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このホワイトペーパーの重要なテーマ
「脅威ハンティング」 ―。もはやサイバーセキュリティ業界のバズワードと言っても過言ではないこの言葉は、このところ他のキー
ワードと同様に、その誤用が頻繁になっています。ベンダーによっては、従来と変わらないセキュリティ関連のオペレーションサー
ビスを 「脅威ハンティング」 と呼んでいるところもあるようですが、まさに名ばかりで、実際の成果やパフォーマンスを伴わないこ
とが多々あります。

エフセキュアではこうした混乱を解消すべく、本書の中で以下の点について取り上げます。

• 脅威ハンティングとは？　脅威ハンティングをめぐる誤解
• 継続的対応とは？　それが求められる理由
• 標的型サイバー攻撃からの防御に、継続的対応と脅威ハンティングの両方が必要な理由
• 優れた脅威ハンティングの条件
• 脅威ハンティングの今後について

上記に加え、本ホワイトペーパーの 「まとめ」 の章では、当社の脅威ハンターたちの技術や取り組みに関するインタビュー動
画もご案内いたします。ぜひ、ご覧ください。
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1. マーケットにおける混乱

エフセキュアでは、マネージド検知 / 対応（MDR）サービスである 「F-Secure Countercept」 を通じて、
脅威ハンティングとはそもそも何を意味するのか、なぜそれが重要なのか、このスキルを使うには何が必要な
のかを明らかにしたいと考えてきました。以下でご紹介するような現在もよく見られる 「脅威ハンティング」
をめぐる誤解について、事実と明確に区別し、正しい知識を確認しておくことが重要です。

脅威ハンティングをめぐる誤解

2
誤解 : 脅威ハンティングとは、例えば企業全体の
「ハントスプリント（短期間のハンティング）」のような 
1回限りの活動である。

事実 : 攻撃者は常に、既存の手法よりもコストがか
からず効果的な新しい手法を模索しています。攻
撃者が新たな方法を模索し続けている限り、防御
する側もそれらを排除するための新たな方法を継続
的に探さなければなりません。したがって、当然のこと
ながら、一度ですむような活動ではありません。

1
誤解 : 脅威ハンティングとは、生データを手作業で
分析して攻撃者を見つけ出すことである。

事実 : たった 1 つのホストからでも、1日に 100万件
をはるかに超えるイベントが生成されます。つまり、そ
れらすべてのデータに潜在し得る攻撃の手口やテク
ニックを人間の手で探索・検知しようとする試みは、
現実的に考えても不可能で、時間の浪費にすぎま
せん。脅威ハンティングとは、こうした手作業による非
効率な探索とは異なり、組織の検知機能の盲点と
なる部分を特定して、攻撃者がそれらを悪用する前
にギャップを埋める検知ツールの利用方法を決めて
いくことを目的としています。
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3
誤解 : 脅威ハンティングは、セキュリティオペレーショ
ンセンターが持つ最新の手法である。

事実 : 脅威ハンティングは、セキュリティオペレーショ
ンセンターの既存のやりかたを置き換える新たな手
法ではありません。マーケティング部門の意見とは異
なるかもしれませんが、脅威ハンティングはあくまでも
検知 /対応を補完するものであり、これまでの機能
に取って代わるものではないと認識すべきです。攻
撃者から防御するには、特定の手法が都度必要に
なります。

4
誤解 : マネージド脅威ハンティングは、マネージド検
知 /対応（MDR）に代わるものである。

事実 : 企業が自社では実現できない検知 /対応
機能を提供し、その企業への攻撃の影響を最小限
に抑えるのが MDR です。「ハンター」 を検知 / 対
応のワークフローに追加するだけで、MDR がマネー
ジド脅威ハンティングになるわけではありません。多く
のユーザーから高い信頼を獲得しているMDR ベン
ダーは、共通してメインのオペレーションと併せて脅威
ハンティングを採り入れ、検知方法を拡大して効果
が持続するよう活動しています。

5
誤解 : 脅威ハンティングは人工知能（AI）で自動
化できる。

事実 : 上級クラスの脅威ハンターは必要な対応を
攻撃側の視点で考える訓練を受けており、攻撃者
が悪用または回避可能な検知機能を効果的に特
定することができます。しかし人工知能（AI）には、
それらを特定できるほどの創造性や高いレベルの思
考能力は備わっていません。データ分析のみで解決
できるセキュリティ上の問題もありますが、脅威ハン
ティングという場合、それらは該当しません。
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2. 脅威ハンティングの実際

脅威ハンティングは、最新のセキュリティツールの検知機能
であってもすり抜けてしまうような、すべての標的型サイバー
攻撃に対応するための手法として生まれました。どのような
ツールや方法論であっても、使う側がその限界を認識して
機能を改善していかなければ進歩はありません。そのため
脅威ハンティングにおいても、検知機能がまだカバーできて
いないエリアを特定し、それらのギャップを埋める利用方法
を導き出して、攻撃者がギャップを突いた攻撃をしかける前
に検知機能を補完 ・強化することが最大の目的です。

防御を担当するチームは脅威ハンティングを活用すること
で、将来予想される高度な攻撃の検知に必要な追加のデータセットやソースを見極めることができます。
脅威ハンティングでは、仮説を立てて攻撃をシミュレーションすることで、検知 / 対応の担当チームが特定
した攻撃のタイプに応じて検知ロードマップを作り上げます。

「脅威は常に進化する」 というフレーズはもう聞き飽きたと感じている方もいるかもしれませんが、これは否
定のしようがない事実であり、攻撃者は常により安価で効果的な手法を開発し続けています。そのため防
御する側も、脅威は進化し続けるという本質に対処できる方法を用いない限り、戦いに勝利することはで
きません。

! 　 脅威ハンティングは、標的型攻撃からの防御に必要な唯一のコンポーネントではありません。高度
な専門知識とツールを駆使するチームが提供する優れた検知 / 対応機能は、これからも継続的に
必要となります。

検知 / 対応チームは、攻撃側の理解や調査に関するノウハウ、対応のためのトレーニングを組み合わせな
ければなりません。これを実現するためにエフセキュアが開発したアプローチが「継続的対応（Continuous 

Response）」 であり、標的型攻撃からの防御には 「脅威ハンティング」 と 「継続的対応」 の両方が
必要になります。これについては、セクション 3 で詳しく説明します。

脅威ハンティングとは？

• 検知のユースケースを生み出すための継続的
な改善プロセス

• 攻撃者の視点に立った攻撃者の手法に関す
る継続的な研究

• 実装した検知のユースケースの品質によって成
果が左右されるアクティビティ

• 標的型攻撃の防御に必要なコンポーネント
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3. 継続的対応

「対応」 のない 「検知」 にメリットはない

標的型攻撃のそもそもの目的は、あらゆる予防策をすり抜けることにある

市場では、脅威の検知にフォーカスしたさまざまなツール（EDR がその好例）が流通していますが、いまだ
に多くの企業が次の 2 つの大きな問題に直面しています。

これらの問題は、侵害への対応時間に関するデータを見るとよく分かります。たとえば、侵害の発生から封
じ込めるまでの時間（侵害ライフサイクルとも呼ばれます）は、2018 年から 2019 年にかけて著しく増加し
ています 1。

侵害を封じ込めるのに必要な時間は 「対応ギャップ」 とも呼ばれ、通常は対応ギャップが長いほど攻撃
を受けた企業への影響は大きくなります。そのため、攻撃者にとって 73日という平均的な対応ギャップは、
目標の達成に十分な時間だと言えます。

1 Ponemon: データ侵害に関わるコストレポート 2019 年版
2 Verizon: 2018 年版 データ侵害調査レポート
3 同上
4 同上
5 同上
6 Ponemon: データ侵害に関わるコストレポート 2019 年版

●　 アラートを調査し、それが本当に悪意のある
アクティビティであるかどうかを適切に判断でき
る人材が不足している。

●　 悪意のあるアクティビティが検知された
場合に、適切に対処するための理解
やノウハウが不足している。

対応ギャップが存在する理由

標的型攻撃の 87% は、数分以内に実行されて
いる 2。

しかし、それらが発見されるまでの時間は、長い
場合で 「数カ月以上」 もの時間を要しているも
のもある 4。

発見後の対応が遅れると、攻撃者は時間的な
余裕をもって目標を達成することができる。

「イベントチェーンにおける攻撃者の最初のアクションから、エンドポイントな
どへの最初の侵害までの時間は、一般的に数分程度です」 2

「侵害を特定するまでの平均時間は、2019 年には 206 日でした」 5

「侵害を封じ込めるまでに、平均で 73 日の時間を要しています」 6
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対応ギャップが存在する理由

次のシナリオを想像してみてください。

これらすべてを行うには時間がかかりますが、侵害の潜在的な影響度は時間の経過とともに増加するとい
うことを忘れてはいけません。悪意のある攻撃者が待っていてくれるということはありません。

先手を打ち続け、ビジネスへの影響を最小限に抑えるためには、どのように検知 / 対応するのが効果的
かについて、その答えとなるのがエフセキュアの 「継続的対応」 です。

おそらく、組織の従来のセキュ

リティ監視機能でも検知でき

ますが、セキュリティオペレーショ

ンセンターが EDR（Endpoint 

Detection and Response）

を使用していない場合には、検

知できる可能性が大幅に低減

します。

さらに、不正アクセスのポイント

はそれを検知した場所だけな

のか、それとも他のエンドポイン

トも狙われているのか？攻撃

者が複数人いる可能性はない

か？といったことに加え、さらに

厄介なのは、攻撃が検知され

たことを攻撃者に悟られること

なく、すべてに対処できなけれ

ばならないことです。

また、取締役会への報告に必

要な情報をすべて収集し、ブ

リーフィングと連絡の担当者を

決定します。

さらに、深夜に侵害が発生した

場合に誰が対応するかについ

ても決めておく必要があります。

侵害の範囲を特定できたら、

封じ込めと修復に全力を注ぎ

ます。これは最終的にインシデ

ント対応チームが対応すること

になりますが、チームは組織の

ビジネスを十分に理解した上

で、適切な封じ込めと修復を

計画します。

脅威の確認後、社内にチーム

を編成して、外部のインシデン

ト対応チームとも連携しながら

対処します。事前にこうした準

備を全く行っていない場合に

は、対処は難しくなるでしょう。

次に、それが真の脅威かどうか

を見極める必要がありますが、

ここでも多くの問題に直面しま

す。たとえば、どのように調査す

れば良いか？適切なデータは

あるか？適切なアーティファク

ト（痕跡）の抽出を、迅速かつ

容易に行うことができるか？な

どです。

不正アクセスが発生。
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COUNTERCEPT

継続的対応を構成する 3 つの 「C」

エフセキュアでは、検知と対応を 1 つの方法論に組み合わせた独自のアプローチを 「継続的対応」 と呼
んでいます。攻撃を確認するやいなや、防御側は即座に行動して攻撃者を封じ込め、たとえ修復計画の
実施前であっても攻撃者の目的の達成を妨害することが可能です。巧妙なサイバー攻撃を防御するに
は、検知と対応のバランスが重要であり、継続的対応では以下のようなアプローチを通じて対処します。

エフセキュアの継続的対応では、3 つの 「C」、すなわち適切なタイミングで適切な人材をアサインす
る 「コラボレーション（Collaboration）」、適切な情報を基にした意思決定を支援する 「コンテキスト
（Context）」、そして適切なアクションを実行する「コントロール（Control）」を組み合わせて提供します。

アーティファクトを取得 ・ 分析し、疑わしいアクティビティを調査するために、悪意の有無の判断
に精通した専門家を配置します。侵害後ではなく、侵害中の攻撃の全体像を把握できるよう
にしておくことが極めて重要です。

攻撃を特定すると、完全な修復計画を策定して合意が得られるまでの間、攻撃者を封じ込め
て混乱させることができます。この封じ込めと混乱は、ビジネスへの影響を最小限に抑える上で
重要な措置となります。

攻撃者の C&C サーバーと永続化に使用しているメカニズムを破壊し、組織内の足がかりを除
去することで攻撃者の悪意あるアクティビティを無効化します。

継続的対応の仕組み

攻撃を検知 コンテキスト コントロール

コラボレーション
エフセキュアの Countercept と社内の主要なス
テークホルダー（経営層、IT セキュリティ担当、IT
担当、コミュニケーション担当）の相互連携

迅速な 
意思決定ベース

フォレンジックアーティファクト 
の検索と分析

緻密なコントロールに
よって攻撃者の動きを
鈍らせ、迷い込ませる

事前承認された対応
アクティビティ

顧客
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4. 優れた脅威ハンティングとは？

優れた脅威ハンティングの条件には、攻撃者の視点に立ったマインドセットの醸成、チームが対処に専念す
るための時間の提供、必要なツールやデータへのアクセス権限の付与、およびシミュレーション時に敵側の
役割を担うレッドチームとインシデント対応チーム間のコラボレーションといった要素が含まれます。

攻撃者側のマインドセット

攻撃者の視点に立って考えることができれば、ブルー（防御側）チームは既存の攻撃手法への対処にとど
まらず、攻撃側が次のターゲットとするポイントをあらかじめ特定して、その防御機能を開発することもできま
す。

攻撃者の視点に立ったマインドセットの醸成には、以下が求められます。

チームが対処に専念するための時間の提供

脅威ハンティングが組織にもたらす大きな成果の 1 つとして、チームが対処に専念するための時間を確保で
きる環境整備が挙げられます。ここには、コアとなる検知 / 対応業務と脅威ハンティングを同じチームが実
施する体制も含まれます。とはいえ、チームにはこれらを同時に行うことが求められているわけではありませ
ん。

セキュリティの網をすり抜けるために攻撃者が用いる手法、および攻撃パスに関する深い理
解と専門知識：攻撃者の視点に立った理解を深めるために、エフセキュアのチームメン
バーはOSCP (Offensive Security Certified Professional) をはじめとする実践的な
資格を取得し、標的型攻撃のシミュレーションチームのシャドウイングに注力しています。

オペレーティングシステムの内部など、基盤となるテクノロジーに関する深い理解と専門知
識：何が悪用され、何が通常のアクティビティとしてマスクされるかを把握しておく必要があ
ります。

攻撃者の行動に関する専門知識：優れたチームは攻撃者の広範かつ複雑な行動に
関する幅広い知識体系を構築し、常に最新の状態を維持しておかなければなりません。
MITRE ATT＆ CK ™のようなオープンソースのモデルはその第一歩として最適であり、防
御しなければならない組織に関連する調査と経験に基づいて構築していきます。
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同じチームでオペレーションを遂行し、その能力を継続的に改善していくことで、相互責任の文化が生まれ
ます。たとえば、チームが必要以上に細かなルールを設けてしまった場合、チームは自らがそれに対処しな
ければならなくなるため、ルールは自ずと是正され最適化していくことになります。また、チームメンバーはオペ
レーションの基礎となる検知に精通しているため、チーム全体の運用効率も大きく向上します。

検知の網の目をすり抜けようとする攻撃の特定が脅威ハ
ンティングの目的であるならば、そこで何を検知できるのか
については明確に把握しておく必要があります。そうするこ
とで、検知の盲点や抜け穴にフォーカスして脅威ハンティ
ングのアクティビティの優先順位付けを行うことができま
す。

また、これをもとに能力の改善やアクティビティの有効性を実証することもできます。アクティブな脅威を発見
することが最終的な成功の判断基準であるならば、調査に費やした時間の長さはあくまで評価項目の 1

つにすぎないはずです。そのため、成功は検知 / 対応能力の 「改善」 を基準に測定 ・評価することが賢
明だと言えます。

チームに調査や脅威ハンティングに専念する時間を与えることで、メンバーのエンゲージメントやチャレンジ
精神が高まり、多くのタスクに集中できるようになります。人材の維持はセキュリティ運用を担当するチーム
の継続課題であり、各人の役割にさまざまな興味深いタスクを配置することが、人材を維持する上では不

可欠です。一方、このアプローチの唯一の欠点は、多様な
スキルを持つ人材を発掘して才能を伸ばすことが難しいこ
とです。ただし、これは仕事に適した文化の醸成を目指す
すべての企業に当てはまるわけではありません。また、チー
ムメンバーに柔軟性を与え、さまざまな専門スキルの訓練
を受けるように奨励することも、彼らのエンゲージメント向
上や人員の確保 ・維持に役立ちます。

調査で優れた成果を出すためには、それに集中できるまとまった時間が必要になります。つまり、環
境が頻繁に切り替わってしまうような状況では、効果的な調査は行えません。そのため、F-Secure 

Countercept では各チームメンバーが脅威ハンティングに専念できるように、各シフトに少なくとも丸 1日
の時間を費やせるシフトパターンを設けています。これにより、チームメンバー全員が定期的にまとまった時
間の中で調査に専念することができ、チームの時間の 25％が脅威ハンティングに割り当てられています。さ
らに当社では、繁忙期に備えて余剰のキャパシティやバックアップ要員も確保しています。

同じチームが業務を遂行し、その能
力を継続的に改善していくことで、
相互責任の文化が生まれます。

チームに調査や脅威ハンティングに
専念する時間を与えることで、メン
バーのエンゲージメントやチャレンジ
精神が高まり、さまざまなタスクに集
中できるようになります。
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使用するツールとデータ

新たな検知能力を生み出すためには、脅威ハンターは他のシステムからのアラートではなく、生データにもア
クセスする必要があります。他のシステムからアラートの関連付けや集約には一定の効果がありますが、そ
れらは主に分析の効率改善を後押しするものです。分析を円滑に行うためには、さまざまなデータ分析手
法を用いて自由に実験できることに加え、データへの API アクセスが求められます。

また、柔軟なテクノロジースタックを持ち合わせておくことも重要です。脅威ハンティングでは新たなテレメトリ
ソースやその他の要件も必要になる場合があるため、テクノロジースタックをすばやく更新して、最新の攻撃
に備えられるようにしておくことは大きな意味を持ちます。

脅威ハンティングに慣れていない新人には、データを簡単に調査 ・ 分析できる Kibanaなどのツールを用
意しておくことが重要です。その後、経験を積むに従って Pythonや同様のツールを用いた、より複雑な分
析手法を使用することになります。Jupyterなどのコラボレーションツールでこれらのテクニックやコードを共
有すれば、チームメンバーのスキルをさらに強化することができます。

データの分析手法は、できる限りシンプルなものにしておき
ます。「機械学習」 や 「人工知能（AI）」 などはたしか
に刺激的でエキサイティングですが、単純な文字列のマッ
チングや最小頻度の分析、データテーブルの活用といった
シンプルな手法で、多くの優れた成果を獲得することがで
きます。当社のインテリジェンスの大半は、複雑な分析手

法ではなく、検知における有用性を正確に判断することから生まれています。もちろん、シナリオによっては
極めて複雑な分析が求められるものもあります。たとえば、ユーザーの行動分析では特定のユーザーの 「通
常」 を学習する必要があり、その際には機械学習が役立ちます。しかし、こうした手法はプロセス全体にお
ける問題の解決手段ではなく、ハンターが用いるツールとして捉えるべきです。

継続的なテストは、優れた脅威ハンティングを実現する上で不可欠なプロセスです。検知能力の継続的
な改善を習慣化する際には、既存の能力を壊さないようにすることもまた重要です。それに向けて、エフセ
キュアは仮想化インフラを定期的に起動し、設定済みの攻撃パスを自動化して、予想される検知結果が
すべて生成されることを確認できるテストフレームワークを開発しました。ルールの展開前にはさまざまな確
認や調整が必要となり、それでも見過ごされることがありますが、可能な限り現実に近い状況でテストを行
うことが重要です。

当社のインテリジェンスの大半は、
複雑な分析手法ではなく、検知に
おける有用性を正確に判断するこ
とから生まれています。
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レッドチームとインシデント対応チーム間のコラボレーション

このコラボレーションの目的は、言うまでもなく攻撃者からの防御です。レッドチームとの敵対シミュレーション
は、学習や調査の面で極めて有意義なもので、紙ベースの調査とは比較にならない成果があります。脅
威ハンティングチームは攻撃訓練を受けますが、そうすることで相手側の攻撃チームが持つフレッシュな視
点から盲点を見つけ出せるとともに、実験室の外からチームをテストすることができます。一方、優秀なレッ
ドチームも独自の調査を行って、ブルーチームが最新の機能をテストできるようにします。パープルチームの
実習も、このプロセスを支援します。

IR チームは彼らが封じ込めて修復するインシデントから、攻撃者の行動に関する重要な情報を学びます。
これらの情報は新たな検知機能の開発に利用できる貴重な知見であり、インシデントの発生中に学ぶこ
とができます。単なる調査だけで不正アクセスされた他のマシンを発見するのではなく、不正アクセスが見受
けられた時点でルールを策定して検知を自動化するもので、このアプローチにはすでに数多くの成功例があ
ります。

エフセキュア 
インシデント対応チーム

F-Secure Countercept 
検知 / 対応チーム

レッドチーム

調査に 
使用する 
情報

パープル 
チーム編成
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5. 脅威ハンティングの今後について

この先の未来にどのような世界が待ち受けているかは、誰にも分かりません。しかし、脅威ハンティングが今
後向かう方向性や、どのようなニーズに応えていくのかについて、手がかりとなるトレンドや新たなテクノロジー
があります。

未来はどうなるか？

エンドポイントからのフォーカスのシフト

攻撃者は依然としてエンドポイントでの活動が最も活発なため、脅威ハンターは引き続きエ
ンドポイントにフォーカスすることになります。一方、多くの企業はクラウドサービスへの移行に
着手しており、最新のオペレーティングシステムを使用してブラウザ上で作業を行うため、攻
撃者はそれらに大きな関心を寄せています。そこでは既存の検知機能にギャップが生じ、攻
撃者は当然のようにこれを悪用しようとするため、脅威ハンターは新たな危機感を持ってこ
れらの領域も調査しなければなりません。

用語の標準化

サイバーセキュリティ業界では、いまだに 「脅威ハンティング」 という言葉の定義が曖昧なま
まです。本書では、この言葉の持つ本来の意味をできるだけ具体的に説明していますが、
多くのベンダーが誤った使い方をしている状況は変わりません。エフセキュアでは、脅威ハン
ティングの定義が今後より標準化され、脅威ハンティングを実施する側がベストプラクティス
やツール、知識の共有に集中でき、またこの言葉が使用される際は、購入者がその影響を
正しく理解できるようになることを望んでいます。

脅威ハンティングが大きなテーマに

社内の能力を育成する意欲があり、一定規模の予算も用意できる企業にとって、本書で
説明している脅威ハンティングは攻撃の検知能力の向上するための実質的なアプローチと
なります。

これにはいくつかのメリットがありますが、まず脅威ハンターは全体的な運用とキャパシティに
深く関与することになるため、現職のアナリストの役割は、（評価を問わず）その必要性が
相対的に低下します。そのため、現在のアナリストのスキルを脅威ハンティングに照らし合わ
せることは、ギャップを埋め、スタッフの定着率の向上に役立つはずです。
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次に、企業はセキュリティ能力向上（必ずしも脅威の発見ではない）の観点から脅威ハ
ンティングに価値を見いだすことで、時間の投資に明確な根拠を持たせることができます。
さらに、その後も具体的なプロセスが継続すれば、時間をさらに有効活用することができま
す。

「脅威ハンティング」 は、企業が検知能力を高める上での理想的なアプローチとして、さ
まざまな価値を備えています。ブルーチームの人材を引き付け、彼らの定着を促すと同時
に、検知能力の向上にも役立ちます。こうした流れが実際に確立されれば、脅威ハンティ
ングはサイバーセキュリティ分野で最も刺激的かつ影響力ある分野の 1 つとして認識され
るようになるでしょう。ますます多くの人々が、脅威ハンティングの実践が企業のサイバーセ
キュリティ体制の具体的な改善につながることを認識しつつあります。

改良されたツールと技術の進化が攻撃者を不利な立場に追い込む

ブルーチームとレッドチームが同じペースで協力し合うことで、この分野の知名度は高まり、メ
ンバーをはじめ脅威ハンティングチームの機能に至るまで、すべてが加速するでしょう。脅威
ハンティングの継続的なプロセス改善を通じて強化されたブルーチームは、脅威ハンティング
に特化して設計されたコラボレーティブなツールや技術開発への移行を推進し、攻撃者を
大きく後退させることになるはずです。

ルールロジックの共有

現在、多くのチームが直面している最大の課題の 1 つが、新たな検知ロジックを生み出せ
るほどの十分なスキルを備えたチームをいかにして構築するかです。セキュリティ業界では現
在、最新の知識は人が読める形で共有されていますが、いずれはこれを自動化されたプロ
セスの中に埋め込んでいく必要があります。Sigmaのようなプロジェクトでは、ルールロジック
を共有するフレームワークの作成も可能であり、別の組織で同じ攻撃に対するルールロジッ
クを何度も作成するといった冗長性を削除 / 低減できます。一般的な攻撃（Windows

エンドポイント、Active Directoryなどへの攻撃）に対するルールの冗長性を排除できれ
ば、チームは自身の組織に特化したシナリオでサイバーキルチェーンに注力できます。エンド
ポイントテクノロジーが標準化されるのに伴い、この種の機能の共有は ATT＆ CK のよう
な人気のナレッジシェアリングプロジェクトの自然な進化形として浸透するようになるはずで
す。
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6. まとめ

「脅威ハンティング」 という言葉が多くのベンダーの間でバズワードのように使われるようになったことで、この
言葉の本来の意味が曖昧になっているのも無理はありません。本書では脅威ハンティングを取り巻くいくつ
かの誤解を取り上げ、この言葉が意味するものを明らかにし、定義付けを行いました。つまり、脅威ハンティ
ングとは自社の検知機能におけるギャップを見極め、攻撃者がそれを悪用する前にギャップを埋める検知
ツールのユースケースを開発するプロセスのことを指します。

また、本書では検知 / 対応を 1 つに統合し、攻撃が発生した際に防御側が即座にそれを封じ込め妨害
するエフセキュアのアプローチ 「継続的対応」 についても言及しました。継続的対応は改善を通じて常に
進化し続けますが、その改善ループへの重要なフィードとなるのが脅威ハンティングであり、標的型攻撃に
は当社の検知 / 対応機能が極めて有効であることを説明しました。

さらに、攻撃者の視点に立ったマインドセットの育成やレッドチームとインシデント対応チームのコラボレーショ
ンのほか、脅威ハンターには適切なツールおよびデータが利用できる環境や、調査に専念できる場所 ・時
間を提供することの重要性など、優れた脅威ハンティングを実践するための要件についても触れてきまし
た。そして、エフセキュアのアプローチには、これらすべてが組み込まれています。

最後に、脅威ハンティングの今後に関するエフセキュアの考えと所見、予測を述べ、将来への筋道を示しま
した。

エフセキュアの脅威ハンターが 
自身の技術について説明して 
いるショートムービーです

エフセキュアをフォローして、 
セキュリティ業界の最新情報を 

入手しましょう

F-Secure Countercept 
チームへのお問い合わせは 

こちら
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エフセキュアについて
エフセキュアほど現実世界のサイバー脅威についての知見を持つ企業は
市場に存在しません。数百名にのぼる業界で最も優れたセキュリティコン
サルタント、何百万台ものデバイスに搭載された数多くの受賞歴を誇るソ
フトウェア、進化し続ける革新的なセキュリティ対策に関するAIテクノロ
ジー、そして「検知と対応」。これらの橋渡しをするのがエフセキュアです。
当社は、大手銀行機関、航空会社、そして世界中の多くのエンタープライ
ズから、「世界で最も強力な脅威に打ち勝つ」という私たちのコミットメン
トに対する信頼を勝ち取っています。グローバルなトップクラスのチャネル
パートナー、200社以上のサービスプロバイダーにより構成されるネット
ワークと共にエンタープライズクラスのサイバーセキュリティを提供するこ
と、それがエフセキュアの使命です。

エフセキュアは本社をフィンランド・ヘルシンキに、日本法人であるエフセ
キュア株式会社を東京都港区に置いています。また、NASDAQ ヘルシン
キに上場しています。詳細は https://www.f-secure.com/en/welcome 
(英語) および https://www.f-secure.com/ja_JP/ (日本語) をご覧くださ
い。

f-secure.com/consulting
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