AI 駆動型 EDR
よりインテリジェントな検知と対処のための現在および今後の進路
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AI 駆動型 EDR

セキュリティ不安を抱える
エンドポイント

セキュリティ専門家の仕事は姿の見えない攻撃者との終わりのないいたちごっこと化し
ており、きわめて巧妙で逃げ足の速い攻撃者には大半のセキュリティシステムが出し抜
かれています。専門家がどれほど有能ですばやく対応しても、攻撃者もまた敏捷です。
そして、この敏捷性に日々、磨きをかけています。その結果、エンドポイントはいまだに
脆弱なままとなっています。
これは単にセキュリティ担当者を増員すればよいという問題ではありません。業界全体
で、IT 専門家の需要は供給をはるかに上回っています。米国では、2022 年までに
1,800 万人の IT 労働者が不足すると見込まれています 1。企業では日常的な作業の
実施に人手がさらに不足するようになり、ましてセキュリティ上重要な作業まではとても
手が回らなくなるでしょう。事実、ESG によって最近実施された調査では、エンドポイン
トセキュリティスタッフの弱点として挙げられた上位 2 項目は、「エンドポイントに関連
するサイバーセキュリティインシデントを調査して根本原因と攻撃チェーンを特定する能
力」と「エンドポイントの状態を監視してリアルタイムまたはほぼリアルタイムでネット
ワーク上のエンドポイントのインベントリを取得する能力」となっています 2。
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IT スタッフにゆとりのある組織でも、エンドポイントセキュリティスタックが複雑であるた
めに、作業が非効率的で非生産的になっています。平均的な組織では、エンドポイント
にインストールされた 7 つの異なるソフトウェアエージェントを管理しています 1。その
結果、IT チームの要員の多くが、膨張して入り乱れたバイナリデータと誤検知のアラー
トをかき分けて作業しなければならず、より重要な職務から注意をそらされています。事
実、アナリストの時間のおよそ 3 分の 11 が、すでに処理されているアラートをそうと
は知らずに処理することに費やされており、全体的な効率に大きな無駄を生んでいます。
ESG はこの問題を次のようにまとめています。「多くの場合、エンドポイントセキュリティ
のスタッフは、エンドポイントセキュリティの監視、イベントの調査、修復アクションの適
用を、IT 運用スタッフと協力しながら行うことに苦労しています。サイバーセキュリティ
スキルの世界的な不足を踏まえると、エンドポイントセキュリティソリューションは、脅威
防御の有効性を高め、調査プロセスを簡素化し、サイバーセキュリティスタッフと ＩＴ ス
タッフに自動化された修復機能を提供するものでなければなりません」

1
2

BlackBerry Optics Infographic, Case for a New Approach to EDR（BlackBerry Optics インフォグラフィック、
EDR の新たなアプローチの事例）
ESG Instagraphic, Key Weaknessess of Endpoint Security Staff 2019（ESG インフォグラフィック、
エンドポイントセキュリティスタッフの主な弱点、2019 年）

エンドポイントセキュリティスタッフの主な弱点
多くの場合、エンドポイントセキュリティのスタッフは、エンドポイントセキュリティの監視、イベントの
調査、修復アクションの適用を、IT 運用スタッフと協力しながら行うことに苦労しています。サイ
バーセキュリティスキルの世界的な不足を踏まえると、エンドポイントセキュリティソリューションは、
脅威防御の有効性を高め、調査プロセスを簡素化し、サイバーセキュリティスタッフと ＩＴ スタッフに
自動化された修復機能を提供するものでなければなりません。

調査の質問：
次の中で、
貴社のエンドポイント
セキュリティ
担当者に関連する
最大の弱点と
思われるものはどれですか。

エンドポイントに関連するサイバーセキュリティインシデントを調査して
根本原因と攻撃チェーンを特定する能力
エンドポイントの状態を監視してリアルタイムまたはほぼリアルタイムで
ネットワーク上のエンドポイントのインベントリを取得する能力
イメージの最適用なしでエンドポイントシステムを修復する能力
新たなエンドポイントセキュリティツールの展開および設定のための
利用可能なリソース
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エンドポイントの増殖
当然ながら、常にエンドポイントに焦点が当てられていたわけではありません。しかし、
1980 年代後半から 1990 年代初めにパーソナルコンピューターが普及するにつれて、
攻撃者予備軍が（そして、その後まもなく新興のセキュリティ業界が）、拡大していくこの
新たなタッチポイントのネットワークによって、脆弱性のネットワークが形成され、同じよ
うに拡大していることに気づき、それに伴ってアンチウイルスやアンチマルウェアソ
リューションの市場も生まれました。
さまざまな種類の攻撃に対処するためには、包括的な防御戦略、つまり、セキュリティリ
スクを最小化する防御ファーストの機能を備えた戦略が必要です。これは、言うのは簡
単ですが、以下に示すようにサイバー攻撃がますます巧妙化し、神出鬼没になるなか、
実現は容易ではありません。
マルウェア — マルウェアにはランサムウェア、トロイの木馬、アドウェアと
各種の形態がありますが、いずれも引き続き全世界のシステムに大きな
損害をもたらしています。

ファイルレス型の脅威 —攻撃者が、正当な管理ツールやメモリを使って、
ディスクにファイルを書き込むことなくシステムを容易に侵害できることに
気づいてから、このようなファイルレス攻撃が増加しています。セキュリ
ティ製品の多くには、この種の攻撃を防御する機能がありません。

悪意のあるスクリプト — スクリプトは多くの攻撃者が好んで使用するツー
ルですが、これには複数の理由があります。まず、悪意のあるスクリプト
はサイバー犯罪者が集う地下サイトで容易に入手できるため、経験の浅
い攻撃者でも、自分のニーズに合ったスクリプトを簡単に見つけることが
できます。また、スクリプトは正当な用途でもよく使用されるため、セキュリ
ティ製品での検知が困難な場合がよくあります。

悪意のある電子メール添付ファイル — フィッシング攻撃は、エンドポイン
トにアクセスしようとする攻撃者にとってきわめて効果的な手段の 1 つで
す。従業員が悪意のある添付ファイルを正当なファイルだと思い込んで開
いてしまうと、攻撃者にあらゆる悪意のあるアクションを実行されてしまい
ます。
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また、BYOD ポリシーが社内全体に普及し、持ち込まれたデバイスによって
SaaS ソリューションが広範に活用されるようになるにつれ、エンドポイントは
対サイバー攻撃における弱点と化し、その保護が企業にとってきわめて重大
な懸念事項となっています。
エンドポイント検知・対処（EDR）を取り巻く状況の推進力となっているのは、
主に、闇サイトから入手したマルウェアの亜種を使ってゼロデイ脅威を容易
に取得し、起動できるのに比べると、シグネチャベースのアプローチ（および、
時間のかかる手動の開発および配布サイクル）の有効性には限界があると
いう事実を業界が認識したことです。

エンドポイント検知・対処（EDR）の増加
このような脅威やその他の脅威に対処するために、高度なエンドポイント保
護機能を提供するエンドポイント検知・対処（EDR）ソリューションを採用する
企業がますます増えています。

3

EDR とは何か
エンドポイント検知・対処（Endpoint
Detection and Response：EDR）と
は、エンドポイント上に展開され、セ
キュリティインシデントの痕跡の詳
細な検知、このようなインシデント
の調査、および必要に応じて何らか
の形式の対処を実行する機能を指
します 3。

451 Research Pathfinder Report, Expanding Machine Learning Applications on the Endpoint, September 2018
（451 Research Pathfinder Report、エンドポイントでの機械学習の適用拡大、2018 年 9 月）

EDR ソリューションを展開する主な理由
前述の ESG による調査では、EDR ソリューションの展開を正当化する理由はさまざまで、全
体的に均等に分散しているものの、主に次の 4 つの理由に焦点が当てられている、と述べてい
ます。

エンドポイントの検知・対処ソリューションは、インシデント対応策に
関連する時間を効率化し、有効性を高めるのに役立つと思う

調査の質問：
貴社で EDR の
ソリューションを展開した、
またはその計画がある/
展開に関心があるのは、
主にどのような理由からですか。

脅威のライフサイクル全体の可視性を確保して、攻撃チェーンの個々の動作に
ついて理解することによって、インシデントに対処し、防御を強化する必要がある

エンドポイント検知・対処ソリューションは、脅威ハンティングの取り組みを通じて
インシデント検知に要する時間を効率化するのに役立つと思う

エンドポイント検知・対処ソリューションによって既存の
エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）スイートを補完できると思う
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「組織は、脅威検知を加速させ、
インシデント対応を強化し、エンドポイント
脅威防御機能を補完するために、
エンドポイント検知・対処（EDR）
ソリューションを展開しています」
— ESG

優れたソリューションは、脅威からエンドポイントを保護するだけでなく、少なくとも以下
の機能を備えていなければなりません。
攻撃とアラートデータの調査
脅威がエンドポイントに影響を及ぼすのを阻止することは、機密性の高いデータの安全
性を維持するうえで非常に重要です。しかし、単に阻止するだけではなく、将来の価値、
つまり今後発生する攻撃の阻止に役立つ価値を創出する必要があります。脅威を阻止
した後、セキュリティ専門家が重要なデータを取得し、根本原因の分析を行って、攻撃
がどこから実行され、攻撃者がエンドポイントをどのように侵害しようとしたか理解する
ことが可能でなければなりません。
ターゲットを絞った脅威ハンティングの実行
悪意のあるアクティビティの中には、容易に特定できるものと、あいまいで特定が困難
なものがあります。コンピューターが変則的な動作をしだしたときや、エンドポイントがセ
キュリティ侵害の危険にさらされていると判断されたときには、組織のセキュリティツー
ルキットを通じて、確実な判定に必要な可視性が得られることが重要です。
動的な脅威検知の実行
脅威やセキュリティ侵害の可能性を特定するには、いくつかの方法があります。まず、
セキュリティアナリストはエンドポイントを検索して、疑わしい生成物を特定できます。ま
た、手動の調査によって、脅威が存在するかどうかを判断できます。このプロセスには
非常に大きな価値があるものの、企業全体に適用できるようなスケーラビリティはあり
ません。エンドポイントにひそんでいる脅威を根絶するには、自動化された脅威検知ア
プローチを使用する必要があります。
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対処機能の提供
攻撃の検知後、被害を最小化するためには、攻撃の疑いがあるものを隔離するととも
にエンドポイントをロックダウンすることが最も重要です。攻撃によっては、システムを以
前の状態にロールバックする必要がある場合もあります。
すべての EDR ソリューションが同じではありませんが（後述）、成熟度の高い製品は
同様の特性またはベースライン属性を持っています。次のようなものです。
あらゆるエンドポイントに数分でインストール可能。
ハードウェアや高コストのデータストリーミングは不要。
絶え間ない更新は不要。
データをエンドポイントにローカルに保存、分析することで、遅延のない検知と対
処が可能。
自立型の自動化された機械学習脅威検知モジュールにより、見つけにくい脅威
も検知。
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すべての製品が同じ機能を備えているわけではありません。検知段階では特にそうで
す。ほとんどの製品には、構成設定によってカスタマイズ可能なルールベースのエンジ
ンが組み込まれています。これらの製品には、数限りない保護オプションという強みが
ありますが、同時にこの強みは弱点でもあります。なぜなら、攻撃や攻撃パターンの進
化に対処するために継続的な手動入力を必要とするためです。しかし、IT スタッフの数
が減少するなか、この要件は、最善のケースでも、きわめて高い目標となっています。
また、スタッフが足りていたとしても、どんなに勤勉な ＩＴ 専門家でも、巧妙に偽装した
サイバー攻撃の速度には追いつけません。
増大する脅威に適時かつ効果的、効率的に対処するには、自動化が鍵になります。そ
して、自動化では、攻撃によるエンドポイントの侵害をよりスマートに阻止する方法があ
ります。人工知能です。
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人工知能（AI）を利用することで、組織は、IT リソースを増やすことなく、サイバー攻撃
に対抗する能力を劇的に強化することができます。これは新たなアプローチというわけ
ではありません。電子メールのスパムフォルダーには機械学習によるメッセージのフィ
ルタリング機能が組み込まれています。
AI を利用したエンドポイント保護プロセスでは、データ分析によりイベントが何を表して
いるか把握する処理と、その分析を適用して、将来の動作の予測と解釈に使用できる
モデルを作成する処理が実行されます。このプロセスは、エンドポイント上でローカル実
行することも、クラウドベースのツールを使用してリモート実行することもできます。
ローカルで処理した場合、より迅速な対処が可能ですが、クラウドベースのアプリケー
ションの場合より少ないリソースで処理しなければならないという代償を伴います。後者
にはより広範なデータセットが組み込まれていますが、対処時間の面で敏捷な攻撃に
後れをとる可能性があります。
どちらのオプションも、従来のアンチウイルスソリューションに替わるものとして機能しま
す。シグネチャは不要になるため、時間とリソースが節約され、今日の IT スタッフ不足
に対処できます。とはいえ、このプロセスは誰にでも扱えるわけではありません。機械
学習は、設定によっては誤検知のアラートを生成することがあり、IT スタッフの負担を
さらに重くします。組織は、悪意のあるアクティビティを確実に検知しながら誤検知のア
ラートを最小化するバランスを見つける必要があります。

AI 駆動型 EDR – 詳細
EDR では、機能的な目的と非機能的な目的の両方で機械学習を活用することができます。機能
的な目的には、大規模で複雑なシステム全体で動作を分析し、攻撃を特定してエンドポイントでの
実行を阻止することなどが含まれます。これは、ネットワークやディレクトリのアクティビティ内で発
生する疑わしいパターンの特定などを通じて達成されます。非機能的な用途には、アナリストの入
力時など、人的介入が行われる場面での活用が含まれます。このようなケースでは、機械学習に
よって、入力情報の採用を高速化しながら調査エラーを最小化できます。
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BlackBerry の AI ベースのソリューション
AI 駆動の予測防御を動的脅威検知・対処と組み合わせた BlackBerry® EDR ソ
リューションの BlackBerry® Optics は、IT 専門家が攻撃を把握し、攻撃者に先手を
打てるようにします。AI のパワーを活用したセキュリティインシデントの特定と防御を通
じて、BlackBerry® Optics はセキュリティ担当者に以下の機能を提供します。
• 対象の攻撃または生成物を解析し、根本原因を突き止め、セキュリティフレーム
ワークを改善する。
• エンドポイントのリスクをすばやく評価し、BlackBerry Optics の全社規模のスマート
なオンデマンド脅威ハンティング機能から即座に得られた結果に基づいて、滞留時
間の最小化と攻撃対象領域の縮小のためのアクションを講じる。
• 独自のルールセットを作成して脅威検知・対処機能をカスタマイズする、または
BlackBerry 付属のルールセットを使用する。
• 誤検知を最小化し、セキュリティアナリストに忠実度の高いアラートを調査対象とし
て提供できるよう、既存のルールのパラメータを調整する、または新しいルールを作
成する。
• 攻撃の防御、セキュリティアラート数の削減、チームの効率の向上を通じて、ノイズ
を排除する。
• AI 駆動の防御ツールの使用により、重大なセキュリティインシデントに関連するコ
スト、リスク、長期的な影響を回避することによって、ビジネスを保護する。

10

AI 駆動型 EDR

よりスマートな EDR

BlackBerry Optics は、防御ファーストの
EDR アプローチを通じて、
静的な検知ルールでは発見が
ほぼ不可能な脅威を暴くことを目的とする
自動化された機械学習脅威検知
モジュールを提供します。

BlackBerry Optics の AI 駆動型 EDR と従来のルール
ベースの EDR の比較
エンドポイント検知・対処（EDR）テクノロジーは、セキュリティインシデントへの対処と修
復が迅速化されるというメリットを組織にもたらします。
しかし、攻撃者が従来のルールベースの EDR テクノロジーを打ち負かす戦術、技法、
手順（TTP）の開発の手を緩めることはなく、従来のテクノロジーの有効性は薄れてきて
います。
TTP と、セキュリティソリューションに及ぼす TTP の影響が進化するのと並行して、攻
撃者の進化からほぼ取り残された従来の AV 製品の廃止が進んでいます。今後、
ルールに依存する EDR 製品では、新たな脅威に後れをとらずに対処することはでき
ないでしょう。
BlackBerry Optics は、防御ファーストの EDR アプローチを通じて、静的な検知ルー
ルでは発見がほぼ不可能な脅威を暴くことを目的とする自動化された機械学習脅威検
知モジュールを提供します。次のページの比較図に明らかなように、防御戦略に基づい
て構築された AI 駆動型 EDR ソリューションの価値は、従来の EDR ソリューション
の価値を大きく上回ります。
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AI 駆動型 EDR の機能の分類
従来の EDR

BlackBerry Optics

事後対応的な
検知・対処機能を提供

脅威とインシデントに対する
絶え間ない防御機能を提供

防御ベースのアプローチによって、
アクション/分析を必要とするインシデントの
総数が減少する

高度なセキュリティアナリストの
スキルセットが必要

スキルや経験レベルが異なる
さまざまなセキュリティアナリストに
対応

だれでも使用できる
ソリューションであるため、ソリューションの
管理担当者となり得る人材の幅が広がる

エンドポイントのすべての
アクティビティをクラウドに絶えず
ストリーミングするか、または
専用ハードウェアに送信

セキュリティ関連データのみを
ローカルで収集して保存

セキュリティ関連の
アクティビティデータのみがローカルで
収集されるため、法的責任が軽減され、
コンプライアンスが向上する

データをクラウドに絶えず
ストリーミングするか、
ローカルハードウェア上に集約

データを各エンドポイントに
ローカル保存

データをローカル保存することで、
大幅に法的責任が軽減され、
コンプライアンスが向上し、パフォーマンスと
スケーラビリティが最適化される

個々の検知ルールを作成し、
継続的に増補することによって、
クラウドから実行する適用範囲の
レベルを維持することが必要

トレーニングされた機械学習脅威検
知モジュールとの組み合わせによ
り、エンドポイント上でのローカル実
行の適用範囲の幅が広くなり、
かつ継続的に拡大

セキュリティエキスパートが何千にも上る
ルールを作成し、管理する必要がない

多数の検索機能の設定および
実行に高度な専門知識が必要

容易に設定できる検索条件と、
エンドポイントからの最適化された
応答データ収集機能を提供

スタッフを増員することなく、見つけにくい
脅威を暴く機能が強化される

収集されたデータの詳細な
調査により、活動状態の脅威が
どこから環境に侵入したかと、
進行中の被害を食い止める
方法を特定

脅威が BlackBerry Protect によって
阻止されたときに収集されたデータに
基づいて、攻撃者が選択した
攻撃ベクトルを把握

自動化されたアプローチにより、
分析時間が短縮される

セキュリティの問題の特定および
軽減のための高度なツールを
使用するには、セキュリティに
関する広範な専門知識が必要

自動化された IR アクションまたは
手動のアクションの実行により、
事前設定された対応策やカスタムの
対応策を展開して、システムを
信頼できる状態にすばやく
戻すことが可能

自動化と機械学習により、
以前は大規模組織でのみ実現可能だと
見なされていたセキュリティ体制を
小規模組織でも維持できる

セキュリティ
アプローチ

必要な
スキル

収集される
データ

データ
ストレージ

脅威検知
技法

脅威
ハンティング

根本原因
分析

IR
機能

メリット

AI 駆動型 EDR

AI 駆動型 EDR がもたらす、
より優れたビジネス成果

製造業の多国籍企業
こ の セ クシ ョン で は 、 元の Cylance 社お よ び 製品の 名 称 を 変更 し て いませ ん 。
BlackBerry は 2019 年 2 月に Cylance を買収しました。
Cylance は、企業における CylancePROTECT および CylanceOPTICS® の展開
によって実現が見込まれる投資利益に関し、Total Economic Impact™（TEI）調査の実
施 を Forrester Consulting に 委 託 し ま し た 。 こ の レ ポ ー ト の ね ら い は 、
CylancePROTECT と CylanceOPTICS が組織にもたらす可能性がある財務上の影
響を評価するための枠組みを読者に提供することでした。以下は、お客様の組織の経
済状態に関する Forrester Consulting の調査結果をまとめたものです。
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AI 駆動型 EDR がもたらす、より優れたビジネス成果

お客様について：
• ヨーロッパに本社を置く多国籍企業
• 150 か国 500 か所で事業を展開、従業員数 4 万 5,000 人
• 年間収益 140 億ドル
お客様の重要課題：
• ランサムウェアやマルウェアなどの脅威に対する防御が不十分
• 既存のエンドポイントセキュリティソリューションでの運用上の問題
• ソフトウェアダウンロードに関する可視性の欠如
選択されたソリューション：
• CylancePROTECT および CylanceOPTICS を 4 万 5,000 台のエンドポイント
に展開
メリット：
• 既存のオンプレミス型エンドポイントセキュリティソリューションの撤廃により、840
万ドルを節約
• 修復の迅速化により、330 万ドルを節約
• セキュリティ侵害コスト削減の見積もり額は 190 万ドル
• 数量化したメリットの総額は 1,400 万ドル
• 3 年間で 99% の ROI を達成
• マシンへのイメージ再適用を 97% 削減
• セキュリティ侵害による従業員の損失時間を 95% 短縮
主な結果：
• 脅威防御の向上
• 単一ビジョンに基づくシンプルなサイバー防御
• 脅威対処・修復の迅速化
• 従業員のダウンロードに対する可視性と制御の向上
• クラウド接続なしで脅威に対処可能
• 追加のエンドポイントセキュリティツールの撤廃
• システムリソースへの負荷の制限
デ ー タ ソ ー ス ： 「 The Total Economic Impact™ Of CylancePROTECT® and
CylanceOPTICS （ CylancePROTECT® と CylanceOPTICS の Total Economic
Impact™）」
4

Cost Savings and Business Benefits Enabled by CylancePROTECT and CylanceOPTICS, May 2019
（CylancePROTECT と CylanceOPTICS が実現するコスト削減とビジネス上のメリット、2019 年 5 月）

レポート全文を読む
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AI 駆動型 EDR がもたらす、より優れたビジネス成果

Tufts Medical Center：
1 万台のエンドポイントを保護
こ の セ クシ ョン で は 、 元の Cylance 社お よ び 製品の 名 称 を 変更 し て いませ ん 。
BlackBerry は 2019 年 2 月に Cylance を買収しました。
米国ニューイングランド地方で最も古い常設の医療機関である Tufts Medical Center
（TMC）は、ボストンの地域社会に重要な医療サービスを提供するとともに、 Tufts
University School of Medicine 付属の主要教育研究病院として機能しています。
患者に安全なシステム環境を間断なく提供すること、つまり、医療の提供と安全に直接
関与するすべての装置を常時保護された状態にしておくことが、きわめて重要な懸念事
項となっています。
「すべてのアクションは、エンドポイント、そしてエンドポイントのセキュリティから発生し
ます」と、Wellforce の CISO（最高情報セキュリティ責任者）、Taylor Lehmann 氏は
語ります。Welforce は、マサチューセッツ州全域で医療を提供している医療機関の協
会であり、TMC もその会員です。「高度なものも含めて、攻撃を阻止するには、こうした
デバイスで発生するイベントに最大の注意を払う必要があります」
EDR ソリューションを評価した Lehmann 氏は、シグネチャベースの AV は新たな攻
撃に対処できず、また常にオンラインにしてネットワークに接続し、更新を受信できるよ
うにする必要があるため、エンドポイントを十分に保護することはできないという結論に
至りました。「このような事実から、こうしたソリューションは攻撃や未知の脅威に適切に
対処できないという問題が発生します」と同氏は述べています。
Lehmann 氏は Cylance を選び、評価用に、選択したマシン上に CylanceOPTICS
を展開した後、既存のシグネチャベースのシステムでは検知されなかった悪意のある
ファイルが CylanceOPTICS では特定されたという結論を出しました。また Lehmann
氏は、人工知能を利用したマルウェア防御、アプリケーションとスクリプトの制御、メモリ
保護、デバイスポリシー適用の各機能を通じてサイバー攻撃を阻止する
CylancePROTECT も展開しました。さらなるテストにより、Cylance のソリューション
の実装と設定が完了すると、悪意のあるファイルとマルウェアの全体的な検知率が向
上し、マルウェアの感染件数も全体的に減少したことが明らかになりました。
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AI 駆動型 EDR がもたらす、より優れたビジネス成果

「以前は、誰か代わりに管理してくれる
人が必要だと感じていましたが、
Cylance のおかげで、まさに願っていたような
状態になり、セキュリティを管理できています」
— LJI の IT ディレクター、Michael Scarpelli 氏

La Jolla Institute：脅威の可視性の向上
こ の セ クシ ョン で は 、 元の Cylance 社お よ び 製品の 名 称 を 変更 し て いませ ん 。
BlackBerry は 2019 年 2 月に Cylance を買収しました。
La Jolla Institute for Allergy and Immunology（LJI）は、ヒトの免疫システムの研究を
専門としています。この非営利研究機関は、それぞれ免疫学の世界的リーダーが率い
る 23 か所の独立した研究所で構成されています。このマルチラボ環境では、創意工
夫、創造的な問題解決、研究者間のコラボレーションが奨励され、救命のイノベーション
へとつながっています。免疫学の分野できわめて頻繁に引用されている研究論文の中
には、LJI の科学者によって執筆されたものもあります。
LJI は CylanceOPTICS と CylancePROTECT を展開しました。これらのソリュー
ションは、LJI の多数の研究所で使用されているさまざまなテクノロジーと互換性があり
ます。Cylance の製品が導入されたことで、研究者たちは時間のかかる再起動やわず
らわしいセキュリティポップアップから解放されました。
マネージド SIEM の実行や、セキュリティ機関への LJI インフラストラクチャ監視の委
託を検討していた LJI にとって、CylanceOPTICS はとりわけ利用価値が高いことが
明らかになりました。SIEM サービスや独立したセキュリティ監視機能を利用した場合、
そのコストは LJI の限られた予算をかなり圧迫していたでしょう。
CylanceOPTICS と CylancePROTECT の利用により、LJI は大量の情報に容易に
アクセスできるようになり、組織内のスタッフによる脅威の管理および監視が最小限の
追加費用で可能になりました。「以前は、誰か代わりに管理してくれる人が必要だと感じ
ていましたが、Cylance のおかげで、まさに願っていたような状態になり、セキュリティ
を管理できています」と、LJI の IT ディレクター、Michael Scarpelli 氏は語っています。
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AI がどのように関与するか
AI ベースのセキュリティテクノロジーを効果的に評価する
には、まず、サイバーセキュリティのコンテキストにおける
AI と機械学習の意味を理解することが重要です。

AI を 使 っ て セ キ ュ リ テ ィ の 問 題 に 対 処 す る と い う
BlackBerry の選択はめずらしいものではありません。AI
が生産性、デジタルトランスフォーメーション、従業員の仕
事への満足度、情報セキュリティにもたらすメリットを IT
部門の意思決定者や他の企業リーダーが認識するにつれ
て、企業での AI の採用が進んでいます。AI の採用、ま
たは少なくとも AI の可能性の検討をいつまでも先延ばし
にしている企業は、迅速に行動している競合他社に敗北
するリスクを冒していることになります。

AI（人工知能）は、人間が知的と感じる方法で機械が作業
を実行する能力を指す上位概念です。
機械学習は、より特化した AI の応用であり、機械がデー
タセットにアクセスし、独習できるようにすれば、機械は割
り当てられたタスクを知的に実行することができるという原
則に基づいています。このプロセスはしばしば「トレーニン
グ」と呼ばれます。

セキュリティチームでは、AI によってセキュリティが向上しています。
70%

が、セキュリティ
チームが脅威防御戦略で
AI を利用していると回答

77%

が、AI を利用した
ツールの導入後、セキュリティ
侵害の防御率が高まったと回答

81%

が、セキュリティチームに
よる検知の前に AI によって
脅威が検知されていると回答

多くの組織がすでに
AI に投資しており、
今後もこの傾向が
高まることが
見込まれます。

調査対象となった IT 部門の

AI は競争上の
強みになると
見なされています。

87%

AI は生産性を
高めます。

80%

が、このテクノロジーに
より、人間には見つけられない
脅威が検知されたと回答

40%

が、今後 2 年以内に
投資予定であると回答

意思決定者の 60% が、
AI を利用したソリューションを
すでに導入していると回答

83%

が、競合他社に勝つために
AI への投資を進めていると回答

が、AI を使用している
チームは生産性が高まっている
と思うと回答

が、AI を
使用しているチームは
生産性が高まっていると
思うと回答

78%

81%

が、AI は
自社のデジタル
トランスフォーメーションに
不可欠であると回答

81%

が、AI によって、
仕事が従業員にとって
より有意義なものに
なるだろうと回答

BlackBerry Cylance の依頼により Market Cube が実施した調査：https://pages.cylance.com/2017-10-03CNTAISurveyReport_LP-Download.html
Artificial Intelligence In the Enterprise: The AI Race Is On, September 2017（企業における人工知能：AI レースの始まり、2017 年 9 月）
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AI 駆動型セキュリティ
ソリューションの評価

AI ベースのセキュリティソリューションの選択によって、あらゆるケースに対応する万能
の価値が得られるわけではありません。AI はセキュリティ業界の流行語となっており、
あまりに広く使われすぎてほぼ無意味なものとなっています。あらゆる製品が AI 機能
を売り文句にしているなか、セキュリティ部門の意思決定者は、今日のサイバーセキュ
リティを形作っている最も画期的なイノベーションを前にしても、すぐに懐疑的な気持ち
になるかもしれません。
テクノロジーベンダーは AI および機械学習をどのように製品に組み込んでいるのか、
その状態に前述の AI と機械学習の定義を当てはめると、納得するよりもさらに多くの
疑問が生じるかもしれません。AI についてのメッセージから雑音を排除し、要点を明確
にするための確認事項として、以下に AI ベースのセキュリティソリューションの評価時
にセキュリティベンダーに確認すべき質問を 4 つのカテゴリに分けて示します。
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AI 駆動型セキュリティソリューションの評価

1

なぜそのセキュリティ製品に AI 機能を組み込むのか
一般に、ベンダーが自社のソリューションに機能を追加するのは、コンピュー
ターを保護するためのより優れた新たな方法を見つけたときか、または市場
の需要に合わせて機能を拡張しなければならないという圧力を受けたときで
す。これは AI の導入に関しても当てはまるため、ベンダーがどのような動機から自社
のテクノロジーに AI を組み込んでいるのか理解することが重要です。
• その製品に AI が組み込まれているのはなぜか。
• AI によって新たな機能が実行されているのか、それとも既存の機能が自動化され
ているのか。
• 新たな機能の場合、その製品における AI の目標は何か。
• 製品への AI の組み込みによって、AI なしの同様の製品に比べてどのような点が
強化されるのか。
• AI はその製品の従来のセキュリティ機能に替わるものなのか、それとも従来の機
能への追加なのか。

2

その AI によってどのようなメリットが得られるか
ベンダーが顧客の利益以外の理由で製品に機能を追加することはめずらしく
ありません。発売されてから何年も経過しているソリューションの場合は特に
そうです。各ベンダーの AI 実装によって自社全体のセキュリティがどのよう
に向上するのか理解することが重要です。
• 収益や従業員の生産性に成果が現れるか。
• AI の組み込みは、その製品のパフォーマンスやエンドポイントのコンピューティング
リソースの使用にどのように影響するか。

3

どのくらいスマートな AI か
AI には単純なものも複雑なものもあります。単純な AI は既知の情報に基
づく判定に優れています。たとえば、チェス盤の現在の状態に基づいて次の
手を決めるというようなことです。このような AI は既存のデータを評価して
最適な結果を判断します。この動作を何度も繰り返すことは可能ですが、過去の記憶
は保持されず、また将来を予測する能力はあまりありません。
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AI 駆動型セキュリティソリューションの評価

複雑な AI は、膨大なトレーニングデータセットとニューラルネットアーキテクチャに加え、
適切なトレーニングのための多くの時間を必要とします。このような AI は、パターン
マッチングや予測作業に優れています。複雑な AI は定量的な回答（X に対するチェ
スの駒の移動など）を返すのではなく、定性的な回答（あるオブジェクトが別のオブジェ
クトと同じである可能性は 89% など）を返します。
セキュリティベンダーが使用しているのはどのようなタイプの AI なのか理解し、どのよ
うな成果を期待できるのか理解しておくことが重要です。

4

AI のメンテナンスはどのように行われるのか
適切にトレーニングされ、妥当性が維持された状態を常時保つためのメンテ
ナンスは、その AI がどのように使用されているかによって異なります。たと
えば、ベンダーが新たな脅威のシグネチャの作成を自動化する目的で AI を
使用している場合、通常、その AI のメンテナンスはベンダー側で行われ、より頻繁な
シグネチャ更新が可能になります。この場合、実際には、顧客組織にとってメリットがあ
るわけではありません。エンドポイントでの更新作業が増加する可能性があるためです。
一方、AI がクラウドでトレーニングされ、その後エンドポイントに展開されて、絶え間な
い更新を必要とすることなく、脅威に対するリアルタイムの決定を実行できる場合、最小
限のメンテナンスで一貫した防御機能を確保できるというメリットが組織に提供されます。
• その AI はどこに配置されるのか。ベンダーのクラウドで実行されるのか、それとも
エンドポイント上でローカル実行されるのか。
• その AI は具体的にどのような用途で使用されるのか。シグネチャ作成の自動化に
使用されるのか。脅威に対するリアルタイムの決定に使用されるのか。
• その AI はいつどこでトレーニングされるのか。エンドポイントでトレーニングされる
のか、それともエンドポイントへの展開前にトレーニングされるのか。
• その AI ソリューションは、従業員のトレーニングや意識的な注意なども含めて、メ
ンテナンスをどのくらい必要とするのか。
• その AI はどのくらいの頻度で再トレーニングされるのか。
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BlackBerry は、展開プロセスを簡素化しながら、攻撃の実行を阻止すると同時にセ
キュリティスタック全体で生成されるノイズを削減する防御ファーストのエンドポイントセ
キュリティソリューションを提供します。
新たな EDR プロバイダーを選択するときには、展開後のメリットとともに、移行プロセ
スを入念に確認することが重要です。候補とする EDR ソリューションの短いリストを作
成する前に検討すべき 4 つの考慮事項を以下に示します。
• 有効性 — 新しいセキュリティソリューションは、既存の製品の機能を大きく上回る
防御機能を備えたものでなければなりません。現在市場に流通している代表的なエ
ンドポイントセキュリティ製品を比較したサードパーティのテストレポートが多数公開
されています。
• シンプルさ — 検討中の新しいセキュリティソリューションのインストール、実行、メン
テナンスに必要となる作業について入念に確認します。統合プラットフォームの場合、
管理が必要なエージェントやアラートの総数が少なくなるため、スタッフの生産性が
向上し、事前対策的な作業が促進される可能性があります。
• パフォーマンス — 候補のソリューションでコンピューターの処理能力がどのくらい消
費されるか確認します。

エンドポイントセキュリティスタッフの主な弱点
ESG は次のように述べています。「CISO（最高情報セキュリティ責任者）は、有効性を高め、
業務効率を上げ、ビジネスのクラウドコンピューティングイニシアチブに合致するエンドポイント
セキュリティ戦略を必要としています。新たなタイプのエンドポイントセキュリティツールは、
脅威防御機能を大幅に強化する高度な機械学習を利用した設計になっていなければならず、かつ、
運用の効率化に役立つ適切なダッシュボード、運用手順書、および UI を備えている
必要があります」

調査の質問：
以下の考慮事項のうち、
貴社のエンドポイント
セキュリティ戦略の推進に
きわめて大きな影響を及ぼすと
思われるものはどれですか。

ESG の調査により、組織のエンドポイントセキュリティ戦略に影響を及ぼすものとして挙げられた
主な項目は次の 3 つであることが明らかになっています。

新たなタイプの脅威への対処の有効性を高める

エンドユーザーと IT およびセキュリティチームの業務効率を高める

エンドポイントのセキュリティ戦略とクラウドコンピューティングサービスの
運用を整合させる必要がある
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• ベンダーの実現性 — 多数のベンダーが同じような最終的な成果を主張しているた
め、特定のベンダーを選択する前にそのベンダーについて精査する必要があります。
少なくとも、以下の点について確認します。
• 評判 — ベンダーは既存のユーザーから良い評価を受けているか。ベンダーの
パートナーの中に、そのベンダーの製品を頻繁に推奨するパートナーはいるか。
ベンダーについてアナリストは何と言っているか。
• ビジョン — ベンダーは、そのソリューションに関し、今後 12 か月間に向けてど
のような計画を立てているか。今後の 5 年間についてはどうか。
また、完全な置換戦略を展開するか、それとも段階的なロールアウトにするか決定しま
す。後者の場合は特に、シームレスな移行ができるように、豊富な知識によって支援し
てくれるベンダーとの共同作業が必要になる可能性があります。
BlackBerry では、製品のほかに ThreatZero® コンサルティングサービスを通じて、技
術的な専門知識とそれぞれのお客様に合わせたきめ細かなサービスを提供しています。
どのソリューションプロバイダーを選ぶにしても、導入するソリューションのスムーズで効
果的な稼働を保証するバックエンドサポートが提供されるかどうか確認してください。

テスト
最終的な検討段階に入ったら、候補のベンダーに、システムのセキュリティ侵害評価を
実施するよう依頼します。BlackBerry の場合、このようなレビューでは、弊社のセキュ
リティエキスパートがお客様と緊密に連携しながら、お客様に合わせてカスタマイズした
方法で、システム、担当者、ベストプラクティスの評価を実施します。
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セキュリティソリューションを
正しくテストするには、
自らの組織でどの程度機能するかを
検証する必要があります。
検討中のソリューションの
ライブデモを依頼しましょう。

自分の目で確かめる
最後に、検討中のソリューションのライブデモを依頼します。セキュリティソリューション
を正しくテストするには、自らの組織でどの程度機能するかを検証する必要があります。
セキュリティ製品を販売している企業は、顧客のインフラストラクチャ内でそのパフォー
マンスのデモを進んで引き受けるはずです。社内テストの結果を提示するのみの企業
には注意してください。エンドユーザー側で調整が必要になるためです。この場合、エン
ドポイントのモデルのトレーニングが不完全であることを意味します。最低でも、以下の
点について確認してください。
• その AI は複数の保護レベルを提供するか。
• その AI は効果的にするために、どの程度クラウドに依存しているか。その AI は
オンラインの場合と同程度にオフラインで効果的か。
• その AI は、クラウドに接続することなく、エンドポイントで未知のマルウェアを防御
できるか。
• その AI は、AI モデルのトレーニング時には存在していなかったマルウェアを検知/
防御する機能を確認するために、サードパーティによるテストを受けたか。
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優れた保護を実現する
防御・検知機能の選択

真のエンドポイントセキュリティは、防御や検知だけでは確保されません。今日の攻撃に対処するには、防御および検知
機能を強化する強力な AI 基盤を配備し、攻撃者に後れをとらないようにする必要があります。BlackBerry のソリュー
ションは、防御および検知の最良の機能を企業に提供することによって、セキュリティスタックへの投資利益を最大化し、
アナリストの効率を高めるとともに、ビジネスのセキュリティを強化します。
エンドポイントセキュリティの重要性はますます高まっており、このセキュリティを常に維持する必要があります。エンドポイ
ントの検知・対処処理全体にわたってセキュリティの成果を効率的に高めることができる組織は、ビジネスおよび最新の
脅威環境で求められる俊敏性を確保できます。
ぜひ、BlackBerry Optics でお客様のセキュリティ体制を強化してください。
• 詳細については、BlackBerry Optics のページをご覧ください。
• AI 駆動型 EDR がどのように機能するか、実際にご確認ください。デモのお申し込みはこちらです。
• 従来のシグネチャベースの AV および EDR を越えて、防御ファーストの予測型セキュリティを実現するソリューション
をお求めの場合は、弊社の熟練したセキュリティエキスパートにご相談ください。

BlackBerry について
BlackBerry（NYSE：BB；TSX：BB）は、インテリジェントなセキュリティソフトウェアとサービスを世界中の企業
と政府機関に提供しています。BlackBerry のソリューションは、1 億 7,500 万台の自動車をはじめ、5 億
以上のエンドポイントを保護しています。BlackBerry はカナダのオンタリオ州ウォータールーに本拠を置き、
AI と機械学習を活用してサイバーセキュリティ、安全、データプライバシーソリューションの分野に革新的な
ソリューションを提供しています。また、エンドポイントセキュリティ管理、暗号化、組み込みシステムの分野に
おけるトップクラスの企業です。BlackBerry のビジョンは明確です。つながる未来に信頼性あるセキュリティ
を確保することです。

詳細については、BlackBerry.com にアクセスし、@BlackBerryJPsec をフォローしてください。
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