Technology Blueprint

ネットワークトラフィック
の内側
管理とセキュリティの盲点の排除
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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。

管理とセキュリティの盲点の排除
現状

平均的なユーザーは毎週約 4 時間、コンピューターでインターネットを利用します。また、
毎月閲覧するページ数は、 94 のドメインで 2,905 ページです。 そのうち 830 ページが
Facebook のページです 1。 また、 企業でインターネットの利用が最も多い時間帯は
ランチタイムです 2。
このような利用によって、 さまざまなネットワークトラフィックが生成されます。 トラフィック
には適切なものと不適切なもの、効率的なもの、帯域幅を無駄に消費するもの、暗号化
されたものなどがあります。 中には、企業をデータ損失の危機に晒すようなトラフィックも
あります。 インターネットの数千のサイトから受信するギガバイト単位のデータトラフィック
を良し悪しで振り分けることはできるのでしょうか。
課題
ネットワークセキュリティは、もはやポートとプロトコルの管理だけにとどまりません。アプリケーションの
検査、トラフィックパターン、難読化されたデータ、フルデータの分析なども含まれます。今ではルールを作成
して、特定のプロトコルに対して標準のポートを開放し、そのポート上で実行するアプリケーションを選択す
ることもできます。
効果的なセキュリティを考えるほど、アプリケーション、セキュリティリスク、帯域幅の利用、脅威の相互関係
を把握することが重要になります。それは、これらがネットワークアクティビティの大半を占めるからです。
環境で実行しているアプリケーションを把握し、実行を許可するアプリケーションを特定し、正確なルール
を作成する必要があります。これらを把握することによって、セキュリティツールを使用して不正なトラフィック
を排除し、パフォーマンスと効率を向上できるのです。目標は、ネットワーク内の通信を制御し、ネットワーク
内の状態を把握することです。そうすることで、過剰なトラフィックの排除、セキュリティの改善、帯域幅の
効率的な利用、脅威からの保護の強化が実現します。
既存のセキュリティアプリケーションとそのアプリケーションがネットワークのパフォーマンスや可視性に及
ぼす影響を考えてみてください。次のような問題があるはずです。
• 不正なトラフィック：
不正なトラフィック トラフィックの大半は、ポート80（HTTP）と443（HTTPS）を通過します。これらの標準
ポートをすべてのトラフィックに開放すると、不正なアプリケーションやマルウェアがネットワークに出入り
することになります。この場合、暗号化が死角になります。マルウェアや攻撃は一般的に、暗号化された
HTTPSの検知されないチャネルを経由して侵入します。
• ユーザーによる違反または不正な行為：
ユーザーによる違反または不正な行為 管理者は、不正（データ盗用やネットワークの偵察など）、ポリ
シー違反（ファイル共有サービスの利用など）または通常の業務での利用の範疇を超える行為（営業時
間外の活動など）を特定する第一歩として、ユーザーによって生成されるネットワークトラフィックのタイプ
を特定する必要があります。
• 危険なアプリケーション：
危険なアプリケーション ソーシャルメディア、インスタントメッセージ、ファイル共有、P2Pなどのネット
ワークアプリケーションにはさまざまなセキュリティリスクがあります。これらのリスクによって、データや
システムなどの資産が危険に晒され、社員の生産性が低下し、帯域幅が消費されます。
• 優先度の異なる複数の管理者：
優先度の異なる複数の管理者 多くの場合、ネットワークとアプリケーションのセキュリティでは、管理者
によって、セキュリティのアプローチが異なります。ただし、新しい技術によって、それらのギャップは埋め
られつつあります。そのため、この2つのチームが協力して、情報を相互に関連付けることで、より安全
で優れたネットワークを構築できます。たとえば、海外のサーバーにダイアルアウトして、難読化された
データストリームを使用するマシンにログオンしたユーザーを確認するためには、管理者がデータを
共有する必要があります。
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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。
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複数の異なる分析を必要とするネットワークの可視化

• I P Sの境界または中心のトラ
フィックを検 査する必 要があ
るか。ま た、両 側 で 検 査する
必要があるか。
• ネットワークで受信するSSLの
トラフィックを検査する必要が
あるか。
• 保 護 や 管 理 が 必 要 な ネッ ト
ワー ク セグメント の数（内部、
VPN、DMZ、PCI）。

解決策
ネットワークセキュリティは、標準ポートで特定のプロトコルの実行を許可し、エンドポイントのウイルス対策
に依存する古い方法から大きく変化しています。今では、ネットワークトラフィックを確認すれば、すべてを
特定できます。回線の中身を理解することで、環境の保護レベルを評価できます。
これまでは、トラフィックの変化を確認する方法が制限され、セキュリティがパフォーマンスに影響すること
が不満の原因となっていました。不正なアプリケーションのブロックや、ネットワーク上のすべての要素の
間で行われる通信を詳細に把握することはできませんでした。また、障害の原因となっていたイベントや
アプリケーションを検出することも困難でした。

• 現在使用している帯域幅。
• 既 存 の セ キュリ ティ スイー ト
では、IP、ファイルまたはURLの
レピュテーション情報が提供
されるか。

今では、運用効率やネットワークセキュリティは、管理ツールや分析ツールの効果的な使用などを含め、
最適なセキュリティ製品と手法を導入することで改善できます。
セキュリティツールによって、ネットワークの可視性が向上し、マルウェアを自動で検出できるようになれば、
運用環境が安定し、ビジネスもより効率化します。また、ユーザー、アプリケーション、相手先の関係を完全
に把握できるようになるため、どのような「次世代型」テクノロジーの導入とメンテナンスがリソースを圧迫
することはありません。
マカフィーでは、ネットワーク全体で多層の制御を行うことを推奨しています。次世代型のファイアウォール
によって境界で徹底した検知を行い、ポリシーの適用によって送信トラフィックのリスクを低減します。また、
このファイアウォールに次のような機能があれば、最新の攻撃もブロックできます。
• 環境内で実行され、ネットワーク帯域幅を消費しているアプリケーションを特定するアプリケーション
認識機能。
• 管理者が各ユーザーIDによって生成されるアプリケーショントラフィックを制御するためのユーザーIDを
認識する機能。この機能は、特定のマシン名やIPアドレスが不明であっても、アプリケーションを実行す
るユーザーを制限できる点で便利です。
• 不正なトラフィックをブロックし、管理者による環境への送受信の接続に関する調査を軽減するファイル
（コンテンツ）とソース（接続）のレピュテーション機能。
• ユーザーがログインしているデバイスを問わず、アプリケーションレイヤーのトラフィックを生成できるユー
ザーを制限する制御機能。
内部のネットワークを保護するネットワーク侵入防止システム（IPS）では、脅威が侵入する前に送受信の
リスクが特定および緩和されます。また、悪意の受信トラフィックが排除され、詳細な検査を必要とするトラ
フィックの量が削減されます。必要な機能は次のとおりです。
• シグネチャー、レピュテーションおよびビヘイビアインスペクションを使用して既知/未知の脅威から保護
• DoSとDDoSからの保護によりネットワークの高可用性を確保
• SSLトラフィックを複合化して、難読化した脅威を検査

ネットワークトラフィックの内側
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コアレイヤーで使用するIPSは、企業の最も重要な資産の保護にも役立ちます。IPSは内部ネットワークから
発生した内部の攻撃とデータベースなど、攻撃の標的となる資産の特定にも使用できます。
• シグネチャー、レピュテーションおよびビヘイビアインスペクションを使用して既知/未知の脅威から保護
• 社内ネットワークのノートPCなどのモバイル機器から発生する未知のマルウェアからの保護

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
これらの要件を満たすため、マカフィーのソリューションには2つの主要なコンポーネントがあります。それ
が、McAfee® Firewall EnterpriseとネットワークIPSであるMcAfee Network Security Platformです。
McAfee FirewallとこのIPSアプライアンスには、ネットワークの表示を最適化するアドオン機能がありま
す。McAfee SIEMなどのオプション製品を使用すると、ネットワークトラフィックの可視性が向上し、より
詳細な分析が行えます。
• McAfee Firewall Enterprise：
Enterprise Firewall Enterpriseは、アプリケーション検出とWeb 2.0の攻撃に
対して強力な保護を提供します。
» McAfee AppPrism®では、ネットワークで使用しているアプリケーションを確認できます。アプリケー
ションのシグネチャーをベースに、そのプロトコルとデータを観察してアプリケーションが判断されま
す。また、アプリケーションに関連する特定のデータパターンやプロトコルが特定され、多くの場合、
デフォルトの特定やポートの予測も行われます。アプリケーションから保護するため、Skypeや
TeamViewerのようにポートアジャイルなアプリケーションは制御またはブロックされます。暗号化さ
れたトラフィックは解読および調査されます。シグネチャーでアプリケーションを判断した後、ポリシー
が適用され、ルールに従って、追加の制御とマルウェア対策スキャンなど、他のセキュリティ機能が
決定されます。McAfee Global Threat IntelligenceTMを使用すると、Firewallでコンテンツ、接続
およびアプリケーションのリスクレベルの変化をリアルタイムで確認できます。
» McAfee Control Centerは、Firewall Enterpriseのオプションの管理コンソールです。管理者はファ
イアウォールのルールを作成して、1つまたは複数のファイアウォールに同時に適用できるため、ファ
イアウォールの管理が簡略化されます。Control Centerは中央の管理コンソールとして、ネットワー
ク上のマカフィーのすべてのファイアウォールを管理できるため、ポリシーの作成と適用を繰り返す
手間が省けます。
• McAfee Network Security Platform（NSP）
Platform（NSP）： McAfee NSPでは、パケットが詳細に検査され、各接
続に関するすべての情報が収集されます。また、シグネチャーとビヘイビア分析によって脅威が特定され
ます。McAfee Firewall Enterpriseと同様に、NSPでもAppPrismによってアプリケーションの特定と
検査を行います。IPSソリューションには統合管理コンソールのMcAfee Network Security Manager
（NSM）が含まれ、1つまたは複数のIPSアプライアンスの管理に使用できます。オプションのコンポー
ネントを追加すると、ネットワークアクティビティをより詳細に把握して迅速に対応できます。
» McAfee Network Threat Behavior Analysis（NTBA）では、リアルタイムのネットワークトラフィック
の流れを確認して、異常なビヘイビアを検出できます。また、正常なビヘイビアと異常なビヘイビアの
識別、しきい値の設定、しきい値を超えた場合のアラートの発信が行えます。アラートが発信される
と、管理者は受信した詳細なレポートとダッシュボードを使用して、即座に検査できます。
» McAfee Network Threat Response（NTR）では、難読化されたトラフィックを復号化して、リアル
タイムでトラフィックの流れを分析できます。また、PDFやMicrosoft Officeの文書など、一般的なファ
イルに隠された攻撃も検出されます。
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一般的な導入では、マカフィー製品で各ネットワークゾーンに保護の層を構築し、SIEMでイベントの内容を関連付けて
アクティビティの全体図を構成します。

オプション
マカフィーが提供するSIEMソリューション、McAfee Enterprise Security Manager（ESM）では、分析と
相互の関連付けにより、トレンドを把握できます。McAfee ESMを使用すると、管理者はファイアウォール
や環境内の他のデータソースからのイベントを相互に関連付けることができます。また、SIEMツールを
使用すると、調査とフォレンジックに時間を掛けずに問題の根本原因を特定できます。各アプリケーション
で生成されたトラフィックの量やトレンドなどの詳細が確認できるため、アプリケーションのトラフィックを
すべてのネットワークイベントに関連付けて、関連するインシデントまで追跡できます。McAfee ESMで
収集して関連付けたすべてのデータソースを活用すると、フォレンジックの観点からのイベントの完全な
全体像を簡単に確認できます。
McAfee Vulnerability Managerでは、ネットワークのすべての資産の脆弱性に関するより正確な情報
が迅速に提供されます。McAfee Vulnerability ManagerとMcAfee Network Security Managerを
統合すると、管理者は脅威をクリックするだけで、内部のホストに対する脆弱性のスキャンを実行できます。
また、内部のホストがMcAfee Network Security Platformで検出された脅威に対して脆弱であるか
確認できます。さらに、McAfee ePolicy Orchestratorと統合すると、内部のホストにインストールされた
マカフィーのセキュリティ製品を確認できます。それによって、セキュリティ製品が最新版であるか、また、
脅威からホストを保護するために追加のセキュリティ対策が必要であるかを判断できます。効率を向上さ
せるため、他のエンドポイント保護のためのマカフィーのソリューションとの統合もオプションで用意してい
ます。
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McAfee in Action
これらのシステムを連携させると、ネットワークトラフィックを確認して制御できるようになります。最初の
第一歩は、ファイアウォールでMcAfee AppPrismを実行して、使用しているアプリケーションを確認する
ことです。AppPrismには、1,100以上のアプリケーション（Facebookを含む）のカタログが含まれている
ため、ネットワーク上でトラフィックを生成したアプリケーションを即座に特定できます。マカフィーでは毎日
新しいアプリケーションを検出して、このカタログに追加しています。
カタログを見ると、置き換えたい機能があるはずです。McAfee Firewall Enterpriseでは、アプリケー
ションのブロックなど、ファイアウォールのルールでネットワーク接続を制御できます。AppPrismでは、
Facebook内のアプリケーションを機能レベルで制御できます。たとえば、ユーザーにFacebookへのログ
インを許可して、Facebookチャットでの発言や利用を防止することができます。ファイアウォールでは、ID
の統合を通して、管理者がユーザーベースのポリシーをアプリケーションに対して作成できるため、特定の
ユーザーグループに合わせて管理を調整できます。
たとえば、マーケティングの小規模なユーザーグループだけに、会社のFacebookのソーシャルメディア
キャンペーンのコンテンツへの投稿を許可する場合、マーケティングのユーザーを特定し、投稿を許可する
と同時に、その他のユーザーのFacebookへの投稿をブロックするルールを作成します。このように、危険
な利用を制限することで、攻撃される可能性を低減します。
アプリケーションの利用と帯域幅への影響に関する問題を解決するには、アプリケーションの特定やユー
ザーに対してアプリケーションベースのルールを作成するのと同時に、詳細な情報も必要です。各アプリ
ケーションによって生成されるトラフィックの量を理解して、トラフィックの傾向を確認する必要があります。
McAfee Enterprise Security Manager（ESM）では、トラフィックを監視および分析して、ネットワーク
イベントを相互に関連付けることができます。
イベント分析とルールの作成の主な問題は、アプリケーションがネットワーク、特に他のマシンにとって脅威
となるかどうかです。たとえば、ユーザーがFacebookのサイトで、友人から受信したメッセージへのリンクを
開いたとします。ユーザーが何気なくリンクをクリックすると、知らないうちに、バックグラウンドでソフトウェア
がインストールされます。
McAfee SIEM、ファイアウォールおよびIPS製品を使用すると、悪意のソフトウェアが生成するトラフィック
の量を確認でき、アプリケーションとイベントの分析に効果的な情報が提供されます。これには、送信元の
IP、宛先のIP、アプリケーション名、アプリケーションのカテゴリー、リスク評価、ポート、ゾーン、接続数、帯域
幅の使用が含まれます。
McAfee NSPを使用して、まず、IPSアプライアンスを通過する脅威の活動を確認します。次に、確認した
状況に合わせて、ファイアウォールとIPSに対するアプリケーションレイヤーのルールを微調整します。
たとえば、NSPのAppPrismでは、Facebookなどのアプリケーションの脅威に対するIPSポリシーを作成
することができます。
McAfee NSPでは、脅威を2つの方法で特定してブロックします。1つは、既知の脅威をブロックするための
シグネチャーベースのルールです。もう1つは、NSPでパケットの異常を検出するための詳細な検査です。
データやトラフィックに異常なパターンがある場合は脅威として処理されます。
これら2つのブロックのメカニズム（シグネチャーとビヘイビア）は、検出と修正のプロセスで使用します。IPS
Threat Analyzerを起動して、環境内の既知の脅威のリストを表示します。Threat Analyzerでは、リアル
タイムまたは過去のトラフィックのスナップショットを確認できます。
また、McAfee SIEMのESMコンソールも確認します。McAfee ESMの便利なダッシュボードには、
ネットワークイベントの相関関係が表示されるため、イベントごとの使用を簡単に確認できます。また、アプリ
ケーションのアクティビティに対し、ソースから標的までのフォレンジック分析が行えます。NSPコンソールと
McAfee ESMコンソールを使用すると、アプリケーションのアクティビティの確認作業が最初から最後まで
すべて行えます。
McAfee NSPのオプションのNetwork Threat Behavior Analysis（NTBA）では、アプリケーション、
利用、脅威および異常なビヘイビアをネットワーク全体で確認できます。たとえば、Facebookからダウン
ロードされた悪意のあるアプリケーションに関する詳細情報を抽出できます。個々のホストの脅威レポー
トでは、ネットワークトラフィックのパターンやネットワーク内のホストからホストへの通信を確認できます。
悪意のあるアプリケーションでは多くの場合、トラフィックにスパイクが生成されます。スパイクがしきい値
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を超えた場合は、NTBAからアラートが発信されます。管理者にはネットワーク全体に関する多くの情報が
提供されるため、NTBAダッシュボードで検査の大半が完了します。
Facebookの脅威を特定および緩和する場合、次のように製品を組み合わせて使用します。
• ユーザーが気づかないままアプリケーションをダウンロードします。
• 悪意のあるアプリケーションがネットワーク内の他のホストと通信を開始し、中国のIPアドレスに向けて
標準のHTTPトラフィックが生成されます。
• ネットワーク管理者がNTBAダッシュボードでトラフィックスパイクを確認します。
• NTBAダッシュボードでは、環境における脅威としてホストの一覧が作成されます。
• ファイルをダウンロードしたホストからは大量の送信トラフィックが生成されます。
• 管理者がそのホストからトラフィックを生成しているアプリケーションを特定します。
• 管理者がホストに関する詳細情報を必要とする場合、NTBAダッシュボードでそのホストを「右クリッ
ク」すると、McAfee ePOからホストに関する情報が読み込まれて表示されます。ホストには最新の
VirusScan DATファイルはありません。そのため、管理者は悪意のあるソフトウェアを取り除いて、脅威を
阻止するには、ホストを更新して修正する必要があることがわかります。
• また、IPSコンソールでは、各ホストの地域別の接続とともに、ホストとアプリケーションの詳細なトラフィッ
クパターンを表示できます。
• McAfee Firewallコンソールを使用して、ファイアウォールのルールを調整し、そのユーザーに対する
悪意のあるアプリケーションをブロックします。また、中国企業とは取引関係がないため、中国への接続
もすべてブロックします。これらの手順によってセキュリティが強化され、将来、類似の問題が発生するの
を防止できます。

導入効果
McAfee Firewall EnterpriseとMcAfee Network Security Platformを両方導入すると、アプリケー
ション検出、トラフィックパターンの表示、ネットワーク内の死角の排除が可能になり、最初に説明した主な
懸念が解消されます。McAfee ESMやMcAfee Vulnerability Managerなどのセキュリティツールを
追加すると、McAfee NSPとMcAfee Firewallでより詳細な情報を表示できます。
マカフィーのソリューションを使用すると、ネットワークのユーザーとその行為を把握して、会社のポリシーに
違反していないか確認できます。そのため、セキュリティが強化され、環境における脅威への対応にかかる
時間を削減できます。また、運用効率が向上し、ネットワークをより詳細に確認することができます。
ネットワーク内の死角を特定して、ネットワークトラフィックをより厳格に制御すると、社内外の脅威が最小化
されます。このような情報があれば、運用上のセキュリティやリスクに悩まされずに、他のITイニシアチブを
進めることができます。

Q&A
McAfee Firewall Enterprise には IPS は含まれていますか。
はい。McAfee Firewall Enterpriseでは、侵入防止機能を提供していますが、NSPアプライアンスと同じ
シグネチャーは使用しません。Firewall IPSのコンポーネントはNSPのために開発されたIPSソリューション
ほど強力ではありません。FirewallのIPS機能は小規模の環境を対象としており、多くの場合、ゾーン間の
内部のトラフィックの検査に使用されます。
このソリューションを使用するには、 エンドポイントにソフトウェアをインストールする必要がありますか。
いいえ。McAfee FirewallとNetwork Security Platformは、いずれもホストと直接通信を行わない
ネットワークアプライアンスです。McAfee Network Security Managerからホストの情報を読み込んで
評価に使用する場合、McAfee ePolicy Orchestratorと統合されたエンドポイントを使用します。
ネットワークフローのデータは SIEM ツールに読み込めますか。
はい。McAfee ESMはマカフィー製品とマカフィー以外の製品のどちらとも統合できるため、企業全体
のデータを1つのコンソールで相互に関連付けることができます。また、マカフィーは他のSIEMやソリュー
ションプロバイダーとも提携しているため、分析やフォレンジックにデータを使用できます。

ネットワークトラフィックの内側

7

追加情報
www.mcafee.com/japan/products/epolicy_orchestrator.asp
www.mcafee.com/japan/products/network_security_platform.asp
www.mcafee.com/japan/products/firewall_enterprise.asp
www.mcafee.com/ntr （英語）
www.mcafee.com/japan/products/siem/
＊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。

著者について
Josh Thurston はマカフィーのセールスエンジニアです。適切なセキュリティソリューション、構成およびベストプ
ラクティスをお客様に提供し、さまざまな企業のセキュリティを改善し、重要なデジタル資産を保護しています。
また、セキュリティの専門家として、Oracle、Wal-Mart、CVS、WalgreenをはじめとするFortune 100社の多く
の企業のセキュリティに貢献しています。
セールスエンジニアの前は、マカフィーのプロフェッショナルサービスの一員として、アーキテクトを支援し、国防
総省や情報コミュニティにセキュリティソリューションを提供していました。また、McAfee Universityでベスト
プラクティスのドキュメントの作成、トレーニングおよび認定プログラムにも取り組んでいます。

1 http://blog.nielsen.com/nielsenwire/mediauniverse/
2 http:// timesofindia.indiatimes.com/business /india-business /Internet-usage -peaks- during- of fice -lunch-hrs /
articleshow/8741252.cms
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