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変革のとき

多額のセキュリティ・コストがマルウェア対策に投じられています。
対策を一からやりなおした場合、インストールされた製品の多くが
放棄されることになります。考えられる原因は、陳腐化や、製品を
買ってから後悔してしまうことなどですが、もっともありがちなのが、
両方が一緒になったパターンです。「同じことを繰り返しながら違
う結果を望むことを狂気という」というアインシュタインの言葉は、
このことを端的に言い表しています。今のままというわけにはいき
ません。変革が必要です。

とはいえ、コンプライアンス対応で十分というわけではありません。
コンプライアンスは何かが起きた後にそれをコントロールするた
めのものです。皆と同じことを同じやり方でやり続けるのがはたし
て正しい決断なのか考えてみてください。かつては機能していたも
のの、役にたたなくなってしまった道具や武器があれば、手放す
べきです。インフラストラクチャではなくデータ、コントロール（管
理）ではなくアカウンタビリティ（説明責任）を中心に据え、自分
が何を知らないのかさえわからないといった状況を払しょくし、想
定外の出来事を減らすことに重点を置き、セキュリティ管理体制の
見直しを行う必要があります。

悪質な内部関係者およびオンライン攻撃者の目的は、ほとんどの
場合、機密データを盗み出すことです。これらの機密データには、
詐欺やなりすましに利用される消費者情報、企業の知的財産、競
合他社が欲しがる営業秘密などがあります。業界や会社の規模に
関係なく、価値ある情報を持っていれば、どの組織も攻撃の標的
になり得ます。

重要なのは、影響を見極めるのに必要な可視性を持ち、どのシス
テムが影響を受けるのかを知ることです。正確性を欠くインテリジェ
ンスに対して昨年 1年間に支払われたコストは平均 127 万ドルと
なっており、このままでは誤ったマルウェア・アラートによって組
織のリソースが枯渇することにもなりかねません。「何が起こった
のか状況（コンテキスト）」を可視化することが不可欠です。コン
テキスト主導（状況認識）型のレジームとは、重要なものを監視
するというやり方です。複雑さが増す原因となる背景の雑音にまど
わされることなく、早い時点で想定外の出来事に対処できることか
ら、影響が最小限に抑えられます。

可視性
データ・イベント

（ファイル、コピー &ペースト、アップロード、 

ダウンロード、電子メール、USB、作成、その他）

システム・イベント

（API コール、.exe、.dll プロセス、アプリ起動、 

バイナリー作成、ドライバー、その他）

可視性 

Digital Guardian はデータにフォーカスしている唯一のセキュリ
ティ・ソリューション・ベンダーです。企業のデータを防御する能
力は、「脅威が見えなければ、阻止することはできない」という言
葉に要約できます。データがリスクにさらされるあらゆる場所で常
に完全な可視性を確保することは、データ中心のセキュリティ・ソ
リューションに求められる基本的な技術要件です。

脅威を見るためには何をすればよいのでしょう ? システム、アプリ
ケーション、ファイル、ネットワーク、ユーザーの各レベルで発生
するあらゆるイベントの完全かつ継続的な可視化が不可欠です。
これには、あらゆるファイルの移動、コピー &ペースト、印刷、アッ
プロード、添付、アプリケーションの起動、実行ファイル、ネットワー
ク・アップロード、ネットワーク・ダウンロード、等々が含まれます。
対象はデータレベルのイベントだけに留まりません。システム、ア
プリケーション、ファイル、ネットワーク、ユーザーで発生するあ
らゆるイベントについてルートレベルでの可視化を図る必要があり
ます。

Digital Guardian はオペレーティング・システムとは別で動作し、ファ
イルの移動、コピー &ペースト、印刷、アップロード、ダウンロー
ド、添付、アプリケーションの開始、実行ファイルの起動、DLLなど、
システムとデータのすべての動きを同時に絶えず監視・管理します。

Digital Guardian プラットフォームでは、このような可視化をインス
トール後すぐに実践できるようになっており、初期設定により監視
対象を指定しなくても、あらゆる機密データを特定、分類、追跡
することが可能です。Digital Guardian は、データ利用のベースラ
インとトレンドについてまとめた標準レポートを提供し、異常行動
を特定します。事前にポリシーを定義しておく必要はありません。
これによって、データがどこでリスクにさらされているのかや、シ
ステムが日々どのように使用されているのかを容易に確認できま
す。優先順位が決められた実用的な脅威情報に基づき、セキュリ
ティ・チームが対応と復旧にあたり、フォレンジック機能によりイ
ンシデントの特定、封じ込め、分析を行います。
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可視性
データ・イベント

（ファイル、コピー &ペースト、アップロード、 

ダウンロード、電子メール、USB、作成、その他）

システム・イベント

（API コール、.exe、.dll プロセス、アプリ起動、 

バイナリー作成、ドライバー、その他）

インテリジェンス
構造化　　非構造化　　ユーザー　　日時　　送信元 /送信先　　アプリケーション　　地理

作成者　　ネットワーク状態　　トレンド　　異常　　パターン　　脅威フィード　　高度な関連付け

適合型防御

Digital Guardian の可視性とインテリジェンスは、マルウェアやエク
スプロイトの新旧に関係なく、システム侵害につながる異常を検
出し、それらの実行を防止します。インシデント対応を専門に手掛
けるあるグローバル企業が、昨年のインシデント対応調査の結果
をまとめた報告書を発表しました。それによると、すべてのデータ
漏洩のうちマルウェアが使われていないものは 35% となっていま
す。マルウェア解析の専門家たちは、Digital Guardian エージェン

トについて、エンドポイントという最大のリスク・ポイントで常に
活動し、データとシステムの両方を常時監視するとして評価してい
ます。分析と報告のために情報を大規模なデータ・ウェアハウス
に送る必要はありません。DG のエンドポイント・エンジンはそれ
らの関連付けと分析をリアルタイムで実行します。管理コンソール
に送られたイベントに対し前処理が施され、漏洩が発生する前に、
ただちに分析可能な状態になります。

インテリジェンス

可視化だけでは、今日の複雑な業務環境において効果的にデータ
を保護することはできません。すべてが脅威というわけではなく、
正規ユーザーも通常の業務のなかでデータにアクセスする必要が
あります。

したがって、リスクの存在を見極め、見つかった場合はその深刻
度を知ることが不可欠です。そうすることで、たとえ信頼できるユー
ザーが悪質な行為をしようとした場合であっても、効果的かつ的
確にデータを保護することができます。

Digital Guardian プラットフォームは、システムおよびデータレベ
ルの行動が実行に移される前に、それらのリスクを分析・解釈し
ます。このような判断は、データが処理されているシステムの 200 

以上の動作パラメータを継続的に分析し、それらのイベントがど
のようなコンテキストのもとで発生しているのかを特定するDigital 

Guardian 独自のアルゴリズムによって支えられています。たとえば、
イベントは現在のプロセス、親プロセス、現在の操作など（ファイ

ルの上書きもしくは名前をつけて保存コマンド、ネットワーク・ア
クティビティ、時刻、ファイル・タイプ、等々）に関連付けられます。

Digital Guardian プラットフォームは相関ポリシーもあわせてサポー
トしており、ネットワーク・アクティビティ、ユーザー・ロール、
データの機密度、さらにはシステム・イベントの任意の組み合わ
せによって生じるリスクの高さによって危険度を判断します。これ
は DG の相関エンジンによってもたらされる機能です。このような
判断と保護は、データが構造化か非構造化か、またネットワーク
の内 /外のいずれにあるかに関係なく、直接それらのデータに適
用されます。データの種類や分類によってリスク・レベルが変わっ
てくることから、Digital Guardian のポリシーでデータを守る場合、
このポリシーを全体に適用するのか、特定のケースにのみ適用す
るのかのいずれかを選択できるようになっており、ユーザーに不
要な影響を与えたりシステム性能を低下させたりすることなく、あ
らゆる種類の脅威に対応します。
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可視性
データ・イベント

（ファイル、コピー &ペースト、アップロード、 

ダウンロード、電子メール、USB、作成、その他）

システム・イベント

（API コール、.exe、.dll プロセス、アプリ起動、 

バイナリ作成、ドライバー、その他）

インテリジェンス
構造化　非構造化　ユーザー　日時　送信元 /送信先　アプリケーション　地理　作成者　ネットワーク状態　

トレンド　異常　パターン　脅威フィード　高度な関連付け

適合型防御
ブロック　　　　準備　　　　　暗号化　　　　　正当化　　　　　監視　　　　　教育　

発信接続のブロック　　　　　　隔離　　　　　　アクセス制御　　　　　　デバイス制御

　　　　　アプリケーション制御　　　　　　　　　　　　　　　権利管理

監視　　　高度なレポーティング　　　証拠に基づくフォレンジック

ロギング /画面キャプチャー　　キー・ログ・キャプチャー　　ファイル・キャプチャー　　分析過程の管理

脅威の発生源　　　脅威の伝搬　　　攻撃シーケンス　　　伝送キャプチャー　

調査

調査

セキュリティ製品は、セキュリティ・インシデントの対応・管理の
手間を増やすのではなく、軽減するものでなければなりません。
Digital Guardian は、ホストの可視化とあわせて、データへの脅威
に関するコンテキストベースのインテリジェンスを提供します。脅

威の発生源が組織の内外のいずれであっても、インテリジェントな
コンテキストと包括的なフォレンジックにより攻撃の全貌を明らかに
し、イベントの再現にも対応します。特筆すべき点として、Digital 

Guardian プラットフォームは絶えずデータを追跡し続けます。

可視性
データ・イベント

（ファイル、コピー &ペースト、アップロード、 

ダウンロード、電子メール、USB、作成、その他）

システム・イベント

（API コール、.exe、.dll プロセス、アプリ起動、 

バイナリー作成、ドライバー、その他）

インテリジェンス
構造化　　　非構造化　　　ユーザー　　　日時　　　送信元 /送信先　　　アプリケーション　　　地理　

作成者　　 ネットワーク状態　　 トレンド　　 異常　　 パターン　　 脅威フィード　　 高度な関連付け

適合型防御
ブロック　　　　準備　　　　暗号化　　　　正当化　　　　監視　　　　教育　

発信接続のブロック　　　　　　隔離　　　　　　アクセス制御　　　　　　デバイス制御

アプリケーション制御                                                                              　権利管理

高度な脅威防御の提供に向け、攻撃者に打ち破られることがない
ようにエージェントの強化を図り、攻撃者の戦術を監視するための
可視性を高める目的で、これまでいくつかの改善を施してきました。
Digital Guardian のコンテキスト（状況）認識型の行動分析機能は、

バイナリー実行を監視し、正常な振る舞いをしているかどうかを見
極めることにより、システムが正常に動作・通信しているかどうか
把握できるようになっています。

防御の仕組み
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既存のセキュリティ管理を突破する目的で考え出された最新の標
的型攻撃に対応するために、Digital Guardian では上の図のような
アプローチをとっています。最新型攻撃の実行者は、脆弱性を突き、
検出を大幅に遅らせようとします。持続的な足掛かりを作ったうえ
で、組織に深刻な損害を与えるか、もしくは攻撃を伝播・促進し
たり、組織のシステムから盗み出すデータの場所を特定するのに
必要な情報を収集しようというわけです。攻撃のタイムラインは、
主に以下の 3 段階に分けられます。

初期段階：まずは、システム活動を監視して攻撃の発生源を追跡し、
攻撃の侵入ポイントと関連のあるアクティビティやエクスプロイト
を観察することから始めます。まずは侵入ベクトルから分析を開始
します。たとえば、スピア型フィッシング攻撃はメッセージングの
カテゴリに分類されます。
既知のマルウェアではない悪質なファイルが添付された電子メー
ルが送られてきた場合、ほとんどのテクノロジーでは検知すること
ができません。実行ファイルをダブルクリックすると、どうなるでしょ
う ?  DG では、まずこれらを追跡することから始めます。

攻撃：攻撃には多面性があり、複数のアクティビティが組み合わさ
れているケースが少なくありません。攻撃や侵害の目的は、高価
値なデータがどのようなものでどこに置かれているかを特定し、重
要なシステムや機密データを探し出し、プログラムやアプリケーショ
ンの脆弱性を突くことにあります。

復旧：最後に、復旧を行います。通常、この段階では、封じ込め
と漏洩後のフォレンジック検証が実施されるのに加え、プロセスの
改善と将来の保証が試みられます。DG は実際に環境で起きてい
ることから学びます。よって、周辺管理の調整・変更が必要かどう
かもあわせて知ることができます。

これらの最新型攻撃はさまざまな問題を引き起こすことから、シス
テムがオンラインかオフラインかにかかわらず継続的に監視を行う
と同時に、システム上で実行されているプログラムの分析をリアル
タイムで実施し、異なるイベントを関連付けることで、悪質な行為
を発見するようにしています。攻撃シーケンスは多面的であり、複
数のアクティビティやステージが組み合わされているケースが少な
くありません。典型的な例としてスピア型フィッシング攻撃があげら
れます。この場合、添付ファイルをダブルクリックするとマクロが起
動し、攻撃が開始されます。攻撃の目的は、システムへのアクセス
を取得し、C&Cサイトと連携し追加のツールをダウンロードした後、
環境全般に攻撃を広げることです。

この時点で、潜伏とディスクへの書き込みについての決断が下さ
れます。もし潜伏することになれば、そのことがコンソール画面で
確認できます。侵入だけであれば、添付ファイルをダブルクリック
するとマクロが起動しますが、従来型のエンドポイント保護製品の
場合、使用されているファイルや実行されているアクティビティが
悪質なものかどうかを見極めるのは極めて困難です。ディスクに書
き込みをし、潜伏するという決断がなされれば、リアルタイムの追
跡と関連付けが可能になります。環境に残留し、後で接触すると
いう決断がなされた場合、攻撃側は権限の引き上げを行い、水平
方向に移動した後、機密データのソースを特定します。何かしら
手を打たなければなりません。持ち出し、アーカイブ化、暗号化、
難読化のために、データが中央に移されることになります。これら
のイベントおよびアクティビティはいずれも追跡が可能であり、エ
ンドユーザーが発生を管理・防止することができます。

メッセージング

Web

物理

高価値データ

重要なシステム

脆弱性

置　換

プロセス

備　え

初期段階

攻　撃

復　旧

シグネチャは動的に変化する可能性があります。しかし、Digital 

Guardian はシステムの振る舞いを監視・把握することにより、環
境全体で情報に基づいた決定を下し、行動を起こすのに必要なコ
ンテキストを提供します。攻撃の証拠を保持することで、すべての
エンドポイントに対する状況認識が得られます。Digital Guardian 

の 状況認識する 相関エンジンはシステムをインテリジェントに監視

し、不正な振る舞いや疑わしい振る舞いを特定します。
エンドポイントで起きていることをリアルタイムで把握し、ネット
ワーク内外における悪質な行為を阻止するために行動を起こすに
は、インテリジェンスが必要です。
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コンテキストによる調査ワークフローの改善

攻撃は実行されたのか ? どの
ような経緯で始まったのか ?

マルウェアが使用されたのか ? 

使用されたのであれば、どこ
に置かれたのか ? 被害を受け
るのは誰か ?

攻撃が試みだけで終わったの
か、それとも成功裏に実施さ
れたのかを見極めるのに必要
なログの収集は可能か ?

機密データへのアクセスが試
みられたのか ? どのような管
理によってデータの持ち出し
を防げたのか ?

熟練した人材を雇う余裕のある企業はごく一部に限られています。
ほとんどの企業は、エラーの起きやすい手作業に頼っているのが
現状です。アラートはインシデントとイベントのどちらなのか、攻
撃が実行されたのか、実行されたとしたらどのような経緯で始まっ
たのか、どこで始まったのか、あるいはマルウェアがエンドポイン
トに到達したもののまだ攻撃を開始していない状態なのか――こ
れらを知るにはコンテキストが必要です。ファイルは実行されたの
か、どのような影響が生じたのか、どういった登録鍵が書き込まれ
たのか、どの DLL が利用され影響を受けたのか、フッキング・イ
ベントが含まれていたのか、インジェクション技術が使用されたの
かといった情報がこれにあたります。

これらはいずれも、環境で何が起きているのかの見極めに関わる
ものであり、時間とコストのかさむメモリー・ダンピング /検査シ
ステムの可視化を実行する前に対応をとり、メモリー・ダンプが必
要かどうかを知るためのコンテキストを提供します。これらのアー
ティファクトの収集は極めて重要になってきます。そして最後の疑
問は、機密データへのアクセスが試みられたのかということです。
ほとんどの組織では、最終的にこれが問われることになります。漏
洩の影響は ? 何が盗まれたのか ? 目録はあるのか ? このような単純
な疑問に答えるために、数百万～数十億ドルものコストが投じられ
ています。
アーティファクトの自動収集により調査時間を短縮すると同時に、
進行中の攻撃を食い止めることが何よりも重要になってきます。

機密データの盗み出しには多種多様な攻撃方法が用いられます。
基本的に、もっとも効果的な対策は、機密データを 24 時間絶え
ず防御することです。とはいえ、そのためには組織のポリシーが

影響する範囲にかかわらず、すべてのデータを常時漏れなく監視・
管理しなければならず、実行するのはきわめて困難です。

データプロテクション
• データ分類

• 機密データの特定
• 根気強い分類
• データ操作とフォーマット変更の追跡

System Security
• 悪質 /不審

• 攻撃対策シナリオに従う
• 脅威指標との照合
• インシデント対応の優先順位付け

データ保護とシステム・セキュリティの間のギャップを埋める

コンテキストの可視化について取り上げる際に重要になってくるの
が、お客様に既存のセキュリティ投資に対する ROIを最大化して
いただけるようにすることです。たとえば、既知の攻撃については、
漏洩指標の使用により、自動ファイル分析での対処が可能になりま
す。ファイル分析を例にとった場合、VirusTotal へのファイル提出
が自動化されます。仮想実行、ハッシュ検索、等々に向けた、す
でに環境内に存在するリソースやパートナーとの統合が強化される
ことになります。現在、Digital Guardian 製品にはアラーティング・
トリアージ（警告優先順位づけ）アプローチが実装されており、識
別可能な周辺デバイスや漏洩の兆候があるかどうかを知ることがで
きます。

この漏洩指標はただちに使用でき、脅威フィードの統合も可能です。
また、FireEye や Palo Alto といった既存のネットワーク保護ソリュー
ションとの統合により、瞬時の対応と封じ込めが行えます。最後
に、状況認識型の相関エンジンにより、エンドポイントからインテ
リジェンスを受け取り、これを情報源として活用することが可能です。
カスタムのアラートを用いることで、セキュリティ情報イベント管理
（SIEM）を強化できます。SIEM に送る情報の量を減らしつつ、価
値ある情報を得られるようにすることが可能です。SIEM の統合は
インテリジェンスをもたらし、SIEM 管理コンソールおよび特定のコ
ンソールからアクションを実行できるようになります。
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Digital Guardianについて

Digital Guardian は、データの漏えいを阻止する目的で設計された
唯一のデータ認識型セキュリティ・プラットフォームです。Digital 

Guardianプラットフォームは、従来のエンドポイント、モバイル・
デバイス、クラウド・アプリケーションのすべてで動作し、機密デー
タに対するあらゆる脅威の可視化と阻止を容易にします。当社は、
10 年以上にわたり、大量のデータを扱う組織がオンプレミスもし

くは外部委託のマネージド・セキュリティ・プログラム（MSP）を
使って重要な資産を保護できるよう支援してきました。独自のデー
タ認識機能と革新的なエンドポイント可視化機能を、行動ベー
スの脅威検出・対応テクノロジーと組み合わせることで、Digital 

Guardian はお客様のビジネスのスピードを落とすことなくデータ
を保護します。


