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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、未曾有の年における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、企業の財務および評判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、クラウドファーストのセキュ
リティ戦略の導入、および現在のサイバーセキュリティ管理環境の複雑性への対処に向
けて、日本の企業や組織が策定、実施している計画についても検証します。

分散された業務環境におけるセキュリティの課題に対処し、インフラストラクチャと運用
を保護するための組み込みのセキュリティを実現する方法をサイバーセキュリティ
担当者がどう計画しているかを紹介する本レポートをお読みになり、今日の日本の状況に
対応するためのセキュリティの強化にぜひお役立てください。

エグゼクティブ サマリ
序文 →
調査結果の主なポイント →
調査結果の全容 →
主なインサイトおよびアクション →

•  可視性の改善が優先課題
•  ランサムウェアの再急増への対応
•  効果の乏しいレガシー セキュリティ テクノロジーとプロセスの
弱点への継続的な対処 

•  分散サービスとしてのセキュリティの提供
•  クラウドファーストのセキュリティの実現に向けた内在的な 
アプローチの導入
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序文 
日本のサイバーセキュリティの状況に関するインサイト

VMware セキュリティ事業部門、 
プリンシパル 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）

今日の世界では、すべてが従来のあり方から変化しました。
しかし、変化しないものもあります。

4 度目の発行となる「セキュリティ脅威レポート：日本
の状況」では、調査に参加されたサイバーセキュリティ
担当者の方々の立場は 2020 年の調査のときとは非常に
異なります。業務のあり方が歴史上類を見ない規模と

急激さで変貌を遂げたこの一年を経て、セキュリティ部門は、これまで以上に分散化された
異種混在のエコシステムを管理する立場にあります。

サイバー攻撃の対象領域がリビング ルーム、キッチン、ホーム ネットワーク、パーソナル 
デバイスにまで拡大するなか、デジタル トランスフォーメーションに向けた取り組みは
急速な発展を遂げています。テレワーク従業員には、オフィス勤務とは大きく異なるニーズ
があります。家族との時間を大切にしつつ行政機関の規制に従うと同時に生産性を維持
するために、従業員がネットワークにアクセスする時間は予測できません。その結果ネット
ワーク トラフィックには、以前は予想もされなかった変化が生じています。セキュリティ
部門は、監視システムとトリガー ポイントをこの状況に適応させて、攻撃者が通常とは異
なるパターンを使用して侵入を隠蔽するリスクを排除する必要があります。

セキュリティを取り巻く背景は急速に変化していますが、いくつかの点は依然として同じ
です。サイバー犯罪は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的大流行によりその
勢いが衰えることのなかった活動のひとつです。

攻撃は頻繁に行われ、手口は引き続き高度化し、それが侵害件数の増加につながっています。

VMware が行った調査では、251 名の回答者の 4 分の 3 以上（76%）が、攻撃の発生件数が
この 1 年で増加したと述べています。そのうちの 86% が、攻撃数の増加の原因として、
従業員の在宅勤務が増えたことを挙げています。また回答者の 87% が、攻撃が高度化した
と述べています。
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CISO の目が届かない領域の存在
 
サイバー攻撃の件数は明らかに増加していますが、急激なテレワーク導入が
進んでいることを考慮すると、企業はまだ、危険の全貌を十分に把握できて
いないと言えます。従業員の行動の不確実性、個人所有のデバイスやホーム 
ネットワークの使用により可視性が損なわれ、攻撃が検知されない盲点や
死角が生まれます。そうした現状が、以下のようなデータに表れています。 

全体的な調査結果としては、侵害件数は非常に多く、サイバー攻撃を受けた回答者が 
1 年間で受けた侵害は平均 2.51 件にのぼりました。しかも、個々の事案の深刻さも軽微
ではありません。発生した侵害による被害の程度は、10 件中 7 件を超える割合で、規制
当局への報告またはインシデント レスポンス（IR）部門の関与を必要とする重大なもの
でした。

セキュリティ部門はプレッシャーにさらされており、現状が満足できる状況ではないこと
は明らかです。調査に回答した日本企業の CISO の 55% が、組織が今後 1 年のうちに
重大な侵害を受けることを懸念しています。

86% 
テレワーク導入の
結果、攻撃が 
増加したという 
回答者の割合

2.51
侵害の平均発生 
件数（1 年間、 
1 組織あたり）

76% 
重大な侵害が 
発生したという 
回答者の割合
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侵害の主な原因は、 
ランサムウェア、プロセスの
弱点、サードパーティ製 
アプリケーション 
侵害の発生を招いた原因に対する検討では、回答者の間でもっとも一般的であった 3 つの
攻撃経路に、外部からの脅威と内部における脆弱性の全体像が表れています。ランサム
ウェアはもっとも多くのケースで侵害を招いた原因であり、回答の 23% を占めていま
した。プロセスの弱点とサードパーティ製アプリケーションがこれに続きます。

場所を問わない働き方の急激な導入により十分なセキュリティ対策が取れなくなり、
多要素認証を実装できなかった組織が侵害を受けました。また、サードパーティとのネット
ワークは侵害のリスクを大幅に増大させるため、社外組織との広範な関係を有する企業
はより大きな危険に晒されることになります。
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ランサムウェアの再急増
攻撃者は、収益性の高い、複数の段階にわたる高度な攻撃
キャンペーンを展開しており、ランサムウェアが再び侵害を
招く原因のトップに返り咲いています。

23% 回答者の 23% が、侵害の
発生を招いた原因が 
ランサムウェアであったと
回答しています。

上記の脅威に加え、急激に進んだランサムウェアの高度化により、状況の切迫性が高まって
います。侵入、長期の潜伏、データ窃取、恐喝といった複数の段階に及ぶ攻撃キャンペーン
によって被害企業への重圧が強まる一方、攻撃者はリモート ワーカーの業務中断を狙った
攻撃により成果を上げています。多くのランサムウェア攻撃で最初の侵入手段としてもっとも
よく使用される攻撃経路は、依然として E メールです。
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アプリケーションの開発と
使用に関する不安
調査対象の CISO の回答では、侵害の発生を招く要因の一つとしてサードパーティ製
アプリケーションが挙げられています。回答者の 63% が、イノベーションを実行する
企業の能力はサードパーティ製アプリケーションに大きく依存すると回答しています。
セキュリティ部門が、サードパーティ製アプリケーションの使用と開発に対するアプ
ローチの強化に尽力するのも当然と言えます。

回答者の 71%1 が、攻撃の防止にはデータおよびアプリケーションの可視性の向上が必要
であると考えています。また、ほぼ同じ割合の回答者が、アプリケーションのライフ
サイクルを通じてデータ セキュリティを継続的に把握するには、より優れたコンテキスト
ベースのセキュリティが必要であると認識しています。調査への回答には COVID-19 
の影響も表れており、回答者の半数以上（68%）が、攻撃対象領域の拡大を受けて以前とは
異なる方法でセキュリティを検討する必要があると答えています。

アプリケーションは、データがやり取りされる経路におけるもっとも脆弱なポイントと
しても第一に挙げられていますが、懸念される領域はアプリケーションにとどまりません。

ワークロードが脆弱性の原因であるという認識も急速に広まっています。

回答者の 15.5% が、組織のデータが
やり取りされる経路においてもっとも
脆弱な侵害ポイントはワークロードで
あると回答しています。これは、12 か月
前の状況とはまったく異なります。
1.「同意」とは、「強くそう思う」と「どちらかと言えばそう思う」の回答の合計です。
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さらに、上記の回答者のうち 5% は、ワークロードが直近の 12 か月以上にわたってもっとも
脆弱なポイントであったと述べています。セキュリティ部門では、従来のアンチウイルス 
ソリューションではサーバのワークロードを保護できないこと、および構成エラーが重大
な侵害リスクであることに対する認識が共有されつつあります。構成エラーは多くの場合、
セキュリティ部門とインフラストラクチャ部門の間での知識のギャップが原因で発生
します。セキュリティ部門は、本番環境のワークロードがどのように動作するかの知識に
乏しく、インフラストラクチャ部門は、攻撃者の振る舞いを特定する十分な経験を有して
いません。今年は、組織がこのギャップに対処し、クラウド内のワークロードの保護を
強化するために取り組むことが見込まれます。

クラウドの分野に関しては、どの企業にとっても避けることのできない、大きな変化が進んで
いることが今回の調査結果で示されました。調査対象の CISO の 99% が、すでにクラウド
ファーストのセキュリティ戦略を採用しているか、今後近いうちに採用する計画であると
回答しました。これは大きな変化であり、COVID-19 により生じた課題に対応するために、
多くの組織がクラウド セキュリティのロードマップの推進を加速させていることを示す
ものです。組織によってはすでに以前から取り組みを進めていたかもしれませんが、クラ
ウドファースト戦略の実現に向けた、包括的なクラウドファーストのセキュリティの導入
が不可欠であるとの認識が高まるなか、多くの組織がその動きを強化しています。

4 度目の発行となる VMware セキュリティ脅威レポート：日本の状況は、多数の有益な
知見とデータを提供します。皆様の組織におけるセキュリティ強化にお役立ていただけ
ましたら幸いです。
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調査結果の 
主なポイント
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攻撃頻度と侵害リスクは依然として高い水準

76%

86%

回答者の 76% が、直近の 12 か月で攻撃件数が
増加したと回答しています。これらの回答者に
おける平均増加率は 50% でした。

サイバー攻撃を受けた回答者のうち 86% が、
在宅勤務の増加により攻撃が増加したと回答
しています。

サイバー攻撃を 
受けた回答者のうち 
87% が、攻撃が 
高度化したと 
答えています。

回答者の 76% が、
直近 12 か月に 
侵害が発生したと 
答えています。侵害
を受けた回答者で
は、この期間に 
おける侵害件数は 
平均 2.51 件でした。

回答者の 76% が、
侵害の程度が重大で
あったと答えて 
います。

回答者の 55% が、
今後 12 か月に重大
な侵害が起きる懸念
があると答えて 
います。

87% 76% 76% 55%

攻撃は頻繁に行われ、手口は引き続き高度化し、それが侵害件数の増加につながって
います。

調査結果の主なポイント
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侵害の発生を招いた原因の上位として挙げられた攻撃経路に、外部からの脅威と内部に
おける脆弱性の全体像が表れています。

サイバー攻撃を受けた回答者が挙げた、侵害を招いた主要な原因を以下に示します。

アプリケーションは、データがやり取りされる経路におけるもっとも脆弱なポイントと
して第一に挙げられていますが、懸念される領域はアプリケーションにとどまりません。

1 位： 
ランサムウェア
（23%）

2 位： 
プロセスの弱点 
（20%）

3 位： 
サードパーティ製 
アプリケーション
（19.5%）

4 位： 
旧来型の 
セキュリティ対策
（16%）
5 位： 
OS の脆弱性
（7%）

CISO の最大の懸念はランサムウェア、プロセスの弱点、
サードパーティ製アプリケーション

23
%

20% 19.5%
16%

7%

調査結果の主なポイント
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幸いなことに、テレワークをサポートする高度に接続されたデジタル時代に対応した、
新しいセキュリティ アプローチの必要性に対する認識が根本的なレベルで高まって
います。

68%

68%

71%

回答者の 68% が、攻撃対象領域の拡大に対処
するために、セキュリティ対策の再検討が必要
であると認識しています。

回答者の 68% が、ライフサイクル全体を通じて
データを継続的に把握するには、より優れた
コンテキストベースのセキュリティが必要で
あると考えています。

回答者の 71% が、攻撃を未然に防ぐにはデータ
とアプリケーションに対する可視性の向上が
必要であると考えています。

攻撃対象領域の拡大により、従来のセキュリティ アプローチ
の再検討が必要に

調査結果の主なポイント
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調査に回答した CISO の間には、テクノロジーの統合とより内在的なセキュリティ アプ
ローチの採用という方針を推進する傾向が見られます。回答した CISO の 48% が、この
方針の実行に向けて、セキュリティ関連予算を増額していると述べています。

99%

回答者の 50% が、リスク軽減に向けて、セキュ
リティ関連のテクノロジーをアップデート
しています。

回答者の 52% が、インフラストラクチャと
アプリケーションを保護する組み込みのセキュ
リティの採用を進め、ポイント ソリューション
の数の削減に取り組んでいます。

回答者の 50% が、セキュリティ ポリシーと、
リスク削減に向けたアプローチをアップデート
しています。

回答者の 99% が、クラウドファーストの 
セキュリティ戦略に移行したか、移行を計画
しています。

50%
52%
50%

多くの CISO が、簡素化、統合、クラウドファーストへの
転換に向けた取り組みの実施を 2021 年に計画

調査結果の主なポイント
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しかし、日本企業の回答者の 52% 
は、カスタマー サービスなどの改善
に向けた AI または機械学習（ML）
ベースのアプリケーションの活用
を進めるにあたり、セキュリティに
関する懸念が妨げになっていると
答えています。

回答者の 63% が、イノベーション
を実現する自組織の能力は、アプリ
ケーションを開発して従業員と
顧客にセキュアな方法で提供
する能力に依存するものと考えて
います。

来たる時代におけるビジネス イノベーションの最前線は AI です。数多く
の企業が、より競争力のあるカスタマー サービスとデジタル環境を促進
するために、AI に大きな期待を抱いています。

63%52%

AI は新時代におけるビジネス イノベーションの最前線、
しかしセキュリティに関する懸念が進歩を妨げている 
可能性がある

調査結果の主なポイント
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多くの回答者が、デジタルがもたらすビジネス チャンスに自組織が対応
できないのではないかという懸念を抱いています。

AI は新時代におけるビジネス イノベーションの最前線、
しかしセキュリティに関する懸念が進歩を妨げている 
可能性がある

59% 回答者の 59% が、現在の IT セキュリティが機能して
いないことを認識しつつも、セキュリティ ソリューション
業界の複雑性により自組織のセキュリティ ポリシーを
変更できないと考えています。

70% 回答者の 70% が、セキュリティおよびサービスを改善
するために、アプリケーションにおける AI/機械学習の
活用の推進を希望しています。

61% 回答者の 61% が、データ侵害やサイバー攻撃によるリスク
と損害規模の拡大により、自組織の経営陣が新しいアプリ
ケーションやサービスの市場投入に関してより大きな
不安を感じていると答えています。

71% 回答者の 71% が、攻撃を未然に防ぐにはデータとアプリ
ケーションに対する可視性の向上が必要であると考え
ています。

調査結果の主なポイント
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脅威のリスクが高まり続けている現状にもかかわらず、侵害の深刻さに対する理解には
回答者間で隔たりがあり、変革が喫緊の課題であることへの認識に乏しいケースも見られ
ます。

セキュリティ ポリシーと、
リスク削減に向けた 
アプローチをアップデート
したと答えた回答者の
割合は 50% でした。

今後 1 年間のうちに 
自組織で重大な侵害が
発生することを懸念して
いると答えた回答者の
割合は 55% でした。

55% 50%

ブランドと企業の評判は、常にビジネスにおいては非常に重要な価値ですが、細心の注意
を払わないと容易に失われてしまいます。セキュリティ侵害が企業の評価に及ぼす影響は、
財務上の影響を上回ります。

89%

76%

サイバー攻撃を受けた回答者の 89% が、企業
の評判に影響があったと述べています。この
割合は、2020 年 6 月の 77% から増加して
います。

回答者の 76% が、直近 12 か月の重大な侵害
による企業の評判への影響を克服するために、
規制当局への報告や IR 企業の支援が必要で
あったと述べています。

ブランドおよび企業の評判の保護は、 
変革をより喫緊の課題と捉える理由となるか？

調査結果の主なポイント
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調査結果の 
全容
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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？ 

調査対象の CISO の 76% が、直近の 12 か月間にサイバー攻撃の件数が増加したと回答
しました。増加率の平均は 50% でした。金融サービス企業では、攻撃件数が増加したと
いう回答者の割合は 84% にのぼり、そのうち 31% の回答者では増加率が 51 ～ 300% 
でした。興味深いことに、行政機関の 3 分の 1（34%）、また医療機関でもほぼ同等（32%）
の回答者が、サイバー攻撃を受けていないと回答しています。

増加率がもっとも大きかった企業規模カテゴリは従業員数 2,001 ～ 5,000 人の企業で
あり、51 ～ 100% の増加があった回答者の割合は 39% でした。

IT 部門の人数が 31 ～ 40 人の企業でも、サイバー攻撃件数の増加率が 51 ～ 100% で
あったという回答者の割合が 37% にのぼりました。

COVID-19 の感染拡大により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件数は変化しましたか？
サイバー攻撃を受けた回答者の 86% が、在宅勤務の従業員が増えたことで攻撃の頻度が
増加したと回答しています。この回答者のうち半数以上（54%）で、増加率は 25 ～ 49% 
でした。

行政機関では、回答者の 91% が在宅勤務に関連した攻撃が増加したと回答しており、その
うち 18% では増加率が 50 ～ 100% でした。同じように、医療機関では回答者の 88% が
攻撃の増加を報告しており、そのうち 71% は増加率が 25 ～ 49% であったと回答して
います。

従業員数 501 ～ 1,000 人の企業では、増加率が 51 ～ 100% であった回答者の割合は 
6 分の 1（15%）でした。

IT 部門の人数が 31 ～ 40 人の企業では、回答者の 57% が攻撃の増加率を 25 ～ 49% 
と答えています。

調査結果の全容
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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？ 

攻撃の高度性に関しては、サイバー攻撃を受けたと回答した CISO の 87% が、攻撃が
より高度になっていると述べています。これは、回答者の 94% が攻撃の高度化を報告
した 2020 年 6 月のレポートと比べてわずかに低い割合となっています。

ただし、サイバー攻撃を受けた回答者の 67% は、
攻撃が大幅にまたはある程度高度化していると
述べています。この結果からは、攻撃手法の開発
や強化を継続的に行っている悪意ある攻撃者
グループの存在が示唆されます。

攻撃者が高度化した攻撃手法の標的としている
のは金融サービス機関であることを示す、明確な
証拠が報告されています。本調査では、金融サー
ビス業界の回答者の 95% が攻撃の高度化が
見られたと回答しており、また回答者の 4 分の 3 
以上（77%）が、攻撃がある程度または大幅に複雑化
していると述べています。

組織の規模に関しては、より高度な攻撃の標的となるのは大規模組織であり、攻撃が大幅
に高度化したという回答の割合が高くなっていました。この結果は、企業の規模が大きい
ほど、より大量かつ価値の高いデータを保有しているという事実を反映するものです。
つまり、サイバー犯罪者にとっては、収益化のチャンスがより大きいということです。

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？ 

日本企業に対するサイバー攻撃の種類は多様であり、回答者間で受けた攻撃のタイプの
組み合わせが同じであったケースや、特定のタイプの攻撃が圧倒的に多いという傾向は
ほぼ見られませんでした。この結果は、日本企業の CISO が抱える課題を明確に示して
います。日本の状況においては、信じられないほど多様な攻撃経路と手法の組み合わせ
に対して、戦略的かつ周到な対策を構築する必要があります。

もっとも頻度の高かった攻撃のタイプはランサムウェアであり、サイバー攻撃を受けた
回答者の 14% がトップに挙げています。サードパーティ製アプリケーション（10%）、
コモディティ マルウェア（9.5%）、Google Drive への攻撃（クラウドベースの攻撃、8%）
がこれに続きます。医療機関でも、ランサムウェアがもっとも多い攻撃タイプであり
（回答者の 18% が報告）、コモディティ マルウェアとカスタム マルウェア（それぞれ 
12%）が続きました。

調査対象の  
CISO の 87% が、 
攻撃が高度化して
いると回答して 
います。

調査結果の全容
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2020 年 6 月のレポートでは Google Drive への攻撃がトップであり、この攻撃がもっとも
頻繁であったという回答者の割合は 24% でした。

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 の間で、この 1 年間にサイバー攻撃による侵害を受けたと回答した
割合は 10 人中 7 人を上回りました（76%）。この割合は、2020 年 6 月の調査における
侵害を受けた回答者の割合（92%）と比べて減少しています。

ただし、各企業や組織で発生した侵害件数の平均は、2020 年 6 月の 2.35 件から増加
しており、今回のレポートでは 2.51 件となっています。回答者の 20% では、侵害件数は 
5 ～ 10 回に及んでいます。

行政機関では、平均値を超える 2.88 件の侵害が発生しています。実際、行政機関の回答者
の 4 分の 1 以上（27%）が、5 ～ 10 回の侵害を受けたと報告しました。平均より侵害の
頻度が低かった点で注意を引く業界は、医療機関（1.38 件）とメディアおよびエンター
テイメント（1.08 件）でした。

企業規模については、侵害の頻度が平均以上であったのは従業員数 2,001 ～ 5,000 人
の組織であり、侵害件数は平均 3.4 回で、回答者の 37% が 5 ～ 10 回の侵害を受けたと
回答しています。

侵害の発生を招いた主要な原因はなんでしたか？ 

サイバー攻撃による侵害を受けた CISO のうち 23% が、侵害の発生を招いた主要な原因
としてランサムウェアを挙げました。侵害の原因がサードパーティ製アプリケーション
であったという回答者の割合は 19.5% でした。一方、プロセスの弱点が侵害の発生を
招いたという回答は 20% であり、残念ながら自組織のプロセスが想定していたほど強力
ではなかったという回答者の認識を反映しています。これら 2 つの後には、旧来型の
セキュリティ テクノロジー（16%）、OS の脆弱性（7%）が続きます。こうした結果は、在宅
勤務への急激な移行により発生した負荷の高まりにより、変化する環境にポリシーと
テクノロジーが対応できていない分野が明らかになったことを示すものです。

順位は低いとはいえ、Web アプリケーションに対する攻撃（4%）、アイランド ホッピング
（4%）も侵害の原因として重要です。繰り返しになりますが、侵害を招く原因が多様である
ことが、日本企業の CISO が組織を保護するためにはさまざまな側面を考慮しなければ
ならないという事実を物語っています。

調査結果の全容
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ランサムウェアは医療機関で特に大きな問題であり、回答者の 32% が侵害を招いた原因
として挙げています。プロセスの弱点と旧来型のセキュリティを挙げた回答者は金融サー
ビス機関で比較的多く、それぞれ 19% と 21% の割合を占めています。同様に行政機関
でも、旧来型のセキュリティ テクノロジーが侵害の発生を招いた原因であると回答した
割合が大幅に平均を上回りました（24%）。

企業規模の観点では、特に従業員数 501 ～ 1,000 人の企業がランサムウェアを原因と
する侵害の影響を受けやすく、回答者の 33% が侵害の原因としてランサムウェアを挙げ
ました。IT 部門の規模が 21 ～ 30 人の企業でも、ランサムウェアが侵害を招いた原因で
あるという回答の割合が高くなっています（31%）。

直近の 12 か月に発生したサイバー攻撃による侵害のうち、重大な侵害であると
考えられる案件（復旧のために規制当局への報告/IR チームの介入が必要という
レベル）の割合はどれくらいでしたか？ 

侵害の発生は重大な問題です。回答者の 76% が、侵害
を原因とする問題に対応するために、規制当局への
報告または IR 企業の支援が必要であったと回答して
います。

サイバー攻撃を受けた回答者の間で、侵害の 21 ～ 
30% が重大な侵害であったと答えた割合は 42% で
あり、侵害の 31 ～ 40% が重大な侵害であったと
答えた割合は 41% でした。

医療機関では侵害が重大なものである割合が高くなっており、平均で侵害の 32% が
規制当局に報告されています。また回答者の 18% が、侵害の 41 ～ 50% で規制当局への
情報開示が必要であったと回答しました。

組織の 76% で 
重大な侵害が 
発生しています。

調査結果の全容
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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評判に関する影響が
ありましたか？ 

サイバー攻撃を受けた回答者の 3 分の 1 以上（35%）が、データ侵害により財務上の悪影響
があったと述べています。日本におけるこの割合は、世界的な平均値の 24% を上回って
います。

侵害による財務上の影響がなかったという回答の割合は 40% でした。回答者の 22% は、
財務上の影響があるかどうかについて把握していませんでした。

全体的に、より深刻なのはブランドの
評判に対する影響であるという傾向が
見られます。サイバー攻撃を受けた回答者
の 89% が、データ侵害によるブランド
への悪影響があったと述べています。この
割合は、2020 年 6 月のレポートの 77% 
から増加しています。また回答者の 14% が、
被害が深刻であったと回答しています。

侵害の発生による評判の低下がなかった
と回答した回答者は、わずか 10% に留まり
ました。

金融サービスでは、なんらかの財務上の悪影響があったという回答者の割合は 51% 
でしたが、これと比較して、なんらかの評判への影響があったという回答者の割合は 91% 
でした。

今後 12 か月以内に貴社において重大な侵害が発生する可能性について、 
どの程度の懸念のお持ちですか？ 

回答者の間では、今後 1 年以内に重大な侵害が発生する可能性に関して大きな懸念が
見られました。回答者の 55% が、自組織において侵害が発生する可能性について、非常
に強いまたはある程度の懸念があると回答しました。

金融サービス機関では懸念がさらに強く、回答者の 33% が非常に強い懸念があると回答し、
なんらかの懸念があるという回答者の割合の合計は 78% に達しました。一方行政機関
では、ほぼ 4 分の 1（24%）の回答者が今後 12 か月以内に重大な侵害が発生するとは想定
していませんでした。

企業規模については、比較的小規模な組織の間で、重大な侵害の発生を想定していない
傾向が見られました。

調査結果の全容
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侵害が発生する可能性があると 
考えられる場合、その問題に 
どう対処していますか？ 

侵害リスクの軽減策についての質問に
関しては、内在的なセキュリティの採用に
よるセキュリティ ソリューションの簡素化
と統合が優先される傾向が示されました。
テクノロジーとポリシーのアップデート、
問題対応のための予算の確保も重要視
されています。

回答者の 52% が、インフラストラクチャと
アプリケーションを保護する組み込みの
セキュリティの採用と、ポイント ソリュー
ションの数の削減を計画していると回答
しています。医療機関では、この割合は 
62% にのぼります。

回答者の 42% が、既存の資産を使用して、リスクを低減するためのセキュリティの適合
を図ったと回答しています。とりわけ医療機関では、テクノロジーを適合させるための
取り組みを検討している回答者の割合が、ほかの業界と比較して多くなりました（52%）。
また回答者の 50% が、リスクの軽減に向けて、セキュリティ関連のテクノロジーをアップ
デートしたと回答しています。

回答者の 50% が、リスク軽減策としてセキュリティのポリシーとアプローチをアップデート
したと回答しました。直近の 12 か月でセキュリティに関する状況が大幅に変化したこと
を考慮すると、この戦術の採用は重要と言えます。医療機関では、回答者の 64% がこの
戦術を採用していました。

回答者の 48% が、セキュリティ予算を増額しています。メディアおよびエンターテイメント
企業では 61.5%、金融サービス企業では 59% の回答者が予算を増額したと回答しました。

多くの組織に、問題への対策としてただ単に投入資金を増やすのではない傾向が見られる
のは注目に値します。この傾向は、セキュリティ対策としての優先度において、予算の
増額がポリシーのアップデートやポイント ソリューションの数の削減よりも低くなって
いることに表れています。

組織におけるアプリケーションの開発と使用に関する以下の各意見に、 
どの程度同意しますか？ 

調査では、組織におけるアプリケーションの開発と使用に関連したセキュリティ上の課題
に対する、各企業の見解の変化についても質問しました。この質問への回答からは、企業
が直面する問題についてのインサイトが得られました。

回答者の 52% が、 
インフラストラクチャ
とアプリケーションを 
保護する組み込みの 
セキュリティの採用と、
ポイント ソリューション
の数の削減を計画して
いると回答しています。

調査結果の全容
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可視性に関する懸念は強く、回答者の 71% が、攻撃を未然に防ぐにはデータおよびアプリ
ケーションの可視性の向上が必要であると考えています。

日本企業の回答者の 68% が、COVID-19 がサイバー攻撃に関する情勢に及ぼした変化
によってセキュリティの再定義が求められていると考えており、攻撃対象領域の拡大に
対処するために、セキュリティ対策の再検討が必要であると認識しています。

回答者の 68% が、ライフサイクル全体を通じてデータ/セキュリティを継続的に把握
するには、より優れたコンテキストベースのセキュリティが必要であると回答しています。
この結果には、現在多くの企業が広く採用しているセキュリティ対策が脅威中心かつ事後
対応的であることが表れています。IT 部門の責任者の間では、今日の流動的な IT 環境に
必要なのはコンテキスト中心のアプローチであるという認識が広まりつつあります。

調査に参加した日本企業の CISO は、アプリケーションのセキュリティがビジネスにとって
ミッションクリティカルであることを明確に理解しています。回答者の 63% が、イノベー
ションを実行する企業の能力はアプリケーションをビルド（構築）、管理、配信する能力に
大きく依存するものと考えています。

回答者の 70.5% が、市場投入する新しいアプリケーションのセキュリティに懸念がなく、
そのため自信をもって市場投入できると回答しています。

セキュアなアプリケーション開発における AI の活用に対する見解を問う質問では、
回答者の意見から多少の葛藤が感じられました。回答者の 52% が、サービスなどの改善
に向けた AI または機械学習（ML）ベースのアプリケーションの活用を進めるにあたり、
セキュリティに関する懸念が妨げになっていると答えています。しかし同時に、回答者の 
70% が、セキュリティおよびサービスを改善するために、アプリケーションにおける 
AI/機械学習の活用の推進を希望しています。

調査結果の全容
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回答者の半数以上（59%）が、現在の IT セキュリティが機能していないことを認識しつつも、
セキュリティ ソリューション業界の複雑性により自組織のセキュリティ ポリシーを変更
できないと考えています。この結果は、セキュリティ ベンダーに対し、自社ソリューション
の簡素化を通じた統合アプローチの採用に取り組む必要性を示唆しています。

注目すべき最後の点として、回答者の 61% がアプリケーションのセキュリティに対する
経営層の関心が高まっているとして、データ侵害やサイバー攻撃によるリスクと損害規模
の拡大により、自組織の経営陣が新しいアプリケーションやサービスの市場投入に関して
より大きな不安を感じていると答えています。

調査結果の全容
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セキュリティ インフラストラクチャ内の、データがやり取りされる経路において
もっとも脆弱な侵害ポイントはどこであるとお考えですか？ また、その箇所は 
直近の 12 か月で変化しましたか？ 

データがやり取りされる経路においてもっとも脆弱な侵害ポイントがどこであるかと
いう質問に対しては、アプリケーションを挙げる回答がトップでしたが、この傾向は従来
までと変わりありません。興味深いのは、脆弱性の原因であるという認識が急速に広まって
いるという点です。今後 1 年で、多くの組織がこのリスクへの対処により注力することが
見込まれます。

27% 
ネットワーク
脆弱性の原因として、
今回と 12 か月前の 
いずれもこの回答を
選んだ回答者は 13.5%、
12 か月前に選ばず今回
選んだ回答者は 13.5%

21% 
ワークロード
脆弱性の原因として、
今回と 12 か月前の 
いずれもこの回答を
選んだ回答者は 5.2%、
12 か月前に選ばず今回
選んだ回答者は 15.5%

10% 
エンドポイント
脆弱性の原因として、
今回と 12 か月前の 
いずれもこの回答を
選んだ回答者は 6.8%、
12 か月前に選ばず今回
選んだ回答者は 3.2%

33% 
アプリケーション
脆弱性の原因として、 
今回と 12 か月前の 
いずれもこの回答を
選んだ回答者は 22.3%、
12 か月前に選ばず今回
選んだ回答者は 10.8%

3% 
クラウド
脆弱性の原因として、
今回と 12 か月前の 
いずれもこの回答を
選んだ回答者は 0.4%、
12 か月前に選ばず今回
選んだ回答者は 2.4%

4% 
エッジ
脆弱性の原因として、
今回と 12 か月前の 
いずれもこの回答を
選んだ回答者は 2.4%、
12 か月前に選ばず今回
選んだ回答者は 1.2%

2% 
コンテナ
脆弱性の原因として、
今回この回答を選んだ
回答者は 1.6%、 
12 か月前に選んだ 
回答者は 0.8% 

調査結果の全容
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テレワークへの移行に関する課題にどう対処しましたか？
この質問では調査対象の CISO に対し、リモートファーストの業務体制への切り替えに
自組織がどの程度成功したかを評価するよう依頼しました。また、その際にセキュリティ
ファーストのアプローチを採用していたとしたら、より効果的な切り替えを行えていたか
どうかをたずねました。

回答者の 72% が、従業員のテレワーク勤務への切り替えに成功し、セキュリティが障壁
とはならなかったと回答しています。この結果は、今日のセキュリティ部門の取り組みが、
従来以上に業務運用の核として機能していることを示しています。

多くの回答者は同時に、改善の余地にも目を向けています。回答者の 77% が、セキュリティ
ファーストのアプローチを採用していたならば、通常と異なる場所で業務を行いつつ
生産性を維持できるよう、従業員をより優れた方法で支援できたであろうと認めています。
この傾向は、2020 年に発行された VMware の調査レポートで示されたインサイトと
一致します。このレポートでは、在宅勤務の導入に対応する IT 担当者の最大の懸念が、
多要素認証を実装できないことであることが報告されていました。セキュリティの重要性
が高まっている現在、多くの CISO にとって、セキュリティファーストのアプローチの
導入に対する経営陣の支持を取り付けることは以前ほど困難ではなくなっていると思われ
ます。

クラウドファーストのセキュリティ戦略を採用していますか、 
または採用を計画していますか？

回答者の大半（99%）が、クラウドファー
ストのセキュリティ戦略への移行を計画
しています（今すぐには実行しないが、
ロードマップには明確に組み込んでいる
という回答を含む）。

回答全体の内訳としては、クラウドファー
ストのアプローチをすでに 1 年以上使用
している回答者が 56%、クラウドファー
ストのアプローチに移行してから 12 か月
未満であるという回答者が 31% でした。
また回答者の 12% が、クラウドファースト
への移行を今後 1 年以内またはそれ以降
に計画しています。

業種別では、クラウドファーストの成熟度が高いのは食品および飲料企業であり、回答者
の 71% が 12 か月以上クラウドファーストのアプローチを使用しています。また行政機関
では、回答者の 42% がクラウドファーストへの移行から 12 か月未満であると回答して
います。

回答者の 99% が、 
組織を保護するための 
戦略としてクラウド 
ファーストのアプローチ
をすでに採用しているか、
採用を予定しています。

調査結果の全容

https://www.vmware.com/jp/learn/EP_Japan_Threat_Report_reg.html
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主なインサイト
およびアクション
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今回が 4 度目の発行となる「セキュリティ脅威レポート：日本の状況」ではここまで、
サイバーセキュリティ部門を指揮する担当者および日本の企業が直面している脅威が、
引き続き増え続けるとともにより高度化している現状を紹介してきました。この状況は、
分散した仕事環境の導入が進むにつれてさらに深刻化しています。多くの企業がすでに
テレワーク体制への移行に成功していますが、CISO の間では、セキュリティファースト
のアプローチを採用していたならば、この移行はより容易なものであったであろうという
認識が共有されています。

疑いようもなく、COVID-19 によりサイバーセキュリティを取り巻く状況は大きく変化
しましたが、この未曽有の事態がセキュリティ戦略に及ぼす影響は今後も続くことが見込
まれます。サイバーセキュリティ業界は、運用の複雑性を軽減するソリューションの提供
に注力するとともに、分散された環境で働く従業員を保護する強固な体制を構築する必要
があります。ほぼすべての組織において、このような能力は将来におけるビジネスに不可欠
なものとなるでしょう。

以下では、調査への回答の分析に基づいて特定された、今後 1 年のサイバーセキュリティに
おける重要分野について解説します。

可視性の改善が優先課題
数多くの組織は、在宅勤務への急速な切り替えによる可視性の問題を抱えています。個人
のデバイスやホーム ネットワークが企業のエコシステムに接続されることにより、攻撃
を検知できない盲点や死角が生まれるため、攻撃の規模を正確に把握することは困難に
なっています。これに加え、サードパーティ製アプリケーションやベンダーの監視という
課題もあり、セキュリティの盲点は増え続けます。

言い換えるならば、セキュリティ担当者にとってどの情報が把握できていないかが明らか
でないために、結果として組織が脅威に晒されているということです。リスクに対するコン
テキストベースのインサイトが十分に得られないことで攻撃対象領域が広がり、セキュ
リティ対策が攻撃者に後れを取ることになるのです。テレワーク環境を保護するために
は、すべてのエンドポイントとワークロードに対する可視性の改善に優先的に取り組む
必要があります。脅威のコンテキストを提供する、状況に対応する強力なインテリジェンス
を活用することで、リスクに対する優先付けと修正を確信に基づいて実行できます。

ランサムウェアの再急増への対応
サイバー攻撃は高度化を続けており、ランサムウェアも例外ではありません。攻撃者は、
検知されることなくネットワークに侵入し、データ窃取とバックドア設置を難なく遂行
したうえで、身代金の要求へと移ったり窃取したデータを金銭化したりしています。一度
侵入したら複数回にわたり侵害を繰り返すランサムウェア攻撃に対抗するには、ランサム
ウェアに対する高度な防御機能に、環境への侵入後長期にわたり潜伏する脅威を検知する、
強力な修正機能を組み合わせる必要があります。

主なインサイトおよびアクション
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効果の乏しいレガシー セキュリティ テクノロジーと 
プロセスの弱点への継続的な対処 

旧来型のセキュリティ ソリューションとプロセスの弱点は、依然として重大なリスク要因
ですが、テレワーク体制への移行により、こうしたポイントが攻撃の標的となる危険性が
高まっています。テレワークの導入が変化への緊急対応であった時期は終わりを告げ、
今後の長きにわたる新しい標準としての組織のあり方が模索されるなか、テレワーク /
ハイブリッド環境で働く従業員のセキュリティを確保しリスクを低減するために、どの
ようなプロセスとテクノロジーの変革が重要になるかを特定する必要があります。

分散サービスとしてのセキュリティの提供 

かなり前の時代、セキュリティ部門が保護していた対象は、自社所有のデータセンター
のサーバ上で実行される会社提供のアプリケーションにアクセスする、オフィス構内で
働く従業員が使用する会社所有のデスクトップでした。現在の環境はより複雑性を増して
います。自社で管理、所有、制御していない場合もある多様なインフラストラクチャ上
で実行されるアプリケーションに、多数のリモート ワーカーがアクセスします。攻撃対象
領域が拡大し、保護対象の環境が多様化するなか、単体製品の投入とネットワークのボトル
ネック発生のいたちごっこになるようなセキュリティ対策では十分とは言えません。エンド
ポイントとネットワークの制御ポイントを、分散サービスとして提供するセキュリティ 
ソリューションが必要です。つまり、環境の種類を問わず、保護対象のアセットに追従
するセキュリティの提供が求められています。

クラウドファーストのセキュリティの実現に向けた 
内在的なアプローチの導入 

今回の調査結果で明らかになった、組織の傾向における最大の変化は、クラウドファー
ストのセキュリティ戦略への移行です。この変化は、それが非常に短期間のうちに起こった
という点でも注目に値します。2020 年以前には、自組織のセキュリティ戦略を説明する
際に「クラウドファースト」という用語を使う CISO はほぼ皆無でした。このような急激
な変化は、多くの企業が COVID-19 のまん延により高度に分散された業務形態への移行
を迫られたことを考慮すれば、納得できるものと言えます。

しかし、クラウドに移行しさえすれば、セキュリティ上のあらゆる課題が解決するわけ
ではありません。各種のクラウド間には多くの場合差異があり、クラウドを利用する企業
には適切な制御方法を十分に検討することが求められます。大規模な攻撃を企てるサイバー
犯罪者にとって、クラウドは格好の標的であるからです。クラウド導入に向けた潮流の
加速に伴い、パブリッククラウド セキュリティへの投資がより重要となることが見込
まれます。パブリッククラウドの利用を始めるということは、自社のみならず、環境を
共有するあらゆる組織の行動を対象とする高度なセキュリティ対策が必要となる、非常に
要求の厳しい環境に移行することを意味します。自社のリソースを保護できたとしても、

主なインサイトおよびアクション
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環境を共有するほかの組織のリソースを制御することはできません。クラウドへの移行
が引き続き進行するなか、セキュリティ ライフサイクルのあらゆるポイントにおいて、
クラウドのワークロードの保護に優先的に取り組むことが組織に求められています。

2021 年版の「VMware セキュリティ脅威レポート：日本の状況」では全体的な結論と
して、日本のビジネス界が、昨年に達成された成果を基盤とし、脅威を取り巻く環境の
変化に対応しつつ、確かな未来の構築に取り組んでいるという見解を掲げたいと考えます。
日本の企業や組織の CISO は、今後進むべき方向性と活用すべきツールを的確に把握
しており、攻撃者の一歩先を行くセキュリティ対策を確立していくでしょう。

調査方法 
VMware は 2020 年 12 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 セキュリティ脅威レポート：日本の状況」の発行は今回で 4 度目であり、2020 年 
6 月に発行された前回の調査レポートの内容を踏まえたものとなっています。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、14 の国と地域（オースト
ラリア、カナダ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、英国、北欧諸国、ドイツ、スペイン、
フランス、オランダ、イタリア、日本、シンガポール、米国）で調査が実施されています。

VMware について 
VMware のソフトウェアは、世界中の複雑なデジタル インフラストラクチャに搭載されて
います。VMware のクラウド、アプリケーションのモダナイゼーション、ネットワーク、
セキュリティ、デジタルワークスペース製品により、お客様はあらゆるクラウドにデバイス
を問わずアプリケーションを提供できます。アメリカ合衆国、カリフォルニア州パロアルト
に本拠を置く VMware は、画期的な技術イノベーションからグローバルにもたらす変化
に至るまで、よりよい世界の実現に寄与することに精力を傾けています。詳細については 
vmware.com/jp/company をご覧ください。
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