Data Sheet

McAfee Active Response
インシデントレスポンスを効率化する検出、監視、対応

セキュリティを重視する多くの企業では、劇的に変化する脅威への対応が問題となっていま
す。攻撃はこれまでにない速さで増加し、増殖しています。特定組織を狙う Designer 攻撃
では、検出を回避して成功率を高めるため、組織固有の情報を使用した標的型攻撃が行われ
ました。侵入防止技術が回避され、侵入を許すケースも少なくありません。この課題に真剣
に取り組んでいる企業は、検出能力が高く、調査と復旧を迅速に実行できる統合ツールを探
主な特長
■

■

■

自動化：コンテキスト情報を収集
し、システムの状態を常時監視し
ます。IoA の可能性がある変更や
潜伏している攻撃コンポーネント
を検出し、分析、運用、
フォレンジッ
クの各チームに脅威情報を送信し
ます。
適応性：警告を受けたときに、攻
撃の状況に合わせてデータの自
動収集、アラート、対応方法を調
整できます。また、顧客のワーク
フローに合わせて設定をカスタマ
イズできます。
継続性：攻撃イベントを検出する
と、コレクターがトリガーを実行
し、ユーザーとシステムに攻撃を
警告します。

しています。検出能力と対応能力に優れたソリューションがあれば、システムの数や情報量が
増えても、効果的なセキュリティ対策が可能になります。McAfee® Active Response は、
既存のセキュリティ管理ソリューションに簡単に統合し、操作も簡単です。
攻撃の機会を大幅に減らし、組織のコンピューティング資産と企業ブランドを守ることがで
きます。
変化の激しい脅威状況
どの企業も攻撃を受ける可能性があります。攻撃を早期に
検出するだけでなく、実行中のアクティビティや攻撃の兆候
（IoA）を検知し、これらの脅威に迅速に対応できるように
準備する必要があります。しかし、現在の可視性、検出、
対応能力では十分な対応ができません。この課題を解決す
るには新しい技術が必要です。

現在のインシデント対応の限界
組織で発生した不審なイベントや既知のインシデントを調
査する場合、インデント対応担当者とセキュリティ管理者は
時間と規模の制約を受けます。既存のシステムやツールが
収集する大量の情報を分析するには、膨大な時間がかかり
ます。データ収集では速度が重要な要素となりますが、収
集されたデータや対象のシステム数を考えると、分析に時
間がかかるのもやむを得ません。また、膨大なデータから
意味のある重要な情報を見つけ出すことは簡単ではありま
せん。

インシデント対応では担当者自身が作成したスクリプトが
調査で使用されるのが一般的です。これらのツールは、広
範囲な分析ができるようにデータを収集します。このアプ
ローチはよく用いられますが、組織全体の状況を迅速に把
握するには限界があります。組織で特定の IoA を迅速に調
査できないため、適切な対応ができない場合も少なくあり
ません。時間的な制約から調査を意図的に制限することも
あり、インシデント対応プロセスで重大な欠陥となる可能
性もあります。現在使用しているツールの制約で作業が制
限されてしまうのは大きな問題です。
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システム要件
ハードウェア最小要件
サーバーは仮想マシンにもインス
トールできます。McAfee Active
Response サーバーの最小ハード
ウェア要件は次のとおりです。
■

4 コア Intel® Xeon® CPU
X5675、3.07 GHz

■

8 GB 以上の RAM

■

120 GB SSD

サービスに必要なインフラ
■

■

McAfee® ePolicy
Orchestrator 5.1.1 以降
McAfee Agent 5.0 以降の
拡張ファイル

■

McAfee Data Exchange
Layer2.0.0.430 以降の

包括的な検出と対応

McAfee Active Response は、高度なセキュリティ脅威
を継続的に監視し、対応を行います。最先端の検出技術、
詳細な分析、フォレンジック調査、総合的なレポート、優先
順位が設定されたアラートとアクションにより、セキュリティ
状況を監視できます。脅威の検出率だけでなくインシデン
ト対応能力も向上します。エンドポイントにおける検出と対
応（EDR）の厳密な要件に対応するため、McAfee Active

Response は事前定義のコレクターとカスタマイズ可能
なコレクターを使用して、すべてのシステムで IoA を調査
します。実行中のプロセスに存在する痕跡だけでなく、潜
伏している脅威や削除された可能性のある脅威も検出しま

McAfee Active Response は、Intel Security の統合
セキュリティ アーキテクチャの有効性を証明します。複雑
な環境でも、より多くの脅威をより少ないリソースで迅速
に解決できます。McAfee Active Response を利用
すると、エンドポイントの可視性を維持し、詳細な調査が
可能になるので、侵害をより速く認識できます。また、業
務に支障をきたさずに問題を迅速に解決できるツールも
用 意 さ れ て い ます。これらの 機 能 は す べ て McAfee

Data Exchange Layer を介して McAfee® ePolicy
Orchestrator®（McAfee ePOTM）で管理されます。
拡張性に優れた統合環境が用意されるので、製品を管理
する要員を増やす必要もありません。

す。McAfee Active Response は現在の IoA だけでは
なく、今後発生する IoA に対しても目的に合わせて警告と
アクションを実行します。

ブローカー

対応 Web ブラウザー
■

Microsoft Internet
Explorer 9 以降

■

Google Chrome 17 以降

■

Mozilla Firefox 10.0 以降

クライアントに必要なインフラ
■

■

■

■

McAfee Agent 5.0.2.132
以降（Windows 10）
McAfee Agent 5.0.0.2620
以降（Windows 10 以外）
McAfee Agent 5.0.0.2710
以降（Linux）
Data Exchange Layer
2.0.0.430 以降のクライアント

（全ての管理対象エンドポイント）
表1. McAfee Active Responseの検索インターフェース

McAfee Active Response

2

Data Sheet

対応クライアント OS
■

Microsoft Windows
–– Windows 10 Enterprise

機能

ポイント

メリット

特長

検索（コレクター）

システムからデータを検索し、表示し
ます。

コレクターの検索機能により、システ
ムを詳しく調査できます。システムか
ら収集されたデータがビジュアルに表
示されるので、重大な侵害や攻撃の
可能性を確認できます。一般的なス
クリプト言語に対応しているので、独
自のコレクターとリアクションを作成
し、最適な処理を行うことができます。

McAfee Active Response は、

監視（トリガー）

セキュリティ担当者が重大なイベント
やシステム変更を継続してモニタリン
グできます。1 つのトリガーで現在と
将来のイベントに対応できます。

設定したトリガー条件を満たすと、ア
クションが実行され、イベントが生成
されたり、リアクションが実行されま
す。McAfee Active Response は
ピーク時を避けて応答モードを継続し
て維持できます。

対応（リアクション）

トリガー条件を満たしたときに実行さ
れる処理が事前に設定されています。
これにより、脅威を検出し、駆除でき
ます。

ファイル ハッシュ
（MD5 と SHA1）に
より、システムから削除されたファイ
ルを検索できます。ホストが現在接続
している IP アドレスや過去にアクセス
していた IP アドレスを確認できます。
また、システムでアクセスされていな
い PE 以外の不正なファイルを検索で
きます（ファイル システムにコピーさ
れ、まだ開かれていない不正な PDF
を検索します）。

McAfee ePOによる

1 つのコンソールで総合的な管理作

Intel Security の統合セキュリティ
アーキテクチャの一部として McAfee
ePO を利用することで、脅威の検出、
対応、回避を自動的に行うことができ
ます。1 つのウィンドウで全体のセキュ
リティ状況を把握できます。操作が簡
単で、作業時間を短縮し、負荷を軽減
できます。

（32-bit/64-bit）

–– Windows 8.0 Base
（32-bit/64-bit）

–– Windows 8.1 Enterprise

Base U1（32-bit/64-bit）

–– Windows 2012 Server

Base R2 U1（64-bit）

–– Windows 2008 R2

Enterprise SP1（64-bit）

–– Windows 2008 R2

Standard SP1（64-bit）

–– Windows 7 Enterprise

SP1 以前（32-bit/64-bit）

–– Windows 7 Professional

SP1 以前（32-bit/64-bit）

■

CentOS 6.5（32-bit）

■

RedHat 6.5（32-bit）

一元管理

業を行い、処理を自動化できます。

統合セキュリティ

Data Exchange Layer により、 Intel Security の統合セキュリティ
Intel Security の 他 のマカフィー アーキテクチャの一部として、McAfee
製品との通信が簡単になります。
Active Response はリスクを軽減

アーキテクチャ

実 行ファイ ル だけ で なく実 行 中 の
ファイルに潜伏するコードや攻撃の
痕跡を消すために削除された可能性
のあるコードも検出します。McAfee
Active Response は、ファイル、ネッ
トワーク フロー、レジストリ、プロセ
スを検索できます。

McAfee Active Response では、

今日見つかったウイルスだけでなく、
今後発生する可能性がある脅威にも
アクションを実行できます。

McAfee Active Response は、検

索結果に対してアクションを実行す
るように設定されています。また、特
定 の 要 件に合わせ てカスタム アク
ションを設定することもできます。

1 つのコンソールで管理作業とアク
ションを実行できます。単一のコンソー
ルで McAfee Active Response な
どの強力なセキュリティ管理機能を実
行し、様々なプラットフォームを保護す
ることができます。

し、対応時間を短縮します。このプラッ
トフォームの革新的な概念、最適化さ
れたプロセス、実用的な推奨事項によ
り、オーバーヘッドと運用コストを削
減できます。

McAfee Active Response の詳細については、http://www.mcafee.com/jp/products/active-response.
aspx をご覧ください。
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