中堅・中小企業（SME）に
必要不可欠な
サイバー・セキュリティ対策
概要
「中堅・中小企業（SME）は、高度なサイバー攻撃を受けるリスクが
特に高い」。多くのセキュリティ・レポートは、このように指摘しています。
実際、サイバー犯罪の77%は、SMEを標的にしているという事実が
確認されています。しかし、予算的な制約の大きい SMEにとって、
高度なサイバー攻撃への対策に必要なリソースの確保は容易ではあ
りません。

SMEがセキュリティ対策を講じる際には、高度なセキュリティ脅威に
対する検知および防御戦略と、予期しないインシデントに備えた対応
計画が重要なカギとなります。業界で高い評価を得ているFireEyeの
テクノロジーは、複数の経路から段階的に実行される複合型サイバー
攻撃の検知と防御に大きな効果を発揮します。特定の状況に応じた
正確で適切なインテリジェンスが提供されるため、お客様自身で、
またはパートナーのサポートを得て、速やかにインシデント対応計画
を実行に移せます。また、事前予防的にテクノロジーを補完する
FireEyeやパートナーの各種サービスを利用すると、さらに効果的に
対応計画を実施できます。
FireEyeが提供するソリューションは、SMEでも容易に利用できるよう
設計されています。運用管理に多大なリソースを割く必要がなく、お客様
は自社本来のビジネスに注力できます。

課題
官公庁や大企業の間では、高度なセキュリティ脅威の存在がしばらく
前から周知されており、データ侵害のリスクおよび影響を軽減する
セキュリティ・フレームワークやテクノロジーの導入が徐々に進んでい
ます。このような組織で対策が進んでいる主な理由としては、セキュ
リティ予算に比較的余裕があり、法律や規制で対策が義務付けられ
ているという点が挙げられます。一方、SMEは、対策を実施する金銭的
な余裕や外的圧力がない状態で、官公庁や大企業と同様のリスクに
対処しなければなりません。
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メディアでは、大規模組織でのセキュリティ侵害ばかりが注目を集め
ます。しかし、サイバー犯罪の主なターゲットは、SMEであるのが実情
です1。それはなぜでしょうか。一般的なSMEは、個人よりも多くの情報
資産（クレジット・カード情報、個人情報、医療情報、知的財産など）
を保有する一方、大企業のような強固なセキュリティ対策を実施して
いないため、サイバー攻撃者から格好の餌食と見なされているのです。
大企業向けに一般業務や IT 運用の委託サービスを提供している
SMEが攻撃の標的となるケースも珍しくありません。攻撃者は、セキュ
リティ対策が不十分なSMEに侵入した後、そこを足がかりにして、
最終的な標的である委託元の企業に侵入するのです。目的達成の
ために最も労力の少ない手段を選ぶのは、攻撃者の典型的な行動
パターンです。
このような状況に危機感を抱く大企業では、サプライ・チェーンの
あり方を見直し、サイバー・セキュリティについての注意義務を果たせる
業者を採用する傾向が強くなっています。今後は、大企業の要求に応え、
自社のビジネスを拡大するために、SMEでも高度な検知・防御技術
の導入が必須となるでしょう。
セキュリティ対策が不十分なSMEにとって、特に大きなリスクとなって
いるのがスピア・フィッシング・メールとランサムウェアです。
「自分た
ちのような小企業が狙われるはずがない」と考えるSMEは少なくあ
りませんが、セキュリティが脆弱なSMEは、ランサムウェアという強引
な攻撃手法にとって容易な標的となっています。
従来型のセキュリティ・テクノロジーに依存しているSMEは、既存の
シグネチャでは検知できないように設計されたポリモーフィック型の
脅威に対してまったく抵抗できません。事業存続のためには、SME
であっても高度な脅威やランサムウェアへの備えが求められているの
です。サイバー攻撃を受けてから6か月以内に廃業を余儀なくされた
小規模企業は、ある推定によると半数に上っています2。
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ソリューション
巧妙化の一途をたどる今日のサイバー攻撃に対抗するには、次の方法で
高度なセキュリティ脅威を防御、検知できるセキュリティ・ソリュー
ションが必要です。

• 攻撃者に使用されやすい攻撃経路と、その経路で行われる不正な
活動を監視する。
• 既知の脅威や一般的な脅威に加えて、未知の攻撃（ゼロデイ
攻撃）を含む新たな脅威を検知する。
• 複数の経路から段階的に実行される高度な攻撃を検知する。
• 最新のインテリジェンスを駆使して、危険性の高い脅威や攻撃
グループを速やかに把握する。
FireEye Essential Securityは、FireEye Network Security（NX）
EssentialsとFireEye Eメール脅威対策クラウド（ETP）を組み合わ
せたセキュリティ・ソリューションです。サイバー攻撃の90%を占める
Web経由とEメール経由の攻撃から組織を保護するFireEye Essential
Securityは、的確で迅速なインシデント対応を妨げる誤検知を最小限
に抑えます。重大なインシデント発生時を除いてアラート数が大幅に
減少するため、SMEの限られたセキュリティ・リソースを最大限に
有効活用できます。

複数の経路から実行される複合型の攻撃は、図1のように、不正な
Eメールから始まるのが一般的です。したがって、攻撃の発生を検知
するためには、不正なURLとスピア・フィッシング・メールの相関分析
が重要となります。分析の結果に基づいて2つのイベントの関係性を
判断し、その後に展開される攻撃活動（ネットワークで収集したデータ
をWeb 経由で外部に送信するなど）を自動的に阻止します。ここで
得た情報は、同様の戦術、ツール、手順（TTP）を使用する別の攻撃の
検知および防御にも役立ちます。

Essential Securityを導入すれば、コンテキストに基づく具体的な
インテリジェンスを利用して、迅速にサイバー攻撃に対応できます。
また、複数のテクノロジーの統合、特に危険な攻撃の自動ブロック、
質の高いアラートにより、無駄な作業を最小限に抑えられるため、限ら
れたセキュリティ予算の有効活用や、運用管理の負担軽減が実現します。
自動化と効率化を高レベルで実現するEssential Securityでは、ネット
ワーク・セキュリティとEメール・セキュリティの導入および日常的な
運用管理を簡素化しながら、セキュリティ体制を強化できます。

FireEyeテクノロジーの中核を構成するのは、強力な検知技術である
FireEye Multi-Vector Virtual Execution™（MVX）エンジンです。
MVXエンジンは、WebやEメールなど複数の経路から段階的に実行
され、個別の解析では見逃す恐れのある複合型の攻撃を検知し
ます。
図1：Network Security EssentialsとEメール脅威対策クラウドが複数の経路での攻撃活動を相関分析
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検知および防御技術

検知できます。また、セキュリティ担当者は、攻撃者の情報を十分に
得た上で適切な対応策を実施できます。ETPには、このATIが付属し
ます。

Network Security Essentials
1時間ほどで導入可能なFireEye Network Security Essentialsは、
プラグアンドプレイ型の低価格なネットワーク・セキュリティ・ソリュー
ションです。ネットワーク経由で行われる既知および未知のサイバー
攻撃を検知、防御して、セキュリティ侵害による甚大な被害の発生
リスクを最小限に抑えます。Webトラフィックを解析するMVXエンジン
により、エクスプロイトやマルウェアの実行可能ファイル、複数のプロ
トコルを使用したコールバックを検知できます。また、一般的な攻撃
にシグネチャ・マッチング技術で対処する侵入防御システム（IPS）と、
スパイウェアやアドウェアをブロックするリスクウェア対策技術も搭載
しています。従来型や次世代型のファイアウォール、スタンドアロン
のIPS、アンチウイルス・ソリューションと異なり、誤検知を最小限に
抑えながら、既知および未知の攻撃（ゼロデイ攻撃）を正確に検知
します。

導入方法

Essential Securityを図2のようにインラインで導入すると、ソリュー
ションをきめ細かく制御し、発生中の攻撃に対しリアルタイムの対応
が可能になります。
図2A：Network Security Essentialsをインラインで導入
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図2B：Eメール脅威対策クラウドをインラインで導入

Eメール・セキュリティ：Eメール脅威対策クラウド（ETP）
大規模なセキュリティ侵害事件の多くは、1通のEメールから始まって
います。FireEye ETPは、Eメールを解析して、一般的なウイルスや
スパムの脅威、さらにスピア・フィッシングの可能性を検証するSoftwareas-a-Service（SaaS）サービスです。

MVX

脅威インテリジェンス
クラウド・サービスのFireEye 脅威インテリジェンスでは、世界中の
センサーで収集された独自の情報に基づく脅威データを、FireEye
ソリューションのアラートとともに配信します。1時間おきに更新され
る脅威データには、新種のマルウェア、脆弱性を突くエクスプロイト、
新たに確認された脅威に関する情報が含まれています。クラウド
解析技術と機械学習テクノロジーで MVX エンジンを補完するこの
サービスにより、高度な脅威の検知が可能になります。

FireEye Dynamic Threat Intelligence（DTI）は、FireEyeのクラウ
ド・ネットワーク全体で収集された、Web、Eメール、ファイルベース
の脅威に関する匿名データを1時間ごとに配信するサービスです。
DTIが提供するデータにより、世界中のFireEye導入環境で確認された
最新のサイバー攻撃が、個々の環境で検知、防御可能となります。
Network Security Essentialsには、このDTIが付属します。
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容易に導入可能なクラウドベースのサービスであるETPは、特許技術
のMVXテクノロジーを駆使して、高度なEメール攻撃を防御します。
また、インラインのアンチスパムおよびアンチウイルス機能を備える
ほか、オンプレミス型とクラウド型の両Eメール環境に対応します。
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より慎重なアプローチで運用を開始する場合は、図3のように、スパン・
タップ構成（モニター・モード）で導入します（ETPはBCCで運用）。
この構成では、すべてのトラフィックで不正な活動が監視され、レポート
が生成されますが、自動防御は実施されません。FireEyeやパートナー
では、お客様の環境に最適な導入方法を判断し、導入作業を支援する
サービスを提供しています。

図3A：Network Security Essentialsをスパン・タップ構成で導入
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図3B：Eメール脅威対策クラウドをBCCモードで導入
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FireEye Advanced Threat Intelligence（ATI）は、攻撃者および
被害者に関する情報量豊富なインテリジェンスを提供するサービス
です。ATIが提供するデータは、脅威インテリジェンスのアナリストと
インシデント対応担当者が収集した情報が元になっています。攻撃
アラートには、推定される攻撃者の素性や目的、
マルウェアの詳細な
どの有用なコンテキスト情報が含まれているため、このソリューション
により、標的型のゼロデイ攻撃と既知のマルウェアの両方を効率よく
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セキュリティ侵害への備え
検知して防御するだけでは、サイバー攻撃への対応は不十分です。予期
しないインシデントが引き起こす技術的、法的、金銭的、対社会的な
影響を分析し、対処することも同様に重要です。そのため、FireEyeでは、
適切な対応計画の策定を強く推奨します。計画の策定時には、セキュ
リティ・パートナーの意見を求めると理想的です。FireEyeとパート
ナーは、対応計画の策定および検証とインシデント調査のための
各種サービスを提供しています。

次のステップ
セキュリティ対策が不十分なSMEは、高度なサイバー攻撃者の格好の
標的となっています。多くのSMEにはリソース面での制約があり、
セキュリティ意識にも欠けている点がその主な理由です。SME が
ビジネスの成長に注力し、リスクを最小限に抑えるためには、一定
レベルのセキュリティが欠かせません。高度化の一途をたどるサイバー
攻撃に対抗できるように設計されたセキュリティ・テクノロジーと
プロセスを導入する必要があります。適切な対策を講じれば、セキュ
リティ・リスクを必要以上に懸念せず、ビジネスに専念できます。
高度なサイバー攻撃を検知・防御するためのセキュリティ・ソリュー
ションと、セキュリティ侵害に備えた適切な対応計画を策定する方法
の詳細については、www.fireeye.jp をご覧いただくか、お近くの営業
担当者までお問い合わせください。

FireEyeについて
FireEye は、企業や組織の重要情報をサイバー攻撃から保護する
高度なセキュリティ・ソリューションを提供しています。テクノロジー、
インテリジェンス、専門知識の組み合わせにより、セキュリティ侵害に
よる影響を最小限に抑えます。FireEyeのソリューションは、
「Forbes
Global 2000」企業の825社を含む、世界67か国以上の5,300を超え
る組織で利用されています。

詳細については、FireEyeのWebサイトをご覧ください。
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