった回答者の割合は 28% でした。

業種別では、メディアおよびエンターテイメントにおいて、攻撃件数の増加率が 50 ～ 100% であった
回答者が 14.5% を占めました。小売業でも、増加率がこの範囲であった回答者が多くなりました（13%）。
小売業では、増加率が 25 ～ 49% であった回答者も多く見られました（45%）。この増加率の範囲でこれ
に続いたのは製造（33%）でした。

企業規模別では、攻撃件数の増加率が 25 ～ 100% であった回答者の割合が多かったのは、従業員数が 
501 ～ 1,000 人の企業/組織でした（41%）。

IT チームの従業員数が 100 人を超える企業/組織では、4 分の 1 強（26%）で攻撃件数の増加率が 50 ～ 
100% でした。

IT チームの従業員数が 41 ～ 50 人の企業/組織では、攻撃件数の増加率が 50 ～ 100% であったのは 
18% でした。

「攻撃者は、従来にも増して多様な戦術と
技術を駆使し、組織に対して脅迫、破壊、
侵入といった攻撃を試みています」

91%
各国の回答者の 91% が、在宅勤務の従業員が 
増えたことでサイバー攻撃の総件数が増加した
と回答
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貴社のディザスタ リカバリ プランにおいて、
COVID-19 によって明らかになった問題は 
ありましたか、またあった場合、それはどのような 
ものでしたか？またその問題は、今般の状況に対する
貴社のディザスタ リカバリ プランの有効性に、 
どのくらい影響を与えましたか？ 
各国の回答者のうち約半数（48%）が、顧客、見込み顧客、パートナー企業など社外の関係者
とのコミュニケーションに関連する非常に重大な問題があったと回答しました。全体的
には、深刻なものから軽微なものまでを含むと、合計で回答者の 84% が社外の関係者
とのコミュニケーションに問題があったと回答しました。

また、回答者の 3 分の 1 強（35%）が、ハードウェアやソフトウェアの展開などの IT 運用
におけるディザスタ リカバリ プランに、非常に重大な問題があったと回答しました。
IT 運用に関する問題があったという回答者の割合は、深刻なものから軽微なものまで
含めた合計で 87% でした。

各国の回答者の 3 分の 1 弱（32%）が、サイバーセキュリティ上の脅威の可視性に非常
に重大な問題があったと回答しました。この問題の程度が軽微であったという回答者
の割合も 38% ありました。

テレワーク環境の整備については、深刻および重大な問題があったという回答者の割合
は 4 分の 1 を超えており（28%）、程度を問わずこの問題があったという回答者の割合は
合計で 85% でした。

従業員とのコミュニケーションに関しては、回答者の 4 分の 1 超（27.5%）が深刻な問題
があったと回答しており、この問題の程度が軽微または非常に重大であったという回答者
の割合は合計で 78.2% でした。

リカバリ プランについては、非常に重大な問題があったという回答者の割合は 3 分の 1
（33%）で、程度を問わずなんらかの問題があったという回答者は 88% でした。

なお、回答者 1,002 名のうち 5 名は、COVID-19 の感染拡大が自社のディザスタ リカバリ 
プランにまったく影響を与えなかったという理由で、この質問には回答していません。

イタリアでは、非常に重大な問題があったという回答者の割合は、IT 運用（41%）、サイバー
セキュリティ上の脅威の可視性（38%）、テレワーク環境の整備（37%）の各分野でほかの 
3 か国を上回りました。米国は、従業員とのコミュニケーションの分野で非常に重大な
問題があった回答者の割合が他国より高く（30%）、一方シンガポールは、社外の関係者
とのコミュニケーションの分野でトップでした（52%）。リカバリ プランについて 
非常に重大な問題があったという回答者の割合は、イタリアと英国がそれぞれ 
36% の同率でもっとも多くなりました。

ほぼ半数
各国の回答者の 48% が、社外の
関係者とのコミュニケーション
において非常に重大な問題が
あったと回答 
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74% 73.5%
70%

63%

COVID-19 により、サイバー 
セキュリティ上の脅威の可視性の
問題が明らかになりましたか？
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貴社に対するサイバー攻撃の 
件数は、直近の 12 か月において
増加しましたか？増加した場合、
どの程度増加しましたか？
回答時点から直近の 12 か月においてサイバー攻撃を
受けた件数が増加したという日本の企業や組織の割合
は、92% にも達しました。この結果は、2019 年 10 月の
レポートにおける 49%、および 2019 年 2 月のレポートに
おける 59% と比較すると大幅な増加であり、攻撃頻度
の増加としては、VMware Carbon Black のこれまでの
調査でもっとも大きいものとなりました。

回答における攻撃頻度の増加率は平均 78% となって
おり、攻撃件数の増加率が 51～ 300% であった回答の
割合は全体で 50% でした。これは、前回のレポートでは
増加率がこれと同じ規模であったという回答の割合が 
18% にとどまったことを考慮すると、大幅な増加と言え
ます。実際のところ、10 月のレポートでは回答者の 
37% が直近 12 か月にまったくサイバー攻撃を受けな
かったと回答しましたが、この割合は今回のレポートでは 
5% まで落ち込んでいます。製造およびエンジニアリング
の回答者の 38%、およびメディアおよびエンターテイ
メントの回答者の 56.5% が、101 ～ 200% の増加が
あったと回答しています。

企業規模については、従業員が 2,001 ～ 5,000 人の
企業で攻撃件数が増加したという回答の割合が平均を
上回っており、増加率は 105% で、攻撃件数の増加率が 
101 ～ 200% となった回答の割合は 49% でした。

直近の 12 か月において貴社に 
対するサイバー攻撃の高度性に
変化はありましたか？
回答者の 94% が、直近の 12 か月において攻撃が高度化
したと回答しています。この割合は、2019 年 10 月の
レポート（77%）および 2 月のレポート（72%）から増加
しています。高度化したという回答のうち、大幅に高度化
したという回答は 13%、ある程度高度化したという回答
は 43% でした。

行政機関および地方自治体セクターの回答者は、高度化
した攻撃を受けた割合が平均を上回っていました。同
セクターでは、回答者の 24% が大幅に高度化した攻撃を
受けたと回答しました。

現時点までにおいて、COVID-19 に関連する以下の
脅威のうち、貴社にとってもっとも深刻な脅威は 
どれですか？
各国の回答者のうち、4 分の 1 を上回る回答者（29%）が、自社にとって最大の脅威は
多要素認証を利用できないことであると回答しました。これに次いで COVID-19 関連
のマルウェア（15.5%）が 2 位、ソフトウェアのパッチ適用を適時に実施できないこと
（13%）が 3 位でした。回答者の 10% がフィッシングと回答し、スピア フィッシング、
IoT を標的とする攻撃、リモート アクセスの非効率性を挙げた回答者の割合はそれぞれ 
6% でした。その他の注目すべき脅威としては、なりすまし攻撃（4.5%）、ランサムウェア
（4%）、ソーシャル エンジニアリング（4%）という回答がありました。

多要素認証を利用できないことが最大の脅威となっているという回答は米国およびシンガ
ポールの回答者に多く、それぞれ 32% で同率でした。COVID-19 関連のマルウェアが
もっとも深刻とした回答者が他国より多かったのはイタリア（21%）で、僅差で英国（20%）
が続きました。一方、フィッシング メールをもっとも深刻と考える回答者の割合が他国
より多かった国はシンガポール（12%）でした。

業種別では、多要素認証を利用できないことが最大の脅威であるという回答は金融サー
ビスの企業や組織に多く、50% がそのような回答でした。COVID-19 関連のマルウェア
は、食品および飲料（49%）、専門/技術サービス（30%）の業界に深刻な影響を与えていま
した。メディアおよびエンターテイメント企業では、フィッシング メールをもっとも
深刻な脅威と捉えていました（29%）。

企業規模の観点では、COVID-19 関連のマルウェアは小規模企業、特に従業員数が 50 ～ 
250 人の企業や組織（43%）に影響が見られました。従業員数 251 ～ 500 人の企業や
組織では、最大の脅威となっていたのは多要素認証を利用できないこと（46%）でした。

COVID-19 の影響を受けた期間中、脅威に変化は 
ありましたか？あった場合、変化による件数の 
増加はどの程度でしたか？
COVID-19 の影響を受けた期間中において、脅威の変化が増加したタイプとしては 
COVID-19 関連のマルウェアが合計 92% ともっとも割合が高く、またそのうち 53% は
増加率が 51～ 100% 以上のカテゴリでした。2 位は IoT を標的とする攻撃で、変化が
あった件数が増加したという回答の割合は合計 89%、そのうち増加率が 51～ 100% 
以上のカテゴリであった回答は 21% でした。3 位はフィッシング メールで、変化があった
件数が増加したという回答の割合は 89%、そのうち増加率が 51 ～ 100% 以上のカテ
ゴリであった回答は 24.5% でした。スピア フィッシングも、変化があった件数が増加
したという回答の割合は合計 88% と高く、そのうち増加率が 51 ～ 100% 以上のカテ
ゴリであった回答は 4 分の 1 弱（23%）でした。

調査対象の 4 か国のうち、COVID-19 関連のマルウェアの件数が増加したという回答者
の割合がもっとも多かった国はイタリアであり（96%）、しかもそのうち増加率が 51 ～ 
100% 以上のカテゴリであったという回答の割合は 70% にも達しました。2 番目に
多かったのは英国で（合計 93%）、そのうち増加率が 51 ～ 100% 以上のカテゴリであった
回答は 54% でした。

最近、CoronaVirus という名で知られる新種のランサムウェアが発見されており、ラン
サムウェア攻撃の発生件数に増加の傾向が見られています。残念ながら、現在の状況は
攻撃者にとって、ランサムウェアを作成し拡散する未曾有の好機となっています。とは
いえ、ランサムウェアに関して脅威の性質に変化があった件数が増加したという回答の
割合は全体で 67% であり、ほかのカテゴリに比べ低くなっています。

各国の回答者の 29% が、現時点までにおける自社にとって最大の脅威は多要素認証を
利用できないことであると回答しました。COVID-19 の影響を受けた期間中に脅威が
どのように変化したかという観点では、この脅威について変化があった件数が増加した
という回答の割合は合計 87% と比較的高く、そのうち増加率が 51～ 100% 以上のカテ
ゴリであった回答は 24% でした。

調査結果の全容

29%
回答者のうち 4 分の 1 を上回る回答者
（29%）が、自社にとって最大の脅威は
多要素認証を利用できないことである
と回答

92%
COVID-19 の影響を受けた期間中に脅威
に変化があった件数が増加したという
回答の割合がもっとも多かったのは 
COVID-19 関連のマルウェア

94%
回答者の 94% が攻撃が高度化したと
回答 

92%
日本の企業や組織の 92% が、直近の  
12 か月においてサイバー攻撃を受けた
件数が増加したと回答
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貴社が直近の 12 か月において 
受けたサイバー攻撃では、どの 
タイプの攻撃がもっとも多かった
（もっとも頻度が高かった）ですか？
もっとも多かった攻撃のタイプは、回答者の 24% が挙げた 
Google Drive への攻撃（クラウドベースの攻撃）でした。
10 月のレポートでは、回答の 15% を占めたランサムウェア
がトップでした。ただし、2019 年 2 月のレポートでは、
調査に参加した日本の企業や組織が受けた最多の攻撃の
タイプはクラウドベースの攻撃となっており、このタイプ
の攻撃がもっとも頻繁に見られたという回答の割合は 
29% でした。2 番目に頻繁に見られた攻撃のタイプはカス
タム マルウェア（18%）、3 番目は未署名の証明書攻撃
（13%）でした。

ファイルレス攻撃がもっとも頻繁に見られたという回答は、
2019 年 10 月の 14% から大きく下がって 1% となりました。
これはランサムウェアについても同様で、前回 10 月の 
15% から今回は 6% まで減少しました。アイランド ホッ
ピングが最多の攻撃のタイプであったという回答は 1% 
に過ぎず、無視できるレベルでしたが、後述の分析で示す
ように、この手法は頻度とは不釣り合いなほど効果的な
攻撃経路です。

業種別では、メディアおよびエンターテイメントがもっと
も Google Drive への攻撃（クラウドベースの攻撃）を受ける
ことが多く、41% の回答者がこのタイプがもっとも頻繁に
見られたとしています（全業種での平均は 24%）。

製造、メディアおよびエンターテイメント、専門/技術サー
ビスの業種の回答者では、未署名の証明書攻撃がもっと
も頻繁であったという回答の割合はそれぞれ 20%、26%、
27% と全業種の平均 13% よりも高い数値であり、ほかの
業種に比べこのタイプの攻撃を高頻度で受けていました。

従業員数 5,001 ～ 10,000 人のカテゴリの企業の回答では
クラウドベースの攻撃の影響が大きく、約半数（49%）が
このタイプの攻撃がもっとも頻繁に見られたと回答しま
した。

直近の 12 か月において、貴社に 
おけるサイバー攻撃による侵害 
発生の頻度はどのくらいでしたか？ 
調査に参加した CISO/CIO の 92% が、直近 12 か月に
おいてサイバー攻撃とそれに続く侵害による被害を受けた
と回答しました。侵害発生に関するこの今回の数値は、
2019 年 10 月の 53% および 2019 年 2 月の 67% と比較
すると大幅に上昇しています。

企業や組織において発生した侵害の平均件数は 2.35 件で、
2019 年 10 月の 3.58 件および 2019 年 2 月の 5.55 件
から減少しています。これは、日本の企業や組織が適切な
方針に基づいて対策を進めていることを示しています。
発生件数別の割合については、もっとも多かったのは 1 件
（49%）という回答であり、2 件は 10%、3 件は 17% でした。

侵害の発生件数の平均がもっとも大きかったのはメディア
およびエンターテイメント企業で、平均 2.77 件でした。
行政機関および地方自治体では、47% の回答者が 3 件以上
の侵害が発生したと回答しました。

調査に参加した CISO/CIO の 

92% が、直近 12 か月において
サイバー攻撃とそれに続く侵害に
よる被害を受けたと回答 侵害の発生を招いた主要な原因は何でしたか？ 

侵害の発生を招く原因としては、OS の脆弱性がもっとも多く（22%）、パッチ適用における
セキュリティ管理の不備を悪用するハッカーの攻撃を招きました。しかしアイランド 
ホッピングは、もっとも頻繁に見られた攻撃のタイプとして挙げた回答は 1% に過ぎ
ませんでしたが、侵害を引き起こした原因として挙げた回答は 19% にのぼりました。
この結果から、社外の組織との広範な関係を有する企業や組織ではベンダー組織を経由
した攻撃に対する脆弱性が生じていることが分かります。インシデント レスポンスの
専門家を対象にした、VMware Carbon Black による別の調査では、専門家が特定した
侵害の試みの 41% でアイランド ホッピングが使用されていたと報告されています。

侵害発生を招いた原因の第 3 位はサードパーティ製アプリケーションによる侵害（13%）で、
次いで古いセキュリティ システムの使用（12%）が第 4 位でした。

業種別にみると、OS の脆弱性に起因する侵害を受けた回答者は金融サービス（28%）、
医療（30%）、行政機関および地方自治体（29%）で多くなっていました。

アイランド ホッピングが大きな問題になるのは、大規模なサプライヤー エコシステムを
有する業種であり、行政機関および地方自治体（32%）、食品および飲料（23.5%）、メディア
およびエンターテイメント（37%）などで回答者の割合が高くなりました。サードパーティ製
アプリケーションによる侵害が侵害発生の原因として 13% へと急増したことも、サード
パーティに関するリスクの監視の重要性を示しています。

意外なことに、フィッシング攻撃は侵害発生の原因としては目覚ましく減少しました。
2019 年 10 月には、回答者の 17% がフィッシングを侵害発生の原因として挙げましたが、
今回この割合は 3% にまで減少しました。これはランサムウェアでも同様で、前回の 
18% から 3% まで減少しています。

従業員数 501 ～ 1,000 人の企業では、40% が侵害発生を招いた主要原因として OS の
脆弱性を挙げており、全体平均の 22% を上回っています。

発生した侵害の結果として、貴社にどのような財務上
およびレピュテーション上の影響がありましたか？ 
侵害発生により財務上の影響を受けた企業の割合については、回答者の 34% が悪影響が
あったと回答しており、2019 年 10 月のレポートにおける 33.5 % からほぼ横ばいと
なりました。しかし、影響があったという回答者のうち 24% が、被害が深刻であった
と回答しました。さらに、侵害発生によりレピュテーションに影響があったという回答
については、大幅な増加が見られています。4 分の 3 を上回る回答者（77%）が企業イメージ
が損なわれたと回答しており、これは前回調査時の 60% から増加しています。また
回答者の 4 分の 1（25%）が、レピュテーション上の被害が深刻であったと回答してい
ます。

製造およびエンジニアリングの企業では、その形式を問わず被害の発生がもっとも
少なく、78% の回答者が財務上の影響がなかったと回答しています。

行政機関および地方自治体の回答者の 55% が、レピュテーション上の影響が深刻で
あったと回答しています。

もっとも多かった攻撃のタイプは、 
回 答 者 の 24% が 挙 げ た Google 
Drive への攻撃（クラウドベースの攻撃）

OS の脆弱性
特定された侵害発生の原因としてもっとも
多かったのは OS の脆弱性 

13%
サードパーティ製アプリケーションによる
侵害が急増し、侵害発生の原因として 13% 
に増加 

77%
回答者の 77% が、侵害発生により企業や
組織のレピュテーションに悪影響を受けた
と回答 
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今後 12 か月において、サイバー 
攻撃に対する防御のための予算を
どのくらい増額する予定ですか？ 
調査に参加したサイバーセキュリティ責任者の 94% が
予算を増額すると回答し、増額の規模の平均は 28% で
した。これは、2019 年 10 月において予算増額を予定し
ていた回答者が 57% であったことと比較して大きな増
加です。

予算を増額する予定であると回答した回答者のうち、
36% が 21 ～ 30% の増額を、33% が 31 ～ 40% の増額
を予定していると回答しました。

もっとも大幅な増加を計画しているのはメディアおよび
エンターテイメント企業で、全業種での平均が 28% で
あったのに対し 34% の増額を予定していると回答して
います。これにほぼ並ぶのが製造およびエンジニアリン
グ企業（30%）です。実際のところ、メディアおよびエン
ターテイメント企業の 59% が、31 ～ 40% の予算増を
計画しています。

企業規模としては、従業員数 2,001 ～ 5,000 人の企業
で増額規模がもっとも大きく、業界平均である 28% を
上回る 31% の増額を予定しています。

直近の 12 か月で、脅威ハンティングに
おいて、サイバー攻撃に対する防御力の
強化に関する貴社の目標を達成でき 
ましたか？また、脅威ハンティングを 
実施することで、通常では検知できない
悪意のあるサイバー攻撃を検知でき 
ましたか？ 
脅威ハンティングは広範に実施されており、回答者の 75% がこれを
サイバーセキュリティ戦略の一環として利用していました。また
その効果も実際に示されています。合計 71% の回答者が、脅威ハン
ティングが自社の防御力の強化に貢献したと回答しており、その
うち 3 分の 1 の回答者はその効果が顕著であったとしています。

回答者の 43% が、脅威ハンティング プログラムによって悪意のある
活動の重要な証拠が見つかったと回答しました。

悪意のある活動の検知が特に効果をあげているのは行政機関および
地方自治体、食品および飲料の業種においてであり、4 分の 3 を上
回る回答者が、ネットワーク内への攻撃者による侵入の重要な証拠
が見つかったと回答しています。

94%
CISO/CIO の 94% が今後 6 ～ 12 か月に 
5G の導入を計画

7.53
導入されているテクノロジーの 
平均数

88%
回答者の 88% が MITRE ATT&CK® 
フレームワークを知っていたが、
導入するかについては意見が分か
れた

今後 6 ～ 12 か月以内に、5G の 
導入を計画していますか？また 
導入に伴い、セキュリティの予算と
管理を強化する必要がありますか
（この新しいリスクに対して新規の
投資を行う予定ですか）？ 
調査に参加した CISO/CIO の 94% が、今後 12 か月以内
に 5G の導入を計画していると回答し、そのうち 83% が 
6 か月以内に導入すると回答しています。セキュリティ面
での影響については、回答者の意見は分かれました。回答者
の 38% は導入に対応するためのセキュリティ予算の増額
が必要であると回答しましたが、55% は投資が必要とは
考えていないとの回答でした。

今後 6 か月以内に 5G の導入を予定しており、それに伴
いセキュリティ予算および管理を強化するという回答が
もっとも多かった業種は、行政機関および地方自治体の
組織（66%）でした。これにほぼ並ぶのが金融サービス企業
（52%）です。メディアおよびエンターテイメントの回答者
では、85% が 5G の導入に伴って予算増額が必要とは
考えていないと回答しました。

セキュリティ プログラムの管理の
ために、いくつの異なるセキュリティ 
テクノロジー（複数のコンソール、
エージェント、ツール）を展開して
いますか？ 
企業や組織の 74% が、セキュリティ プログラムの管理の
ために 5 ～ 10 の異なるテクノロジーを展開していると
回答しました。回答者の 10% は、11 ～ 25 のテクノロジー
を使用していると回答しました。

展開されているテクノロジーの平均数は 7.53 でしたが、
金融サービス業界ではさらに多く、9.55 となっていま
した。一般的に、IT チームの従業員数が 31 ～ 40 人の企業
では使用するツールの数が多い傾向が見られました。これら
の企業では 平均 9.09 のツールを使用しており、全体の
平均 7.53 より多くなっています。

MITRE ATT&CK® のフレームワーク
をご存じですか？また、貴社の 
セキュリティ状態の検証に使用する
予定はありますか？ 
日本において MITRE ATT&CK® のフレームワークは広く
認知されており、回答者の 88% がその概要を知っていま
したが、導入するかどうかについては意見が分かれました。
同フレームワークを知っているという回答のうち、導入
する予定はないという回答は 32%、予定があるという回答
は 56% でした。

同フレームワークをもっとも好意的に評価している業種
はメディアおよびエンターテイメントで、概要を知って
おり導入予定であるという回答の割合は 83% でした。
製造およびエンジニアリング業界でも同様で、概要を知って
おり導入予定であるという回答の割合は 67% と高いもの
でした。もっとも懐疑的であったのは食品および飲料業界
の回答者で、概要は知っているが導入の予定はないという
回答が 65% を占めました。

直近の 12 か月において、以下の 
カテゴリのいずれかに対して投資額
の増加または減少（予算上の優先度
の変更）がありましたか？該当する
ものをすべて選択してください。
もっとも多かった回答はワークロード/アプリケーション
（53%）であり、これにネットワークとモバイル デバイス
が同率（37.5%）で続き、次いでエンドポイント（9%）と
なりました。

ワークロード /アプリケーションに関して優先度が変更
されたという回答の割合が多かった業種はメディアおよび
エンターテイメントおよび製造およびエンジニアリング
であり、それぞれ 63% および 50% の回答者が変更が
必要であったと回答しました。

75%
回答者の 75% が、サイバーセキュリティ戦略の
一環として脅威ハンティングを実施していると
回答 

43%
回答者の 43% が、脅威ハンティングにより悪意
のある活動の重要な証拠を検出

94%
回答した CISO/CIO の 94% が、
サイバー攻撃に対する防御のための
予算を増額する予定であると回答 
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貴社のセキュリティ プログラムでは、 
以下の要素のうちどれが侵害の最大の 
リスクですか？
回答者が最大のリスクとして挙げたのはワークロード/アプリケーション
（37%）であり、これに次いで回答者の 4 分の 1 超がモバイル デバイス（28%）
およびネットワーク（27%）を挙げました。ラップトップやデスクトップなど
のエンドポイントは回答者の 6% が選択しました。

ワークロード /アプリケーションを選ぶ回答者の割合が平均より高かった
業種は医療でした（59%）。

メディアおよびエンターテイメント企業の 54% がモバイル デバイスを最大
の侵害リスクとして挙げました（54%）が、これは従業員数 2,001 ～ 5,000 人
の企業でも見られる傾向でした（47%）。

IT チームの従業員数が多い企業や組織では、一般的にネットワークよりも
ワークロード/アプリケーションをリスクとして認識していました。
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