
XDR 基本ガイド
SecOps を再定義するテクノロジ、	
XDR(拡張ディテクション&レスポンス) の	
基本をご説明します。
	
パロアルトネットワークスの産業向け基本ガイド
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はじめに
重要なデータを保護するという課題のハードルは、年を追うごとに高くなっています。クラウドや IoT の普及に
代表されるように、テクノロジのトレンドは進化を続けていますが、その弊害として、企業の機密データが巧妙
な攻撃者に狙われやすくなっています。さらに攻撃者は、クラウドや IoT を悪用して攻撃能力を高め、攻撃範囲
を広げており、同じ攻撃をいとも簡単に繰り返しています。

新しい脅威が登場するたびに、セキュリティ チームはさまざまなツール、プロセス、人材配置モデルで対抗しよ
うとしていますが、それを上回る勢いで脅威の数も増え、質も向上しているのです。既存のシステムに新機能を
追加し続けていても、連携が不十分なツールの寄せ集めにしかなりません。それらを利用するには、膨大な時間
と労力と経験を必要とします。そのため、経験の浅いアナリストに、途切れることのないセキュリティ アラート
のトリアージという無理難題が押し付けられることになります。しかも、大抵は十分なトレーニングやツールキッ
トさえ提供されることがないのです。コンテキスト情報がほとんど与えられないまま無限とも言えるアラートに
対応しなければならないセキュリティ チームは、もはや暗中模索です。スピードの点で攻撃者に勝てるわけがあ
りません。こうした企業の脆弱性は、極度に低下していると言わざるをえません。

「XDR」は、こうした複雑化する脅威環境への対策として生まれた市場カテゴリです。基本的には、「単独の脅威
経路ではなく、企業インフラストラクチャのあらゆる脅威経路 (ネットワーク、エンドポイント、クラウド) をカ
バーする、脅威のディテクション、調査、およびレスポンス ソリューションの 1 カテゴリ」と定義できます。
XDR ツールの統合を進めると、ツールの基盤となる機械学習モデルも、ツールを活用するセキュリティ アナリス
トも、可視化できる領域と得られるインサイトの範囲を広げることができます。

「サイバー犯罪は、 
世界のあらゆる 
企業にとって 
最大の脅威です」
—Ginni Rometty 氏 (IBM、CEO)

https://www.ibm.com/blogs/nordic-msp/ibms-ceo-on-hackers-cyber-crime-is-the-greatest-threat-to-every-company-in-the-world/
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このガイドについて
このガイドでは、XDR というカテゴリに関する概要と、XDR が企業にもたらす影響について、XDR に初めて触
れる方に向けて解説します。具体的には、XDR の定義、XDR の主要機能、考えられる使用例、主なセキュリティ 
オペレーション機能に対する影響などについて説明します。このガイドを通じて、次のことを学べます。

• 何が XDR で、何が XDR ではないのか
•  従来のディテクション & レスポンスツールに対する強み
•  XDR ソリューションを選ぶときには、どの機能に注目すればよいのか 
•  セキュリティ運用の簡素化および改善に XDR はどう役立つのか

課題
高い頭脳と悪意を持った集団によるデータ侵害や攻撃被害は、毎日数え切れないほど報告されています。それは、
社会全体が彼らの存在を当然のように感じているレベルです。ビジネスの世界でも、「知ると知らないとにかかわ
らず、この瞬間も攻撃者は足元に潜んでいる」といったような言葉が、半ば事実として、半ばジョークとして語
られています。ただし、攻撃が日常茶飯事になったからといって、危険性が減ったわけではありません。現実に
は、この瞬間も攻撃者がお客さまの環境で活発に活動し、甚大な被害を与えようとしています。このことはセキュ
リティ オペレーションの専門家にとっては常識です。データ損失を未然に回避するため、彼らはできる限りのス
ピードと効率性で懸命に攻撃を検出し、対応しています。

しかし、彼らは苦戦を強いられています。攻撃者たちの戦術と手法がますます高度化しているからです。彼らは
すでに、ファイルベースのマルウェアをまったく使わずにデバイスに侵入できるほど進化しています。承認済み
システム ファイルの侵害、デバイスのレジストリへの攻撃の挿入、PowerShell などのユーティリティの不正利用
など、攻撃者のアプローチは多様化しており、これまで以上に致命的な被害をもたらす新種の攻撃手法の増加に
よって、新しいディテクション戦略・戦術の必要性が高まっています。

毎日約 400 万件の 
デジタル レコードが 
侵害され、 
盗まれています
—Cybersecurity Ventures

https://cybersecurityventures.com/cybercrime-diary-whos-hacked-list-of-q3-2018-data-breaches-and-cyberattacks/
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図 1: 段階的な攻撃の例

攻撃者の活動

•  80 番ポート上で企業の DMZ をスキャ
ン。活動がすぐに検出されないよう、ス
キャンは 1 週間にわたり一定の間隔を
あけて行われた。その結果、Web サーバ
に入口を発見

•  その Web サーバのフルスキャンを実行
し、他の使用可能なポートとサービスを
確認

• Web サーバのバグを悪用し、サーバの制
御を奪う

•  サーバを制御して mimikatz を実行し、
管理者権限を取得

•  サーバ上の設定ファイルを確認し、バッ
クエンド データベースの場所を特定 

•  データベースにクエリを送り、結果を
ローカルファイルに保存

•  収集したデータを認可/承認されたクラ
ウドストレージ上にアップロード

•  データベースから取得したデータを格
納したファイルを削除し、ローカルのロ
グを消去

•  セッション終了。データと資格情報を盗
み出す

>__

最初のアクティビティ
7 日間にわたる

多数のセッション 目的 抽出

攻撃者が
リモート ポート 
スキャンを実施

Web サーバを発見 制御と資格情報の
奪取

目的の達成 アクセスを利用 データの盗難

ネットワーク データ

エンドポイント データ

クラウド データ
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両立しにくい 2 つのニーズ
組織が一歩先を行くセキュリティ能力を備えるには、効果的なツールと有能なセキュリティ アナリスト チー
ムの 2 つが必要になります。しかし残念ながら、テクノロジと人材の最適なバランスが実現できている例は
めったになく、むしろ例外と言えるでしょう。 

ディテクションと防御のテクノロジが生成するアラートは 1 日で数百件から数千件にも達します。これはセ
キュリティ チームの人員補充で対処できる数字ではありません。また、アラートの生成ソースは相互に分断さ
れているため、複雑なパズルを組み合わせる作業はアナリストの仕事になります。一般に、潜在的な脅威の分
析には次のような手順が必要です。

1) 発生した可能性がある事象を割り出すため、入手可能なログ データの横断的な確認を開始する。
2) 脅威インテリジェンス ソースとの照合を手作業で行い、さまざまな兆候が既知の不正行為に該当するかど

うか判定する。
3) 情報の不足部分を特定し、さらなる攻撃の足跡を示している可能性のあるデータを探す。
4) アラートへの新しい情報リンクに同僚のチーム メンバーが対処しているかどうかチェックし、作業を連携

させる。
5) アラートに必要な処置 (エスカレーション、破棄、即時対応、クローズ) を判断する。

これらの手順をすべて完了するには、かなりの時間と数々のツールが必要です。にもかかわらず、これによっ
て完了するのはトリアージの作業でしかありません。その結果、アナリストの日常業務では、最優先のアラー
トに対処する時間しか残されません。一切顧みられることのないそれ以外のアラートの数を考えると、安心ど
ころか恐ろしくなるのではないでしょうか。

企業の 69% は、 
ウイルス対策 
ソフトウェアで 
環境に対する脅威を 
阻止できると 
信じていません
—Ponemon Institute

https://www.ibm.com/jp-ja/security/data-breach
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また、セキュリティ アナリストがアラートのトリアージを担当する際、十分なコンテキスト情報が提供さ
れることはほとんどありません。その中で、攻撃が企業にもたらす実際のリスクを判断しなければなりま
せん。このため、アラートの追加検証が必要な場合は、情報と技術が豊富に揃った別のグループにエスカ
レーションされることになり、必要な時間、人員、リソースはさらに増えます。こうして、いたるところで
非効率が生じることになるのです。

API を利用したディテクション & レスポンスのデータ統合を試みる企業も多く見られますが、その多くで採
用される SIEM (セキュリティ情報 & イベント管理) ツールは非常に高額です。また、SIEM を中核とするセ
キュリティ オペレーションでは、ログ データを集約するための解析と正規化の過程で、重要なコンテキス
ト情報が抜け落ちてしまいます。ログ データの一元化に成功しても、表示される情報がセキュリティ チー
ムにとって意味を持つ形で整理されているわけではありません。そこでジュニア アナリストを駆り出して
データから意味を見出そうにも、彼らが利用できるツールの多くは、有益な情報が埋め込まれたソース デー
タからは切り離されています。

ディテクション & レスポンス機能のアウトソースを選ぶ企業もあるでしょう。委託対象が機能の一部か全
部か、委託先がマネージド セキュリティ サービス プロバイダ (MSSP) か、脅威対策を専門とするマネージ
ド ディテクション & レスポンス (MDR) ベンダーか、という違いはありますが、こうした機能のアウトソー
スが悪いわけではありません。特に、セキュリティ関連の予算が限られているチームや、自社のセキュリ
ティを管理するつもりもリソースもないチームの場合はなおさらです。ですが、組織で包括的な可視性と管
理を実現したいのであれば、ツールが足りないというだけで、セキュリティのアウトソースに固執すべきで
はありません。委託先セキュリティ チームのテクノロジ スタックに対する懸念は、自社の場合とまったく
同様に発生します。ベンダーがツールをアップデートしていなければ、自社のセキュリティ チームが悩ま
されたのとまったく同じ非効率性の問題を、今度は彼らが抱えることになるだけです。
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本当に必要とされているのは何か。それは、アラートの総数を削減できるだけでなく、経験の浅いアナリス
トでも独力で効率的かつ確実に脅威を評価できて、忠実度の高いアラートだけをシニア アナリストにエス
カレーションできるような、一連のテクノロジ セットです。 

• 標的型攻撃
• ロー & スロー攻撃
• 内部犯

ファイルレス攻撃

>...

ゼロデイ攻撃

>...

回避型マルウェア既知の脅威

>...

容易に実行可能な攻撃

高度で被害が大きい攻撃

図 2: ディテクション&レスポンス	ツールは、高度な攻撃を阻止できるように設計される
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プロテクションのためのテクノロジ、 
ディテクション & レスポンス
攻撃の成功を未然に阻止するという最終目標は変わりませんが、インフラストラクチャに巧妙な手口で潜入
してその目的を果たす攻撃者が一定数存在することは事実であり、組織はそれに備える必要があります。現
在の市場では、防御対策をすり抜けた脅威の特定を支援する、ロギング、ディテクション、レスポンス用の
各種ツールが、セキュリティ チーム向けに提供されています。これらのツールにはそれぞれ長所と短所があ
りますが、ファイルベースの既知のマルウェア、インフラストラクチャの一部分だけを対象とする攻撃など、
シンプルな攻撃には総じて役に立つと言えるでしょう。しかしこれらの大部分は単一目的に最適化されてお
り、複雑かつ体系的な攻撃活動に対処する性能はいずれも持ち合わせていません。このためセキュリティ 
チームの多くがディテクション & レスポンス ツールに助けを求めることになります。このセクションでは、
そうしたツールを紹介します。

EDR と EPP
Gartner の定義 : エンドポイント ディテクション & レスポンス (EDR) ソリューションは、エンドポイントシ
ステムレベルでの動作の記録と保管、各種データ分析手法に基づくシステムの疑わしい動作の検出、コンテ
キスト情報の提供、悪意のあるアクティビティのブロック、感染システムを復元するための修復策の提案を
行うソリューションです。EDR ソリューションには、次の 4 つの主要機能を提供することが求められます。

• セキュリティ インシデントを検出する 
•  インシデントをエンドポイントで封じ込める 
•  セキュリティ インシデントを調査する 
•  修復のためのガイダンスを提供する

IDC の予測では、 
セキュリティ関連の 
支出は、2022 年までに 
年平均成長率 9.9% で 
増加していく見込みです
—『Worldwide Security Spending 
Guide』(IDC)

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44370418
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44370418
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EDR はエンドポイントに特化しているため、単独では企業環境の脅威ディテクションに対応できません。IoT、
BYOD、ICS、スイッチ、ルーター、サーバなどのデバイスにエージェントをインストールしない限り、デバイス
やクラウド リソース (ワークロード、クラウド ネットワーク、PaaS など) のネットワーク トラフィックを可視化
できないのです。また、企業環境の多くで、EDR エージェントをサポートしない管理外のエンドポイント デバイ
スが使用されています。このため、攻撃者が監視対象外のエントリ ポイントを悪用する可能性は避けられません。

EPP
Gartner の定義 : エンドポイント プロテクション プラットフォーム (EPP) は、エンドポイント デバイスに展開さ
れるソリューションです。動的なセキュリティ インシデントとアラートへのレスポンスに必要となる、ファイル
ベースのマルウェア攻撃に対する防御、悪意のあるアクティビティの検出、および調査機能と復旧機能の提供を
担います。

ディテクション機能は製品によって異なりますが、高度なソリューションの場合、静的 IOC や動作分析をはじめ
とする複数のディテクション技術を利用します。望ましい EPP ソリューションの条件は、第一にクラウド マネー
ジドであることです。それによって、アクティビティ データの継続的な監視と収集だけでなく、リモートでの修
復作業が可能になります。しかも、企業ネットワーク上のエンドポイントにも、オフィスの外にあるエンドポイン
トにも対応できます。さらに、こうしたソリューションではクラウド上のデータを活用できます。つまり、エン
ドポイントのエージェントが、既知のあらゆる IOC のローカル データベースを維持する必要がありません。代わ
りに、クラウド上のリソースを確認して、分類不能なオブジェクトに対する最新の判定を取得できます。

SIEM
Gartner の定義 : セキュリティ情報/イベント管理 (SIEM) は、セキュリティ イベント、および他のさまざまなイ
ベント ソースとコンテキスト データ ソースを (ほぼリアルタイムで、および過去に遡って) 収集・分析し、脅威
ディテクション、コンプライアンス、セキュリティ インシデント管理を支援するテクノロジです。中心となる機
能は、広範にわたるログ イベントの収集と管理、孤立した各種ソースから得られるログ イベントその他のデータ
の分析、オペレーション用機能 (インシデント管理、ダッシュボード、レポートなど) です。

エンドポイント ディテク
ション & レスポンス (EDR)
は 2013 年に初めて登場し
ましたが、当初の目的は
フォレンジック調査の支援
でした。マルウェアを 
リバース エンジニアリング
して侵害されたデバイス上
の攻撃内容を正確に把握す
るために、エンドポイント
の詳細なテレメトリが必要
だったのです



11   Cortex by Palo Alto Networks | XDR 基本ガイド

数多くの企業が、セキュリティ予算の大部分を SIEM ツールに投じ、セキュリティ デバイスとサーバ環境か
らログを収集しています。当初の SIEM は主にコンプライアンス報告のためのログ コレクタとして設計され
ていましたが、その後の機能拡張によって脅威ディテクションなどの用途にも対応するようになり、現在は
多くのセキュリティ オペレーション センターでアラートの一元管理リポジトリとして活用されています。

SIEM なら、数多くのセキュリティ デバイスやネットワーク デバイスからのアラートと、一般的な攻撃に関
するアラートを一元的に集約できますが、より高度なディテクション機能を SIEM で実現するのは容易では
ありません。SIEM は、システムに登録されたルールに従って特定の攻撃を検出することしかできないため
です。つまり、高度な知識を持つ攻撃者が新しいパターンで攻めてきた場合、SIEM はおそらくその攻撃を
阻止できません。そのうえ、SIEM による分析で使用されるログには、アラートの検証に必要なコンテキス
トがほとんど含まれません。

NDR と UEBA
Gartner の定義 :

ネットワーク ディテクション & レスポンス (NDR) ソリューションでは、主に非シグネチャ ベースの技術 (機
械学習、またはその他の分析技術など) を利用して、企業ネットワーク上の不審なトラフィックを検出しま
す。NDR ツールは、生のトラフィックやフロー レコードを継続的に分析し、通常のネットワークの動作を反
映したモデルを構築します。

ユーザー/エンティティの振る舞い分析 (UEBA) では、多様な分析手法に基づくプロファイル分析と異常ディ
テクションが可能です。通常は、基本的な分析手法 (例: 署名、パターン マッチング、簡易な統計に基づく
ルールなど) と最先端の分析手法の組み合わせが使用されます。ベンダーは、この分析パッケージを使って
ユーザーその他のエンティティ (ホスト、アプリケーション、ネットワーク トラフィック、データ リポジト
リなど) のアクティビティを評価し、潜在的なインシデントを特定します。

Gartner のデータによると、 
IT 支出の最も多くを 
セキュリティが占め、 
セキュリティ支出の 
最も多くをディテクション
& レスポンスが 
占めています
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NDR や UEBA などの、より新しいカテゴリのセキュリティ
分析ツールも、未知の脅威の検出における SIEM の課題を克
服するために登場しました。これらのツールの特徴は、収
集したテレメトリと機械学習を活用してベースラインのア
クティビティを構築し、異常な活動を探索して、悪意のあ
る動作の兆候を特定する点にあります。これらのテクノロ
ジでは、通常とは異なるトラフィック パターンを識別する
ことで、組織での過去に情報がない攻撃の特定を可能にし
ています。

一方、これらのツールにも限界はあります。ネットワーク
ベースの製品は範囲がネットワークに制限されるため、
エンドポイントで収集されるプロセス情報といったローカ
ル イベントを監視・追跡することはできません。また NDR
では「深度」が大きく制限されます。EDR を「狭く深い」と
定義するなら、NDR は「広く浅い」と言えるでしょう。UEBA
ツールには、脅威を監視および検出し、それらの脅威を分
析してユーザーにリスク スコアを割り当てるための、サー
ドパーティのログが不可欠です。サードパーティ ツールの
ディテクション ミスが発生した場合や、インフラストラク
チャの特定部分のログを記録していなかった場合、UEBA の
有効性は失われてしまいます。

 

無数のアラートが作成され、
攻撃を効果的に阻止できない

データの収集と相関付けは
アナリストの手作業任せ

必要なデータを集めきれないことが
多く、盲点が生まれる

脅威インテリジェンス クラウド セキュリティ

図 3: ツールのサイロ化が、調査とレスポンスを遅らせる
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現状認識
悪意のあるアクティビティを特定・確定して複雑な最先端の攻撃に対抗するには、複数のデータ ソースを分
析することが欠かせません。特定の側面に特化したツールを複数導入することは、セキュリティ チームの予
算を大幅に圧迫するだけでなく、潜在的なセキュリティの盲点を生むことにつながります。コンソールを切
り替えながら攻撃を分析する作業になるため、セキュリティ アナリストによる手作業の負担も甚大です。 

451 Research の調査によれば、セキュリティ チームの 76% が、少なくとも 1/4 の攻撃を手作業の脅威捕捉
によって確認しています。残念ながら、彼らが攻撃を検出するために配備しているテクノロジとプロセスが
本来の目的を十分に果たしていないことは明らかであり、環境内のコンポーネントの完全な可視化・分析を
実現しない限り、いくつもの脅威がこれからも見落とされるでしょう。

セキュリティ スキルのギャップを埋める
脅威ディテクション ツールの精度と包括性を高めたとしても、受信するアラートや潜在的なインシデントに
対処するには、さらなる検証とトリアージができる有能なレスポンダー (対応担当者) が必要です。残念なが
らこうしたセキュリティ実務者の数は足りておらず、ここに生じる大きなスキル ギャップ・能力不足が、企
業が攻撃者に追随できない原因になっています。

ESG Research による 
調査対象企業の 66% が、 
複数の独立した 
ポイント ツールが原因で、 
脅威ディテクション & 
レスポンス体制が本来の 
能力を発揮できていないと 
感じています
—ESG

https://www.esg-global.com/blog/a-promising-new-chapter-in-detection-and-response-tools
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現在の攻撃者は、高度に自動化された攻撃を活用して脆弱性を発見し、企業環境に潜入して足場を築く能力
をすでに身につけていますが、こうした状況がスキル ギャップの拡大を加速しています。なぜなら攻撃者
は、企業によるセキュリティ担当者の配備よりも早く低コストで、彼らの武器である自動化ツールキットの
機能と範囲を拡張できるためです。企業が探すべきなのは、反復タスクの自動化と容易な調査を可能にし、
分析スキルの向上さえも支援する、経験の浅い担当者の能力を効率的に引き上げられるようなツール群
です。

多くのエンタープライズ環境が複数の監視ソリューションから大量のアラートを受信していますが、実際は
ノイズの増大による生産性の低下に苦しめられているというのが現状です。最先端のディテクション ソ
リューションを実現するには、アラートの数を増やすことではなく、確度の高い、行動につながるアラート
を提示することが必要です。そのためには、現在使用しているあらゆるディテクション テクノロジを統合
するだけでなく、エンドポイント、ネットワーク、クラウドのデータを分析し、環境に対する攻撃行為を検
出・検証できる高度な分析機能も統合する必要があります。 

現在、米国における 
サイバーセキュリティの
求人は 300,000 件以上 
あり、この数字は 
今後数年でさらに 
大幅に増えると 
予測されています
—Cyberseek

https://www.cyberseek.org/heatmap.html
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XDR の定義
XDR (拡張ディテクション & レスポンス) は、より包括
的で高度なディテクション & レスポンスを、という声
に応えるために登場した新たなソリューションです。

「X」は「拡張」という意味ですが、具体的には「あら
ゆるデータ ソース」ということです。そこには、イン
フラストラクチャの個々のコンポーネントを単独で検
証しても非効率で効果が薄いという、これまでの反省
が込められています。XDR は機械学習と動的分析技術
を活用して、SIEM、UEBA、NDR、EDR の機能と成果
を融合します。

ただし、ディテクション & レスポンスの未来は XDR
にあると言えるためには、私たちが日々直面している
主な課題を XDR が克服できる必要があります。このこ
とを念頭に、ここまで挙げてきた課題に基づいて、XDR
に求められる要件を定義していきましょう。

図 4: XDR は、従来のディテクション&レスポンスにおけるサイロ化を克服する

あらゆる脅威を
特定・捕捉

防御策で対応・
防御策を調整

調査を
自動化・簡素化

クラウドベースのログ データとインテリジェンス

ネットワーク エンドポイント クラウド

3

2

1

実用的なインサイトを獲得し、
SecOps を支援

大規模分析のために
ストレージを最適化

通信、ログ、ユーザー、
アプリケーション テレメトリなど、
あらゆるアクティビティを収集 
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要件 1: 脅威防御による攻撃の阻止
XDR の基本は、鉄壁の脅威防御です。XDR ソリューションは、自動で防御可能な攻撃の 99% 以上を正確に
防御できる必要があります。業界最高クラスの脅威防御によって、お客さまのチームは隠れた脅威の特定と
阻止に注力できるようになります。従来のように、脆弱な防御をバイパスしたすべての攻撃を、時間をかけ
て調べなくても済むのです。 

エンドポイントに対する脅威を阻止するには、次世代アンチウィルス (NGAV) を統合した強固なソリュー
ションを選ぶ必要があります。すなわち、初期のエクスプロイト攻撃によるマルウェアのインストールから、
最終的にマルウェアを実行して行われる悪意ある活動までの、攻撃のあらゆる段階を検出して阻止すること
のできる NGAV です。各防御レイヤーは、回避技術に対抗できる能力を持つとともに、最新の脅威を捉えら
れるよう進化し続けていく必要があります。また、攻撃対象領域を縮小し、エンドポイント保護機能 (ホス
ト ファイアウォール、デバイス制御、ディスク暗号化など) により機密データを保護することのできる、XRD
ソリューションを選ぶ必要があります。

要件 2: ネットワーク、エンドポイント、クラウドすべてを分析し、 
ステルス型脅威をスピーディに検出
脅威を緩和するには、可視化が鍵になります。脅威を認識できなければ調査をすることも、もちろん阻止す
ることもできません。攻撃者は、クラウドと機械学習を駆使した多層型の攻撃活動を展開することで、持続
性を獲得し、機密データや知的財産を盗み出します。そのため XDR は、次に示す機能をすべて備えていなけ
ればなりません。

ハッカーの 88% は、 
12 時間以内で 
ターゲットに侵入できると 
確信しています
—Nuix( 協力 : NBC)

https://www.mynbc5.com/article/how-long-does-it-take-to-steal-your-data-just-12-hours-hackers-say/8979556
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広範にわたる可視化と、コンテキストの理解
サイロ化したポイント製品がもたらすサイロ化したデータは、もはや役に立ちません。少なくとも攻撃者と
同等の俊敏性が自社環境で実現されていなければ、彼らとの戦いを有利に進めることは難しいと思ってくだ
さい。XDR には、エンドポイント、ネットワーク、クラウド環境のテレメトリを統合し、環境全体の可視化
とディテクションを可能にする機能が必要です。さらに、これらのデータ ソースを相互に相関付け、さまざ
まなイベントの関係性を明らかにして、特定の動作の疑わしさをコンテキストに基づいて判定できるような
機能も必要です。

データ保持
しつこい攻撃者の存在も忘れてはなりません。彼らは、攻撃のペースをあえて停滞させ、攻撃の邪魔になる
ディテクション テクノロジのログの保持期間が切れるのを待てば検出されにくくなる、ということさえ把握
しています。XDR はこのような回避策を簡単に許してはなりません。ディテクション システムは、ネット
ワーク、エンドポイント、クラウドのデータの収集・相関付け・分析を、履歴データを 30 日以上保持でき
る単一リポジトリで実施する必要があります。

内部と外部、両方のトラフィックの分析
従来のディテクション技術では主に外部の攻撃を警戒していましたが、これでは潜在的な攻撃者の全体像は
捉えきれません。境界の向こう側からやってくる攻撃だけを見ていては不十分です。内部のユーザー層を把
握・分析して異常な振る舞いや悪意が疑われる振る舞いを探索し、資格情報の不正利用を特定することも、
ディテクション技術に欠かせない役割です。

高度なサイバー攻撃を 
迎え撃つ自信があるという
企業は、わずか 38% に 
過ぎません
—Cybint

https://www.isaca.org/Pages/Cybersecurity-Global-Status-Report.aspx?utm_referrer=
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統合された脅威インテリジェンス
未知の攻撃への対処も想定しなければなりません。適切なバランスで未知の脅威に備えるには、別の企業が初めて遭遇した (= 既知になった) 攻
撃の情報を活用することが有効です。つまりディテクション テクノロジでは、エンタープライズ環境のグローバル ネットワークから得られる
脅威インテリジェンスを利用できる必要があります。この拡張ネットワーク内の企業が未知の攻撃を特定した場合、その攻撃の情報を利用して、
以降の同じ攻撃を特定することができます。

カスタマイズ可能なディテクション
あらゆる企業を防御するといっても、システム、ユーザー層、攻撃者がそれぞれ異なるという問題が発生するのは避けられません。ディテク
ション システムには、環境固有のニーズに応じてきめ細かくカスタマイズできることも求められます。ディテクションの仕様をカスタマイズで
きることはもちろん、仕様を事前定義できることが必要です。

機械学習ベースのディテクション
承認済みシステム ファイルの侵害、スクリプト環境の悪用、レジストリの攻撃など、従来のマルウェアとは手法が異なる攻撃に対するディテク
ション テクノロジでは、収集されたすべてのテレメトリを最先端の分析技術を活用して分析できる必要があります。教師あり/教師なし機械学
習への対応もその 1 つです。
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図 5: XDR は、さまざまなリッチ	データを相関付け、融合する
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要件 3: 既知の脅威と未知の脅威に対する調査とレスポンスを簡単に実行 
環境内に脅威が入り込んだ可能性を認識した次の段階では、それらの脅威を迅速にトリアージ・調査できな
ければなりません。特にインフラストラクチャの複数のポイントに攻撃が到達している場合、この段階を一
刻も早く効果的に完了することが重要です。そして、従来のディテクション & レスポンス システムにはそ
れができません。しかし XDR ソリューションなら、この調査プロセスを飛躍的に改善できます。このセク
ションでは、それを可能にする機能について説明しましょう。

関連性があるアラートやテレメトリ データの相関付けとグループ化
あなたがアラートを受け取る頃には、攻撃者はすでにミッションを遂行して目標を達成するために全力を注
いでいます。そのため、ここからは時間との戦いです。攻撃の内容と攻撃の因果関係チェーンをスピーディ
に把握する必要があります。ここで XDR ツールに求められるのは、関連するアラートをグループ化してノ
イズを減らし、注意が必要なイベントに、最も緊急性が高い順で優先度を設定する機能です。また、ネット
ワーク、エンドポイント、クラウドのアクティビティ ログをまとめて、攻撃のタイムラインを作成する機
能も必要です。イベントのアクティビティと時系列を視覚化することで、攻撃の根本原因を判定し、損害の
内容と範囲を推定できます。

切り替え不要の統合ユーザー インターフェイス 
アナリストがアラートの検証を開始してからは、データのソースを問わずワンクリックでさまざまな情報に
移動できる、効率的な作業環境も重要になります。彼らにとっては、2 つのツールを切り替えることさえ時
間の無駄です。連携しないツールがいくつもあるような環境など考えられません。
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手動 / 自動の脅威捕捉
攻撃者の活動の事前予防的な捕捉に取り組む企業が増えれば、そうした企業のアナリストが攻撃の仮説を構
築し、関連するアクティビティを環境内で積極的に探し出せるようになります。脅威を捕捉するには、仮説
の証明に必要な証拠を見つけるための強力な検索機能と、拡張ネットワーク内で見られるアクティビティを
検索するための統合型の脅威インテリジェンスが必要です。この脅威インテリジェンスの必須条件は、統合
型であることと、自動化されていることです。そうすれば、何人ものアナリストによる途方もない手作業を
行わなくても、ある脅威が既知であるかどうかが瞬時にわかります。「良くない」だけの IP アドレスを洗い
出すために、ブラウザ ウィンドウを 30 個も開いて無数の脅威インテリジェンス フィードを探し回るよう
なことが本当にあるのです。

オーケストレーション機能
攻撃者のアクティビティを検出・調査した次の段階では、効率的かつ効果的に対応策を適用します。ここで
システムに求められるのは、調整を通して「組織化された 1 つのレスポンス」を実現し、それを活動中の
攻撃に適用して、ネットワーク、エンドポイント、クラウドのすべてで今後の攻撃を阻止できることです。
たとえば、脅威防御テクノロジどうしの通信機能をはじめから備えるか、API を用いて構築する必要があり
ます (例: 攻撃がネットワークで阻止されたら、エンドポイントのポリシーが自動更新される)。また、アナ
リストが XDR インターフェイスから直接レスポンスする機能も必要です。



22   Cortex by Palo Alto Networks | XDR 基本ガイド

要件 4: 現在および将来のセキュリティ投資の ROI を向上
XDR は、セキュリティ投資の費用対効果を飛躍的に向上させる必要があります。つまり、拡張性に優れた
インフラストラクチャと人工知能を提供し、チームの効率性を高め、人材不足の問題からチームを解放ある
いは克服させ、既存ツール間の連携性を高め、脅威防御の有効性を時間とともに向上させていく役割が求め
られます。こうした要件を満たすために XDR が備えているべき機能を紹介します。

セキュリティ オーケストレーション
オーケストレーションが調査段階の簡素化にとって重要なのと同じ理由で、オーケストレーションはセキュ
リティ スタックの ROI 最大化にも効果を発揮します。どんな企業にも、脅威活動に対抗する際に活用され
る、導入済みのセキュリティ コントロール基盤があります。こうした既存コントロールへの投資を活用で
きるというのは、どのようなディテクション & レスポンス システムにも共通して求められる機能です。こ
うすることで、エンタープライズ環境全体で実施されるすべてのレスポンスの一貫性を保つことができ
ます。

サードパーティ データの取り込み 
あらゆるエンタープライズ環境には、さまざまな異なるセキュリティ ツールキットが存在し、異種混在ツー
ルのそれぞれがデータを提供します。これらのデータを XDR ソリューションがより高い精度で可視化でき
れば、XDR ソリューションが提供するセキュリティ全体の包括性を底上げすることができます。最も優れ
た XDR ソリューションには、環境内の別ツールからのデータを取り込むことで、それらの価値と有効性を
最大化できる柔軟性があります。
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ストレージとコンピューティングの拡張性 
現在の攻撃者は、時間をかけた持続型攻撃を展開するなど、その動きを予測することが非常に困難です。こ
のため、こうした攻撃者のアクティビティの手がかりとなるテレメトリはできる限り保持しておくことが推
奨されます。そのためには、数か月あるいは数年単位でフォレンジック証拠を保存できる十分な容量と、す
べてのテレメトリを有効活用するための分析処理能力が必要になります。こうしたニーズには、アクセス性
と拡張性に制約のないクラウドベースのプラットフォームが有効です。

稼働期間に比例した環境の進化  
高度化の進む攻撃を検出するには、人工知能や機械学習を組み込むだけでなく、自動化によって手作業を減
らし、限られたセキュリティ アナリストの影響力と効率性を高める必要があります。XDR ソリューション
には、ディテクション、調査、レスポンスの過程で得た知見を取り込み、経験に基づく学習を通して将来の
リスクを低減し、時間とともに脅威防御対策を強化する機能が必要です。

レポートとダッシュボード 
セキュリティ チームには、セキュリティ体制の現状とさまざまな運用指標を把握・伝達できるしくみが必
要です。このため、質の高いセキュリティ成果を実現するだけでは XDR ソリューションとして不十分です。
レポートやダッシュボードを通してセキュリティ状態の概要を伝える機能が必要です。
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最新の高度な分析機能と統合型の脅威
インテリジェンスを活用することで、必
要な情報を入手して、攻撃者のアクティ
ビティを効果的かつ効率的、そして正確
に特定して対処できるようになります。
これは、脅威のレスポンダーとハンター
の両方に共通してもたらされる効果
です。

図 6: 固有の環境に特化した脅威を、AI を活用して特定する

攻撃ディテクション アルゴリズム

マルウェア 横方向の移動 データ流出

現在の動作 時間
プロファイル

ピア 
プロファイル

エンティティ 
プロファイル

• ユーザー 
   アクティビティ
• デバイス 
   アクティビティ

• 過去のユーザー 
   アクティビティ
• 過去のデバイス 
   アクティビティ

• ユーザーと
   デバイスの
   アクティビティの
   ピア プロファイル

• デバイス タイプ : 
   ワークステーション、
   サーバ、
   サーバ タイプ
• ユーザー タイプ : 
   管理者、
   標準ユーザー

プロファイリング エンジン

エンドポイント

ネットワーク

クラウド

データ
コマンド アンド 

コントロール

動作をプロファイリングし、攻撃を示唆する異常を検出
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1 脅威を防御
攻撃を可能な限り阻止。
巧妙なゼロデイ攻撃も
阻止できる。

迅速な対応
すべての適用ポイント間で
協調的に対応

4

2 分析による検出
機械学習によりデータを
リッチ化し、
隠れた脅威を発見

3 スピーディな調査
データ関連性の可視化と
インサイトを利用し、
すばやい分析を実現

図 7: XDR の適応能力により、脅威防御対策は時間とともに強化される
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XDR の使用例
セキュリティ オペレーション チームの主な職務は、チーム規模の違いにかかわらずある程度共通
しています。これまで数多くの SecOps チームに採用されてきたモデルでは、これらの職務を階層
に分け、経験の水準に応じてアナリストに割り当てています。これらの階層 (ティア) の主な任務は
次のようになります。

ティア 1: トリアージ
セキュリティ アナリストの大部分は、業務時間の大半をこの作業に費やしています。通常ティア 1
アナリストは、最も経験の浅いアナリストが担当します。その主な任務は、イベント ログを監視し
て疑わしいアクティビティを見つけることです。より詳しい調査が必要だと判断したインシデント
については、できる限り多くの情報を揃えたうえでティア 2 にエスカレーションします。

ティア 2: 調査
ティア 2 アナリストは、疑わしいアクティビティをさらに詳しく検分し、脅威の特性とインフラス
トラクチャへの侵入範囲を判断します。さらに問題の修復のためのレスポンス策をまとめ上げま
す。この作業の影響は大きいため、アナリストに求められる経験値も高くなります。

ティア 3: 脅威捕捉
ティア 3 は最も経験豊富なアナリストが担当します。複雑なインシデント レスポンスのサポートが
中心で、それ以外の時間は、フォレンジックとテレメトリのデータを確認し、疑わしいにもかかわ
らずディテクション ソフトウェアが特定しなかった可能性がある脅威の検出に取り組んでいます。
平均的な企業では、ティア 1 とティア 2 の作業がアナリストのリソースを大量に消費してしまうた
め、脅威捕捉の活動にかけられる時間は最も少なくなります。
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このモデルは、最も一般的だと思われるものの必ずしも理想的ではありません。その理由の 1 つは、一日中ログを監視し続けるという作業に向いている人は
ほとんどいないことです。アラート疲れが深刻な問題であるのはもちろん、そもそも SOC の無数のセンサーからは大量のノイズが生成されるため、それに紛
れて脅威が見落とされるのです。この作業にアナリストを従事させ続けるのは現実的ではありません。彼らの能力はむしろ調査活動においてこそ有意義に発揮
され、古い調査プロセスで要求されるスキルを持ち合わせない彼らが、これまで思いもつかなかったような斬新な手法を知っているかもしれません。2 つ目の
理由は、リソースの時間の大半が脅威の発見と修復に費やされ、脅威の捕捉とプロセスの改善にほとんど時間が割かれていないからです。 

そこで、私たちがこれまで列挙してきた XDR の定義に基づいて、XDR がセキュリティ オペレーションの 3 つの階層全体に及ぼす影響と、XDR を通して従来
のモデルを改良する方法について、さらに一段掘り下げて考えてみましょう。ディテクション、アラートのトリアージ、調査とレスポンス、脅威捕捉という重
要機能ごとに説明していきます。

ディテクション
データ損失を阻止するためには、企業環境に入り込んで悪意のあるアクティビティを試みる攻撃者を検出できなければなりません。XDR では、機械学習を活
用して企業独自の特性を収集することで、攻撃と無害な活動を区別します。その精度は、手作業による分析や静的な相関ルールを使った場合とは比較になりま
せん。この機械学習は、高度な分析、プロファイル分析、動作ベースの脅威ディテクションにも活用されます。このように、XDR によって実現される包括的
なディテクションが、標的型攻撃や悪意のある内部関係者などによる不正なアクティビティの検出能力を高めています。 

標的型攻撃
攻撃者は、標的のネットワークを偵察し悪用するために、正規ユーザーへの偽装を試みます。XDR では、ネットワーク、エンドポイント、クラウドすべてを
対象に、セキュリティ データを詳細に分析できます。この分析機能を活用すれば、デバイスに不正アクセスしてネットワークに横移動し、顧客データや知的
財産を盗難するという攻撃者の試みを、異常な動作として検出できます。 
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悪意のある内部関係者
悪意のある内部関係者は、自身が持つ信頼済みの資格情報とアクセス権を使用して、大量の企業デー
タを盗み出します。そしてこの動きが検出されることはありません。XDR は、ユーザーの振る舞い
の異常な変化とその後のインフラストラクチャの動作を検証し、内部の偵察行為と横方向の移動を
正確に特定することで、内部犯による脅威を阻止します。 

 

標準ユーザー

Windows PC

IT 管理者

IT 管理者

Apple iPhone

企業ネットワーク

不注意リスク
悪意を持たない従業員の不注意な行動が、意図し
ないリスクを企業にもたらすことがあります。
XDR ソリューションがあれば、ユーザー アク
ティビティを監視し、従業員によるセキュリティ 
ポリシー違反を不注意かどうかにかかわらず検
出することで、セキュリティのベスト プラクティ
スを維持できます。

 

図 9: 動作分析が、ユーザー、アプリケーション、デバイスの各レベルで異常を発見する
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エンドポイントの侵害
攻撃者の多くは、マルウェアを使ってエンドポイントに不正アクセスし、ネットワークを
横移動することで標的のネットワークに侵入します。XDRは、ネットワークとエンドポイン
トのセキュリティ データを包括的に検証して、マルウェアその他の悪意のあるアクティビ
ティが生成した異常なトラフィックを特定します。これらのセキュリティ データは、イン
フラストラクチャ全体を検証し、攻撃活動の範囲を判定する手段にもなります。

XDR は、これまでに指摘したセキュリティ スキルのギャップがもたらす課題にも対処しま
す。XDR では、複数のアラートをインシデントにグループ化し、複数のインシデント内の
アクティビティとアクションをタグでまとめることで、コンテキストを付加できます。こ
れにより、経験の浅いアナリストが、潜在的な攻撃を以前よりも高い精度で特定・検証で
きるだけでなく、ナレッジを記録してチーム全体で再利用できる柔軟性が実現されます。

たとえば攻撃者が Autorun レジストリ キーに新しい値を追加すると、XDR ソリューション
がタグを自動生成し、アナリストに要求するアクションを作成します。この場合、攻撃の
種類は「Executable File Set to Start after Boot (ブート後に起動する実行可能ファイルが設
定されている)」、ラベルは「Persistence (永続的)」、詳細な説明は「Process added a new 
key to the Autorun folder in the Windows Registry; this will ensure an executable or script 
is run at startup. Review which file and why. (プロセスが Windows レジストリの Autorun
フォルダに新しいキーを追加。これは、スタートアップ時に実行可能ファイルまたはスク
リプトを実行するもの。対象ファイルと実行理由の確認が必要)」のようになります。 

XDR ソリューションでは、体系化されたディテクション フレームワークの中で、ネット
ワーク、エンドポイント、クラウドすべてから収集されたデータに攻撃ディテクション ア
ルゴリズムをかけ合わせ、さらに内部のレスポンスと外部の脅威インテリジェンスに基づ
く継続的な学習により、攻撃活動の特定精度を飛躍的に高めることができます。

 

まとめ
ディテクションに関する XDR のメリット 
XDR によって、セキュリティ チームは次のことが可能になり
ます。
• ネットワーク、エンドポイント、クラウドで発生するアク

ティビティのパターンを特定し、悪意のあるアクティビ
ティを内部と外部の両方のリソースから検出する。

• 最先端の分析技術を大量のセキュリティ データに適用し、
誤検出を抑えたまま異常なアクティビティを特定する。

• 内部のレスポンスと外部の脅威インテリジェンスを活用
して過去の攻撃から学習し、その内容を経験の浅いアナリ
ストと共有して、セキュリティ チーム全体のパフォーマン
スを高める。
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アラートのトリアージと検証
ネットワーク、エンドポイント、クラウドのデータをまとめて攻撃の根本原因を自動判定する XDR では、
攻撃の検証と調査のスピードは大幅に加速されます。たとえば XDR なら、ネットワーク攻撃の原因となっ
たエンドポイント実行可能ファイルを判定し、さらにその実行可能ファイルを起動したアプリケーションを
判別できます。

さらに攻撃へと至ったイベントのタイムラインを生成し、統合型の脅威インテリジェンスも提供できます。
アナリストは、これらすべての情報を活用して、攻撃の根本原因、脅威の詳細な特性、実行すべきアクション
を把握できます。

XDR では、アラートのトリアージと検証が次のように運用されます。

1) 評価 : XDR ソリューションは、SIEM その他のコントロールによる外部アラートと、ルールなどの指標
に基づき内部で生成されるアラートの両方を評価し、悪意が疑われる動作を判定します。これによりプ
ロセスが開始されます。

2) 優先度の設定 : 続いて XDR ツールは、これらのアラートを自動でインシデントにグループ化し、各イ
ンシデントに優先レベルを割り当て、最大の脅威であるインシデントをアナリストに通知します。アナ
リストは、各インシデントをクリックして、アラート、デバイス、関連する脅威インテリジェンス、そ
の他のコンテキストがすべて揃ったリストを参考に、攻撃の範囲を詳しく把握します。

3)  分析 : アナリストが各インシデントのアラートをさらにクリックすると、視覚化された攻撃チェーンが
表示されます。ここで各種ソースのテレメトリを活用することで、アラートに関連するあらゆる情報を
収集し、精度の高い分析をスピーディに行うことができます。

 

パロアルトネットワークスの
製品使用状況データによると、
セキュリティ インシデント 
1 件につき、平均 50 件の 
アラートが生成されています。
XDR があれば、 
関連するイベントを特定して 
インシデントにグループ化 
することで、アナリストの 
手元に送られるアラートの 
数を 98% 削減できます
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4)  エンリッチメント : その他のコンテキスト情報を適用して、攻撃チェーンの情報を補
足していきます。この情報には、アラート生成の過程に関する詳細ビュー、アラート
の根本原因、関連するその他のエンドポイント、ネットワーク、クラウド デバイス、
あらゆるフォレンジック アーティファクトの信頼度などがあります。 

5)  検証 : 評価・優先度設定・分析・エンリッチメントのプロセスはすべて自動実行され
ます。アラートはその後レスポンダーに送信され、正式な調査が行われます。XDR
は、過去の調査済みアラートすべての履歴を利用し、現在のアラートのタイムライン
にコンテキストを追加します。これにより、優先度設定の精度を高めつつ、アラート
の検証を加速させます。

送信されるアラートは毎日数千件、環境によっては数百万件にもなります。この大量のア
ラートを処理する唯一の方法は、トリアージ プロセスを自動化し、詳細なコンテキスト情
報をアナリストに提供することです。XDR があれば、影響が最も大きい領域と、最も大き
い損害をもたらす可能性が高い攻撃の緩和に、セキュリティ チームの時間と労力を集中的
に振り分けられるようになります。

EPP アラート

>_ >_

chrome.exe 7xFM.exe cmd.exe powershell.exe wscript.exe
フィッシング メールの

URL をクリック
7zip ファイルをダウンロード 7zip が zip ファイル内の

*.pdf.bait ファイルを実行
*.pdf.bait ファイルが

Windows スクリプト エンジン用の
Visual Basic スクリプトを作成

C2 接続を試行

>_

ENV21\Sauron

ルート

図 10: XDR を活用して攻撃チェーンを視覚化する

まとめ
アラートのトリアージと検証に関する 
XDR のメリット
XDR によって、アナリストは次のことが可能になります。
• 1 日に対処できるイベントの数が増え、セキュリティ ア

ラート ツールや SIEM で優先されるイベント以外にも対処
できるようになる。

• アラートを見落とす可能性を大幅に削減する。
• 誤検出アラートを分析してディテクションの精度を向上

し、下流工程の生産性と脅威防御への悪影響を回避する。
• 新しい動作トリガーを適用することで、トリアージの時間

の短縮と防御の強化を継続的に行う。
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調査とレスポンスの自動化・簡素化
トリアージされ優先度が決定されたアラートには詳細な調査が正式に実
施されますが、XDR では、脅威の全体像の把握、根本原因分析の実行、信
頼度の検証、攻撃の帰属特定を自動化し、時間のかかる手作業を廃止する
ことで、あらゆるアラートの調査プロセスを迅速化し、捕捉活動を加速で
きます。

XDR ツールによる調査は、エンドポイント、ネットワーク、クラウドのす
べてのテレメトリを、データ レイクなどのセキュリティ データ リポジト
リに集約することから始まります。XDR ソリューションでは、相関付けと
グループ化によって、複数のディテクション ツールによるアラートを、正
確で実用的なインシデントにグループ化できます。ユーザー、アプリケー
ション、デバイスに関する情報を保持したまま調査対象全体の数が削減さ
れるため、調査時間は短縮されます。また、攻撃を起動したプロセスや実
行可能ファイルをエンドポイントに問い合わせられるため、時間のかかる
フォレンジック調査を省略できます。

図 11: XDR ツールが、さまざまなセンサーのデータを	
クラウドベースのデータ	レイクに融合する

データ レイク

XDR

ネットワーク エンドポイント クラウド

ログ データ ログ データ
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続いて XDR ソリューションは、インシデントの詳細な調査を開始し、エンドポイントのプロ
セスが悪意に基づいているかどうかを確認します。このプロセス分析を可能にしているのが、
脅威インテリジェンスのソースやサービスとの統合です。XDR ソリューションでは、必要な
すべての情報が 1 つのインターフェイスに表示されるため、セキュリティ アナリストが攻撃
を簡単に検証できます。 

さらに XDR ツールでは、過去のインシデントや捕捉活動からの知識を適用して、脅威防御を
環境に適応させることで、以前発見されたことがある脅威の再発を自動的に阻止します。この
学習支援により、過去の経験に基づいて脅威を早期特定することが可能です。 

次にインシデント レスポンダーが、リモート レスポンス・修復技術を多数の選択肢から選び、
業務を中断することなく、感染したシステムを外科的手法でクリーニングします。このような
やり方なら、セキュリティ チームの効率性を高め、トレーニングも最低限で済み、経験豊富
なインシデント レスポンダーの負担を軽減し、最短時間でインシデントを解決できます。

 

まとめ
調査に関する XDR のメリット 
XDR によって、インシデント レスポンダーは次のことが可能
になります。
• 脅威インテリジェンスと行動分析を活用して、ステルス型

の脅威を迅速に検出する。
• ネットワーク、エンドポイント、クラウドから収集された

テレメトリの詳細かつ広範囲にわたる検索によって、調査
とレスポンスを簡単かつスピーディに完了する。
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脅威捕捉 
XDR ソリューションでは、悪意のあるアクティビティの特定を、インフラストラクチャ全体を対象に、自
動あるいは必要に応じて行うことができます。これにより脅威捕捉の能力は大幅に向上します。脅威ハン
ターは、高度なクエリを実行して、精度の高い結果をすぐに入手できます。XDR ソリューションの機能が
対応している、さまざまな脅威捕捉の手法を紹介しましょう。

インテリジェンスベースの脅威捕捉
脅威捕捉の手法としては最も一般的です。この手法では、ハンターが潜在的な脅威に関する手がかりを得た
うえで脅威の探索を開始します。脅威インテリジェンスに候補が登録されている、セキュリティ侵害の兆候
(IOC) が新たに見つかった、同僚が手がかりを教えてくれた、単に疑わしいなど、ヒントベースの脅威捕捉
の難しさは、どの程度詳しいヒントが提供されるかによって変化します。XDR ソリューションでは、複数
の脅威インテリジェンス プロバイダにリンクされた統合データ ソースから、各種の標準が提供するアー
ティファクトと IOC を手動でインポートできます。これにより、信頼性の高い検索結果を瞬時に得ること
ができます。  

手がかりなしの脅威捕捉
順位としてはインテリジェンスベースの手法に次ぐ僅差の 2 位ですが、この脅威捕捉手法も一般的です。手
がかりなしの脅威捕捉では、ハンターが独自の知識あるいは主流の知識を使って、コンピュータ、アプリ
ケーション、ユーザー、データ、ネットワークの通常の使用方法を定義し、この定義に基づいて変則的ある
いは異常な使用状況を特定します。この手法は一般的に高度な脅威捕捉の手法に分類されます。それは、最
も経験豊富なチーム メンバーにすべてを任せ、彼らがデータ カービングや分析などの技術を使って成果を
達成するためです。XDR ソリューションは、これらの最新技術を UI に組み込むことで、このプロセスの効
率化を支援します。ハンターは、スクリプトの記述、追加ツールの利用、新しいクエリ言語の習得は一切不
要で、経験レベルに関係なくこれらの技術を利用できます。
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成果ベースの脅威捕捉
この手法では、過去の隔離済みアラート、完了済み調査、その他解決済みの脅威をハンターが探
索・使用して、脅威の変種、新たな潜在的脅威、無防備な攻撃経路を特定します。高品質な XDR
ソリューションでは、セキュリティ アラートとインシデント処理のワークフローに、成果ベース
の脅威捕捉機能を自動的かつ継続的に組み込むことができます。すべての調査で収集された情報
は再利用され、同じ攻撃が繰り返されることを阻止します。

コンプライアンスベースの脅威捕捉
この捕捉手法は、社内、業界、行政で定められるポリシーの遵守に焦点を当て、未承認のシステ
ムへの機密データの保存や、管理者ユーザーによる権限の昇格といったコンプライアンス違反の
兆候を、定期的な検索によって特定します。XDR ソリューションの構成により、コンプライアン
ス違反のアクティビティと違反状態の調査手段をセキュリティ アナリストに通知できます。

機械学習ベースの捕捉
機械学習システムでは、企業における一般的な動作のベースラインを構築したうえで、正常な動
作と異常な動作を判定しています。XDR ソリューションの大規模分析機能では、こうした機械学
習を使用して動作を監視し、ベースラインから逸脱した異常な動作を特定できます。このような
手法でセキュリティ侵害動作の兆候 (BIOC) を確立することで、アナリストの手作業では突き止め
にくい数多くのステルス型脅威を特定できます。また BIOC を継続的に最適化していくことで、機
械学習モデルを改善できます。機械学習ベースの捕捉は、アナリストの時間を最も節約できる、
最適なセキュリティ成果を得るためには欠かせない手法です。

 

まとめ
脅威の捕捉に関する XDR のメリット 
脅威ハンターは次のことが可能になります。
•  ネットワーク、エンドポイント、クラウドのデータ

を活用して検索と分析を行う。
•  自動化を活用して、ネットワーク、エンドポイント、

クラウドのあらゆるアクティビティを捕捉する。
•  詳細設定が可能な検索機能およびウィザードを併用

し、脅威ライブラリに格納された従来の IOC と BIOC
に基づいて、内部脅威と外部脅威の両方を特定する。 

•  セキュリティコントロールとの統合を利用して攻撃
を緩和する。
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おわりに 
企業は、ディテクション & レスポンスのテクノロジとプロセスを根底から変革すべき時期を迎えています。
制約に縛られ硬直した従来のテクノロジに、最先端の攻撃者に追随するための柔軟性と拡張性は望めま
せん。また、有能なセキュリティ アナリストが著しく不足している現在の状況に対処するためには、効果
と効率の両面で業務を改善する必要があります。 

最も重要なインシデント レスポンス ツールである XDR は、次世代のエンドポイント ディテクション & レ
スポンスを担う存在であり、エンドポイントへの影響を最小限に抑えながら鉄壁の保護を実現します。エン
ドポイントのセキュリティ強化では、組み込みの防御機能の枠を超える必要があります。つまり、追加の保
護を適用して、包括的なセキュリティ体制を提供できる必要があります。エンドポイント、ネットワーク、
クラウド全体を幅広く可視化し、機械学習を活用した確実性の高い分析と、統合された修復機能を提供する
XDR は、脅威の捕捉、ディテクション、調査、レスポンスを根本的に変革する、未来を切り拓くソリュー
ションです。

XDR の RFP 用チェックリスト
弊社の RFP チェックリストは、9 つの主要カテゴリと、各カテゴリにおける要件がまとめられています。検
討中のプラットフォームの品質評価にお役立ていただければ幸いです。このチェックリストはあくまで出発
点となります。最適なサポートを提供できるベンダーを見きわめるには、企業独自のニーズに合わせて調整
を加えていただく必要があります。

チェックリストはこちらからダウンロードできます。

https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/hands-on-workshop
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高度に洗練されたサイバー攻撃者には、最高レベルの脅威防御システムさえもかいくぐり、機密データを流出
させる能力があります。しかも多くの場合、攻撃は公然と行われ、非常に大きな損害が出ます。多くのエンター
プライズ環境では、脅威ディテクション & レスポンス ツールを多層的に導入することで、表層の防御が回避さ
れた場合にも攻撃に対処できるようにしています。しかし同時に、これらのツールが対処できる領域は、IT イン
フラストラクチャのほんの一部分でしかありません。また、これらのツールは、インテリジェンスと統合性の
面で、攻撃中に発生したさまざまなイベントの関連性を把握するには不十分です。そのため、少しでも疑わし
い動作はアラートとして報告され、1 日に数百件から数千件ものアラートが積みあがる結果となります。セキュ
リティ アナリストは、大量のアラートの中から真の問題を探し出そうとして、ほとんどの時間を浪費してしま
います。本物の脅威が見過ごされ、何か月も放置されることは珍しくありません。

このようなシステムから、卒業しましょう。

企業向けの、優れたディテクション & レスポンス ツールの紹介 :  
XDR ソリューションは、エンドポイント、ネットワーク、クラウドのデータを強力なデータ レイクにまとめま
す。そのうえで、インテリジェントな機械学習アルゴリズムと強力な分析機能を適用することで、高い精度で
脅威 (および、脅威でないもの) を特定します。さらに、高度にコンテキスト化された情報をアナリストに提供
して、簡素ですばやい調査を実現します。この eBook では、XDR という新しい市場カテゴリについて解説して
います。主な内容は以下のとおりです。

•  脅威ディテクション & レスポンスの現状における課題
• XDR の定義と主な要件
• XDR でセキュリティ運用を改善する、戦術的な使用例 
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調査と脅威捕捉の実践的ワークショップ
バーチャルワークショップで、調査と脅威捕捉のベストプラクティスを解説しています。

この 3 時間のワークショップは、実践的な体験学習によってお客さまの調査スキルと脅威捕捉のスキルを磨
くことが目的です。環境内のあらゆる場所に潜んでいる攻撃者を発見して、企業に対する巧妙な攻撃を阻止
する方法を学ぶことができます。

今すぐ始めましょう。サインアップはこちらから。

https://www.paloaltonetworks.jp/
https://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html
https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/hands-on-workshop

