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3,100人の IT 管理者を対象とした、ソフォス
委託の独立系調査会社による調査結果
ソフォスは、エンドポイントセキュリティの現状を理解するため、
世界各地の IT 管理者 3,100人を対象とする調査を独立調査会社
の Vanson Bourne に委託しました。その調査結果は、6大陸、
12カ国にまたがる企業のエクスペリエンス、懸念、および将来の
計画を明らかにしています。また、IT 管理者が企業をサイバー攻
撃から保護するうえで、日々直面する課題について深い洞察を与
えるほか、EDR (Endpoint Detection and Response) テクノロ
ジーの使用に関するエクスペリエンスについても説明しています。

2019年 3月

調査
英国のリサーチ会社 Vanson Bourne 社は、2018年 12月から 2019年 1月の間に、IT の意思決定者
3,100人にインタビューを行いました。企業規模による違いを均等に反映させるため、各国で、ユー
ザー数が 100～1,000人の企業と 1,001～5,000人の企業を、それぞれ同数調査の対象にしました。
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真実 その 1：サイバー攻撃の被害を
受けるのは珍しいことではなくなった
3分の2以上 (68%) の企業が、昨年サイバー攻撃を受けたと回答しています。企業規模別にみ
ると、大規模企業の 73% および小規模企業の 63% が攻撃を受けたと回答しています。この
違いには、次の 2つの理由があると考えられます。
ÌÌ 大規模企業は、サイバー犯罪の攻撃対象にされやすい。
攻撃の収益性が高いとされていることが原因です。

定義：
サイバー攻撃の
被害を受ける

ÌÌ 大規模企業は、サイバー攻撃を受けた際、それを検出できる可能性が高い。
セキュリティ問題を検出・調査するためのより多くの IT リソースがあります。

ネットワークまた
はエンドポイント
への侵入を阻止で
きずサイバー攻撃
の被害を受ける
こと
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昨年、サイバー攻撃の被害を受けた企業の割合。質問の対象：全員 (3,100人)

もちろんこの割合は、企業が検出した攻撃のみに基づくものです。実際の割合が、これよりも
高いことは十分あり得ます。
ここで重要な点は、すべての IT 管理者が、自社もサイバー攻撃の被害を受けるであろうと
想定する必要がある、ということです。企業のセキュリティ戦略を計画・評価する際は、
この想定から始めることが必要です。自社は脅威を回避することができる、または攻撃の
対象にはならない、などと思い込むことは危険です。
サイバー攻撃の被害を受けた企業の割合には、著しい地域差があります。昨年、サイバー攻撃
の被害を受けた企業の割合は、日本では 24% と最も少ないのに対し、メキシコでは 82% と
最も多くなっています。
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昨年、サイバー攻撃の被害を受けた企業の国別の割合。質問の対象：全員 (3,100人)
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このような差異がある理由として、世界の全地域が均等にサイバー攻撃の対象になっている
わけではないということがあります。攻撃対象を脅威ごとに解析すると、特定の地域が明ら
かに攻撃対象になっている状況がわかることがよくあります。たとえば Emotet は、これ
まで、主に北米・中南米、北欧、西欧、オーストラリア、およびインドを攻撃対象にして
きました。一方、WannaCry はウクライナに対して最も大々的な攻撃が行われました。

サイバー脅威は、1度攻撃した企業を再攻撃する
1度サイバー攻撃の被害を受けたことのある企業は、災難が続き、平均で 2回攻撃を受けていま
す。また、調査した企業の 10% が、昨年 4回以上サイバー攻撃の被害を受けたと回答していま
す。これは、多くの企業の保護体制に、悪用されやすい弱点が持続的にあることを意味します。

たいていの攻撃は、サーバーまたはネットワークで検出される
企業環境内のサイバー攻撃の検出場所を解析すると、次のような興味深い事柄が明らかになります。

36.7%

36.6%

16.9%

9.6%

サーバー

ネットワーク

エンドポイント

モバイルデバイス

昨年、最も大規模な被害を与えたサイバー攻撃の企業環境内での検出場所。
質問の対象：昨年、サイバー攻撃の被害を受けたと回答した企業 (2,109社)

1. たいていの脅威 (36.7%) はサーバーで検出される

ユーザーがログインしないため、一般に IT 管理者は、サーバーは「安全」であるという意識
を持っていますが、この調査によると、実際は最もリスクが高いことがわかります。最新の攻
撃は、しばしばエンドポイントから始まり、その後、より価値のある攻撃対象であるサーバー
に拡散します。企業が、エンドポイントでなくサーバーで脅威を検出していることは、企業が
脅威チェーンの初期段階の動作を把握していないこと、さらにエンドポイントにセキュリティ
ギャップがあることを示しています。同時に、サーバーへの攻撃が企業に最も大きな被害を
与えるため、その時点で攻撃が検出される、ということも考えられます。

2. ほぼ 10件に 1件の脅威は、モバイルデバイスで検出される

脅威の 9.6% はモバイルデバイスで検出されており、モバイル脅威は大きな危険をもたらすこ
とを意味します。企業は、業務データにアクセス可能なデバイスすべてを適切に保護する必要があります。

3. インドでは、脅威がモバイルデバイスで検出される割合は 2倍高い

世界全体では脅威の 9.6% がモバイルデバイスで検出されていますが、この割合はインド
ではその 2倍近くの 18.8% になっています。これは、テクノロジーと文化的要因の両方に
起因すると考えられます。第一に、Android はモバイルマルウェア作成者が好んで攻撃の対
象にするプラットフォームですが、インドで使用されている携帯電話の 9割は Android で
す。したがって、インドのデバイスはモバイル脅威に対して特に脆弱です。さらにインド
は、レピュテーションの低いアプリのインストール率が最も多い国の 1つで、よりモバイ
ル脅威に感染しやすくなります。また、モバイルデバイスのみに依存して業務を遂行して
いる企業の割合は、インドでは世界の他の地域と比較して高くなっています。このため、
モバイルデバイスが悪意のある攻撃の被害を受ける可能性も高くなると考えられます。
https://economictimes.indiatimes.com/tech/software/the-critical-flaw-in-indias-mobile-security/articleshow/65085273.cms
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真実 その 2：IT 管理者は、攻撃者の
滞在時間を把握していない
ソフォスは、昨年、最も大規模な被害を与えたサイバー攻撃が発見されるまでの時間について、
調査対象の企業に質問しました。滞在時間を把握していた企業の回答の平均は 13時間でした。

最も大規模な被害を与えた
サイバー攻撃が企業環境内
で検出されるまでの時間

ハッカーが企業システムやデータに中断なしでアクセスできる時間として、13時間は明らかに
長時間です。このように長い時間があれば、機密情報の持ち出し、認証情報の窃取、金銭を盗む
トロイの木馬のインストールなど、サイバー犯罪者は大規模な被害を与えることができます。
脅威が発見されるまでの時間は、国によって異なります。最も速いのはオーストラリア、ブラ
ジル、カナダで、平均 10時間です。反対に最も遅いのは日本で、平均 17時間かかります。

10時間
11時間
12時間
14時間
15時間
16時間
17時間

最も大規模な被害を与えたサイバー攻撃が企業環境内で発見されるまでの時間。
質問の対象：企業環境内で脅威が発見されるまでの時間を把握していた企業 (1,744社)
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滞在時間 13時間は、氷山の一角に過ぎない
13時間の滞在時間といえば長い時間ですが、これはあくまでも最良のケースです。
さらに、13時間という平均の滞在時間 (脅威の滞在時間を把握していた企業 1,744社の回答
の平均) は、一見、他の調査の結果と矛盾しているように見えます。たとえば、Verizon デー
タ漏えい調査報告書は、データ漏えい事件の 68% は、発見されるまで数カ月以上かかるとし
ています。この調査結果の相違は非常に興味深く、現在、脅威の検出・対応を集中して実施す
る強力なチームを持たない企業が直面している現実を、より深く理解するのに役立ちます。
企業が把握できているのは、攻撃の一部のみです。先ほど説明したように、たいていの
脅威はサーバーで発見されており、これは企業が、エンドポイントでの攻撃状況を把握し
ていないことを意味します。つまり、企業は脅威形跡の全容でなく、一部のみを把握して
おり、脅威が企業環境に潜んでいた時間を少なく見積もっていることが考えられます。
したがって企業は、不十分な情報に基に、サイバーリスクの全容を理解せずに、セキュリ
ティに関する決断を下していることになります。

企業は 17%
の脅威につい
て、脅威が検
出されるまで
の滞在時間を
把握していま
せん。

企業は、滞在時間を正確に評価するために必要なツールを持っていません。大半の中小規模
の企業は、企業環境での脅威の滞在時間を正確に把握するために必要な時間、ツール、および
専門知識を持っていません。
脅威の検出しやすさは、脅威の種類によって異なります。各脅威の拡散方法、攻撃手法、
および最終目標は、それぞれ非常に異なります。通常、大量の攻撃を行い、そのうち 1つ
でも成功することを狙うタイプの脅威は、高度な標的型ステルス攻撃と比較して、自身を
他のプロセスに見せかけようとする努力もあまりしません。実際、このような「量販市場
向け」脅威の多くは、攻撃後、数秒以内に検出・ブロックされます。
Verizon データ漏えい調査報告書は、データ漏えいのみに集中した調査であるのに対し、
ソフォスの調査では、より広範囲のサイバー攻撃に関する調査が行われました。最も影
響が大きく、被害を与える脅威は、しばしば最も高度で滞在時間の長い脅威です。
脅威が巧妙に偽装されるなか、IT 管理者は、最も大々的な被害を与える、複雑で高度な
攻撃を検出する必要性を痛感しています。実際、調査対象の企業は、EDR (Endpoint
Detection and Response) ソリューションで最も重要な機能は、疑わしいイベントを
検出できる機能であると回答しています。
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真実 その 3：IT 管理者は脅威の
侵入口を把握していないため、
それを塞ぐことができない
効果的なセキュリティ戦略の 1つに、脅威が最初に企業に侵入することを阻止する
ことがあります。しかし、5人に 1人の IT 管理者は、最も大規模な被害を与えた
サイバー攻撃がどのように企業に侵入したかを把握していません。結果として、
そのような侵入口を保護することができません。

16%

20

%

侵入口を把握
していない
企業の割合

侵入口を把握して
いない企業の割合
(1,000～5,000人の企業)

25%

侵入口を把握して
いない企業の割合
(100～1,000人の企業)

最も大規模な被害を与えたサイバー攻撃の侵入口を把握していない企業の割合。
質問の対象：昨年、サイバー攻撃の被害を受けたと回答した企業 (2,109社)

大規模企業は、小規模企業よりも脅威の侵入口を把握している傾向があります。
これは大規模企業が、より専門知識のあるスタッフ、およびより包括的なサイバー
セキュリティ ソリューションを持っていることの両方が原因と考えられます。小規模
企業は攻撃を受けた際、何が起こったかを調査するリソースや専門知識もなく、被害
のクリーンアップのみに専念する傾向があります。サイバー犯罪者はあらゆる規模の
企業を攻撃します。しかし、小規模企業は脅威の侵入口の検出に苦心することから、
より被害を受けやすくなります。
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真実 その 4：企業はセキュリティ
問題でないことが判明する
インシデントの調査に
年間 41日を費やしている
企業は平均で 1カ月に 4日 (つまり 1年に 48日)、セキュリティ問題の可能性がある
インシデントを調査しています。しかし、実際にセキュリティ問題であることが
判明するのは、このうち 15% のみです。結果として、企業は作業時間の 85%
(年間 41日に相当) を、セキュリティ問題でないことが判明するインシデントの調査
に費やしていることになります。これは、明らかに金銭的影響および生産性への影響
をもたらします。
ÌÌ 直接のコスト：セキュリティ問題でないことが判明するインシデントの調査に膨大
な時間を費やすことによる、金銭的および人材への影響
ÌÌ 機会コスト：セキュリティ問題でないことが判明するインシデントを調査している
ために対処できない他の IT タスク
このような作業環境は非常に非効率的であり、最も望まれている EDR 機能が、疑わし
いイベントの検出であることが理解できます。疑わしいイベントを検出できる効果的
なツールを企業が持ち合わせていれば、困難な作業にむやみに時間をとられることな
く、限られた人材を適切な場所に割り当てることができます。疑わしいイベントを
効果的に検出できると、企業には次のようなメリットがもたらされます。
ÌÌ 効率性の向上：限れらたリソースをより効果的に使用できます
ÌÌ 拡散の抑制：真のセキュリティ問題をより迅速に検出し、対処できます
ÌÌ リスクの最小化：最も高リスクと思われる疑わしいイベントの対処に、リソースを
集中させることができます
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真実 その 5：5社中 4社の企業は
セキュリティの専門知識不足で、
脅威の検出と対応に苦心している
脅威がこのような課題をもたらすなか、サイバーセキュリティの人材不足は深刻な
問題です。IT 管理者の 80% が、セキュリティインシデントを的確に検出・調査・
対応できる、強力なチームの存在を望んでいると回答しているなか、企業は、
サイバーセキュリティの人材不足により、手探りでセキュリティインシデントに対処
していることは明らかです。

80%

強力なセキュリティチーム
の存在を望んでいる
企業の割合

71%

サイバー攻撃の
被害を
受けていない企業

85%

79%

サイバーセキュリティ
人材の採用は難しい
課題であると
回答した企業の割合

サイバー攻撃の
被害を
受けている企業

強力なセキュリティインシデント対応チームの存在を望む企業の割合は、サイバー攻
撃の被害を受けた企業 (85% が希望) と受けていない企業 (71% が希望) では明らか
に違いがあります。これは、サイバー攻撃の被害を受けた企業は、サイバーセキュリ
ティに対してより高い認識を持っていることを意味します。その認識は、セキュリ
ティの専門知識が不足しているという実感 (脅威が社内の防御を突き抜けたという
苦い経験に基いています)、および最新の高度な攻撃のブロックは困難で、対処には
サイバーセキュリティ人材が必要である、ということの両方に対するものです。
残念ながら、人材不足を解消するのは容易なことではありません。適切な人材の必要
性を企業が認識していても、それを確保できるかどうかは別問題です。回答者のなん
と 79% が、サイバーセキュリティ担当者の採用は難しい課題であるとしています。
したがって、必要な人材を確保するのは困難であり、そのギャップを埋めるために
企業は人工知能などのテクノロジーに依存する必要があることを示唆しています。
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真実 その 6：半数を超える企業が、
EDR ソリューションを最大限に
活用できない
企業にとって、EDR は急速に必須のテクノロジーになりました。調査した IT 管理者
の 9割以上 (93%) は、セキュリティの主力ソリューションとして EDR を導入済み、
または導入を予定していると回答しています。現在 EDR を導入していない企業の
うち、なんと 89% は導入を予定しており、61% は今後 6カ月以内に導入を予定して
います。先ほど明らかになったように、企業がセキュリティインシデントの調査に
膨大な時間を費やしていること、および脅威チェーンの可視性がないことを考える
と、このような EDR の導入計画は納得がいきます。

93%

セキュリティ強化に
EDR の導入を希望

すべての企業に
EDR

61%

90%

EDR を 6カ月以内に
導入予定

EDR を導入予定

企業規模を問わず
ニーズは同じ

さらに興味深いのは、EDR に対するニーズは大規模企業と小規模企業でほぼ同じであ
るいうことです。EDR は、もやは大規模企業のみを対象とするツールではなく、あら
ゆる規模の企業で必要とされていることは確かです。
調査した国別にみると、EDR の導入予定率が少ないという点で日本は際立っています。
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カナダ
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平均

0%

EDR 導入を計画している企業の割合。質問の対象：現在 EDR を導入していない企業 (1,990社)

日本以外のすべての国では、EDR テクノロジーを導入していない企業のうち少なくと
も 8割が、導入を予定しています。割合ではインドがトップの座を占め、現在 EDR
を導入していない企業の 99% が導入を予定しており、そのすぐ後にオーストラリア
(97%)、米国およびブラジル (共に 95%) が続いています。しかし日本では、
EDR テクノロジーを導入していない企業のわずか 3社に 1社 (34%) が、今後導入
することを予定しています。
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EDR は、導入するだけでなく最大限に活用する必要がある
EDR は、サイバー攻撃対策を強化できる強力なツールですが、それを効果的に使用し
て、投資収益率を最大化するための人材も必要です。残念なことに、EDR を購入済み
の企業の半数以上はそれを実施できていません。54% の企業は、EDR を最大限に
活用できないため、購入は無駄になっています。

54

%

EDR ソリューションを最大限
に活用できない企業の割合
小規模企業ほど EDR を最大限に活用できないであろうと思いがちですが、興味
深いことに、これは企業の規模には依存していません。企業はその規模に関わ
らず、ほほぼ同様の回答をしています。
これには複数の理由があると考えられ、以下の要因の両方が、すべての回答者に
影響を与えていると想定されます。
EDR 管理者の人材不足。EDR ソリューションを最大限に活用するにはそれを
管理する人材が必要です。既に説明したように、サイバーセキュリティの人材
不足は広く問題になっています。
ユーザビリティ：既存のスキルとの不一致。テクノロジーの価値は、効果的に
使用できてはじめてわかります。企業は、EDR ソリューションの使いやすさ、
および現在社内にあるスキルやリソースとどのように適合するか、ということ
を考慮する必要があります。
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真実 その 7：1度被害を受けた企業
は 2度目からより慎重に
インシデントを調査
この調査のいくつかの質問に対して、サイバー攻撃の被害を受けた企業とそうでない
企業の回答に、非常に大きな違いがあることがわかりました。昨年、サイバー攻撃の
被害を受けた企業のセキュリティ対策には、次のような特徴があります。
ÌÌ より慎重にインシデント調査：被害を受けていない企業と比較して、調査する
インシデントの数は 2倍
ÌÌ サイバーセキュリティ対策により多くの時間を投資：セキュリティ問題の可能性
があるインシデントの調査に 1カ月に 4日費やしている
(被害を受けていない企業の場合は 1カ月に 3日)

2倍

調査するインシデントの数

1/3

調査に追加で費やしている時間の割合

これには、次のような複数の要因が考えられます。
1. 被害を受けてからセキュリティ対策を強化した。被害を受けた企業は、サイバー攻撃
の与える影響を身をもって知るため、時間・労力・人材を惜しまずに脅威の阻止に
取り組むことが考えられます。
2. 企業環境の可視性がない。サイバー攻撃対策が不十分であると、脅威が侵入しやす
く、攻撃を効果的に調査することもできません。したがって、調査が必要となる
インシデントの数が増えますが、対処ツールに限りがあるため、調査に余計に時間
がかかることが考えられます。
3. 攻撃の形跡をよりよく把握している。攻撃の被害を受けた企業は、疑わしい攻撃の
形跡をよりよく把握していることが考えられます。
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EDR の実態
この調査では、エンドポイントセキュリティに関して世界各地の企業が直面している
複数の課題、および EDR テクノロジーの使用に関する問題が明らかになりました。
ここでは、EDR の実態、およびエンドポイント対策で EDR をどのようにして使用
すればよいのかについて見てみましょう。
EDR は、この調査で明らかになった多くの問題に対処することができます。まず、サ
イバー攻撃について見てみましょう。調査した企業 3社のうち 2社が、昨年サイバー攻
撃の被害を受けました。しかし、IT 管理者の 17% は企業環境での脅威の滞在時間を把
握しておらず、20% は脅威の侵入口を把握していません。EDR はこのような問題に答
えることができるので、企業は攻撃の根本原因、滞在時間、および攻撃の与える影響を
把握することができます。このような情報を得ることで、企業は必要なセキュリティ対
策を導入したり、セキュリティホールを塞いだりすることができるようになります。
また、企業が脅威を検出するまで平均で 13時間かかることもわかりました。EDR はプ
ロアクティブに疑わしいイベントを検出できるので、これまで長期間に渡って検出され
ていなかった攻撃を検出することもできます。したがって EDR を活用することで、企
業は効果的な対策を取って、サイバー攻撃の被害を受けにくくすることができます。
さらにこの調査では、企業がセキュリティ問題の可能性があるインシデントを、年に
48日かけて調査しているということも明らかになりました。EDR は、この時間を削減
するため、セキュリティ問題の可能性があるインシデントに対して、エキスパート解析
を提供するだけでなく、手順に従ってインシデントに対応する機能を提供して、専門
知識を持たない担当者でも理解して対処できるようにします。これによって、企業が
インシデントの検出・対応に費やす時間が劇的に削減されます。
一方、EDR を導入済みの企業の 54% は、EDR ソリューションを最大限に活用でき
ていないということも明らかになりました。このため、仕事量を増やすだけでなく、
企業に適した EDR ソリューションを選択することが非常に重要です。EDR ソリュー
ションを適切に導入することで、企業は限られた人材をより効率的に使用することが
できるようになります。

まとめ
サイバーセキュリティ対策は、世界各地のあらゆる規模の企業が常に直面している
課題です。このため、この調査に回答した 6大陸 12カ国の 3,100人の IT 管理者の
経験から、次のような重要な事柄を学ぶことができます。
第一に、企業はサイバーセキュリティ戦略を立てる上で、脅威が保護対策をくぐり
抜けることができる、という想定からはじめる必要があるということです。そして、
脅威の可視性には限界があり、結果としてセキュリティホールを検出・ブロックする
機能にも限界があるということを意識する必要もあります。
第二に、企業の大半は EDR をセキュリティ戦略にとって必要不可欠なものとして
捉えているということです。これは驚くべきことではありません。EDR は、この調査
で指摘された複数の問題に対処できる有効なツールです。サイバーセキュリティ人材が
不足しているなか、高度な EDR ソリューションは、脅威の一歩先を行くために必要な
可視性と専門知識を提供することができます。
しかしこの調査で明らかになったように、単に EDR を購入するだけでは十分ではありませ
ん。EDR ソリューションを最大限に活用できないため、EDR への投資が無駄になっている
企業が多数あります。このような状況に陥らないためにも、企業はセキュリティ対策に追加
する前に、EDR ソリューションの機能とユーザビリティを綿密に検討する必要があります。
7つの気になる真実 - エンドポイントセキュリティ
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ソフォスは、エンドポイントセキュリティとネットワーク
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は、世界約 150カ国で 1億ユーザー以上のお客様に採用さ
れています。Intercept X Advanced with EDR を使用
して企業はセキュリティインシデントの攻撃範囲とその影
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を検出し、ファイルの脅威解析を実行することができます。
組織のセキュリティ状況をいつでもレポートに出力できる
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