
「侵害検知と対応」
のための
ガイドブック
サイバーレジリエンス戦略を見直す



サイバーセキュリティの現場から 
ここ数年の間で、「潤沢な資金力を持つ脅威アクターによって
開発された戦術、技術、手順などが、熟練度の低い攻撃者の
手に渡っている」という話をよく耳にするようになりました。企
業システムに危害を加える「スクリプトキディ（他人が作成し
たプログラムを悪用し、興味本位で第三者に被害を与えようと
する者）」が増加している背景には、こうした現実があります。
GCHQ（英国政府通信本部）のイアン・レヴィ―（Ian Levy）
博士が最近指摘しているように、現在、私たちが目にする 

攻撃の多くは、「Advanced Persistent Threats (APT)：持続 

的標的型攻撃」ではなく、「Adequate Pernicious Toerags 

(APT)：悪意を持った愚か者」による単純なハッキング行為な
のです。

こうした現象を端的に示しているのが、エフセキュアが「ルー
マニアのアンダーグラウンド」と名付けたグループです。私たち
のサイバーセキュリティサービスのコンサルタントはインシデン
トレスポンスやフォレンジックの作業を実行する中で、さまざ
まな場面で彼らと直接対峙してきました。

簡単に言って、ルーマニアのアンダーグラウンドは「ハッキ
ング」をクールな趣味として楽しんでいます。彼らは普段 IRC

チャットルームを使って交流を図っていますが、実のところ彼
らのほとんどは高度なハッキング集団に加わって議論できるほ
どのUnixのスキルを持ち合わせてはおらず、せいぜい5つ程度
のコマンドを知っているレベルです。そして新たに加入してくる
仲間には、この趣味を始めるのに必要な簡単なツールが与え
られ、トレーニングを提供するメンターの下に置かれます。メ
ンターといっても、彼らのスキルレベルも新人と大差はなく、
いくつかのコマンドを余分に知っている程度です。それでも、数
週間長く集団に加わっている分、彼らには若干の経験則があり
ます。

新人が仕事のやり方を習得すると（実際は提供されたツールの
設定や使用方法を学ぶ程度）、彼らはメンターに昇格して新入
りの見習いが割り当てられます。この階層モデルは、誰もが一
度は経験したことのある、あの典型的なピラミッド型の販売ス
キームに似ています。もちろん、ルーマニアのアンダーグラウン
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ドのメンバーは、石鹸を売って大富豪になることを望んでいる
わけではありません。彼らのピラミッドスキームは、できるだけ
多くのシステムを乗っ取り、自身のランクを上げていくことを目
指す「ゲーミフィケーション」の一形態なのです。

当然ながら、最大の恩恵を受けるのはピラミッドの頂点にい
る人たちです。彼らは手下にツールを提供し、すべての手作
業を彼らに押し付けることによって、侵害を受けた何千ものシ
ステムにアクセスできるようになります。一方、新人は自身の
Facebookで自らを誇らしげに「ハッカー」（ウインドサーフィ
ンやスノーボードなど他の趣味と並べて）と呼び、満足してい
るのです。

通常、ピラミッドの下層にいるメンバーに与えられるツール
キットは、SSHやWebメールサーバーなどの一般的なサービ
スを悪用したり、総当たり攻撃を行ったりするために設計され
たものです。驚くことに、これらのツールキットはすべて未熟な
初心者によって使用され、世界中のPCI-DSS準拠の組織さえも
侵害されています。ルーマニアのアンダーグラウンドは、スキル
の低いハッカーやサイバー犯罪者グループの増加を物語るほ

んの一例に過ぎませんが、こうしたグループの背後に隠れた首
謀者の最終的な目的は、ご想像の通り金銭です。彼らは侵害に
成功した多くの企業のネットワークにアクセスして、そこから恐
喝やデータ盗難のための格好の標的を選び出すことができま
す。つまり、すべての企業が標的に成り得る危険にさらされて
いるのです。

PCI-DSSに準拠している企業でさえも彼らの標的になっている
という事実は、もはやこうした脅威には単純なサイバーセキュ
リティソリューションだけでは太刀打ちできないことを示して
います。そして、多くの企業がこうした状況に置かれている理
由は、侵害を受けた後のネットワーク上のアクティビティを、
まったくと言っていいほど可視化できていないからです。

とはいえ、そこに高いスキルを備えた攻撃者が存在しないとい
う保証はありません。世界中のどの企業よりも欧州のサイバー
犯罪調査に関わってきた私たちが言えることは、NSA（国家
安全保障局）やサイバー攻撃グループ「APT28」についていく
ら気にかけていたとしても、こうした初歩的な攻撃者グループ
を阻止できなければ、何の意味もないということです。

“ そこに高いスキルを備えた攻撃者が存在しないという保証はありません。世界中のどの企業よりも欧州のサイ
バー犯罪調査に関わってきた私たちが言えることは、NSA（国家安全保障局）やサイバー攻撃グループ「APT28」
についていくら気にかけていたとしても、こうした初歩的な攻撃者グループを阻止できなければ、何の意味も
ないということです”
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コモディティ化した脅威への対応ソリューションは、すべて当たり前のように使用されています…
…しかし、標的型の攻撃はより大きな損害をもたらす可能性があります。そして、ほとんどの企業はこれらの
攻撃から身を守る手立てを講じることができていません。どのようにしてこれらの状況に対処すれば良いで
しょうか？
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企業におけるサイバーセキュリティの議論は、広
範に及ぶリスク管理の一環として行われることが
ほとんどです。こうした企業では、リスク分析と
同時に組織に関わる脅威やリスクを特定して、そ
れらが起こり得る可能性や影響、またその対応に
必要なコストなどを考慮した上で優先順位付け
を行っています。エフセキュアはこれまでの経験
から、サイバー攻撃への対処に際して、企業が把
握しているリスクと現状リスクとの間には大きな
ギャップが存在することを認識しています。そし
て、こうしたギャップの解消に向けて大きな貢献
を果たすことが私たちの役割です。

高度なサイバー攻撃は多くの場合、トップダウン
方式で仕掛けられます。「簡単に攻められるとこ
ろ」から攻めるのではなく、それとはまったく正
反対のやり方です。次々と発見される新しいタイ
プの攻撃の多くは、豊富な資金を持った犯罪組
織（民族や国家組織など）によって生み出された
ものであり、それらはまず最も価値の高い相手を
標的にします。ここで使用される戦術、技術、手
順（TTP - tactics, techniques, procedures）は、
ひとたび公になると組織化されていないサーバー
犯罪者の元へと流出していきます。そして、新し

いTTPを使った攻撃は真っ先に政府機関や軍隊、
防衛産業などに向けられ、次に銀行や重要なイン
フラ産業（エネルギー企業など）が標的となりま
す。さらに、その被害は重工業、ついにはその他
の製造業、小売、中小企業にまで拡大していくの
です。

企業にとっての脅威は、こうした外部からの攻撃
だけに限りません。重要かつ機密性の高いアセッ
トにアクセスできる内部関係者によって、偶発的
または意図的に情報漏洩が引き起こされる可能
性もあります。商流の上位に位置する企業に対す
る攻撃の足掛かりとするために、そのパートナー
やサプライヤー、コントラクターなどを狙う手法
は決して珍しいものではありません。エフセキュ
アが関わったいくつかのインシデント対応例で
は、攻撃の一環として対象企業の建物に物理的
に侵入したケースもあったほどです。

サイバー攻撃にはコモディティマルウェア（ランサ
ムウェアなど）を使用した手口から、民族や国家
的な犯罪組織による非常に高度な攻撃までさま
ざまな形態があり、下図はこれらの脅威をカテゴ
リー別に示したものです。
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攻撃の分析

コモディティ攻撃
この数十年間において、コモディティ化した手段を使った攻撃は
大幅に増加しており、企業がこうした攻撃を受けるリスクは高まる
ばかりです。一方で、長年にわたって蔓延し続ける脅威に対処す
るための優れたソフトウェアソリューションも開発されており、現
在も多くの企業で導入されています。仮にある企業がコモディティ
攻撃（例えば、Cryptoランサムウェアの攻撃）を受けたとしても、
影響はたいてい限定的なものであり、その多くはエンドポイント
保護対策ソフトによってブロックされます。しかしながら万が一の
事態に見舞われた場合の解決策は2つあります。それは身代金を
払うか、自ら問題を解決するかのどちらかです。身代金を払わな
い場合には、担当者の生産的な時間の一部が失われることになり
ますが、身代金（企業の観点から見れば安い金額）さえ払えば、
通常データは戻ってきます。コモディティ攻撃を受ける確率は高
くなっていることは確かですが、エンドポイント保護対策ソリュー
ションを導入していれば、その影響の度合いは低く、解決に必要
なコストも基本的にかかりません。

サイバー犯罪
私たちがリスクを評価する上で、もう1つの重要なカテゴリーとな
るのがサイバー犯罪です。コモディティマルウェアの脅威を超え
た、標的型の攻撃などがこれに該当します。企業はさまざまな理
由によってサイバー攻撃の標的となりますが、例えば企業が自社
のインフラの脆弱性を「自ら言い広めて」しまうことで標的となる
といったケースがあります。また、何らかの理由で攻撃者に興味
を持たれたことで標的に選ばれたという、非常に単純なケースも
あります。

サイバー犯罪者は総じて日和見的で、いとも簡単に侵入できる場
所を見つけて金銭を手にする機会を狙っています。サイバー犯罪
の動機のほとんどは金銭が目的であり、彼らはネットワークに侵
入してはシステムやデータを人質にとります。エフセキュアでは、
こうした状況を「サイバー恐喝（Cyber Extortion)」と呼んでいま
すが、このようなタイプの攻撃は急速に増える傾向にあり、中小
企業から大企業に至るまで、企業規模を問わず標的にされます。

エフセキュアでは、NISやGDPR (EUの一般データ保護規則）と
いった規制の導入は、サイバー攻撃やサイバー恐喝をさらに助長
するきっかけになるのではないかと懸念しています。これらの規制
が発効された後は、企業はインシデント対応や報告に膨大な労力
を費やすよりも、ネットワークに侵入されたという事実そのものを
もみ消すために、身代金を支払ってしまうケースが増えるかもしれ
ません。

“ GDPRやNIS規制が発効されれば、情報漏洩に備えた
対策の整備は企業の必須要件となるでしょう”
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サイバー犯罪は、「組織的」と「非組織的」という2つのカテゴ
リーに大別できます。組織的なサイバー犯罪グループは、精巧さ
という意味で民族/国家的な犯罪組織に非常に近いと言えます。
バングラデシュ銀行が2016年に受けた攻撃は、組織的サイバー
犯罪の一例です。一方、組織化されていないサイバー犯罪では、
攻撃者の多くは一匹狼的な行動をとります。彼らは資金的に豊
富とは言えず、個々のスキルにも差があります。ルーマニアのア
ンダーグラウンドなどは、このカテゴリーに分類されます。

2年前までは、私たちは企業などがサイバー犯罪の犠牲になる
確率はそれほど高くないと考えていました。しかし、今やこの確
率は安心できないレベルにまで高まり、さらに上昇を続けていま
す。サイバー犯罪の標的になった場合、財務および業務上の被
害や影響の度合いは状況によってさまざまです。エフセキュアが
対応した多くケースでは、組織化されていない攻撃者によるサイ
バー恐喝に遭った場合、身代金の要求額は数万ユーロ程度であ
り、多くの企業にとっては決して高額とは言えない金額でした。
しかし、たとえ相手の要求通りの身代金を支払ったとしても、そ
の後何事もなく業務を続けられる保証はありません。ネットワー
ク侵害があれば、インシデント対応チームがその対処に追われ
る状況に変わりはないのです。

さらに、攻撃者が重要なデータを盗み出そうとしているといった
事態の深刻度は、そのままインシデント対応のコストに直結しま
す。特に顧客データが関係しているとなれば、その影響は図り知
れません。セキュリティ侵害はどんな形であろうと、企業の評判
はもとより、法務、広報、業務、そして内部の生産性に確実に悪
影響を及ぼします。さらに、それらの問題は単に業務や機密デー
タの保護にとどまらず、EUをはじめとする規制当局による新た
な規制への対応にまで及びます。例えば、GDPRでは、個人デー
タの「侵害検知と対応」に適切に備えることを目的に、問題が発
覚した場合には72時間以内に通知が求められています。

民族・国家的犯罪組織
民族や国家的な犯罪組織の標的となることを恐れる企業は、通
常、その相手が誰であるかを知っています。さらにこうした攻撃
から身を守ることは、ほとんど不可能であることも認識していま
す。そうした状況であるにもかかわらず、多くの企業は何らかの
対応を取らざるを得ない状況に置かれています。民族や国家的
な犯罪組織による攻撃の影響は、海外の競合相手や政府機関の
最高機密に該当する知的財産の盗難から、イランの例のように
遠心分離機が破壊されウラン濃縮工場が停止するといった事態
に至るまで、広い範囲に及んでいます。

“ 標的型攻撃は、ベンダーがその性能に高らかに謳う「次世代」のセキュリティソリューションが
導入されていたとしても、容赦なく攻撃を仕掛けてきます。正直なところ、多くのベンダーが販
売するセキュリティソリューションのインシデント対応が、必ずしも適切とは思えない面があるこ
とも事実です”

本ガイドブックがリスク分析の結果を具体的な形
で提示する背景には、エンドポイント保護対策ソ
リューションの性能を売り文句にした、過熱する
マーケティング活動があります。「次世代」のセ
キュリティソリューションの価値をことさら強調
するベンダーは、その中で当然のように標的型攻
撃の防御を標榜し、あるベンダーに至っては、脅
威がひとたび防御の境界線をすり抜けてしまえば、
検知機能としてはすでに「ゲームオーバー」であ
り、もはやその機能は意味をなさないとさえ主張し
ています。

まったくの誤解

攻撃者は、各ベンダーがその性能に高らかに謳う
「次世代」のセキュリティソリューションが導入され
ていたとしても、容赦なく標的型攻撃を仕掛けてき
ます。正直なところ、多くのベンダーが販売するセ
キュリティソリューションのインシデント対応が、必
ずしも適切とは思えない面があることも事実です。

こうした現状を踏まえると、「侵害検知と対応」機
能の重要性を認識している企業が現時点ではご

く少数である事実も驚くには値しません。そして、
ここにこそ問題の本質が潜んでいます。多くの企
業は依然として、「侵害検知と対応」はコモディ
ティ化した脅威とはまったく別次元の話だという
ことに気付いていません。これではまさに攻撃者
の思う壺です。もし次に、インシデントが発生した
ら営業部門のラップトップからマルウェアを駆除
するのか、それとも本格的なデータ侵害の対処を
行うことになるのか、どちらを選択することにな
るかを考えてみてください。

こうした提言をしているのは、エフセキュアだけ
ではありません。ガートナーは「企業における情
報セキュリティ予算のうち、2016年には30％未
満だった侵害の迅速な検知・対応への予算割り
当ては、2020年には60％まで拡大する」と予測
しています。現在、あなたの会社では「侵害検知
と対応」にどの程度の予算を割いていますか？ そ
れが60％に達している企業はごくわずかなはず
です。エフセキュアのこれまでの経験から見ても、
おそらく企業の 10％程度はそれについて何も考え
ていないのが現状ではないでしょうか。

「企業における情報セキュリティ予算のうち、2016年
には30％未満だった侵害の迅速な検知と対応への予
算割り当ては、2020年には60％まで拡大することが
予測されます」

ガートナー： 'Special Report Cybersecurity at the Speed of Digital Business’
Paul E. Proctor、Ray Wagner、2016年8月30日、2017年12月改訂

誇大広告に惑わされない
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“ このご時世にあって、侵害の検出ソリューションを利用してい
ない企業（あるいは最近侵害調査を行っていない企業）は、
すでに侵害を受けているリスクを前提に考える必要があります”

実際、サイバー攻撃による脅威は非対称型、つま
り攻撃をしかける側と受ける側が置かれた立場は
対等ではありません。攻撃側は一度でも成功すれ
ば、それをきっかけにネットワークへのアクセス
が可能になります。一方、防御側が常に攻撃を防
ぐためには、手法の異なるすべての攻撃を水際で
防がなくてはなりません。しかし、これらが常に
成功するとは限らないのが現実です。

にもかかわらず、ほとんどの企業ではサイバー攻
撃に対する防御策は常に成功することを前提とし
て理解されています。ファイアウォールやエンド
ポイント保護対策など、従来から防御の境界線で
用いられているテクノロジーは、現実のコモディ
ティ化した脅威を検知してブロックするという意
味では優れた効果を発揮します。しかし、より高
度化した攻撃に対する防御を、これらのソリュー
ションに期待することはできません。ますます進
化する攻撃者は、常にこうした防御をすり抜ける
巧妙な手段で攻撃を仕掛けてきます。しかも、マ
ルウェアを使用することなく、企業内に侵入する
ための足場を作ります（一般論とは反対に、高い
スキルを持つ攻撃者はマルウェアをほとんど使用
しません）。

多くのサイバー攻撃は、一般的に同じパータ
ンを辿ります。攻撃者はまず、スピアフィッ
シング（spear-phishing）や水飲み場型攻撃
（watering hole attack）、中間者攻撃（man-in-

the-middle attack）といった手段を使って、企
業の防御システムの前線を侵害します。公開シス
テムに潜む脆弱性を悪用して侵入口を見つけた
り、すでに侵害されたシステムのアクセス権を購
入したりすることさえあります。攻撃者はいった

防御側のジレンマと攻撃側の手詰まり

ん境界防御システムの内側に入り込むと、内部
の偵察を行い（設定ミスや脆弱なシステムを悪
用して）その権限を昇格させ、（Mimikatzなど
のメモリスクレイピングツールを使って）ドメイ
ンの管理者パスワードを入手し、目的とするシス
テムへと水平展開していきます。また、Orcusや
Litemanager、luminocityLinkといったオフザ
シェルフのRAT（Remote Access Tool）を使い、
永続性を確保することもあります。その後、通常
のユーザーの動きを模倣するなど、巧妙な手口を
使ってデータを盗み出します。

攻撃者が必要とするツールのほとんどは、すでに
オペレーティングシステムに組み込まれているも
のです。また、コマンド＆コントロール（C&C）ト
ラフィックに紛れて、ネットワーク型侵入検知シ
ステム（IDS）から身を隠しているため、単純に
ネットワークトラフィックを分析しただけでは最
新の攻撃技術を検知することはほぼ不可能です。
実際、攻撃者が身を隠す方法は非常に多く存在
し、これらの技術を使って彼らは従来のファイア
ウォールやエンドポイント保護対策、さらにスパ
ムフィルターなど、従来の前線防御対策の網をか
いくぐって内部に入り込みます。

ほとんどの場合、攻撃者はいったん企業の侵害に
成功すれば、何ら制約を受けることなく好きなよ
うに振る舞うことができます。エフセキュアの現
場での経験では、侵害が発生してから実際にそれ
が発覚するまでの平均期間は 100日です。想像し
てみてください。多くの企業ではハッキングされ
たことに気がつくまで、数カ月、あるいは数年の
時間が経過しているのです。

あなたの会社に適した戦略とは？

企業が「侵害検知と対応」に向けた機能を構築する際、難し
い課題となるのがサイバーセキュリティの知見を備えた優れ
た専門家の雇用・維持です。現在、この分野で働く1人の担当
者に対して、サイバーセキュリティに関する求人は2件あると
言われています。この人材不足の問題は、将来的にさらに深
刻化するでしょう。社内の侵入検知システム（IDS - Intrusion 

Detection System）から有効なデータを得るためには、専門
スタッフの配置が不可欠です。脅威に関するインテリジェンス、
システム設定、レッドチームを最新の状態に維持してインシデ
ントに適切に対応するためには、1名ないし2名以上の専門家
を雇う必要があります。

最終的には、専門のチーム、システム、知識を社内だけで用意
できるかも知れませんが、ほとんどの場合、長期間にわたる高
額なプロジェクトとなってしまいます。さらに、適切なスキルを
持った社内のリソースによる24時間365日対応のセキュリティ
運用センター（SOC - Security Operations Center）の運用
を考えると、そのTCO（総所有コスト）は大企業でなければ捻
出できないほどの規模に膨れ上がることになります。

このご時世にあって、侵害の検出ソリューションを利用してい
ない企業（あるいは最近侵害調査を行っていない企業）は、す
でに侵害を受けているリスクを前提に考える必要があります。

もはや、外部からの侵害は当たり前のことと考えておかなけれ
ばなりません。攻撃を仕掛ける側は、標的にされた側がハッキ
ングされたことを知る術を持っていないことを知っています。
攻撃者にとってシステムを侵害することは、正面玄関が開いた
ままの家に盗みに入ることほど簡単なことなのです。

しかし興味深いのは、攻撃者も捕まることを恐れているという
事実です。彼らは監視の目にさらされている可能性のある環境
で活動することを嫌います。優秀な攻撃者は非常に用心深く、
特にプロの侵入者の場合、標的のネットワーク内部では派手に
振る舞うことなく、自分が検知された兆候がないかを確かめな
がら悪事を進めます。

その一方で、防御側の方が優れていれば、侵入の兆候があって
もパニックを起こすことなく、侵入者を監視して情報を収集し

ながら対応のタイミングを見計らっていることを、攻撃側も理
解しています。侵入者の視点から見た防御側の優れた対応と
は、彼らのミッションを失敗に終わらせることのできる「侵害
検知と対応」を意味します。攻撃者に有利な状況にあるように
見せながらも、実際には形勢を逆転するための多くの手段が
防御側にはあります。攻撃者が行うことはすべて証拠として残
る運命にあり、侵害を受けたシステムが自ら告げることはでき
なくとも、証拠をログとして残す機会は残されています。これら
の証拠は侵入者の特定や、過去に遡って侵入者の動きを再現
したりするために利用することができます。

自分のすべての動きが監視され、利用しているツールチェーンが
暴露された上、事実上振り出しに戻ってしまったことに気付いた
攻撃者の無念さを想像してみてください。これは攻撃者にとって
気分の良い状況ではなく、防御側の大勝利を意味します。

エフセキュアでは、これこそがサイバー攻撃から身を守るため
の最善の手段だと考えています。以降では、こうしたゴールを
達成するための方法を詳しく説明していきます。

今後、豊富なスキルを持つ担当者を自社で確保することができ
なかったり、あるいは「侵害検知と対応」の自社構築の困難さ
やコストの課題によって、多くの企業がサイバー攻撃との闘い
に敗れていくことが予想されます。エフセキュアがあらゆる企
業に対して世界最先端のサイバーセキュリティの専門知識を提
供し、さまざまな企業のニーズに応えるために、過去数年にわ
たりMDR（Managed Detection and Response）サービスを
開発・進化させてきた理由はそこにあります。

エフセキュアのサービスは、人による専門知識を提供するだけ
ではありません。これらの専門性は、私たちが 10年以上にわ
たって開発し続けてきた脅威インテリジェンスやサンプル分析、
そして意思決定テクノロジーの中に集約されています。もちろ
ん、最終的にあなたの会社のシステムや専門性をこれと同じレ
ベルにまで高めることができるかも知れませんが、そこまでた
どり着くためには非常に長い時間がかかります。

エフセキュアのMDRサービスでは、中規模からエンタープライ
ズ規模の企業に至るまで、それぞれの企業のニーズに応じてさ
まざまなサービスレベルやモデルを提供することが可能です。
次の3つのオプションについて、是非ご検討ください。

エフセキュア：「侵害検知と対応」のためのガイドブック エフセキュア：「侵害検知と対応」のためのガイドブック8 9



多くの大企業では、自社のセキュティチームやインフラに
対して大規模な投資を行うためのリソースを持っています。
しかし、自社のSOCに対して十分な投資が可能な大企業
であっても、サイバーセキュリティサービスを専門に提供
するベンダーを活用して、自社チームの補強を行っていま
す。この拡張されたチームが自社の ITチームと協働する
ことで、雇用問題を解決して十分な規模の ITセキュリティ
チームを維持できるようになります。

「侵害検知と対応」を社内リソースで行う企業のすべてが、
24時間365日の運用を実施するためのスタッフを擁してい

るとは限りません。そうした企業の場合は、エンドポイン
トの「侵害検知と対応」ソリューションに投資することで、
業務時間内であれば ITチームがすぐに攻撃を検知・対応
し、また業務時間外には自動対応機能によって攻撃者を
隔離することができるようになります。このような方法で
あれば、企業はいち早く攻撃範囲を特定し、個人データが
影響を受けているかどうかを十分に判断することができま
す。さらに、セキュリティ侵害を受けてから72時間以内に
報告するという、GDPRが求める要件への対応も可能にな
ります。

エフセキュアが提供するMDR（Managed Detection and 

Response）サービスでは、優秀なサイバーセキュリティ専
門家の雇用・維持に伴うお客様の問題を解決します。こ
こで言うマネージドサービスとは、お客様側で最小限の
インストレーションを行い、サービスを立ち上げた後は侵
害の検知から対応に至るまで、すべてをエフセキュアが
行うことを意味します。脅威ハンターやインシデントレス
ポンダー、フォレンジック調査の専門家などで構成された
エフセキュアのチームが、F-Secure Rapid Detection & 

Response Services (RDS)と呼ばれるMDRサービスを24

時間体制で提供します。

RDSでは、エフセキュアの最高クラスのサイバーセキュリ
ティ専門家が、お客様のネットワークを24時間365日監視
します。検知したすべての内容を数分以内に確認し、それ
らの重大度を判断してからお客様のチームにアラートを送
信します。誤判定にはすぐにフラグを立て、真の脅威にだ
け対応できるようにします。エフセキュアの専門家の協力
を得ることで、検知された内容はすべて対応ガイダンス付

きで提供され、必要に応じてさらに詳細な説明を行います。
こうした専門家によるサポート体制の活用で、お客様は侵
害検知に必要な時間を大幅に短縮できるようになります。

RDSは人間が持つ専門知識を提供するだけではありませ
ん。10年以上にわたりエフセキュアの社内で開発してきた
機械学習や人工知能を使った脅威インテリジェンス、サン
プル分析、意思決定システムなどをベースに構築されてい
るサービスです。もちろん、最終的にお客様の自前のシス
テムや専門性をエフセキュアのレベルにまで高めることも
可能かもしれませんが、それまでには非常に長い時間が必
要となります。

お客様のチームの能力やスキルをエフセキュアのRDSで補
強すれば、容易に24時間365日、最大30分で侵害検知を
警告できるサービスレベルを達成し、攻撃を受けた場合で
も専門家のガイダンスに従い適切に対応できるようになり
ます。

オプション 1 
自社チームでの対応（外部リソース活用オプションあり）

オプション 2
MDRサービス（エフセキュアの 24時間体制のマネージドサービス）

さまざまな困難が伴う
「侵害検知と対応」機能の自社構築
ほとんどの企業では、「侵害検知と対応」機能の
自社構築は複雑で長い時間を要することに加え
て、膨大な費用の発生が避けられないと言われ
ています。構築には、さまざまなコンポーネント
を導入・設定しなければならず、また高価なコン
ポーネントの購入には綿密な調査と時間が必要
となります。また、異なるコンポーネントの連携
は上手くいく場合もあれば、逆の場合もあり、こ
うしたこともあらかじめ想定しておかなければな
りません。さらに、数百とは言わないまでも、数
十ある脅威インテリジェンスフィードの中から適
切なものを選択する必要もあり、システムの導入
や設定は大変複雑な作業になります。そして最後
に懸念されるのは、すべての要件が確実にカバー
され、相互に正しく連携して動作できるかという
点です。しかし、ここまではあくまでインストール

までの話です。その後も状況の変化に合わせて、
システムやルール、フィードを定期的に変更して
いかなければなりません。

侵害への対応についても、専門的なデータフォレ
ンジックやインデント対応作業が必要とされ、こ
こでも一定の時間と費用が発生するのが通常で
す。一般的な対応作業には、ネットワークからの
侵入者の排除、影響を受けたシステムのクリー
ンアップ/リストア、侵害を受けたアカウントのリ
セット、侵入者がいた場所や実行した内容の特定
などが含まれます。ほとんどの企業は、こうした
作業を行うための専門知識や能力を持ち合わせ
ていないため、サードパーティの支援を仰ぐこと
になります。

オプション 3
ローカルパートナーによるマネージド EDRサービス

マネージドサービスによる「侵害検知と対応」に関するも
う1つの選択肢が、エフセキュアのEndpoint Detection 

＆ Response（EDR）ソリューションである、F-Secure 

Rapid Detection & Responseの利用です。これはエフセ
キュアのトレーニングを受けた認定パートナーから提供さ
れるサービスとなります。

エフセキュアは、ローカルのパートナーにトレーニングを
実施して、お客様の IT環境の状態やセキュリティ状況の監
視をはじめ、侵害に遇った場合の対処方法のガイダンスに
至るまで、サポートを提供できるようにしています。また、
自動化機能を使用することで営業時間外もサービス提供

が可能になるほか、エフセキュアの専門家によるサポート
を通じて非常に複雑なケースにも対応できるようになりま
す。多くの企業にとってローカルパートナーの利用は、運
用コストを低く抑える上で最も適した選択肢となるでしょ
う。エフセキュアの経験では、このサービスは小規模から
中規模な企業に向いていると言えます。

自社のSOCに十分に投資されている可能な大企業であっ
たとしても、MDRサービスを利用することで自社のチー
ムの能力やスキルが補強され、24時間365日、侵害検知
を最大30分でお客様に警告します。
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専門知識、監視、脅威ハンティング、そして脅威への対応機能
は、エフセキュアやエフセキュアのパートナーから提供されるた
め、サービスの導入を決定後はエンドポイントにシンプルなセン
サーをインストールするだけで済みます。最初の導入・設定から、
実際に「侵害検知と対応」を開始できるようになるまでは1週間
もかかりません。実際、お客様からはこれまでで最も導入が簡
単なシステムであったと高い評価をいただいています。

MDRサービスと同様の機能を構築するためには、専用のシス
テムの購入、導入、設定に加え、それ相応の規模の要員を集め
てトレーニングを行う必要があるなど、長期（ほとんどの場合3

～ 5年）かつ高額（数百万ユーロ）なプロジェクトとなります。

しかし「侵害検知と対応」のマネージドサービスによって得ら
れるメリットは、短期間でのROIの達成だけではありません。
企業が実際に脅威を検知できるようになる以前に、多くの企業
がSOCの構築、また IDSやSIEMの設定で問題を抱えている状
況を私たちは見てきました。私たちの経験上、実際の脅威を見
つけ出すことは「干し草の中から針を探すようなもの」です。

最近の例で言えば、1,000ノードを持つお客様から、エフセ
キュアのセンサーが 1ヶ月間に約20億件のイベントを収集しま
した。その後、エフセキュアのバックエンドシステムにあるフィ
ルターを使った生データ分析によって、この数を90万件にま
で減らすことができました。さらに機械学習システムとBroad 

Context Detection ™ メカニズムを活用することで25件にま
で絞り込み、最終的にはこの25件について専門家が分析を行
い、真の脅威 15件を検知（そしてお客様による確認を）するこ
とができました。

もし、あなたの会社で IDS/SIEMソリューションを管理していた
とすれば、この90万件のイベントは社内のリソースで処理しな
ければなりません。私たちがこれまで訪問した多くのお客様の
現場で見られた状況ですが、評価の高い IDSソリューションを
使っていたにもかかわらず、ネットワーク上に残っている脅威
の痕跡は必ず見つかります。ノイズや誤検知を仕分けることは
決して容易ではなく、どれほど分析に注力したとしても苦労が
絶えることはありません。

DIYから ROIの達成に向けて

予防手段 エンドポイント防御と
ファイアウォール

状況認識 Soc
SIEM

1+ M€

内部ネットワーク
「侵害検知と対応」

IDS
EDR

IR
1+ M€

脅威インテリジェンス
1+ M€

0 3～5年

20億件
データイベント / 1ヶ月

約1,300のエンド
ポイントセンサーで収集 

90万件
疑わしいイベント

生データをRDSエンジンで
分析した後の件数 

25件
検知数 

RDCの脅威ハンターが
確認し、お客様に連絡した

異常値の件数  

15件
真の脅威 

お客様によって
確認済み  

こうした膨大なイベントを処理するためには、信
頼性に優れた最新の脅威インテリジェンスが必
要とされますが、エフセキュアには社内の豊富な
ソースがあります。また、サイバーセキュリティ領
域において30年にわたって蓄積してきた膨大な
サンプルを基に、今も活動している脅威アクター
から、関連し得る未発見の脅威を見つけ出すこと
が可能です。エフセキュアのリサーチャーは、脅
威インテリジェンスの調査とリバースエンジニア
リングの両方を実施します。これにより、グロー
バルな脅威の全体像に関する高度な知識と、脅
威そのものに関する深い技術的知識の両方を得
ることができます。脅威を個別に研究するのでは
なく、それらの相互関係を理解することで、攻撃
者の能力や動機を判断することが可能になりま
す。つまり、エフセキュアは各々のピースだけでな
く、パズルの全体像を考慮に入れます。
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レッドチーミング

エフセキュアにおいて、高度な脅威の防御アプ
ローチの中核を成すのがRapid Detection & 

Response Center（RDC）です。RDCはエフセキュ
アのあらゆる「侵害検知と対応」サービスの運
用基盤としての役割を果たし、セキュリティの専
門家が24時間365日体制で、脅威ハンティング、
データの監視、RDCからお客様の環境へのアラー
トの直接送信、さらに異常値や侵害の兆候の検
出など、お客様と連携しながらインシデントへ
の対応を行います。また、RDCの専門知識が求
められる難易度の極めて高いケースをF-Secure 

Rapid Detection & Responseの認定パートナー
が対応する際にも、サポートを提供します。

RDCのスタッフは、社内の最高クラスの分析ツー
ルや脅威ハンティングツールをはじめ、サイバー
セキュリティサービスとエフセキュアラボの両部
門による豊富な情報・知識を活用します。つまり、
これらのチームは密に連携・協力しながら活動
を行っているのです。

RDCのすべてのスタッフは、さまざまなタスクに
対応するためのトレーニングを受けています。エ
フセキュアの認定パートナーに対しても、多くの
タスクに関するトレーニングを提供しています。
これらの主なタスクは、脅威ハンター、インシデ
ントレスポンダー、フォレンジックエキスパートと
いう3つの役割に落とし込まれます。

RAPID DETECTION & RESPONSE CENTER

エフセキュアの「侵害検知と対応」サービスは、
反復的なレッドチーミングの手法を基に開発され
ています。簡単に言うと、攻撃システムを自ら開
発して、自社のサービスで検知できなかった脅威
を特定し、改善を重ねていくという手法です。一
部の改善は手作業で行われ、それ以外はレッド
チーミングの演習中にバックエンドシステムが学
習します。このプロセスの一環として、使用したさ
まざまな攻撃チェーンのドキュメント化と可視化
を行い、レッドチームがより巧妙な攻撃方法を新
たに考え出せるようにします。

エフセキュアの「侵害検知と対応」サービスを新
たに導入したお客様には、レッドチーミング演習
を、エフセキュアのサービスを対象に実施するこ
とを推奨しています。これにより、すべてが正し
く設定されているかどうかの検証が行えるととも
に、実際にインシデントが発生した場合の対応プ
ロセスを確認することができます。

私たちはこれまで複数のサードパーティに対し、
エフセキュアの「侵害検知と対応」サービスをく
ぐり抜けられるか挑戦してみるよう提案してきま
したが、彼らはまだ一度も成功していません。そ
れだけではありません。すべての標的型攻撃を
確実に検知・対応できると主張する企業は少な
くとも70社存在しますが、私たちの経験上、そ
れを実際に行える企業は極めて少数です。では、
なぜ私たちはそのことを知っているのでしょう？ 

これまでのところ、エフセキュアではお客様から
依頼された標的型攻撃のテストを高い割合で成
功させており、私たちの競合製品を導入してい
る企業のセキュリティ侵害に100%成功していま
す。つまり、これらの製品は私たちの攻撃を何 1つ
として検知することができなかったのです（もち
ろん、それらの製品名を明かすことはできません
が）。

脅威ハンター 
脅威ハンターは、エフセキュアの最初の窓口とな
ります。サービスを監視して脅威ハンティングを
行う彼らは、不審なものを発見すると、その証拠
を集めてインシデントを確認します。インシデント
が見つかると、優先順位付けを行います。侵害が
進行中であることを示す兆候を検知した場合には、
「優先度高」のアラートを発信し、すぐにお客様
と電話で連絡を取ります。重要度の低いケースの
場合には、メールを使ってお客様にガイダンスを
送付するほか、進行中の調査内容について最新
の情報を提供します。

インシデントレスポンダー 
インシデントレスポンダーには、お客様自身では
対応できない複雑なケースが割り当てられ、リ
モートまたはオンサイトでお客様を支援します。
インシデント対応の担当者は、お客様のご要望に
応じてテクニカルな内容から非テクニカルな内容
まで幅広く対応します。さらに、法規制への対応
に求められる証拠の収集にも精通しています。

フォレンジックエキスパート
フォレンジックエキスパートは、最も難易度の高
いケースに対応するスペシャリストです。エフセ
キュアは、内部ネットワークのトリアージから、
珍しいマルウェアサンプルの詳細なリバースエン
ジニアリングに至るまで、非常に広範なフォレン
ジック作業にグローバル規模の対応を提供する
数少ない企業の 1つです。そのため、複雑を極め
る民族・国家による攻撃にも対応することが可能
です。

お客様を高度な脅威から守るためには、人工知能
（AI）を活用した世界最高クラスのテクノロジー
さえも上回る機能が必要であると、私たちは認識
しています。最も優れた「侵害検知と対応」機能
を提供するための最善の方法は、高度な脅威ハ
ンティングツールの構築ではなく、人間と機械学
習システム、さらにサイバーセキュリティに関する
専門知識を組み合わせることです。

私たちは、企業が自前で「侵害検知と対応」機能
を構築することは非常に困難であるということを
早くから認識し、そのためにマネージドサービス
を提供する道を選びました。また、企業によって
ニーズは異なるため、さまざまなレベルやモデル
でサービスを提供できるようにしています。24時
間365日の対応が可能なエフセキュアのチーム

人とマシン

は、実際の脅威を検知してから最大30分の応答
時間で世界最高クラスのサービスを提供してい
ます。また、エフセキュアの認定パートナーにお
いても、現地の営業時間内で対応するだけでな
く、自動化機能を使って24時間対応を行うなど、
サービスにおける柔軟な選択肢をご用意してい 

ます。

エフセキュアでは、単にテクノロジーを購入した
り、テクノロジーの運用に必要な人材を雇用した
りする前に、さまざまなケースを想定して投資収
益率（ROI）を計算してみることを推奨していま
す。あなたの会社で独自に構築した機能の場合、
プラスのROIを得ることが難しいはずです（追加
で人材を雇用するコストを考慮しなければならな
い場合は、なおのことです）。
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侵害を検知した際、侵害後のイベントの経緯を詳
細に理解するためには、履歴データへのアクセス
が重要となります。侵入者は証拠隠滅のために常
にデータを消去しながら攻撃を行うため、インシ
デント対応やフォレンジックの調査担当者にとっ
て改ざんされていないことが保証されたソースと

標的型攻撃が発生した場合、影響を受けたホスト
単体ではなく、より幅広い範囲で状況を把握する
必要があります。攻撃の深刻度を真に理解するた
めには、コンテキストを幅広く、かつ迅速に認識
できなければなりません。

人間の力では処理できない膨大な生データのイ
ベント処理に伴う問題の克服に向けて、エフセ
キュアは影響を受けたホスト全体のあらゆるイベ
ントのコンテキストを組み立てるBroad Context 

幅広いコンテキストの検出

インシデント管理と調査

予測
防御

検知対応

は、オフプレミス側に保存されているデータにア
クセスすることを意味します。エフセキュアはイン
シデントが発生した場合に、その後のインシデン
ト対応に不可欠となる証拠を担保できるようにお
客様を支援します。

Detection ™メカニズムをはじめ、データの絞り
込みを行うための行動データ分析機能を開発しま
した。Broad Context Detection ™は攻撃の状況
を可視化することで、標的型攻撃に関する理解の
支援、対処方法についてのガイダンスを提示しま
す。エフセキュアによる「人とマシン」型アプロー
チの典型であるBroad Context Detection ™を活
用すれば、攻撃を速やかに阻止するだけでなく、
チームが業務時間外に実行する自動対応アクショ
ンの定義を設定したりもできます。

またエフセキュアの「侵害検知と対応」サービス
は、過去のデータから新たな脅威の存在を発見
できる設計になっています。過去に遡った脅威ハ
ンティングは、それぞれのお客様から収集した履
歴データを対象に新しい検知アルゴリズムを走ら
せることによって実施します。こうしたメカニズム
は、特により高度な（一定の期間隠れてしまう）
侵入者からの攻撃に対して有効です。

エフセキュアのソリューションはインシデント対
応の作業中でも導入が可能であり、またすでに侵
害を受けてしまったネットワークを迅速に可視化
できるため、脅威ハンティングサービスとしても
利用することができます。

そして、サービスは企業ネットワークの外で機能
し続けます。旧来の前線防御が崩壊しかけている
中で、従来の IDSによるアプローチは効果を発揮
できなくなりつつあります（通常はネットワーク
のエッジでしか動作しないため）。つまり、デバイ
スが企業ネットワークの外部にあったり、クラウ
ドベースのサービスを利用したりしている場合に
は、従来のアプローチでは脅威を追跡することが
できないのです。しかし、エフセキュアのエンドポ
イントセンサーによるアプローチなら、こうした問
題にも効果的に対処することが可能です。
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脅威ハンティングとデータサイエンス
既知の「不正」な行動に基づいて検出済みの脅威データを作
成し、適用するという従来のアプローチとは異なり、私たちの
アプローチはエフセキュアのシステムに実際に攻撃を仕掛け、
どういった行動が「正当」な行動として定義できるかをシステ
ムに学習させます。その後、より詳細な分析や誤検知をフィル
タリングするために、他のすべてにフラグを設定します。これは
将来、多くの侵害検知ベンダーが選択することになるアプロー
チだと私たちは考えています。

脅威ハンティングシステムは、変化に素早く対応できなけれ
ばなりません。監視下の環境のあらゆる要素は流動的であり、
人やデバイスも常に入れ替わります。オペレーティングシステ
ムやソフトウェアにはパッチがあてられ、そしてすぐに新しい
脅威やTTPが出現します。こうした流動性によって従来の IDS

ソリューションは「煩雑」になり、このことが多くの誤報の発
生につながっていました。それだけではありません。従来のソ
リューションは、最新の脅威の技術からも常に一歩遅れをとっ
ています。

この問題の解決に向けて、エフセキュアのデータサイエンティ
ストは、RDCのエキスパートとともにアナリストを支援するた
めのバックエンド統計解析機能をはじめ、機械学習、エキス
パートシステムなどを設計・開発しました。エフセキュアのバッ
クエンドのコアは非常にシンプルであり、複雑な処理はすべて
周辺のアルゴリズムが吸収しています。従って、新しい検知ア
ルゴリズムも非常に短時間（数分）で導入でき、変更にも素早
く対応することができます。エフセキュアの「侵害検知と対応」

サービスなら、オンプレミスに導入したシステムのアップデー
トを待つ必要もありません。ロジックはすべて、エフセキュア
のバックエンドに組み込まれています。
エフセキュアの分析システムは、監視対象環境における行動
の分析・学習から誤検知の削減に至るまで、さまざまな処理
を行います。それぞれのタスクに見合った分析テクニックを
適用することができますが、例えば一般的な攻撃ツールやサ
イバー犯罪者のTTPによって発生する行動の発見には、エキ
スパートシステムが向いています。これにはPowerShellコマ
ンド、悪意あるURLとIPアドレスが含まれています。機械学
習システムは、DHCPハイジャック、なりすましといったステ
ルス回避攻撃など、以前は知られていなかった悪意ある行動
の検知を目的とした設計になっています。またエフセキュアで
は、エキスパートシステムや統計解析、機械学習などを、さま
ざまなレベルで組み合わせて使用しています。
 

誤検知の排除には単純な統計解析が最も有効であることが
わかっており、現在、これを適用することで無関係なアラート
の約80％を排除できるようになっています。私たちが構築し
たシステムやそれらが相互連携する方法は非常にユニークな
ものであり、この業界では他に例を見ません。
 

イベントデータを扱う上では、人工知能とサイバーセキュリ
ティのスペシャリストの併用が最も効率的、かつ正確な結果
を生み出します。そして、ビジネスクリティカルなデータが損
害を受けたり、アクセスされたりする前に予防的に攻撃を特
定することができます。

本ガイドブックによって、エフセキュアが現在の
脅威の全体像をどのように捉えているかについて
の一端を、ご理解いただけたと思います。ここま
でで述べた内容は、以下のように要約できます：

• 多くの企業は、侵害に遭っているかどう
かさえも把握できない状況にある

• 静的な防御では、攻撃者を完全に阻止
することはできない

• 攻撃者は捕まることを恐れ、非常に用
心深い

• 優れた「侵害検知と対応」機能を自前
で構築することは容易ではない

• レッドチーミングこそ、あなたの会社の
防御機能を適切にテストできる唯一の方
法である

過去数年間で起きたさまざまな事象が、新たな
現実を生み出しています。すでに多様なコンポー
ネントや稼働部品を組み合わせて「侵害検知と対
応」ソリューションを構築することは、多くの人の
手を要する複雑極まりない作業と化しています。

エフセキュアでは今後、個別のコンポーネントや
テクノロジーが一体化し、システムが自らの経験
を通じて学習する、自己適応型の自動化システ
ムが生まれるものと期待しています。これらのシ
ステムは、ネットワークの検知や脆弱性の評価、
パッチの適用、侵害後の対応や修正処理を自動
的に実行し、侵入や侵害後のTTPを検知した場
合には、メカニズムがそれ以上悪用されないよう
に自動的にシステムの再設定が行われます。

そして、実際に侵害が発生した場合は、影響を受
けたシステム、アカウント、アクセスコントロール
を自動修復します。

現在、あなたの会社のシステムが侵害を受けてい
る懸念が少しでもあるのなら（恐らくその可能性
はあります）、エフセキュアの「侵害検知と対応」
サービスについてエフセキュアに直接、あるいは
当社の認定パートナーにご連絡いただくことを
お薦めします。エフセキュアは、マネージド・ソ
リューションこそが最善の手段だと考えており、
その理由は以下に集約されます。

• 導入からわずか数日で、完全な「侵害
検知と対応」機能を稼働させることが
可能

• あなたの会社でサイバーセキュリティの
専門家を雇ったり、システムの構築や
対応処理を行う必要はなく、すべてエフ
セキュアが対応

• ネットワークに本当のインシデントを発
見した時点で速やかに報告し対応

エフセキュアのWebサイトでは、エフセキュアをさ
らに詳しく知りたいお客様のために、サイバー犯
罪や「侵害検知と対応」、エフセキュアが使用する
テクノロジーやプロセスの詳細など、さまざまなト
ピックを網羅したブログもご覧いただけます。

F-Secure ブログ
https://blog.f-secure.com/ja/ 

まとめ
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エフセキュアは、業界随一のサーバーセキュリ
ティ企業として知られています。エフセキュア
は30年にわたり、サイバーセキュリティの変革
をリードしながら数万の企業と、数百万人もの
人々を守ってきました。エンドポイント保護対策
と、「侵害検知と対応」において卓越した経験を
有するエフセキュアは、高度なサイバー攻撃をは
じめ、データ侵害や蔓延するランサムウェアなど
から企業と個人を保護します。エフセキュアの高
度なテクノロジーは、機械学習に加え、世界有数
のセキュリティラボの専門家による深い理解と広

エフセキュア株式会社
〒105-0004 東京都港区新橋2丁目2番9号 KDX新橋ビル2階
Tel: 03-4578-7710 / E-mail : japan@f-secure.co.jp
https://www.f-secure.com/

2018.10 JP-Web

エフセキュアについて

い知識を組み合わせた、「ライブセキュリティ」と
呼ばれるアプローチにより実現しています。欧州
のサイバー犯罪の調査において、業界内でエフセ
キュアのエキスパートほど多くの調査を手掛けた
企業は他に存在しません。私たちの製品は、世界
各国の数千のパートナー企業から、また200以
上のブロードバンドおよびモバイルオペレーター
からご購入いただけます。

1988年に創業したエフセキュアは、NASDAQ 

OMX Helsinki Ltd.に上場しています。

私たちエフセキュアには、
他社では見えないものが
見えています


