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本書で使用するゴリラについて

ゴリラは皆さんの学習をお手伝いする専門家
です。本書のテーマ以外の重要なトピックに 
ついて説明します。

このゴリラは本書のテーマの周辺知識を学ぶのに
役立つトピックについて説明します。

このゴリラは思わずうなり声を上げたくなるよう
なすばらしいアイデアについて説明します。

このゴリラはトピックを詳細に説明します。

このゴリラはビジネスリーダーにとって戦略的に
重要なトピックを説明します。



7

本書で使用するアイコン

定義
単語、語句、または概念を定義します。

注意
必ず目を通してください。

警告！
重大なミスを防止するために必ず目を通してください。

ヒント
本書の内容に基づいてアドバイスを提供します。

知識チェック
本書の内容に関する知識をテストします。

GPS
正しい知識が身に付くようにナビゲートします。
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はじめに

データとインフラストラクチャ 
保護の新手法

XDR（拡張検出および応答）Gorilla Guide To…® へようこそ！本書は XDR の初
心者に向けて書かれています。XDR という用語を初めて聞いたという方は、ぜひ本
書をお読みください。

IT セキュリティは急速に変化し、かつてないほど複雑化しています。パブリッククラ
ウド、エッジコンピューティング、IoT（モノのインターネット）が爆発的に増加し、
それらすべてを管理することは不可能ではないにしても膨大な労力が必要です。脅威
も多様化し、攻撃ベクトルは急速に増加しています。

どうしたらいいか悩む前に、まず、このガイドをお読みください。本書を読むと、XDR（拡
張検出および応答）テクノロジーに関する重要な基礎知識を身に着けることができま
す。XDR はデータやインフラストラクチャを狙う脅威を検知して対応するための最新
の手法です。この新しいテクノロジーを使用することにより、攻撃者を先回りして重
要な資産を保護することができます。

本書はセキュリティアーキテクト、CISO、セキュリティオペレーション（SecOps）
担当者、サイバーセキュリティ管理者など、IT セキュリティに関わるすべての方を対
象としています。本書を読むと、XDR のフレームワークの利点と適切なソリューション
を選択する方法も理解することができます。

では早速、探検帽とジャングルナイフを用意して、ゴリラのガイドについてきてくだ
さい。まず、サイバーセキュリティの課題の概要を説明してから、XDR の概要とその
重要性について説明します。
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この章のポイント
• データのリスクの急増

• 攻撃者の脆弱性を検知する技術の向上

• 複雑さの増加によるリスクの増加

第 1 章

問題の解決

あらゆる業界の多様な組織がデジタルトランスフォーメーションを採用し、生産性の
向上、コスト削減、優れたカスタマーエクスペリエンス、競合との差別化を追求し、
さらには業界全体とビジネスモデルの革新も実現しようとしています。これらのデジ
タルトランスフォーメーションのイニシアチブによって組織の IT エコシステムが広が
ると、当然、攻撃対象も拡大します。また、サイバー脅威もますます巧妙になり、被
害の規模も大きくなっています。セキュリティチームが拡大する攻撃対象の可視化と
制御に苦心する一方で、スタンドアロンのポイントツールの増加によって環境はます
ます複雑化しています。さらに、雇用市場も厳しく、セキュリティの優秀な人材の採
用と維持が困難なために運用コストも上昇し、多くの組織は増大するセキュリティへ
の投資の回収に苦戦しています。
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サイバー攻撃の対象の拡大
この 10 年間、クラウドとモバイルコンピューティングが台頭し、IoT（モノのインター
ネット）が拡大するなどの重要なトレンドがあり、最近でも世界的なパンデミックに
よって在宅勤務をはじめとするリモートワークが急増するなど、サイバー犯罪者にとっ
ては標的に事欠かない環境になりました。サイバー攻撃の対象は拡大しただけでなく、
爆発的に急増しました。

セキュリティオペレーション（SecOps）チームはユーザー、デバイス、オンプレ
ミス（キャンパス、支社、工場）とリモート（在宅とモバイル）、パブリッククラウ
ドとプライベートクラウドのすべてのネットワークに対応したハイブリッドのデジ
タル環境全体のリスクを管理しています。その上、環境のエンドツーエンドの可視
化と制御からアイデンティティ、エンドポイント、WAN、在宅、データセンター、
クラウドのすべてのエッジの保護まで求められ、文字通り綱渡り状態で作業をして
います（図 1 参照）。

予想されていた通り、便乗型のフィッシング詐欺師から
陰謀を企む国家的攻撃者にいたるまで、あらゆる種類のサイ
バー犯罪者が、自らの利益のために今回のパンデミックにつ
け込む方法を見つけました。世界中の組織は、突然に在宅勤
務の従業員の大半をサポートしなければならない状況に直面
したのです。この変化は、保護が脆弱なホームネットワーク、
家庭用デバイス、VPN 接続、ビデオ通信、コラボレーション
ツールを標的にして、企業ネットワークに侵入する絶好の機
会を攻撃者にもたらしました。（「フォーティネット グロー
バル脅威レポート 2020 年上半期版」より）
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Flexera 社によると、企業の 93% が試験的とはいえ、平均 7 つ以上のパブリックク
ラウドやプライベートクラウドで構成されるマルチクラウド戦略を採用しています

（「Flexera 2020 State of the Cloud Report」より）。また、今後 12 ヵ月以内に半
分以上のワークロード（60%）とデータ（58%）をパブリッククラウドに移行するこ
とを計画しています。これらの企業のうち 86% がマルチクラウド戦略をハイブリッド
クラウドモデルに拡張していますが、複数のクラウドで構成されるアーキテクチャの
用途としては、データ統合（41%）が最多を占め、その後にクラウド間のワークロー
ドの移動（36%）、 クラウド間の災害復旧とフェイルオーバー（35%）、パブリックク
ラウドとプライベートクラウドに対応したアプリケーション（34%）が続いています。
これらはセキュリティにとってどのような意味があるのでしょうか。セキュリティは
クラウドにおける最大の課題であると 83% の企業が回答しています。

攻撃の巧妙化
脅威も同様に変化と進化を続けており、頻度、速度、規模、巧妙さのすべての点でレ
ベルアップした高度な脅威も出現しています。世界的なパンデミックによってサイ
バー攻撃は減速するどころか、2020 年には 600% も増加しました（PurpleSec 社
調べ）。巧妙なフィッシングメールではホームネットワークを利用するリモートワー

ハイブリッドネットワーク

ユーザー ネットワーク内

ネットワーク外

プライベート
クラウド

パブリック
クラウド

デバイス

リスク管理

キャンパス

アイデンティティ
エッジ

エンドポイント
エッジ

クラウド
エッジ

ホーム
エッジ

DC
エッジ

WAN
エッジ

在宅

移動先

支社

工場

運用自動化

パ
ク

図 1：ハイブリッド環境の多様なエッジのリスク管理

https://purplesec.us
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カーが標的になり、ランサムウェア攻撃ではバイオテクノロジー企業や製薬会社の研
究施設、コロナウイルスと戦う病院などの医療施設が狙われています。Verizon 社
によると、情報漏えいは年間 4,000 件近く発生し、そのうち 521 件は医療業界が犠
牲になっています（「2020 Data Breach Investigations Report」より）。フィッ
シングやランサムウェアに加え、マルウェアなどの他の脆弱性を狙った攻撃やボット
ネット、OT（オペレーショナルテクノロジー）や IoT を標的とした高度な攻撃がま
すます増えています。

また、攻撃者自身のスキルも高度になっています。FortiGuard Labs によると、「攻
撃の半数以上は一般的な企業よりも管理能力に優れたサイバー犯罪組織が関与して
います」。サイバー犯罪者たちが作り出した「サービスとしてのサイバー犯罪」のエ
コシステムも年間 1 兆ドル以上の収益を生み出すほどに成長し、事実上誰でもサイ
バー犯罪を実行することができるようになりました。国を標的にした攻撃も Ramsay、
Gamaredon、APT32、Kimsuky などの APT（高度な標的型攻撃）グループのよう
に戦術や手法が進化しています。

近年では特に、ランサムウェア攻撃が大幅に増加しています。2020 年の第 3 四半期
だけでも世界中で約 2 億件のランサムウェア攻撃が報告され（Security Boulevard 社
調べ）、企業に対するランサムウェア攻撃の平均コストは 13 万 3,000 ドルに上ります

（PurpleSec 社調べ）。ランサムウェア攻撃が増加したのは、RaaS（サービスとしての
ランサムウェア）を利用したり、ダークウェブでランサムウェアキットを購入すれば
未熟なサイバー犯罪者でも簡単に実行できるためです。
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セキュリティエコシステムの複雑化による 
対応の遅延
効果的なサイバーセキュリティ戦略には、予防機能と検知 / レスポンス機能の両方を
含むバランスの取れたアプローチが必要です。今日の組織はサイバー攻撃や侵害を防
ぐために多くのセキュリティテクノロジーを導入しています。これらのテクノロジー
には以下が含まれます。

• 次世代ファイアウォール（NGFW）

• ネットワークアクセス制御（NAC）とアイデンティティ / アクセス管理（IAM）

• 安全な E メールゲートウェイ（SEG）

• Web アプリケーションファイアウォール（WAF）

• エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）

• クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB）と  
クラウドワークロード保護（CWP）

ただし、100% の予防は不可能なため、現在は迅速で効果的な検知 / レスポンス戦略
への移行が急速に進んでいます。

脅威の増加とともにアラートの数も増加して誤報も増えたため、SecOps チームはそ
の数に圧倒されてしまい、攻撃を迅速に検知して効果的に対応することができません。
2017 年に Enterprise Strategy Group 社（「ESG Research Report: Cybersecurity 

パンデミックで経済的打撃を受けた企業に侵害や攻撃に
よる被害が発生すれば、破滅することにもなりかねません。
PurpleSec 社によると、サイバー攻撃の 43% は中小企業を
標的にしており、攻撃を受けた中小企業の 60% は 6 ヵ月以
内に廃業しています。
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Analytics and Operations in Transition」）と市場調査会社の Ovum 社が実施した
別の調査では、IT とセキュリティの専門家の大半が 25 個以上のサイバーセキュリティ
ツールを使用し、100 個以上のセキュリティツールを使用している専門家もかなりの
数に上ると報告されています。この数は近年急増したものと思われます。

この傾向は現在も続き、最近の Forrester Research 社の調査によると、社内の
SecOps チームが使用しているセキュリティツールは平均 10 種類以上です（「The 
2020 State of Security Operations)」より）。これらのセキュリティツールの多く
は統合や自動化の機能が制限されたスタンドアロンのポイントソリューションである
ことから状況はさらに悪化し、SecOps アナリストはセキュリティエコシステムに
存在する複数の管理コンソールの脅威とイベントの情報を迅速かつ正確に関連付け
ることができません。

運用コストの増加
セキュリティエコシステムが複雑になると、インシデントの検知とレスポンスが遅れ
るだけでなく運用コストも上昇します。攻撃対象のエッジの数が急増すると、必要な
ポリシーと制御ポイントの数、特に ID、デバイス、クラウド、ホームエッジの数も増
加します。新しいポリシーと制御ポイントが増えると、ハードウェア、ソフトウェア、
仮想セキュリティデバイス、ツールなどへの追加投資も必要になり、それらの展開、
構成、管理、維持を担当する熟練したサイバーセキュリティスタッフも必要になります。

ただし、サイバー脅威は攻撃の頻度、スピード、規模、巧妙さのすべての点で進化
しているにもかかわらず、求人市場の現実は厳しく、サイバーセキュリティの人材
とスキルの不足は深刻な情況です。2019 年の International Information System 
Security Certification Consortium (ISC)2（国際情報システムセキュリティ認証コン
ソーシアム）の発表によると、現在世界で 280 万人のサイバーセキュリティの専門家
がいますが、その求人と応募のギャップを完全に埋めるにはあと 400 万人以上も必要
です（「Cybersecurity Workforce Study」より）。
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フォーティネットが 2020 年 3 月に委託した調査によると、組織の 68% がサイバー
セキュリティの人材の募集、採用、維持は困難であると回答し（図 2 参照）、76% が
人材不足によって組織のサイバーリスクは増加すると回答しています。

この人材不足によって組織のリスクが増加するという回答には確かな根拠があります。
調査に参加した組織の約 4 分の 3（73%）がサイバーセキュリティのスタッフのスキ
ル不足によって過去 1 年間に少なくとも 1 回は侵入や違反を経験しています。これら
の組織の約半数（47%）は侵入や違反が 3 回以上発生しています（図 3 参照）。

図 2： 組織の人材不足とサイバーリスクの関係

サイバーセキュリティスタッフの募集、採用、維持は困難である

サイバーセキュリティの人材が不足すると組織のサイバーリスクは増加する

合計 20% 43% 25%12%

まったくそう思わない そう思わない そう思う まったくそう思う

米国

カナダ

合計

米国

カナダ

22% 38% 27%13%

13% 57% 21%9%

17% 40% 36%7%

20% 37% 36%8%

8% 51% 38%4%
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上記のように、組織に十分な知識と経験のあるサイバーセキュリティの専門家がいな
い場合、ネットワーク、システム、アプリケーション、顧客の機密情報、機密データ
などがサイバー攻撃や違反によって侵害されるリスクははるかに高くなります。

28%

0 1～2回 3～4回 5～6回 7～8回 9回以上

26%
19%

15%

7% 6%

図 3：サイバーセキュリティスタッフのスキル不足による侵入または違反の数

セキュリティの KPI の 
設定と追跡
セキュリティテクノロジーとサイバーセキュリティのス
タッフへの投資を続ける組織では、サイバーセキュリ
ティのリーダーは優れた投資回収率（ROI）を具体的に
示す必要があります。しかし、サイバーセキュリティに
はパラドックスがあります。サイバーセキュリティ戦略が優れていればいるほど組織に対す
るサイバー攻撃や違反は減少しますが、逆の場合はどうでしょう。既知の攻撃しか認識でき
ないために、未知の攻撃は攻撃されたことに気づいていない可能性があります。
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この章のポイント
• XDR の定義

• 主な機能

• XDR のセキュリティ上の利点

第 2 章

XDR とは

30 年以上の間にエンドポイントの保護は進化しました。ウイルス対策ソフトウェアや
ホストベースの侵入検知システムなどのスタンドアロンのセキュリティ製品から始ま
り、エンドポイント保護から包括的な統合型 EPP スイートへと成熟し、広範な予防テ
クノロジーに攻撃の最大の対象であるエンドポイント全体を検知できるテクノロジー
が追加されました。現在、EDR（エンドポイント検知および応答）はセキュリティイン
シデント対応チームにとっては基本的なツールであり、EPP にも統合できるようにな
りました。今後、EDR の成功モデルはより広範なエンタープライズセキュリティエコ
システムに拡張されるでしょう。

XDR（拡張検出および応答）の定義
XDR は新しいセキュリティ製品カテゴリですが、ガートナー社の定義によると「複数
のセキュリティ製品をセキュリティオペレーションシステムにネイティブで統合する
ベンダー固有の SaaS ベースのセキュリティ脅威検知 / インシデントレスポンスツー
ル」を指しています。
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XDR の主な利点（図 4 参照）は以下を一元管理できることにあります。

• セキュリティエコシステムにおけるデータの収集と正規化

• アラートとインシデントへのテレメトリデータの相関付け

• 個々のセキュリティ製品におけるインシデントレスポンス機能の調整と自動化

ガートナー社は XDR の利点として以下を挙げています。

• 保護、検知およびレスポンス機能の改善

• セキュリティスタッフの生産性の向上

• 総所有コスト（TCO）の削減と効果的な検知 / レスポンス機能

XDR は SIEM（セキュリティ情報の収集とイベント管理）ツールや SOAR（セキュリ
ティプロセスの連携と自動化）などの業界の新しいツールと大差ないと思われるかも
しれません。確かに類似の機能は多いのですが、XDR は SIEM や SOAR よりもはるか
に優れています。環境内のセキュリティツールのエコシステムに対し、特に脅威の検
知 / インシデントレスポンスを中心に事前定義されたより緊密な統合が提供されます。
もちろん、事前定義された統合によって管理は簡略化されますが、その代わり従来の
SIEM と SOAR のソリューションのようなオープン性と柔軟性は制限されます。

セキュリティ製品

データの正規化と
相関付け

検知 インシデントレスポンス 自動化

図 4：XDR の主な利点
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インシデント検知の製品間での共有
現在では SecOps チームはこれまで以上に多くのセンサーとテレメトリデータにアク
セスできるようになりました。しかし、皮肉なことに、木が見えると森が見えなくな
ります。SecOps チームは毎日何千ものアラートの処理に追われ、誤報や重要でない
アラートに紛れて脅威と侵入の痕跡（IoC）が長期間検知されないことがあります。

XDR の重要な機能は、組織のセキュリティ資産に含まれる製品とツールの幅広いポー
トフォリオ全体からインシデントを検出することです。SIEM や SOAR のツールのよ
うに、あらゆるセキュリティベンダーのすべてのツールを統合するという「難題に挑
戦」することではありません。XDR は、SIEM ツールと SOAR ツールでは複数ベン
ダーのソリューションの緊密な統合は大きな問題になることが多いという認識に基
づくアプローチです。そのため、XDR では単一のセキュリティベンダーのソリュー
ションポートフォリオ内でのネイティブの統合に重点を置いています。このベンダー
統一のアプローチは複数のセキュリティベンダーを統合してリスク対応の改善、セキュ
リティオペレーションの強化、複雑さの軽減、コスト削減を目指す現在のトレンド
と一致しています。 

ベンダー統一の落とし穴はベンダーロックインです。こ
のリスクを減災するため、ベンダーを選択するときはセキュ
リティポートフォリオの幅と深さを慎重に評価し、セキュリ
ティアーキテクチャに必要な基本コンポーネントだけでな
く、ビジネスニーズに合った展開とライセンスのオプション
も提供されるか確認します。また、ベンダーの経験、評判、
業界のリーダーシップ、イノベーションへの取り組みについ
ても慎重に検討します。
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情報収集、分析、分類による 
インシデントの検証
最初の検知後にはさまざまな作業が待っています。まず、インシデントの性質、範囲、
段階、影響などを評価する必要があります。調査と分類のプロセスを通して適切な減
災策を判断するために、XDR には少なくとも大量のアラートに関する情報と相関関係
を提供する機能が必要です。第 1 章で説明したサイバーセキュリティの人材不足を考
えると、このプロセスでオーケストレーションや自動化が可能な部分が増えるほどス
タッフの負担は軽減されます。インシデント調査で必要とされる専門的なスキルやツー
ル、プロセスは業界全体で不足しています。必要なスキルには以下が含まれます。

• マルウェアの追跡 / 分析

• リバースエンジニアリング

• 複数のスクリプト言語

• フォレンジック

• 攻撃の戦術、技術および手順（TTP）

• その他

封じ込めと修復によるインシデントからの 
回復と運用再開
EDR プラットフォームではマルウェアに感染したファイルの検疫やネットワークから
のデバイスの一時的な切断など、セキュリティインシデントを自動的に修復するため
の機能が提供されます。XDR でも同様に、セキュリティインフラストラクチャ全体で
封じ込め、修復、復旧を自動化できるだけでなく、ネットワークへのアクセス制限、
資格情報の無効化、クラウドアプリケーションの使用の制限、受信トレイのメッセー
ジ削除などの機能も提供されます。
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ただし、今日のようにクラス最高レベルのヘトロジニアスなエンタープライズアーキ
テクチャで実行するのは言うほど簡単ではありません。さまざまな製品、管理コンソー
ル、ベンダーが混在するため多くの作業が求められます。

XDR プラットフォームを導入しても、セキュリティツールやデバイスが不要になるわ
けではありませんが、XDR によってセキュリティベンダーの個々のソリューションに
付加価値がもたらされ、システム間のネイティブな統合によって以下が実現します。

• 単一コンソールによる管理と組織全体の相関関係の表示

• 潜在的なセキュリティインシデントの特定と調査

• インシデントレスポンス機能を活用した即時の封じ込め、修復、復旧
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この章のポイント
• オープンシステムとクローズドシステム

• 業界標準の重要性

• XDR 自動化の利点

第 3 章

XDR のさまざまなアプローチ

XDR は比較的新しい概念ですが、クローズドシステムとオープンシステム、自動化と
オーケストレーションなど、基本的な概念で対比されるアプローチはすでに存在して
います。これらはどちらかに決める必要があるのではなく、程度の問題で、多くのソ
リューションはいずれかにより近い考え方をベースにしています。

オープンシステムとクローズドシステム
XDRで検討する最初のオプションは、ソリューションが単一ベンダーのポートフォリオ 
に制限されているか、複数ベンダーの多彩なセキュリティ製品に対応しているかです。

XDR を単一ベンダーの製品に制限すると、ネイティブの緊密な統合が容易になり、基
本的なデータの正規化の問題も軽減されます。そのため、開発では検知の改善、調査
と修復の加速に集中して取り組むことができます。ただし、クローズドのアプローチ
では、サポートするセキュリティコンポーネントの前提条件がソリューションに追加
されます。そのため、組織が必要とする幅広いソリューションに対応可能な多様なセ
キュリティ製品を提供しているセキュリティベンダーを選択する必要があります。
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一方、XDR のオープンなアプローチではデータの正規化の作業が大幅に増えるため、
検知と調査の革新技術の開発が犠牲になることがあります。また、API（オープンアプ
リケーションプログラミングインタフェース）を介して統合できますが、機能が制限
される可能性があります。オープンシステムの主な利点は既存のセキュリティ製品を
活用できることです。

オープンとクローズドのどちらのアプローチを選択するにしても、参加や認定
を通して業界標準に準拠している透明性の高い XDR ソリューションとベンダー
を選択してください。

認定の確認
ICSA（国際コンピュータセキュリティ協会）ラボ：
Verizon 社の独立した事業部門です。セキュリティと
保護を目的とした IT 製品やネットワーク接続デバイ
スのコンプライアンス、信頼性、パフォーマンスを第
三者機関としてテスト / 評価して認定します。詳細
については、https://icsalabs.com をご覧ください。

Virus Bulletin：セキュリティソフトウェアのテストにおいて世界的なリーダーです。定期
的にテストレポートを発行し、あらゆるタイプのマルウェア対策、エンタープライズレベル
の E メールと Web のセキュリティソリューションについて報告しています。詳細について
は、https://virusbtn.com をご覧ください。

AV Compares：PC / Mac ベースのウイルス対策製品やモバイルセキュリティソリュー
ションなどが予測通りの機能を果たしているかを体系的なテストによって検証する独立した
組織です。同社が提供するソフトウェアパフォーマンスの公式認定シールは世界で認められ
ています。詳細については、https://www.av-comparatives.org をご覧ください。

https://icsalabs.com
https://virusbtn.com
https://www.av-comparatives.org
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自動化とオーケストレーション
XDR の 2 つ目の基本的なオプションは、オーケストレーション（ガイダンス）と自動
化（アクション）です。

XDR ソリューションの初級レベルの最も無難なアプローチでは、セキュリティチー
ムにアクションを推奨する（または組織が推奨可能な）フレームワーク、つまり、
SecOps チームを補助するツールとして使用します。多くの XDR ソリューションでは
関連するセキュリティ情報が提供され、労力を要する基本的な作業が自動化されます
が、調査とレスポンスは人間の専門知識に基づいて判断します。

DODIN APL（米国国防総省情報ネットワーク承認製品リスト )：米国国防総省のサイバー
セキュリティ（CS）と相互運用性（IO）の認定を受けた製品の総合的なリストです。詳細
については、https://aplits.disa.mil/processAPList.action をご覧ください。

FIPS（連邦情報処理標準）140-2：FIPS は米国政府とカナダ政府が共同で実施する暗
号検証プログラムです。詳細については、https://csrc.nist.gov/publications/detail/
fips/140/2/final をご覧ください。

コモンクライテリア：17 の認定承認国が運営し、31 ヵ国が参加する IT / ネットワークイン
フラストラクチャの各政府の取得要件に関する ISO（国際標準化機構）と IEC（国際電気標
準会議）の標準（ISO / IEC15408）です。詳細については、https://www.cyber.gc.ca/
en/common-criteria および https://www.niap-ccevs.org/ をご覧ください。

MITRE ATT&CK：実環境で観察されたサイバー犯罪の戦術と手法のナレッジベースです。
詳細については、https://attack.mitre.org をご覧ください。

https://aplits.disa.mil/processAPList.action
https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/140/2/final
https://csrc.nist.gov/publications/detail/fips/140/2/final
https://www.cyber.gc.ca/en/common-criteria
https://www.cyber.gc.ca/en/common-criteria
https://www.niap-ccevs.org/
https://attack.mitre.org
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このアプローチは、セキュリティ機能は強化されますが、スタッフに豊富な経験が求め 
られます。

XDR の高度なアプローチは自動化のレベルを拡張し、事前定義の単純なアクション
（Virus Total などの脅威検査機能の利用やファイアウォールブロックリストへの IP ア
ドレスの追加など）だけでなく、さまざまなインシデントタイプのインテリジェント
な調査をすべて反映した高度なアクションも自動化します。このように高度なアプロー
チは、XDR を活用することでセキュリティチームが大幅に強化されます。

各 XDR ソリューションのアプローチを把握すると同時に、自社のオーケストレー
ションと自動化の経験やスキルを考慮して、管理を XDR ベンダーに委託するか組織が
自ら行うかを検討します。

必要なスタッフやスキルを考慮せずに収集する情報の量
や処理するアラートの数を増やしても、SecOps チームの負
担が増えるだけです。スタッフとスキルが限られている場合、
自動化をより広範囲に使用することを検討してください。
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この章のポイント
• XDR の受け入れ準備の評価

第 4 章

組織に最適な XDR を
判断する方法

XDR に関する知識を備え、XDR を使用して最新のセキュリティの課題や脅威に対応
する方法は理解していても、現時点では組織が XDR に対応できるかどうか判断できな
い場合もあります。そのような場合、組織の現在のセキュリティチーム、構造、機能、
プロセスに関する以下のような質問に回答してみるといいでしょう。そうすることで、
組織に最適な XDR ソリューションを判断できます。

セキュリティアラートを監視する 
専任のチームはありますか ?
強力な予防戦略がある場合でも、環境にインシデントが発生していないか監視するこ
とは重要です。そのため、イベントを認識して対応するトレーニングを受け、十分
な時間を取って適切な監視が行えるセキュリティアラート監視の専任チーム（少なく
とも複数を兼務する担当者）は最低限必要です。今日の脅威は巧妙なため、ヘルプデ
スクやネットワーキングチームが片手間にセキュリティを監視するだけではもはや
十分ではありません。
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専任のセキュリティチームに加えて、環境全体のさまざまな情報源からテレメトリデー
タを収集するための基本的なツールも必要です。これにはネットワークファイアウォー
ル、侵入防止システム、E メールセキュリティ、エンドポイント保護、サーバーとア
プリケーションのログ作成などが含まれます。当初は SIEM だけでも構いませんが、
時間の経過とともにそれだけでは不十分になります。そのため、セキュリティチーム
が迅速かつ効果的にイベントを相関付け、脅威を封じ込めて修正することのできるツー
ルも必要になります。

継続的な監視を担当する人材が不足または制限されている組織にとって、XDR は
理想的なソリューションです。これまでに説明したユースケースの大半は複雑なセ
キュリティアーキテクチャに対応する SOC チームの過剰な負荷や人材不足が問題
になっていましたが、XDR を使用すればそのような苦境に耐える必要はなくなり
ます。XDR ソリューションを中心にセキュリティポートフォリオを計画すること
で、利用可能なリソースを最大限に活用し、適切なセキュリティチームとポートフォ
リオを構築できます。

潜在的なインシデントを調査する専門知識と 
時間はありますか ?
SIEM でアラートを監視する人材がいたとしても多くの場合、潜在的なインシデントま
で調査する時間や専門知識はありません。企業のすべての環境の多様な情報源からの
データを処理し、巧妙化して数も増えた脅威に対処する SecOps チームにとって、大
量のアラートは大きな負担になっています。また、IoC と攻撃の最新の戦術、技術、
手順（TTP）を認識するには基本的な専門知識に加え、継続的に学習し、常に警戒し
ている必要があります。

これらの課題を解決するのに十分なセキュリティ専門家を採用できる組織はほとんど
ありません。そのため、インシデントの関連付け、検知、レスポンスを自動化できる
XDR は、アラートによるセキュリティアナリストの過剰な負荷を解消するのに理想的
なソリューションです。
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組織に固有のレスポンスプロセスを 
定義していますか ?
潜在的なセキュリティインシデントをその場しのぎで処理することはお勧めできま
せん。今日のサイバー攻撃のスピードと巧妙さを考えると、脅威を迅速に封じ込め、
調査して対応するためには事前に準備することが重要です。明確に定義されたプロセ
スを用意することは、サイバーセキュリティのインシデントを含むあらゆるリスクに
対応する上で重要です。

また、1 つのプロセスを用意しただけではすべてに対応できません。インシデント
レスポンスのプロセスは脅威の進化に合わせて継続的に更新しないと時代遅れに
なり効果が失われます。XDR プラットフォームではベンダーとその脅威リサーチ
チーム、専任のレスポンスチームが脅威の状況とエンドユーザー組織への影響を一
元的に追跡し、知識と経験を共有してプロセスを調整できるため、長期にわたって
効果を維持できます。

セキュリティスタッフはその能力を生かす 
価値の高い業務に時間を費やしていますか ?
多くの組織では事後対応のためにスタッフが応急処置に追われ、大量のアラートの中
から必死になって脅威を特定し、インシデントに可能な限り迅速に対応して被害を抑
え、正常な運用を回復しています。

XDR ソリューションを使用することで、イベントの関連付け、テレメトリの分析、イン
シデントの調査、脅威の封じ込め、インシデントレスポンスなどの手間のかかる作業
の大半が自動化されるため、セキュリティチームはセキュリティの調査と計画、脅威
ハンティング、レッドチーム / ブルーチーム演習、DevSecOps などの価値の高い業
務に多くの時間を費やすことができるようになり、組織の保護も強化されます。
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第 5 章

最適な XDR を選択するには

この章のポイント
• 最適なソリューションの選択

• XDR チェックリスト

組織に最適な XDR ソリューションとは
組織に最適な XDR ソリューションを選択するには、以下のような質問をベースに異な
るオプションを評価するといいでしょう。

その XDR ソリューションではいくつの（そしてどの） 
攻撃ベクトルに対応できますか ?
XDR ソリューションで対応できない攻撃ベクトルがあれば、すぐに攻撃者に標的にさ
れます。重要な攻撃ベクトルに対応していない場合、ポイント製品を統合したり単独
で運用する必要があります。組織固有の要件に最適な XDR ソリューションを選択する
には、組織にとって以下の攻撃ベクトルのリスクを評価します。

• ユーザーのエンドポイント（管理対象と非対象。企業所有と個人所有のデスクトッ
プ PC、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイスなど）
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• オペレーショナルテクノロジー（OT）：ヘッドレス IoT、産業用 IoT デバイス 
など

• ネットワークアクセス（有線と無線）

• アイデンティティ / アクセス管理

• ネットワーク（在宅、支社、本社）

• クラウド（パブリック、プライベート、SaaS）

• E メールシステム

• Web アプリケーション

その XDR ソリューションはサイバーキルチェーンの 
いくつの（そしてどの）ステージに対応していますか ?
Lockheed Martin 社のサイバーキルチェーンモデル（MITRE ATT ＆ CK のフレーム
ワークに類似）は、攻撃者が攻撃の目的を達成するために必要な作業を 7 つのステー
ジ（図 5 参照）で示しています。

攻撃を成功させるにはこれらすべてのステージを実行する必要があるということは、
サイバーキルチェーンのいずれかのステージを阻止できれば攻撃を止めることができ
るということです。組織に必要なセキュリティの強度（およびサイバー攻撃を阻止す
る可能性）を検討してから、XDR ソリューションで対処するサイバーキルチェーンの
ステージを評価します。対処するステージが多いほど、サイバーセキュリティ攻撃を
防ぐチャンスは増えます。
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サイバーキルチェーン
偵察：攻撃の最初のステージは標的に関する情報収集で
す。これにはソーシャルエンジニアリング、E メールア
ドレスと電話会議に関する情報、ネットワークとポート
のスキャンが含まれます。

図 5： Lockheed Martin® のサイバーキルチェーン
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XDR ソリューションのコンポーネントは 
どのくらい効果的ですか ?
攻撃の対象やステージを考慮して機能を選択するだけでは確実に保護することはでき
ません。セキュリティの効果はテクノロジー、製品、ベンダーによって大きく異なり
ます。セキュリティの効果を定期的に評価する優れたテスト機関や認証機関は多数あ
ります。多くの優れた独立系機関がセキュリティの効果をテストして、評価や認定を
提供しています。XDR ソリューションのアラートやテレメトリを送信し、レスポンス
を実行する製品は AV Compares 社、SE Labs 社、Virus Bulletin 社、ICSA Labs 社
などの独立した大手機関のテストを一度だけでなく定期的に受けて、セキュリティの
効果を確認する必要があります。

武器化：攻撃者が環境の脆弱性を特定したら、次のステップではペイロードを作成します。こ
れには既知のエクスプロイトと標的に送信するバックドアも含まれます。

配信：標的には通常、E メール（フィッシング詐欺など）、Web（不正な Web サイト
や自動ダウンロードなど）、チャット、USB デバイスなどを通じて攻撃に使用するペイ
ロードが配信されます。

攻撃：攻撃用のペイロードによって標的のシステムでコードが実行され、偵察中に攻撃者が特
定した脆弱性が悪用されます。

イ ン ス ト ー ル： 侵 害 し た シ ス テ ム に マ ル ウ ェ ア を 展 開 し、 永 続 性 を 確 立 し て 攻
撃の痕跡を消します。

コマンド & コントロール（C2）：攻撃者は C2 チャネルを確立し、そのチャネルを通して攻撃
のインフラストラクチャ（ボットネットなど）と通信して必要に応じて攻撃を変更し、ネット
ワーク全体を移動して他のシステムやデバイスを侵害します。

目的実行：攻撃者はデータ漏えい、データの操作や破壊、サービス拒否、次の標的への攻撃な
ど、攻撃の目的を実行します。
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また、単独で使用するクラス最高のポイントソリューションと単一の XDR 統合ソ
リューションの利点も比較します。

XDR ソリューションでスタッフの作業を 
どのくらい自動化しますか ?
セキュリティチームは組織によって規模、構造、スキルセット、プロセスの成熟度が
異なります。また、前に説明したように、統合、オーケストレーション、自動化の程
度は XDR ソリューションによって異なります。その XDR ソリューションによってど
の程度の情報の相関付け（従来の SIEM）やオーケストレーションのフレームワーク

（SOAR）を提供するか検討し、経験あるスタッフと確立されたプロセスをサポートす
るツールとして使用した場合と、完全な自動化とオーケストレーションによってすぐ
に関連付け、検知、調査、レスポンスを実行できる場合を比較します。

XDR の評価チェックリスト
  XDR ソリューションでいくつ（そしてどの）攻撃ベ
クトルに対応できますか ?

  XDRソリューションはサイバーキルチェーンのいくつ 
（そしてどの）ステージに対応していますか ?

  XDR ソリューションのコンポーネントはどのくらい効果的ですか ?

  XDR ソリューションでスタッフの作業をどのくらい自動化しますか ?

  XDR ソリューションは単一ベンダー専用、完全オープン、混合型のどれですか ?
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XDR ソリューションは単一ベンダー専用、 
完全オープン、混合型のどれですか ?
ベンダーが指定された XDR ソリューションは一般的に統合が容易ですが、セキュリ
ティ製品は当然、指定されたベンダーのソリューションポートフォリオから選択する
必要があります。オープンな XDR システムはそのような制限はありませんが、データ
を正規化して相関付けるためにより多くの時間や労力が必要になり、結果的に十分な
検知と調査が行えません。自動化を増やすことと引き換えに、単一ベンダーのポート
フォリオに制限されることが組織にとって利点となるか、すでに利用している各ベン
ダーのコンポーネントの割合を考慮しながら検討します。

攻撃対象の拡大、脅威の加速、インフラストラクチャの複雑化、規制の拡大はかなり
以前から多くの組織の課題となってきました。これらの課題を解決するため、フォー
ティネットはセキュリティ製品とネットワーキング製品のポートフォリオをセキュリ
ティファブリックにシームレスに接続するイニシアチブに取り組んできました。その
結果、開発されたセキュリティファブリックでは、FortiGuard Labs の脅威インテリ
ジェンスによる保護に加え、戦略的テクノロジーベンダーにオープンなアプローチに
よって幅広い統合と自動化が実現します。
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この章のポイント
• フォーティネット セキュリティ ファブリック

• FortiXDR について

• フォーティネットの利点

第 6 章

フォーティネットの
ソリューション

フォーティネット セキュリティ ファブリック
フォーティネット セキュリティ ファブリック（図 6）は以下のコンポーネントで構成
される XDR ソリューションの基盤です。

• ゼロトラストのネットワークアクセス（ZTNA）：ネットワーク内外のユーザーと
デバイスを特定して保護します。

• セキュリティ重視のネットワーキング：高速なネットワークとユーザーエクスペ
リエンスを提供して保護します。

• アジャイルなクラウドセキュリティ：クラウドのインフラストラクチャとアプリ
ケーションを保護して制御します。

• AI 主導の SecOps：サイバー脅威を自動的に予防、検知、対応します。

• ファブリックマネジメントセンター：可視化と制御を統合して提供します。

• ファブリックコネクタと API：自動化を第三者のコンポーネントに拡張します。
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図 6： フォーティネット XDR ソリューションの基盤となるフォーティネット セキュリティ  
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FortiXDR の主な機能
ネットワークセキュリティ
FortiGate の次世代ファイアウォールではセキュリティ
中心のネットワーキングが可能になるため、ハイブリッ
ドクラウド環境やハイパースケールデータセンター環境
を含むあらゆるユースケースに最適です。最新のネット
ワークプロセッサやコンテンツプロセッサテクノロジーなどで構成される専用のセキュリ
ティ処理ユニット（SPU）で強化された FortiGate NGFW では、規模の大小を問わず、こ
れまでにないスピードとパフォーマンスでトラフィックを検査できます。Fortinet NGFW
は独立した第三者のテスト機関から常に最高クラスの評価を得ており（詳細は https://
www.fortinet.com/corporate/about-us/product-certifications 参照）、ガートナー社
のマジッククアドラントではエンタープライズファイアウォールと WAN エッジのリーダー
として評価されています。

E メールセキュリティ
安全な E メールゲートウェイでは、組織にとって最大の攻撃ベクトルである E メールに対
する最前線の防御が提供されます。FortiMail は E メールの受信トラフィックから脅威を検
知して防止し、送信トラフィックにデータ漏えい対策（DLP）とコンプライアンスポリシー
を適用するクラス最高のセキュリティを備えた E メールゲートウェイソリューションです。
FortiGuard Labs の脅威インテリジェンスを最大限に活用した FortiMail は、独立した第三
者機関である ICSA Labs 社と SE Labs 社によるテストで常に最高の評価を得ています。

https://www.fortinet.com/corporate/about-us/product-certifications
https://www.fortinet.com/corporate/about-us/product-certifications
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Web アプリケーションセキュリティ
FortiWeb では Web アプリケーションと API に包括的な脅威保護が提供されます。また、
機械学習モデルにより継続的な調整の負担も軽減されます。FortiWeb は Amazon Web 
Services （AWS）、Google Cloud Platform（GCP）、または Microsoft Azure にアプリケー
ションを展開してネイティブのサービスとして提供できるため、アプリケーションと WAF
間に低遅延の高速通信が実現します。また、ハードウェアアプライアンスと仮想アプライアン
スの両方で利用できます。

エンドポイントセキュリティ
FortiEDR はフォーティネットの主力となるエンタープライズエンドポイント保護プラット
フォームです。攻撃の予防と攻撃後の保護に加え、ワークステーションやサーバー（現行
OS とレガシー OS の両方に対応）、POS、製造、オペレーショナルテクノロジーのシステム
など、ほとんどすべてのデバイスにインシデントレスポンスのオーケストレーションも提供
されます。独自の機能によりデバイスを動作させたまま不正なアクティビティを阻止できる
ため、組織とデータを保護しながら生産性と可用性を維持できます。その効果はさまざまな
独立した第三者機関のテストで実証されています。また、FortiEDR はフォーティネット セ
キュリティ ファブリックを活用して FortiGate、FortiNAC、FortiSandbox、FortiSIEM
と統合し、クラウド、オンプレミスのエアギャップ環境やハイブリッド環境に展開できます。

クラウドセキュリティ
FortiCWP はフォーティネットのクラウドネイティブのクラウドワークロード保護（CWP）
サービスです。フォーティネット セキュリティ ファブリックと統合してクラウドの利用に
関する包括的な管理とレポート作成が行えます。また、AWS、GCP、Microsoft Azure な
どのクラウドベンダーが提供する API に接続して、構成、ユーザーのアクティビティ、トラ
フィックフローのログなどのすべてのセキュリティコンポーネントを監視できます。さらに、
クラウドのデータストアをスキャンして機密のコンテンツや不正なコンテンツを検索して、
一般的な規制の順守に関するレポートを作成できます。

FortiCASB はフォーティネットが開発したクラウドネイティブの CASB（クラウドアクセ
スセキュリティブローカー）のサブスクリプションです。CSPM（クラウドセキュリティポ
スチャ管理）の幅広い機能により、クラウドベースのサービスに可視性、コンプライアンス、
データセキュリティ、脅威保護が提供されます。また、主要な SaaS アプリケーションに保
存したデータ、ユーザー、動作に関するポリシーベースのインサイトと包括的なレポート
ツールも提供されます。
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サンドボックス分析
フォーティネット セキュリティ ファブリックとネイティブに統合された FortiSandbox を
使用することで、侵害の保護戦略を自動化できます。このゼロタッチの自動化モデルは異な
る国やタイムゾーンでの動的なインテリジェンスの共有と保護に最適です。不審なファイル
やリスクが潜在するファイルにはまず、AI を活用した静的分析が行われ、既知のマルウェ
アも未知のマルウェアもすばやく特定されます。次に隔離された環境で動的分析が行われ、
振る舞いベースの AI によって攻撃のライフサイクル全体が調査されます。この AI はマル
ウェアの新手法を継続的に学習しているためマルウェアの振る舞いに自動的に適応します。
不正なコードが特定されると、FortiSandbox によってリスクが評価され、脅威インテリ
ジェンスが共有され、フォーティネット セキュリティ ファブリック全体の減災プロセスが
自動的に実行されます。

ユーザー / エンティティ振る舞い分析（UEBA）
FortiInsight は自動検知 / レスポンス機能によってユーザーとエンドポイントを継続的に監
視し、組織を内部関係者の脅威から保護するフォーティネットの UEBA ソリューションです。
FortiInsight では ML と高度な分析を活用して違反、不審な振る舞い、異常な振る舞いが自
動的に識別され、担当者にすばやく警告が送信されます。このプロアクティブな脅威検知の
アプローチによって、企業ネットワークの内外の保護と可視化が強化されます。

ネットワークアクセス制御
FortiNAC を使用することにより、ネットワークに接続するすべてのデバイスの可視化、制
御、自動レスポンスが可能になるためフォーティネット セキュリティ ファブリック全体が
強化されます。また、振る舞いなどに関する複数の情報源を使用してデバイス（ヘッドレス
デバイスを含む）の詳細なプロファイリングが提供されるため、ネットワークに接続したデ
バイスを正確に把握できます。IoT の脅威に対する保護に加え、第三者のデバイスにも制御
を拡張して幅広いネットワークイベントへの自動レスポンスを統合して管理できます。
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AI を活用した XDR（拡張検出および応答）
FortiXDR とフォーティネット セキュリティ ファブリックを連携させることで、イン
シデントの検知、調査、レスポンスを完全に自動化できます。フォーティネット セ
キュリティ ファブリックのコンポーネントによって集約、正規化および相関付け
された情報にフォーティネット独自の分析を適用して潜在的なセキュリティインシ
デントを検出します。 

AI ベースのフロー決定エンジンによって人間のセキュリティアナリストの専門的な
行動が複製され、自動化された調査プロセスが最初の検知タイプに基づいて動的に実
行されます。このエンジンでは幅広いマイクロサービスを使用したキュレーション
と詳細な分析も提供されます。これには、FortiGuard Labs と第三者による脅威
インテリジェンス、静的な YARA ルールや動的なサンドボックス評価などのファイ
ル分析、コミュニティのレピュテーション、ユーザーの振る舞いのベースラインが
含まれます。図 7 はフォーティネットの AI を活用した調査とマイクロサービスの
ワークフローの例です。

LAN エッジ
FortiSwitch Secure Access スイッチを使用することで、LAN エッジのセキュリティ、パ
フォーマンス、管理が向上します。FortiSwitch は FortiLink 管理プロトコルを通してフォー
ティネット セキュリティ ファブリックに緊密に統合されているため、FortiGate インタ
フェースで直接管理できます。また、この一元管理コンソールでは接続方法を問わず、ネッ
トワーク上のあらゆるユーザーとデバイスを完全に可視化して制御できます。FortiSwitch
はソフトウェア定義でデスクトップからデータセンターまでの幅広い展開が可能なため、支
社での展開に最適で、セキュリティとネットワークアクセスも統合できます。

FortiAP はキャンパスや支社などのワイヤレス環境の LAN エッジの保護に最適です。
FortiAP のアクセスポイントは、FortiGate セキュリティアプライアンスの統合ワイヤレス
LAN（WLAN）コントローラー、または FortiAP クラウドプロビジョニング / 管理ポータ
ルで一元管理できます。フォーティネット セキュリティ ファブリックでは、単一の管理コン
ソールを使用して有線と無線のセキュリティを簡単に管理できます。
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レスポンスの自動化
有害な脅威が見逃されないよう検知 / 調査する機能は重要ですが、脅威を封じ込め
て排除し、正常な運用を回復する減災と修復の機能がなければセキュリティの機能
としては不完全です。

図 7：FortiXDR -  AI ベースのフロー決定エンジンによる調査
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図 8： FortiXDR の自動化が可能なレスポンスのフレームワーク
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オプションでポリシーを事前に設定し、分類、ユーザーグループ、リスクなどの基準
に基づいて実行するアクションを定義できます（図 8 参照）。それによって最終的な修
復とレスポンスが加速されるため、攻撃者が環境にとどまる時間が短縮され、攻撃の
被害も制限されます。

根本的に異なるアプローチの採用
脅威が増加し、巧妙化とスピード化が進んでいるのに対し、サイバーセキュリティの
スタッフとスキルが不足している現在、セキュリティチームはかつてないほど多くの
課題に直面しています。大量のスタンドアロンのポイントツールを管理し、大量のセ
キュリティ情報を分析し、大量のインシデントを調査するためにはセキュリティに対
するアプローチを根本的に変革する必要があります。

今日、多くの組織はセキュリティベンダーを統合することでセキュリティアーキテク
チャと運用の複雑化を回避しようとしていますが、これらの課題の多くは XDR のよう
な新しいソリューションによって解決できます。

FortiXDR は検知、調査、レスポンスのプロセスを完全に自動化する独自のアプローチ
を採用しています。それによって、データ侵害やランサムウェアのインシデントが発
生する前の潜行中の段階で攻撃を特定できる可能性が増加します。FortiXDR では、セ
キュリティチームの負担が軽減されてより価値の高い戦略的な業務に集中できるため、
組織の保護も強化されます。FortiXDR、フォーティネット セキュリティ ファブリック、
フォーティネット セキュリティ ソリューションのポートフォリオの詳細については、
https://fortinet.com/jp を参照してください。

https://fortinet.com/jp
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脅威の防止
この Gorilla Guide では、セキュリティオペレーションに XDR を追加することの重
要性を説明しました。XDR を採用することにより、組織のセキュリティ体制を変革し、
脅威を先回りして検知して防止できます。

また、安心も得られます。実際、セキュリティに求められているのは安心にほかなり
ません。攻撃が止むことはありませんが、適切な保護手段を講じれば長期にわたって
ビジネスを保護することができます。

お読みいただきありがとうございました。安全の確保にぜひ本書をお役立てください！



フォーティネットについて

フォーティネット（NASDAQ: FTNT）は、世界中の大手企業、サービスプロバイダ、
そして政府機関を守っています。フォーティネットは、拡大するアタックサーフェス（攻
撃対象領域）に対するシームレスな保護とインテリジェンスを提供し、外部との明確
な境界が消滅したネットワークでの、増え続けるパフォーマンスの条件に応じるパワー
で、現在もまた将来も、お客様に貢献します。ネットワーク上でも、アプリケーション
やクラウド、またはモバイル環境であっても、妥協することなく、極めて重大なセキュ
リティ上の問題に対応するセキュリティを提供できるのはフォーティネットのセキュ
リティ ファブリックのアーキテクチャだけです。フォーティネットは世界で最も多く
のセキュリティアプライアンスを出荷し、世界 500,000 以上のお客様がビジネスを守
るためにフォーティネット に信頼を寄せています。 
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ACTUALTECH MEDIA について

ActualTech Media は、革新的なリード生成プログラムと魅力的なカスタムコンテン
ツサービスを通してエンタープライズ IT ベンダーと IT バイヤーをつなぐ B2B テクノ
ロジーマーケティング会社です。

ActualTechMedia のチームはエンタープライズ IT のユーザーの立場に立って対話
することができます。

元 CIO、IT マネージャー、アーキテクト、対象分野の専門家、マーケティングプロフェッ
ショナルで構成されるリーダーシップチームがテクノロジーの説明をサポートするた
め、お客様は成果の達成に必要な戦略により多くの時間を費やすことができます。

IT マーケターで御社専用の Gorilla Guide® の制作を希望される場合は、
https://www.gorilla.guide/custom-solutions/をご覧ください。
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