
2021年度 データ漏洩/侵害調査報告書
エグゼクティブサマリー

DBIR



表紙のデザインについて
表紙に描かれた8つの振り子は、それぞ
れDBIRの新しいパターンの1つを表して
います。振り子の重しは、そのパターン
の発生頻度を表し、振り子の長さは、そ
のパターンが単なるインシデントではな
く、データの漏洩または侵害であること
を表しています。セキュリティと同じ
く、これらのパターンが将来どのように
現れるかを予測することは困難です。
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現実の世界では、変化は急激に起きることが多く、事前に告げられることはほとんどあ
りません。組織は迅速な対応を迫られ、それに応じたセキュリティ対策を決定しなけれ
ばなりません。最も賢明な行動は、情報に基づいた決定です。来月、あるいは来年に組
織に降りかかる脅威を正確に予測することは誰にもできませんが、どのような事態が発
生する可能性が最も高いかを見極め、備えることはできます。そのために、ベライゾン
では「データ漏洩/調査報告書（DBIR）」を作成しています。14回目となる今年の報告
書には、これまでで最も多い83の組織が参加しています。2021年版のDBIRを作成する
ために、DBIRチームは29,207件の現実のセキュリティインシデントを分析し、そのう
ち5,258件がデータの漏洩または侵害と確認されています。

今年は、機械学習を用いてクラスタリングを行い、DBIRのパターンを更新し7種類に
分類しました。その結果、「ソーシャルエンジニアリング」と「システム侵入」とい
う2つの全く新しいパターンを作成し、「基本Webアプリケーション攻撃」を見直し、
「サービス拒否（DoS）」、「資産の損失・盗難」、「多種多様なエラー」、「特権の
悪用」、「その他全て」の各パターンを再調整しました。今回も世界のさまざまな地
域を取り上げ、データ漏洩/侵害の傾向を地域別に分析しています。また、特定の業界
（12業界）に焦点を当て、中小企業（SMB）が大企業と比較してどのように脅威にさら
されているかを垣間見ることもできます。

本報告書の要点箇所をお読みいただき、このサマリーの内容を同僚の方にお伝えていた
だければ幸いです。2021年の脅威の状況についてさらに詳しい情報をご覧になりたい場
合は、本報告書の全文をverizon.com/dbirダウンロードしてください。

常に改善を続ける
DBIRチームは、インシデントやデータ漏洩/侵害を分類および分析するための
VERIS （Vocabulary for Event Recording and Incident Sharing）フレームワー
クの拡張と簡素化に引き続き取り組んでいます。今年初めに発表されたCenter 
for Internet Security (CIS) Controls®の最新版との最新のマッピングを開発しまし
た。各業種のセクションで、実装グループ1（IG1）から推奨される上位のCIS 
Controlsを提供し、各業界が直面しているリスクを最も効果的に軽減する方法に
ついてのガイダンスも提供しています。また、分析をさらに深めるためにマッピ
ングを使用し、より広範なセキュリティコミュニティでも活用していただけるよ
うにしました。

変化する世界に
対応する

DBIRチームが分析した29,207
件のインシデントのうち5,258
件がデータ漏洩または侵害であ
ることが明らかになりました。

29,207
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ビジネスメール詐欺（BEC）︓インシデントの95%が
$250～$984,855の範囲内

コンピュータデータ漏洩（CDB）︓インシデントの95%が
$148 ～$1,594,648の範囲内

フォレンジック調査︓インシデントの95%が$2,402～$336,499の範囲内

法律相談︓インシデントの95%が$806～$53,691の範囲内

ランサムウェア︓インシデントの95%が$69～$1,155,775の範囲内

区分

f51a725a. Select action varieties, n=4,073

漏洩/侵害の61%に認証情報が関与、n=4,518

漏洩/侵害の85%に人的要素が関与、n=4,492

DoS 以外のインシデントの13%にランサムウェアが関与、n=10,027

漏洩/侵害の3%に脆弱性への攻撃が関与、n=4,073

データ漏洩/侵害及びインシデントにおける要因の種類

分析の要約
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多種多様なエラー
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システム侵入

Select action varieties (n=29,207)
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データ漏洩/侵害のパターン（n=5,275） インシデントの種類（n=29,207）

インシデント別の金額的影響
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重要なポイント
依然として増加傾向にあるランサムウェア
ランサムウェアはデータ漏洩/侵害の10%を占めており、その頻度は昨年の2倍以上に
なっています。この増加傾向は、一部のランサムウェアがデータを暗号化する際にデー
タを窃取するという新しい手口の影響も受けています。この結果、ランサムウェアは、
データ漏洩/侵害を引き起こす要因の第3位となりました。

人々から上がる声...（報告の多さも問題）
データ漏洩/侵害の85%は人的要因によるものです。フィッシングは、昨年の25%から
増加し、データセット内の侵害の36%に見られました。ビジネスメール詐欺（BEC︓
Business Email Compromises）は、ソーシャルエンジニアリングの2番目に多い形態で
した。これは、昨年の15倍になった「虚偽の表示」の増加を反映しています。

エラーの問題は（わずかに）減少
昨年のデータ漏洩/侵害件数に占めるエラーの割合は22%から17%に減少しましたが、違
反件数の絶対数は883件から905件に増加しました。これにより、エラーの割合は3年連
続で増加または横ばいとなりました。

Webアプリケーションは依然として人気のある標的
Webアプリケーション攻撃は依然として高い水準にあります。Webアプリケーション
は、ハッキング行為における主要な攻撃パスであり、データ漏洩/侵害の80％以上を占
めています。また、デスクトップの共有もハッキングの攻撃パスとして2位に浮上して
います。

ほとんどがクラウド
インシデント、データ漏洩/侵害ともに外部のクラウド資産のほうがオンプレミスの資
産よりも多く被害を受けました。逆に、ユーザのデバイス（デスクトップやラップトッ
プ）への侵害は減少しています。これは、認証情報を収集してクラウドベースのメール
システムへの攻撃に使用するなど、データの侵害行為がソーシャルおよびWebアプリ
ケーションの攻撃パスに向かっていることを考えると納得がいきます。

パスワードは何ですか︖
変わらないものもあるようです。データ漏洩/侵害は相変わらず、ほとんどが金銭目的を
動機にした外部の攻撃者によるものです。また、情報漏洩の61%は認証情報に関わるも
のでした。

大変な1年でした。
2020年8月に、COVID-19のパンデミックにより、フィッシング、ランサムウェア、エ
ラー、Webアプリケーションから窃取した認証情報の使用が増加すると予測しました
が、2021年のDBIRで、その予測の一部は当たっていたことがわかりました。フィッ
シングは11%、ランサムウェアは6%増加しましたが、「窃取した認証情報の使用」と
「公開エラー」は昨年と同じでした（それぞれ1%と0.5%）。また、「設定ミス」と
「誤送信」は、エラーの割合としては減少しました（それぞれ2%と6%）。

データ侵害/漏洩の被害金額
今年、データ侵害/漏洩が組織に与える影響について、より深い分析を試みました。損害
額のデータ、保険料のデータ、株価のデータを用いて、インシデントによる損失の範囲
をモデル化してみました。

良いニュースは、分析したデータ漏洩/侵害の14%は影響がなかったことです。しかし、
このことで組織のセキュリティ計画に安心がもたらされるわけではありません。影響
があったインシデントの中央値は21,659ドルで、インシデントの95%は826ドルから
653,587ドルの間に収まっています。
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DBIRがインシデントの分類パターンを初めて導入したのは2014年のことで、非常に頻
繁に発生するシナリオを表す便利なカテゴリとして導入しました。その後、脅威の状況
は少しずつ変化しているため、今年はDBIRのパターンを一新することにしました。

新しいパターンは、スマートな機械学習によるクラスタリングプロセスに基づいていま
す。この新しいパターンは、従来のパターンでは対応できなかった複雑な相互作用の
ルールをうまく捉えており、侵害時に何が起こるかに焦点を当てています。そのため、
推奨される制御対策にも適しています。

インシデントの
分類パターン

ソーシャル 
エンジニアリング

人の心理を操って、行動を変えさせたり、
機密を漏洩させたりすること。

パターンとしてのソーシャル攻撃は2017年から増加し続けてお
り、ビジネスメール詐欺（BEC︓Business Email Compromise）
による侵害は昨年から再び倍増しています。Webベースのメー
ルが好んで狙われています。

• 侵害の80%以上が外部からの発見でした。
• フィッシングテンプレートのクリック率は、クリックなしから

50%以上のクリック率まで、幅広く存在しています。
• 1,148人のサンプルでは、本物のフィッシングメールと偽の
フィッシングメールを受け取った人のうち、偽物をクリックし
た人はいませんでしたが、本物のフィッシングメールをクリッ
クした人は2.5%いました。

基本Webアプリ
ケーション攻撃

最初のWebアプリケーション詐欺の後に、わ
ずかなステップまたは追加のアクションを行
うシンプルなWebアプリケーション攻撃

Webアプリケーションに特化したエラーやソーシャルエンジニ
アリング、システム侵入など、これまで隠れていたものを捕捉
するため、「基本Web アプリケーション攻撃」のパターンを再
設計しました。攻撃の大部分は、窃取された認証情報の使用やブ
ルートフォース攻撃によってハッキングされたクラウドベースの
サーバーに対するものでした。

• クレデンシャルスタッフィング攻撃を受けた組織の95%に対
し、1年間で33億回から637億回の悪意のあるログインが実行
されました。

• 今年のボットネット攻撃の標的は、情報産業が金融・保険業を
抜いて最多となりました。

各パターンの主な調査結果を説明します。

今回更新されたパターンは、期
間全体で分析されたデータ漏洩
/侵害の95.8%、インシデント
の99.7%を解明しています。
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システム侵入 システム侵入では、ランサムウェアの展開
など、目的達成のためにマルウェアやハッ
キングを利用する複合的な攻撃を経験して
います。

この新しいパターンを作ったこととその順位（「多種多様なエ
ラー」と並んでデータ漏洩/侵害の第3位、「ソーシャルエンジニ
アリング」と「基本Webアプリケーション攻撃」に次ぐ）を見
れば、高度な脅威を防ぐためにどの程度の投資をすべきかを理解
しようとしている企業に役立ちます。

• このパターンでは、70%以上がマルウェア、40%がハッキング
行為を伴うケースです。

• ランサムウェアの99%がこのパターンです。

多種多様なエラー 意図しない行動によって情報資産のセキュ
リティ属性が直接損なわれたインシデン
ト。これにはデバイスの紛失は含まず、代
わりに盗難のグループに入れられていま
す。

データ漏洩/侵害の発生件数に占める多種多様なエラーの割合は
減少しました。しかし、これはエラーが減少したのではなく、他
のタイプの漏洩/侵害が増加したことによるものです。

• 設定ミスが圧倒的に多数でした（約52％）。
• 判明している場合、発見者の大半（80％）がセキュリティ研
究者でした。

• このパターンで最も多く暴露されたデータタイプは個人情報で
す。

特権の悪用 正当な特権の承認のない使用または悪意の
ある使用が主な原因となっているインシデ
ントです。

特権の悪用は、データ漏洩/侵害件数に占める割合が減少し続け
ており、他のパターンと比較してインサイダーによる悪意のある
脅威の発生率が低いことが明らかになりました。

• このパターンでは、データ漏洩/侵害の70％が特権の悪用によ
るものでした。

• 30％以上のインシデントは発見に数か月から数年を要しま
す。

資産の紛失・盗難 置き忘れや悪意の有無にかかわらず、情報
資産が紛失したすべてのインシデントで
す。

資産の盗難よりも過失（資産の紛失）の方が多く、インシデント
が明るみに出るのは従業員による発見が最も多く、ドキュメント
やその他のメディアよりも、デバイスを紛失するケースが増えて
います。

サービス拒否
（DoS）

ネットワークやシステムの可用性を低下さ
せることを目的とした攻撃。ネットワーク
層とアプリケーション層の両方の攻撃を含
みます。

分散型のサービス拒否（DDoS）攻撃は、非常に不均一な分布
（極端に）を示しているため、予測が困難です。そのため、組織
は対処可能なDDoS攻撃の割合（50％、80％、95％、またはそれ
以上）を計画する必要があります。

その他全て この最後のパターンは、実際にはパターン
ではありません。その代わり、他のパター
ンの領域に収まらないすべてのインシデン
トに適用されます。

以前の「ペイメントカードスキマー」のパターンは今回で終わっ
ています。今年のデータセットに含まれるスキミング事案は、
わずか20件でした（いずれもデータ漏洩/侵害が確認されていま
す）。

• 今年は、滅多に見られない「環境」を原因とする侵害が3件追
加され、その相対的な稀少性からこのパターンに含まれていま
す。

• パターンの再クラスタリングにより、このパターンに分類され
るはずだったデータ漏洩/侵害の18%をさらに明確にすること
ができました。
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宿泊および飲食業 
（NAICS 72）

芸術、娯楽および 
レクリエーション業 
（NAICS 71）

宿泊および飲食サービス業界では、ハッキング、ソーシャル、マルウェアによる攻撃が
ほぼ同じ頻度で発生しています。

この業界では、窃取された認証情報の使用、フィッシングやランサムウェアが引き続き
大きな役割を果たしています。また、（スポーツプログラムからの）医療情報の漏洩も
予想外に多くみられました。

業種別のハイライト
組織は、その規模や業種を問わず、常に何らかのサイバー攻撃のリスクに直面しています。しかし、どのような攻撃を受ける可能性が高い
かは、業種によって異なります。防御を効果的かつ効率的に展開し、セキュリティ関連予算を最大限に活用するためには、業種により、ど
のような攻撃が行われているかを理解することが重要です。ベライゾンでは、北米産業分類システム（NAICS）コードを用いて組織を分類
しています。

頻度 インシデント69件、確認されたデータ暴露40件

上位3つのパターン 「システム侵入」、「ソーシャルエンジニアリング」、「基本
Webアプリケーション攻撃」がデータ漏洩/侵害全体の85%を占
めている

攻撃者 外部（90%）、内部（10%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（86%～100%）、スパイ活動（0%～14%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 個人情報（51%）、認証情報（49%）、決済情報（33%）、その
他（15%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの実
施（14）、アクセス制御管理（6）、企業資産およびソフトウェ
アのセキュアな設定 （4）

頻度 インシデント7,065件、確認されたデータ暴露109件

上位3つのパターン 「システム侵入」、「基本Webアプリケーション攻撃」、「多
種多様なエラー」がデータ漏洩/侵害の83%を占めている

攻撃者 外部（70%）、内部（31%）、複数の関係者（1%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（100%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 個人情報（83%）、認証情報（32%）、医療（26%）、その他
（18%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの
実施（14）、企業資産およびソフトウェアのセキュアな設定 
（4）、アクセス制御管理（6）
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教育サービス業 
（NAICS 61）

教育サービス業では、なりすましを用いたソーシャルエンジニアリング攻撃の割合が非
常に高くなっています。これらの攻撃は通常、不正な資金移動を誘発する目的で行われ
ます。「多種多様なエラー」と「システム侵入」は、どちらも依然として存在します。

頻度 インシデント1,332件、確認されたデータ暴露344件

上位3つのパターン 「ソーシャルエンジニアリング」、「多種多様なエラー」、「シ
ステム侵入」がデータ漏洩/侵害件数の86%を占めている

攻撃者 外部（80%）、内部（21%）、複数の関係者（1%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（96％）、スパイ活動（3％）、愉快犯（1％）、自己
都合（1％）、怨恨（1％）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 個人情報（61%）、認証情報（51%）、 その他（12%）、医療
情報（7%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの実
施（14）、アクセス制御管理（6）、企業資産およびソフトウェ
アのセキュアな設定 （4）

金融および保険業 
（NAICS 52）

頻度 インシデント721件、確認されたデータ暴露467件

上位3つのパターン 「多種多様なエラー」、「基本Webアプリケーション攻撃」、
「ソーシャルエンジニアリング」がデータ漏洩/侵害の81%を占
めている

攻撃者 外部（56%）、内部（44%）、複数の関係者（1%）、パート
ナー（1%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（96%）、スパイ活動（3%）、怨恨（2%）、愉快犯
（1%）、イデオロギー（1%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 個人情報（83%）、銀行情報（33%）、認証情報（32%）、その
他（21%） （漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの
実施（14）、 企業資産およびソフトウェアのセキュアな設定
（4）、アクセス制御管理 （6）

金融部門のエラーの55%が誤送信。金融部門は、外部から頻繁にクレデンシャル攻撃や
ランサムウェア攻撃を受けています。
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医療および 
社会福祉業 
（NAICS 62）

過去数年間と同様に、基本的な人的エラーがこの業界を悩ませています。電子文書でも
紙の文書でも、最もよくあるエラーは依然として「誤送信」（36％）です。しかし、内
部の悪意ある行為は、2年連続でトップ3から脱落してました。金銭的な動機を持った組
織的な犯罪グループは、引き続きこの分野を標的としており、ランサムウェアの展開が
有力な手口となっています。

頻度 インシデント655件、確認されたデータ暴露472件

上位3つのパターン 「多種多様なエラー」、「基本Webアプリケーション攻撃」、
「システム侵入」がデータ漏洩/侵害全体の86%を占めている

攻撃者 外部 （61%）、内部（39%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（91%）、愉快犯（5%）、スパイ活動（4%）、怨恨
（1%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 個人情報（66%）、医療情報（55%）、認証情報（32%）、その
他（20%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの
実施（14）、企業資産およびソフトウェアのセキュアな設定
（4）、アクセス制御管理 （6）

情報産業 
（NAICS 51）

この業界では、エラーに関する問題が際立っており、中でも「設定ミス」が大きな
問題となっています。インシデントの観点では、DoS攻撃が大部分を占めています。
ボットネット侵入の主な標的は、「情報」が「金融」を初めて上回りました。

頻度 インシデント2,935件、確認されたデータ暴露381件

上位3つのパターン 「基本Webアプリケーション攻撃」、「多種多様なエラー」、
「システム侵入」がデータ漏洩/侵害件数の83%を占めている

攻撃者 外部（66%）、内部（37%）、複数の関係者（4%）、パート
ナー（1%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（88％）、スパイ活動（9％）、怨恨（2％）、自己都
合（1％）、愉快犯（1％）（漏洩/侵害）。

侵害されたデータ 個人情報（70%）、認証情報（32%）、その他（27%）、内部情
報（12%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの
実施（14）、企業資産およびソフトウェアのセキュアな設定
（4）、アクセス制御管理 （6）
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製造業 
（NAICS 31-33）

他の多くの業種と同様に、この業種もソーシャルエンジニアリング攻撃に悩まされてい
ます。また、ランサムウェアに起因するデータ漏洩/侵害が著しく増加しました。

頻度 インシデント585件、確認されたデータ暴露270件

上位3つのパターン 「システム侵入」、「ソーシャルエンジニアリング」、「基本
Webアプリケーション攻撃」がデータ漏洩/侵害件数の82%を占
めている

攻撃者 外部（82%）、内部（19%）、複数の関係者（1%）（漏洩/侵
害）

攻撃者の動機 金銭取得（92%）、スパイ活動（6%）、自己都合（1%）、怨恨
（1%）、二次的動機（1%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 個人情報（66%）、認証情報（42%）、その他（36%）、決済情
報（19%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの実
施（14）、アクセス制御管理（6）、企業資産およびソフトウェ
アのセキュアな設定 （4）

鉱業、採石業、石油・ 
ガス採掘業 
（NAICS 21） 
および公益事業 
（NAICS 22）

この2つの業種は今年、ソーシャルエンジニアリング攻撃を受けました。損失したデー
タの種類としては、認証情報、個人情報、内部情報が最も多く、また、ランサムウェア
もこれらの業界にとって大きな脅威となっています。

頻度 インシデント546件、確認されたデータ暴露355件

上位3つのパターン 「ソーシャルエンジニアリング」、「システム侵入」、「基本
Webアプリケーション攻撃」がデータ漏洩/侵害の98%を占めて
いる

攻撃者 外部（98%）、内部（2%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（78%～100%）、スパイ活動（0%～33%）（漏洩/侵
害）

侵害されたデータ 認証情報（94%）、個人情報（7%）、内部情報（3%）、 その
他（3%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ啓発・スキルアップ研修（14）、アクセス制御管
理（6）、アカウント管理（5）

122021 DBIR  エグゼクティブサマリー



専門的・科学的・ 
技術的サービス業 
（NAICS 54）

この分野では、「システム侵入」と「ソーシャルエンジニアリング」の組み合わせが攻
撃の手口の大半を占めています。盗まれた認証情報は広範に使用され、従業員はソー
シャルな手口に騙される傾向が顕著に見られます。

頻度 インシデント1,892件、確認されたデータ暴露630件

上位3つのパターン 「システム侵入」、「ソーシャルエンジニアリング」、「基本
Webアプリケーション攻撃」がデータ漏洩/侵害件数の81%を占
めている

攻撃者 外部（74%）、内部（26%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（97%）、スパイ活動（2%）、怨恨（1%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 認証情報（63%）、個人情報（49%）、その他（21%）、銀行情
報（9%） （漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの実
施（14）、アクセス制御管理（6）、企業資産およびソフトウェ
アのセキュアな設定（4）

公務（NAICS 92） この分野の最大の脅威は、ソーシャルエンジニアです。信用させてしまうフィッシング
メールを作成できる攻撃者が驚くべき速さで認証情報を持ち去っています。

頻度 インシデント3,236件、確認されたデータ暴露885件

上位3つのパターン 「ソーシャルエンジニアリング」、「多種多様なエラー」、「シ
ステム侵入」がデータ漏洩/侵害件数の92%を占めている

攻撃者 外部（83%）、内部（17%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（96%）、スパイ活動（4%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 認証情報（80%）、個人情報（18%）、その他（6%）、医療情
報（4%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの実
施（14）、アクセス制御管理 （6）、アカウント管理（5）
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小売業 
（NAICS 44-45）

頻度 インシデント725件、確認されたデータ暴露165件

上位3つのパターン 「システム侵入」、「ソーシャルエンジニアリング」、「基本
ウェブアプリケーション攻撃」がデータ漏洩/侵害件数の77%を
占めている

攻撃者 外部 （84%）、内部（17%）、複数の関係者（2%）、 パート
ナー（1%）（漏洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（99%）、スパイ活動（1%）（漏洩/侵害）

侵害されたデータ 決済情報（42%）、個人情報（41%）、認証情報（33%）、その
他（16%）（漏洩/侵害）

IG1による優先保護
対策

セキュリティ意識およびスキル向上トレーニングプログラムの
実施（14）、 企業資産およびソフトウェアのセキュアな設定
（4）、アクセス制御管理（6）

小売業は、決済カードと個人情報の組み合わせで知られていることから、金銭目的の動
機を持った犯罪者の標的となっています。ソーシャルな手口としては、なりすましや
フィッシングがあり、前者では騙されて誤った送金が行われます。
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今年は、小規模組織と大規模組織で見られる侵害件数の差がかなり小さくな
り、上位3つのパターンも同じものが揃いました。組織規模の観点からデータ漏
洩/侵害やインシデントを分析するようになってから初めて、「全企業サイズに
適応」の状況に近づいています。どちらの組織も、金銭目的の動機を持った組
織犯罪者に狙われています。
昨年、私たちは、小規模な組織の方が、データ漏洩/侵害の発見が早いという点
で優れていると報告しました。今年のデータによると、大規模な組織では、半
数以上（55％）のケースで数日以内またはそれ以上の速さで侵害を発見するよ
うになっているのに対し、小規模な組織では47％と、あまりよい結果は得られ
ていません。

中小企業（SMB）に
関する詳細な分析

小規模（従業員数1,000人未満） 大規模（従業員数1,000名以上）

頻度 インシデント1037件、確認されたデータ暴
露263件

インシデント819件、確認されたデータ暴
露307件

上位3つのパターン 「システム侵入」、「多種多様なエ
ラー」、「基本Webアプリケーション攻
撃」がデータ漏洩/侵害件数の80%を占めて
いる

「システム侵入」、「多種多様なエ
ラー」、「基本Webアプリケーション攻
撃」がデータ漏洩/侵害件数の74%を占め
ている

攻撃者 外部（57%）、内部（44%）、複数の関係
者（1%）、パートナー（0%）（漏洩/侵
害）

外部（64%）、内部（36%）、パート
ナー（1%）、複数の関係者（1%）（漏
洩/侵害）

攻撃者の動機 金銭目的（93%）、スパイ活動（3%）、愉
快犯（2%）、怨恨（1%）、その他（1%）
（漏洩/侵害）

金銭目的（87%）、愉快犯（7%）、ス
パイ活動（5%）、自己都合（2%）、怨
恨（2%）、二次的動機（1%）（漏洩/侵
害）

侵害されたデータ 認証情報（44%）、個人情報 （39%）、そ
の他 （34%）、医療情報（17%）（漏洩/侵
害）

認証情報（42%）、個人情報 （38%）、
その他（34%）、内部情報（17%）（漏
洩/侵害）
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地域別の分析

アジア太平洋地域のデータ漏洩/侵害のパ
ターン（n=1,495）

ソーシャルエンジニアリング

基本Webアプリケーション攻撃

多種多様なエラー

資産の紛失・盗難

特権の悪用

その他全て

サービス拒否（DoS）

システム侵入

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

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

Patterns in APAC breaches (n=1,495) 北アメリカのデータ漏洩/侵害のパターン
（N=1,1080）

ソーシャルエンジニアリング

システム侵入

基本Webアプリケーション攻撃

資産の紛失・盗難

特権の悪用

サービス拒否（DoS）

その他全て

多種多様なエラー

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

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

Patterns in Northern American breach-
es (N=1,1080)

アジア太平洋地域と北アメリカにおける金銭目的の動機による攻撃
アジア太平洋地域（APAC）で発生したデータ漏洩/侵害の多くは、金銭目的の攻撃者がフィッシングにより従
業員から認証情報を窃取し、その盗んだ認証情報を使ってメールアカウントやWebアプリケーションサーバー
にアクセスすることで発生しています。

また北アメリカ（NA）では、多くの場合、金銭や容易に収益化できる情報を求める金銭目的の攻撃者の標的
となりました。ソーシャルエンジニアリング、ハッキング、マルウェアなどの手法が引き続き利用されていま
す。
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欧州・中東・アフリカのデータ漏洩/侵害のパターン（N=293）

ソーシャルエンジニアリング

基本Webアプリケーション攻撃

システム侵入

資産の紛失・盗難

特権の悪用

サービス拒否（DoS）

その他全て

多種多様なエラー

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

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

Patterns in EMEA breaches (N=293)

欧州・中東・アフリカ地域で依然と繰り広げられる攻撃
欧州・中東・アフリカ地域（EMEA）では、引き続き、基本Webアプリケーション攻撃、シ
ステム侵入、ソーシャルエンジニアリングに悩まされています。
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ベストプラクティス

今年は、規模や予算にかかわら
ず、すべての組織が導入を検討
すべきコントロールの中核とな
るセットをみつけるため、新た
に更新されたCISコントロール
と、新たに更新されたベライゾ
ン独自のパターンを組み合わせ
ました。

コントロール4: 企業資産およびソフトウェアのセキュアな設定
このコントロールは、名前が長いだけではありません。後からセキュリティを追加する
のではなく、最初から安全なソリューションをエンジニアリングすることに焦点を当て
た多くのセーフガードを含んでいます。このコントロールを導入することで、設定ミス
などのエラーベースのデータ漏洩/侵害を削減したり、ポータブルデバイスのリモートワ
イプ機能を強制することで資産の損失を低減したりすることができます。

コントロール5: アカウントの管理
このコントロールは、技術的にはバージョン8の新しいコントロールですが、サブコン
トロールは、以前のいくつかのコントロール（例︓境界防御、アカウントの監視とコン
トロール）にあったアカウント管理の手法を集約したものであるため、非常に馴染みや
すいものとなっています。このコントロールは、組織がアカウントへのアクセスを管理
することを非常に重視しており、ブルートフォース攻撃やクレデンシャルスタッフィン
グ攻撃に対して有効です。

コントロール6: アクセスの管理
このコントロールは、コントロール5に直接関連しています。単にユーザアカウントを
見て、そのアカウントへのアクセスを管理するのではなく、権限や特権も管理すること
になります。環境の主要なコンポーネントに多要素認証を実施することを求めており、
これは窃取された認証情報の使用に対する有用な戦術です。

コントロール14: セキュリティ意識とスキル向上のトレーニング
このコントロールは古典的なものであり、おそらく説明を多く必要としません。エラー
やソーシャルエンジニアリングが多発していることを考えれば、認識されている危険に
満ちた世界に対するチームをサポートするために、セキュリティ意識とスキルの向上ト
レーニングプログラムに資金を投じるのが賢明であることは明らかです。
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常に最新の情報を入手
して脅威に備える
今日の産業界が直面しているサイバー脅威をうまく乗り越えるには、信頼で
きる情報源からのインテリジェンスが必要です。DBIRの全文には、防御策
の準備や従業員の教育に役立つ、攻撃者、攻撃、パターンに関する実情の詳
細が記載されています。組織を守るために必要な、データに基づいたインサ
イトを得てください。
2021年版のDBIRの全文は、verizon.com/dbirからご覧いただけます。

次回の調査に是非ご協力ください
DBIRは数十の企業の協力を得てまとめられています。来年の報告書では是非お
客様も情報をご提供ください。DBIRに関するご意見はdbir@verizon.comにお
送りいただくか、@VZDBIRでツイートしていただくことができます。また、
VERIS GitHubのページ（https://github.com/vz-risk/veris）も是非ご覧ください。
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