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サイバー攻撃の

91%

は、

スピア・フィッシング・
メールから始まる 1

サイバー攻撃チェーンの問題

攻撃者はさまざまで、
それぞれに動機がありますが、最終目的は同じです。誰もがあなたのデータにア

クセスしようとしているのです。
データは、21世紀の貨幣と言えます。
データへのアクセスは、あらゆる攻

撃活動の中心に位置付けられており、
その任務は標準的な攻撃チェーンに従って実行されます。
セキュ

リティ担当者は、攻撃チェーンのあらゆるポイントで、攻撃を妨害しようと取り組んでいます。
その際、サ

イロ化した単機能製品ではなく統合された製品を使用し、手がかりをつなぎ合わせて全体をまとめ、
ビ
ジネスへの多大な影響を防ぎます。

フィッシング・メールまたは
ランサムウェア・メール

エンドポイントの
侵害

ネットワーク・データの
窃取

標的を絞り込み、
その標的に向けた作り込みが可能であるため、Eメールは、依然として、高度な攻撃や

ランサムウェアの突破口として利用される傾向にあります。従来型のスパム対策やアンチウイルス・ソフ

トウェアは、古くからある無差別送付型フィッシングには対応できますが、高度な攻撃や標的型スピア・
フィッシング、なりすまし攻撃などには対応できません。

従来型のエンドポイント・セキュリティでは、Advanced Persistent Threat（APT）攻撃などの最
新かつ高度なサイバー攻撃には対応できません。
エンドポイントを安全に保つためには、脅威を素早く
分析し、対応する必要があります。

マルウェアの68%以上が特定の標的を攻撃するために作成されており、
そのうちの80%は一度しか使

2
用されません。
そのため、
シグネチャベースのセキュリティでは標的型攻撃に対応できません。
従来型お

よび次世代型のファイアウォール、侵入防御システム（IPS）、セキュアWebゲートウェイ
（SWG）は、攻
撃者の手段や技術を把握していることが前提であるため、検知を回避する高度な標的型攻撃を発見

し、防ぐことは困難です。
今日の一般的なサイバー攻撃者は、従来型のネットワーク・セキュリティをすり
抜ける高度な機能を利用しています。
データを窃取し、ネットワーク内部にアクセスできる体制を確立

し、
ときには数か月、
あるいは数年にわたりネットワークへのアクセスを維持します。

1 PhishMe (2016). “Enterprise Phishing Susceptibility and Resiliency Report.”
2 Joshua Goldfarb (September 19, 2016). “Detection Innovations.”
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攻撃チェーンの妨害

攻撃は通常、不正なEメールから始まりますが、
エンドポイント・デバイスで最初の攻撃が発生したり、外部への疑わしいネットワーク・トラフィックから攻撃が

始まる場合もあります。
チェーン内のすべてのポイントで攻撃を防御するには、包括的な可視性が必要です。
FireEyeセキュリティ・スイートは、エンタープライ

ズ・レベルの脅威対策を提供し、あらゆる規模の組織のネットワーク、Eメール、
およびエンドポイントを保護することができます。
FireEye Eメール・セキュリ
ティ、FireEyeエンドポイント・セキュリティ、
およびFireEyeネットワーク・セキュリティのあらゆる機能を駆使して、高度な攻撃を防御し、
インシデント対応を
速め、
お客様の基幹業務を保護します。

Eメールの保護
FireEye Eメール・セキュリティは、高度なスピア・フィッシングやなりすまし攻撃、未知のマルウェアに対する高度な脅威対策を提供し、不正アクセスや損失、
侵害を阻止します。
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図1：FireEye Eメール・セキュリティによるインライン・ブロック

エンドポイントの保護

FireEyeエンドポイント・セキュリティは、お客様環境へのあらゆる侵入経路を一般的な脅威や高度な脅威から保護します。エンドポイント・セキュリティは、

シグネチャ・エンジン、
エンドポイントの検知と対応（EDR）、脅威情報の収集を組み合わせて、単純な攻撃と高度な攻撃のどちらも検知し、
ブロックします。

従来型の
アンチウイルス・
ソフトウェア

図2：FireEyeエンドポイント・セキュリティによる幅広い保護
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ネットワークの保護

FireEyeネットワーク・セキュリティは、高度な攻撃をブロックし、世界で最も巧妙な攻撃に対しても可視性を提供します。特許取得済みのMulti-Vector
Virtual Execution（MVX）エンジンをベースに開発されたネットワーク・セキュリティは、他社製品とはまったく異なる方法でトラフィックを解析します。
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図3：FireEyeネットワーク・セキュリティによって強化された防御層

FireEyeセキュリティ・スイートの仕組み
FireEyeセキュリティ・スイートは、効果的なセキュリティを実現するほか、

セキュリティ・オペレーションを簡素化、自動化します。単一のクラウドベー

3. FireEyeセキュリティ・ソリューションでは、主な攻撃経路で発見される
最も緊急性の高い脅威をブロックできます。

ス・プラットフォームであるFireEye Helixに、Eメール、
エンドポイント、
ネッ
トワークに関するFireEyeセキュリティ・ソリューションからのアラートが統

4. 提供されているツールで脅威は防御できますが、窃取されたデータの種

1. FireEyeEメール・セキュリティ、エンドポイント・セキュリティ、ネットワー

の鍵となる質問に答えることができます。
これらのツールや情報を使用す

合されたことにより実現しました。

ク・セキュリティのソリューションは、
それぞれの専門分野に特化して、多

様な高度な攻撃を検知し、アラート統合機能がその情報を取りまとめ、
包括的な脅威の様相を明らかにします。

類とその方法を確認する必要もあります。強力な検知ツールと対応ツー

ルを使用することで、侵害につながった攻撃チェーンを再現し、侵害調査

れば、具体的なアラートが発生していない脅威も予防的にハンティング

できます。

2. FireEyeの最前線の専門家チームが開発した相関分析およびコンテキ
ストベースの脅威情報により、重要なアラートを発し、
リスクを特定するプ
ロセスを効率化します。

1. ネットワーク、Eメール、
エンドポイントからの
アラートを統合する

2. インテリジェンス、
ルール、解析を相関
させて適用する

図4：FireEye Helixによるオペレーションの簡素化と自動化

3. 緊急性の高い脅威を
発見し、
ブロックする

4. ガイダンスを利用して
脅威を隔離し、
修正し、
探索する
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価値を手にする

FireEyeセキュリティ・スイートは、100 ～2000ユーザーを抱える組織を対象に開発さ

れ、
データの機密性、完全性、および可用性の損失に関するビジネス・リスクを低減すること

ができます。ベンダーの統合とユーザー単位の価格設定により、調達が簡素化され、
その上、
高度なサイバー・セキュリティを素早く追加し、導入できます。

コスト管理

ユーザー単位の価格設定で
調達を簡素化

効率の改善

ベンダーを統合して

複数の脅威経路に対応

ビジネス・リスクの軽減

導入事例

200人弱のユーザーを抱えるマレーシアのアルミ圧延品サプライ
ヤーは、
フィッシング攻撃に悩まされている時に、FireEyeセキュ
リティ・スイートを知りました。
この企業は、
ドイツ、オーストラリア、
日本など、世界中で大企業と取引をしているため、高いレベルのサ
イバー・セキュリティ能力とデューデリジェンスを示す必要があり
ました。FireEye の評判とセキュリティ・スイートの価格帯が、
購入に際して重要な決定要因となりました。

本物の脅威を素早く発見

約350人のユーザーを抱えるフィリピンの自然食品および健康関
連商品の小売会社は、ロイヤルティ・プログラムにおける顧客の個
人情報の機密性を認識していました。会社のデータとブランド・イ
メージを守るための候補として、FireEyeの名が挙がりました。
主
な攻撃経路に包括的に対応するFireEyeセキュリティ・スイート
の能力が、購入を決定する際の大きな要因となりました。

シンガポール国内の公共輸送統合会社は、車両の設計、組み立
て、
およびメンテナンスを含む包括的なソリューションのほか、財務
および運用管理サービスも提供しています。甚大な被害をもたら
すランサムウェア攻撃を受けて、
さらなるセキュリティ・インシデン
トを回避する必要性が高まりました。使用中の Eメール・ゲート
ウェイで検知できなかった脅威を、FireEye Eメール・セキュリ
ティでは検知できたため、FireEyeセキュリティ・スイートの採用
を決めました。エンドポイントとネットワークも保護することによ
り、セキュリティ・フレームワーク全体の将来的な脅威対策も実現
しました。

FireEyeの詳細については、www.FireEye.jp をご覧ください。
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会社概要
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
シデント対応といった、組織がサイバー攻撃対策をするうえで

の課題となっていた複雑性や負担を解消します。

