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調査のサマリー

サイバー レジリエンスを重視して
ビジネス イノベーションを実現
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は、企業のテクノロジー活用を推進してモダナイズを実現し、競争力を維持する任務を担っています。テクノロジーに

よってビジネスの進め方が変わり続けている中で、

は多くの場合、企業の適応、イノベーション、繁栄の責任を負っています。

しかし、リスクにも気を配らなければ、イノベーションを推進することはできません。

は両者のバランスを取る必要があります。サ

イバー レジリエンスを重視してリスクを軽減することで、イノベーションをスムーズに加速できることが新たな調査で明らかになってい
ます。

はじめに
現代の

は、企業が新しいテクノロジーを導入して競争に勝てるようにするだけでなく、サイバー インシデントやシステム停止によ

る混乱から企業を守るツールやチームを管理する、独自の立場にあります。この つの任務は、対立しているように見えるかもしれ
ません。リスク軽減を重視することは、予測可能性を確保し、時間の経過による変化を最小限に抑えることにつながります。一方、
イノベーションを重視することは、実績のない新しいテクノロジーの活用を促進し、変化を促すことにつながります。
が最近行った調査によると、レジリエンスを確保することで実際にイノベーションを促進できることが明らかになっています。
はこの調査を、よりレジリエントであると同時に革新的な企業を構築するためのロードマップとして活用できます。

はレジリエンスを重視
この調査では、

がサイバー レジリエントな組織の構築をいかに重視しているかを示す、 つの重要な結果が明らかになりま

した。

予算：

はサイバーセキュリティへの投資増強を重視

この調査では、特にサイバーセキュリティのために割り当てられている組織のテクノロジー予算（人員、サービス、テクノロジーなど）
の割合を定量化しました。すべての回答者にこの質問をしていますが、
この質問に対して最も正確な回答を示せるはずです。アンケートの

この

は組織全体のテクノロジー投資の責任者であるため、
の回答を他の回答者（
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ティ マネージャー、実務担当者など）の回答と比較すると、統計的に有意な違いが見られます。

は、サイバーセキュリティによ

り多くの投資を行っていると回答しています（図 を参照）。
これは、組織の中で企業のテクノロジー支出について最も多くの知識を持ち、最大の影響力を持っている人物が、セキュリティ投
資をより重視していることを示しています。

図 ：サイバーセキュリティに割り当てられているテクノロジー予算の割合（回答者の役職別）

組織のサイバーセキュリティ予算と 予算（すべての製品、サービス、
人員の予算）の相対的な割合は、あなたの知る限り、どれくらいですか。
（回答者の割合、
の回答者

未満

）。

他の役職の回答者

～

以上
出典：

の一部門である

はリスクに対応する戦略的パートナーシップを多数回答
この調査では、マネージド セキュリティ サービス プロバイダー

の活用について取り上げ、組織がそうしたサービス プロバイダーと

提携しているかどうかだけでなく、どのような分野で提携しているかについても質問しています。このデータは、こうしたリスクに対応す
るパートナーシップが

にとって最重要事項であることを示しており、

て強化されていると回答しています（他の役職の回答者では

がサイバーセキュリティ プログラムの一部が

によっ

）。

は、自社がこうしたパートナーシップに依存していると回答する傾向が高いだけでなく、特定の分野、つまりガバナンス、リスク、
コンプライアンス

や

をサポートするために

を活用していると回答する傾向が大幅に高くなっています

（図 を参照）。

（不許複製・禁無断転載）
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こうしたデータから、セキュリティ プログラムには、社内スタッフが備えていない、または
ることを

が認識していることが伺えます。このような場合、

と同等の水準では備えていない側面があ

を便宜的にプログラムに追加することで、効率性と有効性を向

上させることができます。ただし、リスクの観点からサード パーティー企業の検査を行う必要があります。

の

が、パートナーの

サード パーティー リスクの厳格な検査を行っていると回答しています。

図 ：マネージド セキュリティ サービス プロバイダーから提供を受けている、または強化しているセキュリティ サービス
（回答者の役職別）

にすべて、または部分的にアウトソーシングしているサイバーセキュリ
ティ機能は、次のうちどれですか。（回答者の割合、複数回答可）
データ セキュリティ プライバシー
脅威インテリジェンス
脆弱性評価と侵入テスト
エンドポイント セキュリティ
侵入防御

の回答者
他の役職の回答者

ガバナンス、リスク、およびコンプライアンス
トレーニング プログラム
ライフサイクル管理

上記のいずれでもない
出典：

の一部門である

はイントリンシック（内在的）セキュリティ機能を備えたテクノロジーを重視
イントリンシック（内在的）セキュリティとは、サード パーティーの保護製品やセキュリティ製品とは別個の、テクノロジー ハードウェア
に組み込まれているセキュリティ機能を指します。こうした機能には、テクノロジー コンポーネントのセキュアなサプライ チェーン、自動
セキュリティ チェック、内蔵のデータ保護機能、そのまま使用できるセキュアな構成、署名されたファームウェア アップデートなどがあり
ます。すべての回答者に、購入プロセスにおいて製品のイントリンシック（内在的）セキュリティ機能はどれほど重要かを質問しまし
（不許複製・禁無断転載）
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た。アンケートに協力した

は、最終的に購入を決定するうえでこうした機能が必要不可欠であると回答している割合が、それ

以下の役職よりも大幅に高くなっています（図 を参照）。

がデータ センター インフラストラクチャ（サーバー、ストレージ、

など）やクライアント デバイス（ノートパソコン、デスクトップなど）について検討する場合も、こうしたことが言えます。

図 ：テクノロジーの購入プロセスにおけるイントリンシック（内在的）セキュリティ機能の重要性
（回答者の役職別）

以下の購入プロセスにおいて、テクノロジー ソリューションのイントリンシック
（内在的）セキュリティ機能は、最終的に購入を決定するうえでどの程度
重要ですか。（「必要不可欠」と回答した回答者の割合）
の回答者

他の役職の回答者

エンドユーザー デバイスの購入

データ センター テクノロジーの購入
出典：

はなぜこうしたテクノロジーを重要視するのでしょうか。アンケートに協力した
のリスク軽減

、サイバーセキュリティ インシデントの具体的な削減

の一部門である

の多くは、管理者の効率向上

、組織

などのメリットが、イントリンシック（内在的）セキュリ

ティ機能を備えたテクノロジーへの投資と直接関連していると回答しています。

ランサムウェア：サイバー レジリエンスのリスクがどれほど高くなっているかを示す説得力のある例
ランサムウェア攻撃とは、加害者に金銭的な支払いが行われるまで、マルウェアで暗号化を行い、データやシステムへのアクセスを
ブロックすることを指します。最近では、

、

、

などの組織に対する攻撃が注目を集め、見出しを

飾りました。こうした攻撃によって引き起こされた混乱を考えると、当然のことです。
こうした攻撃に対する耐性を高めるために組織が取れる手段は、重要なデータのエア ギャップ コピーを保存するなど、いくつかあり
ますが、多くの組織が攻撃対象となり、相当数の組織が被害に遭っていることが調査で明らかになっています。回答者の
過去

が、

か月間にランサムウェア攻撃が試みられたことを発見してアクセス不能になる前に修復を行ったと回答しており、回答者の

が、同じ期間にランサムウェア攻撃の被害を受けたと回答しています。

（不許複製・禁無断転載）
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被害者中で最も共通していた回答が、加害者への支払いです。

は身代金を直接支払ったと回答し、

会社を通じて支払いを行ったと回答しています。いずれの方法でも、最大の支払額の平均は

がサイバー保険

万ドル以上であると回答してい

ます。
組織を悩ませるランサムウェア攻撃が多数成功することで財務に影響が及ぶためであれ、業務の中断によってビジネスが転落しか
ねないためであれ、ランサムウェアは、

が今日サイバー レジリエンスを非常に重視している理由を示す事例となっています。

レジリエンスはイノベーションを阻害するのではなく実現することが調査で明らかに
サイバー レジリエンス能力の向上は、リスクの軽減に役立ちます。しかし、

の つの任務に話を戻すと、イノベーションを促進

し、ビジネスのより大きな成功を実現する組織の能力にはどのように影響するのでしょうか。
このサマリーで取り上げている調査が、この質問に答えています。
は合計

人の

導入決定者にアンケートを実施し、回答

者をサイバー レジリエンスの複数の段階に分類しました（右側の
図を参照）。この分類は、組織に関する つの質問への回答に
基づいて行いました。各質問は、組織を保護するためのチーム、リ
スク軽減テクノロジーのための資金調達、またはサード パーティーの
リスク最小化のための組織の焦点という観点で、「準備できている」
組織の特性（つまり、レジリエンスの高い組織の属性）を表してい
ます。
 サイバーセキュリティ チームへの人員配置レベルはどのくらいで

すか。
 組織のサイバーセキュリティ チームのスキル レベルはどのくらいですか。
 システム、アプリケーション、データを保護するための、製品やサービスにどのような投資を行っていますか。
 パートナー

ベンダーのセキュリティを監査または検査していますか。

セキュリティ チームには空席となっている職種がない、セキュリティ チームに問題となるスキル ギャップはない、組織がセキュリティ テク
ノロジーに最適なレベルで資金を投入している、加えて、サード パーティーのリスクを正式かつ厳格に監査していると報告している
組織のみを「準備できている」と見なしました。この属性のうち つまたは つを備えた組織は「脆弱性あり」と見なされ、属性のう
ち備えているものがないか つのみである組織は「無防備」と見なしました。
データによると、サイバー レジリエンスの成熟度が最も高い「準備できている」組織に分類された組織は、わずか

（不許複製・禁無断転載）

でした。
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これらの分類全体でテクノロジーとビジネス パフォーマンスを定量的および定性的に比較した結
果、サイバー レジリエンスの向上は、
の迅速化、

サービスのアップタイムの向上、インシデントの検出と対応

サービスのアップタイムの向上、エンドユーザーの満足度の向上、組織の俊敏性の

向上、ビジネスの見通しの向上に関連していることが検証されました。
図 ：サイバー レジリエンスへの備えと相関するメリット

「準備できている」組織：
ビジネス クリティカルなアプリケー
ションに対して99.99%以上のアッ
プタイムを実現する可能性は、
「無防備」な組織と比べて2.5倍
高い。

競合他社に先んじて新しい製品
やサービスを市場に投入する可
能性が7.7倍高い。

「無防備」な組織と比べて2倍の
割合で売上の伸びを予測。

出典：

の一部門である

さらに重要な事実
はサイバー レジリエンスを非常に重視しています。また、イノベーションを推進すると同時にアップタイムとセキュリティも確保する
という つの目標を考えると、この領域を重視し続けることは、競争優位性、収益、全体的なビジネス パフォーマンスを向上させる
うえで明らかに有利です。

調査レポートの全文を読む

デル・テクノロジーズがどのように役立つか

（不許複製・禁無断転載）

デル・テクノロジーズについて
今日のデータ主導型の時代においては、テクノロジーがかつてないほど重要であり、
は、それが大きな強みであると考えています。私たちは、お客様が自信を持って画
期的な成果を実現できるように、攻撃に対する計画、準備、保護を支援し、人類の
進歩におけるテクノロジーの役割を保護することに取り組んでいます。

インテルについて
デル・テクノロジーズとインテルはオンプレミス、パブリック クラウド、エッジにおいて連携して、
さまざまなワークロードに最適なパフォーマンスを確保します。インテルのデータ中心の
ポートフォリオは、数十年にわたるアプリケーション最適化の実績に基づいて構築されて
おり、お客様のビジネスを迅速化し、より多くのデータを保存し、エッジからクラウドまです
べてを処理できるように設計されています。

について
と

は連携し、共通のお客様に固有の価値を提供しています。統合された

プラットフォームとソリューションが、グローバルな規模とお客様との緊密な連携により、デ
ジタル トランスフォーメーションへの取り組みを加速させます。

の革新的なアプリ

ケーション モダナイゼーション、マルチ クラウド、

ソフトウェアは、

エンドポイントからクラウドまでにわたるデル・テクノロジーズの幅広い

ポートフォリオと

連携して、お客様が安全で一貫性のある運用を実現し、タイム トゥ バリューを短縮で
きるようにお手伝いいたします。
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ドに基づいており、変動要素や不確実性を含んでいます。したがって、

は、ここに記載されている特定の予測、予想、予測的な記述の正確性に関して、いかなる保証

もしません。
本書の著作権は、

にあります。

の明示的な同意がない限り、ハードコピー形式や電子的方法などのいずれの方法においても、未承認者に対する複製

や転載は、本書の全体または一部に関わらず、米国著作権法の侵害であり、損害賠償の民事訴訟、および該当する場合は、刑事訴追の対象となります。ご不明な点がございました
ら、

の

にお問い合わせください。

は、テクノロジー分析、リサーチ、戦略立案を行う統合企業で、マーケット インテリ
ジェンス、実用的な分析情報、ゴートゥマーケット コンテンツ サービスを、世界の コミュニティーに提供しています。

この
たものであり、

はデル・テクノロジーズの委託を受けて作成され
から使用許諾を受けて配布されます。
（不許複製・禁無断転載）

