
ハードウェア支援型の 
セキュリティー
リスクとコストを削減しながらビジネスを実現するための
セキュリティー・パラダイムの変革



企業ユーザーを対象としたある調査では、ユーザー、デバイス、企業デー
タを保護することを目的に作成されたセキュリティー・ポリシーを無視した
ことがあると認めるユーザーが 71％にも達していました。1

2つの理由から、この調査結果は重要であると考えられます。まず、マル
ウェアやデータ窃取など、ビジネスリーダーが直面している最も差し迫っ
たセキュリティー問題と、ユーザーの行動との密接なリンクが明確になり
ました。さらに、この調査結果から、企業の情報セキュリティーが非常に
苦しい戦いとなっている最も重要な原因が示されました。それは、攻撃対
象領域が増え続けているにもかかわらず、セキュリティー策の実践は回避
したい障害物として多くのユーザーから認識されているという点です。こ
うした認識は、企業のセキュリティー実践者が、過去 30年にわたってソ
フトウェア・ベースのセキュリティーの脅威にソフトウェア・ベースの防御
で対抗してきたことから生まれたと考えられます。

インテルとそのパートナーは、従来のソフトウェア対ソフトウェアという図
式を、ユーザー側により有利に働く構図へと変える取り組みを行っていま
す。この新しい図式では、次の 3つ柱から構成されるハードウェア組込み
セキュリティーのビジョンによって、ソフトウェア・ベースの保護をより強化
します。

1.  優れたプラットフォームに組み込まれたセキュリティー機能によって、
ユーザー体験を妨げることなく、シリコンレベルでコンピューティング
を強化する。

2.  これらのハードウェアに内蔵されたセキュリティー機能を利用する革
新的なソフトウェアとサービスを導入する。

3.  デバイス間での一貫した保護機能により、あらゆる場所でのビジネス
の遂行を可能する。

現在、このビジョンの一部を実現す
るコンポーネントが利用可能です。
実際、ハードウェアに内蔵されたセ
キュリティー機能を備えたプラット
フォームが、インフラストラクチャー
にすでに含まれている可能性が高
く、これらの内蔵セキュリティー機能
を使用するソフトウェアとサービスを
導入することによって、組織はセキュ
リティーの脆弱性の防止と回復性の改善によるメリットが得られます。

インテルは、企業セキュリティーの 4つの基本的な柱に沿ってプラット
フォーム・ハードウェアにセキュリティー機能を組み込むことによって、ビ
ジネスの保護の強化に取り組んでいます。

 •  アンチマルウェア：マルウェアが実行または潜伏できる場所がない状
態をつくる

 •  ID：セキュリティーの強化されたシンプルなアクセスを可能に

 •  データ保護：保護の強化により、盗難または紛失時のデータの安全
性を確保

 •  回復性：常に最新の状態に保たれた堅牢なシステム

このホワイトペーパーでは、これらの柱を構成するプラットフォームに組
み込まれたセキュリティー機能と、これらの機能によって組織のセキュリ
ティー・プロファイルが改善される仕組みについて説明します。

情報化時代が始まった頃から、企業はセキュリティー対策を消火器や防
護服のような被害を防止または抑制するために必要なツールとして扱っ
てきました。しかし現実には、セキュリティー対策は、企業の本来の使命
に対しては副次的な存在でしかありませんでした。セキュリティーの専門
家自身、自分たちの役割を、権限が限定された単なるプロテクターとして
しか認識していませんでした。そのため、セキュリティーの役割や対策は、
その重要性にもかかわらず、さまざまな圧力をかいくぐった後、プロジェク
トの最後の 10%としてようやく確保される程度のものでした。このよう
にセキュリティー対策は単なるコストの 1項目としてしか認識されていな
いため、与えられるべき本来の予算やリーダーシップ・タイムが割り当て
られることはほとんどありません。

しかし最近は、セキュリティーに対する脅威が高まり、セキュリティー策の
失敗によって莫大なコストが発生することから、ビジネスリーダーたちも、
優れたセキュリティー・プラクティスが優れたビジネス・プラクティスにつな
がっていることを認めるようになり、これまでの姿勢は変わり始めていま
す。さらに、現在のビジネス環境は、古いセキュリティー・モデルや認識が
生まれたときとは大きく異なります。例えば、企業は相互に結び付けられ
たビジネス戦略とビジネスプロセスによって価値を創出し、オンラインで
取引を行っています。組織は、紛失や盗難の危険性が非常に高いモバイ
ルデバイスも含め、さまざまなプラットフォームを利用し、多数のクラウド
ベースのサービスを介して互いに協力し合い、機密データを交換し、ビジ
ネスを行っています。

概 要

セキュリティー・
ソフトウェア

インテルの
ハードウェア

セキュリティーは、 
企業収益を損なうものではなく、 
企業の存続と繁栄を可能にする 
フレームワークである。

セキュリティーの役割の拡大



企業のセキュリティー実践者は、この環境でデータと IDを保護する必要
があるだけでなく、プライバシーの保護を求める規制の圧力が高まる中
で、エンドユーザー体験を妨げることなく、検証可能な監査証跡を使用し
てこれを実現する必要があります。その結果、情報セキュリティー・プラク
ティスに対する認識を、補助的な保護層という役割から、事前対応型の
ビジネス実現要素という役割へと変革しなければならないという意識が
生まれてきました。

情報の流れは、企業が行うあらゆる活動に欠かすことができません。そし
て、この流れを可能にするのが情報テクノロジーであるため、情報テクノ
ロジーは企業の神経系と言うことができます。実証済みのセキュリティー・
プラクティスを明確な実施計画に統合するという戦略を採用することで、
この神経系を健全に保ち、企業が依存する情報の流れに対応することが
可能になります。

また、今日の厳しいセキュリティー環境は、企業のセキュリティー専門家
に新たなチャンスをもたらす可能性があります。セキュリティー実践者に
は、高まるリスクによって聞く耳を持つようになったビジネスリーダーに対
して、セキュリティーは企業収益を損なうものではなく、企業の存続と繁
栄を可能にするフレームワークであることを示す絶好の機会が訪れまし
た。実際に、セキュリティーに対する脅威はこれまで以上に高度化してい
るため、セキュリティーを進化させている企業とそうでない企業とでは大
きな違いを持つことになります。

すべてのプラットフォームにわたるハードウェア・アシストによるアプローチ
は、こうした拡大された情報セキュリティーの役割を支援します。インテル
は、企業セキュリティーの 4つの基本的な柱（アンチマルウェア、ID、デー
タ保護、回復性）に沿ったセキュリティー機能をハードウェアに組み込む
ことで、ビジネス実現要素としてのセキュリティーの強化に取り組んでい
ます。

以降のセクションでは、この 4つの柱に沿って、ハードウェア・アシストに
よるセキュリティーがそれぞれの保護を強化する仕組みについて詳しく説
明します。

ハードウェア・アシストによるセキュリティーによって防御強化を目指す１
つ目の領域は、マルウェアからの保護です。コンピューティング・プラッ
トフォームが、起動後に発生するプロセスを信頼できるようにするため
には、電源ボタンを押したその瞬間から、システムを安全に起動する必要
があります。起動およびスリープ状態からの復帰は、デバイスにとって重
要な瞬間です。この数秒間、コンピューターは、コードが実行されていて
も、オペレーティング・システムのセキュリティー機能とアンチマルウェア・
ソフトウェアはまだロードされていないプレオペレーティング・システム環
境にあります。マルウェア開発者は、こうした環境を悪用し、従来のソフト
ウェア・ベースの検出を回避するコードを挿入する術を身に付けてきまし
た。ソフトウェアのロード時にこれらのアクティビティーの一部を検出した
としても、次回の起動時またはスリープ状態からの復帰時に、オペレー
ティング・システムよりも深いレベルに潜伏しているステルス型マルウェア
が再び活動を開始します。Advanced Persistent Threat（APT）と
も呼ばれるこれらのステルス型攻撃は、リスクの発生源として増加してい
ます。McAfee Labsは、2012年の第 4四半期に 150,000個以上
の新たなルートキット・サンプルを報告しました。2

コンピューティング・プラットフォームに組み込まれたハードウェア・アシス
トによるセキュリティー機能は、APTや他のマルウェアに対する保護を強
化して、リスクとコストの削減を実現します。これらの機能により、プラット
フォームの電源がオンになる時点、またはスリープ状態から復帰する時点
（従来のソフトウェア・ベースの保護がロードされる前）から、ユーザーと
情報の保護が開始されます。

アンチマルウェア： 
保護の強化によるリスクとコストの削減

アプリケーション、ブラウザー、OS

セキュリティー・アクセラレーション

安全な状態の維持
使いやすさを実現する、セキュリティー処理のための
ハードウェア・アクセラレーション。

安全な実行
ハードウェアによって強制され保持される
信頼できる実行環境。

安全な起動
システムの完全性を確保するために
起動プロセスに組み込まれたハードウェア保護。

信頼できる実行環境

保護された起動、再開、復帰

ハードウェアの起動時からセキュリティー・ソフトウェアとサービスを強化

ハードウェア・アシストによるアプローチにより、ワークロードとユーザーが安全に起動、実行し、安全な状態を維持できるため、組織にメリットがもたらされます。マカフィー、
Microsoft、Symantec、VMware、Citrixなど、すでに信頼しているパートナーのソフトウェアやサービスに加え、コンピューティング・スタックの最下層をアクティブ化して、こ
の重要な場所を有効活用することで、プラットフォームの電源がオンになった瞬間からリスクを軽減し、問題が発生したときにも迅速に回復できます。



起動とスリープ状態からの復帰は、
デバイスにとって重要な瞬間です。
コードが実行されていても、
オペレーティング・システムの
セキュリティー機能やアンチマルウェア・
ソフトウェアはまだロードされていません。

5,000個以上のエンドポイントがある組織
では、感染率がわずか1%であっても、
イメージの再構築だけで30,000ドルの
コストがかかる可能性があります。3

クリーンアップにはコストがかかるため、セキュリティー機能が内蔵された
ハードウェア・プラットフォームによってウイルス感染数を減らすことができ
れば、企業収益には直接的なプラス効果がもたらされます。感染後のイ
メージの再構築は、マシンごとに最大 5時間もの時間を要し、ITスタッフ
とエンドユーザーの作業がともに停滞すると考えれば、合計 10時間分
の生産性が失われます。また、イメージを再構築する 1エンドポイント当
たりのコストは585ドルと推定されています。3 組織に5,000カ所のエン
ドポイントがある場合、感染率がわずか 1%（50カ所）であっても、イメー
ジの再構築だけで30,000ドルのコストがかかることになります。さらに、
機密データが被害を受けることになれば、総被害コストは大幅に増加す
る可能性があります。セキュリティー侵害が発生した場合の記録当たり
の最大コストは 188ドル、侵害 1件当たりの平均総コストは 540万ド
ルと見積もられています。4

ソフトウェア・ベースのマルウェア保護を強化するテクノロジーでは、各プ
ラットフォームがハードウェアに組み込まれた信頼のルートを利用できま
す。ソフトウェアとサービスは、この基盤に基づいてワークロードとユー
ザーのためのより安全な環境を構築できます。BIOS、ファームウェア、マ
スター・ブート・レコード、その他の下位コンポーネントが改ざんされた場
合、ハードウェア・アシストによるセキュリティーを備えたプラットフォーム
では、改ざんの攻撃を特定し、防止することによって、攻撃が拡散する前
に阻止できます。

Trusted Compute Poolは、ハードウェア・アシストによるセキュリ
ティーの応用例の 1つです。Trusted Compute Poolとは、信頼状
態がコンピューティング・スタックの最下層から評価され、検証されたコン
ピューティング・リソースの集まりです。プール内の各サーバーの各起動
コンポーネントは、既知の良好な状態に照らし合わせて評価されます。

起動コンポーネントが承認済みの状態と一致しない場合（例えば、ブー
トブロックが予想と異なる場合）は、「信頼できない」システムとしてその
システムをプールから排除できます。このアプローチにより、組織はマル
チテナント・クラウド環境で機密性の高いデータやワークロードのセキュリ
ティーが侵害されていないことを確信した上で、ワークロードをクラウドに
導入することが可能になります。

 

アンチマルウェア保護の強化による 
生産性の維持支援

ハードウェアに内蔵されたセキュリティー機能によって実現される安全な
起動により、ユーザーと管理者は安心して日常業務を行い、ワークロード
を実行できます。ハードウェアに内蔵されたセキュリティー機能を利用す
るソフトウェアとサービスは、日常業務中にユーザーとワークロードをより
効果的に保護できるため、ユーザーは業務の生産性を維持することが可
能になります。これは、ソフトウェアだけによるセキュリティーに比較して、
ハードウェア・ベースのセキュリティーによって保護領域が拡大するユー
スケースが実現するためです。例えば、これらの機能によって次のことが
可能になります。

 •  オペレーティング・システムよりも深いレベルやオペレーティング・シス
テム内に存続するルートキットも含め、マルウェアが潜んでいる可能
性のある領域からマルウェアを根絶する。

 •  ネットワーク・インターフェイス・カード（NIC）のレベルでマルウェアの
伝播を食い止める。

 •  人的エラーによって攻撃の機会が生じる可能性を低減する。

 •  より効率的で徹底した検出機能を作成する。

 •  Trusted Compute Poolを作成し、機密性の高いワークロードが信
頼できるプラットフォームでのみ実行されるようにするポリシーを定義
する。

図 1：インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノロジー（インテル® TXT）を使
用した Trusted Compute Pool
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システム
システム

システム
システム

完全性が未確認

完全性を確認済み



半導体チップに組み込まれた 

事前対応型のセキュリティー 

によるリスクの軽減
高度な脅威はシステムのより深いレベルを標的にす
ることで、従来のアンチマルウェア・ソリューションの
効果を低減させます。インテルは、オペレーティング・
システムが起動する以前に信頼のルートを確立で
きるように、ハードウェアにセキュリティーを組み込
みました。

インテル® トラステッド・エグゼキューション・テクノ
ロジー（インテル ® TXT）は、現在の構成を既知の
良好な状態と比較することによって、起動時に主要
コンポーネントの動作を検証します。この手法を使
用すると、起動時に起動コンポーネントを評価し、シ
ステムを改ざんしようとする攻撃を検出できるため、
一般的なブラックリスト方式のソリューションよりも
高い効果を発揮します。

インテル® OSガード対応インテル ® プラットフォー
ム・プロテクション・テクノロジーは、マルウェアが
ユーザーコードからシステムコードにジャンプするこ
とで標的となるシステムを完全に支配下におく権限
昇格攻撃を防ぎます。

ユーザーと顧客の 

認証の簡素化と強化
ハードウェアに組み込まれたトークンとデジタル証明書をサポー
トするインテル® アイデンティティー・プロテクション・テクノロジー
（インテル® IPT）により、異なる FOBを個別に管理する必要がな
くなるため、安全で簡素化された認証が実現します。公開鍵基盤
（PKI）対応インテル® IPTを使用すると、サポートのためにコスト
のかかる物理的なスマートカードを購入する必要はなくなります。
さらに、プロテクテッド・トランザクション・ディスプレイ（PTD）によ
り、ユーザーログオン時のセキュリティーを強化できます。PTDは、
コンピューターの前にユーザーが存在することを証明するハード
ウェア内蔵機能であり、ユーザーだけが見られる PINパッドを画
面に表示することで、スクリーン・スクレイピングするマルウェアから
ユーザー入力を隠すことができます。こうした機能により、特定の
攻撃を確実に阻止できるようになります。

マルウェアの検出およびマルウェアからの保護は重要ですが、これだけで
は不十分です。そのため、インテルはハードウェア・アシストによるセキュ
リティーの 2つ目の対象領域として、IDおよびユーザーと顧客が重要な
ネットワークにアクセスする方法に注目しました。

今日の企業ユーザーは「ハイパー接続」されています。つまり、相互接
続されたさまざまなアプリケーション、サービス、デバイスを使用して常
にオンライン状態にあります。そして、こうした現状も新たなリスクを招き
ます。データと IDは、誤用、スパイウェア、ソーシャル・エンジニアリング、
脆弱なパスワードなどさまざまな要因によって拡大される侵害の危険に
さらされています。これらのリスクは、企業ユーザーとその企業のオンラ
イン資産にアカウントを持つ企業顧客に当てはまります。顧客のアカウン
トがハイジャックされた場合、その顧客たちは脆弱なパスワードを使った
ことへの責任は一切感じず、企業側の対応を非難し、その不満を友人な
どに話します。

2012年だけでも9,300万個の IDが漏洩しました。5 簡単なオンライン
検索を行えば、データ侵害に関する多数の新しい記事がヒットします。こ

うした状況から、セキュリティー研究者の Eric Grosse氏とMayank 
Upadhyay氏は、「セキュリティーと使いやすさの問題は解決が困難
です。複雑なパスワードルールに見切りをつけ、より良いものを探す時期
が来ています」と断言しています。6

保護されたリソースへのアクセスの保護

「より良いもの」の一例として、ハードウェア・アシストによる二要素認証が
考えられます。二要素認証（2FA）は、ハードウェア・トークンによって生
成されるワンタイムパスワードなど、ログオンのセキュリティーを強化する
ためのもう1つの要素を追加する点で、従来のユーザー名とパスワード
による認証よりも強力になっています。しかし、保護が強化される一方で、
ソリューションにコストがかかり、複雑になる可能性があるため、2FAを
採用している組織はそれほど多くありません。こうしたソリューションは通
常、設定や管理の必要があるデータセンターの補助的なハードウェアや
ソフトウェアを必要としています。

ハードウェア・アシストによるセキュリティー機能では、従来はディスクリー
ト・トークンによって生成されていたワンタイムパスワードを生成できるた
め、2FAを大幅に簡素化できます。つまり、プラットフォーム自体がトー
クンになります。ソフトウェアとサービスはこの機能を利用できるようにな
るため、独立した FOBもデータセンターへの追加投資も必要としない
2FAソリューションが実現します。管理者は、これらのソリューションを一
元管理し、紛失や盗難が発生しやすいハードウェア・トークンの構成と導
入という面倒な作業を排除できます。また、ユーザーは、スムーズなユー
ザー体験と負担のかからないセキュリティー対策によって生産性を維持
できます。

ID：よりシンプルで 
強力な認証とアクセスによる 
リスク軽減



企業の資産と 

機密情報の保護
インテル® AES New Instructions（インテル® 
AES-NI）対応インテル® データ・プロテクション・テ
クノロジーによって高速化される暗号化処理によ
り、ユーザーの生産性を維持しながらPCのデータ
保護を強化できます。インテル® セキュアキー対応
インテル® データ・プロテクション・テクノロジーは、
暗号化キーのシードに使用される堅牢な乱数を生
成することで、より強力な暗号化アルゴリズムを実
現します。

2FAに加え、これらの機能をインテルのパートナーのソフトウェアやサー
ビスとともに使用することで、公開鍵基盤（PKI）システムを簡素化でき
ます。これらのシステムは、データセンターの複雑さやユーザーの負担を
増やすことなく、電子メールの暗号化やドキュメントの署名などの拡張セ
キュリティー機能を提供します。

データ保護は、ハードウェア・アシストによるセキュリティーが目指す 3つ
目の重点領域です。情報セキュリティーの実践者は、マルウェアやハッ
カーからの IT資産の保護に加え、データとデータを使用するアプリケー
ションを実行するデバイスも保護する必要があります。しかし、デバイスと
デバイスがアクセスするサービスの急増を考えると、これは簡単なことで
はありません。

 •  2012年に発生した 9,300万件の ID漏洩のほとんどが、機密デー
タが保存されたデバイスの盗難または紛失によるものでした。2

 •  フィッシングWebサイトにアクセスするモバイルユーザーは、ログオン
情報を送信する可能性がデスクトップ・ユーザーよりも 3倍高くなっ
ています。7

 •  2012年の第 4四半期には、パスワード窃盗型トロイの木馬の数が
74%増加しました。2

これらのデータポイントでは、セキュリティー実践者は、機密情報を窃取し
ようとする高度な標的型攻撃に直面しています。また、信頼（証明機関や
Secure Shell（SSH）など、安全な交換で活用される基盤となる不可
視システム）に対する攻撃も増大する脅威の 1つです。Ponemonによ
る分析では、「キーと証明書の管理の失敗は、4億ドル近くの損失につな
がる恐れがあり、すべてのグローバル企業を脅かしている」という結論が
導き出されました。8

「̶2013 Annual Cost of Failed Trust Report : Threats and Attacks」
Ponemon Institute。8

データ暗号化は、データを保護しながらリスクを軽減するのに必要なス
テップです。インテルのプラットフォームに内蔵されたセキュリティー機能
と命令は、次の重要な方法でソフトウェア・ベースの暗号化処理を高速
化して、データ保護を強化しています。

 •  セキュリティーの強化がパフォーマンスに影響を及ぼさないように、
データの暗号化処理を高速化する。

 •  より堅牢なデジタル乱数生成（DRNG）によって、暗号化の解読をよ
り困難にする。

 •  システムで実行されている可能性のあるマルウェアに暗号化キーが
さらされることがないように、暗号化キーを安全なチップに格納する。

データ保護：高速化されたより 
強力な暗号化処理による 
コンプライアンスの向上とリスク軽減

「数キロバイトのデータを 
暗号化できさえすれば、 
数百万ドルの売上損失、 
飛行不能な飛行機、 
国境の封鎖といった事態を 
回避できます」

インテル® AES New Instructions
（インテル® AES-NI）

インテル® AES-NI

データ暗号化
• プロセッサー負荷の低減

• 暗号化処理性能の向上

• サイドチャネル攻撃からの保護

プロセッサー
暗号化されて

いないデータ
ABCDEFGH

IJKLMNOP
QRSTUVW

移動中のデータ暗号化された
データ

#%$&@#＄＆
$&@#@#&%

$&$&%#$#

1分当たりの暗号化処理件数
1分当たりの復号処理件数

図 2：インテル® AES New Instructions（インテル® AES-NI）



アウトオブバンドの PC 

または無効化されたPC 

の保護と管理
インテル® vPro™ テクノロジーは、インテル® Core™ 
vPro™ プロセッサー・ファミリーに組み込まれた一
連のセキュリティー /管理ツールです。インテル® 
アクティブ・マネジメント・テクノロジー（インテル® 
AMT）を使用すると、プリブート環境またはスリー
プ状態の環境で、オペレーティング・システムよりも
深いレベルでインテル® vPro™ テクノロジーの機能
にアクセスできます。これにより、システムの電源状
態やオペレーティング・システムの状態に関係なく、
PCへのリモートアクセスが可能になります。

インテル® AMTにより、IT管理者は、統合されたプ
ラットフォーム機能と一般的なサードパーティー製
の管理 /セキュリティー・アプリケーションを使用し
て、ネットワーク接続されたコンピューティング資産
の検出、修復、保護をより簡単に行うことができる
ので、最終的に ITサポートコストが削減されます。

どれだけ注意を払っても、どれだけ多くのセキュリティー層を構築しても、
新たなセキュリティー問題が次々に発生することはこれまでの経験でも明
らかです。ユーザーの不注意が原因でウイルスに感染することもあれば、
デバイスが盗難に遭うこともあります。また、セキュリティー・プラクティス
を無視して仕事をするユーザーも後を絶ちません。

それでも、セキュリティー問題が企業収益にとっての脅威にならないよう
にする必要があります。ハードウェア・アシストによるセキュリティーの 4
つ目の重点領域は回復性です。インテルは、侵害や感染を阻止して被害
を抑え、ユーザーの生産性を迅速に回復させることを可能にする機能を
プラットフォーム・ハードウェアに組み込みました。

セキュリティー問題が発生すると、IT組織と企業収益には即座に多大な
影響が及びます。マルウェア感染などのセキュリティー問題は、サポート
技術者によるデスクサイド・サポートを必要とすることが多く、これがヘル
プデスクのコストを増大させる一因となっています。実際には、デスクサ
イド・サポートを必要とするヘルプデスクへの依頼（セキュリティー・イベン
トを含む）数はそれほど多くありませんが、デスクサイド・サポートはコスト
がかかるため、このような依頼はヘルプデスクの全コストに対して不釣り
合いなほど大きな割合を占めています。

セキュリティー問題が制御不能になる前に、データセンターから問題を修
復するための信頼できる方法が求められます。インテル・プラットフォーム
のハードウェアに内蔵された機能に含まれるリモート運用管理によって、
組織はセキュリティー問題に関連するコストとリスクを削減できます。これ
らの内蔵機能により、管理者は次のことが可能になります。

 •  高度なマルウェアも含め、ほぼリアルタイムで感染を特定する。

 •  脅威を素早くブロックし、感染したデバイスを隔離する。

 •  ネットワークからのリモートブート、リモート・キーボード /ビデオ /マ
ウス機能など、リモートからの運用管理と修復作業によって回復を
大幅に迅速化する。

インテル IT部門では、特定のシナリオにおいては、ハードウェア・アシスト
による回復性機能により、ヘルプデスクの対応時間を 10分の 1に短縮
し、ユーザーの生産性を回復するまでの時間も 10分の 1に短縮するこ
とが可能になると期待しています。9

 
この 20年間のビジネス・コンピューティングの革命は、企業のインフラス
トラクチャーのあらゆる側面に関連するリスクの深刻化と蔓延とをもたら
しました。この厳しい現実に反して、企業のセキュリティー専門家は、自
らの使命をビジネス上の目標と一致させることによって、セキュリティー・
プラクティスを再び活性化することが可能になります。インテルのセキュ
リティーおよびプライバシー最高責任者であるMalcolm Harkinsが
著書『Protect to Enable』の中で述べているように、セキュリティー実
践者は「ビジネスを実現するため、すなわち、競争力のある差別化をもた
らす機能を IT部門に提供するために」存在しています。10 堅実な情報セ
キュリティー戦略により、リスクを軽減し、コンプライアンスを確保できると
同時に、顧客との良好な関係を築き、生産性と効率性を高めることがで
きる新たな取り組みが可能となります。つまり、ビジネスが活性化される
のです。

インテルは、企業全体で使用されるデバイスのプラットフォーム・ハード
ウェアにセキュリティー機能を組み込むことによって、セキュリティー実践
者が自身の使命を果たすことができるように、つまり、ビジネスを活性化
できるように支援を行っています。こうした機能を利用する革新的なソフ
トウェアとサービスを導入した場合、ソフトウェア単独の場合に比べて、
提供される保護の範囲は拡大されます。このアプローチは、企業の関心
を必要とされる技術的な保護機能から得られるビジネス上の利益へと移
すことによって、セキュリティー・プラクティスと企業利益を結びつける効
果を生み出します。

この戦略を有効に機能させるためには、セキュリティーを、後から思いつ
きで追加したり、あるいはソリューションの導入時に附属している「応急
処置」機能として扱ってはいけません。むしろ、セキュリティーに関する
検討事項は、IT部門と事業部門（LOB）のすべてのプロジェクトの計画
フェーズに組み込む必要があります。新たなプロジェクトの計画や予算
の編成時点でセキュリティーが検討対象に含まれていれば、包括的なセ
キュリティー、コスト効率、充実したユーザー体験の間でのバランスを保
ちつつ、そのソリューションの設計に保護機能を組み込むことが可能に
なります。こうしたアプローチによって、ビジネスの新たなチャンスを自由
に追求しながら、リスクをより効率的に管理することができるようになる
のです。

回復性：ユーザーの生産性の 
迅速な回復

セキュリティーと企業収益の結合
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ハードウェアに内蔵された機能によって
保護を強化できる4つの重要な領域の詳細については、
http://www.intel.co.jp/mobility/ を参照してください。

http://share.cisco.com/asrsio/
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threat-q4-2012.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/reports/rp-quarterly-threat-q4-2012.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-reality-of-stealth-crimeware.pdf
http://www.mcafee.com/us/resources/white-papers/wp-reality-of-stealth-crimeware.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-cost-of-a-data-breach-us-report-2013.en-us.pdf?om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2013Jun_worldwide_CostofaDataBreach%22
http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-cost-of-a-data-breach-us-report-2013.en-us.pdf?om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2013Jun_worldwide_CostofaDataBreach%22
http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-cost-of-a-data-breach-us-report-2013.en-us.pdf?om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2013Jun_worldwide_CostofaDataBreach%22
http://www.symantec.com/content/en/us/about/media/pdfs/b-cost-of-a-data-breach-us-report-2013.en-us.pdf?om_ext_cid=biz_socmed_twitter_facebook_marketwire_linkedin_2013Jun_worldwide_CostofaDataBreach%22
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v18_2012_21291018.en-us.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/other_resources/b-istr_main_report_v18_2012_21291018.en-us.pdf
http://www.trusteer.com/blog/mobile-users-three-times-more-vulnerable-to-phishing-attacks
http://www.trusteer.com/blog/mobile-users-three-times-more-vulnerable-to-phishing-attacks
http://www.venafi.com/ponemon-institute-first-annual-cost-of-failed-trust-report/?ls=mb&cid=70150000000KIkw
http://www.venafi.com/ponemon-institute-first-annual-cost-of-failed-trust-report/?ls=mb&cid=70150000000KIkw
https://communities.intel.com/docs/DOC-5302
https://communities.intel.com/docs/DOC-5302
http://www.intel.co.jp/amt/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/
http://software.intel.com/en-us/articles/intel-advanced-encryption-standard-instructions-aes-ni/
http://www.intel.co.jp/technology/vpro/
https://security-center.intel.com/
http://ipt.intel.com/
http://www.intel.co.jp/technology/security/
http://www.intel.co.jp/
http://www.intel.co.jp/mobility/

