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概要 

エンタープライズストラテジーグループ（ESG）は 2020 年 10 月に、組織のサイバーセキュリティ業務や脅威検知 / レスポンスに直接

携わっているサイバーセキュリティと IT の専門家 388 名を対象とするリサーチ調査を完了しました。回答者の 24%はミッドマーケット

組織（従業員数 100～999 人）、残りの 76%はエンタープライズ組織（従業員数 1,000 人超）に所属する方々でした。リサーチの方法

体系と調査の人口構成に関する詳しい説明は、本報告書の末尾に記載されています。 

ESG は、本プロジェクトのために収集されたリサーチの内容に基づいて以下の結論に至りました： 

 脅威検知 / レスポンスの取り組みは限界に追いやられている： 組織は、セキュリティオペレーションの問題をめぐって「最悪の状

況」に立たされています。セキュリティのスキルが世界的に不足しているため、多くの組織が人手不足になっているか高度なセキュ

リティスキルを欠いています。SOC（セキュリティオペレーションセンター）チームも多数の分断されたポイントツールで脅威検知 

/ レスポンスを下支えする傾向があり、単独のセキュリティ情報が大量に生成され、手作業を続けています。このような場当たり的

なやり方では対応できないため、SOC チームは、セキュリティデータの増加、標的型攻撃、そして増大する攻撃対象領域への対処に

悪戦苦闘しています。驚くべきことに、一部の組織ではセキュリティオペレーションが間もなくに限界に達する可能性があります。 

 組織は整理統合されたセキュリティオペレーションソリューションを求めている： これらの限界を認識した組織は、セキュリティ分

析やオペレーション技術の統合を積極的に進めています。その目標は、データのパイプライン、アナリティクス、可視化、管理を整

理して異なるポイントツールをセキュリティ・オペレーション・アナリティクス・プラットフォーム・アーキテクチャ（SOAPA）に

まとめることです。緊密に統合された SOAPA では、アーキテクチャ全体が個々の部分（すなわちポイントツール）の総和より価値

あるものとなります。 

 XDR は組織によるセキュリティ効力 / 運営効率向上に役立つ可能性がある： 今回のリサーチ調査では、拡張検知レスポンス

（XDR：Extended Detection and Response）と呼ばれる新しいセキュリティ技術基盤（コントロールポイントやセキュリティテ

レメトリー、アナリティクス、オペレーションを 1 つのエンタープライズシステムに統一する統合セキュリティ製品一式）の運用の

可能性を探りました。収集されたデータによると、セキュリティの専門家たちは XDR のデザインポイントと潜在的なメリットをよ

く理解しています。セキュリティ効力および運営効率の向上を期待する多くの CISO（最高情報セキュリティ責任者）が今後 12 ヵ

月間に XDR を試す予定です。 

サイバーセキュリティ業務の現状 

どのサイバーセキュリティチームでも脅威の検知とレスポンスが基本的責務となりますが、多くのサイバーセキュリティチームは悪戦苦

闘しています。世界的なサイバーセキュリティのスキル不足のほか、ESG のリサーチから脅威検知 / レスポンスに関わる一連の課題が指

摘されています： 

 手作業が今なお大きな妨げとなっている：組織の 43%は、自分たちの組織が脅威検知 / レスポンスにおいてあまりにも多くの手作

業に頼っていることを認めています。これが、既に困窮しているスタッフを圧迫しています。 

 組織の 44%は、自分たちのチームが毎日大量に発生するセキュリティアラートを把握するのに四苦八苦していることを認めており、

セキュリティノイズがセキュリティオペレーションを圧倒しています。つまり、彼らはホワイトノイズや誤判定の指示に気を取られ、

重要なシグナルを見逃しています。 

 組織の 3 分の 2（67%）が種々のポイントツールを使って脅威検知 / レスポンスを管理しています。つまり、SOC チームはそれぞ

れのツールから得られる個別の知見をつなぎ合わせることで、企業のセキュリティ状況を監視することを余儀なくされているため、

盲点が生じ、効率が悪くなっています。 
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脅威検知の取り組みにあたっては、リアルタイムのセキュリティデータを収集、処理、分析するための拡張可能で高性能のデータパイプ

ラインも頼りとなります。これには、エンドポイントデータやネットワークデータ、クラウドデータ、脅威インテリジェンスなどがあり

ます。残念ながら、拡張性のあるセキュリティデータパイプラインを構築して管理するのは容易ではありません。今回のリサーチでは、

回答者の 36%～38%がデータパイプラインの拡張、脅威インテリジェンスと内部セキュリティアラートの一元化、セキュリティデータ

のフィルタリングによるノイズからのシグナル分離に関わる課題を抱えていることが明らかとなっています。 

今回の ESG リサーチによって憂慮すべき実態が浮き彫りになっています。多くのセキュリティチームで脅威検知 / レスポンスは功を奏

しておらず、問題は増えています。組織は考え方を変えて脅威検知 / レスポンスのためのツールやプロセスに新しいアプローチを取り入

れるか、さもなくばサイバーリスクが増大し、セキュリティインシデントが頻発する未来に立ち向かう必要があります。 

XDRの可能性 

幸い、CISO は、ミッションクリティカルな資産やビジネスプロセスを保護するうえで、脅威検知 / レスポンスの改善が極めて重要であ

ることを理解しています。多くの CISO は既に、ベンダーを整理してセキュリティツールをセキュリティ・オペレーション・アナリティ

クス・プラットフォーム・アーキテクチャ（SOAPA）にまとめる作業などに取り組んでいます。供給側のセキュリティテクノロジーベン

ダーは、拡張検知レスポンス（XDR）と呼ばれる SOAPA のような新しいタイプの統合セキュリティプラットフォームを導入しています。

ESG では XDR を次のように定義しています： 

脅威の防止、検知、レスポンスにあたって相互運用と連係が可能なハイブリッド IT アーキテクチャにまたがる統合セキュリティ

製品一式であり、XDR はコントロールポイントやセキュリティテレメトリー、アナリティクス、オペレーションを 1 つのエン

タープライズシステムに統一する。 

XDR は SOAPA のように個々のポイントツールを共通のアーキテクチャに統合します。XDR によって、先進アナリティクスとプロセス

オートメーションのための機能も加わります。このように、XDR は上記の課題の多くに対処できます。先進アナリティクスは、ノイズを

選別してシグナルを高精度アラートに集約することによって、過労を強いられている SOC のアナリストたちの生産性向上を支援します。

同時に、プロセスオートメーションにより、現在の手作業への依存を解消することができます。 

ESG のリサーチによると、セキュリティの専門家たちは XDR に秘められた価値を認めています。事実、XDR は次のような方面でセキュ

リティオペレーションにとってとりわけ魅力的です（図 1 参照）： 

 攻撃対象領域にまたがる複雑な攻撃の可視化を簡素化： 脅威調査の一部として多数のセキュリティダッシュボード、ログ、レポート

を確認することを余儀なくされている SOC のアナリストたちはやることが多すぎて、たびたび不満をもらしています。調査回答者

（42%）は、XDR によって攻撃対象領域にまたがる複雑な攻撃の可視化を簡素化できるなら、XDR がとりわけ魅力的なものになる

だろうと考えています。換言すると、彼らは、キルチェーンの中を進みながらサイバー攻撃のライフサイクルを監視し、調査するこ

とができる XDR インタフェースを求めています。 

 現代の巧妙な攻撃を検知する先進アナリティクス： サイバーセキュリティの専門家の 38%は、すべてのセキュリティ領域（エンド

ポイント、ネットワーク、その他）についてイベント相関や個別の機械学習アルゴリズムなどの手法に頼るのではなく、現代の巧妙

な攻撃を検知できる先進アナリティクスを提供する XDR ソリューションを求めています。これにより、マシンはコントロールポイ

ントにまたがって大量のデータを高速処理し、進行中の実際のサイバー攻撃を検知し、攻撃ライフサイクルに関わるイベントの詳細

な時系列をアナリストに提示することができます。こうした情報により、セキュリティチームは調査とインシデントレスポンスを加

速させることができます。 

 自動レスポンス機能： セキュリティチームの 31%は、脅威が高確度で検知される場合に、XDR が自動レスポンスを発動して進行中

の攻撃をブロックすることを望んでいます。このような自動レスポンス行動には、エンドポイントセキュリティシグネチャの更新、

DNS ドメインのブロック、新規ファイアウォールルールの追加などがあります。その目標は何でしょう? 個々のセキュリティ領域の

みならず、サイバーセキュリティインフラ全体の防備をマシンのスピードで絶えず固めることです。 
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図 1：最も魅力的な XDR機能 

 

出典：Enterprise Strategy Group 

XDR の特徴 / 機能のほかに、CISO は、脅威検知 / レスポンスに関わる現在の課題に対処し、ビジネス上の具体的なメリットを生み出す

XDR 効果を望んでいます。今回の ESG リサーチでは、セキュリティの専門家が上位の XDR 効果を次のようにランキングしています（図

2 参照）： 

 検知と優先順位付けのための高精度アラート： セキュリティオペレーションチームの 40%は、サイバー攻撃の進行状況を追跡する

時系列情報を含む、タイムリーで正確なアラートを求めています。これらの具体的情報は、チームがレスポンスに優先順位を付け、

サイバー攻撃の根本原因と範囲をピンポイントで把握し、適用するセキュリティ対策を強化する改善計画を立てる上で役立てること

ができます。 

 一元管理ハブ： セキュリティオペレーションのアナリストの 38%は、セキュリティポリシーの作成 / 管理やセキュリティ対策の構

成、セキュリティ活動の表示を 1 つのインタフェースで行うことを望んでいます。XDR は、セキュリティ対策を整理統合すること

によって、セキュリティの指揮統制をこのような形で集約化することができます。 

 エンドポイントからクラウドにかけて増大する攻撃対象領域への対応： セキュリティオペレーションのアナリストの 37%は、増大

する攻撃対象領域にまたがって脅威検知 / レスポンス機能を拡大することを望んでいます。これは、エンドポイント、ネットワーク、

サーバー、クラウドワークロードを含む全コントロールポイントを横断した XDR の統合と可視化を意味します。一部の XDR 製品に

は、E メールセキュリティ、Web セキュリティ、SaaS セキュリティをはじめとするその他の対策が盛り込まれますが、目標は同じ

であり、アタックキルチェーン全体にわたって悪質 / 不審な活動を追跡することです。この機能は、XDR と MITRE ATT&CK（マイ

ターアタック）フレームワークの連携に役立てることもできます。 

 

複雑な攻撃の明朗な可視化とキルチェーンにおける攻撃段階の理解 

あなたの組織にとって最も魅力的な XDR機能は次のうちのどれですか? 

（回答者の割合：N＝339、回答は 3つまで） 

 

最新の洗練された攻撃の検知と特定を可能にする 

高度なアナリティクス 

進行中の攻撃を防御するのに役立つ自動化されたレスポンス機能 

検知および / またはレスポンスに要する時間の短縮 

複数のセキュリティ対策機能や情報源から取得された 

セキュリティデータの統合と相関分析 

複数のセキュリティツールを一元的な脅威検知 / レスポンス 

ソリューションに集約 
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図 2：セキュリティ効力のための XDR効果 

 

出典：Enterprise Strategy Group 

XDR のような洗練されたソリューションセットへの移行では特に、サービスが引き続き脅威検知で大きな割合を占めます： 調査回答者

の 35%は、自分たちの組織がマネージド・ディテクション・アンド・レスポンス（MDR）サービスを既に利用していることを表明して

おり、38%は MDR サービスを導入するためのプロジェクトに取り組んでいます。このようなサービスを頼りにする考えは XDR にも当

てはまります。組織の 45%はデプロイメントサービス（プロジェクト管理、テスト、パイロット、実装、その他）の利用を望んでおり、

35%はプランニングサービス（アセスメント、プロジェクト設計 / 計画、その他）の利用を望んでいます。この種の支援を求める CISO

は、リファレンスアーキテクチャやデプロイメントガイド、ならびに XDR のベストプラクティス戦略を提供する XDR ベンダーおよび / 

またはサービスプロバイダーと共に協働するべきでしょう。 

2021 年の XDR 

XDR は 2020 年現在で初期段階にあるテクノロジーですが、ESG のリサーチは、技術の革新と実用化を通じて 2021 年に活発になるだろ

うと伝えています。ほとんどの組織は、脅威検知 / レスポンス全般に関わる現在の全ての課題を踏まえたうえで、XDR がどのような形で

役立つかを確認する計画を持っています。以下に例を紹介します： 

 組織は既に XDRに向けて前進しつつある： 組織の 4 分の 1 近く（23%）が既に XDR プロジェクトに取り組んでいることが今回の

リサーチで明らかになっています。これらのプロジェクトは、EDR とネットワーク検知 / レスポンス（NDR）といった 2 つの対策

のカスタム統合プロジェクトになることが見込まれます。さらに、70%は今後 12 ヵ月以内に XDR の予算を編成できると考えてい

ます（図 3 参照）。これは、セキュリティ効力を高め、セキュリティオペレーションを合理化するという切迫したニーズの表れです。 

セキュリティ効力の点であなたの組織にとって最も重要な XDR効果は何ですか?

（回答者の割合：N＝339、回答は 3つまで） 

 

セキュリティアラートの忠実度と優先順位付けを改善し、 

イベントのトリアージとレスポンスを容易にする 

セキュリティ運用の一元管理ハブとして機能する 

拡大する攻撃対象領域全般にわたり脅威検知とレスポンス機能を 

拡張 / 高度化する 

既存のツールとプロセスで検知できない未知の 

高度な脅威の検知率を上げる 

脅威の検知 / レスポンスに要する時間を短縮する 

ビジネスクリティカルなアセットの保護能力を向上させる 
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図 3：XDR予算計画 

 

出典：Enterprise Strategy Group 

  XDR は既存のセキュリティ対策に取って代わることができる： 組織の半分近く（48%）は既存の対策を XDR に置き換えることに

前向きであり、47%は XDR の有効性を確信した場合にそうする可能性があります。どの対策を置き換えるのでしょうか? 最も可能

性が高いのはエンドポイントとネットワークのセキュリティですが、XDR が持つプラットフォームの性質から、組織はほかの部分も

置き換える可能性があります。興味深いことに、多くの組織がクラウドベースの脅威検知 / レスポンス対策からスタートし、そこか

らより包括的な XDR アーキテクチャを構築する可能性があります。 

 組織は自身のインフラに XDRセンサー / エージェントを追加することに前向きである： 組織の 4 分の 3 余り（76%）は、必要な

らば、あるいは XDR が多大なメリットをもたらすなら、新しいセンサーやエージェントを追加することに前向きです。これもセ

キュリティの改善を求める深刻なニーズの表れです。より多くのデータを収集、処理し、分析する必要がある組織は、より良い結果

を得るために進んでこれを実行するでしょう。 

まとめ 

今回の ESG リサーチでは、多くの組織に脅威検知 / レスポンスのニーズに応える適切な人材、プロセス、技術が不足していることが明

らかになっています。サイバーセキュリティスタッフやセキュリティ分析のスキルが欠けており、組織の従業員は困り果て、満足な働き

ができなくなっています。作業は往々にして手作業で、IP アドレスを調べるなど、単調で繰り返しの多い業務で溢れかえっています。ま

た、脅威検知 / レスポンスの作業は多くの場合、会社のセキュリティ情勢の近視眼的視野しか得られない多数の分断されたポイントツー

ルに頼っています。CISO は、人、プロセス、テクノロジーを漸進的に変えることによって得られるのは漸進的なメリットだけであり、

自分たちが本当に必要としている改革には結びつかないということに気づくべきです。 

しかし、変化の兆しは見受けられます。セキュリティテクノロジーベンダーはセキュリティの専門家の切実なニーズを認識し、XDR と呼

ばれる緊密に結合されたエンドツーエンド型のセキュリティプラットフォームでニーズに応えようと努力しています。XDR は新興市場か

もしれませんが、ESG は、XDR が 2021 年以降に急速に発展すると考えています。XDR がその将来性を体現するなら、多くの組織が

XDR を歓迎するであろうことは、今回の ESG リサーチインサイトの報告書に提示されたデータから明らかです。 

 

 

あなたの組織が XDRソリューションに投資するための正式予算を編成するのはいつになると予測しますか? 

（回答者の割合：N＝339） 

不明：4% 

既にプロジェクトを開始している：

23% 

6 ヵ月以内：47% 

12 ヵ月以内：23% 

24 ヵ月以内：2% 
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ESG は XDR の評価を進めている組織に次のことを推奨します： 

 スタートは小さく、ただし計画は大きく： CISO は、特に脆弱な部分や複雑な部分に XDR の短期的取り組みを集中させるべきで

しょう。例えば、組織は長年にわたり従来のエンドポイントセキュリティに不満を抱いており、最近では多くの組織がクラウドワー

クロードに関わる悪質 / 不審な活動の可視化を充実させる必要性を表明しているため、これらの課題のいずれか一方か両方が最初に

手を付ける部分として理想的かもしれません。出発点のほかに、セキュリティチームは、XDR が、18～36 ヵ月という妥当な期間内

に攻撃対象領域を完全にカバーするという目標のもとで、時間をかけて段階的に配備するべきものであると考えるべきでしょう。そ

れぞれの成果段階は、達成された整理統合のメリットで評価するべきでしょう。 

 先進アナリティクスを探す： 一流の XDR ソリューションはコンテンツで差別化を図るでしょう（ベンダールールセット、コミュニ

ティコントリビューション、機械学習アルゴリズムなど）。経験豊富な脅威リサーチチームがアナリティクスの技術革新と継続的な

コンテンツの更新に尽力するベンダーを探しましょう。  

 プロセスオートメーションを重視する： XDR は成熟した SOAR（セキュリティ・オーケストレーション・オートメーション・レス

ポンス）に今すぐ太刀打ちできるわけではありませんが、一流の XDR プラットフォームなら、特にインシデントレスポンスとリス

ク軽減でプロセスオートメーションをサポートするはずです。悪質な IoC（Indicators of Compromise：侵害指標）が検出される

場合は、XDR がエンドポイントからパブリッククラウドに至るインフラにわたってブロックルールを自動的に適用するべきです。 
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1～5年：3%

6～10年：11%

11～20年：32%

21～50年： 31%

50年以上： 23%

不明：1%
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