customer story

リモートフォレンジックで
インシデント対応を大幅に効率化
～ 社外持ち出しPCによるモバイルワークを安心して推進 ～

NTTアドバンステクノロジ株式会社

概要

業界

・ 情報通信、先端技術事業

・ 総合ICTソリューション

・リサーチ＆コンサルティング事業

ソリューション

セキュリティ侵害時の PC の状況確認や対応判断を迅速化・効率化したいと考えていた NTTア

・FireEye エンドポイント・セキュリティ

ドバンステクノロジでは、その手段として「 FireEye エンドポイント・セキュリティ」を導入。侵

利点

の根絶・復旧までのインシデント対応作業を大幅に効率化できただけでなく、社外に持ち出し

・ 端末の動作を監視し、動作ログも保全する
エンドポイントセキュリティ対策によって

未知の攻撃でも早期に検知し、証拠を保全

・ 感染端末のリモート隔離機能により、
他端末への水平感染を効果的に抑制

・リモートフォレンジック機能により離れた
場所にある端末の情報を即座に取得、
解析可能

・ 一度に複数の端末を解析できるため、
他端末への侵害の広がりの確認と
対応を実現

www.ntt-at.co.jp

企業紹介
NTTグループの技術的中核企業として、幅広い

「トータルソ
ICTソリューションを提供している。

リューション」
「セキュリティ」
「クラウド・IoT 」

「 AI ×ロボティクス」
「グローバル」の 5 つのビ

入・侵害の早期検知や、
リモートでの初期フォレンジック作業が可能になり、初動判断から脅威

て利用されるPC のセキュリティ対策も強化できた。

インシデント発生時の初期対応作業を
迅速化・効率化できないか
NTT アドバンステクノロジ（以 下、NTT-AT ） は

NTT グループの技術的中核企業として、AIやロボティ

クス、クラウド、IoT 、セキュリティなど、先端技術を使っ
たさまざまなソリューションを展開している。同社は現

在、セキュリティ事業を重点分野の 1 つとして掲げてお

部門と常に密接に連携しながら優れた製品を模索する

とともに、
その運用ノウハウを蓄積しています」と話す。

そんな同社では近年、エンドポイント向けセキュリ

ティソリューションに力を入れているという。
その背景に
は、いくつかの要件があった。

まずひとつ目としては、セキュリティ侵害が発生した

際の対応作業のスピードや負荷の問題があった。同社

り、セキュリティコンサルティング・教育サービスや診

では、万が一のインシデント発生に備え、CSIRTをはじ

インシデント対応やセキュリティ運用の支援など、さま

ライトオフィス、顧客常駐先などに従業員が分散してお

を注いでいる。

ているため思うように調査が進まない。NTT-AT セ

断・監査サービス、各種セキュリティ製品の販売・導入、

ざまな角度から顧客の情報セキュリティ対策支援に力
同社では、自社内でさまざまなセキュリティ製品を積

極的に導入して社内のセキュリティ体制を強固にし、そ

の運用を通じて得られたノウハウを顧客向けのソリュー
ションにも適宜反映している。NTT-AT セキュリティ事

業本部 マネージドサービスビジネスユニット ビジネス

ユニット長 福井将樹氏は、
「自分たちが使ったことがな

ジョンを掲 げ、社 会や企 業 が 直 面する課 題や

い製品よりも、自ら社内で導入・運用してみて『これはい

案を行っている。

供できると考えています。そこで、セキュリティソリュー

ニーズに素早く柔軟に対応し、常に革新的な提

ションを担当する部署は、社内の情報セキュリティ担当

い』と確信したものが、お客さまにより高い付加価値を提

めとした即応体制をとっているが、全国の事業所やサテ

り、そうした場所で異常が検知された際、地理的に離れ

キュリティ事業本部 マネージドサービスビジネスユニッ

ト 主幹技師 山本隆広氏は「遠隔地にあるPCで問題が

検知された場合、詳しい状況を調べたり、場合によって
は端末をネットワークから隔離するために、PC の利用

者と電話やメールで何度もやり取りし、状況確認や作業

依頼を行う必要があります。すぐに連絡が取れるとは
限らないこともあり、初期調査と対応には、数日間を要

することもありました」と、同社が抱える課題について
述べた。

ふたつ目には、新しい攻撃への対処が急務になって

ことも大事ですが、近年のサイバー攻撃はますます高度

のアンチウィルス製品が導入されていたが、未知の攻撃

能です。そのため、侵入を許した際にそれをいち早く検

これまで深刻なインシデントに見舞われたことはなかっ

率 的に対 応できる機 能を備えた EDR 製 品 が弊 社の

いた点があった。
というのも、
これらの端末には、従来型

や標的型攻撃の対策に不安があったからだ。幸いにも

情報を取得できる「リモートフォレンジック機能」を活用

化・巧妙化しているため、侵入を100 ％防ぐことは不可

することで、インシデント対応作業はかなり効率化され
たと山本氏は語る。

「インシデント対応や一次フォレンジックに必要な情

知して、初動対応から二次被害の抑制まで迅速かつ効

報の大半は、現地に足を運んだり、PC 利用者に直接ヒ

たものの、既存のアンチウィルス製品などによる脅威の

ニーズに合致すると判断しました」と川村氏は話す。

アリングすることなくリモートから取得できます。そのた

の「 PC のおかしな挙動」の報告など、侵入や感染を疑

EDR 製品に関する情報を集めて比較検討したところ、

けで済み、かなり迅速に進められるようになりました。

イのEDR 製品「FireEyeエンドポイント・セキュリティ」

かっていた調査が、今ではわずか30 分程度で終えられ

検知や、SIEMから上がってくるアラート、ユーザーから
わせるような報告が毎月数件上がっていたという。

選定のポイントはインシデント発生時の
支援機能と検知精度の高さ

そこで同社では、早速、市場で提供されている主要な

め、対応に必要な端末の利用者とのやりとりも一度だ

従来は何度もやりとりを行い、場合によっては数日か

同社の要件を最も高いレベルで満たすのはファイア・ア

であるとの結論に至った。同製品を選んだ理由につい

るようになりました」

リティ製品やEメール・セキュリティ製品を導入している

るようになり、同社が潜在的に抱えていたセキュリティ

て、山本氏は「もともとFireEyeのネットワーク・セキュ

また、FAT PCのセキュリティ状況を細かく監視でき

ため、検知精度の高さは高く評価していました。それに

リスクに対する懸念が払しょくされたという。

フォレンジック作業を行う際に、FireEyeエンドポイン

末における異常な動作の監視およびログ情報等の保全

モートから取得できるため、地理的に離れた場所で問

されました。また、社内に未知のマルウェアが侵入して

倒的に優れていました」と話す。そして、
「 ほかの製品に

できるようにもなりましたので、その点で安心感が増し

社外作業用に導入されているFAT PC（シンクライア

ト・セキュリティでは取得できる情報の種類が多く、端末

幅に低減できたことで、社内に限らず社外にも安心して

対しては、多くの潜在的なセキュリティリスクを抱えた

行の履歴などを即座に取得できます。
これは社内のイ

さらに前進するものと期待しています」
（川村氏）

シデント対応を支援する上でも極めて効果的だと考え

ント端末環境にも FireEye エンドポイント・セキュリ

さらには、働き方改革の一環として、社内外問わず仕

事ができるための環境作りとしてPC のモビリティを高

める上でも、エンドポイント・セキュリティを強化する必

要性があった。社内の情報セキュリティを統括する情報

ト・セキュリティでは調査に必要な情報を管理者がリ

務などをを行う一般的な業務 PC は、大多数がシンクラ

題が検知されても迅速かつ効率的に対処できる点が圧

セキュリティ推進部 部長を務める川村亨氏は、
「OA 業

イアント化され、これらに対しては厳格なセキュリティ
管理が行われています。その一方で、開発・検証用途や

ント専用型のPCではない一般的なPC）3000 台強に

「 FireEye エンドポイント・セキュリティの導入で端

加えて、いざインシデントが発生して初期調査や一次

機能が実装されたことで、未知の脅威への対策が強化

いないかどうか、端末環境全体の状況を一元的に確認

ました。
そして、FAT PCが持つセキュリティリスクを大

も同様の機能はあるのですが、FireEye エンドポイン

のレジストリの内容やファイル操作の履歴、プロセス実

持ち出せるようになったため、働き方改革の取り組みも

まま運用していました」と話す。FAT PCには社員それ

ンシデント対応を強化する上でも、またお客さまのイン

ることが許容されており、かつ社外のさまざまな環境で

ました」と続ける。

染などの侵害を受ける可能性が高い。実際、PC にイン

の端末を対象に「同じような挙動を示した端末がない

ティ対策やインシデント対応に割いてきた稼働を別のセ

が上がることも多かったという。

開を早期に検知・防御する上でも効果的であると判断

ん、
こうした社内導入・運用の過程で得たノウハウを、今

ぞれが比較的自由に必要なアプリケーションを導入す
直接インターネット接続する機会も多く、マルウェア感

ストールされているアンチウィルスソフトからアラート
加えて、脅威の検知だけでなく侵害された場合の対

処までも含めて支援する「 EDRソリューション」の必要

こうした導入効果を受け、同社では今後シンクライア

ティの導入を進めていく予定だといい、将来的に活用が

さらに進んだ暁には、これまでエンドポイントセキュリ

1 台の端末の状況を子細に調査するだけでなく、多数

キュリティ対策に回すことができると考えている。もちろ

かどうか」を一斉にチェックできることも、感染の水平展

後は社外の顧客向けのセキュリティソリューションにも

したという。

生かしていきたいというのが同社の狙いだ。福井氏は、

FAT PCの社外持ち出しに伴うセキュリ
ティリスクを大幅に低減

「FireEyeエンドポイント・セキュリティを実際に社内で

こうしてFireEye エンドポイント・セキュリティの正

き、多くのノウハウを蓄積できました。今後はこれらの知

つ適切に対処できる体制を整えることにセキュリティ対

に対して同製品を導入した。問題が検知された端末を

リティソリューションを提供していきたいと考えていま

「ふるまい検知などの技術で未知の脅威を検知する

FireEyeの管理サーバ経由でリモートからさまざまな

性が市場で認知されてきたことも、同社のエンドポイン

ト・セキュリティ対策強化を後押しする一因でもあった。
攻撃技術や手法が高度化する中、多層防御を構成する
各種セキュリティ機能をすり抜けたものをエンドポイン

トで検知し、侵害が起きてしまった場合にも即座に、か
策の重心が移ってきたのだ。

NTT

川村亨 氏

見をお客さまに還元することで、より価値の高いセキュ

式導入を決定した同社は、まずは FAT PC 約 2100 台

す」と抱負を述べた。

強 制 的 に ネ ット ワ ー ク か ら 隔 離 し 、隔 離 後 で も

社内

NTT
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株式会社
情報セキュリティ推進部
部長

導入・運用したことで、エンドポイントセキュリティ製品

をどのような局面で使うのがより有効なのかが理解で

アドバンステクノロジ
株式会社
セキュリティ事業本部
マネージドサービス
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主幹技師

社外

Endpoint Security Server：

DMZ Server：
DMZに設置してモバイルPCやリモート拠点

集中管理アプライアンス

のエンドポイントも社内同様に保護

連携

山本隆広 氏

連携

隔離

隔離

Internet
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アドバンステクノロジ
株式会社
セキュリティ事業本部
マネージドサービスビジネスユニット
ビジネスユニット長

福井将樹 氏
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Endpoint Security Agent：
エンドポイントにインストール
（Windows, Mac, Linux）
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