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FireEyeネットワーク・セキュリティ

効果的な対策を実現する、中規模～大規模企業向け
セキュリティ・ソリューション
概要

FireEyeネットワーク・セキュリティは、標的型攻撃やインターネット・トラフィックに潜むサイバー攻

撃を正確かつ速やかに検知、防御し、セキュリティ侵害リスクを最小限に抑える、中規模～大規模企業

に最適なサイバー・セキュリティ・ソリューションです。
セキュリティ侵害の証拠や具体的な脅威インテリ

図1：ネットワーク・セキュリティ・ソリューションの
一般的な構成

ジェンス、対応ワークフローなど、問題を効果的に解決するために必要となる情報を入手したり、オペ

レーティング・システムやアプリケーションの脆弱性、大量のインターネット・トラフィックに潜む脅威な
どをリアルタイムに検知することができます。

FireEyeネットワーク・セキュリティは、Multi-Vector Virtual Execution™（MVX）およびダイナ
ミックな機械学習と人工知能（AI）のテクノロジーから構成されます。

ユー ザー 数

MVXは、従来型のシグネチャやポリシーに基づくセキュリティ対策をすり抜ける攻撃を検知する、シグ

ネチャレスのダイナミックな解析エンジンです。
複数の機械学習エンジン、AIエンジン、相関分析エンジ

ンは、
マシン、攻撃者、被害者に関する最新のインテリジェンスに基づき、攻撃をリアルタイムかつ遡及的

に検知およびブロックする、
コンテキストに基づくダイナミックなルール・エンジンです。
また、侵入防御

システム（IPS）機能も搭載し、一般的な攻撃はシグネチャ検知を行います。

FireEyeネットワーク・セキュリティは、ハードウェア・アプライアンスや仮想アプライアンス、クラウド

ベースのサブスクリプション形式など、組織のニーズに合ったさまざまな導入形態をご用意しています。

F i r e Eye ネットワーク・セキュリティ

通常は、次世代ファイアウォールや侵入防御システム（IPS）、セキュアWebゲートウェイ
（SWG）など

の従来型ネットワーク・セキュリティ機器の背後、
インターネット・トラフィックの経路に配置し、
これらの

セキュリティ・ソリューションが検知できなかった脅威を検知します。
FireEyeネットワーク・セキュリティ
は、誤検知を最小限に抑えながら、正確かつ高速に既知および未知両方の攻撃を検知し、
アラートへの
効率的な対応を支援する、セキュリティ・ソリューションです。

ファイアウォール 、I P S 、S WG

インターネット
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メリット

検知
高度な標的型攻撃や発見困難なサイ
バー攻撃を正確に検知

甚大な被害をもたらすセキュリティ侵
害のリスクを最小化

モジュール型のスケーラブルなセキュ
リティ・アーキテクチャ

投 資を保 護し、ビジネスの成長をサ
ポート

マルチ OS 環境および各インターネッ
ト・アクセス・ポイントに一貫したレベ
ルのセキュリティを提供

組織全体にわたる強力なセキュリティ
体制を構築、すべてのデバイスを保護

統合、分 散、物理、仮 想、オンプレミ
ス、クラウドと、幅広い導入モデルを
提供

組織のニーズやリソースに合わせて、
柔軟な導入が可能

E メールおよびコンテンツ・セキュリ

多様な攻撃経路を可視化

ティとの統合による、複数の攻撃経路
にわたる相関分析

防御
250Mbps～10Gbpsの回線レート

検知困難な攻撃に対するリアルタイム
の保護を提供

暗号化されたトラフィックの可視化

追加のライセンス料金なしで、アプラ
イアンス上で組み込みのTLS 1.3 の
復号サポートを利用可能

で攻撃を即座にブロック

インシデント対応
誤検知の最小化、リスクウェアの個別
検 知、MITRE ATT&CK フレーム
ワークへのマッピング

信頼性の低いアラートのトリアージに
要する運用コストを削減

調査、アラートの検証、エンドポイン
トの 隔 離 、インシ デント対応へとス
ムーズに移行

セキュリティ・ワー クフロ ー を自 動
化、効率化

セキュリティ侵害の証拠、具体的な脅
威インテリジェンス

発 見され た セキュリティ・イン シ デ
ントの優先度の判断および解決を効
率化

技術的なメリット

正確かつ具体的な脅威の検知と知見

FireEyeネットワーク・セキュリティは、複数の解析手法を用い、誤検知を最
小限に抑えて高精度でサイバー攻撃を検知します。

• M
 ulti-Vector Virtual Execution™（MVX）エンジンは、安全性
が確保された仮想環境で疑わしいコードを実行し、
ダイナミックでシグネ
チャレスの解析を行うことで、ゼロデイ攻撃や複数のフローにわたる攻撃
など、発見困難な攻撃を検知します。未知のエクスプロイトやマルウェア
をいち早く検知して、
「キル・チェーン」
と呼ばれる攻撃活動のステップのう
ち、感染および侵害の段階でサイバー攻撃を食い止めます。

• 複数の機械学習エンジン、AIエンジン、相関分析エンジンが、数千時間
に及ぶインシデント対応経験に基づく、サイバー・セキュリティの最前線
で得られたリアルタイムの情報を活用して、
コンテキストに基づくルール
ベースの解析を実施し、難読化された攻撃や標的型攻撃、
その他の巧妙
な攻撃を検知およびブロックします。エンジンは、エクスプロイトやマル
ウェア、
フィッシング攻撃、C&Cサーバーへのコールバック通信を検知
して、
キル・チェーンの感染、侵害、侵入の各段階で攻撃を食い止めます。
また、疑わしいネットワーク・トラフィックが見つかった場合は、詳細な解
析のため、MVXエンジンに転送します。
エンジンは、
クライアント側の保
護に加え、サーバー側の検知、水平展開の検知、エクスプロイト後のトラ
フィックの検知もサポートします。

リアルタイム
• FireEyeネットワーク・セキュリティが発するアラートには、
の具体的な証拠が含まれているため、新たに発見された標的型攻撃に
素早く対応し、優先順位を付け、封じ込めることができます。検知された
脅威はMITRE ATT&CKフレームワークにマッピングされ、
コンテキス
ト情報を含む証拠を得ることもできます。

攻撃を即座にブロック、耐障害性を高める高可用性構成にも対応

FireEyeネットワーク・セキュリティは、次の複数の導入モードに対応してお

り、環境に合わせた柔軟な導入が可能です。

• ネ
 ットワーク上に設置するインライン構成、スイッチのミラーポートを利用
してコピーしたパケットを監視するスパン・タップ構成に対応しています。
さらにインライン構成では、
ブロックモードを選択可能で、環境固有の要
件に合わせて柔軟な導入が可能となっています。
例えば、
インライン構成
で導入すると、外部から侵入するエクスプロイトやマルウェアに加えて、感
染した内部の端末からのコールバック通信が自動的にブロックされます
（モニター・モードの場合は、検知のみ）。
スパン・タップ構成では、TCPま
たはHTTP接続を遮断するためのTCP、RSTパケットを送信できます。
• 一部のモデルは、耐障害性を高めるアクティブな高可用性（HA）構成に
対応しており、ネットワーク・リンクやデバイスに障害が発生した場合で
も、迅速に機能を復旧できます。
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幅広い経路からの攻撃に対応

柔軟な導入形態

ワーク環境に対し、一貫したレベルのセキュリティを提供します。

選択できる多様な導入形態が用意されています。

FireEyeネットワーク・セキュリティは、今日運用されている多様なネット
• 最も広く使用されているオペレーティング・システムであるMicrosoft
WindowsおよびApple Mac OS Xをサポート

• 1 6 0 種 類 以 上のファイル・タイプの解 析 に対 応 。P E（ P o r t a b l e
Executable）形式、アクティブWebコンテンツ、アーカイブ、画像、
Java、MicrosoftおよびAdobeの各種アプリケーション、マルチメディ
アなど
• 各種オペレーティング・システム、サービス・パック、IoTアプリケーション
およびそのバージョンの数千種類の組み合わせを再現した仮想環境で、
疑わしいネットワーク・トラフィックを実行
• W
 eb Shellのアップロード、既存のWeb Shell、ランサムウェア、クリプ
トマイナーなど、シグネチャでの検知が難しい高度な攻撃やマルウェア・
タイプから保護

アラートを検証し、対応の優先度を判断

FireEye MVXテクノロジーは、リスクの高いサイバー脅威の検知に加え

て、従来型のシグネチャ・マッチング技術で検知されたアラートを検証し、重
要なアラートを特定して対応の優先度を判断します。

• 侵入防御システム（IPS）とMVXエンジンによる検証で、誤検知の多いシ
グネチャ・マッチングによる検知結果のトリアージを効率化

• リ
 スクウェアの個別検知により、本物のセキュリティ侵害の試みと、悪意
は低いものの好ましくない活動（アドウェアやスパイウェアなど）を区別し
て、
アラート対応の優先度を判断

対応ワークフローの統合

FireEyeネットワーク・セキュリティは、アラート対応ワークフローを自動化

する複数の機能を備えています。

• FireEye Central Managementは、FireEyeネットワーク・セキュ
リティとFireEye Eメール・セキュリティからのアラートを相関分析して
攻撃の全体像を明らかにし、被害の拡大を防ぐためのブロック・ルールを
設定します。

• FireEye Network Forensicsは、FireEyeネットワーク・セキュリ
ティと統合されています。
アラートに関係するパケットをきめ細かくキャプ
チャし、攻撃の詳細調査を支援します。
• FireEyeエンドポイント・セキュリティは、FireEyeネットワーク・セキュ
リティで検知されたセキュリティ侵害を特定、検証して被害の拡大を封じ
込めます。
これにより、影響を受けたエンドポイントの隔離と復旧を効率
化できます。

FireEyeネットワーク・セキュリティには、組織のニーズや予算に合わせて
• 統合型ネットワーク・セキュリティ：MVXサービスと統合されたスタンド
アロン型のオールインワン・ハードウェア・アプライアンスで、単一のイン
ターネット・アクセス・ポイントを保護します。FireEyeネットワーク・セ
キュリティは、
ルールやポリシーの設定、
チューニングの必要がなく、簡単
に導入でき、専用のクライアントなしで容易に管理できます。
• 分散型ネットワーク・セキュリティ：集中管理の共有MVXサービスを使
用する拡張可能なアプライアンスで、組織の複数のインターネット・アク
セス・ポイントを保護します。
– Network Smart Node：インターネット・トラフィックを解析する
物理または仮想のアプライアンスです。不正なトラフィックを検知して
ブロックし、疑わしいトラフィックについては、詳細な解析のため、暗号
化接続経由でMVXサービスに転送します。

– MVX Smart Grid：オンプレミスで集中管理する、柔軟性に優れた
MVXサービスです。透過的な拡張性、N+1の耐障害性、自動ロード・
バランシングの機能を備えています。

サブスクリプション
– FireEye Cloud MVX：FireEyeが運用する、
形式のMVXサービスです。
プライバシーを保護するため、
トラフィッ
クの解析は Network Smart Nodeで実施します。
このうち、疑
わしいオブジェクトのみが暗号化接続でMVXサービスに転送され、
MVXサービスで無害と判定されたオブジェクトはその場で破棄され
ます。
– オンプレミスまたはクラウドでの保護：スタンドアロンと仮想アプライ

アンスに加え、FireEyeではAmazonとAzureの両方のパブリッ
ク・クラウド上でネットワーク・セキュリティを提供しています。

図2：統合型ネットワーク・セキュリティ
（一部）
：NX 2550、NX 3500、NX 5500、

NX 10550

データシート | FireEyeネットワーク・セキュリティ

4

Network Smart Node
Network Smart Node
クラウド - AWS + Azure

図3：

物理アプライアンス

ネットワーク・セキュリ

ティの分散導入モデル

本社

Network Smart Node
物理アプライアンス

MVX Smart Grid

FireEye
Cloud MVX

支店・支社

Network Smart Node
仮想アプライアンス
支店・支社

図4：

F i re Eye ネットワー

ク・セキュリティを構成

するモジュール型のコ

ンポーネント

MVX
シグネチャレスの
ダイナミック
解析エンジン

FireEyeの
解析エンジン

脅威
インテリジェンスに
基づくルールベースの
解析エンジン

優れたパフォーマンスと拡張性

FireEyeネットワーク・セキュリティには、パフォーマンス・レベルの異なる
幅広いモデルが用意されています。
このため、支社・支店や本社など、規模の

異なるさまざまな環境において、回線レートでインターネット・アクセス・ポイ

ントを保護できます。

拡張性に優れたアーキテクチャを採用するMVX Smart GridとFireEye
Cloud MVXは、1台から数千台までのNetwork Smart Nodeをサ
ポートしており、必要に応じてシームレスに規模を拡大できます。
フォーム・ファクタ

パフォーマンス

統合型ネットワーク・セキュリティ

50Mbps～5Gbps

物理 Network Smart Node

50Mbps～10Gbps

仮想およびパブリック・クラウド

Network Smart Node

50Mbps～ 8Gbps

ビジネス上のメリット

単一サイトの保護と複数サイトの保護のどちらのニーズにも対応する

FireEyeネットワーク・セキュリティは、次のようなビジネス上のメリットを

もたらします。

セキュリティ侵害のリスクを最小化

高いセキュリティ性能を誇るFireEyeネットワーク・セキュリティは、次の機
能と特長を備えています。

• 高度な標的型攻撃など、検知困難なサイバー攻撃を防御し、攻撃者によ
るネットワークへの侵入、重要資産の窃取、業務妨害を阻止

1

Forrester (May 2016). The Total Economic Impact of FireEye.

IPS/リスクウェア
対策

シグネチャベースの
エンジン/リスクウェア
検知エンジン

Threat
Intelligence

SmartVision

FireEyeおよび
サードパーティの
脅威データとの
相関分析

水平方向の
攻撃トラフィックを
検知する
高度なエンジン

• セ
 キュリティ侵害の明確な証拠、具体的な脅威インテリジェンス、インライ
ンでのブロック、対応ワークフローの自動化により、サイバー攻撃の迅速
な防御と封じ込めを支援
アプリケーション、本社だけでなく支社
• 各種オペレーティング・システム、
や支店を含む環境を一貫したレベルのセキュリティで保護し、組織のセ
キュリティ対策における弱点を排除

短期間で投資を回収

Forrester Consultingの調査によると1、FireEyeネットワーク・セキュ
リティの3年間のROIは、
コスト削減効果による152%と見込まれ、初期投
資の回収期間はわずか9.7か月とされています。FireEyeネットワーク・セ
キュリティでは、次の投資効果を期待できます。

• セ
 キュリティ担当者が本物のサイバー攻撃への対応に専念できるため、
運用コストが削減される
• 共有MVXサービスや、環境の要件に最適なパフォーマンス・レベルを選
択できる多様なモデルが用意されているため、設備投資が最適化される
• 拠点数やインターネット・トラフィック量の増加に合わせてスムーズに拡
張できるため、初期投資が無駄にならない

• 統合型から分散型へとコストなしで移行できるため、既存の投資が無駄
にならない
• 拡張性に優れたモジュール型のアーキテクチャを採用しているため、将
来の設備投資が少なくて済む
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獲得したアワードと認定

FireEyeネットワーク・セキュリティは、数々の業界表彰や政府認定を受けています。
• 2020年、FireEyeはNAVWAR（Naval Information Warfare Systems Command、
米海軍情報戦システム司令部）が主催した人工知能サイバー・セキュリティ・チャレンジで第1位を獲
得しました2。
• 2020 年、KuppingerCole は FireEye に Leadership Compass for Network
Detection and Response賞を授与しました3。

• 2020年、ForresterはFireEyeをネットワークの解析と可視性に関する大手ベンダーに認定しま
した4。
• 2018年、Frost & Sullivanは、FireEyeを市場シェア46%の確固たるマーケット・リーダーと認
定しました。
FireEyeのシェアは、後続10社の合計を上回ります5。

• FireEyeネットワーク・セキュリティは、Common Criteria、FIPS 140-2およびSOC 2を含む
各種認定を獲得しています。
• FireEyeネットワーク・セキュリティは、SANS Institute、SC Magazine、CRNなどの組織や
メディアから多数のアワードを受賞しています。
• FireEyeネットワーク・セキュリティは、市販のセキュリティ・ソリューションとして初めて、米国土安
全保障省の
「SAFETY Act」認定を受けています。

2
3
4
5

FireEye（2021年1月7日）- FireEye、米海軍NAVWARによるネットワーク脅威検知チャレンジにおいて第一位を獲得
KuppingerCole (June 10, 2020). Leadership Compass Network Detection and Response.
Forrester (June 23, 2020) Now Tech: Network Analysis and Visibility, Q2 2020.
Frost & Sullivan (July 5, 2018) Advanced Malware Sandbox (AMS) Solutions Market, Global, Forecast to 2022.

FireEyeの詳細については、www.FireEye.jp をご覧ください。
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FireEyeについて

FireEyeは、インテリジェンス主導型のセキュリティ企業です。顧客企業は、
FireEyeの革新的セキュリティ技術、国家レベルの脅威インテリジェンス、
世界的に著名なMandiant®コンサルティングの知見が統合された単一プ

ラットフォームを、自社のセキュリティ対策の一部としてシームレスに組み込

むことができます。
このアプローチにより、FireEyeは準備、防御、
インシデン

トレスポンスといった、組織がサイバー攻撃対策をする上での課題となって
いた複雑性や負担を解消します。

