ホワイトペーパー

インシデント対応の促進
どのようにサービスを組み合わせ、
セキュリティ侵害の影響およびリスクを軽減するか

概要
サイバー セキュリティはプロセスであり、ゴール
ではありません。 いかに万全な準備を整えたとし
ても、いずれはハッキングされる恐れがあります。
強力なセキュリティ戦略に加え、セキュリティ侵害
を調査および是正するための計画を立てる必要があ
ります。

大手の MSSP は、攻撃状況を調査して対処するこ
ともできます。 インシデント対応チームは、攻撃
者の封じ込めと根絶、マルウェアのコード解析、デ
ジタルフォレンジック調査、事後の是正措置など、
どのようなセキュリティ侵害にも対処できるよう特
別なトレーニングを受けた専門家グループです。

多くの組織は、基本的なセキュリティ作業をマネー
ジド・セキュリティ・サービスプロバイダ (MSSP)
に外部委託しています。 IT 部門と異なり、MSSP
には、お客様の環境を保護することに特化したツー
ルとプロセスが用意されています。 さらに、何千
ものネットワークを管理しているので、さまざまな
脅威に関する幅広い情報を持っていることも MSSP
の特長です。 こうした理由から、MSSP に依頼す
れば、社内で対処するより効率的かつ効果的にセ
キュリティ対策を実現できると期待されています。

このホワイトペーパーでは、マネージド・セキュリ
ティ・サービスとインシデント対応を外部委託する
メリットについて説明します。 MSSP のスタッフ
はインシデント対応の経験が豊富なので、セキュリ
ティ侵害への対応に要する時間を大幅に短縮できま
す。 ネットワークの監視と管理を通して収集した
セキュリティ運用データを活用するため、迅速な対
応に向けた作業を前倒しで行えます。

このホワイトペーパーの対象

MSSP に依頼すれば、社内で対
処するより効率的かつ効果的に
リスクを軽減し、セキュリティ
対策を実現できると期待されて
います。

» CISO/CSOs
» CIOs
» CFOs
» セキュリティ部門の責任者
» セキュリティ研究者
» セキュリティ・アーキテクト

セキュリティはリスク管理
セキュリティの脅威は複雑で、巧妙化の一途をたどって
います。 攻撃者は毎日のように手口を変えて攻撃をしか
け、それを回避しようとする組織との間で果てしない攻
防戦が繰り広げられています。 サイバーセキュリティ会
社でない限り、この問題だけに多くの予算やスタッフを
投じることはできません。
つまり、セキュリティはリスク管理と同じです。 組織の
経営陣は、許容できるリスクレベルを決定する必要があ
ります。


限られた予算とリソースの中で、できる限りリス
クを軽減する



既知のリスクに対処するための戦略またはポリ
シーを導入する



既知の（明らかになっている）一部のリスクには
対処しない



軽減不可能なリスク（未知のリスク、組織の能力
やリソースでは対処できないリスク）を受け入れ
る

セキュリティプログラムを作成するときは、リスク
特性を考慮してください。 どのようなリスクにさ
らされるかは、対処方法によって異なります。

マネージド・セキュリティ、
インシデント対応、リスク
MSSP では、システム アナリストとセキュリティ アナ
リストが 24 時間 365 日体制で異常の有無を監視し、不
審な「イベント」を詳細に検証しています。
リスクに関して言えば、MSSP は組織が直面しているリ
スクを排除し、組織内では達成できないレベルにまで軽
減できます。 これは、いくつかの運用上の要因によるも
のです。
さらに、統合サービスを使用することで作業効率を高め、
サイロ化された環境に比べてさらにリスクを軽減するこ
とができます。

さまざまなセキュリ対策方法とリスクの関係
Availability varies by region.
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Do-It-Yourself セキュリティ
最もリスクが大きいのはDo-ItYourself (DIY) セキュリティモデ
ルです。 ほとんどの IT スタッフ
にとって、セキュリティは数あ
る日常業務の 1 つにすぎません。
24 時間体制での監視は不可能で
す。 アラートが見過ごされたり、
未解決のまま放置されたりする
場合が多いので、サイバー攻撃
を受ける危険性が高まります。

3.

セキュリティ・オペレーション・センター
(Security Operations Center: SOC) による 24 時間
体制の監視と管理。 サイバー攻撃が発生するのは
営業時間内とは限りません。 攻撃者は辛抱強く執
拗に機会をうかがっているので、24 時間 365 日体
制の監視が不可欠です。

セキュリティに不備があるとリス
クが軽減されない

また、組織内のセキュリティ対
策チームがどんなに優れていて
も、実際に対処できるのは、そ
の組織が直面する脅威の一部に
すぎません。 全容を理解するに
は、境界の向こうで何が起きて
いるのかを知る必要があります。
さらに、データを分析し、それ
に基づいて対処する能力も必要

MSSP の支援を受けてセ
キュリティを強化したとし
ても、今日のすべてのセ
キュリティ攻撃を防ぐこと
はできません。 攻撃者は絶
えず手口を変えて攻撃して
くるので、軽減不可能なリ
スクが常に発生してしまい
社内でのセキュリティ運用、 ます。 さらに攻撃者は、ク
インシデント対応なし
ラウドコンピューティング
や私物デバイスの業務利用
ですが、それをできる組織はほとんどありません。 その
(BYOD) など、新たな攻撃
ために専任スタッフを配置する余裕もありません。 セ
ターゲットにも脆弱性を見
キュリティプログラムに不備があると、それだけリスク
つけ出します。
が大きくなります。

マネージド・セキュリティ
サービス プロバイダ
マネージド・セキュリティ・サービ
スを外部委託することで、組織内の
みで対処する場合より強固な保護を
実現できます。 次のようなメリット
があります。
1.

2.

情報組織がマネージド・セキュリティ・サービスを向上
するには、3 つの方法があります。

他の IT 作業を妨げることな
く、セキュリティに集中でき
る。 MSSP の唯一の仕事は、
組織のネットワークを保護す
ることです。
MSSP が管理している多数の
ネットワークから詳細な情報
を得られる。 MSSP は何百、
何千もの IT 環境を管理し、
無数のイベントに対処してい
ます。 一方、1 つの組織で得
られる情報は、その組織の環
境に関するものだけです。 実
際に対応した数が多いほど、
そこで得た知識をもとに、攻
撃を早期に阻止できます。

攻撃者は、計画を実行する機会を辛抱強くうかがってい
ます。 準備が整えば、攻撃者は攻撃を開始してきます。
攻撃対象がどのような状態であろうと関係ありません。
したがって、現実世界の知識を利用して対抗する必要が
あります。 情報の効果的な分析と適用は、軽減不可能な
リスクを減らすうえで大きな役割を果たします。 優れた
MSSP には、ある程度の調査能力と諜報能力があります。

1 つ目は、調査員がマルウェアを解析し、対抗手段を講
じること。 セキュリティを向上するため、これらの対抗
手段は MSSP のすべてのお客様に提供されます。
2 つ目は、調査員が未知の脅威の特定に務めること。
MSSP の脅威管理環境全体に、非シグネチャベースの保
護を提供できます。 また、脅威の背後にある状況も明ら
かにします。

MSSP に委託、
セキュリティ対応機能なし

3 つ目は、インシデント対応活動中に発見したマルウェ
アをリバースエンジニアリングすること。 ここで得られ
る情報は、MSSP の多くのお客様にメリットをもたらし
ます。

Availability varies by region.
© 2018 SecureWorks, Inc. All rights reserved.
www.secureworks.jp

高度な諜報能力と調査能力を持つMSSPは、攻撃者の動
機、行動、計画方法に関する貴重な情報を提供します。
この情報共有サイクルこそが、脅威に対する最も効果的
な防衛手段となります。

MSS + インシデント対応
情報共有が不可欠であるなら、マネージド・セキュリ
ティ・サービスチーム、調査チーム、およびインシデン
ト対応チームの間でデータをシームレスにやり取りする
必要があります。 スムーズなやり取りにより、セキュリ
ティ侵害を早期に発見し、その影響を最小限にとどめる
ことができます。

MSS からインシデント対応チーム
へのデータの流れ
セキュリティデータはインシデント対応に欠かせません。
「なぜ」、「どのように」侵害されたのかを発見する手
がかりとなります。 また、情報へのすばやいアクセスも
不可欠です。 次の点を検討してください。
1.

MSSP がインシデント対応サービスを提供しない
場合、法的または制度的な妨げによってデータの
取得に時間がかかったり、データを取得できな
かったりする可能性があります。 また、フォレン
ジック情報がサイロ化されていると、収集に時間
がかかります。 戦いのさなかでは、一瞬の遅れが
時間、生産性、金銭、または評判の損失につなが
ります。

2.

MSSP がインシデント対応チームであれば、セ
キュリティデータの利用が容易です。 インシデン
ト対応チームは具体的な状況をすばやく確認でき、
お客様のログとイベントデータを詳細に検証でき
ます。 インシデント対応チームがデータにすばや
くアクセスできれば、セキュリティ侵害の制御も
大幅に容易になります。

インシデント対応チームから MSS
へのデータの流れ
インシデント発生時に入手した情報は MSSP のセキュリ
ティ運用を向上し、ひいては、さまざまな組織のセキュリ
ティ強化に役立ちます。

インシデント対応チーム、
マネージド・セキュリティ・チーム、
および調査チームにおける
プロセスと情報の流れ

インシデント対応チームは、調査中および調査後に新しい
脅威を発見したり、場合によっては効果的な検出方法や対
抗手段を開発します。 これらに基づくアドバイスをセ
キュリティ運用チームへ提示すると、セキュリティ運用
チームはその情報を利用してお客様の支援にあたります。
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インシデント対応チームによる
支援

MSSP のお客様にとって、リテーナー契約は、統合され
たマネージドセキュリティ運用とインシデント対応サー
ビスのメリットを十分に利用するための効果的な手段で
す。
インシデント対応リテーナー契約により、解決までの期
間を「数日」から「数分」に短縮できます。 インシデン
トが発生したとき、最も避けたいのは、インシデント対
応パートナーの選定に無駄な時間を費やすことです。 リ
テーナー契約を結んでいれば、必要なときすぐに対応を
依頼することができます。

TTP について最前線の情報を把握し
ているのは、さまざまな組織やイン
シデントに接しているインシデント
対応チームです。 MSSP-IR 統合モ
デルでは、インシデント対応チーム
が調査チームに情報を渡すことがで
きます。 こうした情報の流れにより、
調査チームは次のことを行えます。


対抗手段を計画し、それを
MSSP のすべての顧客に適用
してネットワーク保護を強化
する。



攻撃者と攻撃方法に関する詳
細情報を入手し、その後の相
関関係や調査に役立てる。

さらにインシデント対応チームは、
Web アプリケーション評価や侵入テ
ストなど、MSSP の貴重なコンサル
ティングサービスも受けることがで
きます。 これらの予防的サービスを
通じて、組織への侵入を試みる攻撃
者に悪用されかねない脆弱性を見つ
けることができます。

迅速なインシデント対応

ただし、すべてのリテーナー契約が同じ条件で履行され
るわけではありません。 インシデント関連の大きな問題
が発生しない可能性もあります。 そのたの多くの組織は、
セキュリティ侵害が発生しなかった場合、未使用のリ
テーナー時間をほかのサービスで利用できるインシデン
ト対応プロバイダと契約しています。

MSS とインシデン
ト対応チームによる
一元的な対応
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まとめ
情報セキュリティのベストプラクティスとは、要するに
リスクの軽減です。 100 パーセントフェイルセーフなセ
キュリティ プログラムやデバイス、システムは存在しま
せん。 最強の防御対策を講じるためには、マネージド・
セキュリティ・サービス、脅威に関する情報収集、およ
びインシデント対応を連携させ、組織的に取り組むこと
が大切です。
このホワイトペーパーでは、一元化されたセキュリティ
対応の事例を紹介しました。次のようなメリットがあり
ます。


データにリアルタイムでアクセスできるので、調
査時間が短縮される



サイバーインテリジェンスを適用することで、修
正ソリューションを強化できる



継続的なコミュニケーションを通じて、セキュリ
ティプログラム全体が向上する

その他の情報
Secureworks のインシデント対応 & デジタルフォレン
ジックサービスは、脅威をすみやかに封じ込めて根絶し、
セキュリティ侵害を被る時間とその影響を最小限に抑え
ます。 高度なサイバー脅威インテリジェンスおよびグ
ローバルな可視化を活用し、最も複雑で大規模なセキュ
リティインシデントを見据えた予防と対策、そしてリカ
バリができる体制を整えてください。

Secureworks について
Secureworks は、 サイバー脅威インテリジェンスを活用し世
界中の何千ものお客様の脅威を予見し、継続的に保護してい
ます。
カウンター・スレット・ユニット (Counter Threat Unit™ :
CTU ™) リサーチ チームのインテリジェンスにより強化され
たSecureworks の IT セキュリティ サービスは、脅威を予見
しプロアクティブな防御を実現します。
また、サイバー攻撃を継続的に検知して阻止し、万が一のセ
キュリティ侵害発生時には、より迅速なリカバリをサポート
致します。
•

セキュリティ サービスを 1999 年から提供開始

•

あらゆる脅威に対抗するために、全世界に展開
•

4,400 社以上のお客様にサービスを提供

•

日本を含む世界 5 拠点の SOC から監視

•

2,500 億件以上のサイバー イベントを一日で処理
する高度な処理能力で世界規模の可視化を実現

•

日本のお客様に対しては、日本の SOC (川崎市) を拠点
としてサービスをご提供

•

カウンター・スレット・ユニットの「インテリジェン
ス」をすべてのサービスに反映

•

「マネージド・セキュリティ」、
「セキュリティ & リスク・コンサルティング」、
「インシデント・レスポンス」、
「脅威インテリジェンス」の４つの対策分野から 包括
的なセキュリティ・サービスを提供

•

Secureworks は業界や調査機関、コミュニティにおいて、
セキュリティサービスのリーダーと認知されています

より詳細な内容に関しては下記の
メールアドレスにご連絡ください

SCWX_PreSales@secureworks.com
代表 03-6893-2317
www.secureworks.jp/
SecureWorks Japan株式会社
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