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調査の詳細

目標 サンプル

ハイブリッドワーク環境における
セキュリティ状況に焦点を当てた
質的調査および量的調査を実施
しました。

この調査は、英国、フランス、ドイツ、
オランダに拠点を置く従業員数250人
以上の企業、および米国に拠点を置く
従業員数500人以上の企業において、
セキュリティの意思決定者（1,250
名）とナレッジワーカー（3,603名）
を合わせた計4,853名を対象として実
施されたものです。

インタビューは2021年9月に、電子メー
ルによる招待状とオンライン調査を使用
して、オンラインで実施しました。

全体的なレベルでは、結果が50％で
あると仮定した場合、95％の信頼限
界で±1.4% の精度となります。

定量的な調査のために、CISOに対す
る一連のインタビューを行いました
（12）。このインタビューで得られ
た内容は、本レポート全体に反映さ
れています。

調査方法



主な調査結果



主な調査結果
グローバル企業の半数以上が自社ビジネスを見直している

職場は、一時的にバーチャルな空間へと移動しました。しかし、これは、単に
従業員の働き方の分散が進んでいるわけではありません。これまでのセキュリ
ティの境界線はなくなり、データや資産はあらゆる場所に分散するようになっ
ています。

技術的な対応が迅速に行われるようになった

58%がセキュリティへの投資は増加していると回答しており、74%が
パンデミック前に比べて現在の方がセキュリティが向上したと感じてい
ます。今後の展望として、84%がハイブリッドワーカー、リモートワー
カーまたは在宅勤務などの長期的な労働力を確保するための準備ができ
ている、またはある程度準備できていると感じています。

当初はセキュリティに苦労したが、今では着実に集中できる
ようになった

米国とヨーロッパの企業のうち、リモートワークに対して「ある程度準
備ができている」と感じている企業は46％に留まりました。74%がセ
キュリティの手順や制御がより複雑になったと回答し、73%がセキュリ
ティイベントの増加に悩まされていると回答しています。その一方で、
79%がパンデミックは長期的な情報セキュリティ戦略を全面的に見直す
機会をもたらしたと回答しています。

WFA（Work from Anywhere）が当たり前になりつつある

52％のセキュリティ意思決定者は、自社の従業員のほとんどが恒久的に
リモートワーカーまたはハイブリッドワーカーになるだろうと考えてい
ます。ナレッジワーカーの59％もこれに同意しています。



主な調査結果

セキュリティと従業員エクスペリエンスは切り離せない

従業員エクスペリエンスは、グローバルビジネスの中心であり続けています。セ
キュリティ意思決定者の86%がシームレスな従業員エクスペリエンスをリモー
トで提供することが「極めて重要」または「非常に重要」であると評価していま
す。また、94%の回答者が従業員エクスペリエンスの改善方法を常に考えてい
ます。

変化するCISOの役割

CISOの重要性が高まっています。72%がCISOは正式に経営幹部レベルの一部
になったと答えています。CISOは、よりビジネスオペレーションに統合されて
おり（81％）、ビジネスイネーブラーとして見られることが多くなっています
（78％）。

ナレッジワーカーは、セキュリティは共有責任であるという概念を

受け入れている

90%がセキュリティは共同責任であることに同意しています。従業員エクスペ
リエンスが向上した証しとして、セキュリティプロトコルが理解しにくいと感じ
たナレッジワーカーはわずか27%に留まり、複雑なセキュリティ手順を記憶す
るのに苦労していると答えたナレッジワーカーはわずか30%でした。

新しいプロトコルにより、従業員エクスペリエンスが向上し、

生産性が高まった

91%が新しいセキュリティプロトコルにより従業員エクスペリエンスが向上し
たか、または新プロトコルは同エクスペリエンスに影響を与えなかったと回答し
ました。また、90%が新しいプロトコルにより、生産性が向上したか、または
新プロトコルは生産性に影響を与えなかったと回答しました。

86%
シームレスな従業員
エクスペリエンスを提供
することを重要と評価

94%
定期的に従業員を対象と
したアンケートを実施し、
改善のためのフィードバックを
得ている

91%
新しいセキュリティプ
ロトコルにより従業員
エクスペリエンスが向
上したか、または新プ
ロトコルは同エクスペ
リエンスに影響を与え
なかったと回答

90%
新しいセキュリティプ
ロトコルにより生産性
が向上したか、または
新プロトコルは生産性
に影響を与えなかった
と回答

セキュリティ意思決定者の分母数：1250



パンデミック対策のレベル



「まるで飛行中に飛行機のエンジンを交換するような
ものでした」

ほとんどのグローバル企業は、パ
ンデミックが始まった当初、リ
モートワーカーのサポートに苦労
していました。

世界のセキュリティ意思決定者の
うち、「非常に準備が整ってい
る」と回答したのは 26％ であり、
「ある程度準備が整っている」と
回答したのは 46％ でした。

最も準備ができていない国：
• オランダ、18% が「非常に

準備が整っている」と回答

最も準備ができている国：
• ドイツ、29% が「非常に

準備が整っている」と回答

質問：パンデミックが始まった時点で、リモートワークや在宅勤務をサポートするために、貴社の情報セキュリ
ティシステムおよび情報セキュリティ制御はどの程度準備されていましたか? どれか1つをお選びください。

セキュリティ意思決定者の分母数：1250
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非常に準備が整っている ある程度準備が整っている どちらとも言えない どちらかと言えば準備ができていない 準備が全くできていない



「それは、我々がいかに
準備ができていなかった
かを思い知らされる出来
事でした。当社は旧式
のVPNテクノロジーを
使用していましたが、そ
れでは全従業員の同時ロ
グインに対応できません
でした。」



セキュリティ意思決定者：リモートワークによって、
システム内により多くの「ノイズ」が発生し、
より複雑になりました

分母数：セキュリティ意思決定者の回答者数（1250）

73%

処理するセキュリティ
イベントとデータの量が
著しく増えたと感じた

74%

情報セキュリティ手順、
システム、制御がより複雑に
なったと回答

73%

どこからでも仕事ができる
ハイブリッド環境において、
情報セキュリティチームは、
より高いレベルのリスクを
許容しなければならないと
予測している



「以前は、自社の最も重要な資産がどこにあるかを
把握していました」

質問：ハイブリッドワーカー、リモートワーカー、在宅勤務者のセキュリティを確保する
際に、貴社が最も懸念している脅威は何ですか? 3つまで選択してください。

セキュリティ意思決定者の分母数：1250

境界が消失した今、企業データと資産がクラウドと
エンドポイント全体に分散しています。

サイバー攻撃（43%）、ヒューマンエラー（28%）、
クラウドの脆弱性（28%）が、最大の脅威として
浮上しています。

• 仕事とプライベートの境界がなくなったため、
人間的な要素がより強い脅威となっている

• 政府機関の40%がヒューマンエラーを最も
大きな脅威であると考えている
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サイバー攻撃

ヒューマンエラー

クラウドコンピューティングの脆弱性

モバイルデバイスセキュリティ

企業資産の損失（情報およびデータ）

従業員のパーソナルデータの損失

事業継続性

IoTへの侵入（エンドユーザー…

インサイダーの脅威/信頼できない従業員

WebアプリケーションとAPIの保護

サプライチェーンのリスク



この混乱はセキュリティ
チームにとっても変化の
きっかけとなった

79%
のセキュリティ意思決定者が今回
のパンデミックは、COVID-19を
超える長期的な情報セキュリティ
戦略を全面的に見直す機会をもた
らしたと回答しています



働き方の未来：

「オフィス」を再考する



「当社のオフィスは本質的にはコーヒーショップのようなもので、
従業員はインターネットを利用したり、同僚と一緒に過ごしたりする
ためにオフィスを訪れます」

パンデミック以前にも、リモートワークは広まって
いました。パンデミックはこのトレンドをさらに加
速させ、強固なものにしました。今やWFA（Work
from Anywhere）が当たり前になりつつあります。

世界的に見ると、セキュリティ意思決定者の52%
が、ほとんどの従業員がリモートまたはハイブリッ
ド環境で恒久的に働くことを期待しています。

上位：

- オランダでは60%がほとんどの従業員が
リモートまたはハイブリッド環境で勤務
すると予測

下位：

- 米国では、46%の従業員がリモートまたは
ハイブリッド環境で勤務すると予測

49%

25%

27%

質問：あなたの会社では、長期的または永続的に、働き方の未来は

どのようになると考えていますか? どれか1つをお選びください。
セキュリティ意思決定者の分母数：1250

52%
ほとんどの従業員は、
オフィス勤務とリモート
ワーク/在宅勤務の両方を
行う可能性が高い

ほとんどの従業員は
フルタイムでオフィスに戻る
可能性が高い

ほとんどの従業員は、
フルタイムでリモートワーク
または在宅勤務を行う
可能性が高い



ナレッジワーカーの同意率が高い

世界のナレッジワーカーの59%は、自
社の従業員のほとんどがリモートまた
はハイブリッド環境で永続的に勤務す
ると予測しています

上位：

• 英国では68%がほとんどの従業員が
リモートまたはハイブリッド環境で
勤務すると予測

下位：

• フランスでは45%がほとんどの従
業員がリモートまたはハイブリッ
ド環境で勤務すると予測

質問：あなたの会社では、長期的または永続的に、働き方の未来はどのようになると

考えていますか? どれか1つをお選びください。

ナレッジワーカーの分母数：3603

59%

40%
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ほとんどの従業員はフルタイムで

オフィスに戻る可能性が高い

ほとんどの従業員は、フルタイムで

リモートワークまたは在宅勤務を

行う可能性が高い

ほとんどの従業員は、オフィス勤務と

リモートワーク/在宅勤務の両方を

行う可能性が高い

ほとんどの従業員はフルタイム
でオフィスに戻る可能性が高い

ほとんどの従業員は、フルタイ
ムでリモートワークまたは在宅
勤務を行う可能性が高い

ほとんどの従業員は、オフィス
勤務とリモートワーク/在宅勤務
の両方を行う可能性が高い



ナレッジワーカーにとってリモートワークは不可欠

ナレッジワーカーの3分の2が、将来
的にあらゆるデバイスを通じてリ
モートワークや在宅勤務が行えるよ
うになることが非常に重要だと回答
（66％）

上位：

• 英国では、70%が非常に重要で
あると回答

下位：

• ドイツでは、60%が非常に重要で
あると回答

質問：将来的に、あらゆるデバイスを通じてリモートワークや在宅勤務が
行えるようになることは、あなたにとってどの程度重要ですか? どれか1つ
をお選びください。

ナレッジワーカーの分母数：3603

36%

30%

19%

7% 8%

極めて重要 非常に重要 中程度に重要 やや重要 全く重要ではない

66%



セキュリティ意思決定者は、
将来に向けて準備を進める
ことが重要だと考えている



大半の企業は、セキュリティの優先事項を再調整し、
将来に対する備えを強化している

5人に4人以上（84％）が、リ
モートワークやハイブリッド
ワークが今年いっぱい、あるい
は長期的に継続すると予想して
おり、自社の情報セキュリティ
システムはこの労働力を長期的
に確保する準備ができていると
回答している

31%

53%

11%

4%
1%

非常に準備が整っている ある程度準備が整っている どちらとも言えない どちらかと言えば準備ができていない 準備が全くできていない

質問：ハイブリッド、リモート、または在宅のワーカーを長期的に保護するために、貴社の

情報セキュリティシステムおよび制御は、現在どの程度準備されていますか? どれか1つを

お選びください。

セキュリティ意思決定者の分母数：834（今年いっぱいまたは長期にわたって、ハイブリッドワーカー
またはリモートワーカーを雇用すると回答した人のみが対象）

84%



「それは生き残りをかけた問題でした」

このような備えに関する認識は、企業がセ

キュリティへの投資を増やしたことと関連

しています。

• 約5人に3人（58％）が、過去12ヶ月間

に情報セキュリティへの投資を平均40％

増加させています

• さらに、76%の顧客は（自社のセキュリ

ティに加えて、サプライチェーンやベン

ダーを検証するための）セキュリティプ

ロトコルや監査の強化を期待していると

感じています

質問：あなたの会社では、過去12カ月間に情報セキュリティへの投資レベルはどの
ように変化しましたか? どれか1つをお選びください。/ Q4a. 投資額はどのくら
い増えましたか? Q4b. 投資額はどのくらい減少しましたか?

セキュリティ意思決定者の分母数：1250 / 719（Q4a）/ 149（Q4b）

58%

31%

12%

過去12ヶ月間で投資が増加した

過去12ヶ月間で同じ状態を

維持している

過去12ヶ月間で投資が減少した



結果として、ほとんどの人がパンデミック前よりも
現在の方が安全だと感じています

71%が自社のIT環境はCOVID以

前よりも安全であると回答して

います

上位：

- 米国では、79%がより安全で

あると回答

下位：

- ドイツでは、58%がより安全

であると回答
質問：全体的に、貴社のIT環境は現在、COVID-19以前と比べてどの程度安全ですか? どれか

1つをお選びください。

セキュリティ意思決定者の分母数：1250

25%

46%

25%

3%
1%

セキュリティが大幅に向上した セキュリティが向上した ほぼ同じ セキュリティが低下した セキュリティが大幅に低下した

71%



エンドポイントとヒューマンエラーを優先した技術対応

リモートワーカーやハイブリッドワーク

カーを保護するために企業が優先してい

る情報セキュリティプロトコルのトップ3

は、多要素認証、従業員教育の強化、そ

してクラウド/SAAS利用の可視化/制御/

セキュリティとなっています（いずれも

28％）「アプリケーションデリバリーと

セキュリティ」を選択したのは全世界で

19%でした

上位：

- 英国では、22%が優先すると回答

下位：

- オランダでは、15%が優先すると回答
質問：ハイブリッドワーカー、リモートワーカー、または在宅勤務者
のセキュリティを強化するために、貴社ではどのような情報セキュリ
ティプロトコルを優先していますか? 5つまで選択してください。

セキュリティ意思決定者の分母数：1250

28%

28%

28%

27%

23%

21%

21%

19%

18%

18%

トップ10を表示

多要素認証

追加従業員...

クラウド/SaaSの使用...

既存のトレーニング/スキルアップ...

シングルサインオン（SSO）

モバイルデバイス管理（MDM）

エンドポイントの検出と...

アプリケーションデリバリーとセキュリティ

サードパーティのセキュリティを採用...

SIEMまたは内部セキュリティ



従業員エクスペリエンス



セキュリティと従業員エクスペリエンスは分離できない

セキュリティ意思決定者は、セキュリ

ティのレイヤーを追加しつつ、シームレ

スな従業員エクスペリエンスを維持しな

ければならないことを理解しています。

エクスペリエンスとセキュリティリスク

の間にバランスが取れていることもあり

ますが、多くの場合、低下するリスクを

上回っています。

セキュリティを強化することで、シング

ルサインオンなどのエクスペリエンスを

効率化できるという利点があります。

42%
44%

13%

1%

極めて重要 非常に重要 中程度に重要 やや重要

質問：リモートワークや在宅勤務を実施する際に、あらゆるデバイスを通じてシームレスな従業員
エクスペリエンスを実現することは、貴社にとってどの程度重要ですか? どれか1つをお選びください。

セキュリティ意思決定者の分母数：1250

86%



セキュリティの意思決定者の視点：大多数は、新しいセキュリティプロトコルは、

従業員エクスペリエンス、顧客エクスペリエンス、生産性を向上させたか、

またはそれらに影響を与えなかったと回答しています

質問：新しいセキュリティプロトコルは、従業員エクスペリエンスにどのような影響を与えましたか? どれか1つをお選びください /   Q9b. 新しいセキュリティプロトコルは、顧客にどのよ
うな影響を与えましたか? どれか1つをお選びください /  Q9c. 新しいセキュリティプロトコルは、生産性にどのような影響を与えましたか。どれか1つをお選びください。
セキュリティ意思決定者の分母数：1250

55%

36%

7%

2%

従業員エクスペリエンスが

向上した

従業員エクスペリエンスに

実質的な影響はない

従業員エクスペリエンスが

低下した

わからない

従業員エクスペリエンス
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42%

6%

2%

顧客エクスペリエンスが

向上した

顧客エクスペリエンスに

実質的な影響はない

顧客エクスペリエンスが

低下した

わからない

顧客エクスペリエンス

45%

45%

8%

2%

生産性が向上した

生産性に実質的な

影響はない

生産性が低下した

わからない

生産性



ナレッジワーカーの視点：多くの人が、セキュリティプロトコルはエクスペリ

エンス、生産性、顧客エクスペリエンスに影響を与えないと答えており、

それらを向上させたと答えた人は少ないようです

質問：あらゆる場所から、あらゆるデバイスを通じて仕事ができる時代にITセキュリティプロトコルは従業員エクスペリエンスにどのような影響を与えるでしょうか? どれか1つをお選びく
ださい /  Q18b. あらゆる場所から、あらゆるデバイスを通じて仕事ができる時代にITセキュリティプロトコルは顧客エクスペリエンスにどのような影響を与えるでしょうか? どれか1つを
お選びください / Q18c. あらゆる場所から、あらゆるデバイスを通じて仕事ができる時代にITセキュリティプロトコルは生産性にどのような影響を与えるでしょうか? どれか1つをお選びく
ださい。ナレッジワーカーの分母数：3603

34%

58%

9%

個人的なエクスペリエンスが

向上した

個人的なエクスペリエンスに

実質的な影響はない

個人的なエクスペリエンスが

低下した

従業員エクスペリエンス

26%

55%

8%

11%

顧客エクスペリエンスが

向上した

顧客エクスペリエンスに

実質的な影響はない

顧客エクスペリエンスが

低下した

わからない

顧客エクスペリエンス

29%

60%

11%

生産性が向上した

生産性に実質的な

影響はない

生産性が低下した

生産性

顧客エクスペリエンスが
向上した

顧客エクスペリエンスに
実質的な影響はない

顧客エクスペリエンスが
低下した

わからない

個人的なエクスペリエンスが
向上した

個人的なエクスペリエンスに
実質的な影響はない

個人的なエクスペリエンスが
低下した

生産性が向上した

生産性に実質的な
影響はない

生産性が低下した



ほとんどのセキュリティ意思決定者は、セキュリティ
パフォーマンスを積極的に測定

• 10人中約9人が、情報セキュリティが従
業員エクスペリエンス、顧客エクスペリ
エンス、生産性に与える影響を測定して
いるが、正式に測定しているのは半数以
下です。

質問：貴社では、情報セキュリティが従業員エクスペリエンス、顧客エクスペリエンス、生産
性に与える影響を積極的に測定していますか? 行ごとに1つ選択してください。

セキュリティ意思決定者の分母数：1250

53%

39%

39%

39%

50%

49%

8%

11%

12%

従業員

エクスペリエン

ス

顧客

エクスペリエン

ス

生産性

はい、非公式に はい、正式に いいえ、全くない

従業員
エクスペリエンス

顧客
エクスペリエンス

生産性



フィードバックの頻度は比較的高い

• セキュリティ意思決定者の

94%が自社のIT/セキュリ

ティチームが定期的に社員

にフィードバックを求め

ていると回答しています。

• 5分の1（22%）が月に数回、

37%が月に1回フィードバッ

クを求めていると答えてい

ます。
質問：貴社のIT/セキュリティチームは、改善方法について、定期的に社員にフィードバックを
求めていますか? どれか1つをお選びください。セキュリティ意思決定者の分母数：1250

22%

37%

25%

9%

6%

1%

はい、月に数回 はい、毎月 はい、四半期ごとはい、年に1～2回 いいえ わからないはい、月に数回 はい、毎月 はい、四半期ごと はい、年に1～2回 いいえ わからない



ナレッジワーカーの視点によれば、接続性が最大の課題

エンドユーザーに聞いた、ハイブリッド

ワークやWFA（Work from Anywhere）

における課題 トップ3：

1. 接続性の低下（43%）

2. 技術的な問題を仮想的に解決する

必要がある（34%）

3. ITサポートを迅速または簡単に

得ることができない（32%）

質問：ハイブリッドワークやWFA（Work from Anywhere）を実施する中で、現在最も重要な課題は

何ですか? 3つまで選択してください。ナレッジワーカーの分母数：3603

43%

34%

32%

25%

25%

22%

21%

15%

3%

Poor connectivity

Having to solve technical problems in a virtual environment

Unable to get IT support quickly/easily

Lack of single-sign on - having to log into multiple
apps/services every day

General technology fatigue from not being able to digitally
disconnect

Complex password/multi-factor authentication requirements

Restricted use of corporate devices - cannot use all the
apps/software I need to do my job effectively

Other

接続性の低下

仮想環境で技術的な問題を解決する必要がある

ITサポートを迅速に/簡単に受けられない

シングルサインオンの欠如 - 毎日複数のアプリケーション/
サービスにログインしなければならない

デジタル的な接続を絶つことができないことによる
一般的なテクノロジー疲労

複雑なパスワード/多要素認証の要件

会社支給デバイスの使用制限 – 業務に必要なすべての
アプリケーション/ソフトウェアを使用できない

破損していない「修正」プロセスに対する継続的な変更

その他



ナレッジワーカーは、変化/混乱を最小限に抑えることが、
改善すべき最大の分野であると答えています

ナレッジワーカーは、自社のITセキュリ

ティチームが変更や中断を最小限に抑え

（50%）、すべてのデータとアプリケー

ションが1つのプラットフォーム上にある

安全なワークスペースを構築することで、

リモートで作業する際に最高の仕事を行

えるようになると答えています（44%）

上位：

- フランスでは、51%がデータとアプリ

ケーションのためのセキュアなワーク

スペースを構築していると回答

下位：

- 英国では、38%がデータとアプリケー

ションのためのセキュアなワークス

ペースを構築していると回答

質問：あなたの会社のITセキュリティチームは、あなたがあらゆるデバイスを使ってリモートワー
クや在宅勤務を行う際に、最高の仕事をするために何を改善できるでしょうか? 該当するものをす
べて選択してください。
ナレッジワーカーの分母数：3603

50%

44%

26%

24%

21%

2%

変更と中断を最小限に抑える

データとアプリケーションが

すべて1つのプラットフォーム上にある

セキュアなワークスペースを作成する

業務活動が、個人的な活動とは別に

維持されていることを確認する

時間をかけて自分のワークフローを理解する

特定のセキュリティプロトコルが

導入されている理由を理解する

その他



IT部門より煩わされた経験のあるナレッジワーカーは
ほとんどいない

12%
ごく少数、10人中1人（12%）が、通常とは

異なる場所からログオンする際に、自社の

IT/セキュリティチームから連絡があったか、

またはアクセスをブロックされたと回答

12%

84%

5%

はい いいえ わからない

質問：あなたの会社のIT/セキュリティチームが、あなたが通常とは異なる場所からログオン
したことが原因で、あなたに連絡を取ったか、またはアクセスをブロックしたことがあり
ますか? どれか1つをお選びください。
ナレッジワーカーの分母数：3603



ナレッジワーカーはパスワードレスの未来を促進する

5人に2人がパスワードレス環境

が非常に重要であると回答して

おり（40%）、32%がやや重要

であると回答しています

上位：

- フランスでは、45%が重要と

回答

下位：

- オランダでは、36%が重要と

回答

質問：あなたにとってパスワードレス環境はどの程度重要ですか? （パスワードを必要とせずに、またはパスワード
を記憶することなく認証を行う方法。例：モバイルデバイスやハードウェアトークンによるアイデンティティの確保
など） どれか1つをお選びください。
ナレッジワーカーの分母数：3603

15%

25%

32%

12%

16%

極めて重要 非常に重要 中程度に重要 やや重要 全く重要ではない

40%



セキュリティは

共有責任である



「誰もがセキュリティに

関わっています」

セキュリティの意思決定者は、
セキュリティは共同責任であることに
同意している

85%

ナレッジワーカーは、セキュリティが

共有責任であることに同意している

90%

質問：次の意見に賛成ですか、それとも反対ですか? セキュリティ意思決定者の分母数：1250 

ナレッジワーカーの分母数：3603  



どちらから見てもリスク

意識は比較的高い

セキュリティ意思決定者は、従業員
が潜在的なセキュリティリスクを認
識していると考えている

73%

ナレッジワーカーは、自分たちが潜在

的なセキュリティリスクを認識してい

ると考えている

64%

質問：あらゆるデバイスを通じでリモートワークや在宅勤務を実施する際に従業員による潜在的なセキュリティ
リスクに関する認識をどのように評価しますか? どれか1つをお選びください。分母数：1250 リモートワーク
または在宅勤務する場合、どのようなデバイス上でも、潜在的なセキュリティリスクをどのように評価しますか?
どれか1つをお選びください。分母数：3603



ナレッジワーカーと組織のためにセキュリティを

機能させるための確かな進歩

分母数：ナレッジワーカー（3603名）

27%

セキュリティプロトコルは

理解しにくいと思う

37%

セキュリティに関しては

全く考えたくない

30%

複雑なセキュリティ手順を

覚えるのに苦労する



CISOの役割は

進化している



「重役会議室で、これほど多くの

時間を費やしたことはありません」
この1年でステータスが急上昇

正式に経営幹部レベルの一員となり、常にテーブルに座ることが

できます

CISOのコンピテンシーは技術的なものだけではありません

CISOは、企業内における従来の機能的サイロをすべて越えて活動

し、すべての情報およびデータのステークホルダーとの調整を行わ

なければなりません

ビジネスのイネーブラーとして認識されており、執行者と

してはさほど認識されていない

以前は「ノーと言う部門」として見なされていましたが、今では好

意的に見られるようになり、特にデジタルトランスフォーメーショ

ンの取り組みが加速する中で、重要なビジネス上の意思決定につい

て相談を受けるようになりました

66%
情報セキュリティチームは
しばしばCIOの直属と
なるが、CEOの直属と

すべきである

72%
CISOが正式に経営幹部
レベルの一員となる

81%
情報セキュリティ
チームは、ビジネス
オペレーションと

より緊密に統合される

78%
情報セキュリティは、

ビジネスの
イネーブラーに
なりつつある

質問：セキュリティの役割は、どの程度進化していますか? 下記について、どの程度同意するか、または同意
しないかを評価してください。行ごとに1つを選択してください。セキュリティ意思決定者の分母数：1250



サンプルのプロファイル



各国比較

30%

25%

15% 15% 15%

米国 英国 フランス ドイツ オランダ

S0. お住まいの国をお答えください。どれか1つをお選びください。分母数：4853 



業種

S1. どの業界で働いていますか? どれか1つをお選びください。分母数：4853

15%

13%

12%

12%

10%

7%

5%

4%

2%

21%

医療

銀行および金融

テクノロジー

官公庁・自治体

教育機関

製造業

消費財およびサービス

小売業

建設

その他



従業員数

S2. あなたの会社では、全拠点で約何人の従業員がいますか? どれか1つをお選びください。分母数：4853

12%

25%

63%

251～500 501～1000 1001以上



役職

S3. あなたが現在勤務している会社での、あなたの役職を最もよく表しているのは次のうちどれですか?
どれか1つをお選びください。分母数：4853

53%

27%

11%

6%

3%

サポートスタッフ - 非管理職

マネージャー

シニアITマネージャー

ディレクターまたはVP

オーナー、社長、経営幹部

ナレッジ
ワーカー



主な行動

S5. あなたの役職では、次のことを行っていますか? 行ごとに1つ選択してください。分母数：4853

100%

89%

82%

66%

62%

43%

35%

28%

インターネットを利用

データを扱う

情報の分析

アイデアを生み出す

IT/ISと頻繁に連携する

サービスの開発

IT/IS 部門での業務

商品の開発

割合を表示



意思決定能力

S6 あなたは、あなたの会社における情報セキュリティに関する意思決定に、どの程度関与していますか? どれか1つを
お選びください。分母数：1802*

*マネージャーまたはそれ以上
の役職で、IT関連の仕事をして
いるか、もしくはIT関連の仕事
をする機会が多い方への質問

36%

33%

17%

14%

私は、情報セキュリティに関する主要な意

思決定者であるか、

またはそのような意思決定者の1人である

私は、会社の情報セキュリティ上の意思決

定に関して、

重要な影響力を持っている

私は、会社の情報セキュリティ上の意思決

定に関して、

ある程度の影響力を持っている

私は、会社の情報セキュリティ上の意思決

定に関して、

影響力を持っていない

私は、情報セキュリティに関する主要な
意思決定者であるか、またはそのような
意思決定者の1人である

私は、会社の情報セキュリティ上の
意思決定に関して、重要な影響力を
持っている

私は、会社の情報セキュリティ上の
意思決定に関して、ある程度の影響力を
持っている

私は、会社の情報セキュリティ上の
意思決定に関して、影響力を持って
いない



意思決定能力

S4 あなたは通常、どのような環境で働いていますか? どれか1つをお選びください。分母数：4853

66%

34%

オフィス勤務

在宅勤務（リモートワーク）



ありがとうございます
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