
2014 年 認証に関する調査
エグゼクティブサマリー

モバイルおよびクラウドの脅威から 
組織が身を守る方法



概要

IT チームは、クラウドベースのサービスと BYOD（私物デバイスの業務利用）の導入を進
めながら、センシティブな資産の安全を確保することも目指しているため、認証メカニズ
ムはますます中心的な役割を担うようになっています。組織は、直面する変化やリスク増
加に対処するため、どのような認証方法を利用しているのでしょうか。
このエグゼクティブサマリーは、市場とその動向にスポットを当てた、最新の調査に関す
る報告です。

今日のセキュリティチームは、抱える業務が難
しくなり続ける一方で、失敗に対する罰則も強
化されています。脅威が捕捉しにくく、しつこ
いものに進化しているだけでなく、防御すべき
資産や環境も根本から変化を続けています。

今はオンプロミスシステム、外部にホストされ
たプラットフォーム、クラウドベースサービス
の混在によって複雑さが増しており、作業負荷
が増大しています。さらに、モバイルデバイス
の利用は拡大の一途をたどっており、企業でも
ビジネスに不可欠となりつつあります。こうし
たクラウドとモバイルの動向は、大きな利益を
もたらしている一方で、新たな脆弱性や、即刻
満たさなければならないセキュリティ要件もも
たらしています。そのため、多くの IT 組織が
後れを取るまいと懸命に努力していますが、脆
弱性は悪用され、違反は続いています。事実、
2014 年の第一四半期には、2 億以上の記録が盗
まれており、昨年の同時期と比べて 233% 増加
しています 1。 

1 Breach Level Index, “First Quarter Recap: 2014”

「多くの IT 部門は終わりのない戦いに陥っており、セキュリティリスクから
自社を守りながら、急速な技術変化に後れを取るまいと懸命に努力していま
す。一方では、ほぼ隔週で大企業での新たな攻撃や違反について耳にします
が、他方では、スタッフが業務を行うために企業システムやアプリケーショ
ンへの継続的なアクセスを必要としています。端的に言えば、IT チームはセ
キュアで信頼できる認証メカニズムを設置しないと、自らの目的や目標に取
り組めないということです。」
Jason Hart、SafeNet、VP クラウドソリューション

認証メカニズムは、こうしたあらゆる変化と課
題に対処する上で中心的な役割を果たしており、
セキュリティチームのツールキットの中で、ま
すます重要性が高まっている手段です。IT 組織
は、こうしたあらゆる変化に対処するため、ど
のように認証アプローチを利用しているので
しょうか。SafeNet は先日、その情報を得るた
めに、大規模な調査を行いました。以下は、主
な調査結果の要約です。

→ クラウドでアプリケーションを実行すること
によって生じる新たなギャップなど、リスク
の増加に対処するために、多要素認証への依
存度が増している。

→ BYOD や従業員のモバイル化傾向に対処する
ため、モバイルデバイスでの多要素認証の利
用度が高まっている。

→ コストを管理しつつ多要素認証への高まる需
要を満たすために、クラウドベースの認証ア
プローチに注目が集まっている。
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多要素認証の使用の拡大

技術とセキュリティのランドスケープは根本的かつ急速に移行しつつありますが、ひとつの一貫した
テーマが出現しています。それは、組織のセキュリティにおいて、多要素認証がますます中心的な役
割を担うということです。

今年の調査では、現在の多要素認証の導入と 2 年後に予測される使用状況について質問しました。
2013 年の調査と組み合わせると、導入率を追跡するデータポイントは 3 つあり、使用状況は全体的に
高まっています。

ユーザーの大半が多
要素認証を利用して
いるという組織の割
合は、87% 増える。

多要素認証を利用し
ている従業員が 10%
未 満 と い う 組 織 は、
3 分の 1 以上減少す
ると予測される。

多要素認証を利用し
ている従業員が 90%
以 上 と い う 組 織 は、
100% 以 上 の 伸 び を
示すと考えられる。
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セキュアなモバイルアクセス実現のために多要素認証への 
依存が拡大
 
今日の認証市場には明確な因果関係が存在します。モバイルデバイスが企業リソースへのアクセスに
使用される傾向が高まるほど、モバイルデバイスユーザーは多要素認証を使用する必要があるという
回答が多くなります。

モ バ イ ル デ バ イ ス
ユーザーの半数以上
が多要素認証を実行
しているという組織
は、60% 増えると予
測される。

多要素認証を実行し
て い る ユ ー ザ ー が
10% 未満という組織
は、60% 減少する。

多要素認証に頼って
いるユーザーが 90%
以 上 と い う 組 織 は、
50% 増加する。
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クラウドベース認証の受け入れ
 
認証コストに関しては、すでに予測と現実の間に大きなずれがあります。多くの回答者が、実際の価
格は予想より高かったと感じています。たとえば、ユーザー 1 人当たり費用が年間 36 ユーロ未満の回
答者は 42% だけですが、その回答者のうち 76% がその金額よりも少ない支払いで済むと思っていたと
答えています。

上記のように多要素認証の使用がますます増加することを考えると、IT とセキュリティ責任者が、継
続的な予算の重圧に対応しながら需要の増大にも応じる必要があるという、難しいバランスを取らな
くてはならないことは明白です。

この認識が、クラウドベースの認証という選択肢に対して回答者の支持が増している、確実に大きな
要因となっています。昨年の調査以降、回答者によるクラウドベース認証の受け入れは、50% の増加
を示しています。
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結論
 
認証市場では、めまぐるしい変化が起こっています。調査では、いくつか明確なパターンが現れてい
ます。最も重要なのが、組織全体での多要素認証の使用が増加しており、モバイルデバイスで作業す
るスタッフによる使用が増え、今後も増え続けるということです。こうした現実が、開発を加速化し
て総所有コストを改善する必要性と相まって、数年前までほとんど知られていなかったクラウドベー
スの認証が、現在では回答者の 30% 以上に支持されるようになった大きな理由になっています。 

調査について
 
このホワイトペーパーでは、世界各国 350 人以上の個人の調査による調査結果を引用しています。お
よそ 29% がアジア太平洋地域、42% がヨーロッパ・中東・アフリカ、29% が北米です。

SafeNet について
 
SafeNet は、1983 年に設立された、情報セキュリティ業界における世界的なリーダー企業です。

SafeNet は、お客様の貴重な資産である ID や、トランザクション、通信、データ、ソフトウェアライ
センスを IT セキュリティの視点から、情報ライフサイクル全般にわたり保護しています。

SafeNet のお客様は、100 カ国以上、2 万 5 千を超える企業や政府機関に及び、その情報セキュリティ
の保護を SafeNet に委ねています。
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