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エグゼクティブサマリ
Enterprise Strategy Group（ESG）はこの度、インテル セキュリティと共同で、アジア、北米、EMEA、および南米の
中堅市場組織（500～999 人の従業員）とエンタープライズ組織（1000 人以上の従業員）に属する 700 人の IT/セ
キュリティ担当者を対象にしたアンケートに基づいた調査プロジェクトの結果を分析しました。アンケート回答者は、
主に情報技術（19%）、製造/素材（13%）、金融サービス（9%）をはじめとする様々な業種から選ばれました。回答者
は、所属組織の情報セキュリティのポリシー/プロセス/技術に加え、現在のセキュリティ課題と将来の戦略に関する
一連の質問に回答しました。
この調査に基づいて、ESG は次のように結論付けています。


セキュリティ担当者は依然として多忙であり標的型攻撃という課題に直面しています。平均すると、回答者の
組織では昨年に78件のセキュリティ調査が実施されており、これらの調査のうち約28%は標的型攻撃に重
点を置いたものでした。標的型攻撃の調査には特に手間がかかります。これらの調査では、経験豊富なセ
キュリティアナリストを動員し、IT資産の全体像を把握した上でセキュリティデータを分析する必要がある
からです。詳細な調査には長い時間がかかることがあり、そのため修復措置が阻害される恐れや、セキュリ
ティチームが最善を尽くした場合でもデータ侵害が発生する可能性があります。インテル セキュリティの
データが示唆しているのは、単に大量のデータを収集することからデータの価値を引き出すことに重点を移
す必要があるということです。そうすることで、より効率的に攻撃に対処できるようになります。



標的型攻撃が多発している一方で、インシデントの検出と対応は一方通行路、障害物、および迂回路に満ち
ています。サイバー攻撃者は、ソーシャルエンジニアリング手法、一般向けのソーシャルネットワーキング
サービス、およびステルス型のマルウェアを複合的に利用して、エンドユーザを騙し、セキュリティ対策を回
避して、システムを侵害しています。これらの攻撃戦略はかなり単純ですが、サイバーセキュリティの防御
策は良くても場当たり的なもののままです。多くのセキュリティ担当者の最新のハッキング戦略/手法/手順
（Tactics, Techniques, and Procedures：TTP）についての知識は限られています。インシデントの検出と
対応は、多くの時間のかかる作業、手動・非効率なプロセスによって妨げられています。そうした環境が、被
害からの復旧とクリーンアップまでの時間を長引かせる要因となっているのです。セキュリティ監視ツール
は、ユーザや技術を部分的にしか可視化できておらず、また、セキュリティポイントツール間の統合レベル
は、ネットワーク全体にわたるセキュリティ防御策を統制・監視するために必要なレベルに達していません。
憂慮すべきことに、本調査の結果は、多くの場合はサイバーセキュリティ攻撃がサイバーセキュリティ防御
を圧倒しているという不公平な戦いを表しています。感染後から重大な被害を加えることが可能になるまで
の限られた時間内にインシデントに対応するためには、セキュリティ戦略を変更する必要があります。イン
テル セキュリティでは、インシデントを検出して対応するために絶好なこの時間枠を「ゴールデンアワー」と
呼んでいます。



セキュリティ担当者は複数の分野で支援を求めています。このアンケートに回答したセキュリティ担当者は、
サイバーセキュリティ防御策を改善し、インシデントの検出と対応を効率化する多くの提案をしています。過
半数のセキュリティ担当者が、インシデント検出とセキュリティ分析のためのより高性能なセキュリティツー
ルの必要性を指摘している一方、約40%の人達は、サイバーセキュリティ担当者とSOCチームを対象にし
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たトレーニングを増やすことを推奨しています。そして80%の組織は、セキュリティ技術の統合不足によって
インシデント検出/対応プロセスが妨げられていると考えており、多くのセキュリティ担当者は、緊密に統合
された包括的なセキュリティアーキテクチャが自組織にとって有益であると考えています。全体として、人・
プロセス・テクノロジーを横断してサイバーセキュリティを進歩させる必要があります。
CISO は、このレポートで示されたデータを次の 2 つの形で使用する必要があります。
1. セキュリティ評価のガイドラインとして。このレポートでは、インシデント検出のプロセスと有効性を阻害して
いる問題を明示しています。CISO は、これらの問題が自組織に存在しているかどうかを検証し、存在してい
る場合は、これらの問題がもたらす影響を明らかにして評定する必要があります。
2. 戦略的計画のブループリントとして。このレポートのデータは、大幅に改善されたセキュリティデータ分析方
法および統合されたセキュリティアーキテクチャの必要性を示しています。CISO は、これら分野およびこの
レポートで示されている他の分野における自組織の計画を調査する必要があります。

絶え間ない戦い
ほとんどの情報セキュリティ担当者は、組織が絶え間なく次々と攻撃を仕掛けられているという終わりのないサイ
バー戦争が進行していることを認めるでしょう。アンケートに回答した IT 専門家やセキュリティ担当者の組織では、
2014 年に平均 78 件のセキュリティ調査が実施されています。予想できることですが、セキュリティ調査の頻度は
組織の規模と密接な関係があります。つまり、組織の規模が大きいほど、多くのセキュリティ調査が実施されていま
す（表 1 を参照）。
表 1.2014 年のセキュリティインシデントの平均回数
全アンケート回答者

従業員数 500 - 999

（700 人）

（196 人）

78

31

従業員数 1,000 4,999

従業員数 5,000 以上
（256 人）

（248 人）

2014 年のセキュリ
ティインシデントの平

41

150

均回数

出典：Intel Security, 2015.

アンケート対象となった企業のほぼ半数で、これらのセキュリティ調査のほとんどが日常的なセキュリティインシデ
ントに重点を置いています。様々なソースから一般的にダウンロードされるアドウェア、スパイウェア、および大容量
攻撃型ウイルスにエンドユーザの PC が感染するというインシデントです。残りの半数の企業では、多くの場合は相
互に関連している、より高度な問題の調査にほとんどの時間を費やしています。これらの問題とは、標的型攻撃（特
定の個人やグループまたは特定タイプのサイトやサービスを標的にした外部攻撃者によるもの）、データ侵害、およ
び悪意のあるインサイダー攻撃です。実際にセキュリティ調査の 28%は、大きな被害をもたらす可能性のあるさら
に危険な標的型攻撃に直接関連したものです（図 1 を参照）。
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これは重要な違いです。セキュリティ調査の 4 分の 1 以上が標的型攻撃に関連している中で、多くの組織は次のよ
うな状況に置かれています。


標的型攻撃に日常的にさらされています。普通のマルウェアも引き続き大きな問題ですが、調査データは、
今日の標的型サイバー攻撃の危険性を誰も免れられないことを示しています。規模に関わらず、企業や組
織はいずれも同じように、それぞれのセキュリティ調査の28%で標的型攻撃に重点が置かれていたと報告
しており、すべての業種の組織が被害を受けていることが報告されています。明らかに、かつては政府機関
や防衛/情報産業を標的としていたAPT（Advanced Persistent Threat）は、今や広範囲に拡大して、あら
ゆる組織にとって現実の脅威となっています。



標的型攻撃の調査を実施するための新たなリソースとスキルを必要としています。一般にセキュリティ担当
者は、マルウェアに関する支援をAVベンダーとIDS/IPSベンダーから得ることができます。代わりに、「目立
たないように」活動する標的型マルウェアを調査するには、セキュリティ分析ツール、脅威インテリジェンス
フィード、および高度なサイバーセキュリティスキルの組み合わせが必要になることがあります。このことを
踏まえると、標的型攻撃の調査は一般的な調査より難しくて時間がかかり、多くの組織では適切なリソース、
スキル、または分析技法の準備ができていないでしょう。



標的型攻撃の調査にはビジネスでの大きな利害がかかっています。アドウェアとスパイウェアは従業員の生
産性を損なう可能性があります。また、標的型攻撃は多大なコストと損害を伴うデータ侵害を引き起こす可
能性があります。このため、セキュリティ部門はできる限り早く問題を特定して解決するというプレッシャーに
さらされますが、最善を尽くすだけではデータ侵害を防ぐことはできません。
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図 1.標的型攻撃に関連するセキュリティ調査の比率
2014 年に自組織で実施されたセキュリティ調査のうち、標的型攻撃に関する調査の比率はいく
らでしたか。（回答者の割合、全回答者数 700 人）

平均 = 28%

出典：Intel Security, 2015.

これらすべてのセキュリティ調査は、次のような明白な疑問を提起します。なぜサイバー攻撃者は、標的型攻撃を
通じてネットワークに侵入してシステムを侵害できるのでしょうか？セキュリティ担当者が指摘している根本原因は
多岐に渡ります。セキュリティ担当者の 38%はサイバーセキュリティのリスクに関するユーザの知識不足を挙げて
おり、32%は永続型/最新のマルウェアの検知がますます難しくなっていると主張しており、30%はソーシャルネット
ワーキングの普及を批判しており、29%は高度なソーシャルエンジニアリング戦略を指摘しています（図 2 を参
照）。
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図 2. 標的型攻撃の成功要因として挙げられた理由
自組織で 2014 年に 1 件以上の成功した高度な標的型攻撃を受けた場合、それらの攻撃の成功要因
となった理由は次のうちどれだと思われますか。
（回答者の割合、全回答者数 700 人、複数回答可）
サイバーセキュリティリスクに関するユーザの知識不足（不明なリンク
のクリック、不明な送信元からの E メールの開封など）

様々な攻撃手段、脆弱性攻撃、およびペイロードを利用する可能性のある
永続型マルウェアを検知することがますます難しくなった

従業員によるソーシャルネットワーキングサイト（Facebook、Twitter、
LinkedIn など）の使用が増加したために、サイバー攻撃者はマルウェ
ア配信経路を確保できた
サイバー攻撃者の高度なソーシャルエンジニアリング戦略によって、各
種の活動が信頼できるもののように見せかけられた
従業員によるパーソナルビジネスサービス（Dropbox、EverNote、PC
Backup など）の使用が増加したために、サイバー攻撃者はマルウェア配
信経路を確保できた
Bring Your Own Device（BYOD：自分のデバイスの持ち込み）」ポリシーに
基づいて、多くの様々なタイプの PC が組織のネットワークに追加されたため
に、セキュリティスタッフと IT 運用スタッフがエンドポイントシステムを管理
および保護することが難しくなった
攻撃の根本原因を特定できないために、修復措置によってマルウェア
の拡散やさらなる被害を十分に防止できなかった
セキュリティスタッフの適切な知識やスキルが不足しているために、最
新のマルウェアステルス手法を検知できなかった（パッキング、ポリ
モーフィック型脅威、スリープ手法、メタモーフィック型脅威など）
スマートフォンやタブレットなどの非 PC デバイスの使用が増加してい
るために、組織におけるマルウェアの攻撃対象領域が拡大した

エンドポイントデバイスのセキュリティ保護が不十分だった（シグネ
チャベースのマルウェア防御策のみ）
モバイルとリモートワーカーのポリシーが増加したために、セキュリティ
スタッフと IT 運用スタッフがエンドポイントシステムを管理および保護
することが難しくなった

成功した標的型攻撃は受けなかった

出典：Intel Security, 2015.

このリストは、今日のサイバーセキュリティ状況の縮図を表しています。巧妙なサイバー攻撃者は、ソーシャルエン
ジニアリングとステルス型マルウェアを利用して、エンドユーザに不正な URL をクリックさせたり E メールの添付
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ファイルを開かせたりしようとします。一方で、セキュリティ担当者の 3 分の 1 近く（32%）はこれらの攻撃を検知し
て対応することに尽力しています。
この調査は、サイバーセキュリティ攻撃と従来のサイバーセキュリティ防御策の間に明確なずれが存在しているこ
とを示しています。このずれは不安の原因となっているため、すべての組織でできる限り早く対処する必要がありま
す。重要なことは、多くのデータを収集するだけでは賢明な防御策を講じられないことをセキュリティ担当者が理解
することです。最終的に重大なインシデントにつながる、一見関連性のない一連の事象を分析して、これらの事象に
対処することが必要なのです。

サイバーセキュリティ防御
本調査データが示唆していると思われる点は、サイバー攻撃者にとって、標的型攻撃を仕掛け、セキュリティ防御
策を回避し、システムを侵害することは比較的簡単であるということです。セキュリティ担当者はこの状況を認識し
ているため、標的型攻撃の防止/検知/対応に従来どおり熱心に取り組んでいますが、多くの場合は、手動のプロセ
ス、連携していないセキュリティ対策、または限定的なセキュリティ分析方法が阻害要因となっています。
たとえば、インシデント検出/対応プロセスはいくつかの時間がかかる作業に依存しています。これらの作業として
は、セキュリティインシデントの影響/範囲を特定すること（セキュリティ担当者の 47%がこれは時間のかかる作業
であると述べています）、攻撃の影響を最小化するための処置を講じること（同 42%）、セキュリティインテリジェン
スを分析してセキュリティインシデントを検知すること（同 41%）などが挙げられます（図 3 を参照）。これらの時間
のかかるプロセスをすべて足し合わせると、サイバー攻撃を特定して解消するまでに数日、数週間、または数か月
かかることがよくあります。
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図 3. インシデント検出/対応に関連する時間のかかる作業
最も時間のかかるインシデント検出/対応作業である 3 つのプロセスはどれですか。（回答者の割
合、全回答者数 700 人、3 つの回答を選択可）
セキュリティインシデントの影響や範囲を特定する（システムのどの部
分が変更されたのか、この変更によってどのような結果が生じたのか、
他のシステムも影響を受けたのかなど）
攻撃の影響を最小化するために措置を講じる（システムをオフラインに
する、ネットワークをセグメントに分割するなど）
セキュリティインシデントを検出するためにセキュリティ情報を分析する

将類似タイプの攻撃に対して脆弱なままになっている資産を特定す
る（存在する場合）
問題の根本原因を特定するためにフォレンジック分析を実行する

将来の類似タイプのマルウェア攻撃を防止するためにセキュリティ
対策を変更する
アウトブレイクの範囲を特定して、アウトブレイクを封じ込めて、マ
ルウェアを自動的に修復するために遡及的修復を実施する

正確な状況認識のために正しいデータを収集する

出典：Intel Security, 2015.

インシデントの検出と対応において、時間と損害リスクの間には重大な相関関係があります。組織がサイバー攻撃
を特定および調査して対応するのにかかる時間が長いほど、多大なコストを伴う機密データの侵害を防げるリスク
が高くなります。この状況に対処するために、多くの組織は、内部ネットワークと外部リソース（SaaS、IaaS、PaaS、ビ
ジネスパートナーシステムなど）に配置されたユーザ、システム、アプリケーション、および機密データを継続的に
監視する方向にあります。効果的な監視の継続を実現するためには、大量のセキュリティデータを包括的に収集、
処理、および分析する必要があります。これらのセキュリティデータとしては、ログファイル、ネットワークフロー、エン
ドポイント/ネットワークのフォレンジックデータ、脅威インテリジェンスフィードなどが挙げられます。インシデント発
生後の 1 時間（インテル セキュリティでは「ゴールデンアワー」と呼んでいます）以内にインシデントを特定して対
応できれば、侵害の影響をごく最小限に抑えることができます。
多くの組織は IT 環境全体にわたる継続的な監視に向けて尽力していますが、依然として限定的な可視化しか実現
できていません。リアルタイムの包括的なセキュリティ可視化を阻害している最大の要因を尋ねる質問に対して、
組織の 41%はユーザが攻撃の挙動に対する理解を深める必要があると述べており、37%はセキュリティインテリ
ジェンスと IT 運用ツールの間のより緊密な統合が必要であると回答、37%はネットワークの挙動に対する理解を
深める必要があると考えており、33%は「通常の挙動」の基準を設定して異常を検知するためのより優れたツール
を必要としています（図 4 を参照）。
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図 4. リアルタイムの包括的なセキュリティ可視化を実現するために必要な要素
次のうち、組織においてリアルタイムの包括的なセキュリティ可視化を阻害している最大の要因
はどれですか。（回答者の割合、全回答者数 700 人、複数回答可）
ユーザーの挙動をもっと理解する必要がある
セキュリティ情報ツールと IT 運用ツール（NPM、APM など）をもっと緊密
に統合する必要がある
ネットワークの挙動をもっと理解する必要がある
異常を検出できるように「通常の挙動」の基準を設定するための、よ
り優れたツールが必要である
サーバー仮想化技術の挙動をもっと理解する必要がある
セキュリティ情報ツールの自動分析機能を高度化する必要が
ある
アプリケーションの挙動をもっと理解する必要がある
より高度なネットワーク可視化が必要である（資産の把握、ト
ポロジの検出など）
ホストの挙動をもっと理解する必要がある
より高度なセキュリティ分析/フォレンジックスキルが組織に必
要である

出典：Intel Security, 2015.

これらの可視化と理解の不足を解決することが重要です。たとえば、ユーザの攻撃挙動に関する知識が不足してい
ると、サイバー攻撃者が不正なユーザカウントを作成したり、ユーザの PC に大量の機密文書を突然ダウンロードし
たりする機会を与えることになりかねません。同様に、セキュリティアナリストがネットワーク活動を把握していない
と、疑わしい接続、出口トラフィック、DNS 挙動などを見逃す可能性が高くなります。CISO は、これらの可視化の空
白箇所を解消することで、セキュリティアナリストが標的型攻撃の調査を進める際にアプリケーション、ネットワー
ク、およびシステムにまたがって巡回するために必要なデータを得られるようにする必要があります。
包括的なセキュリティ可視化は不可欠ですが、情報の意味や影響を理解できなければ、セキュリティデータは単独
では無意味なものになります。実際には、調査の一環としてコンテンツを観察して、挙動を監視、データを分析して、
データポイントからデータポイントへと進む際に、効果的なインシデントの検出と対応を真に支えているのは、セ
キュリティアナリストチームの経験、直感、およびスキルです。
深いセキュリティ知識が必要であることを踏まえると、セキュリティ担当者の 45%のみがマルウェア隠蔽手法につ
いてよく知っていると回答している一方で、8%はマルウェア隠蔽手法についてあまり知らないかまったく知らないと
回答していることについて、ESG はやや懸念を感じています（図 5 を参照）。この分野の知識が不足していることを
考えれば、過剰な仕事を抱えているセキュリティアナリストがセキュリティアラートを無視したり、調査の労力を最低
限に抑えたり、有害なファイルを安全なものとして誤分類したりする理由を容易に理解できます。このことが特に不
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安を引き起こすのは、多くの組織が可視化の空白領域とスキル不足の問題を抱えているために、サイバー攻撃を検
知して対応する能力が制限されているからです。
図 5. セキュリティ担当者はマルウェア隠蔽手法に関する知識が不足している
今日の高度なマルウェア攻撃の多くは各種のツールを使用して、脆弱性攻撃、ペイロード、通信、および他の戦略
やプロセスの特定の側面を検知されにくくしたり隠蔽したりしています。これらのタイプの手法についてどの程度
知っていますか。（回答者の割合、全回答者数 700 人）

まったく知らない、1％
あまり知らない、7％
よく知っている、45％

ある程度知っている、
48％

出典：Intel Security, 2015.

インシデントの防止/検知/対応に関するエンタープライズセキュリティ活動は多くの場合、脅威管理、ポリシー施
行、アクセス制御、およびセキュリティ監視のために使用される多くの様々なポイントツールをベースにしています。
多くの場合は、新しいタイプのサイバーリスクに対応するために、これらのツールは一定の期間をかけて組織的に
ネットワークに追加されます。
各ポイントツールは特定の機能向けに設計されており、単独で効果を発揮できる可能性がありますが、情報セキュ
リティチームは、IT 資産の場所や IT 資産がさらされている脅威のタイプにかかわらず、すべての IT 資産を保護す
る責任を最終的に負います。何十もの独立したツールによって生成された複数のレポートを集約することで、セキュ
リティポリシーを策定および施行したり、エンタープライズセキュリティ状況を監視したりすることは、不可能ではな
いにしても、多くの場合は困難です。
標的型攻撃は複数の攻撃媒体を利用する複雑な攻撃であるため、ポイントツールモデルでは対応は非常に難しく
なります。各種のセンサーによって検知された複数の事象を集約して、複数の事象を相関付けることで攻撃順序を
導き出して調査ワークフローを許可するか、適切な封じ込めと修復を、関連する制御機能に伝達する必要がありま
す。
データやシステムが連携されていないことにより、インシデントの検出と対応に関する活動が妨げられているので
しょうか？この調査によると、残念ながら答えは「イエス」です。組織の 26%が、セキュリティ技術/ツール間の統合と
通信の不足が原因でインシデントの検出と対応に関する大きな問題が生じていると回答している一方で、53%は、
セキュリティ技術/ツール間の統合と通信の不足はまだ小さな問題であると回答しています（図 6 を参照）。
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図 6. セキュリティ技術の統合不足がインシデント検出/対応の問題をもたらす
組織のセキュリティ技術/ツール間の統合と通信の不足が原因で、組織でのインシデントの検出と対
応が困難になっていますか。（回答者の割合、全回答者数 700 人）

いいえ、これは問題ではあり
ません、21％

はい、これは大きな問題
です、26％

はい、これは小さな問題です、53％

出典：Intel Security, 2015.

セキュリティ担当者は、組織が情報セキュリティスタッフ自体の効率と効果をどのようにして高めることができるのか
について意見を求められました。この調査では、より効果的なセキュリティ分析ツールに対するニーズが実在すること
が示されています。すなわち、回答者の 58%はより優れた検出ツールを希望しており、53%はセキュリティデータを
実用的な情報に変換するためのより優れた分析ツールを必要であると述べています。インシデント対応に関するト
レーニングの増強によってセキュリティ組織のスキルセットを向上させることが切望されているとともに、情報セキュリ
ティスタッフを育成することが一般に必要とされています（図 7 を参照）。総合すると、このデータは、スタッフ、プロセ
ス、および技術にまたがる改善の必要性を示しています。
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図 7. 情報セキュリティスタッフの効率と効果を高めるために必要な要素
次の項目のうちスタッフの効率と有効性の向上に最も役立つのはどれだと思いますか。
（回答者の割合、全回答者数 700 人、複数回答可）
より優れた検出ツール（ファイルを分析してそれらのファイルが安全なのか
有害なのかを判断するために、クラウドベースの脅威インテリジェンスと組
み合わせて使用する静的/動的分析ツール）
より優れた分析ツール
インシデント対応の問題への対処方法に関するトレーニングを増やす

複数のネットワークにまたがってインシデント対応の問題を管理する
方法に関するトレーニングを増やす

より多くの IT セキュリティスタッフを雇用する
プロセスを自動化してスタッフを解放することで、スタッフがより重要な
仕事に取り組めるようにする

出典：Intel Security, 2015.

より大きな真実
インテル セキュリティの調査は、幅広い組織に存在しているいくつかの基本的なサイバーセキュリティ問題を明ら
かにしています。
1. 組織は毎年何十件ものセキュリティ調査を実施しており、これらの調査の約 4 分の 1 は標的型攻撃に重点を
置いています。これらの詳細な調査を実施するには一般に、高度なスキルとセキュリティ分析ツールに加えて、
統合されたアーキテクチャが必要です。
2. 過去数年間に導入された「特効薬的な」製品にもかかわらず、標的型攻撃が成功していることは、サイバー攻
撃者の攻撃手法に対抗できる防御策が、規模の対象に関わらず多くの組織で講じられていないことを実証して
います。サイバー攻撃者はソーシャルエンジニアリング戦略に基づいてステルス型の攻撃を仕掛け、これらの
攻撃を速やかに防止および検知して、速やかに対応することが難しい状況です。
3. 多くの組織では、攻撃を受けてから重大な損害が発生するまでの重要な時間枠（インテル セキュリティでは
「ゴールデンアワー」と呼んでいます）内に疑わしい挙動を特定して対応するために必要な包括的な継続的監
視が欠如しています。
4. この調査のデータは、組織上の問題と技術上の問題も指摘しています。多くの組織には高度なサイバーセキュ
リティスキルが欠如している一方で、これらの組織で利用されているセキュリティ技術は十分に統合されてい
ないために余計な負担をもたらします。その結果として、インシデント検出/対応プロセスには、時間のかかる複
数の作業と運用負担が伴います。
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5. セキュリティ担当者は、セキュリティチームの効率と効果を高めるためのトレーニング、統合、より優れたセキュリ
ティ分析技術が必要であると考えています。
CISO はこの調査結果を検討して、自組織の情報セキュリティ領域/戦略のあらゆる側面にわたって、同様のサイ
バーセキュリティ問題に直面していないかどうかを検証する必要があります。さらに ESG は、本調査には、様々なベ
ストプラクティスと教訓を暗示するストーリーが隠されていると考えています。この調査のデータは、CISO が次のこ
とを実施することを強く示唆しています。


継続的なサイバーセキュリティ教育に尽力する。医師と同様に、サイバーセキュリティ担当者は自身の専門
分野の最新の研究開発状況に通じている必要があります。これには、マルウェア手法の進歩、脅威媒介物、
サイバー防御策の新しい革新などが含まれます。残念ながら、セキュリティチームは業務や緊急アラートへ
の対応で多忙なことが多いため、継続的な教育は軽視されがちです。この結果として、このレポートで示さ
れているように、マルウェア隠蔽手法についてよく知っていると回答したセキュリティ担当者が半分未満と
いう状況が発生しています。サイバーセキュリティ担当者は、最新タイプのサイバー脅威を特定または解消
する方法を知らなければ能力を発揮できないため、CISOはこれらの幅広い活動のバランスをとるように努
める必要があります。一部のタイプのサイバー教育は、組織全体に対して毎年実施することを義務付ける必
要があるとともに、セキュリティチームと人事部門によって主導される継続的なプログラムによってサポート
される必要があります。サイバー脅威プログラムを最大限に成功させるには、経営幹部がこれらのプログラ
ムの重要性を強調してその活動を常に奨励することで主導役を担う必要があります。



量から価値に重点を移した強力な分析技法によって組織のサイバーセキュリティ戦略を支える。SANSトップ
20のような脅威防止策は重要ですが、CISOは標的型攻撃がセキュリティ防御策を回避して、ネットワーク
に侵入して、システムを侵害することを想定しておく必要があります。この不可避な状況に対処するために
は、強力なセキュリティ分析技法をベースにしたサイバーセキュリティ戦略が必要です。これはすなわち、
大量の内部データ（ログ、フロー、パケット、エンドポイントフォレンジック、静的/動的マルウェア分析など）、
組織インテリジェンスデータ（ユーザの挙動、企業の活動など）、および外部データ（脅威インテリジェンス、
脆弱性通知など）を収集、処理、および分析するということです。セキュリティ分析技法は可能な限り、インテ
リジェントなアルゴリズムをベースにしている必要あります。これらのアルゴリズムは、異常な挙動を検知し
て、影響を受けたシステムを特定して、アナリストが根本原因と攻撃範囲をできる限り素早く正確に明らか
にすることを支援できる必要があります。CISOは、データの収集と処理は行動に向けた手段であることに留
意する必要があります。行動とはすなわち、脅威の検知を強化して、対応の効果と効率を高めることです。



緊密に統合されたエンタープライズセキュリティ技術アーキテクチャを構築する。組織の80%近くは、セキュ
リティツール間の統合不足によってボトルネックが生じて、セキュリティ脅威を検知して対応するための能
力が阻害されていると考えています。このことは、深刻な事態として認識する必要があります。CISOはこの制
約状況を緩和するために、エンタープライズセキュリティアーキテクチャを開発して、今後3年間をかけて
複数のセキュリティポイントツールをこの単一の統合型エンタープライズセキュリティアーキテクチャに置
き換える必要があります。このセキュリティアーキテクチャは、内部ネットワークとクラウドベースのIT資産が
内包していまう。このプロジェクト計画では、最初に当面の問題または完全に償却されたセキュリティ技術に
取り組んでから、さらなる統合ポイントを複数の段階に分けて徐々に導入する必要があります。各段階に
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は、セキュリティ効果と運用効率に関する評価指標を取り入れる必要があります。統合型エンタープライズ
セキュリティアーキテクチャの詳細情報は本書の範囲外ですが、主要な特性としては、中央の指揮統制（ポ
リシー管理、構成管理、セキュリティ分析など）や、技術層の上下の分散施行などが挙げられます。


インシデントの検出と対応を可能な限り自動化する。サイバー脅威は飛躍的に進化している一方で、既存の
セキュリティツールの機能やセキュリティスタッフの能力を急激に向上させることはできません。言い換える
と、ほとんどの組織は、絶えず変化するマルウェアやサイバー攻撃手法に追随することはできません。対等
に戦える環境を整えるために、CISOは自動化を進める必要があります。インシデントの検知については、自
動化を進めるために必要な要素は、高度なマルウェア分析技法、インテリジェントなアルゴリズム、マシン
ラーニング機能に加えて、脅威インテリジェンスを利用して内部挙動を侵害指標（Indicators of
Compromise：IoC）やサイバー攻撃者の戦略/手法/手順（Tactics, Techniques, and Procedures：
TTP）と対比することです。さらに、セキュリティチームとIT運用チームは、ITインフラストラクチャを監視する
機能を追加して、継続的な修復のための作業とワークフローを自動化することで、侵害されたシステムを可
能な限り早く隔離したり、新たに発見された不正なURLやIPアドレスを可能な限り早くブロックしたりする必
要があります。ここでの短期的な目標は、低リスクのセキュリティワークロードを減らして経験豊富なSOCス
タッフを解放することで、これらのスタッフが優先度の高い作業に専念できるようにすることです。
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