
CISO への第三の質問
『導入したセキュリティツールは期待どおりに機能していますか？』
ますます巧妙化し増加するセキュリティ脅威から組織を守る
レジリエント・ゼロトラスト・ソリューション
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CISO ( 最高情報責任者 ) にとっての重要な課
題は、進化し続ける脅威の中で組織のセキュ
リティを守りながら、ビジネスの成功を支援
することです。

CISO が抱えるリスクはこれまで以上に高まっ
ています。脆弱性を特定し、それに対処する
手段を講じなければ、ビジネス、顧客、そし
て CISO 自身にとって、致命的な結果を招き
かねません。

進化する脅威に素早く対応しようとする中で、
複雑化する事業環境と急速に変化する優先順
位の要求のバランスを取ることは、CISO に
とって大きな挑戦にもなっています。

脅威を特定しそれに対処するかしないかのう
ちに、別の脅威が出現するのが現在のセキュ
リティ環境です。CISO は次のふたつの重要な
質問に対処し続けるサイクルに取り込まれて
います。

第一の質問 どのようなセキュリティリスクに
直面しているか？
第二の質問 これらのリスクを管理するために
必要なツールは導入されているか？

セキュリティチームが、プロジェクトを次か
ら次へと遂行し続け、ふたつの質問への対応
に捉えられている中で、第三の、そして最も
重要な質問は、しばしば放置されてしまいま
す。

第三の質問 セキュリティツールを導入した
後、それらが期待通りに機能していると確信
できるか？

導入したセキュリティツールの有効性を継続
的に評価しなければ、ツールに過剰な投資を
続け、自社のセキュリティ体制を過信するこ
とになります。それは、最悪の事態を招く危
険性があります。

私たちは、世界最大規模の組織で CISO とし
ての経験を有するサイバーセキュリティの専
門家 4 人にインタビューを行い、なぜこれほ
ど多くの問題がありながら、この重要な第三
の質問が頻繁に見落とされているのかについ
てのインサイト ( 洞察 ) を得ました。どうす
れば、この第三の質問をセキュリティ戦略に
組み込むことができるのでしょうか。また、
第三の質問への答えが「No」だった場合、ど
うすればよいのでしょうか。

Charles Blauner
元 Citi: Global Head of
 Information Security ／
元 JP Morgan・Deutsche
Bank: CISO ／
Teams8 Group: Partner & 
CISO-in-Residence ／
Cyber Aegis Consulting: 
President ／
Absolute Software:
Strategic Advisor

Todd Inskeep
元 Booz Allen Hamilton:
Commercial Cybersecurity 
Delivery Executive ／
RSAC Conference:
Advisory Board Member

Lou Klubenspies
PerkinElmer: CISO and
Senior Director, IT Risk

Malcolm Harkins
元 Intel: CISO ／
元 Cymatic: Chief Security 
and Trust Offi  cer
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今日の CISO は、優先事項の変化や自らの役
割に対する新たな要求に直面し、セキュリティ
およびリスク戦略を迅速に見直すことを課せ
られています。急速に進化するビジネス環境、
ますます厳しくなるコンプライアンス要件、
そして常に存在する予算と人材の制約により、
CISO はこれまで以上に重責を負っています。

そうしている間も新たな脅威は出現し続け、
その解決策として、ただでさえ複雑化してい
るセキュリティスタックにさらに新しいツー
ルを重ねることになることが多いのです。調
査によると、86% の組織が最大 20 社のセキュ
リティベンダーを利用しており 1、多くの組織
が数百社に及ぶソリューションを管理してい
ます。当然ながら、81% がこのようなマルチ
ベンダー環境は困難であると感じています 2。

Charles Blauner 氏は、このような要求をよ
く理解しています。Blauner 氏は、サイバー
レジリエンス ( 復活力 )、情報セキュリティリ
スク管理、データプライバシーに関する専門
家として国際的に認められており、2019 年
までは Citi の情報セキュリティのグローバル
ヘッドを務め、JPMorgan と Deutsche Bank 
の両方で CISO を務めていたこともあります。

「CISO は、非常に大規模で複雑な環境を担当
する傾向があります。」Blauner 氏は、世界 
100 カ国、22 万 5000 人の従業員を抱える 

Citi で、140 のセキュリティツールと 50 万
台のデバイスを管理していた経験を例に挙げ
て説明します。

「しかし、オペレーションの統合性を理解する
ことは、グローバル企業だけが持つ課題では
ありません。複雑性はあらゆる組織に影響を
与えます。」

複雑な状況に直面すると、最も明白な疑問が
見落とされることもある、と Blauner 氏はい
います。

「CISO の仕事には、検討課題が非常に多く、
フォローがおろそかになることがあります。
つい後回しにされがちな疑問の中で最も大き
いのは『導入した対策は依然として有効か？』
ということでしょう。決して気にかけていな
いからではなく、関心がすでに他の多くの事
柄に向いてしまっているがために、そのよう
な状況が発生します。

プロジェクトが終了し、ソリューションが展
開されても、一息つけるのはほんの一瞬です。
解決すべき問題や危機は、常に待ち構えてお
り、CISO は常に次から次へと動き回っていま
す。私の経験で考えると、10 種類の異なるプ
ログラム領域があって、常に 4 つか 5 つの重
大なプロジェクトが進行していました。そし
て、常にその先にもう新しいプロジェクトの
影が見えていました。」

複雑さは
セキュリティの敵

1 2020 Cisco CISO Benchmark Study, Cisco.
2 ibid

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/ciso-benchmark-report-2020.html?CCID=cc000160&DTID=odicdc000016&OID=ebksc020457
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環境が複雑化する中で、CISO の役割も拡大し、
多くの人が収益戦略やカスタマーエクスペリエ
ンス・イニシアチブによって直接的に貢献する
ことが期待されるようになっています。

Todd Inskeep 氏は、世界的なコンサルティ
ン グ 会 社 で あ る Booz Allen Hamilton 社 で 
Commercial Cybersecurity Delivery Executive 
を務めるまで、30 年にわたってサイバーセキュ
リティの分野で革新を続けてきました。Inskeep 
氏は、CISO に求められる役割の進化を直接体験
しています。

「今日の CISO にはふたつの役割があります。組織が行うすべて
においてセキュリティを守る方法を推進することと、そして、
攻撃から組織を守ることです。

戦略的に、CISO はこれまで以上にビジネスに近
いところにいます。組織に貢献できるという意味
でそれは良いことです。収益はでているのか？新
しいビジネスモデルをどのように確保するか？リ
モートで働く従業員をどう確保するか？しかし、
その結果、すでに導入されているツールや戦術の
有効性から視線がそれてしまいかねません。」

進化する、
多面的な役割
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脅威の
過負荷
2019 年のサイバー攻撃の 86% は金銭的な
利益を動機としており 3、2021 年のインター
ネット犯罪による被害総額は 69 億ドル ( 約 
8,300 億円 ) を超えました 4。無防備なデバ
イスは攻撃者にとって魅力的であり、しば
しば成功するターゲットとなります。実際、
侵害の大半はエンドポイントから始まって
います 5。

Inskeep 氏の推定では「99％の場合、エンドポイントが侵入元
となります。敵はデバイスにアクセスし、そこから拡大していく
のです。」

マルウェアとランサムウェアは引き続き脅威のトップリストに上って
おり、フィッシングは攻撃の 80% を占めています 6。

また、情報漏えいの平均コストは 386 万ドル 7 とされており、企業が被るコス
トは計り知れないものがあります。日本国内でもフィッシング詐欺は増加傾向を
示しており、2021 年 12 月にフィッシング対策協議会に寄せられたフィッシン
グ報告件数 ( 海外含む ) は、63,159 件と、過去最高を記録しました。その後、
2022 年に入っても月に約 5 万件の報告があります 8。

これに対し、組織はエンドポイント防御を強化し、サイバー犯罪者の一歩先を行くために
必死で対策を重ねてきました。しかし、こうした対策が機能しているかどうかを把握し、
機能していない場合に対策を講じるための可視性とツールが不足していることがあまりに
も多いのです。

3  2020 Data Breach Investigations Report, https://enterprise.verizon.com/en-gb/
resources/reports/dbir/

4  2022 FBI annual Internet Crime Report 2021, https://www.ic3.gov/Media/PDF/
AnnualReport/2021_IC3Report.pdf

5  IDC, 2018 , Securitymagazine.com, https://www.securitymagazine.com/articles/90388-
endpoint-securitytools-eventually-fail-says-a-report

6  CSO.com, https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-
and-statistics.html

7 Cost of a Data Breach Report 2020, IBM.
8  フ ィ ッ シ ン グ 対 策 協 議 会 , 2022/02 月 次 報 告 , https://www.antiphishing.jp/report/

monthly/202202.html

https://enterprise.verizon.com/en-gb/resources/reports/dbir/
https://www.ic3.gov/Media/PDF/AnnualReport/2021_IC3Report.pdf
https://www.securitymagazine.com/articles/90388-endpoint-security-tools-eventually-fail-says-a-repor
https://www.csoonline.com/article/3153707/top-cybersecurity-facts-figures-and-statistics.html
https://www.ibm.com/security/data-breach
https://www.antiphishing.jp/report/monthly/202202.html
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Blauner 氏が証言するように、エンドポイン
トの複雑さ (主にソリューションの増加によっ
て引き起こされる ) の管理は、継続的な戦い
です。

2020 年に  600 万台のエンドポイントを調査
した Absolute 社では、ほぼ 3 台に 1 台のデ
バイスで、エンドポイント保護、クライアン
ト管理、または VPN アプリケーションが準拠
しておらず、5% 以上のデバイスでこれらの
重要な制御が完全に欠落していることがわか
りました 9。

アンチウイルスやアンチマルウェアのツール
をインストールした場合、大半のデバイスに
は同じ機能を果たすように設計されたエー
ジェントがふたつ以上存在していました。複
数の、時には重複するエージェントが、制御
の衝突や崩壊を引き起こし、エンドポイント
を脆弱にしていたのです。

デバイスを最新の状態に保つことは、特にリ
モートワークの従業員を保護するために、ネッ
トワーク外でパッチを展開する必要がある場
合、難しいものです。

COVID-19 の発生当初から、パッ
チ適用までの平均時間は 2 カ月
を大きく超えて推移しています。
Windows 10 を使用している組織
の場合、その平均遅延は 95 日とい
う驚くべき数字になっています 10。

パッチが適用されていない脆弱性がサイバー
犯罪者にとって最も一般的な攻撃経路である
にもかかわらず、最近の別の調査で、侵害の 
60% は、利用可能なパッチが適用されていな
い脆弱性に関連していることが分かっていま
す 11。

エンドポイントの
複雑さそのものが
脆弱性になる

9   2020 Endpoint Resiliency Report, Absolute.
10 ibid
11  https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/unpatched-vulnerabilities-the-source-of-most-data-

breaches/d/d-id/1331465

https://www.path.absolute.com/resources/2020-endpoint-resilience-report
https://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/unpatched-vulnerabilities-the-source-of-most-d
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エンドポイントに複数のセキュリティエー
ジェントが存在すると、ユーザーエクスペリ
エンスに影響を与えます。従業員がフラスト
レーションを感じたときに、その行動が新た
な脆弱性を不用意に誘発する可能性がありま
す。

インテルの元 CISO である Malcolm Harkins 
氏は、ビジネス目標やユーザーエクスペリエ
ンスをしっかりと見据えながら、セキュリ
ティ管理の最適化によってリスクを最小化
することを長年にわたって提唱しています。

Harkins 氏は「私は自分の役割を、選択する
アーキテクトであると考えています。ビジネ
ス、CIO、そしてエンドユーザーにとって有益
なソリューションを提供するのが私の務めで
す。そのためには、セキュリティの選択によっ
てデバイスの使い勝手が悪くならないような、
摩擦の少ない環境を作ることが重要です。ど
のような対策が摩擦を生むかを知ることは、
脅威管理の重要な要素です。」

「人々は問題を感じ始めると、その
問題の原因を無効にしたり、取り除
いたりしようとします。多くの場合、
これはツールがうまく統合されてい
ないためで、率直に言って、大手セ
キュリティベンダーにはこの統合問
題を解決したいと思う動機がないの
です。」

しかし、Harkins 氏は、エンドユーザーが自
分のコンピュータをスムーズに動かしたいと
いう気持ちは責められるべきものではないと
認めます。「エンドユーザーが非難されるこ
とはよくありますが、実際にはセキュリティ、
IT、経営陣が解決策を提供する責任を負う必
要があるのです。」

自分のことは
自分で
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コントロールがすべてのデバイスに存在し、機能し
ているかどうかを知ることの重要性は、これ以上な
いほど明らかです。複雑化した結果、コントロール
の衝突や崩壊が起こり、すべてのエンドポイント保
護エージェントが失敗する確率は 100% です 12。

「保護されていないエンドポイントは、
全体の中で最も弱いポイントになります。」

Blaune 氏は、セキュリティリーダーが行動を起こ
す必要性を強調します。「CISO は、エンドポイン
トエージェントの劣化問題について考えていませ
ん。単にリスクのリストに入っていないか、あるい
は含まれていたとしても、そのリスクを積極的に管
理する方法があることを知らないだけなのです。も
し、管理できていないリスクのカテゴリーがあると
すれば、それは取締役会が CISO に期待する成果と
の間にギャップがあることになります。このギャッ
プを埋めるには、エンドポイントで何が起こってい
るかを認識する必要があります。」

最も弱い部分が
標準になる

12 ibid
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もちろん、このような認識を得るには、デバ
イスの可視性を維持する必要があります。世
界的なパンデミックに直面している今、これ
ほど大きな課題はありません。リモート環境
の従業員のビジネス継続を維持するという新
しい任務を負う CISO にとって、エンドポイ
ントを可視化することは、何が機能している
かを知るための最初のステップとなります。

Fortune 1000 にランクインしている遺伝子
研究会社 PerkinElmer 社の CISO である Lue 
Klubenspies 氏は、「資産の可視化は私の最大
の悩みです。」と打ち明けます。

「1 万台以上のエンドポイントを管
理している、と認識しています。し
かし、自分の環境内のすべてのエン
ドポイントを可視化できているので
しょうか？どうすれば確証を持つ
ことができるのでしょうか？現在、
人々は自宅で仕事をするようにな
り、VPN も使わなくなっているの
で、問題はさらに深刻になっていま
す。」

Harkins 氏は次のように述べています。「脆弱
性や侵害を防ぐには、可視化が必須です。可
視化ができなければ、検知は困難となり、多
くの場合、事後対応が唯一の選択肢となりま
す。」

Klubenspies 氏はこういいます。「可視性を高
めるためにもっと努力しなければならなりま
せん。そして、そのエクスペリエンスをシー
ムレスにするためのツールが必要です。」

見えないものは
守れない
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Klubenspeis 氏はこう説明します。「私の仕事はリス
ク管理であり、リスクを排除することではありません。
リスクを完全に排除することはできないので、どの程
度のリスクなら許容できるかを見極めなければなりま
せん。」

Blauner 氏も同意見です。「CISO または CIO/CTO 
として、あなたは環境の運用の完全性に関わるス
テークホルダーに対して責任を負っています。期待
されているのは、あなたが自信を持ってこう言うこ
とです。『私はリスクを理解しています。リスクを
理解し、測定しています。そして、CISO として取
締役会と合意した一連のリスク許容度に照らして、 
リスクを管理します。』」

リスク許容度の
トレードオフ
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エンドポイントの複雑さに対処してリスクを
軽減できれば、ユーザーが安全で暗号化され
た最新のデバイスからネットワークにアクセ
スしていることを確認できますが、リスクの
軽減ができなければ、予防的コントロールが
損なわれたときに組織が攻撃にさらされるこ
とになります。

進化する脅威、急速に変化する優先順位、多
額の投資にもかかわらず予測可能な割合で失
敗するセキュリティエージェントに直面して
いる CISO は、「機能しているかどうか」を成
功基準に組み込むことで、必然的にセキュリ
ティ体制を改善し、投資の価値を認識するこ
とができます。

「導入した製品が意図したとおりに問題を解決
したのか、その役割を果たし続けているのか、
確認する必要があります。そのためには、ま
ず測定が必要です。」と、Blauner 氏は言いま
す。

「この質問の答えは 3 種類あります。ひとつめ
は、問題がないことです。ふたつめは、問題
はあるものの、それは製品固有の問題であり、
問題を解決するために、製品の使用をやめる
か、製品を交換することができることです。 
3 つめは、製品間の相互作用や環境そのものに
よって生じる問題があることです。3 つめの場
合、製品を取り除くとさらに悪化する可能性
があるので、代わりにその環境をレジリエン
ト ( 弾力性のあるもの ) にすることでリスク
を管理する必要があります。」

第三の質問に
答える
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今日のエンドポイント環境は非常に複雑化し
ており、暗号化、VPN、アンチウイルス、ア
ンチマルウェアなどのソリューションに依存
するだけでは、もはや十分な保護が得られな
いことは明らかです。

Gartner 社は「取締役会や上級管理職は、サ
イバーセキュリティについて誤った質問をし
ており、投資判断に失敗している。」と指摘し
ています。「サイバーセキュリティが十分では
ないことは、ほとんどの経営陣がよく認知し
ている。CIO や CISO には、その限界まで対
処するように追い立てられており、そのため
に多くの行動や投資が促されているが、これ
もまた失敗に終わるであろう。」13

今日の CISO は、行った投資の効果を測定す
るための厳密さを高めなければなりません。
そして、第三の質問である「引き続き機能し
ているか」を問い、答えが「いいえ」であっ
た場合の戦略を用意しておく必要があるので
す。
そのための実証済のアプローチが、エンドポ
イント・レジリエンス戦略です。レジリエン
スとは、復活力があることを意味します。そ
の中心は、デバイスのファームウェアに組み
込まれ、不変のハードウェアの Root of Trust 
( 信頼の起点 ) であり、組織は壊れないデジタ
ルテザーによって接続性と制御性を維持する
ことができます。エンドポイントは、ユーザー
の介入なしに、あらゆる事故から自動的に安

全な運用状態へと復活できなければなりませ
ん。

真のエンドポイント・レジリエンスを実現
するセキュリティソリューションについて、
Blauner 氏が推奨するのはただひとつです。
Blauner 氏は、「『引き続き機能しているか』
という問いに答えられるのは Absolute だけ
です。」と断言します。「Absolute は、エンド
ポイント・レジリエンスの問題を解決し、自
己復活環境を構築するために最適のソリュー
ションを提供する企業です。」

Absolute は、削除不可能な唯一のエンドポ
イント防御プラットフォームです。ファー
ムウェアに組み込まれた特許取得済みの 
Persistence®( パーシステンス : 永続性 ) 技術
を使用することで、組織はすべてのデバイス
に対して、たとえ組織ネットワークから外れ
ていても、継続的で安全な接続を維持するこ
とが可能になります。

エンドポイント・レジリエンスとは、デバイ
スが自律的に修理や再インストールを行い、
自己復活することを可能にするもので、この
永続性のある接続で強化されています。自己
復活機能は重要なアプリケーションにも適用
されるため、Absolute は「第三の質問」に応
えるソリューションとなっています。CISO は
エンドポイントが保護されているという安心
感を得ることができます。

レジリエンス 
( 復活力 ) は複雑性への
ソリューションになる

13  Gartner, The Urgency to Treat Cybersecurity as a Business Decision, Paul Proctor, 
12 February 2020. (Gartner subscription required)

https://www.gartner.com/document/3980891
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Harkins 氏はいいます。「CISO は、ビジネス、
顧客、そして社会に対して、エンドポイント
のセキュリティを確保する責任があります。

『引き続き機能しているか？』に答える CISO 
の答えは、会社の収益だけでなく、人命にす
ら影響します。」

Klubenspies 氏は、すべての CISO は自分の
仕事に自信を持つために、『引き続き機能して
いるか？』に対する答えを知っていなければ
ならないと考えています。「CISO は、CEO の
目を見て、組織が安全だと言えなければなり
ません。セキュリティツールが機能している
と自信を持って言えるのであれば、良い状態
にあると言えるでしょう。」

役割を
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