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デセプション テクノロジー
次世代 SOCに不可欠な要素
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本書の要旨

攻撃者の能力が向上し、情報セキュリティに対する
危機感がかつてないほど高まり、脅威環境が急速
に変化を遂げる中、「次世代 SOC」への需要が高まっ
ています。しかし、これは一体何を意味するのでしょ
うか？

最も基本的なところでは、単純なログ集約と静的
検出のユースケースから、データを情報に変換する
詳細な分析を備えた、プロアクティブで誤検知の少
ない検出モデルへの移行を意味しますが、最終的
には高度に自動化された応答メカニズムへの進化
が求められます。

デセプション テクノロジーは攻撃者の目線で考える
ことから始まり、それに応じて、セキュリティ運用部
門が次世代 SOCに求める多くの機能を提供します。

このホワイト ペーパーでは、脅威をより迅速かつ確
実に阻止するために、デセプションを使用してモニ
タリング機能をアップグレードする主な手法の一部
を紹介します。
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主なテーマ

•	 セキュリティ オペレーション センターは、
高度な脅威を見つけるために「侵害を想定」
し、自社の環境がすでに侵害されていると
仮定して取り組む必要があります。

•	 デセプションや脅威ハンティングなどのプロ
アクティブな防御は、攻撃者の立場を逆転
させ、経済面、時間、リソース、認知のコ
ストを攻撃者側に転嫁します。セキュリティ
部門が検出に懸命に取り組むのではなく、
攻撃者が検出を回避するために右往左往す
る状況をつくることが重要です。

•	 誤検知と質の低いデータは、多くの SOCが
抱える課題です。偽の資産への関与はすべ
て不審とみなされるため、デセプションはど
の種類のソリューションよりも低い誤検知率
を実現します。

•	 誤検知が少ないため、セキュリティ部門は人
手を介すことなく、インシデント対応をオー
ケストレーションできます。

•	 偽の資産は悪意のあるまたは異常な関与の
みを引き付けるため、より優れたインサイト
の入手、脅威インテリジェンスの作成、より
迅速な対応にデータ分析を活用できます。

•	 デセプションは機能であり、製品やテクノロ
ジーではありません。そのため、リスクを考
慮し、ビジネスの必須条件と連動したトレー
ニング、プロセス、デセプション戦略が必要
になります。
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侵害の想定 

防御側がネットワークを信頼できるものと信頼
できないものに分けることができた時代は終わ
りました。ネットワークが拡大し、攻撃側の能
力が平均的なセキュリティ部門の対処能力をは
るかに上回る中で、「自社の環境は敵対的であ
り、すでに侵害のさまざまな段階にある」と想
定するアプローチが広がりつつあります。

このアプローチにより、防御側はすべての弱点
をカバーするという、実質不可能な作業から解
放され、進行中の侵害をベースライン化してモ
ニタリングできるようになります。セキュリティ
部門が優れたベースラインと信頼性の高いテレ
メトリーを備えていれば、ネットワーク内に潜
む巧妙な攻撃者でも見つけることができます。

デセプション テクノロジーは、すでに「侵害を
想定」しています。デコイ (おとり )はエンドポ
イント、Active Directory、ネットワークに仕掛
けられ、進行中の攻撃者がこうした偽の資産に
関与することで、その存在が明るみに出ます。

プロアクティブな防御 

デセプション テクノロジーは「アクティブ ディ
フェンス」であり、ネットワークを攻撃者にとっ
て敵対的なものとし、検出されないままの状
態の代償を攻撃者に転嫁するように設計されて
います。対照的に、静的なセキュリティ モニタ
リングのユースケースはすぐに時代遅れとなり、
変化する攻撃者の戦術に対応できないため、
攻撃者は簡単に検出を回避して数か月から数
年にわたってネットワーク内にとどまることがで
きます。

しかし、デセプションは静的なユースケースに
依拠しません。デセプションに基づく防御はツー
ルやエクスプロイト、または使用されている
www.smokescreen.iotechniquesとは異なり、
攻撃の背後にある人間の意図をターゲットにし
ます。そのため、悪意を持った人間が今後何を
試みたとしても、防御の効果を維持できます。
つまり、最新の SOCでは新しい脅威が現れる
のを待つ必要はなく、俊敏に対応することがで
きるのです。また、デセプションは脅威ハンター
やインシデントの対応者が悪意を持った要素を
見つけるためにトラップを仕掛けたり、進行中
のインシデントの拡散を特定したりする場合に
も使用できます。

少ない誤検知 

従来の SOCでは頻繁に誤報が発生しているの
が実情です。大幅なチューニングを行っても、
大量のアラートと重要なインシデントを見逃す
リスクとのバランスをとるのは非常に困難であ
り、先の見えないプロセスといっても過言では
ありません。誤検知の数が減れば、セキュリティ
部門は誤報に振り回されることなく、本当の脅
威に集中できるため、自動的に生産性が向上
します。

デコイのシステム、資格情報、ファイルにはだ
れも関与しないため、デセプション テクノロジー
では誤検知が非常に少なくなります。すべての
関与は調査する価値があり、オーケストレー
ションされた対応を実行することもできるため、
SOCはアラートの数を重要なものだけに絞るこ
とができます。

デセプション プラットフォームが次世代 SOCの
重要なコンポーネントである 6つの主な理由
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データ分析と脅威インテリジェンス 

ほとんどのデータ分析は「すべてを収集する」
ことに焦点を当て、その後、収集されたデータ
の意味を見出そうとします。セキュリティは必ず
しもビッグデータの問題ではなく、むしろ「グッ
ドデータ (質の高いデータ )」の問題です。デ
セプション システムは異常または悪意のあるト
ラフィックのみをモニタリングするため、干し草
の山 (または ElasticSearch DB)で針を探すよ
うな作業の代わりに、データ分析を適用してネッ
トワーク内の脅威をより深く理解することができ
ます。

これは、静的な外部の脅威インテリジェンス (具
体的ではなく、多くの場合古いもの )を利用す
る SOCから、よりビジネスに関連した独自の
脅威インテリジェンスと IOCを作成する SOCへ
と移行できることも意味し、将来の防御に向け
たより適切な情報を提供できるようになります。

オーケストレーションされた対応 

高速で脅威に対処するには、オーケストレーショ
ンされた対応メカニズムが必要です。しかしこ
こで課題となるのが、対応が実際に開始される
前に人間が検証する必要がないほど信頼性の
高いオーケストレーションのトリガーを見つける
ことです。これができない場合、応答アクショ
ンが誤検知で実行されてしまい、正当なビジネ
ス活動が中断されるリスクが発生します。

誤検知が少なく、オーケストレーションと統合
機能が組み込まれているデセプション プラット
フォームでは、ネットワーク内の侵害された資
産やユーザーが確実に検出され、人手を介す
ことなく脅威を自動的に調査、封じ込め、根絶
する「継続的な対応」が可能になります。

内部脅威 

セキュリティ部門は通常、外部の敵対者に重
点を置いていますが、正当なアクセス権を持つ
内部関係者への対処はさらに難しい問題です。
内部関係者は多くの場合、セキュリティの仕組
みを詳細に把握しており、悪意のある意図を
完全に無害に見えるように仕立てることができ
ます。

デセプションは、価値の高い人材に関するデー
タやアクセスが許可されていないシステムを探
したり、権限を持たないデータをコピーして
開いたりする内部関係者を検出します。また、
デセプションは予測不可能な要素も取り込みま
す。デセプションの展開は通常のユーザーから
は見えず、デコイを仕掛けた場所は信頼できる
一部の人間のみが把握しているため、内部関
係者はデセプションの存在も仕掛けられている
場所も知りません。また、社内の従業員による
安易な不正行為や誤った探求心に対する抑止
力にもなります。
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侵害されたユー
ザーの検出

水平移動の阻止

ランサムウェアの
阻止
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デセプションは現代の SOCに不可欠なコンポーネントです。攻撃者に対して敵
対的な思考を持つことで、防御側の形勢が一変し、巧妙な敵対者にも対抗でき
るようになります。
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リティ監視部門の検出力と対応力を次のレベルに引き上げます。また、新しい
セキュリティ部門が、より優れた精度、生産性、自動化、信頼性を活用して標
的型脅威からネットワークを保護できるようにします。
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