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CREATe Complianceは、企業と協力して、サイバーセキュリティ、知的財産と
営業秘密保護、腐敗防止などの主要な課題に対する内部リスクと第三者のグ
ローバルリスクをより適切に管理します。

CREATe Complianceのサービス 〜 CREATeリーディングプラクティス〜
コンプライアンスとリスクプログラムを測定、改善、ベンチマーク、モニター
するための実用的かつスケーラブルな方法を提供します。

• NIST(米国国立標準技術研究所)サイバーセキュリティフレームワークに基
づいた、サイバーセキュリティに関するCREATeリーディングプラクティ
ス

• 知的財産保護に関するCREATeリーデイングプラクティス
• 営業秘密保護に関するCREATeリーディングプラクティス
• 主要な国際指針とISO 37001贈賄防止マネジメントシステムの規格に基づい
た、腐敗防止に関するCREATeリーティングプラクティス
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Today we will discuss…

• Top Threats Today 
• How Companies Can Better Manage Cyber Risk 
• Leading Approaches, Frameworks and Standards
• CREATe Leading Practices
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Top Threats Today
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トップ記事は個人情報に集中…
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… さらに、サイバーリスクはビジネスの
主要部
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サイバーリスク脅威状況
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脅威主体 目的 手法 脆弱性

悪意ある内部者 競争優位性、金銭的利

益、国家目標

ブルートフォースハッキン

グ

ソーシャルエンジニアリン

グ

トロイの木馬

スピアフィッシング

水飲み場型エクスプロイト

マルウェア

Co-opted Credentials

物理的/非技術的

People

Processes

Technology

国民国家 軍事技術、国内/国営会
社支援

競合 競争優位性

多国籍の組織犯

罪

金銭的の利益

ハクティビスト 政治/社会的目的

参照: CREATe.org – PwC Report: Economic Impact of Trade Secret Theft: A 
framework for companies to safeguard trade secrets and mitigate potential thefts, 
February 2014



2017 年情報漏洩のコスト調査報告書：日本
Ponemon Institute 2017年6月

日本における情報漏洩
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情報漏洩の主要因 (ベン
チマークサンプル)

産業別１人あたりのコスト



ビジネスに重要な情報と敵が重要視する情報は必ずしも同じではない

何が最もリスクにさらされている？
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参照：国家防諜部による「2009-2011年の外国による経済情報収集と産
業スパイ活動」に関する議会への報告書 2011年10月

情報通信技術
クリーン技術

軍事技術

先端材料及び製造技術

ヘルスケア、医薬品及
び関連技術

商取引情報

農業技術

マクロ経済情報

エネルギー及びその
他天然資源情報

• 会社の最も価値があり機密情報資産は
何か、ビジネスのエコシステムのどこ
に位置するかを知る

• 今日、将来に渡り、最も重要な部分を
効果的に保護するために優先順位をつ
け、資源を割り当てる

• 会社が「目的を達成するための手段」
として狙われる可能性を知る（他社の

システムへのアクセスや情報を得るた
め）



サイバー脆弱性の「領域」

“オンプレミス” 
情報システム

“オフプレミ
ス”

クラウド

サプライ
チェーン

❷ ③ ❹①
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会社がいかにサイバーリスクを
マネジメントするか
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リスク及び情報セキュリティマネジメント
システム

情報セキュリティマネジメントシステム導入の背景：

• 全社的リスクマネジメント（ERM）戦略の一部として-上級管理者又は/及
び取締役会による検討

• サイバーセキュリティや特定データに関する顧客の契約要求事項を満たす
（特に、会社がクラウドベースやSAASサービスを提供している場合や、
顧客のネットワーク、秘密または機密情報やデータの契約を含む場合

• 製品やサービス業者が政府調達規定により、または、サプライチェーン
パートナーにより求められる

• 重要インフラにかかる法律または規定により求められる

• サイバーセキュリティ保険契約により求められる
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広く認められ、柔軟なフレームワークの基
本システム
目標: 会社がリスク及び情報セキュリティマネジメントシステムが整っているお
ことを立証

13

２つの主流なアプローチ: 
• ISO 27001 (証明)
• NIST サイバーセキュリティフレームワーク (自主参加型のアプローチ)

NIST サイバーセキュリティフレームワークにより、以下が可能:
• フレームワークの参照標準や特定プロセスに対して、情報セキュリティシステムの
成熟度を測る

• 目標プロファイルを選択 –組織のリスクプロファイルに沿った成熟度レベル
• フレームワークの各管理策のシステム成熟度と目標プロファイルの乖離を特定しプ
ラクティスを成熟させるための実施可能な計画を作成

• 継続的な改善のサイクルを用いてプラクティスを成熟させる



NIST フレームワーク対 ISO 27001

• 任意で、検証提供する団体の制限
なし

• 米国が当初、重要インフラ組織向
けに開発し、現在はあらゆる分野
や政府で広く使われている

• 他標準やガイダンス（ISO27001、
NIST 800-53等）を包括

• プロファイル目標により、サイ
バーセキュリティ導入度合いを決
定し、最低限の要求事項を設定す
るために用いることができる
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組織のサイバーセキュリティー導入手法

• ISO 標準は、ISOのライセンス費
用や証明プロセスを必要とする

• グローバルに認められたプロセス

• 文書化が必須条件

• 組織が認可条件を満たすかどうか



最新のアプローチ、フレーム
ワーク及び標準
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“2015年に30%以上、2020年までに50%以
上の組織がNISTサイバーセキュリティフ
レームワークを使用するだろう”

ガートナー: NISTサイバーセキュリティフレームワー
ク導入のベストプラクティス
2016年1月21日

NIST サイバーセキュリティフレームワーク

“フレームワークは、内外の協力を促進するための
サイバーセキュリティの課題を議論するための共
通言語を作りました。” 

“最大のリスク許容度でフレームワークを導入した
組織は、将来のサイバーセキュリティやプライバ
シー規制順守により適切に対処できるでしょう。” 
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米国上場企業の取締役からの質問

どのようにこれらの質問に回答しますか?
• 一般的なサイバーセキュリティと極めて重要
な資産保護と適切に区別した戦略を持ってい
ますか?

• 会社のサイバーセキュリティリスクは何です
か?

• それらのリスクをどのように管理しています
か?

• どのような人が敵と想定されますか?
• 侵害されたときはどのように知りますか?どの
ように検知しますか?

• NISTサイバーセキュリティフレームワークと
いった、体系だったフレームワークを導入し、
サイバーセキュリティへの対処および適切な
サイバーセキュリティ状態を保証することが
できますか?

17Download the report at: https://www.nacdonline.org/cyber



NIST サイバーセキュリティフレームワー
クの評価

既存の標準やガイダンス、プラクティスに基づく任意のガイダンス

• 理解しやすい言語を使用し、経営幹部レベル、取締役会、技術部門リー
ダーが理解しやすい共通分類を開発

• 内外の組織的利害関係者とリスク及びサイバーセキュリティマネジメント
のコミュニケーションを促進

• あらゆる分野の異なるリスク特性、異なる規模の組織に柔軟性を提供
• サイバーリスクは組織的リスクであるとの認識で、厳密には情報セキュリ
ティやコンプライアンスではない

• 継続的プロセスを具現化するもの – 1回限りの出来事ではない
• 運営上および事業上の活動に組み入れる
• 全社的リスクマネメジメント(ERM)プロセスに組み入れる



NIST フレームワークの要素

５つの主要
な機能
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NIST サイバーセキュリティフレームワーク
の概要

22 カテゴリー & 98 
管理策のサブカテゴ
リー

技術的およびマネジ
メントケイパビリティ
の分析を提示



NIST サイバーセキュリティフレームワークの関連
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NIST サイバーセキュリティフレームワーク

ISO 27001:2013

COBIT 5

NIST 800-171

ISA 62443-2-1: 
2009

ISA 62443-3-3: 
2013

HIPAA 
Security 
Rule

CCS CSC

NIST 800-53 
rev. 4

５つの機能

• 特定
• 防御
• 検知
• 対応
• 復旧



金融サービス分野のサイバーセキュリティ
要求事項とNISTフレームワーク
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連邦政府との契約者への要求事項とNISTフレームワー
ク及びNIST標準との位置付け
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NIST SPECIAL PUBLICATION (SP) 800-171 (“連邦政府外のシステムと組織における管
理された非格付け情報の保護”) 
• 適用対象:  米国国防省との契約する会社、またその業務委託先
• 適用範囲: 政府によるアクセス、使用、開示の制限がある軍事や宇宙応用の技術データやコン
ピューターソフトウェア

• 要求事項: SP800-171(該当データを保護するための組織的及び技術的セキュリティ要求事項)の順
守の自己証明

• 組織及び技術的な管理策: SP 800-171は14カテゴリーの110管理策を含む。リスクアセスメント、
技術保護、サイバーインシデントの72時間以内の報告、トレーニングや組織的管理策を含む。
SP800-171はNIST800-53標準（一般的な非連邦政府組織の管理策を含む）の包含、要求事項の相
互参照。

• 違反の場合: 政府からの契約解除の可能性、契約違反/過失による民事上の責任、不正行為による刑
事上の責任。

• 適用日: 2017年12月31日。適用日までに、最低限、システムセキュリティ計画及び行動計画を整え
ていること。

• NISTサイバーセキュリティフレームワークとの相乗効果: 大部分の SP 800-171の管理策はNISTフ
レームワークの要求事項の１つ以上と位置付けられている。
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一般のビジネスプロセスに
サイバーセキュリティを総合する姿

取締役会（下記活動のモニタリング）

執行役員（サイバー政策の決定）

インシデント総合対応チーム

法部
リスク管理
CIOチーム
CISOチーム
人事部

財務
コミュニケーション/PR
施設などのセキュリティ
関連会社のスプライチェーン
顧客サポート

ステークホルダー

会社員
顧客
ベンダー
パートナー
金融機関（貸し手）

株主
行政管理局
法執行期間
マスコミ
(新聞社等やインタネット）



Thank You


