
 

 

 

 
 

強固なセキュリティとリスクの 

低減に不可欠なソフトウェアの 

パッチ適用 
   

堅固なサポートを求めて、お客様は信頼できる 

プロバイダを利用しています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



概要 

Ovum社の見解 

エンタープライズ・ソフトウェア製品に投資するお客様は、多くの場合、事前に厳格なレビューと適

正評価を実施しています。もちろん、大部分のプロジェクトでは、こうした評価は必要な時間とコス

トの範囲内で行われます。ところが、驚いたことに一部のお客様は、継続的なソフトウェアのパッチ

適用とメンテナンスを通したソフトウェア投資の適切な保護に関しては、同様の厳格な適正評価の実

施に積極的ではありません。 

ソフトウェアの定期的なパッチ適用とメンテナンスの確実な実施は、すべてのエンタープライズに必

要不可欠です。パッチを適用すると、セキュリティ上の既知の脆弱性が軽減され、徹底した防御態勢

を確保できるため、安心感が得られます。定期的なメンテナンスを行うと、業界の規制やコンプライ

アンス手順に従っているという確信を持つことができ、コンプライアンス順守の社風を構築できま 

す。ソフトウェアのパッチ適用とメンテナンスを適切に実施しなければ、会社の収益だけでなく安全

で責任あるエンタープライズとしての評判までリスクにさらされます。このコンプライアンス順守の

社風を確立し維持するには、お客様のソフトウェアとシステムに関する必要な専門知識と経験を持っ

た、信頼できるプロバイダが提供する包括的なソフトウェア・サポートとメンテナンス・サービスに

投資する必要があります。 

当社の見解では、近視眼的に短期的な経費節約を優先し、パッチ適用や必要なメンテナンスを避けて

しまうと、会社のセキュリティと信頼性に関して長期的な損害を受けるリスクがあります。最終的

に、その損害が会社の評判、収益、純利益に壊滅的な影響を与える可能性があります。 

キー・メッセージ 
 

 徹底したエンタープライズ・セキュリティは最優先事項です。 

 コンプライアンス順守は当然であり、ソフトウェアの定期的なパッチ適用は非常に重要で 

す。 

 企業は、エンタープライズ・ソフトウェア・ベンダーと密接に連携しながら、提供されたソフ

トウェア更新、アップグレード、サポート・ツールを十分に活用し、積極的にセキュリティを

確保する必要があります。 

 このホワイト・ペーパーでは、次の内容について説明します。 

o ソフトウェアの定期的なパッチ適用とメンテナンスの重要性。 

o こうしたアプローチを怠ることによる潜在的な法律上およびビジネス上のリスク。 

o 適切なレベルと種類のサポートの必要性を認識したお客様が、サードパーティ・ 

サポート・プロバイダではなく、信頼できるソフトウェア・プロバイダ（この場

合、オラクル）を採用し、お客様独自のプラットフォームの脆弱性とセキュリティ

の問題に対処している事例。 

徹底したセキュリティはエンタープライズの最優

先事項です 
多くのエンタープライズでは、市場やビジネスの加速度的な変化に追随するために、クラウド、携帯

性、分析などのテクノロジー・トレンドを活用しながら、ITの変革を試みています。ただし、CIOや 

ITマネージャーは IT予算の伸び悩みまたは削減に直面しており、そうしたデジタル変革戦略の多く

は財政上の現実にぶつかっています。デジタル変革戦略への投資と新しい高度なアプリケーションや

ビジネス・プロセスの活用のバランスを常に取りながら、堅固なセキュリティを維持し、現在の環境

を確実に運用する必要があります。 



セキュリティを確保する必要がある ITのコンポーネントまたは要素は 1つだけではありません。オ

ペレーティング・システムからハードウェア、データベース、ミドルウェア、アプリケーションに至

るまで、スタック全体のセキュリティが必要です。弱点が 1つあるだけで、ITインフラストラクチャ

は悲鳴を上げて停止し、ビジネス全体に影響するダウンタイムを招いたり、極端な場合には、業界の

規制やコンプライアンス手順の違反につながるセキュリティ侵害が発生します。 

IT環境についてお客様と話し合うと、最も重要な検討事項としてセキュリティが毎回話題にのぼりま

す。当社は、最近実施した調査の 1つ、グローバルな ICTエンタープライズ・インサイトで、図 1に

示した ITトレンドの重要性評価をお客様に依頼しました。回答者は、IT機能の変革の必要性に続く

2番目にセキュリティ、個人情報、プライバシーの管理の必要性を挙げています。これは前述したバ

ランス確保の重要性を反映しており、お客様は ITへの新しい投資を希望しながら、既存の情報や資

産を保護することを重視していると当社では分析しています。 

 

図 1：エンタープライズが重視する ITトレンド 

 

出典：ICTエンタープライズ・インサイト 2017（Ovum社） 

セキュリティ・インシデントやセキュリティ侵害が組織のビジネスや評判に与える影響を考えると、

調査対象のエンタープライズにとってセキュリティが差し迫った課題であることは容易に理解できま

す。クレジット・カード・データ、個人情報、健康記録の盗難など、多国籍企業でのセキュリティ関

連の漏えいやハッキングのニュースは従来よりも頻繁に報道されています。通常このような事件は、

影響を受けるお客様の収益の損失や評判の低下を招きます。ビジネスの損失や顧客ロイヤリティの喪

失を回復するのは困難です。大部分のお客様は、潜在的なサイバーセキュリティの脅威から可能なか

ぎり会社を防衛することの必要性を認識していますが、そのような脅威は外部のハッカーが引き起こ

すだけでなく、ITスタック全体の適切なセキュリティの確保を怠ることも原因であることを認識する

必要があります。 

ソフトウェアのパッチ適用はコンプライアンス上

不可欠です 
現在、特に外部からの脅威は継続的でますます巧妙化しているため、厳格なソフトウェア・セキュリ

ティとメンテナンスを避けていては、ビジネスを続けることができません。持続的な監視とメンテナ

ンスが必要です。厳格なセキュリティ・プロファイルを確立するには、自社製品のパッチ適用、サポ

ート、セキュリティについての豊富な経験と専門知識を持っているソフトウェア・ベンダーと密接に

連携する必要があります。 

今年の重要な ITトレンド 

1位 2位 3位 4位～8位 

最新の職場環境の構築 

IT機能の変革 

セキュリティ、個人情報、プライバシーの管理 

従来システムの最新化 

カスタマー体験の向上 

クラウド・サービスの導入 

ビジネス情報の活用 

物理的な世界の接続 

回答者の割合 



規模や業種を問わずどの企業でも、信頼できるプロバイダと提携することで、適切な手順を策定し、

ソフトウェアのセキュリティを最新の状態に保ち、潜在的な脆弱性に対処する必要があります。ハッ

カーや悪意のある社員はソフトウェアの脆弱性を利用してセキュリティ管理を回避します。これは、

窃盗、詐欺、即時的な経済的損失に直接つながり、言うまでもなく企業のブランドを傷つけます。 

ソフトウェアのセキュリティへの対処が遅い企業は、こうした損失だけでなく、政府や業界の規制お

よびコンプライアンス手順の違反に対する罰金の可能性にも直面します。セキュリティ・インシデン

トの頻度と深刻さが増しているため、結果として生じるコストも増大しています。米国では、政府の

規制当局が、セキュリティやデータの侵害に対して多額の罰金の徴収を開始しており、さまざまな業

界の企業で数百万ドルのコストが発生しています。 

セキュリティ侵害とその被害があまりにも頻繁に発生しているため、米国連邦取引委員会（FTC） 

は、IT スタック全体の IT セキュリティに取り組む方法に関する幅広いアドバイスを発行しました。

その一例として、FTCが『セキュリティから始める：企業向けガイド』で公開している、過去の違反

での罰金と和解の事例から学べる教訓の上位 10項目を図 2に示します。 

 

図 2：ITセキュリティに関する FTCの推奨事項 

 

 

www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/start-security-guide-business 

出典：『セキュリティから始める：企業向けガイド』（米国連邦取引委員会） 

このアドバイスの一部はかなり直感的ですが、製品の適切なパッチ適用とサポートの観点から、一部

の教訓は詳細に検討する価値があります。製品開発における強固なセキュリティ手法の説明の中で、

FTCは、IT製品プラットフォームのセキュリティ・ガイドラインに従わなかったために召喚され罰金

を科された企業に言及しています。また、脆弱性に対処するためのセキュリティ手順の説明で、FTC

は、サードパーティ・ソフトウェアの更新とパッチ適用、ベンダーからのセキュリティ警告への留 

意、およびそれらへの迅速な対処を特に推奨しています。それらを怠ることは、規制当局や他の関係

者の定めたセキュリティを確保できていないことを意味し、仮に深刻なセキュリティ上の問題が起こ

り、事前にコンプライアンス・ポリシーに準拠していなかった場合、最終的に多額の罰金が科される

結果になります。 

このような背景から、ソフトウェアの導入を検討する際に、セキュリティとコンプライアンスが密接

に関連しており、総合的な IT のサポートとメンテナンスでは、その両方がますます大きな役割を持

つようになっていると話すお客様が増えています。また、多くの規制は、取引ベース（金融サービス、

銀行など）かデータ管理ベース（健康管理データのプライバシーや記録の保管など）のどちらか、ま

たはその両方に適用されます。 

セキュリティから始める。

データへのアクセスを適切に制御する。

安全なパスワードと認証を必須とする。

機密性の高い個人情報を安全に保管し、送信の際も保護する。

ネットワークをセグメント化し、モニタリングする。

ネットワークへのリモート・アクセスの安全性を確保する。

新製品の開発において強固なセキュリティ手法を適用する。

サービス・プロバイダが合理的なセキュリティ対策を実施していることを確認する。

セキュリティを常に最新に保ち、起こりうる脆弱性に対処するための手順を導入する。

紙文書、物理メディア、デバイスの安全性を確保する。

http://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/start-security-guide-business


Ovum では、既存の IT およびソフトウェア開発ではもちろんのこと、業界が縦構造かどうかを問わ 

ず、特に新しいデジタル・トレンドをビジネスの正式な機能として取り入れることを希望するお客様

には、コンプライアンスの強力な基盤と社風を構築することを常に推奨しています。ソフトウェアの

定期的なパッチ適用とメンテナンス・サービスがなければ、そのような基盤を構築することは不可能

であり、CIO や IT マネージャーが他のイニシアティブに注力できる時間を確保するために、自動化

された拡張可能なサービスをなるべく使用することが望ましいと当社は考えています。 

そのため、実際に製品を開発して定期的に更新、パッチ、およびサポートを提供するソフトウェア・

ベンダーとお客様が連携することは、その目標を実現する上で理にかなっています。古い製品の場 

合、これを実現するには、5 年前や 10 年前ではなく現在のセキュリティの脅威に対処できるよう設

計された、最新のベンダー製ソフトウェアのフル・サポート・バージョンにアップグレードする必要

があります。 

積極的なパッチ適用から安心が得られます 
一部のお客様は、パフォーマンスや機能、信頼性の低下がある場合にのみ、またはニュースになるよ

うなセキュリティ脅威に対処する必要に迫られ、塞ぐ必要があるセキュリティ・ホールを確認する場

合にのみ、必要なレベルでソフトウェアのパッチ適用とメンテナンスのサービスを実施しています。

しかし、多くのお客様は、継続的なセキュリティやコンプライアンスの問題と、セキュリティ違反お

よびセキュリティ・ハック未遂の頻度の増加を考慮し、定期的なソフトウェアの監視、パッチ適用、

およびメンテナンスを IT 運用の中心的な機能とした、より本格的なアプローチが必要であると判断

しています。 

ただし、予防的なサポートでもサポートの潜在的な問題へのリアルタイムでの対処でも、すべてのサ

ードパーティ・サポート・プロバイダがソフトウェア・ベンダーと同じレベルでソフトウェアのサポ

ートとメンテナンスを提供できるわけではありません。ベンダー間の競争環境を生き残るために、ベ

ンダーは究極的には、ソフトウェアのパッチ適用とサポートのニーズに応じて、お客様のパートナー

の役割を果たせることを証明する必要があります。ベンダーは、次の 3つの重要な特性を備えている

ことを示す必要があります。 

 信頼できるプロバイダ：データとエンタープライズ IT 環境のセキュリティに関するナレッジ

と専門知識を持ち、エンタープライズ・クラスのセキュリティとサポートを扱う長期にわた

る経験があり、信頼され、実績のあるプロバイダ。 

 

 セキュリティのノウハウ：インフラストラクチャからデータベース、アプリケーションに至

るまで IT スタック全体のセキュリティの経験があり、予防的なリアルタイムのサポート・リ

ソースを、時間や方法を問わず提供するノウハウを持つプロバイダ。 

 

 包括的なサービス：進化と革新を続ける、セキュリティとサポートの包括的な統合スイー

ト・サービスを提供でき、IT セキュリティとコンプライアンスを重視する社風の確立を支援

できるプロバイダ。 

当社がお客様から伺った話では、オラクルは、多数の組織でオラクルのシステムが重要な部分を担っ

ていることを認識し、オラクル・スタック全体にまたがるサポート・サービスでこれらの特性を証明

するために多彩なリソースを投入し続けています。 

さらに、オラクル・サポートは、オラクル以外のサードパーティのソフトウェア・サポート・ベンダ

ーをはるかに上回るサービスであり、高いレベルの能力とセキュリティを提供します。オラクルが指

摘しているように、サードパーティ・ベンダーは、オラクルのソース・コードを変更できず、オラク

ルが修正する脆弱性の技術的な詳細をよく知らないため、セキュリティ修正を提供することができま

せん。また、オラクル・ソフトウェアの各後継リリースには、それ以前の修正やパッチがすべて含ま

れているため、サードパーティ・サポート・ベンダーを利用しているお客様は、オラクルの継続的な

セキュリティ保証の取り組みのメリットが得られません。 



米国南部に拠点を置き、ケーブルと通信を専門とするある大企業は、長い間オラクルのお客様であ 

り、6台の Oracle Exadataシステムを含む、オラクルのサーバー450台を大規模に導入しています。 

これらのシステムは、会社のエンタープライズ・データ・ウェアハウスをサポートするために使用さ

れ、社内と社外のすべてのビジネス・プロセスに不可欠なバックボーンを提供しています。実際、こ

のお客様は、Oracle Exadata を早期に導入した企業の 1 つで、オラクルのサポート・サービスの 進

化を長年にわたって見てきました。 

最初に発表された Oracle Exadata は、統合プラットフォームとしてのメリットを提供するために設

計 されたエンジニアド・システムであり、その当時のソフトウェア更新は、ファームウェアとプラ

ッ トフォーム全体の時間がかかる更新作業が必要でした。そうした経験を踏まえ、オラクルは 2012

年に、Exadataの Platinumレベル・サポートを導入しました。これにより、バックエンド・システム

の可視性が大幅に向上し、また、オラクルのサポート・エンジニアがお客様のサポート担当者と連携

して、重大な状況になる前に潜在的な問題を検出できる「Phone Home」機能などの予防的な要素も

取り入れられました。 

また、この強化されたサポート・レベルでは、ソフトウェアのパッチ適用に関する優れた機能がお 

客様に提供されます。お客様は通常、必要性と重要度に応じて、年 1回または 2回、パッチを適用し 

ます（Platinum サポートでは Oracle Exadata フル・ラック当たり、4 パッチ・サイクルが提供され 

ます）。お客様は、オラクルのサポート・エンジニアと協力して任意のパッチ適用を調整し、システ

ム内の適切な変更管理を実現でき、会社とその従業員、会社の顧客に及ぼす混乱を制限できます。 

定期的なパッチ適用をスケジュール化し全社的な IT セキュリティを重視したことで、システムの脆

弱性が減少し、安全性が向上したという確信を持つことができた、とこのお客様は述べています。

Exadata は、このお客様の最も重要ないくつかのシステムを支えているため、仮にダウンタイムが発

生すると（たとえ堅牢なストレージ、障害時リカバリ、冗長性を導入していても）社内および社外の

顧客との SLAを果たすための内部的な IT機能に直接影響が及びます。オラクルの Platinumレベル・

サポートを利用することで、お客様は、一部の社内サポートの負担をオラクルのサポート・エンジニ

アに割り当て、自社の IT 担当者の負担を軽減し、他のプロジェクトやイニシアティブに集中させる

ことができます。お客様は、より一層自動化された機能によるオラクルのパッチ適用やサポート手順

で新たに追加されるイノベーションに期待しています。オラクルは、パッチ適用とサポートが適切に

実施されていることを確認するために、定期的なミーティングやその他の方法を通して、お客様との

連携を続けています。 

結論 
セキュリティとコンプライアンスは IT の重要な課題であり、お客様の IT スタック全体を包含する強

力で総合的なセキュリティ・プロファイルの確立の必要性がこれまでになく高まっています。定期的

なセキュリティ・サポート、メンテナンスと管理は、お客様の現在の IT 投資だけでなく、長期的な

ビジネスのセキュリティの確保に不可欠です。この強力なセキュリティ・プロファイルは、お客様が、

ITインフラストラクチャ、アプリケーション、およびビジネス・プロセスに根本的な影響を及ぼす可

能性があるデジタル変革プログラムを検討し実施する際に、より一層重要になります。 

ソフトウェアのセキュリティ上の問題に受け身で対処すると、会社の純利益がリスクにさらされま 

す。お客様は、さまざまな潜在的なリスクと脅威を念頭に、IT環境の適切な保護について緊急性を強

く感じると述べています。また、セキュリティやパッチ適用のずさんな手順が原因で、業界の規制や

コンプライアンス手順に違反する危険を回避したいと考えています。 

明らかなことかもしれませんが、特に強力な ITセキュリティの確保が優先されるエンタープライズ・

ソフトウェア製品の管理とサポートには、それらの製品を開発したオラクルなどのベンダーが最適で

あることを当社は継続的にお客様に呼びかけています。カスタム・アプリケーションを自作し、社内

の IT サポート部門がそれらを管理しているお客様は別ですが、重要なエンタープライズ・システム

を実行するために構築された複雑なソフトウェアのサポートは、エキスパートに任せる必要がありま 

す。当社は、お客様が潜在的なリスクを回避するために、強力なセキュリティの専門知識を持ち、統

合サポート・サービスの包括的なポートフォリオを備えた、実証済みで信頼できるプロバイダを利用

することをお勧めします。 
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