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加速するクラウド導入に対応するために
世界中の企業がクラウドフットプリントを拡大し、レジリエンシー（対
応力と復旧力）の強化、アジリティの高いビジネスモデル、迅速
なイノベーションによる恩恵を受けています。これらの企業の多く
が Amazon Web Services（AWS）を使ってデジタルトランス
フォーメーションに着手、あるいはその取り組みを加速させていま
す。AWSは世界で最も普及しているクラウドプラットフォームです。

しかしクラウドへの移行は複雑で階層化された環境への転換も意味
しており、セキュリティチームは脅威からの保護が難しくなる場合
があります。そのため、企業はクラウドベースのイノベーションに
対応できる強力なセキュリティポスチャを作り上げる必要があります。
責任共有モデル（AWSがクラウドインフラストラクチャを保護し、顧
客がデータを保護する）との整合性を確保するだけでなく、セキュ
リティチームは最大限の努力を払い、緊急性の高い脅威に対処す
る必要があります。

強力なセキュリティポスチャの中心となるのは、最もインパクトの大
きいリスクに重点を置いたプロアクティブなリスク管理です。

サイバーセキュリティリスク管理とはリスクの背後になるコンテキス
トをプロアクティブに評価する方法で、セキュリティポスチャ、脆弱
性、権限、脅威シグナルなどの要素が含まれます。この種の広範
なコンテキストによって、セキュリティチームはリスクの優先順位付
け、緩和、修復に関して、豊富な情報に基づく意思決定が行えます。

AWSセキュリティサービスや他の統合されたセキュリティソリュー
ションからのアラートを集約し、コンテキスト化できるソリューション
は、クラウドフットプリント全体にわたって幅広い可視性の向上に役
立ちます。これによってクラウドのリスクや修復ワークフローに関す
るより優れたインサイトを得ることができ、時間と労力を削減しつ
つ AWSワークロードも保護することができます。

本 ebookでは堅牢なリスク管理戦略やソリューションを阻む課題や
セキュリティチームによる強固なリスク管理基盤の確立に役立つ情
報についてもご紹介します。 

サイバーセキュリティのリスク管理はリスク
に関連する広範なコンテキストを評価する
方法で、セキュリティチームは豊富な情報
を基に優先順位付けや緩和および修復に関
する意思決定を行うことができます。

https://aws.amazon.com/jp/what-is-aws/
https://aws.amazon.com/jp/what-is-aws/
https://aws.amazon.com/jp/compliance/shared-responsibility-model/
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リスク管理の盲点
急激に進化する今日のクラウド環境では新たなリスクが常に発生し
ています。従来のセキュリティチームはこうした新たな脅威への対
処能力が不十分なため、リアクティブからプロアクティブな戦略へ
の移行が困難になっています。以下のような障害によって、リスク
への適切な対処が妨げられています。

多すぎるセキュリティツールはかえって逆効果
進化し続ける脅威情勢では、新たなリスク発生に対処するため企業
は全体的なインフラストラクチャに新たなセキュリティツールを追加
してセキュリティポスチャを強化しようとする傾向があります。その
結果、時間の経過と共にセキュリティ製品のスプロール現象（無秩
序な拡大）を招き、それがサイロや潜在的な盲点となり、脅威へ
のプロアクティブな対応が難しくなります。事実、機能や管理、イ
ンタフェースが異なるツールセットの混在は、AWS環境における可
視性の分断につながります。そして、リスクの正しい評価やリスク
の緩和を妨げる可能性が高まります。
セキュリティツールが多すぎると、企業は脆弱性、機密情報、設定
ミスに起因する優先度の高いリスクの特定が困難になり、結果的に
セキュリティが不十分になるという事態を招くのです。
こういった状況は実はよくあることで、IBMによると、今日のエン
タープライズ企業のうち 3分の 1が 50以上のセキュリティツール
を導入していることがわかっています。量的な増加だけではなく、
各ツール間のネイティブな統合が行われていないことも問題です。
さらに、異なるセキュリティツールが多すぎれば管理や更新にかか
るコストも増加します。

対応漏れの発生につながる「アラート疲れ」
各セキュリティツールからの膨大なアラートにより、セキュリティチー
ムはアラート疲れを感じています。この種のアラートはコンテキスト
がないことが多く、セキュリティチームが 1つずつ手動で検討、調
査しなければなりません。アラート量が増えるにつれ、セキュリティ
チームの対応能力をひっ迫するようになり、アラートの処理や効果
的な管理が行えず、対応漏れの発生につながります。

では多すぎるアラート数とは具体的にどの程度でしょうか？
Dimensional Researchによるとセキュリティ関係者は 1日当
たり少なくとも 1,000件以上のアラートに対応しています。ク
ラウドの導入が加速すると、企業による分析が必要なセキュリ
ティデータ量が増え、セキュリティのバックログが増え続けます。
多くのセキュリティソリューションから潜在的な脅威に関するア
ラートが生成されますが、セキュリティチームによる適切な調
査や緩和の対策に必要な十分なコンテキスト情報を提供するよ
うなものはほとんどありません。その結果、セキュリティチー
ムは重大なリスクの優先順位付けに苦慮しています。膨大な量
の低リスクアラートの結果や誤検知をトリアージしているうちに、
大量の通知があふれ出し、場合によってはアラートを無視する
といったことさえ起こります。

セキュリティチームは 1日当たり 1,000件以
上のサイバーセキュリティアラートを処理する
ことがある

https://www.ibm.com/resources/guides/cyber-resilient-organization-study/
https://www.ibm.com/resources/guides/cyber-resilient-organization-study/
https://www.ibm.com/resources/guides/cyber-resilient-organization-study/
https://assets.sumologic.com/resources/brief/2020_State_of_SecOps_and_Automation.pdf?mtime=20200702171254&focal=none
https://assets.sumologic.com/resources/brief/2020_State_of_SecOps_and_Automation.pdf?mtime=20200702171254&focal=none
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リスク管理のための
強固な基盤を確立
リスク管理は 1度だけで終わる作業ではありません。効果的なもの
にするには、セキュリティチームはリスク管理をイノベーションと運
用に合わせて進化させる継続的な作業として捉える必要があります。
リスク管理のための強固な基盤を確立することで、過去、現在、そ
して新たに発生する脅威に耐えられるようにセキュリティポスチャを
強化することができます。

データ保護から脅威検出、アイデンティティおよびアクセス管理ま
で、AWSはお客様の AWS環境を保護するために広範なセキュリ
ティサービスを提供しています。ネイティブに統合され、導入も容
易な AWSサービスによって、AWS環境全体でのクラウドサービス
の設定、ワークロードの脆弱性、クラウドにおける権限、データプ
ロファイル、ネットワークトラフィック、脅威を可視化することがで
きます。

リスクを正確に評価するため、セキュリティチームはインフラストラ
クチャ、クラウドサービス、ワークロード、アプリケーション、デバ
イス、その他のリソースを総合的に可視化する必要があります。新
たな脅威が発生するとクラウド環境は変化する性質を持っています。
こうした動的な環境に対応するため、すべてのアクティブなワーク
ロードを可視化することが不可欠です。

脅威情勢の進化と規模および精度の急拡大に伴い、多層化された
セキュリティアプローチによる defense-in-depth（多層防御）の
ソリューションを適用することで、脅威に対するエンタープライズ企
業の防御を強化することができます。クラウドネイティブなソリュー
ションを統合して AWSサービスを拡張することで、クラウドリスク
管理のためのより広範で戦略的な方法が得られます。

AWSセキュリティサービスによる 
自動化とリスク削減

テクノロジースタック全体の可視化

defense-in-depth（多層防御） 
戦略の採用
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1.アラートの生成： Amazon GuardDutyおよび Amazon Inspectorなどのセキュリティサービスがさまざまなイベントに基づきア
ラートと調査結果を生成します。これにはクラウドサービスの設定、ワークロードの脆弱性、クラウドにおける権限、データプロファ
イル、ネットワークトラフィック、脅威が含まれています。これらのアラートに含まれているコンテキストは不十分なので、情報に基づ
いて緩和や修復のための意思決定を行うことが困難です。そのため統合ソリューションが提供されており、コンピュートインスタンス、
コンテナ、データベースサービス、データストレージサービスなどのクラウドリソースから入手した大量のアラートを取り込み、関連
付けを行うことができます。
2.コンテキストの提供： テクノロジースタック全体でセキュリティサービスやソリューションとネイティブに統合することで、より多くの
クラウドワークロードのコンテキストが得られます。これによりセキュリティソリューションはリスクが最も高く、すぐに対処が必要なリ
ソースについて、優先処理順位付けが行われ、豊富なコンテキストを含み、アクションに結び付くようなインサイトを担当チームに提
供することができます。たとえば疑わしいファイルについて単にアラートを出すだけでなく、このソリューションはファイルの内容や権
限などの他の要素を組み込んでリスクを正確に判断します。ファイルと共に評価される他の要素との組み合わせによって、リスク判定
が異なります。
3.アラート疲れの軽減： セキュリティソリューションごとに膨大な量のアラートが発生すると、その大半が手動での分析が必要になるこ
とがよくあります。このようなアラートは、組織のクラウド展開全体において急速に増加する可能性があります。アラートがあふれ出
すと、セキュリティチームに生産性の低下、非効率なワークフローが発生し、対処不可能なスピードでセキュリティリスクが蓄積してい
きます。セキュリティソリューションによってすべてのアラートの関連付けとコンテキスト化ができれば、調査、分析、対処の負担を軽
減することができます。 

4.情報に基づくアクションの実行： 豊富なコンテキスト、一貫したワークフローによってクラウド全体にセキュリティを拡大することで、
セキュリティチームは手動での調査やアラートのトリアージといった作業に時間を費やすことなく、専門知識が必要な優先度の高いタ
スクにスキルを振り向けることができます。さらに統合されたワークフローソリューションによって緩和と修復方法を適切に管理できる
ようになります。

実践的なリスク管理方法とは
スク管理の基盤を確立すれば、クラウドネイティブなセキュリティソリューションからより多くのインサイトを入手してリスク管理の

次の段階に進むことができます。ここでは、インサイト主導型のリスク管理について実際の流れをご紹介します。
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FortiCNP によって実現する
インサイト主導型のリスク管理
ではインサイト主導型のリスク管理を可能にするセキュリティソ
リューションはどこにあるのでしょうか？そこで紹介したいのが
FortiCNPです。FortiCNPは SaaSベースのクラウドセキュリティ
ソリューションで、AWSセキュリティサービスとフォーティネットの
セキュリティファブリックにネイティブに統合されています。豊富な
コンテキストが含まれたアクションに結び付くインサイトによってス
ムーズなクラウドセキュリティを提供することで、企業のクラウドリ
スク管理をサポートします。セキュリティチームはリスクの高いリ
ソースに対して豊富なコンテキストに基づくインサイトを入手できる
ので、企業にとってインパクトが最も大きな脅威に専念できます。
FortiCNPは次のような点で、リスク管理を向上させることができ
ます。

豊富なコンテキストが含まれたアクションに結び付くインサイト： 

特許を取得している FortiCNPの Resource Risk Insights™テ
クノロジーは、AWSセキュリティサービスとフォーティネットのセ
キュリティ製品から入手した結果を関連付け、コンテキスト化するこ
とで、セキュリティポスチャ、脆弱性、権限、脅威シグナルの分析
に基づいてリスクを計算し、最もリスクの高いリソースのランキン
グを提示します。最も優先度の高い問題についてアクションに結び
付く情報を提示することで、セキュリティチームはすぐに修復作業
を行い、リスクを効果的に管理、低減することができます。アクショ
ンに結び付くインサイトによって企業は問題の重大度に応じてリスク
の優先度を決め、コンピュートインスタンス、コンテナ、データベー
スサービス、データストレージサービスなどの各種 AWSリソース
の利用を保護することができます。

ワークフローの自動化と修復：
優 先 度 の 高 い リスクイ ン サ イトに つ い て は 、 J I R A や
ServiceNowなどのデジタルワークフローソリューションとの統
合によって FortiCNPがリスクの低減や修復プロセスの合理化を
サポートします。このような統合によってセキュリティチームはレ
スポンスの自動化と管理が可能になります。最終的に CI/CDパ
イプラインで実施が必要な修正については、フォーティネットのク
ラウドセキュリティ製品を使って AWS環境に対する一次的な修復
を実施し、恒久的な修正が実装されるまでの間、脅威から保護し
ます。

クラウドネイティブなセキュリティサービスの価値を最大化： 

FortiCNPを使用すると、AWS環境用にネイティブに設計された
AWSセキュリティサービスを簡単に導入できる機能があるため、
その価値とメリットを最大化することができます。これによって断
片化されたセキュリティアーキテクチャの中で多くの企業が抱え
ている統合の問題を解消できます。さらにこれらのサービスは外
部のセキュリティソリューションではアクセスできないようなセキュ
リティイベントにもアクセスできるため、AWSワークロードの効
果的な管理と保護に役立ちます。
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リスク管理はプロアクティブに

AWS Marketplaceで FortiCNPの無料トライアルを始めてください。

FortiCNPはシンプルで効果的なクラウドネイティブ
ソリューションです。調査結果やアラートをアクションに
結び付くインサイトに変え、お客様の AWSワークロー
ド保護をサポートします。プロアクティブなリスク管理
にレベルアップして、イノベーションスピードを維持し
ながらクラウドリスクを常に掌握しましょう。

https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-vl24vc3mcb5ak
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