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SOC のモダナイゼーションと XDR の役割

研究 の目標
セキュリティー運用には、収集、処理、分析、および膨大な量のデータに影響を与える巨大なスケールが必要です。初期の
XDR は、エンドポイントとネットワークという 2 つの主なデータソースに基づいていました。XDR では、未接続の EDR お
よび NDR ツールが改善されましたが、企業組織全体の脅威の検知や応答にはクラウド・ワークロードや脅威インテリジェン
ス・フィード、SaaS アプリケーション、アクセス管理の可視性を含む広い間口が必要です。同時に、セキュリティー運用セ
ンターをモダナイズし、セキュリティー・アラートの量に対応するために、大きな組織はトリアージ・アラートや IoC に関連
するアラート、調査のためのインシデントの準備などの Tier-1 アナリストのタスクを自動化できる高度な分析が必要です。
それらの傾向の洞察を得るために、脅威の検知と応答のセキュリティー製品とサービスを評価、購入し、利用する個人的な
責任を持った北米 (米国およびカナダ) の 376 人の IT およびサイバーセキュリティーの専門家に関して、ESG による調査が
行われました。

この研究は以下を目的としています。
セキュリティー運用のモダナイゼーションをサポート
するユーザー、処理、技術などの 検証。

鍵となる値ポイントやそれらの値ポイントを裏付ける
ために必要な測定基準を特定。さらに、XDR お よ び
SOC のモダナイゼーション向けの製品とマネージド・
サービスの両方に求められるものを 特定。
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セキュリティー運用モダナイゼーションの取
り組みの構成要素として、XDR に関する現在
の理解と役割を 検討。
トリアージを自動化し、調査速度を上げ、
組織が未知の脅威の発見に使用する戦略を
探求。
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調査結果のポイント
クリックして詳細へ

セキュリティー
運用に課題。

セキュリティーの専門家には、
さらに多
くのデータとより優れた検知ルールが
必要となっています。

セキュリティー運用プロセスの自動
化への投資が大切であると証明。

攻撃対象領域や危険な脅威の全貌が拡大し、
クラウド・コンピューティング利用が増加する
ことで、
ますます課題が増えています。

膨大な量のセキュリティー・データが使用されてい
るもかかわらず、
より優れた検知ルールにするため
に、
もっと多くのデータが必要とされています。

実装戦略はさまざまですが、
自動化への投
資が最適だと言えるでしょう。

MITRE ATT&CK は、
たいていの場合
有効だと証明されています。

XDR の勢いはま
すます加速。

ただし、多くの場合、有効活用するために適用
する方法やその場所が検討されています。

XDR について不確定な部分があるものの、
高度
な脅威を検知するためのサポートに投資するこ
とは重要です。
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MDR はメインストリームであり、
拡大しています。
ユースケースはさまざまですが、
あらゆる規
模や成熟度の組織で MDR サービスは広く採
用されています。

目次に戻る

セキュリティー
運用に課題
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セキュリティー運用は、大部分の組織で過去数
年にわたり困難になってきています。特に半数
を超える回答者 (52%) が、直近 2 年間で自分の
組織のセキュリティー運用環境の管理が難しく
なってきていると感じています。これは、ます
ます危険になる脅威の全貌や、アタック・サー
フェスの増加、セキュリティー・アラートの量
と複雑性、パブリック・クラウドの増加と言っ
た要因によるものです。将来的に、それらの課
題は増える一方であり、多くの CISO は現在の
SOC の方針が不適切であることに気付いてい
ます。増加する脅威の量と IT の拡大/スプロール
現象に対処するために、組織は SOC のモダナイ
ゼーションに重点を置いた複数の戦略を立てて
います。

52%

の組織では、今のセキュリティー運用
は 2 年前と比較して困難になっている
と考えています。
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| 今のセキュリティー運用が 2 年前と比較して困難になっている理由。

41+59+S
39+61+S
37+63+S

脅威の全貌は拡大しつつあり、
急速に変化

41%

攻撃対象領域は継続的に
変化し進化

39%

パブリッククラウド・
サービスの利用は増加

34%

40+60+S
37+63+S

攻撃対象領域
が拡大

40%

セキュリティー・アラー
トの量と複雑性が上昇

37%

「組織は、SOC のモダナイゼー
ションを重視した複数の戦略
を立ててきました。」

目次に戻る

6

SOC のモダナイゼーションと XDR の役割

81%

810+190=

の組織は、自分たちのセキュリティー運用 がサイバーセキュリ
ティーのスキル不足の影響を受けてきたことを認めている。
世界的なスキル不足がセキュ
リティー運用に影響
一般的なセキュリティー運用の課題に加え
て、世界的なサイバーセキュリティーのスキ
ル不足がセキュリティー運用に影響を与える
ことに、81%の組織が同意していることは
注目に値します。一般的に、これによって既
存のスタッフの仕事量が増し、スタッフの退
職や過度の疲労につながります。セキュリテ
ィーの専門家は、スタッフやスキルが特に
不足している複数の領域を指摘しています｡
セキュリティー・アーキテクトやセキュリティ
ー・エンジニア、Tier-3 アナリスト、脆弱性
評価/優先順位付けアナリストなどです。
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| セキュリティー運用で特にスタッフが不足している領域

37+63+S
34+66+S

セキュリティー・アーキテクト

37%

Tier-3 アナリスト*

34%

35+65+S
33+67+S

*Tier-2 アナリストに似ているが、より経験を積んで困難/重大な問題に集中して対応するアナリスト。

セキュリティー・エンジニア

35%

脆弱性評価/優先順位付け
アナリスト

33%

目次に戻る
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近い将来の SOC モダナイゼー
ションの優先順位付け
スタッフの人数不足を含む、ますます困難に
なるセキュリティー運用環境に対処するため
に、組織はどんな計画を策定しているのでし
ょうか。鍵となるプログラム戦略は、SOC の
モダナイゼーションです。今年、88% の組織
がセキュリティー運用への支出を増やしてい
ます。近い将来、SOC チームは、脅威インテ
リジェンス運用の改善や、SOC への資産管理
データ統合の改善、リスクおよびアラート順
位付けの改善、SOC の KPI の定義と管理の改
善、共通セキュリティー運用タスクの自動化
といった領域での取り組みに重点を置いて計
画を策定します。
将来に向けて、各組織は、セキュリティー・
プロセス自動化ツールの購入や、統合セキュ
リティー運用および分析アーキテクチャー
(SOAPA) の開発/構築、セキュリティーおよ
び IT 運用の調整の改善、セキュリティー運用
への MITRE ATT&CK フレームワークの追加統
合、脅威の検知のための拡張分析ツールの購
入などの SOC モダナイゼーションに向けた段
階的なステップを進めるでしょう。

これらを進めるには時間がかかり、またセキュリティー・サービスのサポートが必要になるかもしれません。しかしながら、
これらのステップは SOC モダナイゼーションへの通過点に過ぎません。ゴールは、スケールやパフォーマンス、インテリジェ
ンス、自動化、脅威を防いで検知し対応する管理の容易性、リスク管理、組織のミッションのサポートなどを提供できる SOC
を作り上げることです。
| 次の 12カ月の間に期待される SOC に重点を置いた目標
脅威インテリジェンス運用の向上
Improve the operationalization
of threat intelligence

34%

Improve the integration of asset
data into the SOC
SOCmanagement
への資産管理データ統合の向上

33%

Improve alert and risk prioritization
so we can focus on the most
important areas of risk
アラートとリスク順位付けを向上させ、
最も重要なリスク領域に専念

29%

Improve the definition and
of SOC KPIs and metrics
SOCmanagement
の KPI とメトリックの定義と管理の向上

28%

Actively
automate common security operations tasks
共通するセキュリティー運用タスクの積極的な自動化

28%

Include more processes and technologies
for a threat-informed defense
脅威情報に基づく防御の処理と技術を含める

28%

Consolidate security operations functions into a common fusion center

27%

Develop workflows/runbooks to automate end-to-end security processes
| 次の 12〜18カ月の間のセキュリティー運用のために期待されるアクション

26%

Use data science, AI, and/or ML to develop custom analytics

26%

Purchase
securityoperations
operationstechnology
tools designed
to help automate
and
セキュリティー運用処理の自動化とオーケストレーションを可能にするよう設計されたセキュ
Move security
infrastructure
to the cloud
リティー運用ツールの購入
orchestrate security
operations processes

26%

Increase data enrichment to provide more context during investigations

25%

Actively develop/build
or purchase an integrated
software architecture for
サイロ化されたセキュリティー
・ソリューションの組み合わせに、
セキュリティー運用ツール向
けの統合ソフトウェア
・アーキテクチャーを積極的に開発/構築または購入
securityoperations
operations
tools to with
combined
siloed
securityframework
solutions
Align our
security
activities
the MITRE
ATT&CK

23%

30%

22%
21%

Purchase
threat the
detection
toolsand
based
upon/embedded
with rule
artificial
人工知能/機械学習テクノロジーに基づいているか、
こうしたテクノロジーが組み込まれてい
Adopt
or improve
utilization
development
of standard
sets
る脅威検知ツールの購入
intelligence/machine learning technology
© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

30%

25%

Improve
the alignment
of security
operations
and IT operations
processes
to
Improve data
pipelining
to accommodate
greater
data volumes
and stream
processing
セキュリティー運用と
IT 運用処理の整合を改善し、
インシデントへの応答が向上
improve incident response
Consolidate/integrate individual security products
Integrate theセキュリティー運用に
MITRE ATT&CK framework
our security operations
MITRE further
ATT&CKinto
フレームワークをさらに統合
Expand/improve threat hunting

Consolidate user interfaces into a common security operations workspace
Deploy deception technologies to be used for threat intelligence gathering
and
as sources
a decoy for
for monitoring/analysis
real network assets
Bring in new
data

35%

21%

29%

28%

20%
18%

27%

目次に戻る

セキュリティーの
専門家には、さら
に多くのデータと
より優れた検知
ルールが必要
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80%
XDR への移行にもかかわらず、
依然エンドポイント・データ
を重視
10 の組織のうち 8 つの組織が、10 種を超え
るデータソースからセキュリティー運用デー
タを収集、処理、分析しています。特に重要
なデータソースは、エンドポイントのセキュ
リティー・データと、脅威インテリジェンス・
フィード、セキュリティ・デバイスのログ､
クラウド体制管理データ、ネットワーク・フ
ローのログであると、セキュリティーの専門
家は考えています。これは、大量のデータの
ように考えられますが、調査の回答者による
と、セキュリティー運用や、スケーラブルで
パフォーマンスの高いクラウドを活用したバ
ックエンド・データ・リポジトリーのため
には、実際にはもっとデータを使用したいと
いうことです。

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

800+200=

の組織が 10 種類を超えるデータソースを セキュリティー
運用の一部として使用している。

「 回答者は セキュリティ運用のために実際に
はさらにデータを使用したい。」

| セキュリティー運用で特に重要なデータソース

24%

21%

20%

20%

18%

エンドポイントのセキュ
リティー・データ

脅威インテリジェンス・
フィード

セキュリティー・デバイス
からのログ・データ

クラウド・セキュリティー・
ポスチャー管理システム

NetFlow、
IPFIX デー
タ、VPC flow ログ
(いずれかまたは任意
の 2 つ。
すべても可)
目次に戻る
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多くの組織は独自の検知ルールを開発
ベンダーが脅威の検知にすぐに使えるコンテンツの量を増やしている一方で、91% の組織は独自の検知エンジニアリン
グでそれらの作業を補っています。実際には、SOC チームがさまざまなセキュリティーのテレメトリーを収集、処理､
分析して、独自のルールが必要とされる検知の弱点を確定するのに役立てます。セキュリティー・チームはルール・セ
ットを自分たちのニーズに合わせてカスタマイズし、独自のルールを開発して自分たちの業界や組織を狙った脅威を検
知します。このトレンドをサポートするために、ベンダーはユーザー・ネットワークとの連携を進め、確立された業界
のサポートがあるSigma や YARA といったオープンな標準に対応しています。

| 独自の脅威検知ルールの普及度

ベンダーから提供される検知ルー
ルを補うために、組織はかなり多
くの独自ルールを開発している

ベンダーから提供される検知ルー
ルを補うために、組織は一部の独
自ルールを開発している

組織は少数の独自の検知ルールを開
発できるが、主にベンダーから提供
されるものに依存している

組織は独自の検知ルールを全く開発
しておらず、ベンダーから提供され
るものに完全に依存している

48%

43%

9%

1%

48+52+U 43+57+U 9+91+U 1+99+U

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

目次に戻る

セキュリティー運用プロ
セスの自動化への投資が
大切であると証明
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多くの組織はセキュリティー・プロセス自動化のメリットに気付いているが、課題も存在する
セキュリティー・プロセスの自動化が一般的になっています。現在、90% の組織がセキュリティー・プロセスを自動化し、46% の組織が自動化への取り組みを進めて
いるというデータがあります。セキュリティー・プロセスの自動化によって、プレイブックを使用した脅威の検知や、インシデントの順位付け、感染した設備をすばや
く隔離するなど、機能が改善され、様々なメリットが報告されています。攻撃対象領域やアラート・ストーム、危険な脅威の全貌などのセキュリティー運用の課題があ
る場合、IT とセキュリティー全体の効率化を図るために、セキュリティー・プロセス自動化を継続し、IT プロセス自動化と統合させる可能性もあります。
セキュリティー・プロセス自動化は一般的で有益ですが、いくつかの課題にも直面しています。5 つのうち 2 つ (39%) の組織が、セキュリティー運用チームに運用
手順書/ワークフローを開発する適切なプログラミング・スキルがないといっています。また、21% の組織はセキュリティー運用プロセスが未成熟で、自動化できるよ
うにする前に再構築する必要があると主張しています。そういった場合、組織はプロセス・ワークフローをさらに評価し、自動化に移行する前にボトルネックを探す必
要があります。プログラミング・スキルに限界がある組織は、ロー・コード/ノー・コードの SOAR オプションを検討するか、その他の運用ツールに組み込まれたプロ
セス自動化機能を使用する必要があります。
| セキュリティー・プロセス自動化で最も実感されているメリット。

51+49+S
44+56+S

プレイブックを使用して
脅威の検知を改善

51%

インシデントの順位付け
の改善

44%

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

49+51+S
44+56+S

| セキュリティー・プロセス自動化に対する特に大きな障害

8%

平均レスポンス時間
の短縮

49%

感染した設備の隔
離の迅速化

44%

ソフトウェア開発スキル：セキュリティー運用チームに実行手順書や
Software development skills: Our security operations team
ワークフローを開発するプログラミング・スキルがない
doesn’t have the programming skills to develop
runbooks/workflows

16%

39%

プロセスの未熟さ
：セキュリティー運用プロセスが比較的成熟してお
Process immaturity: Our
security operations processes are
relatively
immature, so we would really have to reengineer
らず、
プロセス自動化の前に再編成する必要がある
them before proceeding to process automation

Time: The security team doesn’t have ample time to work on
時間
：セキュリティー・チームにプロセス自動化の作業をする十分な
process automation
時間がない

16%

Tools: Our organization doesn't have technologies, like SOAR,
ツール
・プロセス自動化に必要な、SOAR のよ
needed：
for組織にセキュリティー
security process automation

うな技術がない

21%

No impediments

障害なし

目次に戻る
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適切な事前投資と予測により、SOAR ツールは結果を出す
4 分の 1 以上 (29%) の組織で、何らかのセキュリティー・オーケストレーション、自動化、および対応 (SOAR) ツールがプロセスの自動化のために使用されています。
SOAR を使用することでメリットがある場合があります。93% のセキュリティー専門家は、複雑なエンドツーエンドのセキュリティー運用プロセスの自動化と基本的な
セキュリティー運用タスクの自動化/オーケストレーションに効果的だと言っています。ただし、SOAR は無料ではありません。いくつかの事前計画や投資、適切なスキ
ルの有無などで、成功するかどうかが決まります。たとえば、90% のセキュリティー専門家は、SOAR で自動化ワークフローと応答プレイブックを構築するには事前の
投資が必要だと言っています。92% は、SOAR には、プログラミング/スクリプティング・スキルが必要だと考えています。そして、80%が、SOAR ツールを使用するこ
とで想像以上に複雑で時間がかかるようになったと考えています。このデータに基づくと、組織は、SOAR を万能ツールではなくプロジェクトとして考え、認識するべ
きでしょう。SOAR では、適切なレベルの計画、訓練、プロジェクト管理が実行されて初めて、メリットが得られるのです。
| セキュリティー・オーケストレーション、自動化および対応 (SOAR) に対する意見
Strongly agree
よく当てはまる
Strongly agree

Our SOAR
effective
for
automating/orchestrating
complex
end-to-end security
自社のisSOAR
は複雑なエンドツーエンド
・セキュリティー運用プロセスを自動化/オーケス
ating/orchestrating
complex
end-to-end
security
トレーションするのに効果的である
operations processes
operations processes

50%

43%

49%

44%

50%

自社の SOAR は基本的なセキュリティー運用タスクの自動化/オーケストレーションに効
Our SOAR
is effective for automating/orchestrating basic security operations tasks
果的である

ting/orchestrating
basic security operations tasks
Our SOAR needed upfront investment to build automation workflows and

49%

自社の SOAR は自動化ワークフローと対応プレイブックを構築するために事前の投資が
response必要であった
playbooks

45%

Using a SOAR tool is more complex
and time consuming than we anticipated
SOAR ツールの使用は予想以上に複雑で時間がかかった

36%

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

53%

39%

0%

39%

20%

「

43%

44%

45%

45%

nt investment to build
automation
workflows
and
Our SOAR
demands
skills in programming/scripting
自社の SOAR
では、
プログラミング/スクリプティ
ングのスキルが必要である
response playbooks

ur SOAR demands skills in programming/scripting

Agree

Agree
当てはまる

45%

44%
40%

60%

80%

53%

100%

SOAR を使
用 すること
でメリットが
ある場合が
あります。
」
目次に戻る

MITRE ATT&CK フレームワーク
は、たいていの場合有効だと
証明されています
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| セキュリティー運用への MITRE ATT&CK フレームワークの利用。

大部分の組織が、セキュリティ
ー運用に MITRE ATT&CK フ
レームワークを使用し評価し
ている
現在、ほぼ 10 のうち 9 つの組織が MITRE
ATT&CK フレームワークを利用し、その人気
が高まっています。SOC 管理者は、今後、MITRE
の利用はさらに増えると予測しています。
実際に、97%のセキュリティー専門家は、MITRE
ATT&CK (およびその派生プロジェクト) は、自分
たちの組織のセキュリティー運用方針にとっ
て危機的に重大、非常に重要、または重要で
あると考えています。

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

組織は、セキュリティー運用に MITRE ATT&CK フレー
ムワークを使っているか

480+410+110=
48%
非常にそうだと思う

48%
ある程度そうだと思う

| セキュリティー運用に対する MITRE ATT&CK フレームワークの重要性。

97%

のセキュリティー専門家は、MITRE ATT&CK (およ
びその派生プロジェクト) は、自分たちの組織のセ
キュリティー運用方針にとって絶対的に重要、非常
に重要、または重要であると考えています。

目次に戻る
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| 組織が MITRE ATT&CK フレームワークを利用する方法。

MITRE ATT&CK の幅広いユー
ス・ケース
MITRE ATT&CK は、さまざまなセキュリティ
ー運用プロセスのツールにもなっていま
す。MITRE ATT&CK フレームワークを採用
している組織の中で、38％ がアラート・ト
リアージまたは調査プロセスに適用出来る
ようにするため利用しています。37% がセ
キュリティー・エンジニアリングのガイド
ラインとして使用しており、35% がMITRE
をサイバー攻撃者の戦術、テクニック、手
順をよりよく理解するために使用していま
す。また、34% がすべての攻撃をいち早く
把握できるようにこのフレームワークを使
用しています。
このような方法で、組織は、脅威の防止や
検知、対応のために、MITRE ATT&CK を運
用しています。

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

38+62+S
35+65+S
33+67+S

脅威インテリジェンスを、アラー
ト・トリアージまたは調査プロセ
スもしくはその両方にさらに適用
できるようにするため

38%

サイバー攻撃者の戦術、
テクニック、手順をより
よく理解するため

35%

適切なデータ・ソースから
適切なデータが収集されて
いることを確認するため

33%

37+63+S
34+66+S

セキュリティー・エンジニア
リングのガイドラインとして

37%

組織がすべての攻撃をい
ち早く把握できるように
するため

34%

「MITRE ATT&CK は、さま
ざまなセキュリティー運
用プロセスのツールにも
なっています。」

目次に戻る

XDR の勢いは
ますます加速
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大部分が XDR は SOC 技術の補助か統合だと考えているが、XDR への関心は高まり続けている
業界において XDR の注目度が高まっていますが、XDR の構成要素や定義が異なるため、そのコンセプトは定まっていません。このことは、XDR テクノロジーに非常に詳
しいと主張しているセキュリティー専門家は 61% であるという事実からもうかがえます。ESG の 2020 年の調査 (その時点では、XDRをよく知っているセキュリティー
専門家はわずか 24％) から、その数字が向上しています。39% が XDR を幾分知っているか、あまり知らないか、全く知らない、という結果になっています。また、
ユーザーは XDR がどんなものなのかについて困惑しているようです。55% が、XDR は EDR の拡張だと言っています。44% が、XDR は単一のセキュリティー技術ベン
ダーからの検知と対応の製品で、脅威の防止、検知、対応のために相互運用および調整するよう設計された、異機種にまたがる統合セキュリティー製品アーキテクチャー
だと考えています。XDR はまだ発展途上であると考えるのが安全でしょう。
| XDR テクノロジーをどのくらい知っているか

組織による XDR テクノロジーの定義

1% 1%

1%
XDR はエンドポイントでの 検知および 対応 (EDR)
技術の拡張である

16%

XDR is an extension of endpoint detection and
response (EDR) technology

よく知っている

37%

XDR は単一のセキュリティー技術ベンダーからの検
XDR is a detection and response product suite
知および対応の製品スイートである
from a single security technology vendor

Very familiar

ある程度知っている
Somewhat familiar
Not very familiar

あまりよく知らない

55%

Not at all familiar

61%

全く知らない

28%

XDR is an integrated and heterogeneous security
product architecture designed to interoperate and
coordinate
on threat prevention,
detection,
and
XDR
は、脅威の防止、
検知、
対応による相互運用およ
response

び調整のために設計された、異機種対応の統合セキュ
Don’t know
リティー製品アーキテクチャーである

分からない

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.
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半数を超える

セキュリティー専門家が、XDR は既
存のセキュリティー運用技術を補助
する製品だと考えている。

大部分が XDR は SOC テクノ
ロジーを補助するか、統合す
る製品だと考えている

| セキュリティー運用環境における XDR の予想される影響

今まで述べたように、この点において、XDR
は SIEM や SOAR、TIP などの SOC 技術の潜
在的な代替製品とは考えられていません。む
しろ、半数を超える (52%) セキュリティー専
門家が、XDR は既存のセキュリティー運用技
術を補助する製品になると考えており、44%
が、XDR は現在のセキュリティー運用技術を
共通のプラットフォームに統合する製品だと
考えています。2% だけが、XDR が現在のセ
キュリティー運用技術に置き換わる製品だと
考えています。

2% 2%

XDR will
は現在のセキュリティー運用テクノロジーの補
XDR
supplement current security operations
助となる
technologies

XDR
help to consolidate current security operations
XDR will
によって現在のセキュリティー運用テクノロジー
を共通プラットフォームに統合できるようになる
technologies
into a common platform
44%

52%

XDR
replace one or more
of our current security
XDR will
は、現在使用している
1 つまたは複数のセキュリ
ティー運用テクノロジーが置き換えられる
operations
technologies
分からない/時期尚早
Don’t
know/too soon to tell

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.
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ユーザーは XDR で共通の脅
威の検知と対応の課題を解決
することを望んでいる
どのように XDR が定義されているかにかかわら
ず、セキュリティー専門家はいくつかの脅威の検
知と対応の課題を解決するために XDR を使用す
ることに関心があります。現在のツールで高度な
脅威を検知し調査することは困難であり、特別な
スキルが必要で、相互関係があるアラートに有効
ではないため、XDR が魅力的なオプションのよう
に思われます。ひと言で言えば、CISO は、XDR
ツールを導入することで、特に高度な脅威を検知
し、セキュリティー効果が向上することを望んで
います。さらに、XDR でセキュリティー運用を合
理化し、スタッフの生産性を高めることを望んで
います。
セキュリティー専門家は、共通の XDR のユース・
ケースを想定しているように思われます。たとえ
ば、XDR に対して、26% のセキュリティー専門
家が、リスクに応じてアラートを順位付けできる
ことを望み、26% が高度な脅威の検知の改善を求
めています。25% はもっと効率的な脅威/犯罪調
査を必要としており、25% は XDR で脅威の検知
を改善してセキュリティー管理を強化し、将来の
類似の攻撃を防ぐことができると考えています。
明らかに、ユーザーは、XDR でセキュリティー・
スタック内のギャップを埋め、脅威の検知と対応
の効果と効率を改善することを望んでいます。
© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

| XDR への関心について 5 つの共通する課題

51%

38%

36%

35%

32%

現在のツールでは高度
な脅威を検知し調査す
ることは難しい

現在のツールではあ
まりにも多くの特別
なスキルが必要

現在のツールは相関
するアラートに効果
的ではない

クラウド検知および
対応機能での特定の
ギャップ

現在のツールのアプ
ローチはコストがか
かりすぎる

| XDR ユース・ケースの特に高い 5 つの優先順位付け

26%

26%

25%

25%

25%

リスクに応じてアラー
トの順位付けができる
XDR ソリューション

高度な脅威の検知
が向上

より効果的な脅威/犯
罪調査

高度でより複雑な脅威
を対象とした、
既存の
脅威検知ツールへの段
階的な追加

改善された脅威の検知
を使用して、
セキュリティ
ー管理を強化し将来
的な類似の攻撃を防ぐ

目次に戻る

MDR はメインストリーム
であり、拡大している
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37+48+114U
42+46+12U
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11%

MDR の利用はメインストリー
ムであり、拡大中
テクノロジーの定義や実装方針にかかわら
ず、ESG のデータによって、ほぼ共通する 1 つ
の事実が示されています。組織はセキュリテ
ィー運用についてサービス・プロバイダーからの
援助が必要だと言うことです。現在、85% の
組織は自社のセキュリティー運用の一部または
大部分にマネージド・サービスを利用してい
ます。マネージド・セキュリティー・サービスを
利用している組織の中で、88% が将来セキュリ
ティー運用のマネージド・サービス使用の拡大
を予定しています。

セキュリティー運用
でのマネージド・
サービスの現在また
は計画された利用

セキュリティー運用の大部分にマネージド・サービスを使用している
セキュリティー運用の一部にマネージド・サービスを使用している
限られた機能でセキュリティー運用のマネージド・サービスを使用し
ている

48%

12%

次の 12〜18 カ月に
わたるマネージド・
サービスへの予想さ
れるアプローチ

46%

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

37%

42%

セキュリティー運用でのマネージド・サービスの利用
を大幅に増やす予定である
セキュリティー運用でのマネージド・サービスの利用
を若干増やす予定である

セキュリティー運用のマネージド・サービスについ
て、現在の使用を維持する予定である

目次に戻る

23

SOC のモダナイゼーションと XDR の役割

MDR によって組織がセキュリ
ティーの取り組みに集中し､
スキルとスタッフの不足を解
決できるようにする
組織がセキュリティー運用にマネージド・サー
ビスを必要とするのはなぜでしょうか。半分以
上 (55%) がセキュリティー・サービスを必要
としており、戦略的セキュリティー方針でセキ
ュリティー人員に重点を置いている可能性があ
ります。その他の組織は、サービス・プロバイ
ダーは自分たちに到底できないことを達成でき
ると考えています。52% はサービス・プロバイ
ダーが自分たちの組織にできる以上のことが可
能だと考えており、49% はマネージド・サービ
ス・プロバイダーによって自社の SOC チームを
強化できると答えています。また、42%が自分
たちの組織にセキュリティー運用についての適
切な知識がないことを認めています。

| セキュリティー運用のマネージド・サービスの利用または計画の背後にある主な理由

Focus:
My organization wants to focus its security personnel
on more strategic
重点
：組織はセキュリティー運用タスクに時間を費やすより、
戦略的なセキュリティー
security initiatives rather 方針に対応するセキュリティー人員に集中したい
than spend time on security operations tasks
Services:
My organization
believes service
providers can do a better job with
サービス
：私の組織は、
自分たちよりもサービス
・プロバイダーの方がセキュリティー運
security
operations than we can
用をうまくこなせると考えている

52%

Augmentation:
My
organization
believes that
a service
can augment
補強
：私の組織は、
サービス
・プロバイダーにより、
自社の
SOCprovider
チームのセキュリティー
our SOC team
with security operations
運用を補強できると考えている

49%

Skills: Myスキル
organization
doesn’t have adequate skills for security operations
：私の組織はセキュリティー運用に十分なスキルを持っていない

42%

Price:
My organization did a cost analysis
and found that it would
cost less to
価格
：私の組織でコスト分析を行った結果、
自社で行うよりもサービス
・プロバイダー
use a serviceを利用した方が安くつくことが分かった
provider rather than do it ourselves
Staff: My organization doesn’t have an adequately sized staff for security
スタッフ：私の組織には十分な人数のセキュリティー運用スタッフがいない
operations

© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.

55%

40%

35%
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調査のスポンサー

IBM Security によって、エンタープライズ製品およびサービスの特に高度で統合されたポートフ
ォリオの 1 つが提供されます。世界的に有名な IBM Security X-Force® の調査に裏付けられたこ
のポートフォリオにより、効果的にリスクを管理し、新たな脅威から防御することができます｡
IBM では、世界有数のセキュリティー研究、開発、提供組織の 1 つを運営しています。130 を超
える国々の 1500 億以上のセキュリティー・イベントを監視し、世界中で 1 万を超えるセキュリ
ティーの特許を取得してきました。

詳細を見る

EGS について
Enterprise Strategy Group は、テクノロジーに関する分析、調査、戦略を行う総合企業で、グローバル
な IT コミュニティーに、市場化情報や実用的な洞察など、市場化に向けたコンテンツサービスを提供
しています。
© 2022 TechTarget, Inc. All Rights Reserved.
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調査方法
このレポートのデータを収集するために、ESG は 2022 年 4 月4 日から 2022 年 4 月 15 日にかけて北米の民間セクターおよび公共セクターの組織に在籍する IT とサイ
バーセキュリティー専門家にオンラインで調査を行いました。この調査の対象者は、IT またはサイバーセキュリティーの専門家で、脅威の検知と対応のセキュリティー
製品とサービスを評価し、購入し、利用する責任者となっています。回答者全員に、調査を完了するために賞金または現金相当物もしくはその両方の形でインセンティ
ブが支給されました。
データの完全性のために、不適切な回答はフィルタリングして、重複回答は削除しています。残りの完了した回答を (いくつかの基準で) スクリーニングした後、376 人
の IT およびサイバーセキュリティー専門家の最終的な合計サンプルを作成しました。

従業員数別の回答者

10,000～19,999, 5%

会社の創業からの年数別の回答者
20,000以上,
3%
100～499, 5%

51年以上, 7%

その他, 18%

5年未満, 1%

金融, 20%
5～10年, 24%

500～999, 11%
5,000～9,999, 16%

業界別の回答者

政府, 1%
21～50年, 25%

医療, 4%
通信・メディア, 4%
製造, 16%

1,000～2,499,
22%

2,500～4,999,
39%
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テクノロジー, 10%

小売/卸売, 10%

商業サービス, 16%

11～20年, 43%
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