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データ侵害の調査
セキュリティフォレンジック情報の収集、分析、保管
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現状

すべてのセキュリティ担当者が恐れているのが、 「ハッキング被害に遭った」 ことを伝え
る電子メールメッセージです。
Security Connected
マカフィーのSecurity Connected
フレームワークは、複数の製品、
サービス、パートナーの統合を可能
にすることで、効率的かつ効果的に
一元的なリスク軽減を実現します。
20年以上の実績を持つセキュリティ
プラクティスを基盤に構築された
Security Connectedアプローチを
通じて、規模やセグメントを問わず、
すべての地域の組織がセキュリティ
体制を改善し、セキュリティを最適化
することでコスト効率を高め、戦略的
にセキュリティとビジネスイニシアチブ
を整合させることが可能になります。
Security Connectedリファレンス
アーキテクチャーは、構想から実装
までの具体的な手法を提供します。
このアーキテクチャーを利用する
ことにより、Security Connectedの
概念をお客様独自のリスク、インフラ
ストラクチャー、ビジネス目標に適合
させることができます。マカフィーは、
常にお客様を保護する新しい方法
を見出すことに専心しています。

彼らの脳裏には、 「どのように発生したか？」、 「どのシステムのセキュリティが低下した
のか？」、 「どの機密データがアクセスされ、 どのように使用されたか？」 という疑問が
沸きあがるはずです。
これらの疑問に対する回答とどのような策を講じるべきかを把握するには、 セキュリティ
侵害に関する具体的なデータが必要になります。 セキュリティ担当者は、関与したエンド
ポイント、 生成されたアラーム / アラート、 影響が及んだユーザー、 インシデント中に
アクセスされたファイルとデータリポジトリ、 インシデント中にネットワーク境界外部にアッ
プロードまたは送信されたデータを、迅速に、正確に、簡潔に特定する必要があります。
ここで重要になるのがデジタルフォレンジックであり、 組織を支えるセキュリティインフラ
ストラクチャーによって大きな違いを生むことができます。
課題
正しい措置を講じている場合でも、セキュリティ侵害が発生する可能性はあります。攻撃者はさらに冷酷
になり、一層高度な手段を使ってセキュリティチェーンの最も脆弱なリンクであるエンドユーザーを悪用して
います。どのようなITセキュリティ環境でも、エンドユーザーの行動を完全に保護することはできないため、
侵害の検出直後に即座に正確なインテリジェンスを提供する適切なインフラストラクチャーを導入すること
が非常に重要です。
組織が即座に提供する必要があるフォレンジック情報の一部を紹介します。
• どのように発生したか？ 攻撃中にどのようなアラートが発生しましたか？発生したどのようなアラートが
攻撃につながりましたか？攻撃者の身元や動機の手掛かりとなるような、ネットワーク境界上の活動や
防御に対するその他の調査活動はありましたか？第一世代のSIEM（情報セキュリティ/イベント管理）お
よびその他のセキュリティ管理ソリューションは、基本的なアラートデータは提供できます。しかし、この
データに状況的な意味を追加する相関機能やコンテンツ認識機能がなければ、これらのアラートは関
連性のない無作為のイベントに過ぎません。
• どのシステムが関与したか？ 攻撃の影 響を理解するには、イベントに関与したネットワー ク上の
エンドポイントを知ることが極めて重要です。攻撃はネットワーク内の他のコンピューターに広まりました
か？攻撃中にこれらのエンドポイントによって他のネットワーク接続が試みられましたか？ネットワーク
フローデータと攻撃イベントを相関付ける機能がなければ、パターンを特定することや、その後のアラー
トがネットワークに拡大した、元の攻撃の一部であったかを理解したりすることは不可能になってしまい
ます。また、セキュリティが低下したすべてのシステムを完全に修復できたかどうかの確信を持つことも
できません。
• どのユーザーに影響が及んだか？ この攻撃が企業に与えたリスクを評価するには、影響を受けたユー
ザーを理解することが重要になります。これらのユーザーは組織内でどのような役割を果たしていま
したか？機密データに対してどのようなアクセス/許可レベルを持っていましたか？この攻撃以前に、これ
らのユーザーに関連する他のセキュリティイベントが発生したことはありますか？影響を受けたユーザー
が機密情報に対して限定的なアクセスしか持っていないなら、データ侵害の影響も限定的です。しかし、
影響を受けたユーザーが、社外秘の財務情報へのアクセス権を持つ取締役会メンバーだったらどうで
しょうか？大半のセキュリティ管理ツールは、アラートデータにユーザーの詳細な資格情報が含まれな
いため、侵害が組織にもたらすリスクがいかに深刻であるかを理解することは困難です。
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• 攻撃によってどの機密データのセキュリティが低下したか？ 徹底的な影響分析では、攻撃中に機密
データが組織外に流出したかどうか見極めるために、被害レポートが必要です。攻撃発生時に、メイン
のOracleデータベースから、機密データに対応する大規模データのデータ転送が発生しましたか？
ネットワーク境界外のロケーションに情報がアップロードされましたか？その場合、どの情報のセキュリ
ティが低下し、どこに流出したか正確にわかりますか？従来のファイアウォールのログは、アウトバウンド
接続を記録できますが、このタイプのログはデータベーストランザクションやIPロケーションとの相関情
報や、DNS、WHOIS、その他のアウトバンド接続のコンテキスト情報が不足しています。これだけの豊富
な詳細情報があれば、接続先サーバーの物理的な位置や所有者を検出することができます。
• フォレンジックイベントデータを収集するときに、どのようにして正しい保管の継続性の手順に従えばよい
か？ 攻撃調査の結果、法務または人事部門のアクションが必要な場合には、適切な対処と保管の継
続性（CoC）を義務付けるルールにしたがって、元の内容を保持したままアラートおよびイベントデータを
収集、レポート作成する必要があります。タイムスタンプを変更することや、証拠として認められなくなるよ
うな方法で元のデータを変更することがあってはなりません。

ソリューション選定の要素
アーキテクチャーには、次のよう
な要素が影響します。
• 2 4 時 間 3 6 5日利 用 可 能 な
高可用性環境が必要か
• ネットフローデータを収集して
分析しているか
• どの よ う な ロ グ保 管 要 件 が
あるか
• どのよ う な コ ンプ ラ イ ア ンス
基準が組織に影響しているか

セキュリティイベントと関連付けられた確かなコンテキスト情報がなければ、どのようなフォレンジック分析
も、セキュリティ侵害の範囲と影響を理解するために必要なインテリジェンス不足に陥ってしまいます。

解決策
マカフィーは、セキュリティイベントが発生した際のアラートだけでなく、関連するコンテンツとコンテキストも
提供することで標準のセキュリティアラート/レポート機能の不足を補う、相互に補完する統合インフラストラ
クチャーを推奨しています。ネットワークフロー情報、ユーザーの権限、IPロケーションなどのメタデータとの
相関付けにより、アラートのレスポンスとレポートを強化し、セキュリティ侵害の影響と重大度に対する深い
理解を促進します。
• どのように発生したか？ ネットワークとエンドポイントのセキュリティは、単一の防御システムに統合す
る必要があります。また、すべての攻撃経路にわたり、すべてのプラットフォームとプロトコルを網羅する
攻撃イベントの情報を、集中管理レスポンスコンソールに提供する必要があります。これによりITスタッ
フは、攻撃で使用されたエクスプロイトと攻撃経路を即座に把握することができます。たとえば、トロイの
木馬であるZeusは、ターゲットを感染させるために、フィッシングメールと「ドライブバイ」ダウンロードを
組み合わせた多面的なアプローチを使用します。適切なインフラストラクチャーがあれば、エンドポイン
トセキュリティソリューションの情報と、電子メールやWebゲートウェイのデータフローを相関付け、この
攻撃シーケンスを特定して再現することができます。また、組織のセキュリティチームは、ネットワーク
境界およびエンドポイントのセキュリティ強化に必要な詳細データを取得できます。
• どのシステムが関与したか？ 理想的なインフラストラクチャーは、ネットワークフローデータとセキュリティ
イベントアラートを相関付けることによって、攻撃に影響を受けたすべてのシステムを特定することができ、
攻撃の発信元、攻撃の対象になったシステム、攻撃されたシステムが攻撃の後に確立した接続の理解
を促進します。イベントデータとネットワークフローデータを関連付けることで、攻撃パターン、シーケンス、
詳細を含む完全なシナリオの再現が可能になり、調査チームは関与したシステムや攻撃前後に接続
した相手を把握することができます。その結果、レスポンス担当者は、攻撃者がバックドア、ルートキットな
ど、ネットワークへの再侵入を果たすための手段を仕掛けていないことを確認するために、綿密な分析
が必要なエンドポイントのチェックリストを作成できます。
• どのユーザーに影響が及んだか？ 標準の攻撃データとともに提供されるActive Directoryユーザー名
は有益ですが、攻撃の本当の影響を理解するには、イベントと相関付けたユーザーの権限とアクセス
レベルに関する詳細情報を提供するアーキテクチャーが必要です。この理想的なアーキテクチャーで
は、調査スタッフがイベントアラート内からActive Directoryやその他のIDリポジトリに素早く問い合わせ
を行い、このユーザーがアクセスできるサーバー、アプリケーション、ネットワーク共有、データベース、その
他の共有リソースに関する詳細を含む具体的なユーザーアクセス情報を取得することができます。また
このインフラストラクチャーでは、ユーザーのタイプが標準ユーザーからか管理者かを把握するために、
ユーザーのアクセス範囲も特定できます。
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• 攻撃によってどの機密データのセキュリティが低下したか？ 推奨するアーキテクチャーは、あらゆる
データアクセスおよび転送のコンテンツとコンテキストを明らかにするために、ITセキュリティスタッフに、
攻撃データと相関付けされた詳細なデータベース/ファイル共有アクセス情報、アップロード情報、ネット
ワークフロー情報を提供します。このソリューションは、今後の分析のために、ネットワークから転送され
るすべてのデータをキャプチャできることが理想的です。
• フォレンジックイベントデータを収集するときに、どのようにして正しい保管の継続性の手順に従えばよ
いか？ 理想的なインフラストラクチャーは、調査で使用するイベントデータと相関データで構成された、
独自の正規化されたスタンドアロン・データベースを保持します。この独立したリポジトリを保持すること
で、フォレンジックにおけるオリジナルのログとイベントデータの保全性の低下を防止できます。調査デー
タベースの監査制御により、データベースに相関データが書き込まれると、すべてのアクセスが追跡さ
れます。仮に、共謀する悪質な内部者が変更を加えようとした場合に、システムはこの行動を防止し、
レポートできる必要があります。

マカフィーのソリューションで使用されているテクノロジー
こうした要件を満たすために、マカフィーのソリューションは、主要なワークフロー/調査コンソールとして機能
するMcAfee® Enterprise Security Manager（ESM）（特定のアプリケーションデータ形式や環境を意識
する必要がないSIEM）、ホストベースセキュリティソリューションのポリシー/メンテナンスエンジンとして機能
するMcAfee ePolicy Orchestrator®（McAfee ePOTM）、そしてインラインネットワーク侵入防止機能を提
供するMcAfee Network Security Platform（NSP）という、相互に連動する3つのコンポーネントを使用
します。
セキュリティイベントが発生すると、攻撃を受けたエンドポイント、または攻撃を検知したネットワークセン
サーアプライアンス（またはその両方）からアラートが発生します。アラートは、関連するセキュリティ管理コン
ソール（エンドポイントの場合はMcAfee ePO、NSPの場合はMcAfee Network Security Manager）に
送信された後、McAfee ESMコンソールに伝播され、そこでネットワーク内で発生しているその他のイベント
と相関付けられます。最初の攻撃アラートデータは、該当のレイヤ固有のリポジトリにそのまま保持されま
す。つまり、元のデータを修正せずに、McAfee ESM内でイベントデータの問い合わせとレポート作成を行
うことができます。したがって、フォレンジックにおけるデータの保全性が維持されます。
レスポンス担当のITチームは、McAfee ESMアラート内からイベントの詳細にドリルダウンし、必要なフォ
ローアップのためにケースを作成して割り当て、ケースの進捗状況を追跡することができます。他のソースか
らデータを入手してセキュリティイベントと相関付け、調査担当者に包括的で詳細なアクティビティシーケンス
を提供することもできます。たとえば、ネットフローおよびアプリケーションセッション情報、Web/電子メール
ゲートウェイ接続データ、データベーストランザクションの詳細、Active Directoryのユーザーアクセス権
を、セキュリティイベントと組み合わせて、単一のイベントレポートを作成できます。
このコンテンツは、SANS（System and Network Security Institute）が「参照データ」と呼んでいる情報
を使用して、さらに強化できます。SIEM外部のこのデータにより、フォレンジックレポートにさらに深みを加
えることができます。たとえば、すでに説明した複数のイベントソースやログの相関付けに加えて、フォレン
ジック調査者は、人事部が提供する最近解雇された社員の名前とユーザーIDを含むフラットデータ（参照
データ）などの外部ソースと、収集したデータとの相互参照を行うことができます。検出したすべてのマッチ
は、第一世代のSIEMや標準のセキュリティアラートには提供できない、動機と犯人についての貴重な手掛
かりとなります。単一の簡潔なサマリーで、何が発生し、何が影響を受け、どのような情報のセキュリティが
低下したかを把握できます。
McAfee ePOとMcAfee NSPは、統合を通じて、OS、パッチレベル、インストール済みアプリケーション、
セキュリティ対策情報を含む詳細なエンドポイント情報を共有し、攻撃へのレスポンスの優先順位と妥当
性を決定します。この情報により、攻撃が成功したかを容易に断定することができます。また、他の潜在的
な犠牲者や攻撃侵入口を特定するためプロファイルを調査担当者に提供できます。
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マカフィーソリューションのデータフローと相互接続を示す論理ネットワークダイアグラム

McAfee Enterprise Security Manager （ESM）
McAfee ESMは、企業全体のセキュリティ/非セキュリティ両方のプラットフォーム（McAfee ePO、AV、
HIPS、ファイアウォール、プロキシー、IPS、Windows/Unix/ファイルサーバー/Oracle/電子メールログ、
およびその他多数）を含め、多数のソースから情報を受信します。さらに、その「コンテンツ認識」機能は
単純なログの収集を凌ぐ機能を提供します。関連するコンテキストデータを追加することで、他のSIEMや
インシデントレポーティングソリューションの不足を補います。無関係と思われる個別イベントでも、既知の
攻撃と相関付けされると、新しい意味を持つことがあります。たとえば、ユーザーXがデータベースにアクセ
ス権を持ち、既知の攻撃の発生後数秒以内にこのユーザーからの接続の試みが確認された場合、攻撃
の動機と潜在的な影響を新たな観点から見直すことができます。セキュリティソリューションは攻撃の存在
を警告しますが、組織全体のビューを提供できません。McAfee ESMは、この組織全体のビューとともに、
次のようなフォレンジックの詳細を提供します。
• Windowsネームサービス、DNSおよびNISサーバー：
Windowsネームサービス、DNSおよびNISサーバー ログ内のIPアドレスを解読可能な名前にマッピン
グします。
• 定義済みの端末グループ：
定義済みの端末グループ IPアドレスの内部または外部ステータスと、論理または物理メタグループを
示します。たとえば、財務グループが使用するエンドポイントとサーバーを特定するために、財務端末
グループを作成できます。この詳細データは、PCIを含む法規制コンプライアンスルールの対象になる
システムを特定する際に特に有益です。
• WHOISサーバー
WHOISサーバー： 外部アドレスのWHOIS情報は、アドレスの所有者と所在地を示します。
• ロケーション情報：
ロケーション情報 セキュリティが侵害をうけたもしくは情報漏えいしたシステムの接続先となった可能
性がある外部システムの物理的な所在地を記録します。
• 内部アドレスの端末および所有者情報：
内部アドレスの端末および所有者情報 侵害の影響を受けた内部プロジェクトおよびチームを理解する
上で極めて重要です。
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• Active Directory/LDAPサーバー
Directory/LDAPサーバー： ユーザー名を実際のユーザーIDにマッピングします。
• 権限管理サーバー：
権限管理サーバー 攻撃が及ぼした影響を明らかにするために、影響を受けたユーザーが権限を持っ
ている端末を示します。
• 攻撃およびエクスプロイト情報：
攻撃およびエクスプロイト情報 攻撃とコンテキストデータを相関付け、同時に発生した他のイベントの
理解を促進します。
• 脆弱性評価情報：
脆弱性評価情報 さまざまな評価ツールから収集した詳細な脆弱性情報をアラートとレポートに追加
し、攻撃を受けたシステムに脆弱があったかどうかを示します。
• 電子メールとWebアップロードコンテンツ（添付ファイルを含む）：
電子メールとWebアップロードコンテンツ（添付ファイルを含む） この証拠によって、情報漏えいした
データを特定し、イベントの影響を計測できます。
• ソーシャルネットワークコミュニケーション：
ソーシャルネットワークコミュニケーション ソーシャルメディアサイト内のコミュニケーションを監視し、
これらの情報を攻撃イベントと相関付けする機能を提供します。Webアプリケーションのコンテンツ自体
をレビューし、イベントのフォレンジック分析に追加できます。
• データベース問い合わせとその応答のサイズまたは対象：
データベース問い合わせとその応答のサイズまたは対象 セキュリティイベントと、データベーストラン
ザクションログを相関付け、データベースセッション中に何が発生したかの詳細を示します。調査担当者
は、実行されたデータベース問い合わせと生成された応答の両方を確認できます。
• IM会話のコンテンツ：
IM会話のコンテンツ 調査担当者は、攻撃の動機と犯人の可能性がある人物を把握するために、攻撃
イベントと相関付けされたIM会話の詳細を確認できます。
McAfee ESMには、カスタマイズ可能なインターフェイスとハイパフォーマンスな問い合わせエンジンが搭
載されており、無制限の数のイベントとコンテンツデータの関係をドリルダウンし、詳細に基づいてリレー
ショナルデータマイニングを実行することができます。デフォルトですぐに使用できるビューは、分析の開始
点となります。このシステムはフォレンジックの完全性を維持します。ドリルダウンプロセスでもデータソース
は変更されないため、調査の結果として法務または人事部門のアクションが必要な場合でも、適切な保管
の継続性が維持されます。

McAfee ePolicy Orchestrator （McAfee ePO）
McAfee ePOは、マカフィーのエンドポイントセキュリティ製品と多くのマカフィーパートナーソリューションが
使用する一元的なポリシー/管理環境です。McAfee ePOエンドポイントエージェントは、セキュリティイベン
トの管理と調査を行う上で、有益な幅広い情報を提供します。すべては列挙できませんが、詳細な攻撃イベ
ントデータ、ホスト名、IPアドレス、MACアドレス、ユーザー名（Active Directoryから取得）、管理対象ノード
のOSとパッチレベル、管理対象ノードのアプリケーションインベントリ、ネットワークサービス、攻撃対策のス
テータス、コンプライアンス監査ステータス、脆弱性評価スキャンデータをはじめとする重要なパラメータを
提供します。

McAfee Network Security Platform （NSP）
McAfee Network Security Platform（NSP）は、インライン脅威の保護および緩和機能を提供するハイ
パフォーマンスな専用アプライアンスです。McAfee NSPは、ePOとの統合を通じて、ネットワークセグメント
と各エンドポイントをサポートし、重複して相互に機能を強化するセキュリティ環境を実現します。
フォレンジックの面では、NSPのReal Time Threat Analyzerが、ネットワーク攻撃からPC APと
Wiresharkのトレースを含む詳細情報を収集します。この情報には、攻撃名、攻撃元と標的のIPアドレス、
攻撃元と標的の国所在地、攻撃元と標的のレピュテーション情報（McAfee Global Threat Intelligence
データ）、ファイル脅威レピュテーション情報、ユーザー名、アプリケーション情報、プロトコル、関連するMS/
CVE番号などが含まれます。これらの詳細情報とホストイベントとの相関付けは、McAfee ESMを通じて、
およびMcAfee Host Intrusion Preventionを実行するエンドポイントを企業ネットワークのIDSセンサー
として機能させるMcAfee ePOとの双方向統合を通じて行われます。このユニークな機能により、ネット
ワークとエンドポイントの攻撃の相関付けが可能になります。
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オプションの統合
McAfee Data Loss Prevention（DLP）は、補足的な保護レイヤとフォレンジック機能を追加できます。
McAfee DLPに含まれるデータキャプチャテクノロジーでは、専用DLPネットワークアプライアンスを通過す
るすべてのトラフィックを収集して索引付けすることができます。キャプチャデータベースは、ネットワーク接続
時を振り返って疑わしいビヘイビアを特定できる機能により、フォレンジックを強化します。また、ネットワーク
接続のあらゆる要素（時間、ユーザー名、IPアドレス、プロトコルなど）に基づく検索文字列を使用して、履歴
データに対する詳細な検索を実行できます。ネットワーク接続時にポリシートリガールールを設定しておく必
要はありません。DLPポリシーをトリガーしないデータ転送は、索引付けされたままキャプチャデータベース
内に保管されるため、今後の分析で活用できます。
このアーカイブは、フォレンジックにおける保全性を維持し、安全な独自の環境内でネットワークフローを
コピーできるようにすることで、この文書で説明した機能を補完します。6TBの専用ストレージを持つ
McAfee DLPは、ネットワークトランザクションのすべての側面を記録します。また、攻撃が発生して成功し
た場合でもデータをネットワーク境界内に留めておくために、ポリシーに違反するトラフィックにDLP制御を
適用できます。ネットワークプロトコルはすべてサポートされており、ソースと宛先のIPアドレス、ソースと宛先
のユーザー名と電子メールアドレス、転送中に使用されたポートとプロトコル、時間、ネットワーク転送のコン
テンツ（完全な添付ファイルのコピーと完全なメッセージ本文とヘッダーを含む）を含むフォレンジック情報が
収集されます。この転送の試みの証拠を使用して、データ転送が失敗した場合でも、犯人と動機を断定す
ることができます。DLPキャプチャデータベースはネットフローやアプリケーションセッションデータに依存し
ないため、チェックポイントとしても使用でき、McAfee ESM内から単独で結論を裏付けることができます。
McAfee ePOは、EnCaseの製造元のGuidance Softwareのようなサードパーティとも統合します。
EnCaseを使用する企業は、法廷でも通用する徹底的なデジタル調査を実施することができ、導入と
レポート作成にはMcAfee ePOを使用できます。また、EnCaseはマカフィーの完全なディスク暗号化機能
と統合し、暗号化ディスク上での低レベルのフォレンジック調査も実行できます。

導入効果
フォレンジック分析では、小さな詳細情報が重要です。誰が、何を、どこで、いつ、に対する回答は重要です
が、セキュリティ侵害の影響を本当の意味で理解するには、より詳しいコンテキスト情報が必要です。マカ
フィーは、第一世代のログ収集SIEMテクノロジーの不足を補い、詳細な情報の把握を可能にします。
インシデント発生の数分後、ITスタッフは何が発生したかだけではなく、関与したユーザー、関与したユーザー
の社内における責務のレベル、発生したその他の関連イベント、アクセスされ、セキュリティが低下した可能性
があるデータ、データの受信者、受信者の所在地を正確に把握することができます。この包括的なビューによ
り、侵害の技術面の修復が可能になるだけでなく、インシデント中に機密データの漏えいが発生した際に必
要な被害の修復が容易になります。法務当局や人事部門の関与が必要な場合でも、データのフォレンジック
上の整合性が保持され、このレポーティング機能に基づいた報告や結論を法廷で活用することができます。
マカフィーは、ネットワークとエンドポイントのセキュリティを統合した後、この情報を豊富なコンテキストおよ
びコンテンツデータと相関付け、結果を出します。したがって、連動性のないセキュリティプラットフォームや
旧式のSIEMテクノロジーを使用する手法よりも的確かつ包括的にインシデントの影響を把握することが
可能になります。

Q&A
他の SIEM ベンダーを使用していますが、 このベンダーはマカフィーと同じ機能を提供できると主張してい
ます。 McAfee ESM はどのような点が特に優れているのですか。
大半の第一世代SIEMテクノロジーは、 OracleやMS-SQLなどの既存のデータベーステクノロジーを基
盤に構築されていますが、McAfee ESMは、データの相関付け、スピード、パフォーマンスを主眼において
一から設計された製品です。McAfee ESMは、汎用コンピューティングプラットフォームを使用するのでは
なく、ハイパフォーマンスな専用アプライアンスと独自のハイパフォーマンスファイルシステムを組み合わせ
て活用し、標準的なSIEMテクノロジーよりも数倍高速な問い合わせ速度を実現します。操作はすべて、大
半のOracleおよびSQL実装のようにRAMとディスクの組み合わせではなく、RAM上で実行されます。これ
により、処理速度と問い合わせへの応答が飛躍的に向上するため、McAfee ESMは数秒または数分で複
雑な問い合わせの結果を返すことができます。
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侵害の発生後にエンドポイントとサーバーを詳細に分析するフォレンジックツールを導入済みです。 なぜ
McAfee ESM が必要なのですか。
McAfee ESMは、フォレンジック分析ツールに取って代わるものではなく、攻撃イベントを関連付けることでフォ
レンジックレポートの機能を補完し、調査担当者の攻撃の影響への理解を深める製品です。McAfee ESM
は、イベントとコンテキスト情報の相関付け機能を使用し、標準的なフォレンジックツールよりも詳細な攻撃の
ビューを提供します。さらにマカフィーは、サードパーティのフォレンジックプロバイダーとの統合を通じて、推奨
フレームワーク内でこうしたツールを使用できるようにしています。
McAfee ESM を使用するためにインフラストラクチャー全体のリプレースが必要ですか。
この文書で説明したマカフィーの統合的なアプローチは特別の価値を提供しますが、フォレンジックの観点か
ら言うと、この文書で説明したメリットの多くは、McAfee ESMとサードパーティセキュリティベンダーのソリュー
ションを使用しても実現することができます。McAfee ESMは、お客様がエンドポイントおよびネットワーク
セキュリティのために使用しているほぼすべてのセキュリティプロバイダーの製品と連動できます。セキュリティ
インフラストラクチャーの拡張に合わせ、ハイブリッド型や段階的なアプローチを利用して、システムの停止を最
小限に抑えながら円滑に移行することができます。

追加情報
www.mcafee.com/esm （英語）
www.mcafee.com/us/partners/security-innovation-alliance/index.aspx （英語）
www.mcafee.com/us/services/strategic-consulting/incident-response-forensics/index.aspx （英語）
www.mcafee.com/kb （英語）
www.mcafee.com/japan/products/epolicy_orchestrator.asp
www.mcafee.com/japan/products/network_security_platform.asp
＊本書は 2012 年 10 月時点での情報です。 仕様等の変更が生じる場合や、 一部、 日本未発売の製品も含まれています。
詳細はお問い合わせください。
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