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サイバーセキュリティサービス RadarView 2022のレポートについて

ロシアとウクライナの紛争は、すでに不安定なサイバー脅威環境においてサイバーリスクをさらにエスカレートさせていま
す。組織はサプライチェーンパートナーに拡大しているフィッシングを含む電子メールサイバー攻撃を引き続き阻止してい
ます。

企業がITインフラストラクチャをモダナイズするにつれて、ゼロトラストセキュリティ・モデルへの関心が高まり、必要なセ
キュリティコントロールを導入またはアップデートする必要性が高まっています。これらの対策はすべて、トリアージプロセ
スとインシデント対応を自動化することで、企業が事後対応型から事前対応型のセキュリティオペレーションセンター(SOC)
に移行するのに役立ちます。

サイバーセキュリティサービス RadarView 2022のレポートは、この分野のベストプラクティスを企業に伝え、主要なサー
ビスプロバイダを比較的詳細に把握できるようにすることを目的としています。

Avasantは、三方向にわたる厳密な方法論を用いて35のプロバイダーを評価しました。成熟度、パートナーのエコシステム、
投資と革新を実践します。 35社のうち、29社が過去12か月で市場に最も大きな価値をもたらしたと認識されています。

また、このレポートでは、市場の主なトレンドと、今後12ヶ月から18ヶ月の間の業界の将来の方向性に関するAvasantの見
解にも焦点を当てています。



エグゼクティブ・サマリー
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サイバーセキュリティの定義
サイバーセキュリティは、予防、検知、対応、復旧の概念に基づいて構築されています。動的で急速に発展する空
間で、通常は次の要素で構成されます。

アプリケーションのセキュリティ
内部および外部の脅威によって悪用される可能性のあるアプリケーションの設計、開発、デプロイメント、
アップグレードまたはメンテナンスの欠陥による脆弱性からアプリケーションを保護するために、開発
ライフサイクルの間に行われる措置です。

情報セキュリティ
不正アクセスから情報を保護し、IDの盗難、情報の漏洩、不正な変更を防止します。コミュニケーション
チャネルには、Eメール、メッセージングアプリ、ソーシャルメディアなどがあり、Eメールおよび
メッセージングセキュリティ、詐欺および取引セキュリティで保護されています。

災害復旧/ビジネスの耐障害性
リスク評価の実行、優先順位の設定、災害発生時のリカバリ戦略の策定、可用性要件を満たすための
エンド・ツー・エンドのビジネスおよびインフラストラクチャーの復旧プロセスのテストを含まれます。

ネットワークセキュリティ
ウイルス対策/スパイウェア対策、ファイアウォール、侵入検知/防御システム(IDS/IPS)暗号化/仮想プ
ライベートネットワーク (VPN) などのセキュリティツールを活用して、ネットワークの整合性を保護
します。デバイス (モバイルデバイスセキュリティ) またはさまざまなエンドポイント (エンドポイン
トセキュリティ)に接続されたネットワークの保護を実現します。

クラウドのセキュリティ
仮想化されたIP、データ、アプリケーション、サービス、およびクラウドコンピューティングの関連
インフラストラクチャを保護するための一連のポリシー、手順制御、およびテクノロジーです。これ
は、採用されたときに他のセキュリティの側面を横断する基礎的なコンポーネントです。
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市場を形成する主要な企業サイバーセキュリティのトレンド

ロシア・ウクライナ戦争
による米国のサイバー
リスクが増大

エッセンシャル
サービスは引き続き
主要なターゲット

大規模なSD-WAN

プロジェクトにはSASE

セキュリティモデルが
必要

サービス・プロバイダ
は、コンサルティング
業務を拡大

• 米国のジョー・バイデン大統領は最近、ロシア機関からのサイバー攻撃の可能性がある中、米国の安全保障体制を強
化すると発表しました。これに続いて、米国保健社会福祉省は, 米国の健康管理部門に差し迫ったリスクがあることを
警告しました。

• 現在進行中の紛争は、攻撃の精巧さとバリエーションの増加という広範な傾向を増幅させています。
• 最新のLog4j侵害はそのような事例の 1つであり、 Javaベースのアプリケーションとサービスを危険にさらしています。

• 複数のドメインをカバーするマネージドセキュリティサービスの利用に関しては、医療と銀行がサイバーセ
キュリティの採用トレンドをリードし、製造業がそれに続く :アイデンティティとアクセス管理 (IAM)、デー
タ保護とプライバシー (DPP)、および感染性のある仮想マシン (IVM)です。

• これらの管理サービスにより、データマスキング、アクセスガバナンス、および従業員のエンド・ツー・エ
ンドの自動化が向上し、自動化されたセキュリティによって手作業が削減されます。

• 組織がSD-WANプロジェクトを拡大するにつれて、ITリーダーはセキュリティ保護されたインターネットアク
セスとアプリケーションへのセキュリティ保護されたアクセスを組み合わせています。

• セキュアアクセスサービスエッジ (SASE) セキュリティモデルには多くの関心が寄せられています。これらの
モデルは、WAN、ファイアウォール、データ損失保護、ディープパケットインスペクション (DPI) および
クラウドセキュリティツールとともに、クラウドおよびネットワークのセキュリティ機能を提供します。

• 進歩的なサービスプロバイダーは、買収によってスキルセットを獲得したり、既存のビジネスグループを統
合して学際的なチームを活用したりすることで、コンサルティング能力を強化しています。

• 企業は、コンサルティングに関するアドバイスを提供できるサービスプロバイダとの連携を希望して、取締
役会や経営幹部の議論に参加し、戦略的意思決定の推進を支援し、プロジェクトの次の段階に目を光らせな
がら、ガバナンスを改善します。
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企業の前にある道

事後から事前対応型
SOCへの移行

• 機械学習 (ML) とデータサイエンスを使用して、攻撃者の行動 (侵害の兆候など) をモデル化し、脅威をプロ
アクティブに特定して、トリアージプロセスとインシデント対応を自動化します。

• 拡張された検出と応答 (XDR) プラットフォームを拡張するために、マネージドセキュリティサービスプロバ
イダ(MSSP) は、SecuronixやSnowflakeなどの特殊なセキュリティプロバイダーと協力しています。MSSPは
また、クラウドサービスプロバイダー (AWSとMicrosoft)のセキュリティ機能も活用しています。

• 企業は、企業のITランドスケープの5つの柱にわたってセキュリティ管理を行っています : ユーザー、デバイ
ス、ネットワーク、インフラストラクチャとアプリケーション、およびデータです。

• レガシーVPNや従来のインターネットゲートウェイをゼロトラストソリューションに置き換え、クラウド
ベースのソリューションを導入して、接続された運用テクノロジ (OT) デバイスに対するサイバー攻撃を無力
化します。

• 企業のお客様は、セキュリティ・コントロールの導入を更新、有効化、標準化することにより、ハイブリッ
ド環境を保護し、クラウド化、インダストリー4.0、5 Gとソフトウェア定義ネットワーク (SDN) の融合など
のトレンドに対応する必要があります。

• これには、最小権限アクセスのプロビジョニングのためのアクセス制御、セキュリティ制御の導入、およびIT、
OT、およびSD-WANアーキテクチャ全体でのアクセスの監視が含まれます。

• ロシアとウクライナの紛争を考慮すると、組織はリスクを再評価し、パフォーマンス測定基準を分析し、サプ
ライチェーンをチェックし、包括的な監査プログラムをレイアウトする必要があります。

• その他の対策としては、サイバー賠償責任保険の取得、セキュリティ対策の年次レビューの実施、悪意のある
活動やポリシー違反の継続的な監視などがあります。

ゼロトラストセキュリ
ティモデルを検討

進化するランドスケー
プに必要なセキュリ
ティ・コントロール
を更新

包括的監査プログラム
をレイアウト
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Practice maturity

Avasantは、企業によるサイバーセキュリティサービスの導入
をサポートする29の大手プロバイダーを評価します



レイ・オブ・ザ・ランド
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攻撃ベクトルはますます多様化、高度化しています

コロニアル・パイプラインに対するランサムウェア攻撃の後、最新のLog 4 jのセキュリティ侵害によ
り、セキュリティ専門家らは、最終的な影響がまだ明らかになっていない別の重要な脆弱性の修正に
奔走しています。

2021年12月にはLog4jの脆弱性が
発見され、ハッカーは標的システ
ムを制御してリモートからコマン
ドを実行できるようになりました。
これにより、Javaベースの複数の
アプリケーションとサービスが危
険にさらされます。

2021年12月、フランスの IT企業
Intenum Groupがランサムウェア
攻撃の標的となりました。
影響はフランスの一部の事業に限
られていました。

2021年10月、T-Mobile、Verizon、
AT&Tを含むすべての主要キャリア
の SMSルーティング企業である
Syniverseは、同社のシステムと
データベースが5年以上にわたって
ハッキングされていたことを明ら
かにしました。

2021 年 8 月 に は 、 Microsoft

Exchange Serverの脆弱性を悪用
した一連の攻撃が発生しました .

ProxyShell と呼ばれる、が行われ
ました。ハッカーはMicrosoft 365

ユーザーのネットワークに侵入し、
フィッシングキャンペーンを展開
しました。

T-Mobileは2021年8月、過去4年間
で5回目となる、最大規模の情報漏
えいに遭遇した。生年月日、社会
保障番号、運転免許証番号、国際
モバイル機器識別 (IMEI) 情報など、
4000万人以上の顧客データがハッ
キングされました。

2021年5月、米国最大の燃料パイ
プラインであるコロニアル・パイ
プライン社がランサムウェア攻撃
の被害を受けました。同社のITネッ
トワークがハッキングされ、東海
岸全体でガス不足が発生しました。

出典：Avasant・リサーチ
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フィッシングが依然としてサイバー攻撃の最大のパーセンテージを占め、
続いてランサムウェアが登場します
従業員のほとんどが自宅で仕事をしているため、フィッシング攻撃は2倍以上に増加しました。フィッ
シングは比較的手間がかからないにも関わらず、ビジネスへ大きな悪影響をもたらします。

2021年11月、IKEAはサプライチェーンパート
ナーに及ぶフィッシング攻撃を受けました。
また、同社のオンプレミスサーバ Microsoft

Exchange のセキュリティも侵害されました。

2021年 5月、ドイツの化学製品販売業者
Brenntagは、盗まれたデータの流出を防ぐため
に、440万ドル相当のビットコインをDarkside

ランサムウェアグループに支払いました。

2021年9月に帯域幅を含むVoIP業界のプロバイ
ダーに対して一連のDDoS攻撃が
仕掛けられました。

出典はこちら Avasantサイバーセキュリティサービス RadarView調査 2021年10月～12月期
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ヘルスケアや銀行などのエッセンシャルサービスは、
サイバーセキュリティの導入を引き続きリードしています。
業界では、ゼロトラストIAMアプローチを使用し、プロアクティブな脅威の検出と修復のためのセ
キュリティオーケストレーションおよび自動化 (SOAR) のランブックとプレイブックを導入すること
で、サイバーレジリエンシーに投資しています。

サイバーセキュリティサービスのさまざまな業種からの収益の割合

ヘルスケアとライフサイエンス 製造業
通信、メディア、エン
ターテインメント ハイテク 非営利団体

保険

銀行 ユーティリティとリソース 小売業とCPG 金融サービス
政府 旅行と交通

航空宇宙と防衛 1%

出典はこちら Avasantサイバーセキュリティサービス RadarView調査 2021年10月～12月期
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組織がITインフラストラクチャをモダナイズするにつれて、ゼロ
トラストセキュリティモデルへの関心が増加しました。

ゼロトラストモデルには、多要素認証やその他のセキュリティ対策を使用したユーザーコミュニティ、
エンドユーザーデバイス、アプリケーションなどのデータの区分化が含まれます。

ユーザー デバイス ネットワーク
インフラストラクチャ
とアプリケーション

データ

あるヨーロッパの消費財企業は、
レガシーなVPNや従来のインター

ネットゲートウェイをゼロトラス
トのソリューションであるZscaler

Private AccessTM (ZPATM)に置き
換え、クライアントのAzureクラウ

ドおよびデータセンターで実行さ
れるプライベートアプリケーショ
ンへのゼロトラストアクセスを提
供しました。

南アフリカの大手金融グループは、
リモートユーザーのセキュリティ
を改善し、Azureの多層制御を実装

することでクラウドアプリケー
ションの可視性を高めるために、
ゼロトラスト IAMアプローチに従
りました。

ヨーロッパのエネルギー会社は、
セキュリティ制御の管理ミスの課
題を克服するためにプロキシVPN

で25,000人以上のユーザーのため
に Zscaler SASEとそのゼロ信頼
ネットワークアクセス (ZTNA) ソ
リューションを実装しました。

オーストラリア最大のビスケット
の生産者、Microsoftのセキュリ

ティスタックを使用してコロケー
ションデータセンターからクラウ
ドにアプリケーションを移行する
ために、ゼロトラストアプローチ
を実施されました。

北米の金融サービス企業が、
PCI/PIIデータを処理する内部ア

プリケーションのデータを安全
に保存するというPCIの要件に
準拠するために、HP Voltage

データセキュリティソリュー
ションを導入しました。

出典：Avasant・リサーチ
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企業は、進化するランドスケープに対応するために必要なセキュリ
ティ規制を展開もしくは刷新しています。
企業がITインフラストラクチャをモダナイズするにつれて、ITリーダーは、セキュリティで保護されたインターネット・
アクセスとセキュリティで保護されたアプリケーション・アクセスという2つの主要コンポーネントを組み合わせてい
ます。
業界動向 : セキュリティ制御 : 業界の使用例:

クラウディフィケーション

インダストリー4.0

5 GとSDNのコン
バージェンス

• IDサービスのフェデレーション

• 最小権限アクセスをプロビジョニン
グするためのアクセス制御

• 構成管理

• ITとOT全体にわたるセキュリティ管
理の導入と監視

• 識別と認証

• アセットマップの作成

• ネットワークマイクロサービスのセグメント化ファ
イアウォール機能とIPS機能の統合です

• ルールベースのアプローチを使用したトラフィック
制御です

• 南アフリカのある金融サービスグループは、
境界からワークロードまでのさまざまなレイ
ヤーでセキュリティ制御を導入し、リモート
ユーザーのセキュリティを向上させ、クラウ
ドアプリケーションの可視性を高めました。

• あるFortune 100社のグローバル・エネル
ギー企業は、ITとOT全体にわたる監視を含む
セキュリティ制御の導入を更新、有効化、標
準化することで、ハイブリッド環境を確保し
ました。

• 北米のある医療技術企業は、モバイルユー
ザー向けを含むネットワーク境界およびエン
ドポイントセキュリティソリューションを導
入し、IPSを使用してセキュリティの脅威を
即座に把握できるようにしました。

出典：Avasant・リサーチ
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実装および管理サービスとともにアドバイザリーサービスを
提供するプロバイダを活用する。
企業は、取締役会や経営幹部と関わり、戦略的な意思決定を促進し、実装とマネージドサービスを視野に入れて
おくことができるプロバイダーを必要としています。

サービスプロバイダは、次の3つのアプローチを通じてコンサルティ
ング業務を拡大しています :

• Wipro は、2021 年 12 月に Edgile を 2 億
3000 万ドルで買収しました。これは、サイ
バーセキュリティ分野への最大の投資です。

• それは、取引の初期段階で影響力のある役
割を果たすことによって、バリューチェー
ンを引き上げることを目指しています。

• LTIは、デジタルIDアシュアランスとコンプライア
ンス (DIAC) サービスを導入しました。これには、
さまざまなIDおよびアクセス管理ツールとIDガバ
ナンスツールのコンサルティング、運用、実装、
統合が含まれます。

• 2021年、HCLはコンサルティングおよびアドバイザリーサービスをSymantecと統合し、
FORTIUSと呼ばれる戦略コンサルティングサービスを展開しました。

• 同社は、より多くのポスチャ、信頼性ゼロのアーキテクチャ実装、およびセキュリティ
メッシュ内の他の領域でのより多くの製品の作成を計画しています。

能力の獲得

サービスの統合
ニッチなサービス
のカービングアウト

出典：Avasant・リサーチ
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企業は事後対応型から事前対応型SOCに移行し、トリアージ
プロセスとインシデント対応を自動化しています。
これには、攻撃者の行動をモデル化し、脅威が発生する前にそれを特定するためのMLとデータサイエンスの利用が含まれます。

サービスプロバイダは、脅威の検出と対応能力を強化する
ためにさまざまな取り組みを行っています。

出典：Avasant・リサーチ

セキュリティ専門企業と
の の提携

事業者の取り組み

2022年1月、LTIはSecuronixおよびSnowflakeと提携
し、Active eXtended Detection and Responseプ
ラットフォーム (Active XDR) を拡張しました。脅威
の検出をコンテキスト化して高速化し、インシデント
の応答時間を自動化することを目的としています。

2021年9月, AWSレベル1のマネージドセキュリティ
サービスプロバイダ (MSSP) のコンピテンシーステー
タスを達成しました。これにより、Tech Mahindra

は、24時間365日のイベントモニタリングとインシデ
ントレスポンス、トリアージ、AWSサービス設定に関
するベストプラクティスの提供など、クラウドセキュ
リティの課題に対処できます。

2021年6月には、フランスのサイバーセキュリティ企
業TEHTRISと提携し、フランスの公共機関のサイバー
セキュリティのニーズに対応するソブリン・ソリュー
ションを共同開発しました。同社はこの提携を通じて、
ランサムウェア攻撃に特化した攻撃検知および自動応
答機能を共同開発する計画です。

地域のセキュリティ
プロバイダーとの連携

クラウドプラット
フォームのセキュリティ

機能の活用
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組織は、ロシアとウクライナの戦争によってもたらされる
サイバーリスクに備える必要があります。
ロシアの機関からのサイバーリスクの中で、米国のセキュリティ体制を強化するよう、米国のジョー・バイデン大統領と
保健社会福祉省からの最近の警告は、状況の深刻さを反映しています。

現在の出来事を考慮して、組織は次の対策を検討する必要があります。

ローカルエクスポージャー
を理解する

ベンダーSLA、OLA、
KPIの改訂

サイバー賠償責任保険を
取得する

セキュリティ対策を
毎年見直する

悪意のあるアクティビ
ティとポリシー違反を
継続的に監視

徹底した監査を行う

格納されたデータ、インストールさ
れたシステム、およびリスクの高い
地域を拠点とするサプライヤのリス
ク軽減戦略を設計します。

サイバーセキュリティ要件をより適
切に反映する指標に重点を置きます。

データ損失またはセキュリティ違反、テ
クノロジーのエラーと脱落、およびプラ
イバシーとネットワークセキュリティ責
任保険を提供します。

年次の侵入テスト、検査、脆弱性評
価、MFA と暗号化を実行します。

ファイアウォールと侵入検知/防御システムを含む
ネットワーク、アプリケーション、データベース、
およびプラットフォームのセキュリティ対策を確立
します。

コンプライアンスのレベルとサービス
の成熟度を検査します。

出典：Avasant・リサーチ



RadarViewの概要
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Avasant のサイバーセキュリティサービス RadarView は、
サービスプロバイダーを 3 つの側面で評価します。

プラクティスの
成熟度

パートナーのエ
コシステム

投資と革新

• この側面では、プロバイダの戦略的重要性、提供内容と機能の成熟度、およびクライアントの関与の観点
から、プロバイダのサイバーセキュリティの現状を考慮します。

• この側面で重要なのは、クライアントベースの幅と深さ、専有 /アウトソーシングされたツールとプラッ
トフォームの利用、人材の質と実行能力です。

• この側面では、プロバイダのエコシステムパートナーシップの性質、パートナーシップの目的 (共同開発
と共同イノベーション) 、およびソリューションプロバイダ、スタートアップコミュニティ、業界団体と
の連携を評価します。

• ここでの重要な側面は、製品に関する共同開発プログラムの評価、ゴー・トゥ・マーケットのアプローチ、
パートナーシップの全体的な深さです。

• この側面は、投資の戦略的方向性と、それによってもたらされる製品や提供物の結果としての革新、およ
びそれが業界の将来の方向性とどのように整合するかを測定します。

• ここでの重要な側面には、戦略的パートナーとともに開発された革新的なソリューションに加えて、能力
開発と成長、技術開発、人的資本開発への有機的および無機的な投資が含まれます。
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調査方法と対象

Avasantの分析は、いくつかの情報源に基づいています

公的開示

市場の相互
作用

プロバイダ
入力

証券取引委員会 (SEC) への提出書類、年次報
告書、四半期決算報告、経営幹部へのインタ
ビューや声明など、公に入手可能な情報。

デジタル・イニシアティブを主導し、サービ
ス・プロバイダの選択と関与に影響を与える
企業幹部とのディスカッション。

2021年10月~12月にオンラインアンケートと
構造化された説明会を通じて収集された情報。

評価対象となった35のサービスプロバイダのうち、
2022年にサイバーセキュリティサービスRadarViewに
掲載された最後の29は以下のとおりです。

注: Accenture、Alert Logic、AT&T Cybersecurity、BAE Systems、British Telecom、Capgemini、CGI、DXC、富士通、Lumen Technologies、NTT、
Secureworks、TCS、Trustwave、Unisys、Verizonの評価は、公開情報と市場との対話だけです。



サイバーセキュリティサービス 2022 RadarView
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RadarView を読み解く

Avasantは、次の4つの分類でサービス・プロバイダを評価しています。

リーダーは、RadarView評価のすべての主要な側面で一貫した卓越性を示しています。 (実務成熟度、パートナーのエコシステム、投資
と革新を実践する)、市場に大きなインパクトを与えてきました。これらのプロバイダは、真の創造性と革新性を示し、業界のトレンド
とベストプラクティスを確立しています。彼らは業界に対するコミットメントを証明し、業界におけるソートリーダーとして認識されて
おり、業界の他の人々が従うべき標準を設定しています。リーダーは、優れた実行品質と信頼性の高い深さと幅広い分野を示します。

イノベーターは、概念と手段を再発明し、物事が行われる方法の本質を根本から変える傾向があります。リーダーとは異なり、イノベー
ターはいくつかの選ばれた分野や業界を支配し、優れたイノベーションに基づいて自らを差別化することを選びました。これらの過激派
は常に業界に先駆的な進歩を生み出すことを熱望し、ゲームのルールを再定義する先駆者として積極的に求められています。

破壊者は、確立された規範を覆し、業界を活性化する斬新な手法を開発することを楽しんでいます。これらのプロバイダは、いくつかの
特定の領域に非常に集中し、高いレベルの粒度とコミットメントでそれらに対処することを選択し、その結果、構造的なシフトをもたら
します。ディスラプターは、リーダーやイノベーターのイノベーション能力のように、多くの垂直市場で一貫した深さと幅を持っていな
いかもしれないが、彼らはその焦点分野で優れた能力を示しています。

チャレンジャーは、独自のポジションを確立するために、型を打ち破り、革新的な技術、技術、方法論を開発しようと努力しています。
他のカテゴリーのプロバイダほどの規模を持っていないかもしれないが、挑戦者たちは熱心で機敏であり、業界の高さを増すにつれて、
彼らの高速実行を非常に効果的に利用します。チャレンジャーは、最も要求の厳しいGlobal 2000クライアントに高品質なプロジェクト
を提供してきた実績があります。特定の分野や業界では、チャレンジャーは他のカテゴリーのプロバイダーと同等かそれ以上の能力を
持っているかもしれません.
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Practice maturity

サイバーセキュリティサービス 2022 RadarView



サービスプロバイダプロフィール



25

Industry coverage

Darker color indicates higher industry coverage through digital services

Kyndryl: RadarViewプロフィール

800+

付与されたセ
キュリティ特許

DRオーケスト
レーションライ
ブラリ

IBMを含む16社の戦略的パート
ナーが、QRadarと同様のサー
ビスを提供します。ワークフ
ローの自動化とrunbookの自動
化のためのIP/アセットの構築に

重点を置いています。

実践の成熟度

パートナーエコシステム

実践概要 お客様事例

• 多国籍のCPG企業が、リスクの高い地域にある2つのデータセンターの脆弱性に対処するためのサイバーレジ

リエンシーの構築を支援しました。最初のフェーズでソリューションの70%を導入し、コンプライアンスと迅

速な復旧を実現しました。

• 英国を拠点とする多国籍銀行向けにAWSと共同で復旧ソリューションを開発し、自動化されたサイバー復旧機

能を有効にして、銀行が侵害や攻撃から迅速に復旧できるようにしました。これにより、サイバー攻撃からの

復旧を数日ではなく数時間で確実に行えるようになり、24時間体制でのフォレンジックチェック、警告、検疫

が可能になりました。

• 米国を拠点とする国際航空会社のDR実行計画を調整および自動化するために、レジリエンシーオーケストレー

ションソフトウェアを実装しました。RTO (Recovery Time Objective:目標復旧時間) (RTO) が大幅に短縮しま

した。

• 米国に拠点を置く電力会社のために、レジリエンシーオーケストレーションのケーパビリティを活用して、ビ

ジネスが停止する問題を解決して、堅牢なビジネス継続性とレジリエンシーの戦略を提供しました。これによ

り、データ消失なしで6時間のRTOを達成できました。

• 実践サイズ : 7,500+

• 認定/トレーニングを受けたリソー

ス: N/A

• アクティブクライアント: 4,000+

• 配信のハイライト:7 つのグローバ

ルおよび 5 つの地域のセキュリ

ティオペレーションセンター

顧客例主要なパートナーシップ主な IP と資産

• レジリエンシーオーケストレー

ションソフトウェア:異常やマル

ウェアを最高の精度で検出する

AIベースのツール。

• 多国籍CPG企業

• 英国を拠点とする多国籍銀行

• 米国の電力会社

• 米国の国際航空会社

• インドの銀行

• ピトニー・ボウズ

• バンガロール国際空港

• ブルガリアの投資銀行

• ライマック・セグロス

• カタロニア保健システム

• フィールドセーフソリューション

475+

プラットフォーム提供者

ソフトウェア提供者

航空宇宙・防衛

銀行業

金融業

政府

ヘルスケア・ライフサイエンス

ハイテク

保険

製造業

非営利団体

小売・CPG

通信・メディア・エンターテイ
メント

旅行・交通

ユーティリティ・リソース

投資と革新

業界分野業界分野

濃い色は、デジタルサービスを通じて業界のカバレッジが高いことを示します



26

Analyst insights

• IBMは2021年11月、サイバーセキュリティポートフォリオのサービス部分を分離し、QRadarを維持しました。Kyndrylはその後、リスクとコンプライアンスサービス、アイデン
ティティと評価サービス、インフラ保護とビジネス継続性、および災害復旧ービスなどのサービスを継承しました。

• 同社のサイバー・レジリエンシー・ポートフォリオは、セキュリティ・アシュアランス・サービス、ゼロトラスト・サービス、セキュリティオペレーション＆レスポンスサービ
ス、インシデント・リカバリー・サービスで構成されています。

• また、リスクの特定、AIを活用した脅威インテリジェンス、脆弱性管理、検出と対応の管理、データ保護、災害復旧 (DR) といったさまざまなサービスを通じて、脅威のライフサ
イクル全体にわたる保護を提供します。

• 主な焦点の1つは、DRのオーケストレーションです。また、市場投入までの時間を短縮し、さまざまなレベルのデータを確実に復旧できるように、800を超える定義済みの自動化
パターンのライブラリを構築しています。

• IBMからマネージドサービスを継承することとは別に、同社は現在、ワークフローの自動化とランブックの自動化のためのIP/資産を、異なるタイプのコネクタを通じて構築するこ
とに焦点を当てています。それとは別に、地域特有のコンプライアンスで顧客を助けることに焦点を当てています。

実践の成熟度

投資と革新

Kyndryl: RadarViewプロフィール

• 同社の顧客は主に、大規模なクラウド移行プロジェクトの一環としてセキュリティサービスを求めています。また、戦略的パートナーとしてクライアントと協力し、
すべての機能をクライアントのソリューションに統合します。

• 2022年2月にはAWSと提携してAWS Cloud Center of Excellenceを構築し、業界に特化したサービスやソリューションを開発しました。
• 世界中で7,500人以上の熟練したプロフェッショナルが、クライアントの分散環境を管理し、地域固有のコンプライアンス要件への対応を支援しています。

アナリストの見解

パートナーのエコシステム

• Kyndrylには現在、IBMを含む16社の戦略的パートナーがおり、QRadarと同様のサービスを提供しています。Trustwave、Secureworks、BT、そしてNokiaです。SOCをサービス
としてクライアントに提供することで、ベンダーロックインや追加投資を回避することができます。

• Kyndrylは2021年11月にIBMからスピンオフした後、初めてのグローバルアライアンスパートナーとしてMicrosoftを追加し、両社の専門知識を活用してサイバーセキュリティと共
同開発型サイバーセキュリティソリューションに関するポートフォリオの拡充を目指しています。

• Kyndrylは、化学メーカーのDowやスペインの金融機関のBBVAなど、複数の業界団体と提携してサイバーセキュリティへの取り組みを加速しており、両社はそれぞれの環境に高
度なセキュリティを統合するために協力しています。
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Avasantは、RadarViewを含む同社の研究出版物に掲載されているプロバイダ、
製品、サービスを推奨するものではなく、これらの出版物に掲載されているプロバ
イダのみを選択するようユーザーに助言するものではありません。 Avasantの研
究発表は、入手可能な最良の情報源からの情報と発表時のAvasantの見解に基づい
ており、その内容は事実の陳述として解釈されるべきものではありません。
Avasantは、特定の目的に対する商品性または適合性の保証を含め、本研究に関す
る明示的または黙示的な保証を一切行いません。

免責事項
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