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継続的ソフトウェアパッチ：確実なセキュ

リティ、リスクの低減、コンプライアンス
の課題への対応に不可欠 

サマリー

要約

多くの業界で変革的デジタル化への投資が増加傾向にあることは、ソフトウェアが組織の命運や

企業の評判にこれまで以上に重要であることを意味します。同時に新規テクノロジーのチャンスの

複雑化（デジタルサプライチェーンが益々普及するなど）、脅威の急増する状況、そして競合

環境（新機能の導入を目指すベンダーがソフトウェアの更新頻度を上げるなど）といった要因に

より、ユーザー組織内でのソフトウェアの採用と変更サイクルのペースが加速しています。その結果

生じるソフトウェア資産は一般的に、攻撃の対象となり得る領域がかなり広いという特徴を持つ

ようになり、そこに悪意ある攻撃者が集中して、弱点を発見して、それを悪用する攻撃を生み出

しています。

数多くのセキュリティソリューションを統合管理してポイント保護のエレメントに対処することはでき

ますが、対処出来なかったセキュリティ脆弱性から生じるリスクを回避するためには、ベンダーのソ

フトウェアパッチを適切なタイミングで適用することが不可欠なベースとなります。デジタル化推進

によってソフトウェア保護の実務にリスク管理とコンプライアンスが一層近づいており、その結果、

未パッチの脆弱性が原因で対応できないままの脅威が企業にとって非常に大きな問題となって

います。 

Omdiaは、多くの組織がパッチ量やライフサイクルを能動的に管理することにさらに習熟し、その

価値を理解する必要があると考えています。これには、優先定期メンテナンスのなかでセキュリテ

ィ・パッチのウィンドウを確立する取組みが必要です。パッチ機能の重要性はますます高くなってい

るので、これを習熟する必要性を組織の ITガバナンスの枠組みに反映させる必要があります。

そしてこの枠組みには、本来の有効なサプライヤーからのパッチ・コンテンツの調達のみを対象とす

べきです。 

Omdia の見解

顧客は往々にして、自社のソフトウェア製品に投資する前に厳密な検討を行い正当な注意義

務を果たします。これは大半のプロジェクトの規模とコストを考えると当然と言えます。けれども、ソ

フトウェアの価値を最大限に引き出すのに必要とされるソフトウェアの継続的パッチの適用とメン

テナンスを通してソフトウェアへの投資を適切に保全することに関しては、同様の注意義務を果た
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さない顧客が多いことにいつも驚かされます。どんな組織でも、 ITガバナンスへの取組みではソフ

トウェア資産のあらゆる要素に関して「買いっぱなしで手を掛けない」傾向に陥らないよう、十分

に警戒する必要があります。これは企業の防護に穴を開け、深刻な企業の危機につながるリス

クとコンプライアンスの問題を助長する可能性があります。

定期的なソフトウェアのパッチとメンテナンスを確実に行うことはすべての企業にとって不可欠であ

り、定期的かつ効果的なパッチの適用を確実に行うために経営陣がメンテナンス計画の重要性

を認め、組織風土の中で必要とされる習熟への取組みを通じてこれを厳密に実施せねばなりま

せん。定期的なセキュリティメンテナンスにより顧客はコンプライアンスを重んずる社風を構築する

ことができ、業界の規制やコンプライアンス手順に確実に追従していくことができます。適切なソフ

トウェアのパッチ適用とメンテナンスを実行しないと、企業の収益や安全で責任ある企業という評

判が危険にさらされることになります。しかし、パッチ適用への取り組みに対するビジネス上のこうし

た主要な根拠を強化することに加えて、組織風土において「パッチ適用が潜在的に不具合の原

因となりうる」という恐れを克服せねばなりません。それどころか実際は、最新のパッチを継続的に

適用しなかった場合、はるかに大きなリスクが生じるのです。

もちろん他の IT管理分野と同様に、パッチの適用には強力な管理が必要です。効果的なパッ

チ適用体制を構築するための重要な要素は、ユビキタスなウェブベースの勧告など低品質のソー

スを信頼せずに、パッチ情報の整合性の高いソースを使用することです。もう一つ回避すべき点

として、信頼できないサードパーティのサービスプロバイダーの関与が挙げられます。これは、そのプ

ロバイダーのプロセスとスキルが信頼できるソースのパッチ・コンテンツのみを使用するのに必要なあ

らゆる厳密性を組み込んでいると保証できない場合を指します。そうした関係者のガバナンスが

不十分な結果として、リスクとコンプライアンスの問題だけでなく顧客組織のコストが増加する可

能性が高くなります。さらに企業は、パッチを適用せずに済ますために効果の実証されていない緩

和的措置や未検証のコンフィグレーション変更に頼るべきではありません。

キーメッセージ 
• ソフトウェアのセキュリティをその供用期間にわたって維持することは重要な責務です。 

• パッチの適用は IT ガバナンスの基礎でありコンプライアンス上の責務を支援します。 

• 信頼できるソースからパッチを入手した場合にのみリスクが回避されます。
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ソフトウェアのセキュリティをその供用期間にわた

って維持することは、重要な責務です。
多くの企業顧客は、クラウド、モビリティ、分析などのテクノロジーの活用によりマーケットやビジネス

の加速的な変化に追いつくために IT を変革しようと試みています。一般にデジタル変革プログラ

ム（新しい改良アプリケーションとビジネスプロセスの活用）への投資と、変化するライブ環境を

万全なセキュリティのもとで確実に動作させる必要性との間で、継続的にバランス調整されます。

保護の必要な IT インフラ・コンポーネントの範囲は拡大しており、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の従来型「スタック」だけでなく、

クラウドベースのサービスやその他サードパーティサービスも含まれています。従来の IT境界の外

では、意図したものか否かに関わらず、モバイルユーザーはデバイスを脅威にさらす可能性のある

アクションを実行する傾向があるためコンシューマーモバイル環境における企業のプレゼンスには、

内蔵のセキュリティ保護を組み込んでおく必要があります。

拡張 IT インフラ内で十分な保護がなされない場合、ダウンタイムを引き起こして企業全体に影

響を与えるかもしれず、状況によっては業界の規制やコンプライアンス手順に対する違反に繋が

りうるセキュリティ侵害を引き起こす可能性があります。当然のことながら、こうした状況の下 

Omdia の最新年次調査への回答では、セキュリティ、 ID、プライバシーの管理が企業にとって

他のどのカテゴリよりも重要な IT トレンドの上位 3項目として選ばれていました (図 1 を参照 )。

図１：セキュリティ、 ID、プライバシーの管理は、最も重要な上位 3 つのトレンドとされています。

出典： Omdia ICT Enterprise インサイト 2019/20 
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デジタル化をサポートするために（例えばテクノロジー提携を介して） IT産業自体の有機的相

関が進む中で、ソフトウェアをリリースするペースはこれまで顧客が慣れ親しんできたよりもはるかに

速くなっています。顧客は新しい機能や競合にいっそう熱を上げるベンダーから恩恵を受けます

が、その IT資産は悪意ある攻撃者からのさまざまな脅威にさらされる可能性があり、攻撃の対

象となり得る領域がより拡大することになります。主要ベンダーは、既知のサイバーセキュリティ脆

弱性に対するパッチを発行して脅威への対抗策を強化しています。ベンダー提供のパッチでその

資産を最新の状態に維持している企業は、ソフトウェア関連の脅威から最もタイムリーな手段で

資産を保護しているのです。新しいリリースとパッチでは、サポート条件を満たすために顧客が（ミ

ドルウェア、 OS、データベース等の）「スタック」要素にレトロパッチを適用する必要があり、スタック

構成要素間で防護に関わる一連の依存関係を継続的に構成する取組みが要求されます。た

とえば、 Intelからの特定ファームウェアのアップデートでは、 OS と仮想化レイヤーに対応するパッ

チが必要であることが知られており、古いタイプのプロセッサーでは、信頼できない作業を実行する

場合、プロセッサーの問題を軽減するために特定機能 (ハイパースレッディング ) を無効にする必

要があります。

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と評判にとって何を意味するかを考え

ると、セキュリティがあらゆる種類の企業にとってなぜ緊急の課題であるかは容易に理解できま

す。多国籍企業でのセキュリティ漏えいとハッキングのニュース記事で、クレジットカードデータ、個

人情報、医療記録などの窃盗が以前にも増して頻繁に報告されています（例 :Equifaxや 

CapitalOne関連の事件）。パッチ適用手順が不十分だという理由でコンプライアンス関連の

ペナルティが課される例はすでに増えており、これは法規がより厳格になると再発する可能性があ

ります（例 :EU一般データ保護規則 [GDPR]違反関連の規定違反は世界の売上げの 

4%）。こうした事件は通常、直接的な財政的影響以上に被害を受けた企業の収益損失と

評判の低下につながり、回復しがたい事業損失と顧客ロイヤリティの損失を被ります。大半の企

業は潜在的なサイバーセキュリティの脅威からできる限り自らを守る必要があることを認識してい

ますが、そうした脅威の原因は外部ハッカーだけでなく ITスタック全体で最新の内部セキュリティ

保護を維持できていないことに起因する場合があることも認識せねばなりません。

© 2020 Omdia. All rights reserved. 
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パッチの適用は ITガバナンスの基礎であり

コンプライアンス上の責務を支援します。

今日の企業は特に外部からの脅威に絶えずさらされ、そうした脅威は高度化し継続的な警戒と

メンテナンスが必要であるため、厳重なソフトウェアセキュリティやメンテナンスプログラムを回避する

余地はありません。厳格なセキュリティプロファイルを設定するには、自社製品へのパッチ、サポー

ト、セキュリティに最も豊富な経験と知識を持っているソフトウェアベンダーと緊密に連携する必要

があります。あらゆる規模・あらゆる業種の企業は信頼できるプロバイダーと提携して、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手順を導入する必要があり

ます。ソフトウェアの脆弱性に対する対策が取られていない場合、悪意あるハッカーや権限のな

い担当者がセキュリティ管理を迂回できるため、ただちに窃盗、詐欺、直接的な金銭的損失が

生ずる可能性があり、企業ブランドの低下に繋がりかねません。こうした損失以上に、ソフトウェア

のセキュリティで後れをとった企業は政府や業界の規制違反や法令遵守違反に対する罰金を

課される可能性があり、セキュリティインシデントの頻度と深刻さが増すにつれ、いっそうコストがか

さむことになります。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応じて重い罰金

を課しており、様々な業種の企業が数百万ドルにのぼる損害を計上しています。実際、セキュリ

ティ侵害とその被害は極めて多く見られるため、連邦取引委員会 (FTC)は企業が IT スタック全

体の ITセキュリティにいかに取り組むべきかを述べた広範な指針を発行しました。その一例とし

て、 FTC の発行した "Start with Security: A Guide for Business"があります。これは、

表 1に示すように、過去の違反で課された罰金と解決から学べる「 10項目の教訓」をまとめた

指針です。

表１： ITセキュリティに関する FTCの推奨

まずはセキュリティから

データへのアクセスを慎重に管理する

安全なパスワードと認証を要求する

機密の個人情報を安全に保管し、送信時には保護する

ネットワークをセグメント化して監視する

ネットワークへのリモートアクセスを安全に保つ

新製品の開発時には、適切なセキュリティ慣行を適用する
© 2020 Omdia. All rights reserved. 
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サービスプロバイダーが適切なセキュリティ対策を実施しているか確認する
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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手順を整備する

紙媒体、物理的媒体、デバイスを安全に保つ

出典：連邦取引委員会

この指針の一部はかなり直感的ですが、一部の教訓は製品への適切なパッチ適用とサポートと

いう視点で見ると一層綿密な点検に値します。 FTCは製品開発における適切なセキュリティ慣

行を論ずる中で、 IT製品プラットフォームのセキュリティ関連指針に従わなかったために摘発さ

れ、罰金を課された企業を実際に挙げています。脆弱性に対処するためのセキュリティ手順に関

する説明で、 FTCはとくにサードパーティのソフトウェアの更新とパッチの適用を勧めており、ベンダ

ーからのセキュリティ警告に注意し直ちに対処するよう推奨しています。これを怠ると、規制当局

やその他関係者からの監視の対象となり、かりに深刻なセキュリティ問題が発生し、企業が事前

に法令を遵守していなかった場合、最終的に相当な額の罰金が課されることになります。

その他多くの規制や基準に、パッチ関連の規定が含まれています。 

• PCI DSS要件 6.2もその 1つですが、これは、評価者が組織方針と手順を調べて、

パッチ管理のために確立されたプロセスがあることを確認するよう求めています。 

• ISO / IEC 27001セクション 12では、技術的脆弱性にパッチを適用しユーザーによ

るソフトウェアのインストールを管理する規定を定めることを義務付けています。

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

密接に関係しており ITサポートとメンテナンス全体において両者の役割がいっそう拡大している

という企業の声が伝えられています。コンプライアンス体制の多くでは（ポリシーと運用両方のレベ

ルで）実施する対策がコンプライアンス要件をどのように満たしているか証明する文書を維持す

ることが不可欠です。パッチ適用の自動化は、将来的にこのような報告要件を満たす最も効果

的な手段となるだけでなく、効率性を確保しパッチ要件の拡大によってリソース需要が増大する

ことから生ずる大きな影響を回避できる可能性が高くなります。

ほとんどの規制は、取引（例：金融サービス、銀行業務）、データ管理（例：データプライバ

シー、医療記録のストレージ）、もしくはその両方に基づいて行われます。 Omdiaでは常に、そ

の企業の中核となる垂直産業が何であれ「既存の IT およびソフトウェアの導入に対しても、当

然、コンプライアンスの強力な基盤と企業文化を創造する必要がある」と助言しています。その

企業が、ソフトウェアにあらゆる種類のプロセスをサポートするより重要な位置付けを与える画期

的なデジタル化に取り組もうとする場合はなおさらです。私たちの見解では、このような基盤は定

期的なソフトウェアのパッチ適用とメンテナンスサービス無しにはありえません。それもできれば自動

化され、拡張可能で、 CIO や IT マネージャーが他の仕事に専念できる時間が持てるようなシス

テムであることが望まれます。その意味では、企業が自社のソフトウェアベンダー（実際に製品を
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定期的に開発、更新し、パッチ適用やサポートを行う企業）と協力して、その目標を達成する

ことは理にかなっています。製品が比較的古い場合、この目標を達するには、 5年から 10年ほ

ど前のセキュリティ脅威ではなく、今現在のセキュリティ脅威に対処できるよう設計されたこのベン

ダーの最新かつ完全なソフトウェアへのアップグレードも含まれます。

© 2020 Omdia. All rights reserved. 
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信頼できるソースからパッチを入手した場合に

のみ、リスクが回避されます。

一部では、パフォーマンス、機能性、または信頼性の低下がある場合、あるいはニュースの見出

しになるようなセキュリティの脅威によって潜在的なセキュリティの穴をふさぐ必要があるか確認せ

ざるを得ない場合にのみ、ソフトウェアのパッチとメンテナンスを行う企業もあります。このような状

況では、ソリューションの調査や場合によってはパッチ用コンテンツの入手にすら、助言型ウェブサ

イト等の非公式な情報源が使われるかもしれません。これは、あとでパッチが不適切であると判

明した場合や技術的なエラーが発生した場合、直接にリスクをもたらす重大なエラーになる可能

性があります。セキュリティとコンプライアンス面での継続的な問題や、セキュリティ侵害やハッキン

グを試みる頻度の増加を考えた結果、多くの企業は IT運用のコア機能として定期的なソフトウ

ェアの監視、パッチ適用、メンテナンスを行う、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。この種のアプローチは非常に幅広く、脆弱性とパッチの「ライフサイクル」の高レベルの予測を

組み込んで、コンプライアンスとガバナンスのニーズにうまく適合しています。これは、脆弱性に対

抗すると称しながらその機能範囲が限定的で、ビジネスに適ったリスクベースのアプローチを提供

しない一部のポイント型ソリューション（例 :データベースのファイアウォール、ウェブアプリのプロキ

シ）とは対照的です。

ソフトウェアサポートの提供でサードパーティのサービスに依存する場合、同じレベルでの注意が

重要となります。要件の定義が不適切だと、サービスプロバイダーは日々のサービスリクエストを完

了するために、脆弱性の部分的なソリューションとして「回避措置」の実装で問題を片付けようと

することがあります。こうしたソリューションは出所が不確かなために潜在的なリスクとなる上、ソフト

ウェアの標準的な開発パスから逸脱しているため、所有コストの増加を招き後々回帰コストが発

生する可能性があります。ソフトウェアのパッチとサポートのニーズに関して、サービスプロバイダーは

最終的に顧客やそのソフトウェアベンダーのパートナーであることを証明する必要があり、次の 3

つの重要な特性を示す必要があります : 

• 信頼できるプロバイダー 実績があり信頼できるプロバイダーには、データや企業 IT環

境のセキュリティ保護に関する専門知識があり企業レベルのセキュリティとサポート対応

に長年の経験を持っています。 

• セキュリティの専門知識 プロバイダーには、インフラ、データベース、アプリケーションを含

め IT スタック全体を保護する経験と、必要に応じていつでも能動的にリアルタイムのサ

ポートリソースを提供できる専門知識が必要です。 

• 包括的な製品 プロバイダーは、セキュリティとサポートを統合した絶えず進化する画期

的な製品を提供し、顧客が ITセキュリティとコンプライアンスを重視する企業文化を確

立できるようサポートできねばなりません。
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Omdia と取引のある顧客は「 Oracleはそのシステムが多くの組織で果たす重要な役割を認

識しているため、同社は Oracleのスタック全体をサポートする製品でその特性を発揮できるよ

う、幅広いリソースを投入している」と語っています。

さらに Oracleのサポートは、 Oracle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が提供

する製品をはるかに超えるレベルの機能とセキュリティを提供します。また Oracleの指摘するとこ

ろでは、こうしたサードパーティのベンダーは Oracleのソースコードを変更できず Oracleが修正

した脆弱性の技術に精通していないため、セキュリティの修正を行うことができません。さらに、こう

したサードパーティベンダーのサポートを利用している顧客は、以前の修正やパッチ全てがその後

にリリースされる Oracleの各ソフトウェアにすでに含まれているため、 Oracleの継続的なセキュリ

ティ保証の恩恵を受けられません。

長年 Oracle顧客であり米国南部に拠点を置くケーブル・通信企業は、 6つの Oracle 

Exadataシステムを含む 450の Oracleサーバーを大規模に配備しています。これらのシステ

ムはこの企業の企業データウェアハウスをサポートするのに使用され、すべての内部および外部ビ

ジネスプロセスの重要な支柱となっています。実際この顧客は Oracle Exadata の早期導入

企業の 1 つであり、 Oracle のサポートサービスが年月とともに進化するのを目の当たりにしてい

ます。 

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ように設計されたシステムであるた

め、 Oracle Exadata 展開当初はソフトウェアの更新にファームウェアとプラットフォーム全体で時

間のかかるアップデートが必要でした。こうした経験に基づいて Oracleは 2012年に Exadata

のプラチナレベル・サポートを導入しました。これによってバックエンドシステムの可視性が高まり、 

Oracleのサポートエンジニアがお客様のサポートスタッフと協力して潜在的問題が深刻化する

前に検出できる「フォンホーム」機能などの能動的な要素が含まれるようになりました。

このサポートレベルの強化によりソフトウェアのパッチ適用に関わるより優れた機能も提供されてい

ます。顧客は通常、ニーズと重要度に応じて年に 1〜 2回パッチを適用します。（ Platinum 

Supportでは Oracle Exadata ラック一式につき 4サイクルのパッチを提供します。） 顧客

は Oracleのサポートエンジニアと調整を図りつつパッチを適用してシステム内で変更管理を適

切に行い、企業、従業員および顧客の業務中断を最小限に抑えることができます。

顧客からは「定期的なパッチ適用スケジュールと企業全体の ITセキュリティ重視によりシステム

の脆弱性が低下し、セキュリティが強化されている安心感がある」という声が聞かれます。 

Exadataはこの顧客の最も重要なシステムの一部を担っているため、ダウンタイムがあれば（た

とえ堅牢なストレージ、災害復旧策、冗長性があっても）グループ内外の顧客とのサービス協定

を履行する内部 ITの能力に直接影響が及ぶのです。 Oracleの Platinum-level のサポート

と連携することで顧客は内部サポートの一部を Oracle のサポートエンジニアに任せることがで

き、 IT スタッフが他のプロジェクトや業務に専念できるようになります。この顧客はより自動化され
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た機能性を持つパッチやサポートという点で Oracleのさらなる革新を期待しています。 Oracle

は定期的な会議やその他の手段を通じて顧客との連携を保ち、顧客のパッチ適用とサポートが

適切に行われることを保証しています。

助言 
• パッチ適用を任意の手順や単なる運用上の注意点と見なすような考え方から脱皮できるよ

う、企業文化を変革する。企業の健全な在り方にとってそれは必要不可欠な要素であると見

なされねばならない。企業は、綿密なパッチ適用を行わない決定を下した場合、それが

ソフトウェアの健全性に悪影響を与えかねないため、その影響を運用面からのみ検討す

ることはできない点を認識する必要があります。パッチが不十分であると組織のソフトウェ

ア内で脆弱性が悪用される可能性があり、パッチを未適用のままにしておくと悪意ある

攻撃者が損害を与えるために使える時間は長くなる一方です。その結果として生ずるセ

キュリティ、コンプライアンスへの影響やリスクは必要なパッチを完了せずには解決できま

せんし、その処置が遅くなれば組織にとって潜在的なコストがかかる可能性が高まりま

す。

これらの影響を考慮すると、パッチ適用ポリシーの決定は追加のライセンスやサポート料

の節約など戦術面や運用上の要素を検討するだけでなく、幅広いビジネスの文脈を踏

まえて検討する必要があります。サポートされていないソフトウェアバージョンの使用、管

理不十分であり部分的にしか実施されていないサードパーティのサポート、質の劣った

助言ソースへの依存といった慣行は排除する必要があります。 

• 必要な対象すべてにパッチを適用することが理想ではあるが、優先順位を付ける場合はリス

クに応じて行わねばならない。 IT環境はビジネスと技術双方の文脈でリスクという観点

から包括的に理解する必要があります。前者では、個々のサービスレベルでビジネスの

相対的重要性を勘案し、関連するビジネスレベルのリスク（例：財務上のリスク、評

判のリスク）の影響を明確にします。後者では、構成するサービス要素（ OS、データベ

ース、ハードウェア、アプリケーションなど）の技術的特性、実際に影響する具体的な脆

弱性による問題、ネットワーク接続を通じてのさまざまな脅威環境への曝露（例 :リソー

スがインターネットに接続している場合など）といった項目を考慮します。 

• パッチ情報は信頼できるソースからのものでなければならない。それ以外のソースのものを使

用するとリスクが発生する。 パッチ適用のガバナンスでは、どのソースのパッチ適用指針が

信頼できると見なされるかを規定する必要があります。たとえば、ソフトウェアのサプライヤ

ーはその企業の製品のセキュリティ情報に関して信頼できる情報源ですがインターネット

はパッチ適用指針の信頼できる情報源ではありません。さらに、 National 

Vulnerability Database(NVD)やコンピュータ緊急対応チーム /調整センター 

(CERT / CC)などのソースは管理されており信頼できますが、一般的なソフトウェア脆
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弱性スキャンツールは信頼できる情報を提供できるほど専門的なものではありません。た

とえばそのようなツールの場合、ソフトウェアのバージョンを適切に認識できず（その結果

パッチが適用されているかどうか分からず）未解決の問題の報告が不正確であったり、

「ガベージイン、ガベージアウト (GIGO:データが悪いと悪い結果しか出てこない )」といっ

た影響が生ずる場合があります。いずれの場合でも、こうしたツールが提供できる価値

はせいぜいレポート程度であり、企業が必要とするパッチの評価やその提供はしてもらえ

ません。例外はパッチサービスが外部委託で提供されている場合です。この場合、交わ

されるサービス契約の中でパッチ情報に関して最も信頼できるソースのみ使用可能であ

ることを規定しておく必要があります。 

• パッチ適用プロセスは、組織防護における弱点であってはならない。 組織は、定期的なメン

テナンス活動における定期的なセキュリティメンテナンスの一環としてパッチ適用を確実に

実施する必要があります。パッチは能動的な保護対策のカギであり、優れた IT セキュリ

ティ・ガバナンスに不可欠な側面です。定期的なメンテナンス活動の立案と準備を怠る

と、パッチの適用が不完全になり、最後はセキュリティ体制が悪化して、経営陣を悩ます

ほどセキュリティに対する懸念が増大します。

© 2020 Omdia. All rights reserved. 
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Omdia Consulting 

Omdiaは市場をリードするデータ /調査 /コンサルティング企業であり、デジタ

ルサービスのプロバイダー、テクノロジー企業、企業幹部がネット型デジタル経

済で成功するための支援を行っています。

世界各国のアナリストを通じて、 IT、通信、メディア産業全体にわたり、専門

家による分析と戦略的インサイトを提供しています。

私たちは、事業計画、製品開発、市場開拓計画をサポートするために、実

効性のあるインサイトを提供することで、顧客にビジネスでのアドバンテージを

もたらします。

独自の方法で組み合わせた信頼性の高いデータ、市場分析、垂直産業に

対する専門知識は、意思決定をサポートできるよう設計されており、顧客が

新しいテクノロジーを通じて利益を上げ、進化するビジネスモデルを活用でき

るように支援します。 

Omdiaは、テクノロジー・メディア・通信業界にサービスを提供する B2B情

報サービス企業である Informa Tech の一部門です。 Informaグループ

はロンドン証券取引所に上場しています。

本分析が、見聞広く、想像力に富んだビジネス決定に役立つことを願っており

ます。ここに記載されていない要件についても、 Omdia のコンサルティングチー

ムが今後のトレンドやビジネスチャンスの発見をお手伝いできることがあります

ので、どうぞお問合せ下さい : 

http://www.omdia.com/ 

askananalyst@omdia.com 
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著作権表示と免責事項

こちらで参照されている Omdia の調査、データおよび情報（「 Omdia マテ

リアル」）は、 Informa Tech およびその子会社または関連会社（あわせて

「 InformaTech」）に帰属する著作権で保護された財産であり、 Informa 

Tech によって公開されたデータ、調査、意見または視点を表しており、事実

の表明ではありません。 

Omdia マテリアルは、このドキュメントにおける日付ではなく、当初の出版日

における情報と意見を反映しています。 Omdia マテリアルに記載されている

情報と意見は、予告なしに変更される場合があり、 InformaTechは 

Omdia マテリアルまたはこのドキュメントをアップデートをするいかなる義務や

責任も負いません。 

Omdia マテリアルは「現状のまま」および「現状有姿」で提供されます。 

Omdia マテリアルに含まれる情報、意見、結論の公平性、正確性、完全

性または正しさに関し、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証

も行われません。

法律で許される最大の限度で、 Informa Tech およびその関連会社、役

員、取締役、従業員およびエージェントは、 Omdia マテリアルの正確性、完

全性または利用に関するいかなる責任（過失または怠慢から生じる責任を
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含むがこれに限定されない）からも免責されます。 Informa Techは、いか

なる状況においても Omdia マテリアルに基づきまたは依拠して行われた取

引、投資、商業またはその他の決定に対して責任を負いません。
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