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エグゼクティブサマリー

社会のデジタルトランスフォーメーションの拡大、 インターネット対応デバイスやプロセス使用
の浸透、 あるいはハッカーのプロフィールが変容しつつあることなどによって、 サイバー脅威
は急速に進化している。 また最近のサイバー攻撃でひときわ目立つのは、 予想される関連
損害の範囲も拡がり、 情報プライバシーの侵害や企業の有形・無形資産および事業中断
コストに関わる物理的・財政的損害の双方を次第に含むようになってきたことである。 その
結果、 サイバープロテクション問題が大企業と中小企業のいずれにおいても課題として浮上
してきている。

認識は高まっているものの、 企業はサイバーリスクへの対応が一般的に不十分である。 サイ
バーセキュリティをリスク管理の本流に組み入れている企業は比較的少数にとどまっている。
このような状態では持続可能性に乏しい。 多くの法域国・地域において、 企業に対してそ
の顧客の情報プライバシー保護を強化する対策の導入を強制化したり、 企業が要求水準
を達成しない場合には重い罰金を科すというような法制化が始まっている。

サイバー脅威に対して企業がとるべき防衛手段の第一歩は、 セキュリティ技術および包括的
かつ広範囲にわたるリスクマネジメントに十分な投資を行うことである。 また多くの企業は、
より優れた解決策を有する第三者にリスクを移転することを含めて、そのサイバー・エクスポー
ジャーを管理するための外部ソリューションを探し求めている。 サイバー保険を専門とする保
険市場は急速に発達しており、 この専門種目の契約引受を拡大しようと望む保険会社の数
が増加している。 しかし、 いくつかの重要なサイバー関連リスクはいまだに大部分が未保険
のままであり、 カバーの規模は企業全体のエクスポージャーに比べるとさほど大きくない。

サイバーリスクは、 とりわけ相関するエクスポージャーが大きい可能性を考えると、 複雑で理
解や基準化がしづらい。 技術環境の変化するスピードが極めて速く、 将来の損失に関する
情報を推定するための過去の損害データが欠如していることが問題である。 とはいえ、 保
険会社とその顧客はサイバーリスクのさまざまなモデル化に取り組んでいる。 完全な確率モ
デルはまだ揺籃期にあるとしても、 他の危険にかかわる経験によって、 基本的なリスク要因
の理解が進み、 かつサイバー損害についてのデータがより多く入手可能となるに応じて、 最
終的により良い充実したサイバーリスク・モデルが出現すると期待される。 	

それでも、 サイバーリスクの取組みにおける進歩は、 リスクのモデル化における進歩によって
決定されるものではないはずである。 保険の商品とプロセスにおけるイノベーションは、 サイ
バーリスクの付保可能性を高めるのに役立ち、 カバーの入手可能性をより広範な保険契約
者に対して供与することになろう。 これには、 サイバーインシデントに関するデータの収集、
共有および報告についての共通基準、 ならびに脅威検出およびリスク評価を改善するため
のスマート ・アナリティクスの一層の活用が含まれる。 また将来、 新たな保険リンク証券が
開発されれば、 いくつかのサイバーリスクがやがて資本市場の投資家に転嫁される可能性
もあろう。 	

サイバーセキュリティ侵害のコストが著しく増加

認識は高まっているものの、多くの企業はいま

だにサイバーリスク管理を制度化していない

専用のサイバー保険も開発されているが、損

害発生可能性（エクスポージャー）をカバーす

る規模と範囲はそれほど大きくない

最終的にリスクをさらに移転できるようなソリュ

ーション・モデルを保険会社と企業が構築中

商品とプロセスにおけるイノベーションはサイ

バーリスクの付保可能性を高めるのに役立つ

だろうが、 企業と保険会社の協力もまた必

要不可欠
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サイバー侵害のコスト	

サイバーリスクに対する懸念が、 データやセキュリティ侵害の注目を浴びるいくつかのケース
を背景に、 ここ数年増加してきている。 世界経済フォーラムのような組織が、 サイバー攻撃
は今日の世界が直面するトップリスクの一つであると言及している 1。 ビジネスの面では、 サ
イバー関連事故による （当事者および第三者の） 物理的・財政的な潜在的損害の範囲は
極めて広く、 関連リスクが広がりやすいという性質が目立っている 2。

サイバー攻撃 /セキュリティ侵害のコストに対する懸念は、 もはやデータの紛失、 盗難、 破
損にとどまらず、 企業の財物損壊および信用の毀損、 さらには事業中断または重要なイン
フラに対する激しい破損への対処にまで次第に及ぶようになっている。 損害は組織の内部
あるいは外部からの悪意ある攻撃から発生する可能性がある。 同様に、 損害は偶発的な
機械的エラーまたは人為ミスに関連している可能性もある。 表1は、 サイバー関連危険事
故から発生する可能性のある損害の種類をいくつか例示したものである。

注：マルウェアとは 「悪意のあるソフトウェア」 の略称であり、 コンピュータを感染させ、 またコンピュータ

に害を及ぼすために作成されたプログラムの一種。

出典：サイバーリスクの分類方法に関するチーフ・ リスク ・オフィサー （CRO） ・フォーラム・コンセプト ・プ

ロポーザルの付属書類、 CRO フォーラム、 2016 年 6月

2016 年の調査によると、 データ侵害に関わる平均コストは1企業当たりおよそ 20万米ド
ルと推定される 3。 しかし、 いくつかの事故によってもたらされた損害額はその数倍に達する
可能性があり、平均コスト全体を押し上げている （表2を参照）。 他のいくつかの調査では、
事業中断コスト、 風評損害や将来顧客の喪失、 財物損害コストなどを含むサイバーインシ
デントによるより広範な経済的影響を計量化しようとした 4,5。 例えばロイズ保険協会は、 1
年間のサイバー攻撃が事業に与えるコストは合計で4,000 億米ドルに及ぶと推定しており、
これには損害そのものに加えて、 通常の業務に対するその後の混乱も含んでいる 6。

サイバーセキュリティ侵害の脅威が増してお

り、グローバル・リスクのトップを占めている

脅威はデータの紛失/破損の範囲を超え、財

物・風評および事業中断による被害を含む

表1：

サイバー関連損害の種類

 

サイバー侵害の経済コスト増加が顕著

事故の種類 事例

システム異常/問題 自己システム異常またはマルウェア感染、ネットワーク通信異常、第三

者システムの不注意による障害、外部デジタルインフラの混乱

データの秘密保持 自己データのエクスポージャー：第三者データの盗難

データの完全性/

入手可能性

自己または第三者データの欠失、暗号化または破損

悪意のある行動 システムの悪用、悪意のある通信、インターネット詐欺

1  2016 年版 「世界のリスク報告」、 世界経済フォーラム、 2016 年
2		第 1当事者損害は、 事故による直接的な結果としての費用に関わるもの （例えば、 原因確定のための法的調査、 関す	

る消費者への通知、 広報キャンペーンなどに要するコスト）。 第三者損害は、 個別訴訟コストあるいは政府機関が課す罰
金 /諸手数料に関わるもの。

3		S.Romanosky 著 「サイバーインシデントのコストと原因に関する検討」、 ジャーナル ・オブ・サイバーセキュリティ、 2016 年
			 8月
4			ポネモン・インスティテュートによる 2016 年の調査では、 サイバー攻撃の結果としては、 情報損害のコストが最も高額で

あり （コストの 39％）、 次いで攻撃後の従業員生産性低下や事業プロセス障害を含む事業中断 （コストの 36％） であっ
たとが判明している。 収入損失および機器損害はそれぞれ 20％と 4％であった。 「2016 年におけるサイバー犯罪コストの
研究と事業イノベーションのリスクについて」、 ポネモン・インスティテュート、 2016 年10月

5		英国の通信会社Talk	Talk は、 2015 年10月に受けたサイバー攻撃によって、 既存顧客101,000人を失い、 目先の顧
客獲得目標を達成せず、 6,000万英ポンドの損害が発生したと報告している。 S.Farrell の 「Talk	Talk がサイバー攻撃
のコストを算出」、 2016 年 2月2日付ガーディアン紙、 https://www.theguardian.com/business/2016/feb/02/talktalk-
cyberattack-costs-customers-leave

6		S.Gandel、 「ロイズ保険協会の CEO によると、 サイバー攻撃で企業が負担するコストは毎年 4,000 億米ドル」、 2015 年1
月23日付フォーチュン誌、 http:fortune.com/2015/01/23/cyber-attack-insurance-lloyds/
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マカフィー社 （McAfee） も、 同じような損害総額の予想を示している 7。 加えて、 サーバー
インシデントを取り扱う場合の時間とリソースに関わる機会費用、 さらには意欲の減退によ
る投資減益も存在する。 企業は、 そのデジタル能力を構築するためにさらにリソースを投入
することについては、 それに伴って生じる新たなサイバーリスクを警戒して、 より慎重になるだ
ろう。

注：	
(1)	 	個人を識別できる情報	(PII)	の紛失または盗難による意図せざる開示 （例えば、 従業

員または顧客の個人情報が入っているコンピュータのハッカーまたは悪意のある従業員
による盗難）。

(2)	 	企業の情報技術 （IT） システムまたは知的財産における不正侵入または障害 （例え
ば （サービスを妨害する） DoS （ドス） 攻撃、盗難、悪意のある侵入とそれに続くサイバー
恐喝）。

(3)	 個人を識別できる情報の不正な収集、 使用および/または共有。 会社が 「受けた」		
　　　事件を意味する （1） および （2） とは異なり、 このカテゴリーは会社が原因で 「発生し
　　　た」 出来事を指す （例えば、 個人を識別できる情報を会社が不適切に収集または売
　　　却すること）。
(4)	 	個人または会社に対する直接的なコンピュータ・電子犯罪で、 フィッシング攻撃 （ウェブ

偽装詐欺）、 なりすまし犯罪、 あるいはスキミング攻撃 （不正情報読取り） を含む。

表２内のデータはすべて、コストの概算が公開されているサンプルインシデントの10年間デー
タ （2005 年～2014 年）。

出典：S.Romanosky 著 「サイバーインシデントのコストと原因に関する検討」、 ジャーナル・オブ・サイバー

セキュリティ、 2016 年 8月

セキュリティ侵害の重大性が一段と明白になってきたことを受けて、 サイバーリスクは事業上
の課題の上位を占めるようになった。 スイス・ リーと IBM が行った最近の調査によると、 企
業の 40％が最近の 3年間でサイバーインシデントの被害を受けており、 こうしたリスクは今
後数年間で増加すると全社の 60%が予想している 8。 これはすべての地域や産業につい
て該当しており、サイバー攻撃が最近特に目立った地域や業種（例えば、小売りやヘルスケア）
のみのことではなかった。

表2：

いくつかのサイバーインシデントにおける財政

コストの推定

 

サイバーセキュリティは企業にとって深刻な課

題となってきており…

インシデントの態様     インシデント数
コストの
平均値

（百万米ドル）

コストの
中央値

（百万米ドル）

コストの
最大値

（百万米ドル）

データ侵害（1） 602 5.87 0.17 572

システム損傷（2） 36 9.17 0.33 100

プライバシー侵害（3） 234 10.14 1.34 750

違法アクセス（4） 49 19.99 0.15 710

合計 921 7.84 0.25 750

7		「ネット損害：サイバー犯罪の世界的なコストを見積もる」、マカフィー社および戦略国際研究センター、 2014 年 6月。 この
マカフィー・レポートでは、 サイバー犯罪のコストを発展段階で調整した国民所得に対する恒常シェアで想定している。 こ
こでは入手可能な国民所得を用いて、 サイバー犯罪のコストを3,750 ～ 5,750 億米ドルの範囲と推定している。 これには
直接、 間接コストの両者が含まれており、 また、 知的財産の損害、 金融資産やデリケートな事業情報の盗難、 機会コス
ト、 ネットワーク確保用の追加コスト、 サイバー攻撃からの回復コスト、 風評損害なども含まれている。

8		「サイバーの世界：相互接続環境における抵抗力を求めて」、 スイス・ リー/IBM、 2016 年10月
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あらゆる規模の企業において、 その事業運営に対するサイバー攻撃やセキュリティ侵害の潜
在的な影響への懸念が一段と高まっている 9。 2015 年 9月のレポートによると、 調査対象
となった英国の小規模企業10 社のうち 6 社が以前に侵害を受けたことがあり、 その半分
以上が前年度に発生していた （63％） 10。 中小規模の事業者が大規模事業パートナーと締
結する契約書の条項において、 サイバーインシデントが発生した際の損失責任を前者が無
制限に負うとしている場合も珍しくない 11。 深刻なサイバーセキュリティ侵害が万一発生した
場合、 小規模事業者が復元方法を探すことは難しく、 事故発生後 6 ヵ月以内に事業から
の撤退を余儀なくされる事業者も数多い 12。

急速に変化するリスク	

サイバーリスクは絶え間なく変化し続けている。 サイバーリスクのダイナミックな性質を際立た
せている主要な点として、 次の３つがある。 すなわち、 デジタルトランスフォーメーションの進
行スピードと範囲、 （人と人、 人とモノ、 モノとモノがネットを通して完全に繋がった） ハイパー
コネクティビティの脆弱性要因の拡大、 および攻撃者	(threat	actors)	の変化である。

デジタルトランスフォーメーションの進展の加速と範囲
デジタル技術は、企業の内部プロセスや顧客との相互作用へとさらに深く浸透してきており、
また多くの場合に新たなビジネス・モデルを創出している。 レガシー・システムを守ろうとす
る在来型のセキュリティ・プロトコルは、 新たなデジタル・アプリケーションがもたらす破壊的
な変化を取り扱えないことが多い。また新しいサービスも、当該企業のリスクマネジメント・チー
ムが直接的に関与することなく、 異なった事業部門によって遂行されることになるだろうし、
既存の内部管理統制ではついていくのが難しくなる 13。 また、 企業は従業員や事業パート
ナーあるいは他のユーザーが自分のモバイル端末やパソコンを使って当該企業のアプリケー
ションを作動し、データにアクセスすることを許容するため、「私物の端末を持ち込む（BYOD）」
文化も普及しつつある。 米国のガートナー社 （Gartner） は、 組織の 90%が 2017年まで
に何らかの形で BYOD を後押しすると予想しており、 ITセキュリティの維持はますます難しく
なる 14。

またデジタル主導型ビジネスにおける哲学は、 伝統的なビジネスのそれとは大きく異なって
おり、 セキュリティの複雑性を新たに作り出している。 デジタルの世界では、 設計から顧客へ
の納品に至る一つの商品の動きが非常に速く、 顧客からのフィードバックが到着するたびに、
商品の改善も絶え間なく続いていく。 最高経営責任者 （CEO） は自社組織を促してデジタ
ルトランスフォーメーションやイノベーションに走ることが多く、 これは組込みセキュリティやオ
ペレーショナルリスクの過少評価をもたらす可能性がある 15。 最近の調査によると、 企業の
95％がデジタル技術によるリスク環境の変化を認識しているという。 それでも、 実際は複雑
である場合でも自社のシステムはシンプルであると思い込んでいる企業が多い16。

…これは大企業に限ったことではない

サイバーリスクは新たな脅威要素が生じるに

従い、さらに不可避的に変化するだろう

企業のITセキュリティにとってデジタルトランス

フォーメーションの進展の加速が問題

企業はデジタル技術がそのビジネス・モデル

のために生み出す複雑性を理解しているか

もしれない

9　 「世界調査レポート－ 2016 年度における中小企業の主要リスク」、 チューリッヒ・フィナンシャル・サービシズ、 2016 年 9月
10　「小規模企業の風評とサイバーリスク」、 KPPMG および BeCyberstreetwise.com、 2015 年 9月
11	「サイバー/ プライバシー保険に関する市場調査、 2016 年」、 ベターリー・レポート、 2016 年 6月
12	「小規模企業の大部分はサーバー犯罪から回復しない」、 wsj.com、 2013 年 3月22日
　　　http://www.wsj.com/artides/s810001424127887324557804578376291878413744
13	「リスクを管理する 4 つの手段と二つの流儀の IT におけるセキュリティ」、 ガートナー社、 2016 年 3月7日
14	「ガートナー社の予測」、 ガートナー社、 2016 年1月
15	「モード 2 の立ち上げにより二つの流儀の IT を推進」、 ガートナー社、 2016 年 4月29日
16	「デジタル経済における複雑性のリスク」、マサチューセッツ工科大学およびインフォシス・ リミテッド、 2016 年 6月
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極めて高度な人工知能 （AI） のアルゴリズムを使用するコンピュータは、 数百万のソフトウェ
アを通して検索し、 （セキュリティ上の） 弱点の突破口を見つけ出すことができる。 研究者は、
システムを攻撃するために機械学習モデルが剽窃またリバースエンジニアリング （他社の製
品を解析して技術情報を抽出すること） される方法をすでに実証している 17。 もっと一般的
にいうと、 最近の調査では回答者の 62％が、 AI が普及するに応じてサイバーリスクや情報
セキュリティ・ リスクが増加するだろうと述べた 18。 これは、 スイス・ リーと IBM が最近行った
調査で判明した事実と一致している （図1を参照）。

 

	 小規模	＝	従業員500人以下  

	 中 ~大規模	＝	従業員500人～10,000人

 超大型	＝	従業員10,000人以上

注：コグニティブ・コンピューティングとは、 ある事象についてコンピュータ自らが考え、 学習し、 自分なりの答えを導き
出すシステムのこと。

出典：「サイバーの世界：相互接続環境における抵抗力を求めて」、 スイス・ リー/IBM、 2016 年

脆弱性源の拡大 
インターネット対応機器の急速な普及、 すなわち、 モノのインターネットと呼ばれる IoT は、
通信や情報の共有および事業運営/指揮 （例えば、 遠隔操作） についての新しい方法を
可能にする。 しかしまた、 これは脆弱性の範囲も拡大する。 そのうちに IoT は、 スマート・トー
スターのような日用品の家電製品からドローンとも呼ばれる無人航空機あるいは完全自動運
転車に至るまで、 すべてがデジタル的に相互接続された世界を作り出すだろう。 	

こうした機器の一部はセキュリティが貧弱であり、なかには全くないものすらあり、とりわけ （修
正プログラムとも呼ばれる） パッチまたはフィックスが全く当てられないような脆弱性にさらさ
れている場合は、 悪意のあるハッカーの攻撃を受けやすい。 例えば、 接続されたネットワー
クは分散型サービス妨害攻撃 （DDoS ：ディードス） で利用される可能性があり、 DDoS は
防備の貧弱な IoT に手をまわして他のウェブ接続サービスを停止させる 19。 IoT を圧倒的に
占めるアプリケーションは産業におけるプロセスや政府によるインフラであり、消費者端末に
は限られないため、ネットワークのセキュリティが脆弱なことは特に懸念されるところである 20。
リモート端末および環境において常時接続が行われていると、 ハッカー志望者に対して多く
の潜在的な攻撃対象領域を提供することになる。

新しい種類の攻撃を大規模に仕掛けるには

アルゴリズム主導の技術利用が可能

図1：

コグニティブ・コンピューティング（注）の採用とリス

クについての企業見解の調査（企業規模別）

 

IoTは脆弱性の範囲を広げる…

…その理由は接続された機器のセキュリティ

基準が脆弱な可能性があるため

質問 ：貴社の推定では、 2025 年には全

ての産業における企業の何％がコグニティ

ブ・コンピューティングを配備するでしょうか？

質問 ：コグニティブ・コンピューティング・シ

ステムが広く用いられるようになった場合、

貴社が直面するサイバーリスクはどのように

変化するでしょうか？

0%
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小規模

  0–20%	 	 	 61–80%	 	 
  21–40%	   81–100% 
  41–60%

	 	大きく変化、または著しく変化
	 	ほとんど変わらない	
	 	減少、または著しく減少

小規模中~大規模 中~大規模超大型 超大型

17　F.	Tramer、 F.	Zhang、	A.	Juels、 T.	Ristenpart 共著 「予測アプリケーションを経由する機械学習モデルの剽窃」、
USENIX協会、 2016 年 8月

18　「サイバーセキュリティの状況：2016年予想」、 ISACA （情報システムコントロール協会） およびRSAカンファレンス調査、 2016年
19　H.Kuchlerの「接続機器がサイバーセキュリティ上の弱点を無数に生み出す」、2016年10月23日付フィナンシャルタイムズ、
　　　https://www.ft.com/content/a63b2de8-992c-11e6-8f9b-70e3cabccfae
20　2017年には企業が大量の IoTハードウェアに投資し （9,640 億米ドル）、 消費者は7,250 億米ドルを支出しているだろう。

　2017年 2月7日にガートナー社が 「2017 年には 84 億の接続されたモノが使用され、 2016 年比 31パーセントの増加
　　　となるだろう」 と述べたことを参照。 http://www.gartner.com/newsroom//id/3598917
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クラウドコンピューティングの普及はサイバーセキュリティの問題をさらに複雑化させている 21。
企業が取り組んでいる分散環境において、 どのクラウド ・サービスが利用され、 責任者が
誰で、 プロバイダーが自社の ITスタッフからどのようにデータを保護するのか、 という透明性
の欠如が問題である 22。 またクラウドをベースとしたシステムは、 仮想環境を探し出して影
響を与えることのできる新しいタイプのマルウェアに対して脆弱である 23。 また、 ファイル共
有アプリは強力なセキュリティ標準を持っていてもハッキングの影響を受け易い。 というのは、
利用者は共有パスワードのような自分自身の脆弱性を何気なく知らせてしまう可能性がある
からだ。

攻撃者プロフィールの進化 
また攻撃者のプロフィールも変化している（図2を参照）。安価なハッカー用ツールキットがハッ
キングのコストを引き下げ、 高度に専門的な IT 技能を有する者に対するだけではなく、 広
い範囲の攻撃者にも参入障壁を低くする 24。 DDos 攻撃がその好例である。 この実行は比
較的安価に行われるが、 それを防止・解決するには高くつくことが多い。 例えば、 2016 年
にマルウェア （Mirai） が数多くの家庭用インターネット接続機器を用いて DDos 攻撃を開始
した 25。 またハッカー間の協力も、マルウェアをウェブサイト ・フォーラムにおいて匿名で共有
することにより、 一段と普及してきている。

出典：スイス再保険会社	経済調査・コンサルティング部

ハッカーはひとたび大きな名声と注目を浴びると、 サイバー攻撃の成功による経済的利益を
次第に認識するようになる。 技術的に極めて高度なリソースと能力へのアクセスを有し、 広
く知られている犯罪組織グループは、 サイバー犯罪が金になる試みだと気づいている。 官
製ハッカーたちは、 サイバー攻撃による障害や、 機密情報へのアクセスまたは不正な競争利
益を得るための企業スパイ活動に携わっている。 例えば、 知的財産を剽窃して研究開発コ
ストを削減することによって、 国際入札を競り落とし、 （通常のプロセスを飛び越して革新的
に進歩する） 「リープフロッグイノベーション」 を達成する。 	

クラウドの使用頻度増は透明性の低下と新

たな脅威をもたらす

安価なハッキング手段と協力関係の出現は

攻撃者集団を拡大化

図2：

攻撃者のタイプ、リソースおよび動機の拡がり

はるかに大きくなってきたサイバー犯罪からの

経済的利益

国家主導

組織的犯罪

ハッキング活動者

素人

リソース

技術的リソースは

劣る

広範なネットワーク

強い感情的な意思

かなりの技術的リソース 政府予算によってのみ

制約される

動機

名声と悪評 声明の発表

困惑を生じさせる

経済的利益 イノベーションへの後押し

交渉における影響力

高度な知識

専門家ではない

既知の手段を使用

ときには、知識は低く、

容赦がなく、標的型

専門家

確立した犯罪組織

極めて高度な知識、特

許、創造性、持続性

21	ガートナー社は、 2020 年までに企業の 「クラウドなし」 政策は時代遅れになるだろうと予想している。 2016 年 6月22
日にガートナー社が 「2020 年までに企業の 『クラウドなし』 政策は今日の 『インターネットなし』 政策と同じように稀有
なものとなろう」 と述べたことを参照。 http://www.gartner.com/newsroom/id/3354117

22	事業ユニットが社内のITを精査することなく新しいソフトウェアおよびその基本設計概念を入手する状態を表現するため、
「シャドー IT」 という表現が使われることもある。 2016 年 5月3日付ガートナー社C.Pettey の 「シャドー IT によって貴社
事業を危機にさらすな」 を参照。 http://www.gartner.com/smarterwithgartner/dont-let-shadow-it-put-your-business-
at-risk/

23	D.Shacleford 著「マルウェアの分析：いくつかの負荷がどのようにして仮想マシンに適応するか」、TechTarget、2015 年 6月、
　　　http://searchsecurity.techtarget.com/feature/Malware-analysis-How-some-strains-adapt-to-virtual-machines
24	技術的に熟練した攻撃者は、 攻撃を実行するための特殊なツールキットのために平均1,367米ドルを使うと報告されて

いる。 「攻撃の経済性を反転させる」、 ポネモン・インスティテュート、 2016 年1月を参照。
25	こうした新しいタイプのマルウェアは、 ハッカーが機能性を徐々に付け加えることのできるソフトウェア・プラットフォームへの

更新として作成されることが多い。
　　　2016 年11月15日付Wired 誌における L.H.newman の 「ウェブを揺さぶっている Mirai ボットネットは崩壊しているが進

化もしている」 を参照。 https://www.wired.com82016/11/web-shaking-mirai-botnet-splintering-also-evolving/
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また攻撃者もさらに洗練されてきており、 新しい修正方法を知る企業の従業員に的を絞っ
ている。 企業の従業員は、 悪意のある場合であれ偶然であれ、 攻撃を伝達する要因とな
ることが多い。 2015 年には、 フィッシングとソーシャル・エンジニアリング・テクニックが、 企
業ネットワークの弱点を突く最も有効な手段として上位を占めた 26。 ユーザーは、 時間が経
つにつれてフィッシング詐欺に気付き、不審なEメールの認識方法を習得できるようになるが、
人 を々欺いて正常なセキュリティ手続きを壊すような新しい方法についていくのは難しい 27。
広く一般的に使われているプラットフォームもまた、革新的な方法で脅かされる可能性がある。
例えば 2016 年にハッカーたちは、 AI を使って個人名の入っているツイートを創作し、 標的に
された人を騙して悪質なリンクをクリックさせることができる方法を実際にやって見せた 28。

サイバー恐喝もまた、個人情報を盗んでブラックマーケットで売り飛ばすような極めて伝統的
な方法と並んで、犯罪者が用いる一般的な手段になってきている 29。 ランサムウェアは、一定
の金額 （ビットコインによる場合が多い） が支払われるまでコンピュータのシステムやデータ
へのアクセスを阻止するように設計されたマルウェアの一種である。 産業用の IoTエコシステ
ムはとりわけ脆弱である。ハッカーによる事業中断の脅しは、生産性の低下が顕著な場合や
事業の継続が危うい場合に、 ランサム （身代金） の支払いに駆り立てる可能性がある 30。
米国連邦捜査局 （FBI） によれば、 米国では 2015 年に 2,400 件のランサムウェア事件が
発生し（2014 年の1,800 件から増加）、その結果、推定損害額は 2,400万米ドルとなった 31。
他の地域に関しては、 アメリカン・インターナショナル・グループ （AIG） 欧州のデータによ
れば、 欧州ではランサムウェアと脅迫がサイバー保険契約における保険金支払件数で最高
位を占め、 データ漏洩事故を上回っている 32。 このような攻撃による個々の損害はまだ比
較的少額であるものの、マルウェアの創出者がそのプログラムを複数の利用者に売却し、 利
用者の稼得利益の一定割合を受領するという 「サービスとしてのランサムウェア」 事業モデ
ルの展開を見ると、 その潜在的な規模と攻撃範囲は大幅に拡大している 33。

秘密情報を捕捉するため、さらに洗練された

テクニックを使用しているハッカー

ランサムウェアもまた脅威を増している

26	フィッシングとは、電子通信において信頼できる法人になりすますことによって機密情報を得ようとする試みのこと。ソーシャ
ル・エンジニアリングは、 人々 に機密情報を漏らさせる心理的操作である。 前掲の ISACA および RSA カンファレンス調
査を参照。

27	非常に高度なソーシャル・エンジニアリングの1例として、 従業員が権限を与えられた執行役員を装った犯罪者の E メー
ルを受け取った後に知らず知らずの内に会社の資金を不正口座に転送するという最近発表された虚偽の資金移転の事
例がある。 ロイターの 2016 年 9月15日付 「バングラデシュにおける銀行強盗を受けて中央銀行が国際基準を模索」
を参照。 http://www.reuters.com/article/us-cyber-heist-based-taskforce-idUSKCN11L269

28	2016 年 8月4日付のマサチューセッツ工科大学テクノロジー ・ レビューにおけるT.Simonite の 「この人工知能が巧妙に
作り上げるあなたが決して知らないツィートは迷惑メールです」、 https://www.technologyreview.com/s/602109/this-ai-
will-craft-tweets-that-toull-never-know-are-spam/

29	2016 年10月27日付のウオールストリート ・ジャーナル、 リスク＆コンプライアンス・ジャーナルにおける N.Elliott の 「ランサ
ムウェアが急増しており、 企業は支払っている」、 http://blogs.waj.com/riskandcompliance/2016/10/27/ransomware-is-
booming-and-companies-are-paying-up/

30	2016 年10月2日付のテック ・ クランチにおける B.Dickson の 「IoT ランサムウェアを異なったより危険な脅威にしてい
るのは何か」、 https://techcrunch.com/2016/10/02/what-makes-iot-ransomware-a-different-and-more-dangerous-
threat/

31	2016 年 4月26日付のFBI クリーブランドにおけるV.D.Anderson の 「ランサムウェア：最新のサイバー脅迫手段」、
https://www.fbi.gov/contact-us/field-offices/cleveland/news/press-releases/ransomware-latest-cyber-extortion-
tool

32	2016 年11月29日付のインシュアランス・ビジネス誌における P.Lucas の 「AIG が明らかにしたサイバー支払保険金のトッ
プ要因」、 http://www.insurancebusinessmag.com/uk/news/breaking-news/to-claim-causes-revealed-by-aig-41109.
aspx

33	2016 年 9月2日付のトレンド ・マイクロにおける 「サービスとしてのランサムウェア：ランサムウェアのオペレーターが利益を
得る方法を見出す」 を参照、 http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/
ransomware-as-a-service-ransomware-operators-find-ways-to-bring-in-business
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行動の欠如

企業のサイバーリスクに対する認識は高まってきているが、 これが具体的で包括的な行動
計画に繋がっているかどうかは明確でない。 最近行われた研究と同じように、 2016 年にス
イス・ リー/IBM が行った調査でも、 サイバーを重要な脅威だと見ている企業の中ですら、
制度化されたサイバーリスク・マネジメントを有している企業は比較的まれであった （図 3 を
参照）。 比較的少数の企業が、 全般的なリスク選好度と脆弱性を監視する詳細な手続き
をまとめた公式のサイバーリスク・マネジメント戦略を保有している 34。

横軸の回答に対する質問 ：貴社に影響を与える他のリスク・テーマと比較して、 デジタル相

互接続性のリスクを現在どの辺に位置付けていますか？ （より低い /同じ/より高い）		

縦軸の回答に対する質問 ：デジタル相互接続性事故のリスクに対して、 貴社はどの程度ま

で備えていますか？ （他のリスクと比較したサイバーリスクのランクに従って、 企業をパーセン
ト割合でグループ化：（より低い /同じ/より高い）

出典：「サイバーの世界：相互接続環境における抵抗力を求めて」、 スイス・ リー/IBM、 2016 年

何もしない理由の一つとして、 現状に自己満足している可能性がある。 すなわち、 企業は
複数回にわたって攻撃される可能性について過小評価している可能性がある。 ロイズ保険
協会が最近行った調査によると、 過去 5年間にサイバーセキュリティ侵害の被害を受けた
事業の 92％のうちで将来新たな侵害の発生を懸念しているのはわずかに 42％であること
が分かった 35。 もっと一般的にいえば、 セキュリティ分析会社のAdvisen によると、 リソース
や関与あるいは知識が限られているといった要因が重なって、 リスク緩和努力はわずかにし
か前進しないということである 36。 同様に、 これはサイバーセキュリティが多くの組織におい
て幅広い戦略的課題としてではなく、いまだに技術的な課題と見なされていることに関係し
ているのかもしれない 37。 サイバーセキュリティのモニタリングは、 今ではトップマネジメントへ
の定期的報告の一部になっていることが多いものの、 一般的にはいまだに IT 部門で所管
されている。

認識は高まっているが、企業はサイバーリスク・

マネジメントを制度化していない	

図3：

リスクへの備えに関する企業の見方に関する

調査

企業はサイバー攻撃を繰り返し受ける可能性

を過小評価しているのかもしれない
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当社はサイバーリスクをより
低いまたは大幅に低いと位

置付ける
（企業総数の10％）

当社はサイバーリスクを他の
リスクと同じ位置付けにして

いる
（企業総数の43％）

サイバーリスクは他のリスクと対比
してより高いまたは大幅に高い

（企業総数の47％）

	 	何ら準備せず	  
	 	 リスクは特定され、リスク管理はその場その場で
	 	定期的なリスク評価、リスク管理は文書化されている	 	 
	 	 リスク管理プログラムが制度化されている

34	制度化されたサイバーリスク管理についてさらに検討するためには、 2016 年10月に財務省、 連邦準備制度理事会お
よび連邦預金保険公社によって公表された 「サイバーリスク管理基準の強化」 を参照、 https://www.federalreserve.
gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20161019a1.pdf

35	「サイバーリスク問題に直面する」、 ロイズ保険協会、 2016 年 9月
36	J.Bradford 著 「サイバー犯罪と闘う鍵となる官民パートナーシップ」 Advisen	Ltd.、 http://www.advisen.com/tools/

fpnproc/fpns/articles_new_23/P/263440646.html?rid=263440646&list_id=23
37	ガートナー社はサイバーリスクについて400 件以上の取締役会へのプレゼンテーションを精査したが、 それが企業の共鳴

を呼べない最大の理由は、技術的手段と操作メトリックに焦点を当てていることであると判明した。2016年3月2日付ガー			
トナー社の J.Wheatman、 P.E.Proctor、 R.McMillan による 「リスクと情報セキュリティを取締役会に提示するための包括的
なガイドライン」 を参照。
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一見最低限の準備をしているように見える新興市場でも地域格差が存在する。 アジア太平
洋地域に関する報告では、 企業はその環境のなかで平均して 520日間も攻撃者を見抜け
なかったことが判明しており、これは世界平均の146日よりはるかに長い 38。より重要なことは、
こうした市場では企業が特注ソフトウェアを使っており、 大規模なソフトウェア会社製品には
適用されている不正アクセス監視サービスのようなものを必ずしも備えていないことである。
と同時に、多くの新興市場では、企業や政府は攻撃の開示を求められないことが多いため、
準備不足の本当の程度を評価することは難しい 39。

サイバー問題に対して高まる規制上のチェック

規制当局と立法府は、 サイバーセキュリティ侵害がシステミックな不安定性の原因とならず、
また個人情報の保護を組織に依拠している消費者に対して不当な損害を与えないように改
革を要求している。 世界中で107ヵ国 （うち 66 ヵ国が発展途上国） がデータおよびプライ
バシーの保護を求める法律を制定している（図 4 を参照）。 アジアおよびアフリカ地域では、
一般的には法律草案が進行中であるものの、法律を整えている国の数は40％に満たない。

出典：国際連合貿易開発会議 （UNCTAD） のグローバル・サイバー・ トラッカー：引用したデータは 2016 年12月

1日のもの

いくつかの新興市場における企業はとりわけ

準備不足

世界的に規制当局は、企業や機関が消費者

データの保護にもっと多くのことをするように

求めている

図4：

世界におけるデータおよびプライバシー保護法

	 	法律 
	 	法律草案
	 	規制なし 
	 	データなし

38	B.Boland、 「エムトレンド ・ レポート、 アジア・太平洋地域」、 www.fireeye.com、 2016 年 8月24日、 https://www.
fireeye.com/blog/threat-research/2016/08/m-trends_asia_pacifi.html

39	L.Lewis、 D.Weinland、 M.Peel、 「アジアのハッキング：サイバー犯罪におけるキャッシング」、 フィナンシャルタイムズ、 2016
年 9月19日、		https://www.ft.com/content/38e49534-57bb-11e6-9f70-badea1b336d4
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2018 年に発効する欧州連合 （EU） の一般データ保護規制 （GDPR） のもとでは、 データ
の保護ができない欧州企業は重い罰金を科せられることになる 40。 企業はまた、その情報
がもはや関係がないか必要でなくなった場合、 当該企業のシステムから個人の詳細を消去
できるようにしなければならない。 データが組織の至るところに細分化され、 あるいは外部
に保有され情報が見えにくい状態である場合、 これが困難なこともある。 しかしながら、 い
ままでのところ企業が規制に従わない場合に受ける重大な財務上および法律上の結果を
理解したようには見えない。 ロイズ保険協会による最近の調査では、 EU の一般データ保
護規制の意味するところを理解している企業が少ないことが判明している。 新しい規制につ
いて企業の 57％が 「ほとんど」 または 「何も」 知らないと回答した 41。 別の調査では、 欧
州・中東およびアフリカ（EMEA）からの回答会社のうち1/5が GDPR の準備を始めておらず、
導入の準備をすべて完了したと回答したのは1/4 に過ぎないことが明らかとなった。 同様に
オーストラリアでは、 調査対象となった IT意思決定者のうちで、 2017年に発効することが
決まっているオーストラリア個人情報保護法の修正条項における侵害行為の強制通知を処
理する準備が完全に整ったと思っているのは、 わずか1/3 である 42。

統一のとれないまま次 と々生まれる判例は将来の影響を測定することを難しくしているが、
サイバーに関わる判例の変化もまた訴訟を活発にし、和解費用を増加させる可能性がある。
例えば米国の裁判所は、 データ漏洩が単に個人情報の盗難の可能性にしかならない場合
でも補償に値する侵害行為と見なし、訴訟を起こすことを認めているケースもある。 以前は、
原告が損害を被ったことを証明できない場合にデータ漏洩の訴えを棄却する可能性があっ
た 43。 このようなケースは示談になることが多かったが、 今後は企業に法的制裁を受け入れ
させるにはデータが開示されたことを論証するだけで良いことになろう。

規制圧力は、 企業のサプライチェーンにおけるすべての当事者のサイバーリスクに関する考
え方に影響を与えるだろう。 順守要件と漏洩による損害賠償責任がすべての人々にとって
増大しているからである。 例えば米国国防省は、 その請負業者または下請業者の誰がサ
イバー攻撃を受けた場合でも、 通告されなければならない。 しかしさらに広く見れば、 企業
や機関のすべてがそのサプライチェーンに埋め込まれているリスクに気付いている訳ではな
い。 例えば欧州では、 企業の 80％がそのサプライヤーがもつサイバーリスク・プロフィルを
見極めていない 44。

成長するサイバー保険市場

サイバー危険の増加や脆弱性要因の拡大あるいは規制圧力の高まりなどを背景に、サイバー
リスクに対する保険保護への需要が伸びている。 チューリッヒ保険 /Advisen によれば、 サイ
バー賠償責任保険を購入していると報告した企業の割合は、2011年以降およそ 2倍になっ
た 45。 またスイス・ リー/IBM の調査でも、 サイバー関連の損害を防ぐ特殊なカバーの購入
を考慮している企業の増加が明らかとなった。 サイバー保険を専門とする市場が急増し， さ
まざまな保険事業体による推定は多様であるが （図 5 を参照）、 今後 5年から10 年の間
におけるサイバー保険料の伸びは最低でも年率15％になるだろうと示唆している。

データ保護に関する新たな規制は広範囲に

わたるが、 結果の不確実な厳しい要求を課

している

法解釈の進展もまた、 サイバー侵害による

コストを推定しようとする企業努力を複雑に

している

そしてサプライチェーンにおけるすべての当事

者に影響のある順守要件

サイバー保険への需要が増加し、 保険料総

額の急上昇を支えている

40	罰金は事故および違反行為の種類によって決まる。 しかし一般的には、重要なGDPR規定の違反は、最高2,000万ユー
				ロまたは総売上高の最高4％のいずれか多い方が行政罰金の対象となる。 軽微な違反は、 1,000万ユーロまたは総売

上高の 2％のいずれか多い方が行政罰金の対象となる。
41	前掲ロイズ保険協会
42	「世界の先進的な脅威状況調査、 2016 年」、 サイバーアーク社、 2016 年
43		N.Hong、 「消費者にとって、 被害がデータ漏洩のケースだと証明することは困難」、ウオールストリート ・ ジャーナル
      紙、 2016 年 6月26日、 http://www.wsj.com/articles/for-consumers-injury-is-hard-to-prove-in-data-breach-
					cases-1466985988
44	「欧州大陸におけるサーバーリスクの調査： 2016 年レポート」、マーシュ社、 2016 年10月
45	「情報セキュリティとサイバーリスク管理」、 Advisen/チューリッヒ保険、 2016 年10月
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出典：アリアンツ、 エーオン、 プライスウオーターハウスクーパース、 Advisen、 英国保険協会、 スイス再保険会社	経

済調査・コンサルティング部

専用のサイバー保険は、 一般的にデータ漏洩とネットワークセキュリティ侵害および関連損
害に対する保護手段を中心として提供し、 引受限度額は 5百万米ドルから1億米ドルまで
の幅がある。 ほとんどの契約は、 「損害賠償等請求ベース （報告期間延長特約付き）」 （す
なわち 「クレームズ・メイド ・アンド ・レポーテッド）」 ベースで引受けられており、 これは保険
期間中または契約期間終了後最大限30日から 60日のうちに保険金請求を保険会社に
通告しなければならないことを意味する。

サイバー保険市場はいまだに比較的寡占の状態にある。米国市場では保険会社3社（AIG、
チャブおよび XL グループ） がおよそ45％を占めていると報告されている 46。 しかし、 これ
には変化の兆しが見られ、多くの保険会社がサイバー保険引受能力の拡大を目指している。
スイス・ リー/IBM の調査の対象となった、 サイバー保険を現在は販売していない保険会社
の半数は、 ここ数年のうちの販売を計画している。 	

図5：

全世界サイバー保険料の推定（2015～2025

年）、単位10億米ドル、主要な市場参加者

一般的に5百万米ドルから1億米ドルまでの幅

があるサイバー保険の契約限度額

サイバー保険市場はかなり寡占的であるが、

それでも多くの保険会社が参入を窺っている	

0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0

アリアンツ

エーオン

プライスウオーター
ハウスクーパース

Advisen

英国保険協会

20%	年平均成長率
(2015–2020)

32%	年平均成長率
(2020–2025)

37%	年平均成長率
(2015–2020)

15%	年平均成長率
(2015–2020)

21%	年平均成長率
(2015–2020)

44%	年平均成長率
(2015–2020)

	 	 2015年	 	 	 	 2020年	 	 	 	 2025年

46	「AIG、 チャブ、 XL グループが米国のサイバー保険マーケットシェアをリード：フィッチ・レーティングス」、インシュアランス・
ジャーナル、 2016 年 9月6日、 http://www.insurancejournal.com/magazines/features/2016/09/06/424904.htm
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■	専用商品が米国で1990 年代の					
　　中・後半に出現。

　　　　専門職業賠償責任保険契約 （例	
　　　　えば、 E&O 保険、 会社役員賠償				
　　　　責任保険） から進化。

■	最初の契約はネットのコンテンツ
　　　　やソフトウェアのエクスポージャーを														
　　　　対象に引受。

■	こうした 「インターネット保険」 は、
　　　　－	コンピュータ・セキュリティの機能		
　　　　　　不全に限られていた
　　　　－	データ漏洩によるファーストパー
　　　　　　ティ（製品提供者）に対するカバー
　　　　　　は提供しなかった
　　　　－	非電子記録または偶発的な開
						　　示までの拡張担保はなかった。
– 

■	オンライン・メディア契約に 「不正ア
クセス」、 「ネットワークセキュリティ」
および 「ウィルス」 による損害が含
まれ始めた。 しかし重要な免責（例
えば、 不良社員の行為や規制上の
罰金） があり、 ファーストパーティは
まったくカバーされてなかった。

■	2000 年代の半ばには、 カバーにい
くつかのファーストパーティ損害 （例
えば、 サイバー事業中断、 サイバー
脅迫） と偶発的データ漏洩が導入
された。

■	米国のデータ保護規制は、 IT裁判
や広報活動、 顧客への通知などの
ために発生した費用などに対する
補償を含む商品のイノベーションを
引き起こした。

 

■		専用商品を持つ多数の保険会社
が米国以外にも成長。

■		ITへの依存や派手なハッキング不
祥事が増加し、 サイバー保険の需
要が （専用カバーや伝統的な損害
保険契約への特約条項の両面で）
世界的に上昇した。

■	 EU 当局はデータ保護規制を改
訂する合意に達しており、 規制は
2018 年に施行される予定。

■	他地域におけるデータ保護規制も
始まっており、 サイバー脅威や保護
の必要性に対する認識が高まって
いる。

■	保険会社は外部 IT 専門家と提携
してサーバーリスクの知識を深めて
いる。

サイバー保険の進化
サイバーリスクに対する保険は比較的新しい事業であり、 急速に進化している。 最初の専
用保険証券は1990 年代後半に米国で出現し、 インターネット利用の増加に従って発生す
るプライバシー/セキュリティの賠償責任問題を対象とするものであった （図 6 を参照）。 米
国は依然としてサイバー保険の最大市場であり、 2015 年の世界における保険料20 ～30
億米ドルの大半を占めている。 とはいえ米国カバーの多くは国際的な保険会社によって引き
受けられている （例えばロンドン市場を経由して）。

サイバー保険は比較的新しい営業種目で米

国が最大の市場

図6：

専用サイバー保険契約の発展における直近

数十年の重要事項

出典：スイス再保険会社	経済調査・コンサルティング部

1990 年代 2000 年代 2010 年代
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それぞれの保険会社は異なった用語を用いているが、 現在の専用サイバー・カバーでは一
般的に次のような諸要素をいくつか組み合わせてブレンドしている。

� ネットワーク、 IT セキュリティ障害 ：事業中断保険で、 DDoS イベントを含む悪意のある攻
撃の結果、 ITセキュリティ障害に起因して事業運営が中断もしくは停止したときの被保
険者の収入、 事業費および多くの場合データ復元費用をカバーする。

� ネットワーク、 IT システム障害：事業中断保険で、（上記の） セキュリティ障害と同様のカバー
であるが、 事業経営が ITシステム障害 （悪意のないサイバーイベント） およびときには
人為的ミスや災難に起因して中断した場合である。

� 構外利益 （CBI） ：デジタル・サプライヤー （例えばクラウド ・プロバイダー） や時には伝
統的な公益サービス （例えば電力） において混乱が生じた場合に、 被保険者の収入、
事業費をカバーする。

� プライバシー侵害 ：データ漏洩を受けて発生する諸経費に関わるクレームをカバーし、 こ
れには危機管理コスト （例えば、 IT裁判、 顧客への通知、 ときには規制上の罰金） を
含む。

� ネットワーク賠償責任 ：被保険者のシステムから、 またはそれを経由して生じる破壊的な
事故の結果、 サードパーティ提供者 （他社製品と連携して用いる製品の提供者） に生じ
る損壊をカバーする。

� E&O ：ソフトウェアおよびコンサルティングを含む提供サービスの履行時上の過失によって
生じるクレームをカバーする。

� メディア賠償責任 ：知的財産侵害、 著作権 /商標権侵害および名誉棄損のようなクレー
ムをカバーする。

� サイバー脅迫：ランサムウェアの感染処理で発生する特別費用に関わるクレームおよび（法
的に許可される場合に） 支払いが必要と判断された身代金をカバーする。

サイバー保険は、 もともと非物理的な危険事故や無形資産に対する損害をカバーするよう
に設計されたものである。 これらには、個人への通知、信用モニタリング、IT裁判、広報活動、
危機管理、 コミュニケーションなどのコストを含んでいる。 しかし、 次第にカバーは拡大され、
いまや一部のサイバー保険商品には、 テクノロジー E&O 保険のような別のタイプの保険契
約が組み合わされている。

個々のサイバー専用保険によって異なるが、

そのほとんどがさまざまなデータ漏洩やネッ

トワークセキュリティ侵害に対する補償をブレ

ンド	

もともとサイバー保険はプライバシーやセキュ

リティの賠償責任費用を目的としていたが、

他の損害を含むまでに拡大した	
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サイバー保険はより多くのリスクを含むように時間をかけて進化してきたが、 いくつかのサイ
バー関連リスクのカバーについては、 多くの企業がいまだにその入手困難であると強調して
いる （図7を参照）。 企業保険購入者の 2016 年調査によると、 サイバー・カバーを購入し
ない 2 つの理由として浮き彫りにされたのは、 カバーが不十分なことおよび保険が問題解
決に結びついている場合がまれなことである 47。 例えば、 多くの保険会社がサイバー保険
で事業中断カバーを販売しているが、 いくつかの企業は、 サイバーインシデントが引き金と
なる極めて大きな損害可能性をカバーするには、 その限度額が低すぎると言っている。 とは
いえ、 限度額は着実に増加しているので事態は改善しつつある。 	

事業中断に加えて、 カバーが不足している別の分野が物理的損害である。 サイバー専用
保険に身体傷害と財産損壊の補償を含めている保険会社はほとんどない。 とはいえ、 関
連損害の一部は在来型の財物保険および賠償責任保険でカバーされる可能性がある 48。
通常、 サイバー保険は戦争を免責としており、 サイバー・テロをカバーしている契約ですら、
在来型サイバー保険契約でカバーされない （財産の損失や有形資産の損傷のような） 損
害を免責とするのが一般的である 49。 例えば、 保険会社と被保険者間における論争の主
な原因は、 何がサイバー攻撃であり、 何がサイバー・テロ行為と見なされるかについての明
瞭性が欠如していることである 50。 同様に、 サイバー保険で風評リスクがカバーされること
はほとんどない 51。 また保険会社は、 知的財産の剽窃や産業スパイによる損害については
カバーを最低限にする傾向がある。 そしてカバーが提供される場合でも、 一部の企業は知
的財産保険の限度額があまりにも低すぎると考えている 52。

しかし、それでも一部の重要なサイバー関連

リスクはいまだに付保されておらず…

…これには物理的および非物理的損害の双

方が含まれている

47	さらに一般的に言えば、 商工業における保険・ リスク管理者協会 （Airmic） のメンバーに対する 2016 年度調査の回答
者の半数以上がサイバー保険の不足について言及している。 Airmic、 2016 年 6月7日の 「また最優先のリスクも付保
が最も難しい」 を参照。 https://www.airmic.com/news/press/top-priority-risks-are-also-among-most-difficult-insure

48	AIG の CyberEdgePC商品は、 サイバー攻撃がもたらす可能性のある身体傷害と財産保障を提供するカバーを導入し
ている。 このカバーはエクセス・アンド ・ディファレンス・イン・コンディション・ベースで提供されている （これは被保険者
が有する他の賠償責任契約が最初に支払われ、 この契約がカバーしないところにCyberEdgePC がそのカバー条件に
従って参加することを意味する）。 2016 年 7月19日の business.com 「AIG が財産責任保険のエクスポージャーに対する
最初のサイバー ・カバーを立ち上げ」 を参照。 http://www.businesswire.com/news/home/20160719005867/en/AIG-
Launches-Primary-Cyber-Coverage-	Property-Liability

49	M.Aguirre、 A.Bansal、 E.Douglas などによる 「サイバー保険カバーはサイバー ・エクスポージャーに調和できるか？」、 タ
ワ ーズワ トソ ン、 2015 年 9月、 https://www.towerswatson.com/en/Insights/Newsletters/Global/emphasis/2015/
emphasis-2015-3-can-cyber-insurance-coverage-keep-apace-with-cyber-exposure

50	同上
51	これまでサイバー保険の購入者は、 会社の評判やブランドに影響を与える可能性があるような攻撃による損害を販売中

の保険契約はカバーしていないので極めて限定的なものだと、 苦情を申し立ててきた。 2016 年11月28日付のフィナン
シャルタイムズ、 「ロイズの最高責任者は、 英国がサイバー攻撃のデータを共有するように促している」 を参照。 https://
www.ft.com/content/acac3a5e-b255-	11e6-a37c-f4a01f1b0fa1

52	「2016 年の市場調査：知的財産とメディア賠償責任保険」、 ベターレ報告、 2016 年 4月
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実際問題としてのサイバーリスク管理

質問 ：現在のところ保険ソリューションが全くないものに関して、 デジタル相互接続性のどの

リスクを貴社は付保したいと思いますか？

出典：「サイバーの世界：相互接続環境における抵抗力を求めて」、 スイス・ リー/IBM、 2016 年 

サイバー・カバーを購入しないもう一つの理由はサイバー保険のコストであろう。 サイバー保
険の普及度が低く、 関連損害データの量が限られていることから、 多くの保険会社は一律
の価格体系を採用し、 基本的なリスクの内容如何に因らず、 企業は似たような料率を支
払っている 53。 さらに、 サイバー保険の価格設定が次第に矛盾のないものになってきている
かとの質問に対し、 2016 年の調査でおよそ1/3 のブローカーの回答は、 サイバー保険の価
格設定は保険会社間で依然としてばらつきがあり、 前年調査時よりわずかに低下したという
ことであった 54。 これは、 保険会社の料率算定方法が異なっていることや過去の損害デー
タが限られていることをある程度反映しているのかもしれない。 サイバー保険証券の文言が
標準化されていないため、 複数の保険会社の中から企業が自分に必要な保険カバーを見
つけて購入することを難しくしている。 とはいえ、 共通基準を導入するための業界イニシアチ
ブが進行中である 55。

図 7：

保険カバーの入手が容易でないと企業が考

えているサイバーリスクに関する調査（業種別）

購入者を思いとどまらせているのはコストおよ

び標準的カバーの欠如	

業種
悪意のない過誤
による事業中断

悪意のないIT過誤
による物的損害 知的財産の損失 公益サービス障害

自動車製造

銀行

化学＆石油

消費財

電子機器

ヘルスケア

ホテル

工業製品

メディア

医薬品＆バイオテクノイ
ロジー

専門的サービス

小売り

電気通信基盤施設

運輸

公益事業

 

カバーは市場でほとんど見つからない  カバーは市場にわずかにある 

53	「英国のサイバーセキュリティ、 リスク管理とその緩和における保険の役割」、 英国政府/マーシュ、 2015 年 3月
54	「サイバー保険市場の傾向： 2016 年調査」、 パートナー再保険 /Advisen、 2016 年10月
55	　riskgenius.com が 427件のサイバーリスク保険証券のフォームと裏書条項を含めて分析したところ、 「悪質なコード」 の

定義140 件のなかに 78件のユニークな約款を見つけた。 このデータに示されている 67の保険会社のうち 20 社で、
1つ以上の 「悪質なコード」 を使用していた。 riskgenius.com の 「機械学習による保険証券の評価」 を参照。 http://
blog.riskgenius.com/insurtechebookform-0
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そのうえ、サイバー関連損害をカバーする既存保険のカバー範囲についても不明瞭さが残る。
英国の健全性規制機構（PRA）は、保険会社のサイバーリスクに対する「サイレント」エクスポー
ジャー （「オールリスク」 およびその他の賠償責任保険方式） が特にカジュアルティ保険や
スペシャルティ保険種目において重大であり、今後も拡大しそうであることを発見した 56。 保
険規制当局が保険会社に対して 「サイレント」 サイバー・エクスポージャーを認識し対応す
るように強く要請していることを受けて、在来型の財物保険および賠償責任保険におけるサ
イバー関連の免責事項由が拡大する可能性がある。 	

要約すれば、 サイバー保険市場は急速に成長しているが、 サイバーリスク事故により損なわ
れる可能性のある有形・無形資産の価値に比べて、 保険料と補償限度額は依然として小
さい。 エーオン/ポネモンが行った調査によると、 情報資産のわずか12％しか保険によって
カバーされていない。 これに比べて、 財物・施設・機器は 51％がカバーされている 57。 市
場を拡大・深化するには、 被保険者と保険会社間の緊密な協力が恐らく必要になるだろう。
企業サイドでは、サイバーリスクの移転需要が高く、かつ増加しているが、保険会社にとっては、
大規模なサイバー損害の可能性に対する理解と定量化の改善が課題として残っている。

在来型の保険契約においてさえ、 提供され

るサイバー・カバーの範囲にはかなりの不明

瞭さがある	

サイバーリスクの急速な伸びにもかかわらず、

サイバー保険市場の規模はいまだに小さい

56	「サイレントリスク」 とは、 保険会社が提供する広範なカバーにおいて、 サイバーリスクに対して保険会社がもつ潜在的な
エクスポージャーのことを指し、このカバーでは責任を明確には負っていない。 2016年11月17日付の out-law.com、「PRA
は 『サイレント』 サイバーリスクの引受けを懸念」 を参照。 http://www.out-law.com/en/articles/2016/november/pra-
concerned-about-silent-cyber-risk-underwriting/

57	「世界におけるサイバーの影響、 2015 年報告」、 エーオン/ポネモン・インスティテュート、 2015 年 4月
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サイバーリスク計測上の課題

リスクを正式に定量化するときはいかなる場合も、 基本的には特定事故の頻度と関連する
将来的な損失額を合わせて捕捉しなければならない。 これは有害事象の場合に、 有害な
出来事がどのような頻度で発生しそうであり、 発生した場合にはどの程度深刻であるのか、
ということである。 頻度と損失額の双方を考慮しなければならない。 まれにしか発生しない
が損失額の高い損害事故が起こる可能性があり（例えば、有形資産に対する壊滅的被害）、
また高頻度で多く発生するが損失額の低い事故もある （例えば、軽微な事故） からである。

リスクを測定する伝統的な保険数理的なアプローチは、 過去の損害の数と大きさの双方に
関わるデータを用いて、 将来損害の頻度と損失額の特定期間における確率分布を推測す
る方法である。 この二つの分布を組み合わせることによって、 総損害の分布が求められる。
この分布から、 特定危険について発生するかもしれない損害のあらゆる可能性とその危険
が発生する尤度についての将来的な見通し （フォワード ・ルッキング） が得られる （図 8 を
参照） 58。 企業は、 その危険から受ける損害額を確率的に評価し、 それを損害が予想額
よりはるかに大きくなるリスクを負担する意欲および能力と比較することができる。

どのようなリスク分析でも事故の可能性とそ

の潜在的な影響を考慮することになる

将来損害の確率分布を知るためには損害の

頻度と損失額に関する過去の証拠を使用す

るのが一般的

図8：

リスク定量化に対する伝統的な保険数理的

アプローチの図示

出典：スイス再保険会社	経済調査・コンサルティング部

	 	 	一定期間における
事故件数の頻度分布

	 	 	1事故による損失額の確立分布

	 	 	総損害の確率分布

期待損失

相互依存構造
（例．時間軸におけるイベント発生頻度
または共通のコスト決定要因における

損害深刻度の相関）

期待損失より大 期間中の99パーセ
ンタイルの総損失

頻度 確率

損失

損失

件数

確率

58	頻度と損失額の経験的分布から総 （複合） 損害分布を得るには一般的に 2 つの方法がある。 閉経式分析解が複合分
布の算出に用いられる。 もう一つの方法として、 数多くの起こり得る損害の頻度と損失額の組合せをモデル化するために
モンテカルロ法を使うことができる。 例えば、P.Shevchenko 著 「総損害分布の算出」、ジャーナル・オブ・オペレーショナル・
リスク 5 （2）、 2010 年を参照。
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サイバーリスクのモデル化がハードル

しかし、 リスクをモデル化しようとするこのような帰納的アプローチは、 多くのリスクにおいて
は単純かつ簡単であるが、 サイバーリスクの場合はその性質が新たな一連の課題を提起し
ている。 サイバーインシデントの頻度と損失額はその相互依存性と同様に確証するのは容
易でなく、 潜在的な総損害の評価を難しくしている。

現実の損害と将来の損害についての情報は限られている
サイバーインシデントに関して、 将来の損害についての情報を推定できるような過去データ
は、（不成功に終わった攻撃をも含む頻度と損失額の双方について）不足している。 企業は、
少なくとも即時には攻撃を受けたかすらわからない可能性があり、 したがって当然もたらされ
た損害のデータをシステム的に収集することなどできない。 こうした状況は、 サイバーインシ
デントに関する情報を収集する一般的に是認された枠組みがないことによって増幅されてい
る 59。 サイバー脅威は、 物理的脅威のように容易に識別できるものではなく、 サイバー犯罪
能力はより簡単に隠匿される可能性がある。 企業は、 セキュリティ障害を認めるという恥や、
将来の売り上げへの風評被害の可能性、 あるいはまたこれ以上の攻撃を誘発したくないと
いう願望などのため、 侵害を受けたことを公表したがらないのかもしれない。

また、 企業は次第にそのサイバー・エクスポージャーの情報を追跡し始め、 データ・プライ
バシーや ITセキュリティへの侵害防止策として所定のサイバー予防手順を備えるようになっ
ているが、 今までのところサイバーインシデントによる極度の損害は滅多にない。 統計的な
視点からすれば、実履歴は発生する可能性のあったことが一つ実現化したに過ぎない。 デー
タ漏洩のように日常的に発生する事件に関しては、 実際の損害履歴は最も現実的な可能
性を掌握する上で十分すぎるくらい大量にあることが多い。 しかしまれで深刻なリスクについ
ては、 過去の情報に依存すると誤解を招く可能性がある。 こうした種類の （まれにしか発
生しないがいったん発生するとその影響が極めて大きい事象である） テールイベントについ
ての認識バイアスを助長するかもしれないからである 60。

基本的なリスク要因の多様性
サイバー関連損害とそれを引き起こす根本的な要因についての詳細なデータがあったとして
も、過去の出来事は必ずしも将来への良い手引きにはなるとは限らないだろう。このリスクは、
新しい参加者や攻撃方法あるいはそれにかかわる技術などとともに、 絶えず進化を続けて
おり、 企業がそのエクスポージャーを理解しモニターすることを極めて困難にしている。 「未
知の不確定要素」 であるサイバー脅威の可能性は、 エクスポージャーの基礎にある要因を
中心にして大きな多様性を創出する。 とりわけそうした要因は、 壊滅的なサイバーインシデ
ントに比べると、 通常のデータ漏洩や ITセキュリティの侵害によって異なるからである。

人的要因は、 サイバーリスクのモデル化において、 とりわけ内部および外部攻撃者の双方に
よる過失また悪意による障害の可能性を非常に複雑化させる要素となる。 ハッカーの動機
とその行為の効果は、 最新のセキュリティ対策に呼応するだろう。 さらに、 企業が脅威を検
出し、 対処しようとして取る行動は、 企業の脆弱性の低減を目的としており、 将来の攻撃
予測における過去の攻撃情報の関連性を低くさせている。 低レベルの攻撃は独立した1つ
の事象とはならないことが多いが、 連続的に起こる。 ハッカーの能力と企業のサイバー防衛
力との間のちょっとした変化ですら、 サイバー攻撃の頻度と損失額に大きな変化をもたらす
可能性がある 61。

だがサイバーリスクのモデル化は困難

サイバー関連損害の経験的データは限られ

ている…

…とりわけ極度に壊滅的な事件について

サイバー脅威は絶えず進化、変化している

ハッカーの能力と企業のサイバー防衛力との

間のちょっとした変化が攻撃の頻度と損失

額に大きな変化を引き起す可能性がある

サイバーリスク計測上の課題

59	例えば、 2014 年に起こったヤフーへの攻撃は、 およそ 2年後に同社が別件の侵害報告を調査していたときに発覚した。
2016 年 9月23日付rueters.com、 「ヤフーはハッカーが2014 年に 5億のアカンウトからデータを盗んだと述べている」
を参照。 http://www.reuters.com/article/us-yahoo-cyber-	idUSKCN11S16P

60	G.Woo、 「反事実的災害リスク分析」、 variancejournal.org	、 2016 年 2月29日を参照。 http://www.variancejournal.
org/issues/articlesinpress/Counterfactual-Woo.pdf.

61	T.Harvey、 「サイバー保険会社が直面する諸課題に関する健全性規制当局」、 rms.com、 2016 年11月22日を参照。
					http://www.rms.com/blog/tag/cyber-risk/
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大幅な集積損害の可能性 
サイバーリスクは高度に相互依存していることが多い。 すなわち、 一つの侵入可能なシステ
ムが一つの会社における他のシステムの脆弱性を増幅させる可能性がある。 巨大多国籍企
業にとって、 サイバーセキュリティ事故がすべてのソフトウェアや IT システムおよびインフラを
攻撃にさらすことがある。また、一般的に一種の I	Tモノカルチャーが存在している。すなわち、
多くの組織が同種のソフトウェアやセキュリティ・プログラム、 その他コンピュータ・インフラな
どを使用する傾向にある。 結果として、 1社への攻撃の成功は、 同様の攻撃に対して他社
も脆弱であることを意味する 62。 企業 IT サービスのクラウドへの移行は、万一主要な 「サー
ビスとしてのソフトウェア」 商品またはネットワーク提供者が崩壊した場合、 企業を超えた相
関問題の可能性を増加させる。

依存関係の程度はサイバー脅威の種類によって異なるものとなる（図 9 を参照）。 特に、ハー
ドウェア問題を原因とするコンピュータ個々の不具合は、 おそらく同一企業内に限らず、 どこ
ででも限定的な損害しかもたらさないであろう。 アクセス特権を悪用するインサイダーは、 内
部ネットワーク内のほとんどすべてのコンピュータに影響を与える可能性があり、 企業内では
著しい混乱をもたらすが、 他企業のシステムを損傷する可能性は限られている。 対照的に、
フィッシングまたはスパイウェアやマルウェアのようなユーザーインタラクションに関わる攻撃
は、 多くの異なる企業の少数の従業員が標的にされた場合に、 企業を超えて相関する脆
弱性をもたらす可能性がある。 ワームやウィルスあるいはトロイの木馬型マルウェア（トロージャ
ン） のような違うタイプのマルウェアは、 単独のネットワークに限定されることが滅多にないの
で、 企業内や企業を超えた双方において相関する損害をもたらすのが一般的である 63。

出典：R.	Bohme	、 G.	Kataria 「サイバー保険における相関のモデルと対策」、 ワーキングペーパー、 ケンブリッジ大学、

2006 年 6月

こうした相互依存は、 相関の原因が正体を現すのに時間を要する場合、 個々のサイバーイ
ンシデントによる損害が大幅に集積する可能性を意味する。 この集積損害の可能性は、 顧
客のサイバー関連リスクを通常の保険契約の一部あるいは専用のサイバー・カバーのいず
れかを通して引き受けている保険会社にとって、 特に問題である （ボックス欄の 「リスクの

集積」 を参照）。 	

サイバーリスクは高度に相互依存しているこ

とが多く…

…企業内および企業を超えた双方で…

図9：

性質を異にするサイバーリスクの相関例

…多額の集積損害をもたらす可能性がある

企業内の相関

                   企業を超えた相関 

低 高

低 ハードウェアの障害 スパイウェア/フィッシング

高 インサイダー攻撃 ワーム、ウィルス、トロイの木馬

62	「英国のサイバー繁栄を促進する：官民のサイバー災害再保険」、Z/Yen グループおよびロングファイナンス社、2015 年 7月
63	ウィルスは、 自体のコピーを別のプログラムに挿入し、 一つのコンピュータから別のコンピュータに拡散することによって増殖

する一種のマルウェアであり、 伝播するときに感染を拡大させる。 対照的にワームは専用ソフトウェアであり、 増殖するに
は宿主となるプログラムや人間の援助を必要としない。 木馬型マルウェア （トロージャン） は、 ウィルスやワームとは違って、
他のファイルに感染することによって増殖せず、 また自己複製もしないが、 Ｅメールの添付ファイルを開くとかインターネッ
トのファイルをダウンロードまたは実行するというようなユーザーインタラクションによって拡散する。 さらに情報が必要な場
合は、 http://www.cisco.	com/c/en/us/about/security-center/virus-differences.html を参照。



20 Swiss Re  sigma No 1/2017

サイバーリスク計測上の課題

リスクの集積
当然のことながら、 保険会社は被保険者から保険料を受領する見返りにリスクを引き受け
る。 極めて多数の個別リスクを合わせプールすることによって、 多くの保険契約者に対する
支払いが同時に発生することがなく、 また引受責任額に対する損害総額が予測可能となる
ことを期待して引き受けるのである。 こうした分散は、 あらゆる元受 /再保険会社が成り立
つ事業モデル上の諸原則の一つである。

サイバーリスクの性質から、 一つのサイバーインシデントが別々の保険契約 （例えば、 風評
損害、 財物損害、 専門職業賠償責任、 会社役員賠償責任など） から複数のクレームを引
起す可能性がある。また同一事故が、異なる地域にわたって広がるさまざまな契約のもとで、
複数の顧客から複数のクレームを引き起す可能性もある。ITシステムの相互接続性によって、
サイバーインシデントが構外利益カバーと同様、 一つの連鎖機構の中で数種目の保険商品
と複数の独立した保険契約のトリガーとなる可能性がある 64。

加えて、 サイバーリスクによる総合的な損害負担は、 どのような保険期間中であれ、 シナリ
オの組合せであれ、 多数の被保険者に影響を与える複数の無関係の損害事故から生じる
可能性がある 65。 また保険会社の顧客は、 同一グループの IT サービス提供者に頼る傾向
があり （図10 を参照）、 主要ネットワークに機能停止や混乱が生じた場合には集中的な損
害をもたらす可能性がある。

出典：「セパレーションのリスク範囲：組織におけるフォース・パーティ ・ネットワークの影響」、 BitSight、 2016 年

さらに、 サイバー攻撃の場合、 同じマルウェアあるいは同じ基本的攻撃方法または犯人によ
る結果がもたらしたクレームをすべて識別することは難しいことがある。 相関する原因を識
別するには時間がかかるだろうし、 その原因が完全に把握されることは絶対にないだろう。
このような状況において、 保険会社はその多くのクレームのうち、 どれが同じ根本的要因に
帰属し、 どれが異なる背景や基本的事故に帰属しているのかを差別化するのが困難である
ことが分かるだろう 66。

これまで、 数多くのクレームを引き起こす、 真に組織的で壊滅的なサイバーインシデントは
起こっていない。しかしながら最近の調査によると、回答した保険会社のほぼ2/3はサイバー・
エクスポージャーの集積問題が重要だと考えている67。大幅な集積損害が起こる可能性は、
保険会社がサイバーリスクを引き受ける意欲に対する極めて重要な制約要因であり、 また
複数の出再保険会社から請求される多額の損害負担を準備している再保険会社が特に懸
念しているところだ。 集積リスクを有効にコントロールできなければ、 元受 /再保険会社は
その自己資本を使い尽くすような壊滅的損害を自ら背負い込んでしまっていることに気付き、
保険契約者に対する約束の履行能力を低下させる可能性があろう 68。

顧客からサイバーリスクを引き受ける保険会

社はそのエクスポージャーを分散したいと望

んでいる

しかし、 同じ原因の事故から大量の集積損

害に直面する可能性があり…

…または結果として生じる別々の事故に対す

る相関エクスクポージャーから

図10：

サンプル保険ポートフォリオにおいて保険契

約者が利用する主要インターネット・サービス

提供者

クレームの相関する原因もまた識別が困難

でクレーム処理を難しくしている	

損害が集積する可能性は元受 /再保険会

社がサイバー補償を引受ける上で重要な制

約要因となる

0% 20% 40% 60% 80% 100%

アカマイ
ベリサイン

ジオトラストSSL

アマゾン
ゴー・ダディー DNS

64	「サイバーレジリエンス：サイバーリスクの問題と保険の役割」、 チーフ・ リスク・オフィサー・フォーラム、 2014 年12月
65	「私企業に対するサイバーリスク保険に関するアンケート」、 経済協力開発機構 （OECD）、 2016 年、 http://www.

gfiainsurance.org/en/upload/positionpapers/GFIA-16-11%20Response%20to%20OECD%20	Cyber%20
Insurance%20Questionaire.pdf

66	「サイバー保険集積リスクの管理」、 リスク管理ソリューション社およびケンブリッジ大学リスク研究センター、 2016 年 2月
67	「サイバーリスク調査レポート」、 ウェイトマン有限責任組合およびインシュアランス・デイ、 2015 年11月
68	サイバー集積リスクについてさらに理解するには、 2015 年10月の CRO フォーラムにおける 「災害集積リスク」 に関する

討議を参照。
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決定論的シナリオ分析

すべてのサイバーリスクを定量化するには複雑さが伴うため、 企業や保険会社は比較的初
歩的なモデル化アプローチをとる傾向がある。 セキュリティの専門家を対象とした最近の米
国の調査によると、 詳細な定量的サイバーリスク・モデルを採用しているのは企業の約1/4
にすぎず、 大多数の企業は単純な数的指標または定性的アプローチに頼っているようであ
る （図11を参照）。 また、 最近の世論調査によると、 サーバー攻撃が財務に与え兼ねない
影響を予測しているのは、英国企業の約1/3 にすぎず、大陸欧州の企業の 60%がサイバー
損害シナリオの財務的影響を一度も予測したことがないとしている 69。

質問 ：貴社はサイバーリスクを評価・管理するために定量的モデルを構築していますか？

出典：「保険と情報セキュリティの溝を埋める ： 2016 年 SANS サイバー保険調査」、

SANS インスティテュート、 2016 年

大半の企業は詳細な定量的サイバーリスク・

モデルを使用していない

図11：

企業が使用するサイバーリスク管理の手法に

関する調査

	 	 	21.7%		 定性的モデルのみ
	 	 	35%	 定量的モデル（それほど詳細なものではない）
	 	 	25.1%		 定量的モデル（詳細なもの）	
	 	 	18.2%		不明

69「英国サイバーリスク調査報告書：2016 年」、マーシュ社、2016年 9月および「大陸欧州サイバーリスク調査：2016 年報告書」、
マーシュ社、 2016 年10月
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現在、 大半の定量的アプローチは、 特定の、 いまだ仮定的な少数のシナリオにおける企業
の潜在的エクスポージャーに焦点を当てる傾向がある。 モデルは一般に、 決定論的な見地
から、シナリオが発生した場合に生じ得る損害の規模の点推定値を導き出す。言い換えれば、
下振れリスクが具体化した場合の影響を 「what-if」 タイプの推測で見積もろうとする。 さま
ざまなシナリオを慎重に選択・構築・分析することによって、 企業のリスク・ポジションの全
体像を把握することができる 70。

そのようなシナリオ分析の重要な点は、 大規模な個別損害または集積損害が生じる可能
性を織り込んでいることである。 多くの保険ブローカーやリスク管理分析会社は、 シナリオ・
ツールを開発し、 顧客や保険会社がサイバー関係の危険事故から生じる予想最大損害額
（PML） を評価・管理するのを支援している 71。 例えば、 リスク・モデリング会社であるエ
アー・ワールドワイドと RMS は、 多くの企業のためにサイバー・エクスポージャー・データベー
スを開発しているが、 このデータベースはさまざまな決定論的シナリオで生じ得る損害を詳
細に把握するためのものである 72。 同様に、現実的災害シナリオ （RDS） の標準フレームワー
クの一環として、 ロイズ保険協会は 2015 年に、 三つの極端なサイバー攻撃シナリオに対す
るエクスポージャーを想定し、 ストレスをかけ、予想される各シナリオの総エクスポージャーを
推定するよう各シンジケートに求めた 73。

しかし、 純粋な決定論的シナリオ分析の大きな難点は、 悲観的シナリオにおける損失の信
憑性を立証することが難しいことである。 極端な巨大損害を生じるシナリオを考案すること
は常に可能であるが、 それらのイベントの可能性は （予測された確率と実際の確率がどれ
だけ一致しているかの適合度を比較する） 較正メカニズムがなければ、 代替的結果の蓋
然性との比較は言うまでもなく、 結果的に推定された損害をどの程度重視するかを判断す
ることは難しい。 	

サイバーリスクの確率モデル構築に向けて

こうした欠点を受けて、 多くの研究者がサイバー損害の可能性を評価する確率モデルを開
発しているが、 こうした開発はまだ初期の段階にある。 決定論的ツールと比較すると、 これ
らのモデルは、 一つの最良推定ではなく、 将来損害すべての確率分布を定量化しようとす
るものである。 この意味で、 それらは従来の数理的アプローチによるリスクのモデル化によ
り近い。 サイバー・バリュー・アット ・ リスク （VaR） とも呼ばれるこれらのモデルは、 提唱者
によれば、 リスクの定量化の基礎を提供し、 リスク評価プロセスに規律と厳格さを与えるも
のであるようだ 74。

リスクが定量化される場合に限れば、それは

通常、 決定論的シナリオ分析による定量化

である

これらは、 大抵の場合、 サイバーインシデン

トから生じ得る予想最大損害額を推定する

ことを目的とする

決定論的アプローチの難点は、 想定損害シ

ナリオの信憑性を較正することにある

一部の研究者はサイバーリスクを定量化する

確率モデルを構築中

70	T.	Hull、 「決定論的シナリオ・アプローチによるリスク管理」、 2010 年エンタープライズ・リスク・マネジメント・シンポジウム、
アクチュアリー協会、 2010 年 4月12～15日

71	例えば、 2016 年 5月、 ガイカーペンター社はサイバー・アグリゲーション・モデルを作成する目的でシマンテック社との
戦略的提携を発表した （http://www.gccapitalideas.com/2016/05/17/guy-carpenter-forms-strategic-alliance-to-
develop-cyber-aggregation-model/ を参照）。 	また、 2016 年初めには、 CATモデリング会社の RMSがサイバー・アキュ
ムレーション・マネジメント ・システムを発売した。 これは、 集積と相関リスクを洗い出し、 一連のサイバー損害に対して
ポートフォリオのストレス・テストを行うための保険会社向けツールである （http://www.rms.com/cyber を参照）。 同様に、
2016 年 4月には、 エアー・ワールドワイドは業界初のオープンソースの決定論的サイバーリスク・シナリオを発表し、 巨大
な集積損害をもたらしかねない大規模サイバー攻撃の総リスクについて、 保険会社の理解を深める取り組みに着手した。

72	S.	Stransky、 E.	Ritt、 「サイバーシナリオ・モデリングと意思決定」、 エアー・ワールドワイド、 2016 年
73	「サイバー攻撃： CAT リスクとエクスポージャーを管理する」、 ロイズ保険協会、 2015 年11月9日、 https://www.lloyds.

com/~/media/files/the%20market/communications/market%20bulletins/2015/11/y4938.pdf
74	N.	Sanna、 「	サイバー・バリュー・アット ・ リスク・ モデルとは？」 を参照、 fairinstitute.org、 2016 年1月28日、 http://

www.fairinstitute.org/blog/what-is-a-cyber-value-at-risk-model
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極端に巨大なサイバー損害がめったに発生せず、 比較的軽微なイベントについてさえ過去
の損害データがほとんどないということは、 モデルの構築者は補助的な情報に頼って総損
害分布を推定しなければならないということである。 一つのアプローチは、 各種サイバー脅
威に関する専門家の見解と、 異なるシナリオ下におけるサイバー損害の発生頻度・損失額
分布の基本的な統計特性に関する想定とを組み合わせることである。 サイバーインシデント
による重大な下振れリスクの可能性を明確化するには、 後者を選択するのが良い 75。

 

同じ脅威への企業エクスポージャーの潜在的な相互依存構造に関する想定とともに、 こうし
たアプローチを使用することによって、 リスク・ベースの視点から累積損害を捉えることがで
きるが、 これは複数の契約者のリスクを想定する保険会社にとって極めて重要である （図
12を参照）76。 しかし、どのような依存構造が想定されるにしても（例えば、接合分布関数（コ
ピュラ） ベースとするか、 相関マトリックスまたは共通リスク・ ドライバー・アプローチを使用す
るかどうかなど）、 ストレスをかけて、 将来が過去よりも異常なものになる可能性を反映させ
なければならない 77。

一般的には、 専門家の見解と、 将来の損害

の頻度と損失額に関する想定とを組み合わ

せる

図12：

確率的サイバーリスク・モデリング・アプローチ

の説明図

相関エクスポージャーを説明する方法と組み

合わせることにより、 これはいずれ潜在的な

累積損害の定量化に使用されるようになる

かもしれない

シナリオ
潜在的リスク要因と
その相互作用の評価

潜在的損害の発生
頻度と損失額の評価

発生頻度・
損失額分布を組み
合わせる

損害の共依存構造専門家の判断
損失の

シミュレーション
アキュムレーション・

エンジン

出典：スイス再保険会社	経済調査・コンサルティング部、	http://www.fairinstitute.org/における考察に基づく

75	一部の研究者は以下を推奨している。 すなわち、 シナリオ分析を使用して、 サイバーインシデントに伴う可能性のある最
大の損害額、 最小の損害額および最も可能性の高い損害額を専門家が推定する。 次に、 これらの統計値を使用して、
モンテカルロ ・シミュレーションとベータ PERTなどの想定基本分布と組み合わせ、 一連のサイバー関連損害の確率を生
成する。

76	元受 /再保険会社にとっては、 アキュムレーションのモデル化における問題を克服することは、 おそらく、 発生頻度・損
失額の周辺確率分布を把握することよりもはるかに重要であろう。

77	「明らかになる新たなリスク」、 ガイカーペンター社、 2015 年 9月
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既知のデータとプライバシー侵害に関する特定の情報に基づく研究は、 ゆがんだコスト分布
を示す傾向がある。 大半のインシデントは少額の損害をもたらす傾向があるが、 大規模な
損害につながる少数のインシデントもある （3 ページの表2を参照） 78。 しかし、 すべての
サイバー関連イベントと関連損害の包括的な詳細 （物的損害、 風評被害、 事業中断およ
び人身損害/人命喪失）を把握しなければ、リスク較正をベンチマーク/バックテスト （検証）
することは実質的に不可能である。 つまり、 総損害のインプライド （予想確率） 分布は、 損
害実績値を根拠としない単純化した仮定に基づく場合にのみ当てはまる。 未知の不確定
な損害イベントの可能性またはリスク要因が認識されれば、 こうした制限はなくなる。

この問題の一つの対応策として、 一部のモデル構築者は極めて精緻なシナリオ構築アプ
ローチを提案している。 これには、同じシナリオをさまざまな見地から何度も検証し、サイバー
損害の頻度と損失額に影響を与える根本的な原因因子とその順列の総合的な評価を導き
出すことが含まれる。この確率論的な視点は、毀損の恐れがある資産、考えられる脅威主体、
脅威の種類と規模、 際立った脆弱性と導入済の軽減メカニズムなど、 分析されるすべての
リスク要因に適用される 79。

潜在的な認知バイアス （例えば、 大きな損害がまだ顕在化していない場合に、 リスクを過
少評価する傾向など） の予防策として、 一部の研究者は反事実的分析が役立つことがあ
るとしている。 過去のイベントを調べ、 さまざまなリスク要因について発生したかもしれない
ことを探ることにより、 発生したかもしれない、 依然として発生するかもしれない、 そして将
来的に軽減しなければならない極端な損害の可能性の範囲をより完全に把握することがで
きる。 データベースは、 過去のイベントの詳細な確率モデリングからヒントを得て構築された
シナリオによってさらに増強されるかもしれない。 そのような遡及的な確率論的評価は、 従
来想定できなかった将来の大災害について有益な洞察を与えることがあるため、 想定外の
大災害を減少させることができるであろう 80。

モデルの限界

結局のところ、 すべてのモデルは必然的に現実を抽象化したものとなる。 モデルは理解を
助けるための単なる道具にすぎない。 モデル化がかなり進んでいる自然災害の領域におい
てさえ、ここ数年、 現実の世界がモデルの見解とかなり異なることが多 あ々った 81。また、 現
実の世界では、 脅威と脆弱性は互いに無関係とみなされることが多いが、 サイバーリスクに
関しては、 格段に相関性の高い非線形の影響を示す可能性がある。 IT システムに脆弱性
が発見されると、 まさにその要素を狙い打ちして雪崩のように攻撃されることがよくある 82。

包括的な過去の損害実績データなしでリス

ク較正をベンチマークすることが課題

これを受けて、 一部のモデル構築者は全て

のリスク要因とその相互作用の詳細な確率

論的評価が重要と力説		

また、 反事実的分析で極端な結果の可能

性を把握することを提唱する者もいる

モデルは理解を助けるものであるが、 モデル

の誤りはほとんど避けられないだろう

78	例えば、 M.	Kuypers、 T.	Maillart および E.	Pat–-Cornell 共著の 「大企業におけるサイバーセキュリティ・ インシデントの
実証的分析」、 フリーマン・スポッリ国際研究所、 スタンフォード大学、 2016 年を参照。 	

79	例えば、 情報リスクの要因分析 （FAIR） アプローチは、 情報およびオペレーショナル・ リスクの原因となる複雑な要因の
集合を分解するフレームワークと、それらの要因がどのように互いに影響し合っているかを詳しく説いている。そうすることで、
リスクの標準的な分類法とオントロジー （概念体系） を明示しようとしている。 さらなる考察については、 http://www.
fairinstitute.org/を参照。

80	G.	Woo、 前掲書
81	「『新たなCATモデリング・アプローチ』、岐路に立つ特殊保険の引き受け」、 リアクションズ社およびラッセル、 2013 年秋
82	I.	Robertson、 A.	Warr 共著の 「サイバーセキュリティとリスク評価には新たなアプローチがなぜ必要か」、 www2.warwick.

ac.uk、 2016 年 4 月 27日、	http://www2.warwick.ac.uk/research/priorities/cyber/blogs/?newsItem=094d434554
5364160154580bc4622c40
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サイバーリスク計測上の課題

2008～2009年の金融危機により、VaRなどの確率モデルに弱点があることが明らかになっ
た。 数学的な扱いやすさを求めて、 単純化の仮定が使用されたが、 単純化の仮定では、
金融投資で大きな損失が生じる可能性 （すなわち、 総損害分布におけるファット ・テール）
がかなり過少評価されていた。 極端な損害イベントは、人々 が考えるより頻繁に発生し得る。
さらに、 企業の流動性ポジション （期日に債務を返済する能力） など、 その他の要因が結
果的に生じる損害を抑制する上で重要と思われる場合に、 VaR のような従来のリスク計測
アプローチは、単に支払能力の観点から見た問題（企業の自己資本と対比した損失の規模）
だけに注目する傾向がある。

一部のアナリストは、 そのような弱点は、 結局のところ計測できないものを定量化するモデ
ルを構築しても無駄になる可能性が高いと捉えている。 すなわち、不確実性とボラティリティ
が高い損失分布のテールから正確な数字を求めようとする試みは無益であり、 危険な場合
もある。 彼らにとっては、 堅牢な ITシステムを構築して企業が予測困難な大災害イベントに
耐えられるようにする方が賢明ということになる。 見かけ上正確と思われるモデルに頼るより
むしろ、 大規模なサイバー・イベントの性向に影響を与える要因または損害の連続的な集
積をもたらしかねない要因を明らかにし、追跡調査し、評価するべき問題であり、企業は 「脆
弱性のない」 アーキテクチャーを構築すれば、 ショックや混乱が企業をより強靭にし、 回復
力を高め、 新たなサイバー攻撃により適切に適応できるようになるだろうと考えている 83。

正式なリスク・モデリングに対するそのような批判は、 あまりに宿命論的すぎると言えるだろ
う。 企業がリスク管理に関する決定を行う際には、 モデルが最終的または絶対的な決定材
料になることはできず、 そうなってはならない 84。 また、 サイバー損害は、 より多くのデータ
を収集したり、 より精緻な統計手法やより強力なコンピュータを使用したり、 より懸命に知恵
を絞ることによっても改善・低減できない不確実性を伴いやすいようである 85。

それでも、 データおよび統計モデリングの一部のノウハウを経験に基づく判断と組み合わせ
ることにより、 企業と保険会社はサイバーリスクについて徐々に理解を深めていくことができ
る。自然災害モデルに関する洞察を共有して協力するオアシスのオープンソース・フレームワー
クからの教訓をサイバー領域に適用できれば、 このプロセスは加速・強化される可能性が
高いだろう 86。 共通のサイバーリスク分類の整備を目指すCRO フォーラムの取り組みは、 こ
の方向に進んでいる 87。 ORXやORICインターナショナルなどの損害情報共有プラットフォー
ムと提携し、 そうした取り組みを進めることにより、 企業や保険会社はサイバーリスクの規模
と原因をさらに明確に把握できるようになるだろう 88。

さきの金融危機は、 まれなイベントの確率を

過小評価したという点で VaR モデルに弱点

があることを示した

一部の批評家は、 正式なリスク・モデルを、

単に企業の回復力の向上を目指す経験則に

置き換えるべきだと主張する

とはいえ、 正式な統計分析と専門家の判断

を組み合わせることにより、 モデルは…

…サイバーリスク評価の改善に役立つだろう

83	例えば、 N.	Taleb、 「反脆弱性：障害から得られるもの」、 ランダムハウス、 2012年11月を参照。
84	D.	Rowe、 「バリュー・アット・リスク：極めて過大評価された有益なツール、 金庫室からのメモ」、 アトランタ連邦準備銀行、

2013 年 6月
85	正式なモデリングの限界に関するさらなる考察については、 A.	Lo および M.	Mueller 共著の	「警告：物理学への羨望

はあなたの資産を害しかねない！」	、 マサチューセッツ工科大学、 2010 年 3月12日、 http://web.mit.edu/alo/www/
Papers/physics8.pdf を参照。

86	オアシスは、 世界の 40 社以上の大手保険会社、 再保険会社およびブローカーが所有する非営利法人であり、 100以
上の企業と学術団体から成るアソシエイト ・メンバーのコミュニティとともに、 巨大災害による損害のモデル化改善に取り
組む企業 /団体の広範なコミュニティを形成している。

87	「コンセプト ・ プロポーザル： サイバーリスクの分類法」、 最高財務責任者フォーラム、 2016 年 6月、	http://www.
thecroforum.org/wp-content/uploads/2016/06/ZRH-16-09033-P1_CRO_Forum_Cyber-Risk_web.pdf

88	ORX アソシエーションおよび ORIC インターナショナルはオペレーショナル・ リスクの損失データ・エクスチェンジであり、
オペレーショナル・ リスク情報の共有を通じてオペレーショナル・ リスクの計測・管理の推進を支援している。 https://
www.orx.org/Pages/HomePage.aspx および https://www.oricinternational.com/を参照。
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サイバーリスク計測上の課題

他の危険事故から学んだ教訓

潜在的な危険やハザードに関するデータや知識が深まるにつれて、 リスク・モデリングは進
化する傾向がある。 自然災害リスク・モデルがまさにそうである。 1980 年代末に最初の市
販CATモデルが導入されて以来、 更新が定期的に行われ、 さまざまな業者モデル間で
収斂が進んだことから、 不確実性が徐々に低下してきたようである 89。 一般にこれらの改
善は、 コンピューティング技術・能力の進歩、 自然危険とその影響についての科学的理解
の深化、 そしてモデルがカバーする現象の範囲拡大を反映してきた 90。 こうした状況は、 基
本的なリスク要因に関する理解が深まり、 サイバー損害を生成する基本的な確率過程につ
いてさらに多くのデータを入手できるようになるに伴い、 より優れたサイバー・モデルが登場
するという希望を与えている。

一方、 異なるリスクに一般的な設定が適用される静態的アプローチは、 最適とは言えない
だろう。 賠償責任および財物タイプのサイバーリスクに対しては、 知識の程度や、 保険金支
払実績および損害の集積原因に応じて、基本的に異なるアプローチが必要となろう。 特に、
複数の固定イベントの決定論的シナリオ分析は、 最悪ケースのシナリオについて信頼できる
有意義な評価を得るのにまさに相応しいと思われるが、 関連する発生確率を明らかにする
ことは依然として非常に困難である 91。 	

このように、 一部の元受 /再保険会社は、 賠償責任リスクについて極めて精緻な複数のシ
ナリオ・モデルを構築し、 予想損害額の範囲とテクノロジー、 経済、 法律および社会情勢
の変化に対する感応度を定量化しようとしている 92。 その一方で、 ネットワーク分析や伝染
病のパンデミックモデルからの洞察を適用して災害リスク集積の可能性を理解しようとする
試みもある 93。そのようなモデルはいずれサイバーリスクにも拡大適用される可能性があるが、
サイバーリスクは （偶発的な） 事業中断を含め、財物と賠償責任の両方のリスク・エクスポー
ジャーの特徴をますます併せ持つようになっている。 また、 エージェント ・ベース・モデルも
登場しているが、 これは一部のテロリスク・モデルのように、 サイバー脅威と脆弱性の分析
に攻撃側と防御側の適応的選好と行動を取り入れようとするものである。 	

自然災害モデリングの経験から、 より優れた

サイバー・モデルがいずれ構築されるものと

期待される

賠償責任および財物タイプのサイバーリスク

のモデル化には、 基本的に異なるアプロー

チが必要となろう

さまざまなモデル化のアプローチが模索され

ており、 究極的にはサイバーリスク計測への

拡大適用が期待される

89 「CAT モデルの不確実性を管理する：課題と挑戦」、 ガイカーペンター社、 2011年12月
90	同上
91	決定論的シナリオ・ モデルの相対的な強みに関するさらなる考察については、 K.	Clark、 「評価指標を満たす」、

globalreinsurance.com、 2010 年 9月、 http://www.karenclarkandco.com/news/pdf/20-21_GRSept10.pdf. を参照。
92	「賠償責任のモデル化に将来的な視点を取り入れる：賠償責任リスクの要因」、 スイス再保険会社、 2016 年 4月
93	リアクションズ社とラッセルの前掲書
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サイバーレジリエンスを高めるための取り組み

自己防衛とリスクの予防

さらに正確に定量化できるようになったとしても、 サイバーリスクを完全に排除するのは不可
能だろう。 特に、 ビジネスと社会がデジタル技術にかつてないほど依存する中で、 脅威が
絶えず進化することを考えればなおさらである。 経済の回復力を高めるには、 企業がサイ
バーリスクの管理を改善する必要がある。 サイバー脅威に対する防御の最前線は、 セキュリ
ティ技術への投資拡大と最新のハッキング技法やその他のサイバーリスクに対する従業員
の意識を高めることである。 最近の多くのデータ漏洩は、 脆弱なハッシュ化パスワード機能
や暗号化の欠如など、初歩的なシステムの不備から生じている。 同様に、ベライゾンのデー
タ侵害調査報告書は、 大部分のサイバー侵害が、 パッチされていない既知のソフトウェアの
欠陥、 適切なパスワードなどの認証制の未導入、 フィッシング攻撃を受けやすい性質、 最
小権限のアクセス方式の不備といった、 本来回避可能なサイバーハイジーン （サイバー環境
の衛生と健康） の些細な過ちにつけ込んだものであることを繰り返し伝えている 94。

企業がこうした脆弱性に本格的に取り組み始めている兆しがある。 最近の推計によれば、
2016 年の世界の情報セキュリティ製品・サービスに対する支出は、 2015 年比で 7.9％増の
816 億米ドルに達したとのことである 95。 より伝統的なセキュリティ予防策とともに、 高度な
検出・対応手段への投資も増えていることから、 こうした費用の増加傾向は今後も続くと
予想される。

しかし、 IT ファイアウォールやウィルス対策製品など、 企業のオペレーションの1つの側面の
みに焦点を当てたスタンドアローンまたは固定セキュリティ対策では十分でないだろう。 ある
報告書によると、 2013 年にセキュリティ侵害を受けた IT システムの 46％がマルウェアに感
染していなかったそうである 96。 同様に、 単に規制遵守の観点からサイバー脅威を検討す
るだけでは、 あらゆるリスクを十分に捕捉できないだろう。 ただし、 それがきっかけとなって、
システムの明らかな弱点を認識し解決する行動が促進される可能性はある。 つまり、サイバー
リスクは単なる IT または規制上の問題ではなく、 戦略上の重要なビジネス・ リスクである。
サイバー攻撃者は脆弱性につけ込む新たな方法を絶えず発掘しており、 企業はただ有能
な IT プロフェッショナルを雇い、 最新のセキュリティ・プロトコルを導入しさえすれば十分と決
め込むことはもはやできない 97。 現または元従業員の不満に端を発する脅威は、 サイバーリ
スクを軽減する上で企業文化が重要であることを示している 98。

リスクの軽減は、 進化し続けるサイバー環境と関連リスクの全体的・定期的な評価に組み
入れた場合に最も効果的である。 企業は社内 IT 部門の専門知識を駆使してその脆弱性
を詳しく調べ、 重大な損害をもたらす可能性のある各種サイバー・イベントを洗い出すべき
である。 これに定期的なストレス・テストの実施を加え、 大きな混乱をもたらしかねないさ
まざまなイベントに対する企業の堅牢性を検討するのもよい。 新技術は、 リスクの増大につ
ながることがあるが、企業が新たな脅威を識別する助けともなり得る。 例えば、コグニティブ・
コンピューティングは、 究極的には、 変化し続けるサイバーリスクを予期し、 システムが攻撃
された場合に異常変動を警告し、 新たに生起する脅威に対して対策を講じる上で役立つ
であろう 99。

サイバーリスクを完全に排除することはでき

ない。 一段と回復力を備えた経済にするた

めに、企業は自らの責任を果たす必要がある	

企業は予防機能や検出・応答機能に多額

の投資をしている

しかし、 サイバーリスクの防御は幅広い戦略

的課題であり、 より強力なファイアウォールを

構築する、 IT スペシャリストを雇うことなどだ

けにとどまらない

また、 サイバーレジリエンスを企業全体のリス

ク管理手続きに組み入れることも重要

94	最近の調査によると、 回答者の 55％が特権アカウントの管理プロセスを変更または進化させたと言っているが、 その一
方で、40％が特権パスワードと管理者パスワードをまだWord文書や表計算ソフトに保存しているとのことである。「2016年：
世界の高度な脅威の現状調査」、 サイバーアーク、 2016 年を参照。

95	ガートナー社は、 世界の情報セキュリティ支出が2016 年には 7.9％増の 816 億ドルになると語っている。 ガートナー社、
2016 年 8月http://www.gartner.com/newsroom/id/3404817

96	「M- トレンドレポート」、マンディアント、 2014 年
97	「サイバーリスク保険の購入を取締役会に進言する方法」、 エーオン、 2014 年
98	スタッフの関与について最近実施された世界分析によれば、 データ侵害を受けた企業の従業員は、 少なくとも業界大手

企業の従業員に比べて、 トレーニングと成果主義に基づく報酬の点で満足度が低いようである。 「内なる脅威：なぜ従
業員の行動と意見がサイバーリスクに影響を与えるか」、 ウイリス・タワーズワトソン、 2016 年 5月を参照。

99	E.	Hunter、 「コグニティブ・コンピューティングがサイバーセキュリティに挑戦する」、 theinnovationenterprise.com、 2016 年
1月20日、 https://channels.theinnovationenterprise.com/articles/cognitive-computing-takes-on-cyber-security
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リスク管理慣行強化策の一環として、 一部の企業はキャプティブ保険会社の設立によるサイ
バー・エクスポージャー管理を検討している。 従来、 キャプティブは、 物損、 労災、 医療ミス、
第三者賠償責任などのリスクを引き受けるという形で利用されてきた 100。 2015 年の調査に
よると、 企業の 8％がキャプティブを通じてサイバーリスクを付保しており、 23％が 5年以内
に付保する予定という 101。 これは、 調査対象となったすべてのリスクにわたってキャプティブ
を利用する可能性が急増していることを示している （図13 を参照）。

リスクに対する自家保険の手段として、 キャプティブに資金が積み立てられる。 別会社にエ
クスポージャーをまとめることにより、例えば、サイバーリスク （データ保護の定期的レビュー、
ネットワークセキュリティ慣行、 極めて重要な情報の収集など） に対する理解が深まる可能
性がある。 さまざまな場所で大きな事業、 時として種 異々なる事業を運営する国際的な大
企業にとって、 これは特に有益であろう。 また、 キャプティブ保険会社の運営を通じてビジネ
ス情報を収集すれば、 企業はサイバー保険 /再保険で一段と有利な料率設定を得る可能
性もある。

一部の企業は、キャプティブを利用したサイバ

ー・エクスポージャーの管理を検討中

図13：

キャプティブによるリスクの引受、現在および

今後5年以内

キャプティブを利用することにより、 企業が直

面するサイバーリスクについて正しい理解を

深めることが可能

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

財物（物損および事業中断）
製造物責任および完成作業責任

航空
下請業者債務不履行保険

第三者ビジネス
テロリズム
金融商品
生命

第三者一般賠償責任
会社役員賠償責任

所有者管理保険プログラム/請負業者管理保険プログラム

雇使用者賠償責任/労働者災害補償責任
瑕疵保証

海上
専門職業賠償責任/E&O

巨大災害
自動車損害賠償責任

健康/医療
環境/汚染

犯罪/身元保証
雇用慣行賠償責任
信用/取引信用

従業員給付（健康/医療および生命を除く）

サイバー賠償責任/ネットワーク賠償責任

出典：エーオン

	 	今後5年内に引受予定
	 	現在、引受済み

サイバーレジリエンスを高めるための取り組み

100	キャプティブは、 企業、 事業者団体または企業グループにより設立された特殊な保険会社で、 その株主 （単数または
　　複数） のリスクを引き受けている。

101 「世界のリスク管理調査」、 エーオン、 2015 年
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サイバー保険 /再保険のイノベーション

サイバー保険もサイバーレジリエンスを強化するうえで一層大きな役割を果たすことができ
る。 市場開発のペースに影響を及ぼす重要な要因は、 サイバーリスクを正確に引き受けるた
めの関連データと情報を収集し、分析することであろう。 サイバーリスクの分布に関する知識、
その影響、 そしてデータの信頼性は、 リスクの発生頻度とその損失額を推定する保険数理
上の試みにとって極めて重要である。 保険会社は通常、 リスクやそれに関連した損害を軽
減するための行動について、 保険契約者ほどの知識を持ち合わせていない。 一般的に保
険会社はヒヤリハットについて話を聞くこともないし、 サイバー攻撃の初期兆候にも疎い。 保
険契約者と情報を共有したとしても、 不完全であるか、 不明瞭または間違っている可能性
がある。 こうした情報の非対称性は、 保険会社の潜在的なエクスポージャーやカバー提供
意欲に重大な影響を及ぼす。

多くの企業は、 保険ソリューションの改善につながるものであれば、 保険会社を含めた外部
関係者と情報漏洩に関して情報の共有を図りたいと本気で考えているようである。 このこと
は世界的にも、 ほとんどの業種について当てはまる （図14 を参照）。 サイバー攻撃に関連し
て法的課題や規制上の課題が未解決である場合は特に、 サイバー攻撃に関する法廷情報
を開示することにある程度の抵抗があるかもしれないが、 企業はオール・オア・ナッシング
の取り組みをする必要はない。 企業は悪意のあるソフトウェアとの戦いに関するデータの共
有をどの程度、 そしてどのような頻度で行うかを選択することができる。 ただし、 推論を導
き出すに当たり、 共有された情報が部分的なものであることを認識しておくことが重要であ
る。 例えば、 企業によっては外部ソリューション・プロバイダーを通じてデータを提供すること
を選択するが、 こうしたデータは他のデータに集約され、 匿名ベースで共有される 102。

出典：「サイバーの世界： 相互接続環境における回復力を求めて」、 スイス・ リー/IBM、 2016 年 

サイバーインシデントとその影響に関するデ

ータが豊富になれば、サイバー保険の開発に

さらに役立つ	

企業は情報の共有に前向きであるようだ

図14：

企業の情報共有意欲に関する調査

業種

質問：データ共有の受け入れは
全体的に増加すると思います
か？（「はい」と答えた割合、％）

質問：より積極的に協力する用
意はありますか（業界や保険会
社との情報共有など）？（「はい」
と答えた割合、％）

電子機器 57% 51%

メディア 58% 42%

ヘルスケア 64% 42%

運輸 64% 49%

銀行 64% 53%

電気通信基盤施設 67% 56%

製薬・バイオテクノロジー 68% 53%

化学・石油 68% 59%

全業種 68% 54%

消費財 68% 60%

工業製品 71% 63%

自動車製造 72% 56%

専門的サービス 73% 53%

小売 75% 52%

公益 78% 51%

ホテル 78% 67%

102 「ネットワーク上の異常挙動を検知するための 5 つのカギ。 データ・セキュリティと管理フレームワークのための脅威情報、　
　　情報セキュリティ・メディア・グループ、 2016 年
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AIR や RMS などの多数の外部ベンダーが、 サイバー・エクスポージャーを識別し、 定量化し、
保険会社に報告するための標準的な手法を企業に提供するデータ・スキーマを構築してい
る 103。 同様にCRO フォーラムはサイバーインシデントおよび脆弱性に関する重要な情報を
収集するための共通言語とフレームワークを広めようとしている 104。 こうした情報源は、 顧
客の変化するサイバー・エクスポージャーを系統的かつ均一的にモニターし、 評価する方法
を保険会社に提供するとともに、保険会社は自らの集積リスクも評価することが可能になる。

保険会社は保険会社で、 それほど複雑ではなく、 企業のニーズを一層満たし、 企業が直
面する変化の激しいサイバー脅威に対応できる柔軟な保険商品の開発を目指している。 こ
うした商品には、 中小企業向けのカスタマイズされた保険も含まれる。 中小企業は、 これま
で十分な保険サービスを受けておらず、 大企業と比べてサイバーリスクの面で不利な立場に
置かれている。 保険は、 例えば、 事業中断に対する保険金の前払いを行うなど、 迅速な
保険金支払を設定することも可能である。 このことは、 サイバーインシデント後に生じ得る
流動性の逼迫を考えれば、 とりわけ重要である。 保険会社が提供する付帯サービスもサイ
バーインシデント後の回復に役立つであろう。

一部の元受 /再保険会社は、 知識のギャップを埋め、 顧客向けにサービスを拡大したり、
追加サービスを提供するため、 サイバーセキュリティ会社やデータ・アナリティクス・ベンダー
との提携を目指している。 例えば、 ACE グループは 2015 年 5月にファイア・アイ （FireEye）
と提携して、 リアルタイムのサイバー脅威の検出と、 損失軽減のための助言・サービスとを
結びつけると発表した 105。 同様に、 サイバーリスク緩和商品と保険商品を補完するため、
AIG は調査コンサルティング会社である K2インテリジェンスの株式を若干を取得した106。
また、 スイス・ リーは、 サイバーリスクのモデリングと分析を行う会社である Cyenceが提供
するサイバーリスク評価プラットフォームをその引受ツールボックスに加えた。 こうした専門的
なサイバーリスク評価会社は、 一般的に高度な情報収集力を活用してインターネットの公開
および非公開部分に存在する情報を収集し、 分析する。

サイバーリスク・エクスポージャーに関する標

準化データの収集方法は開発中

サイバーリスクを深く理解することで、 柔軟で

カスタマイズされた保険ソリューションが可能

になる

サイバーセキュリティの専門家と提携し…	

103	例えば 「RMS がサイバー保険を管理するための新たなデータ規格を発表」、 RMS、 2016 年1月19日、　https://www.
　 rms.com/newsroom/press-releases/press-detail/2016-01-19/rms-launches-new-data-standardfor-managing-　

　　　　cyber-insurance、 および 「ベリスク・サイバー・エクスポージャー・データ規格と作成」、 air-worldwide.com、 2016 年、
　 https://www.air-worldwide.com/Documentation/Cyber-Exposure-Data-Standard/air_cyber_exposure_data_

　　　 schema_and_preparers__guide.htm） を参照。
104	CRO フォーラム、 2016 年 6月、 前掲書
105	「ファイア・アイと ACE グループはサイバーリスク軽減のための戦略的提携を発表」、 ファイア・アイ、 2015 年 5月18日、

　　http://investors.fireeye.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=913633
106	「AIG、 サイバー能力やその他リスク緩和機能を強化するため K2インテリジェンスに出資」、 businesswire.com、 2015　　

　 4月15日、 http://www.businesswire.com/news/home/20150415006706/en/AIG-Invests-K2-Intelligence-Deepen-　
　Cyber-Risk
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より一般的には、 ビッグ・データとスマート・アナリティクスは伝統的な保険数理分析を補強し、
これによって元受 /再保険会社は一部企業や一部業界セグメントの多面的なリスク特性を
描き出し、 根底にあるリスク要因の急速な変化に機敏に対応することが可能になる。 例え
ば、 ある被保険企業の従業員は、 新型スパイウェア、マルウェアおよびウィルスに脆弱な古
いブラウザを使用してインターネットに接続しているのではないか？	ある会社の知的財産権、
自社データまたはセキュリティ情報 （盗み取られたパスワードを含む） は闇のウェブ・フォー
ラムに出回っているのではないか？	こうした情報と統計分析・行動分析 （特に、 ネットワー
ク接続のみならずビジネスへの関連性やそれらの相互作用の状況を理解できるもの） を結
びつけることにより、 悪意のある行為に感受性を示している動きやパターンを切り分けること
に役立つ （図15 を参照） 107。

出典：	スイス再保険会社	経済調査・コンサルティング部

こうした分析は引受に関する専門知識やリスク・ベースの判断に取って代わるものではない108。
しかしながら、 こうした分析は、 サイバー犯罪に対する脆弱性の詳細な分析や侵入テストか
ら得られた情報とともに、 補完的なリスク評価ツールとなり得る 109。 時間の経過とともに、
商品やプロセスのイノベーションにより、 サイバーリスクは一段と付保可能になろう。 保険証券
の文言や賠償責任の範囲に関する法的な正確性がさらに高まれば、 保険料は低下し、 顧
客ニーズに合った限度 （保険金額、 自己保有額、 復元額など） に調整され、 サイバー保険
はより多くの保険契約者にとって手頃なものとなろう。 リスク評価における差別化の強化が
保険料に反映されれば、 優れたリスク管理行動が促されることになろう。

…スマート・アナリティクスを活用することもまた…

図15：

補完的引受ツールとしてのスマート・アナリティ

クス

…保険会社のサイバーリスク評価に役立つ

脅威の評価情報収集

データ・ウェアハウス 分析プラットフォーム

統計分析
行動分析

コグニティブ・
コンピュー
ティング/
機械学習

センサー/
テレマ
ティクス
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インターネット/
ダークウェブ

独自情報独自情報
コグニティブ・
コンピュー
ティング/ググ
機械学習機械学習

サイバー犯罪に対する脆弱性/
企業のリスク格付け

107	「進化するサイバーセキュリティの脅威に合わせてアナリティクスが進歩」、 SAS、 http://www.sas.com/en_us/insights/　　
　articles/risk-fraud/analytics-steps-up-to-meet-evolving-cybersecurity-threats.html

108	米国保険ブローカーに関する最近の調査によれば、 回答者の大半 （60％） は、 保険会社とサイバーセキュリティ会社の
　提携が、 サイバーインシデント発生前のリスクの定量化ではなく、 サイバーインシデント発生後の対応やコンサルティング
　に最も有益であると考えている。 「サイバー保険マーケット・ウォッチ・サーベイ」、 保険代理店・ブローカー評議会 （CIAB）、
　2016 年10月を参照。

109	これらの表現は同じ意味で使用されることがあるものの、 通常、 脆弱性分析はセキュリティ上の脆弱性の発見と測定に
　かかわるものであり、 一方侵入テストはサイバー攻撃者が情報セキュリティのプロトコルを攻略したり、 組織の正常な機
　能を中断させたりするために行う行為を再現しようとするものである。
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柔軟な保険ソリューションの促進を目指して、 企業と保険会社は新たなデジタル技術の将
来性について意見を同じくしているように見える。 最近のスイス・ リー/IBM の調査によると、
半数近くの保険会社（51％）と企業（46％）がデジタル・テクノロジーで柔軟な保険ソリューショ
ンの可能性が開けるという考えを受け入れている （図16 を参照）。 これには利用ベースのサ
イバー保険商品が含まれるかもしれず、 この場合、 例えば補償水準は技術の変化、 新形
態のサイバー攻撃、 サイバー防衛への新たなアプローチに連動するものになる。 さらに推論
を進めれば、 標準的な業界脅威指数が開発されれば、 現在のサイバー脅威水準の個別
に導出された定量的評価が保険に連動するパラメトリックソリューションもいずれは可能とな
ろう。

質問 ：	デジタル相互接続技術に基づいた柔軟な保険ソリューションが販売された場合、 そ

れを購入・販売する可能性は極めて高いでしょうか？

出典：	「サイバーの世界： 相互接続環境における抵抗力を求めて」、 スイス・ リー/IBM、 2016 年

しかし、 データが豊富になり、 リスクの定量化が前進し、 保険契約者との協力関係が深まっ
たとしても、 サイバー保険会社は保険引受能力の限界を超えないよう注意しなければなら
ない。 サイバー・エクスポージャーには重大なテール・ リスクや集積リスクがある。 これまで
のところ、壊滅的な潜在サイバー・イベントによる損害は管理可能な範囲内にあった。例えば、
2012年のイランの発電所に対するコンピュータ・ワームのスタックスネット （Stuxnet） による
攻撃や 2015 年のウクライナの発電所に対する攻撃は、 いずれもインフラに物理的な損害
を与えたが、大規模な混乱には至らなかった。 しかし、サイバー専門保険やサイレント・カバー
を通じて予期しない多額の損害が発生する可能性があることから、 保険会社は警戒を怠っ
てはならない。 企業自身もリスクの集積を危惧すべきである。 なぜなら、 単一の攻撃で多
数の企業に損害がおよぶことがあり、（企業の保険会社との関係も含め） カウンターパーティ・
リスクが発生するからである。 	

柔軟な保険ソリューションの促進を目指して、

企業と保険会社はともにデジタル技術の可

能性に期待している	

図16

技術主導の柔軟な保険ソリューションを購入/

販売する可能性に関する企業/保険会社の

見解調査

しかし、 単一の大規模損害または集積損害

の可能性は、 元受 /再保険会社が提供す

るサイバー保険の限界を示す	
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巨大サイバー損害の保険引受能力を強化するため、 一部識者は専用プールのメカニズムを
確立し、 各保険会社がリスクを共有するよう示唆している 110。 これによって、 事業の拡大を
目指す小規模保険会社は、 自らのリスク選好度に合わせて賠償責任額を抑制する一方で、
通常負担しなければならない立ち上げ費用なしで市場に参入することができる。 プールの
活用により、 市場における資本の安定性向上に加え、 サイバー・イベントが発生した際の迅
速な情報の共有が可能になる。 これにより即時性の高い反応と対応が可能となり、 問題
拡散の抑制が期待できる。

資本市場へのリスク移転

サイバーリスクにかかわる損害吸収能力全体を高める別の方法は、 資本市場の投資家が
エクスポージャーの一部を引き受けることを可能にする投資ビークルを開発することである。
1990 年代に開発された自然災害債券 （キャット・ボンド） は、 財物のピーク・リスクのカバー
を目的としている。 これが開発された一因として、 巨大災害が発生すると再保険会社でさ
えカバーしきれない規模の損害が生じる可能性があるという、 次第に広がる認識への対応
が挙げられる。 キャット ・ボンドや他の保険リンク証券 （ILS） 市場では、 引き続き財物関
連リスクが中心をなしているものの、 資本市場に移転されるリスクは生命保険、 傷害医療
保険、 カジュアルティーリスクなどへも拡大している。 また最近、 クレディ・スイス銀行は、 サ
イバー関連の巨大損害を含む極端なオペレーショナル・ リスクに対するエクスポージャーの
一部を証券化した 111。

一部の識者は、 より多くのサイバーリスクが資本市場に移転される道を切り開くには、 最終
的には ILS のさらなるイノベーションが必要と考えている。 サイバー・キャット・ボンド以外にも、
企業のリスクをプールするサイドカーの仕組み、 ファンデッド ・キャプティブ型ビークル、 あるい
は何らかの形態のコンティンジェント ・キャピタル商品などがピーク・サイバーリスクを資本市
場に移転するための手段となる可能性があるものの、 いずれもまだ登場していない。 また、
投資家がサイバーリスクを専門的な保険引受会社と共有することを可能にする比例保険契
約 （より一般的な超過損害額の仕組みではなく） の開発も、 ILS 市場の拡大を促進する
可能性がある 112。

サイバーリスクを移転するための代替市場が発達するには、 データやリスクのモデル化の課
題のほかにも乗り越えなければならないハードルがある。 まず投資家は、 サイバーリスクにリ
ンクする証券のリターンが本当に他の資産クラスと無相関であることを示すさらに多くの証拠
を要求する可能性が高い。 既存のキャット ・ボンドの魅力の一つは、 それがリンクしているリ
スクが信用市場や株式市場に影響を与える他の災害と同時期には発生しない傾向があり、
投資家に分散化効果をもたらすことである。 これに反して、 とりわけ広範にみられるサイバー
攻撃では、 その結果として、 株式市場や債券市場への投資価値にも打撃を与える可能性
がある。

サイバー専用プールを活用して保険会社間

でリスクを共有することもリスク吸収能力を高

めるための一つの方法かもしれない

ピーク・サイバーリスクの資本市場への移転が

もう一つの方法

サイバーリスクに関する保険リンク証券市場

はまだ初期段階だが今後拡大するだろう

投資家はサイバーリスクのポートフォリオ分散

化効果にもっと確信を持つ必要がある

110	例えば、 T.	Ryan およびW	Carbone の 「サイバー損害賠償保険：市場は過熱しており、 今はプールで冷やすべき時」、　
　Milliman、 2016 年 5月23日、 http://us.milliman.com/insight/2016/Cyber-liability-insurance-As-themarket-heats-up-

　　　　-is-it-time-to-cool-off-in-a-pool/ を参照。
111	2016 年 5月に史上初のオペレーショナル・ リスク関連の ILSがクレディ・スイスから発行された。 従来のキャット ・ボンド

　　　と同様、 この証券化により、 業務プロセスの不備または不適切性に起因する異常損害のリスクを同行から資本市場

　　　の投資家に移転することが可能になる。 この証券の担保範囲は広範囲に及び、 事業中断を引き起こす ITシステム

　　　の障害などサイバーリスクへの一部エクスポージャーのほか、 例えば、 不正行為、 会計処理の誤り、 文書の誤りおよび

　　　規制遵守などに関連する、 より伝統的な業務上の不手際が含まれている。 「クレディ・スイスが、 不正取引やサイバー

　　　犯罪を付保するオペレーショナル・ リスク・ボンドを販売」、 insurancejournal、 2016 年 5月27日、

　　　http://www.insurancejournal.com/news/international/2016/05/27/410088.htm

112	R.	Amaral、 「サイバーリスクと ILS」、 riskandinsurance.com、 2016 年10月15日、 http://www.riskandinsurance.com/
　　　cyber-risks-ils/
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サイバーリスクの ILS の妨げとなり得る第2の要因は、 潜在的なベーシスリスクである。 ベー
シスリスクとは、 スポンサーの実際の損害と対象災害にかかわる証券の支払いの差異を指
す。 ILS のスポンサーは、 被る可能性のある一切の種類の損害を回収できるように、 通常
できる限り広範な担保範囲を望む。 これに対し、 投資家は多くの場合、十分に定義された
観察可能な尺度に基づいて支払いがなされる証券を好む。 というのも、 この場合、 逆選択
やモラル・ハザード （例えば、 損害を低減しようとする意欲の低下） の可能性が低下する
と同時に、 企業固有の引受や財務上の結果の評価費用が低減されるからである。 特に対
象リスクに関する理解が依然として未熟な時点では、 こうした選好の相違が往々にして厚み
のある流動的なリスク移転市場の形成を妨げる。

それにもかかわらず、 キャット ・ボンド市場の経験によれば、 いずれイノベーションが資本市
場のビークルを通じたサイバー防御の需給バランスの調整に寄与することになろう。 現在、
支払額が実際に発生した損害額に連動する補償ベースのトリガーを持つ多種多様なキャッ
ト ・ボンドが存在する。 また、 サイバー脅威の標準化が進めば、 所定の期間について 2値
アウトカムを示すイベント ・ ドリブン・ リスク （イベント駆動型リスク） の定義に役立ち、 これが
投資家の関心を喚起する可能性がある。 例えば、ILS の提唱者の一部は、インバウンド・デー
タ量とサービス停止期間に基づくトリガーが DDoS 攻撃の影響度を概算する簡便な方法に
なると示唆する （ただし、 トリガーの仕組みを操作できないように配慮する必要がある） 113。
さらに、 情報の共有度を高め、 それに応じて補償条件や限度額、 免責条項が明確化され
れば、 ベーシスリスクに関する懸念が低下すると思われる。 同時に、 その結果として、 より
迅速に支払いがなされ、 あるいは自社のサイバー脆弱性に関する情報の拡散をより良くコン
トロールできるようになれば、 スポンサーも損害補償が全額に満たなくても満足できる可能
性がある。

政府支援の役割

企業が社会的に最適ではないサイバーセキュリティに集中して投資したり、 サイバー保険や
他のリスク移転の仕組みに対する本質的な阻害要因が存在する状況にあっては、 政府は
サイバーレジリエンスの促進という点で重要な役割を担うことになろう 114。 政府は、 インセン
ティブを見直し、 サイバー脅威に対する意識を高めることにより、 民間部門に対し市場主導
による解決策の改善を促すことができる。 特に注目すべきは、 サイバー脅威と損害に関する
情報の収集と発信および法的枠組みの策定の 2点である。

ベーシスリスクを受け入れる覚悟が必要にな

ることも、 サイバー関連 ILS 開発の阻害要因

となる可能性がある

しかしながら、 自然災害キャット ・ボンドの

経験からすれば、 商品のイノベーションがサ

イバーリスクの資本市場への移転を促すのに

寄与する	

政府の関与がサイバーレジリエンスの強化を

促進する可能性

113	「資本市場は10 億ドルのサイバー保険契約のギャップを解消できるか？」、 artemis.bm、 2015 年 3月23日、
　　　　http://www.artemis.bm/blog/2015/03/23/could-the-capital-markets-solve-the-1b-cyber-insurance-policy-gap/	
114	サイバー空間は相互に接続されているため、 ある企業がサイバーセキュリティ対策を採用した場合、 そこから発生する感

　染が最小化され、 コミュニティ全体が恩恵を受ける。 同様に、 セキュリティ対策を講じなかった場合、 他のユーザーに重
　大な悪影響を与える可能性がある。
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情報の調整と発信
多くの政府は、企業のベストプラクティスを促進するためのデータベースや手法、分析ツール、
モデルを企業が共有することを可能にするフォーラムを開始し設置してきた。 これらは、 新
たに出現しつつある脅威に関する情報共有に向けた民間部門主導のイニシアティブ （例え
ば、 サイバー脅威や物理的脅威に関する情報を共有するために世界の金融業界にとって主
要な手段の 「金融サービス情報共有分析センター」） を補完するものである 115。 こうした業
界全体に共通したデータ共有プラットフォームはサイバーリスクに対する意識と準備の強化に
役立つ。 また、 サイバーレジリエンス強化に向けた最初のステップにもなる （表3 を参照）。
その情報は匿名形式で合意された用途にのみ使用されるが、 リスクのモデリングの可能性
を高めると同時に、 保険会社が個別的・全体的なエクスポージャーの理解を深めるのに役
立ち、 その結果、 リスクに一層適合した保険につながる （すなわち、 回復力が強化された
企業に対しては料率が下がり、 利用可能なサイバー・カバーの引受能力が増大する） 116。

重大化するサイバー脅威とその影響に関す

る情報交換のために、 多くの政府がフォーラ

ムを設立

表3：

サイバー情報に関する主要な官民共同

スキーム

国 イニシアティブ 目的

英国 サイバーセキュリティ情報共有

パートナーシップ（CiSP）

サイバー脅威と脆弱性に関する情報を共有するための官民共同イニシアティブ。このフォーラム

は、新たに出現しつつある脅威やトレンドを捉えると同時に、個々の保険会社や保険契約者のデ

ータの秘密性を保護することを目的としている。

スイス 情報保証のための報告・分析

センター（MELANI）

コンピューターシステムやインターネット、重要な国家インフラのセキュリティに対する脅威に関す

る情報の収集と共有のための官民パートナーシップ。MELANIのウェブサイトは、家庭用コンピュー

タやインターネットを利用するスイスの個人ユーザーおよび中小企業に公開されている。

米国 サイバーセキュリティ情報共有

法（CISA）、サイバー脅威情報

統合センター（CTIIC）、情報共

有・分析センター（ISACs）

CISAは、サイバーセキュリティの侵害に関する情報を相互に共有したり、政府と共有する企業に

責任制限などのインセンティブを提供。また、連邦政府が機密扱いではないデータを他の機関や

企業、国民に開示することも可能にする。CTIICはサイバー脅威やサイバーインシデントに関連す

る情報を整理・分析する。ISACは、重要インフラの所有会社や運用会社が物理的脅威やサイバ

ー脅威および軽減に関する情報共有やベストプラクティスを促進するために設立した信頼でき

る事業体である。

フィンランド フ ィ ン ラ ン ド 通 信 規 制 庁

（FICORA）

FICORAの中心的機能の一つはサイバーセキュリティに関する情報の発信である。

オランダ 国家サイバーセキュリティ・セ

ンター（NCSC）

NCSCは、セクター別（例えば、水道、通信、原子力など）に設立されたいくつかの情報共有・分析

センター（ISAC）の調整機関。各ISACはセクター関連のメンバーで構成され、センター長が置か

れている。NCSCは、セクター横断的な情報共有のためにISACセンター長の会合を推進する。

ドイツ 重要インフラ運営者間協力

（UP	KRITIS）

連邦国民保護・災害支援局（BBK）と情報技術安全局（BSI）の共同イニシアティブ。目的は、ドイ

ツにおける重要インフラのサービス提供を維持するために業界間の協力を促進すること。

ベルギー サイバー脅威インテリジェ

ンス・リサーチ・プロジェクト

（CTISRP）

デロイト・ベルギーがサイバー脅威に関する情報共有について議論するために欧州の官民組織

を対象に2013年に開始。13の異なるセクターのメンバーで構成され、年に数回の会議を開催。

出典：スイス再保険会社	経済調査・コンサルティング部、各種公的情報源

115	金融サービス情報共有分析センターのウェブサイトはwww.fsisac.com/
116米国では、 ほぼ普遍的な侵害通知義務化法により既知となったすべての個人データ侵害例を整理したデータベースが

　利用可能になっており、 保険会社は米国市場のプライバシー侵害保険商品の開発にあたり、 こうしたことによる恩恵を　
　受けた。
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政府は情報共有の調整役として理想的な立場にある。 その理由は特に、 国際機関やネッ
トワークを通じて収集される情報を含む機密情報にアクセスできるからである。 例えば、 英
国政府はサイバーセキュリティ情報共有パートナーシップ （CiSP） を設立し、 民間部門と協
力して保険会社がその種データにアクセスしやすくなるよう試みている。しかし、一部企業は、
政府主導のサイバー・インテリジェンスに協力した場合、 さらなるセキュリティの脆弱性が生
じる可能性があるとして、 依然として警戒感を緩めていない。 スイス・リー/IBM の調査によ
れば、 回答企業のほぼ 2/3が、 政府の措置によりサイバーリスクが増す可能性があると示
唆している。 これは、 情報が流出したり乱用されたりすることへの懸念を反映したものと思
われる。

政府は情報共有だけでなく、 安全性の高い ITシステムを促進するための詳細な基準の策
定という点でも重要な役割を果たすことができる。 保険会社は、 ベストプラクティスの取り決
めを遵守することにより、 自社の内部統制の強みを評価し、 サイバー脅威に対する相対的
な回復力に関する評価を深化できる。 米国の国立標準技術研究所 （NIST） の枠組みや
国際標準化機構 （ISO） の 27001規格は、 自社固有のサイバーセキュリティを評価・強化
するためのツールを企業に提供している。 こうした原則主義的アプローチは、動的なサイバー
リスク環境への適応という点において、 厳格な細則主義方式よりも柔軟である可能性が高
い。 例えば、 ISO27001のセキュリティ認証を取得することによって、 サイバー保険を提供す
る保険会社の安心感も高まるであろう。

法的枠組み
政府は、 法規の制定という形でサイバー空間の使用および保護の方法について重要な影
響を及ぼす。 一部識者は、 少なくとも第三者への損害賠償責任について、 および攻撃のリ
スクが高い一部の主要業種については、 サイバー保険の購入を義務化すべきであるとする
提案さえ行っている 117。 こうした見解は調査結果にも現れており、 保険会社と保険会社以
外の回答者の 3/4以上が、一部業種、特に金融サービスと航空セクターについてはサイバー
保険を義務化すべきであると提案している 118。

強制保険の支持者は、 それによりサイバーセキュリティへの企業投資が促進され、 保険プー
ルが拡大し、 関連する保険料が低下すると主張する。 他方、 反対者は、 そうした制度の執
行は不可能ではないにしても行政の負担が大きいことを強調する。 さらに、 企業がセキュリ
ティの改善に投資しないで保険に頼る結果、 モラル・ハザードが生じるとする懸念も一部に
存在する。 また、 保険会社が競争相手からサイバー保険を購入することの義務化は、 市
場の効率性や整合性についての疑念を引き起こす可能性もある。

政府は機密密情報にアクセスできるため情

報収集の調整役として格好の立場にある

また政府は、 リスク評価の促進に役立つサイ

バーセキュリティ基準の策定支援が可能

サイバー保険を義務化すべきであるとする主

張が一部にある

しかし、 強制保険は行政コストが大きく、モラ

ル・ハザードを助長する恐れがあるとする懸

念も

117 「サイバー保険：それは必要か？義務化すべきか？」、 techtalkgfi.com、 2014 年12月4日、 http://www.gfi.com/　　　　
　blog/cyber-insurance-is-it-necessary-should-it-be-mandatory/を参照。

118	スイス・ リー/IBM、 前掲書
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他の政策イニシアティブは、 他の保険種目と同様、 サイバー保険でもその普及を加速させる
可能性がある。 特に、 企業がセキュリティ対策の強化を追求したときは法的責任に上限を
設けるような措置が取られた場合、 保険会社の契約条件改善を促し、 サイバー保険がより
手ごろな価格となる可能性がある。 類似の例として、 米国では同時多発テロの後に制定さ
れた SAFETY法 （効果的技術促進による反テロリズム支援法） に基づき、 特定のテロ対
策技術が機能しなかったとしても、 それが国土安全保障省 （DHS） の承認を受けていれ
ば企業の法的損害賠償が制限されることになった 119。 保険ブローカーの間では、 保険料
の税額控除やサイバーインシデントのデータ・ リポジトリあるいは情報の防御に関する正式
なガイドラインなど、 それに類似した政府の施策がサイバー保険制度の利用可能性を後押
しする可能性があると期待する傾向がある 120。 また立法措置が、 サイバー脅威に関する情
報共有から発生する可能性のある損害賠償に関わる法的不確実性の一部を解消する一助
となることも考えられる 121。

政府はまた、 民間の元受 /再保険会社が特定のリスクに対するエクスポージャーを共有し、
相互にリスクを引き受け合うことを可能にする保険プールの設立という形で支援することもで
きる。 市場参加者のリスクがプールされれば、 とりわけ分散化効果が生じることにより、 一
部のサイバーリスクの保険引き受け能力が改善される 122。 公共部門の関与によって、 市場
参加者間の協力や情報交換が促進され、 管理費の一部が軽減される可能性がある。 ま
た、 政府支援によるプールは、 どのような取り決めに対しても、 競争法違反の予防策となる
可能性もある。

賠償責任の法定限度額のような他の法的イ

ニシアティブがサイバー保険の普及を促進す

る可能性がある

また政府はサイバーリスクをカバーする保険

プールを設立できるかもしれない

119	SAFETY法に基づき、 DHS は、 利用可能な保険の規模と賠償責任額の上限までカバーを購入した場合の負担額に　
　応じて、 各申請者について賠償責任額の上限を設定しなければならない。

120	CIAB、 前掲資料
121	このことは、例えば米国のサイバーセキュリティ情報共有法（CISA） の規定に当てはまる。 また、A.	Nolan、「サイバーセキュ

　リティと情報共有：法的課題と解決策」、	米国議会調査局、 2015 年 3月も参照されたい。
122	M.	Eling および J.	H.	Wirfs 共著、 「サイバーリスク ：大きすぎて付保できない？変わりやすいリスク ・ クラスのリスク移転の　
　　　　選択肢」、 ザンクトガレン大学保険経済研究所 （スイス・ リーが協力）、 2016 年 3月
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サイバーリスクに対する企業の懸念が増大している。 最近注目を集めたサイバー攻撃は、 セ
キュリティ侵害がもたらす脅威や、 一部企業にとってそうした事象に対処する準備が整ってい
ない状況を明瞭に示した。 さらに、 サイバー侵害のコストはもはや、 データの喪失や破損に
よる影響への対応に限定されず、企業の社会的評価や物理的資産の毀損の可能性のほか、
日常的な業務運営の混乱にまで及ぶことが増えている。 それにもかかわらず現在のところ、
主流のリスク管理活動やサイバー防衛に対する大幅な改善を実施した企業は比較的少数
にとどまっている。

今後規制が変化の原動力となる可能性がある。 多くの国・地域で、 顧客の個人情報の保
護強化を企業に義務付け、 要求基準を充足しない場合は制裁を課す法令の施行が始まっ
ている。 しかし、 企業に法律改正を待つ余裕はない。 すなわち、 損害発生前と発生後の
強固なリスク管理手続きと能力を構築するために、 サイバーセキュリティ・アーキテクチャー
への投資を増やすことが現在必要なのである。 このことは大企業だけでなく、 サイバー攻
撃者の標的となることが増えている中小企業にも当てはまる。

サイバー関連リスクを保険会社や資本市場の投資家に移転することが、 次第に実行可能な
ソリューションになるだろう。特に、顧客やネットワークのセキュリティの完全性の保守管理など、
日常的なサイバーハイジーンの不備に関連するリスクについてそう言える。 専用サイバー保険
が開発途上にあり、多くの保険会社は、データの機密性侵害以外の損害をカバーするため、
サイバー保険の革新と拡充を図っている。 同様に、オペレーション面のサイバーリスクをカバー
する保険リンク証券を開発しようとする取り組みも生まれつつある。 しかし、 こうした代替的
なリスク移転の仕組みが主流となるには、 大きなハードルを乗り越える必要がある。

サイバーリスクは、特に損害が集積する可能性があることから、理解や定量化が複雑である。
サイバーリスクを較正し、保険数理的分析の情報としていかなるデータが最も必要であるか、
また、 そうしたデータを十分信頼できる形で利用するにはどのように収集したらよいかを決
定するには、 新たな思考法が必要となる。 保険会社は、 技術環境やビジネス環境の急速
な変化を考慮に入れるために十分に柔軟な測定の枠組みおよび尺度を作成しようとしてい
るものの、 一層の進歩が必要である。 同様に、 企業は情報共有に対して一段と安心感を
抱くようになってきたが、 これは、 保険会社がより適切にリスクを評価し、 引き受ける上で不
可欠なものである。

存続可能な民間サイバー保険市場を創設するには、 保険契約者と保険会社が協力して持
続可能な商品を生み出す必要がある。 また政府も、 サイバー脅威に関する情報の収集と
発信を促し、付随する法的な枠組みを設定すべき役割を担っている。 しかし、一部のサイバー
リスク、 特に重要インフラやネットワークの混乱といった極端な巨大損害イベントに関連したリ
スクは、 結局のところ保険引受不可能と思われる。 損害事故の尤度および/またはその規
模に関わる曖昧性に加え、 大規模な集積損害の可能性を考慮した場合、 民間保険会社
や投資家のリスク吸収能力には本質的に限界がある。 	

サイバーリスクに対する意識は高まっているも

のの、 リスク管理体制の定着までには至って

いない

特に規制当局の監視強化を踏まえた場合、

企業はサイバー防衛への投資を拡大する必

要がある

保険および代替的なリスク移転の仕組みが

開発途上にある

しかしサイバーリスクのモニタリングと定量化

にはさらなるイノベーションが必要

保険会社と保険契約者の協力によって保険

引受能力が増大する可能性
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サイバー空間：複雑なリスクに取り組む

2015年の自然災害と人災：甚大な損害を被ったアジア

フロンティア市場の保険事情

2015年の世界の保険：地域により差異があるなかで着実な伸び

21世紀の保険相互会社：バック・トゥ・ザ・フューチャー？

戦略的再保険と元受保険：カスタマイズされたソリューションの増加傾向

新興国における健康維持のあり方：保険にできること

2014年の自然災害と人災：損害の大部分をもたらした「対流性暴風雨」と「冬の嵐」

保険業界における合併と買収（M&A）	新しい波の始まりか？

2014年の世界の保険：活気を取り戻す

財物リスクにおける過少保険：ギャップ縮小策の検討

デジタル時代の生命保険：行く手には抜本的な変革が

2013年の自然災害と人災：

洪水とひょうによる大規模損害、台風ハイエン（Haiyan、台風第30号）がフィリピンを襲う

保険におけるデジタル販売：静かに進行する変革

2013年の世界の保険：景気回復に向けた舵取り

賠償責任保険の保険金請求トレンド：顕在化するリスクと景気回復の要因

介護はどうあるべきか？

高齢化社会に向けて持続可能な長期介護ソリューションを探る

新興市場の食料安全保障に向けた連携

2012年の自然災害と人災：この１年、 米国を襲った異常気象

2012年の世界の保険：景気回復への紆余曲折の道のり

海上保険およびエアライン保険における最近の動向を探る

新興市場における都市化：保険会社にとっての恩恵と悩み

生命保険：消費者に焦点を当てる

生命保険における収益性の理解

2011年の自然災害と人災：過去最大の損害をもたらした記録的な地震と洪水

2011年の世界の保険：損害保険は成長回復の兆し

直面する金利の課題

絶えず変化する企業リスクの付保

保険会計改革：悲観的に見るか、 楽観的に見るか？

2010 年の自然災害と人災：壊滅的で損害の大きな事故が続いた1年

2010 年の世界の保険：保険料の伸びは回復し、 自己資本が増加

保険市場における国家の関与

損害保険市場におけるプロダクト ・イノベーション：

小文字 「	i	」 のイノベーションと大文字 「	Ⅰ	」 のイノベーションの出会い

新興市場における保険：成長要因と収益性

2009年の自然災害と人災：大災害による犠牲者数と保険損害は減少

2009年の世界の保険：保険料は落ち込んだものの、 業界の資本状況は改善

保険規制における諸問題

インフレが保険会社に与える影響

世界的に困難な投資環境の中での保険会社の資産運用

マイクロインシュアランス－ 40 億人を支えるリスク保障

保険事業におけるシナリオ分析

2008 年の自然災害と人災：甚大な被害を被った北米とアジア

2008 年の世界の保険：先進国で減少し、 新興市場で大幅に伸びた生命保険料
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