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はじめに 

 

トレンドマイクロは国内の民間企業や官公庁自治体などの法人組織を対象に、セキュリティインシデントの発生

状況、経営層のセキュリティリーダーシップの有効性、IT 環境やシステムへの懸念を把握する目的で「法人組織

のセキュリティ動向調査」を実施しました。 

本調査により、国内法人組織におけるセキュリティインシデントの被害傾向やセキュリティインシデントの実被

害を軽減するために有効な取り組みが明らかになりました。このレポートでは、主に法人組織の経営層の方や組

織の情報セキュリティ対策に関わる方に向けてこれらの情報をまとめています。 

調査概要 

・ 調査名 

「法人組織のセキュリティ動向調査」 

 

・ 調査時期 

2020 年 6 月 

 

・ 調査手法 

インターネット調査 

 

・ 調査対象 

民間企業および官公庁自治体における自組織のインシデント状況を把握しているリスク管理・IT システム・

情報セキュリティの担当者 1,086 サンプル 

 

 業種別内訳 

官公庁・自治体：106、金融：105、卸小売：105、製造：104、情報通信業（IT）：104、飲食・サー

ビス：102、建設・不動産：93、医療：85、運輸・交通：79、インフラ（電気・ガス・水道）：61、

大学・研究機関：38、その他：104 

 

 従業員規模別内訳 

5,000 名以上：340、1,000 名～4,999 名：350、500 名～999 名：237、100 名～499 名：159 

 

 

 

 

 

 

 

※ 本レポートに記載の数値は四捨五入での表記により、合計値において誤差が出る場合があります。 
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サイバー攻撃から組織を守るために経営層ができること  

2020 年 法人組織のセキュリティ動向調査 

サイバー攻撃から組織を守るために経営層ができること 

セキュリティインシデント発生率は約 8 割に 

本調査の対象者のうち、2019 年 4 月～2020 年 3 月末の 1 年間において、自組織で何らかのセキュリティインシ

デント※1（以下、インシデントとする）が発生したと回答した割合は 78.5%となり、約 8 割でインシデントが発

生しているという深刻な結果となりました。 

 

図 1：法人組織におけるセキュリティインシデント発生率（業種別） 

 

インシデント別で見た場合、上位から「フィッシングメールの受信」が 42.8%、「ビジネスメール詐欺のメール

受信」が 29.1%、「不正サイトへのアクセス」が 26.5%と続きました。上位 2 つのインシデントがメールによる

脅威となっていますが、これはサイバー犯罪者にとってメールという手段が攻撃に悪用しやすく、様々なサイバ

ー攻撃に利用されていることが要因といえます。実際に 2020 年 1～6 月の期間でトレンドマイクロが検出した

全世界の脅威のうち、メールの脅威が 9 割以上※2を占めています。フィッシングメールやビジネスメール詐欺と

いった人を騙す手口がサイバー犯罪者の常套手段であるため、法人組織では技術的なメール対策だけでなく、従

業員が騙されないためのセキュリティ教育も重要です。 

                                                
※1 ここでのインシデントは情報機器の紛失・盗難やメール誤送信などの過失は除きます。 

※2 トレンドマイクロ 「2020 年上半期セキュリティラウンドアップ」より 
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図 2：法人組織におけるセキュリティインシデント発生率の内訳 

 

また、特に注目すべき点として標的型攻撃は 22.2%、ランサムウェア感染は 17.7%の回答者が自組織でこれらの

インシデントを経験していることです。本調査の数字だけでなく、トレンドマイクロでも実際に標的型攻撃で見

られる巧妙な内部活動を行った上で、ランサムウェアによるデータの暗号化が行われた事例を確認しています。

こうしたサイバー攻撃において、昨今ではネットワーク侵入後にランサムウェア攻撃で身代金を要求するだけで

なく、機微な情報を窃取するとともに外部に暴露すると脅す「暴露型のランサムウェア」による二重の脅迫手口

も報じられています。これらのインシデントは時に甚大な被害を引き起こすことを考慮すると、本調査の回答者

のうち約 5 人に 1 人が標的型攻撃やランサムウェア感染を経験している状況は深刻だと言えるでしょう。 

法人組織ではランサムウェアを単体のマルウェア感染という脅威としてではなく、一連の巧妙なサイバー攻撃に

おける一つの要素であると捉え、侵入から情報窃取、最終的なランサムウェアによるデータ暗号化までのフロー

のどこかで脅威を検知できるような対策が必要です。 

 

インシデントによる被害発生率は約 4 割、年間平均被害額は 1 億 4800 万円に 

本調査の対象者のうち 43.8%が自組織においてインシデントに起因した何らかの被害を経験していることが明ら

かになりました。また、システムやサービスの停止による損失額、インシデント対応にかかった費用から原因究

明のための調査費用、改善策の導入、損害賠償といった事後対応を含めた年間平均被害額は約 1 億 4800 万円と

いう結果でした。インシデントの被害に遭った場合、前述の通りインシデント対応や改善策の導入にかかる費用

だけでなく、システムやサービス停止による事業の機会損失も発生します。 

インシデント総被害額の内訳を見ると、何らかの被害を経験したと回答した対象者の 49.6％では 1000 万円未満

の被害だった一方で、15.7%は 1 億円以上の被害が発生しています。1 億円以上の被害が発生した回答者のイン

シデント内容を見ると被害額が少ない回答者と比較して年間で経験しているインシデントの種類が多いことか

ら、複数のインシデントによる被害で年間の総被害額が積みあがったケースもあると推測されます。 
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インシデントによる被害を抑制するためには、インシデントの発生を未然に防ぐ事前の対策とインシデント発生

後に迅速に対処し被害を最小限に抑える事後の対応という二つの観点が重要です。事前の対策に関しては自組織

の情報セキュリティリスクを明確にするためにリスクアセスメントを実施し、顕在化したリスクを適切に対処す

るためのリスク対応が重要となります。事後の対応に関しては、インシデント発生時に適切な対処を迅速に行う

ことができる、実効性を伴った組織内 CSIRT※3の存在が必要となってくるでしょう。 

 

 

図 3：セキュリティインシデントによる年間総被害額 

 

 

実被害を防止する鍵となる「リスク管理」「CSIRT の実効性」 

本調査では、インシデントの実被害発生率に対する「情報セキュリティのリスクアセスメントおよびリスクへの

対応（以下、これらをまとめてリスク管理とする）」と「組織内 CSIRT の実効性※4」インシデントの関連性に

ついて調査しました。 

まず、法人組織における情報セキュリティのリスク管理の実施状況を調査しました。約 14%がリスク管理を「十

分できている」、約 50%が「おおむねできている」という結果であった一方、リスク管理が「あまりできていな

い」「全くできていない」と回答した割合は合わせて約 3 割となっています。こうした組織においては、自組織

のセキュリティリスクを把握していない状態でセキュリティ対策強化を推し進めた結果、対策漏れや対策の有効

性が不十分なまま実施されていることが危惧されます。 

                                                
※3 CSIRT=Computer Security Incident Response Team 

※4 本レポートにおける「実効性を伴う CSIRT」とは、インシデント発生時に予め定められた手順を参照するなどして円滑にインシデント対応

を実施し、期待される動きや役割を果たすことができる状態を指します。 
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図 4：リスクアセスメントとリスクへの対応の実施状況 

 

続いて、リスク管理とインシデントによる被害発生率の相関を調査しました。相関インシデントを見るにあたっ

ては、「標的型攻撃」と「ランサムウェア感染」をもとにデータを算出しました。2020 年 1～6 月にトレンドマ

イクロが行ったインシデント対応に「標的型攻撃」と「ランサムウェア感染」の被害が複数含まれており、深刻

な被害につながるサイバー攻撃であることから、これらの脅威を対象として取り上げています。 

標的型攻撃においてはリスク管理が「十分できている」組織では被害が発生した割合が約 4 割であるのに対して、

リスク管理が「全くできていない」組織では被害が発生した割合は約 9 割となっており、対象者の数は異なるも

ののリスク管理と被害率の間で関連性が見られました。同じくランサムウェアにおいてもリスク管理が「十分で

きている」組織では被害が発生した割合は約 6 割となる一方で、リスク管理が「全くできていない」組織におい

ては全ての組織が被害に遭っています。こうした結果はリスク管理を実施することがインシデントの被害を防止

する上で有効であることを示唆していると考えられます。 

情報セキュリティのリスク管理を実施しなかった場合、事業継続に大きな影響を及ぼすリスクを把握せず保有し

続ける状態となり、インシデントの発生によって大きな被害を引き起こす可能性があります。また、自組織は十

分なセキュリティ対策を実施していると思っていても、リスク管理が不十分な場合は時に対策の方向性が適切で

はなく、想定すべき脅威に対するリスクが残ってしまう可能性もあります。こうした法人組織では、あらためて

セキュリティリスクを特定・分析・評価し、リスクを適切に対処していくことを徹底することが必要です。 
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図 5：リスク管理の実施状況と標的型攻撃における被害発生状況 

 

 

図 6：リスク管理の実施状況とランサムウェアにおける被害発生状況 
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次に、組織内 CSIRT の実効性を把握するために組織内で設立されている CSIRT やインシデント対応を担当して

いるチームがインシデントに対して期待される動きや役割を果たすことができていたかを調査しました※5。その

結果、22.1%が「十分できていた」、51.8%が「おおむねできていた」と回答しており、約 7 割の組織において

は自組織で構築されている CSIRT が実効性を伴っていることが分かりました。一方で、15.4%が「あまりできて

いない」、1.6%が「全くできていなかった」と回答しており、約 2 割の組織では CSIRT を構築しているものの

実効性が伴っていないことが分かります。 

 

 

図 7：CSIRT やインシデント対応を担当しているチームの実効性 

 

続いて、各組織の CSIRT の実効性とインシデントによる被害発生率の相関を調査しました。ここでも同様に

「標的型攻撃」「ランサムウェア感染」の二つの脅威インシデントを例にとります。 

その結果、CSIRT の実効性が伴っている組織においてはこれらのインシデントの被害発生を抑制できている結

果が顕著に見られました。対象者の数が異なるものの、標的型攻撃では CSIRT が十分役割を果たせていた組織

における被害発生率が 40.6%であるのに対して、CSIRT の役割が全く果たせていなかった組織においては被害発

生率や 80.0%となっており、大きな差が開いています。同じくランサムウェアにおいても、CSIRT が十分役割を

果たせていた組織における被害発生率が 66.7%であるのに対して、CSIRT の役割が全く果たせていなかった組織

では全ての組織で被害が発生しています。こうした結果は、リスク管理同様に CSIRT の実効性がインシデント

の被害を防止する上で有効であることを示していると言えるでしょう。 

                                                
※5 本設問においては「CSIRT およびインシデント対応を担当しているチーム」と質問しており、以降本調査結果では組織内で正式に CSIRT と

して設立されていない場合でもインシデント対応しているチームがあった場合それを CSIRT と見なしています。 
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図 8：CSIRT の実効性と標的型攻撃の被害発生状況 

 

 

図 9：CSIRT の実効性とランサムウェア感染の被害発生状況 

 

実効性を伴う CSIRT はインシデント発生時における迅速な対応が期待でき、サイバー攻撃による被害拡大やそ

れに伴って停止したサービスやシステムの停止時間などインシデントによって想定される様々な被害の軽減につ

ながります。法人組織は CSIRT を構築することに留まらず、実効性を伴う形へと育成・訓練することが重要で

す。また、インシデント発生時に CSIRT が適切な対処を実現するには、インシデントの発生となるトリガー

（きっかけ）を迅速に把握し、その後の調査など必要な情報を収集・分析できる環境を準備しておく必要があり

ます。実効性を伴う成熟した CSIRT の対応力を高めるために、各種機器やサービスのログの活用に加えて、ネ

ットワーク型侵入検知システム（IDS）によるネットワーク間の脅威の可視化、EDR（Endpoint Detection and 

Response）や XDR（Cross Detection and Response）のような端末をはじめとするログを調査・分析する技術

的対策を活用することを推奨します。 
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2020 年は標的型攻撃と同様に組織の内部ネットワークに侵入して感染を広げる「人手によるランサムウェア」

やデータの暗号化に加えて情報暴露をもとに身代金を要求する「暴露型のランサムウェア」といったサイバー攻

撃の活動が国内でも取り沙汰されています。こうした脅威が国内の法人組織に迫っており、これまで以上にイン

シデントによる実被害を軽減させる動きが求められるでしょう。そのために法人組織では、事前にリスク管理を

行い、有事に備えて CSIRT の実効性を高めていくことが鍵となります。 

 

経営層がやるべきことは何か 

リスク管理や実効性をともなう CSIRT の存在は法人組織におけるインシデントの実被害を防止する鍵となるこ

とが分かりました。では、法人組織の経営層はこれを踏まえて何をすべきでしょうか。今回の調査では経営層の

セキュリティリーダーシップ※6の状況を調査することで、これに対する一つの解が見えてきました。 

まず、経営層のセキュリティリーダーシップに関する調査結果を見ると、10.4%が「十分できている」、47.5%

が「おおむねできている」と回答しており、5 割強の法人組織では経営層がセキュリティのリーダーシップを取

れていることが分かりました。一方で 4 割弱の組織では「あまりできていない」「全くできていない」と回答し

ており、経営層がセキュリティリーダーシップを取れていない組織はまだまだ多いということが分かります。 

 

 

図 10：経営層のセキュリティリーダーシップの実施度 

 

調査結果からは、経営層のセキュリティリーダーシップとリスク管理に関連性が見られました。経営層のセキュ

リティリーダーシップが十分取れている組織については約半数がリスク管理を実施できている一方で、経営層の

セキュリティリーダーシップが全くできていない組織についてはリスク管理が十分できている割合はわずか約

5%となっています。 

                                                
※6

ここでのセキュリティリーダーシップとは、情報セキュリティリスクの管理体制構築や情報セキュリティ対策の実装などを率先して指示する

ことを示しています。 
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図 11：経営層のセキュリティリーダーシップとリスクアセスメントの実施状況 

 

 

図 12：経営層のセキュリティリーダーシップとリスクへの対応の実施状況 

 

 

続いて、経営層のセキュリティリーダーシップと CSIRT の実効性に着目すると、経営層のセキュリティリーダ

ーシップが十分取れている組織において CSIRT の役割が十分果たせていたと回答した割合は 68.8%と高くなり

ましたが、一方で経営層のセキュリティリーダーシップが全く取れていない組織において CSIRT が十分機能し

ていた組織はわずか 6.7%と非常に少ない結果となりました。また、経営層のセキュリティリーダーシップが全

く取れていない組織においては 28.9%が CSIRT に該当する組織を構築できていません。 
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図 13：経営層のセキュリティリーダーシップと CSIRT の実効性 

 

経営層はサイバーセキュリティを事業継続上の大きなリスクの一つと認識し、リーダーシップを取って対策を進

めることが大切です。その中でもリーダーシップを取るべき内容として、情報セキュリティのリスク管理の指揮

およびインシデント発生に備えた体制の構築は重要な要素の一つです。これは経済産業省と IPA が策定した「サ

イバーセキュリティ経営ガイドライン Ver 2.0」※7における経営者が指示するべき重要 10 項目でも「指示４ サ

イバーセキュリティリスクの把握とリスク対応に関する計画の策定」「指示 7. インシデント発生時の緊急対応

体制の整備」として言及されています。本調査結果において、経営層のセキュリティリーダーシップが取れてい

る組織でリスク管理や CSIRT の役割ができている割合が多い理由としては、経営層からの適切な指示も要因の

一つだと考えられます。 

 

これまでの調査結果からも分かるとおり、「リスク管理」と「CSIRT の実効性」はインシデントの実被害を軽

減するうえで重要な鍵となっています。また、これまでの相関関係からは、こうした「リスク管理」や「CSIRT

の実効性」を改善していくためには、現場の担当者だけでなく、経営層が正しい方向性でセキュリティリーダー

シップを取ることも求められるでしょう。つまり、インシデント適切なリスク管理の実施や CSIRT の強化を推

し進めるため、積極的にセキュリティリーダーシップを取っていくことが、経営層がサイバー攻撃の被害から自

組織を守るためにできることの一つと言えるでしょう。 

 

 

 

                                                

※7 https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html 

https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html
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テレワーク環境のセキュリティ対策が喫緊の課題に 

約 7 割の組織がテレワーク環境に懸念あり 

新型コロナウイルスによる働き方や IT 環境の変化を踏まえて、本調査実施時の 2020 年 6 月以降に、現在利用ま

たは今後利用予定がある IT 環境やシステムに関して懸念があるかを調査したところ、懸念があると回答した割

合は「テレワーク環境」が最も高く 71.4%を占めており、多くの組織がテレワーク環境に懸念を感じていること

が明らかになりました。また、これに続き「モバイル環境（スマートフォン・タブレット）」「持込私用端末

（BYOD※8）」「従業員・職員の PC」が上位に来ており、これらもテレワーク環境の普及によって懸念が高ま

っていることが推測されます。 

また、「強い懸念がある」と回答した割合に着目すると、「テレワーク環境」「持込私用端末（BYOD）」に加

えて「海外拠点」が比較的高い割合となっています。昨今では海外に拠点をもつような大手企業を標的に、本社

と比較するとセキュリティ対策が手薄である海外拠点を皮切りに侵入を試みる攻撃が国内企業においても報じら

れています。そうした法人組織において、今後も海外拠点のセキュリティ対策の強化が課題の一つとなるでしょ

う。 

 

 

図 14：IT 環境やシステムへの今後の懸念 

 

  

                                                

※8 BYOD＝Bring Your Own Device、従業員個人が所有している端末を職場に持込み業務に使用すること 
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対策が定まらぬまま利用が進むテレワーク環境 

懸念がある IT 環境・システムに対する対策の検討状況について調査したところ、テレワーク環境については

「現在対策を検討中」が他の選択肢と比較して最も高く、51.3%となりました。これは、現時点で多くの組織が

テレワーク環境のセキュリティ対策を検討していることと、新型コロナウイルスの影響による急速なテレワーク

環境の導入によって、テレワーク環境に懸念を感じつつも対策を導入する前にテレワーク環境を導入/利用して

いる組織が存在することを示しています。一般的に、サイバー犯罪者は世間の流行に便乗して攻撃を仕掛けるこ

とが多く、実際にテレワーク環境の脆弱性を悪用した攻撃の被害事例も公表されています。テレワーク環境を利

用しているもののセキュリティ対策を検討出来ていない場合は、迅速にこれらの対策を検討することを推奨しま

す。 

 

図 15：懸念がある IT 環境やシステムに対する対策の検討状況 
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Appendix：業種別・従業員規模別 調査結果 

セキュリティインシデント発生率 

 

図 16：セキュリティインシデント発生率（業種別）（再掲） 

 

 

 

図 17：セキュリティインシデント発生率（従業員規模別）
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図 18：セキュリティインシデント発生率内訳（業種別） 

 

 

図 19：セキュリティインシデント発生率内訳（従業員規模別） 
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セキュリティインシデントによる年間平均被害額 

 

 

図 20：セキュリティインシデントによる年間総被害額（業種別） 

 

 

 

図 21：セキュリティインシデントによる年間総被害額（従業員規模別）
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情報セキュリティのリスク管理の実施状況 

 

図 22：リスクアセスメントの実施状況（業種別） 

 

 

図 23：リスクへの対応の実施状況（業種別）
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図 24：リスクアセスメントの実施状況（従業員規模別） 

 

 

図 25：リスクへの対応の実施状況（従業員規模別）
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組織の CSIRT の実効性 

 

図 26：組織の CSIRT やインシデント対応を担当するチームの実効性※9（業種別） 

 

 

図 27：組織の CSIRT やインシデント対応を担当するチームの実効性（従業員規模別）

                                                
※9 本レポートにおける「実効性を伴う CSIRT」とは、インシデント発生時に予め定められた手順を参照するなどして円滑にインシデント対応を

実施し、期待される動きや役割を果たすことができる状態を指します。（再掲） 
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経営層のセキュリティリーダーシップ 

 

図 28：経営層のセキュリティリーダーシップの実施状況（業種別） 

 

 

図 29：経営層のセキュリティリーダーシップの実施状況（従業員規模別） 
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