
委託調査 

調査 
調査‐モバイルの脅威は現実で被害も大きい



 

はじめに 

包括的モバイル セキュリティの欠如によって、生産性の低下からデータの損失を含むあらゆる

面で、企業は損失を被っています。サイバー犯罪者は、企業のバックエンドの IT インフラス

トラクチャへの便利な足掛かりとして今まで以上に社内モバイル利用者を狙っています。職場

で社員所有のデバイスの数が増えるに従って、一貫したシンプルな BYOD 管理による包括的な

モバイル保護対策が求められています。 

Webroot は最近、米国、英国およびオーストラリアで、組織におけるモバイル セキュリティ対

策の評価を目的として調査を行いました。調査は、主に社員にスマートフォンやタブレットを

支給、または私物のモバイル デバイスの使用を許可している企業を対象に行われましたが、そ

の結果、モバイル セキュリティ対策は対象企業のほぼ半分にとって最優先事項であり、またヘ

ルプ デスクによる対応が増え、貴重な IT リソースが消費されることに不安を抱いていること

が明らかになりました。 

回答企業の 83% が、企業環境においてモバイル デバ

イスが高いセキュリティ リスクを生み出していると考え

ている。 

 

モバイル デバイスの普及は、あらゆる規模の組織において新しいセキュリティ リスクを生み

出しました。モバイル デバイスは、PC と同じような脅威にさらされるようになってきただけ

でなく、簡単に紛失したり、盗まれたりするリスクが高いのです。事実、回答企業のうち 83% 

もの企業が、モバイルモバイル デバイスが企業環境において高いセキュリティ リスクを生み

出していると考えています。 

主な調査結果 

• 会社所有または社員所有のモバイル デバイスを使用する企業の 62% で、スマートフォンや

タブレットの修理、交換またはセキュリティ管理を目的としたヘルプ デスク サポートの需

要が大幅に拡大し、ヘルプ デスクの技術者は、毎月その作業時間の 36% をこれらの問題の

解決に費やしている。 

• 60% の企業がモバイル セキュリティ管理を目的とした IT リソースの拡充を希望し、その

結果費用負担が増えている。 

• 半分以上の企業でモバイルの脅威により社員の生産性が低下し、業務が阻害されている。 

• 66% の企業で、モバイル デバイスのセキュリティ管理が IT リソースにとってかなりの負

担になっている。 
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• BYOD 企業の 47% がモバイル セキュリティ対策を行っているが、社員 100 人未満の BYOD 

企業では 40% しかモバイル セキュリティ対策を行っていない。 

調査の概要 

IT 社員が担当するモバイル デバイスの数は毎日増え続けています。また調査では、IT 社員の

ほとんどが、BYOD の普及を実感していることがわかりました。調査結果によると、企業の 73% 

で会社所有と社員所有のモバイル デバイスが混在しています。 

企業の 73% で会社所有と社員所有のモバイル デバイ

スが混在。 

 

私物デバイスの職場での使用や、会社支給のデバイスのプライベートでの使用が増加するにし

たがって、IT 部門は新たな課題に直面しています。たとえば、使用デバイスが会社所有のデバ

イスではない場合、どこまでセキュリティおよび使用ポリシーを適用すべきかを判断するのは

難しいものです。さらに、規制の厳しい業界 (ヘルスケア、金融、薬品、教育、政府関連など) 

では、この企業と個人の間のあいまいな境界線が政府規制や業界規制の確実な順守をより難し

くしています。 

83% の企業が BYOD は難しい課題であると回答しています 

 従業員の総数 

同意 (大いに同意、ある程度同意、一部

同意) 
10 ～ 19 20 ～ 99 100 ～ 499 500 以上 合計 

BYOD (Bring Your Own Devices) のセキ

ュリティ管理は困難である。** 

75% 83% 87% 84% 83% 

社員に職場で私物のモバイル デバイス

の使用を許可することによるコスト削減

は、セキュリティ リスクよりも重要で

ある。 

63% 70% 62% 59% 64% 

Business Mobile Security、2012 年 8 月。N: 10 人以上の従業員を擁する企業のモバイル セキュリティ担当責

任者 517 人。±4.3 ポイント。**p<.01 

 

私物のモバイル デバイスを使用する社員が社内の IT 担当によるデータ管理を好ましく思わな

い場合もありますが、そうした社員も IT によりデータが保護されることを望んでいます。モ

バイル マルウェアの脅威は急激に拡大しつつあり、その中には PC からデータを盗むことを目

的としたマルウェアと変わらない高いレベルのものも多いのです。データが社員個人のデバイ

スに保存された企業のデータであるか、個人のプライベートなデータであるかによらず、IT 業

界には盗難からデータを守る責任があります。 
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モバイル セキュリティ対策の実行によってリスク削減の必要がなくなる 

リスクの存在をはっきりと認識しているにもかかわらず、モバイル デバイスのセキュリティ対

策を行っていると回答した企業は回答企業の半分にも達していません。更に驚くべきことに、

18% の企業がモバイル セキュリティを導入する予定がないと回答しているのです。 

 

モバイル対策を行っている企業は全体の半分に満たない 

 

モバイルの脅威と実際の影響に対する懸念 

IT 担当者の頭を悩ませている、モバイル セキュリティに関する問題とは具体的に何を指すのでしょう

か。一番の懸念は、企業または顧客データの損失です。回答者の 74% が「きわめて憂慮している」また

は「大変憂慮している」と答えています。マルウェアおよびデバイスの紛失または盗難についてはほぼ 

2/3 の企業が重要な問題として憂慮しているなかで、コンプライアンスの問題については、回答者の約 

50% のみが「きわめて憂慮している」または「大変憂慮している」と答えただけでした。しかし、今日

の悪意あるマルウェアの多くがデータの盗用を目的としている以上、データの紛失はすべての懸念事項

に共通した課題を提示しています。 

モバイル データの紛失は重大な懸念事項である 

 

Business Mobile Security、2012 年 8 月。N: 10 人以上の従業員を擁する企業のエンドポイントおよびモバイル 

セキュリティ担当責任者 724 人。±3.6 ポイント。**p<.01 (選択肢‐「まったく心配していない」、「やや憂慮し

ている」、「ある程度憂慮している」、「大変憂慮している」、「きわめて憂慮している」) 

ユーザー数が多いほどリスクも大きくなる 

調査はまた、モバイル ユーザーの数が多いほど、違反や事故のリスクも高まることを示しています。従

業員 500 人以上の大規模な企業が、最も多くの問題を抱えています。最も多く見られる問題として、
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67% の企業がモバイル デバイスの紛失または盗難にあい、32% がモバイル マルウェアの感染を経験し

ています。このことによって、企業内の社員所有デバイス使用によるビジネスへの影響に関する懸念が

広がっています。 

企業の規模が大きいほどモバイルの脅威による影響も大きい 

過去 12か月間にスマートフォンまたはタブレ

ットに関連して次の問題が発生した 

総座席数 (デスクトップとラップトップ コンピュ

ータ) 

1 ～ 49 50 ～ 249 250 ～ 

999 

1,000 以

上 

合計 

デバイスの紛失または盗難** 24% 42% 65% 67% 44% 

マルウェアの感染 (例‐ウィルス、スパイウ

ェア、トロイの木馬、キーロガー、システム 

モニター、ルート キット)** 

15% 23% 32% 32% 32% 

企業または顧客データの漏えいまたは盗難** 3% 6% 10% 17% 8% 

Business Mobile Security、2012 年 8 月。N: 10 人以上の従業員を擁する企業のエンドポイントおよびモバイ

ル セキュリティ担当責任者 660 人。±3.8 ポイント。**p<.01 

最大の懸念事項、優先度は二の次 

モバイル デバイスの普及に伴ってモバイル デバイスを業務に使用する社員が増え続けるなか、従来の

エンドポイント セキュリティが利用され続けています。しかし、より規模の大きな企業は既に、PC を

保護するのとほぼ同様のレベルでモバイル デバイスの保護を図っています。このデータは、モバイル 

デバイスのセキュリティ対策がとられていないために、多くの部門がリスクにさらされていることを示

しています。 

優先度 vs. 座席数 

 

残念ながら結果としてエンドポイント セキュリティの優先度は高い 

Business Mobile Security、2012 年 8 月。N: 10 人以上の従業員を擁する企業のエンドポイントおよびモバイル 

セキュリティ担当責任者 724 人。±3.6 ポイント。**p<.01 (選択肢‐「優先事項ではない」、「優先度‐低」、

「優先度‐中」、「優先度‐高」) 
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対策をとらない脆弱な企業 

全体の半分弱の企業がモバイル セキュリティ対策をいまだに講じていません。さらに驚くべきことには、

21% の企業がモバイル セキュリティを導入する予定がないと回答しています。規模の大きい企業がより

早くモバイル セキュリティを導入する一方で、規模の小さい企業がより大きなリスクにさらされ続けて

います。 

規模の小さい企業がより大きなリスクにさらされている 

 会社所有のモバイル デバイスの数 (スマートフォンとタブレ

ット) 

モバイル セキュリティ導入済み 1 ～ 99 100 ～ 499 500 以上 合計 

いいえ 55% 51% 36% 51% 

はい 45% 49% 64% 49% 

合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Business Mobile Security、2012 年 8 月。N: 10 台以上の社員所有または会社所有モバイル デバイスを有する

企業のモバイル セキュリティ担当責任者 640 人。±±3.9 ポイント。**p<.01 

 

下表は、モバイル セキュリティ ソリューションを導入しなかった場合の影響をはっきりと示していま

す。たとえば、モバイル セキュリティを導入していない企業では、導入済みの企業に比べて規則違反に

よる罰金の支払いが 2 倍になっています。 

モバイル セキュリティを導入していない企業への影響はより大きい 

過去 12 か月の間にモバイルの脅威が会社に

与えた影響はどのようなものですか。 

モバイル マルウェアによる感染、デバイスの紛失/盗難、デー

タの漏えい/盗難 

最大、高、中程度の影響 モバイル セキュリティ

未導入 

モバイル セキュリティ

導入済み 

合計 

修復によるヘルプデスクの作業時間の増加 66% 57% 62% 

モバイル セキュリティ管理のための IT リ

ソースの拡張 

63% 58% 60% 

社員の生産性の低下 58% 51% 55% 

業務の中断** 56% 44% 50% 

デバイス用にプレミアム有料サービスに加入

** 

47% 30% 38% 

企業による、規則違反による罰金の支払い** 27% 14% 20% 

Business Mobile Security、2012 年 8 月。N: モバイル セキュリティ上の問題を経験した米国、英国、オース

トラリアの企業 360 社。±±5.2 ポイント。**p<.01 (5 段階評価‐影響なし、影響‐低、影響‐中、影響‐大

または非常に深刻) 
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モバイル セキュリティ対策を講じない 1 つの理由として考えられるのは、セキュリティの導入に必要

とされる時間です。従来のエンドポイント システムとモバイル デバイスの両方を包括的に保護するソ

リューションの導入なくしては、デバイス管理は困難で、そのために月に 57 時間費やされることにな

ります。 

モバイル デバイスの管理に要する時間が毎月 40 時間を超える 

22 時間 デバイス セキュリティの管理 } 57 時間 19 時間 デバイスの設定 

16 時間 
紛失または盗難にあった場合のデ

バイスの再支給 

企業が実行すべきこと 

Webroot は企業の皆様に対し、デバイス コントロール ポリシー、デバイスレベル セキュリテ

ィ、モバイル ワークフォース セキュリティ トレーニングという 3 つの要素を持つモバイル 

セキュリティ ソリューションの導入をお勧めします。このソリューションには、BYOD に伴う

リスクを削減するための次のステップが含まれます。 

デバイス コントロール ポリシーの確立 

社内 IT スタッフが、会社のネットワーク セキュリティを維持しながら、社員所有のデバイス

を制御する方法を定めたポリシーを作成します。このポリシーには、個人情報を保護する方法 

(個人データを含まないコンテナーリゼーションなどのデバイス バックアップ方法など) を盛

り込み、データおよびアプリケーションに対する企業の所有権を定義します。 

デバイスレベル セキュリティの導入 

会社所有か個人所有のデバイスかにかかわらず、セキュア パスワードおよびスクリーン ロッ

クを使用する必要があります。この要件をモバイル デバイス ポリシーで文書化します。さら

に、個人および会社所有のモバイル デバイスに、最新の、会社承認済みの (可能であれば、会

社が管理する) セキュリティ ソフトウェアを常にインストールし、マルウェアおよびその他の

セキュリティ リスクに備えることを義務付けます。 

モバイル使用者向けセキュリティ トレーニングの開発と実施 

セキュリティ トレーニングの実施により、社内モバイル利用者が、使用するモバイル デバイ

スへのマルウェアや他のセキュリティの脅威に有効に対応し、最初の段階で防御する態勢が整

います。コーポレート ポリシーを明確にし、参加者に対し、ポリシーを理解し、それに準じる

ことを確認する署名を求めます。 
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企業でモバイル デバイス ポリシーを推進、トレーニングを実施 

モバイル利用者のセキュリティ需要に対応したポリシー、トレーニング、その他の事前作業を

推進する原動力となるのは、業務要件と企業文化です。 

調査方法 

2012 年 7 月 30 日～ 8 月 1 日にかけて、Webroot は米国、英国、オーストラリアにある従

業員数 10 人以上の企業のモバイルおよびエンドポイント セキュリティ担当責任者を対象にし

た調査を委託しました。調査は、BYOD および会社所有のモバイル デバイスを対象としていま

す。Research Now 社は自社が運営する IT/企業経営者のオンライン パネルから回答者を募り

ました。Qualtrics 社が主催するオンライン アンケート調査には、合計 725 人からの回答が

ありました。調査の許容誤差は ±3.6% で、信頼限界は 95% です。回答者のうち、609 人は 

BYOD (Bring Your Own Device) が導入され、社員所有のスマートフォンまたはタブレットから、

業務目的のために社内ネットワークにアクセスすることを許可されている企業に在籍していま

した。BYOD 区分の許容誤差は ±4.0% です。 

Webroot について 

Webroot は自社の Webroot® SecureAnywhere™ 製品による、個人および企業のインターネット 

セキュリティに関する問題の解決に取り組んでいます。1997 年に創立、コロラド州に本社を置

く Webroot は、米国を本拠地とした最大手の非公開セキュリティ会社です。Webroot は、北米、

欧州、およびアジア太平洋地域で事業を展開しています。詳細については 

http://www.webroot.com をご覧いただくか、800.772.9383.までお問い合わせください。

Webroot のセキュリティの脅威に関するブログは、http://blog.webroot.com でお読みいただ

けます。Webroot の Twitter は、http://twitter.com/webroot でフォローできます。 

ウェブルート株式会社本社所在地 

〒 107-0062 東京都港区南青山 3-13-18 313 南青山 8F 
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