
リアルタイムの 
自動インシデントレスポンスで 
エンドポイントのセキュリティを強化

概要

ランサムウェアなどの現代の攻撃では、エンドポイントはわずか数分で（時には数秒
で）感染を許してしまう可能性があります。従来のエンドポイント保護プラットフォーム
（EPP）や第一世代の EDR（エンドポイントの脅威検知とレスポンス）ツールでは対応で
きません。EPPの場合、頻出する亜種による攻撃や新しいファイルレス攻撃は検知するこ
とができません。第一世代の EDRツールの場合、手作業によるトリアージと対応を必要
とするため、時間がかかり過ぎるだけでなく、アラートも大量に生成されます。これらの
タイプのソリューションはいずれもサイバー犯罪者の侵入を許し、セキュリティオペレー
ションのコストを上昇させると同時にインシデントレスポンスのプロセスを遅滞させて、
本番環境の稼働停止やシステムユーザーの業務の中断を引き起こします。

2016年 1月 1日以降、ランサムウェ
アによる攻撃は平均で 1日 4,000
件以上も発生しています 1。

SOLUTION BRIEF

FortiEDRは、エンドポイントの感染前と感染後にリアルタイムで高度な脅威保護を提供し、このような課題に対処します。FortiEDR
は、プロアクティブに攻撃対象領域を減らして、マルウェアによる感染を防ぎ、潜在的な脅威をリアルタイムで検知して無効化します。
セキュリティ侵害とマルウェアによる損害を自動的かつ効率的に防ぎ、セキュリティオペレーションを合理化すると同時にユーザー
と本番環境の機器をオンライン状態に保ち、業務の継続を実現します。

エンドポイント感染後の FortiEDRによる保護の仕組み

図 1：FortiEDRのアクション

FortiEDRによるエンドポイントのセキュリティ強化の仕組み

FortiEDRは、脅威の防止、検知、そしてレスポンスの機能を軽量のフットプリントに集約した最新のエンドポイントセキュリティソ
リューションで、システムリソースに制約のあるデバイスでも簡単に導入することができます。FortiEDRの主要な機能として、プロ
アクティブな脅威の発見とリスクの減災、次世代アンチウイルス（NGAV）、振る舞いベースの検知、リアルタイムのブロック、自動イン
シデントレスポンス、フォレンジック調査、脅威の追跡、仮想パッチなどを備えています（図 1を参照）。FortiEDRはフォーティネッ
ト セキュリティ ファブリックのアーキテクチャの一部であり、FortiGate、FortiNAC、FortiSandbox、FortiSIEMなどのセキュリティ 
ファブリック コンポーネントと統合することができます。

プロアクティブなリスク減災
FortiEDRは、既存のエンドポイントにインストールされている FortiEDRコレクタを使用し、管理されていないデバイスやアプリケー
ションを継続的に特定してセキュリティチームに完全な可視性を提供します。アナリストは、アプリケーションのレーティング、脆
弱性、リアルタイムの脅威インテリジェンスに基づいて通信制御ポリシーを割り当てることができます。プロアクティブなリスク減
災により、脆弱性の高いエンドポイントの数を最小限に抑えて攻撃対象領域を減らします。

エンドポイントの FortiEDRエー
ジェントがファイルベースのマル
ウェアの大半を実行前に阻止して
感染を防ぎます。

感染した場合でも、リア
ルタイムで脅威を検知し
て無効化し、被害の発生
を阻止します。

FortiEDRは、脆弱性を事
前に特定し、エクスプロ
イトから保護することが
できます。

脅威を封じ込めた後には、プレイブック
とクラウドベースのインテリジェンスに
基づいてインシデントへのレスポンスの
オーケストレーションが行われます。

FortiEDRは、メモリとスナッ
プショットを保存してフォ
レンジック調査のガイドラ
インを提供します。
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リアルタイム保護
FortiEDRには機械学習（ML）ベースのアンチウイルス（AV）エンジンと FortiGuard脅威インテリジェンスが組み込まれており、ファイ
ルベースのマルウェアからエンドポイントを保護します。FortiEDRは、インターネットに接続されていないエンドポイントも保護するこ
とができます。フットプリントが小さく幅広いオペレーティングシステムをサポートする FortiEDRは、リアルタイムのオペレーションシ
ステムを実行する POS（販売時点情報管理）端末や製造業務で使用されるプロセスコントローラなど、リソースに制約のあるデバイスに
も導入することができます。

検知とブロックの自動化
FortiEDRは、振る舞いベースの検知機能を活用して潜在的な脅威を自動的に特定し、無効化します。エンドポイントの内蔵ストレージに
侵入することなくメモリ内に潜伏し、従来の AVによる防御を容易に回避するファイルレスマルウェアに対して、このようなアプローチ
は特に有効です。ファイルレス攻撃は、「環境寄生型（LoTL：Living off the Land）」攻撃とも呼ばれ、正当なシステムリソースを悪用し
てすべての攻撃をメモリ内部のみで実行するほか、不正な目的を達成するためにランサムウェアなどの攻撃ベクトルを送り込みます。

FortiEDRには特許取得済のランサムウェア保護も含まれており、変更をブロックまたは許可する前に、書き込み要求を元のファイルのコ
ピーに動的に再転送して、エントロピーを比較します。

不審な振る舞いが発生すると、FortiEDRは要求されるアウトバウンド通信またはファイルシステムへのアクセスをすべてブロックし、攻
撃を即座に阻止します。同時に、FortiEDRのクラウドベースの分析により、継続的に脅威が分類 / 再分類されて適切な対応が可能となる
と同時に、ノイズが排除されてセキュリティ分析やオペレーションの効率化が実現します。

図 2：FortiEDRは、感染前 / 感染後それぞれで実施する機能が備わっており、エンドポイントに対する脅威の検知とレスポンスを改善します。
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インシデントレスポンスのオーケストレーション
FortiEDRには直感的なフレームワークが付属しており、共通の対応アクションを事前に定
義することで、インシデントへのレスポンスと復旧のオーケストレーションおよび自動化
が実現します。代表的な自動のアクションには、不正なプロセスの中止、ファイルの削除、
持続的な脅威のクリーンアップ、不正な変更のロールバック、ユーザーへの通知、アプリ
ケーションやデバイスの隔離、サポートチケットのオープンなどがあります。

すべてのエンドポイントが同等のリスク耐性を備えているわけではありません。たとえば、
製造現場のコントローラシステムは高度な可用性が要求されるため、従業員のノート PC
に比べてリスク耐性が低くなります。プレイブックを活用することで、セキュリティチー
ムは脅威の分類とエンドポイントグループに基づいて適切なアクションを開始する、コン
テキストベースのインシデントレスポンスを設計することができます。このアプローチに
よってインシデントレスポンスの一貫性が確保され、セキュリティチームが定型業務に費
やす時間を減らすと同時に、リスク耐性に合わせてエンドポイントのセキュリティポリ
シーを調整することが可能になります。

フォレンジック調査
FortiEDR独自のガイド機能付インタフェースでは、アラートに関する明確な説明や、フォ
レンジック調査の実行に必要な次の論理的なステップが表示されます。FortiEDRは、
MITRE ATT&CKデータベースなどの信頼できる情報源から提供される攻撃テクニックの詳
細情報を活用し、自動的にデータを補強します。特許取得済のコードトレース技術により、
サイバー攻撃チェーン全体の完全な可視性がセキュリティチームに提供されます。また、
FortiEDRはメモリのスナップショットを保存して調査の実行を支援します。

ビジネスにおけるメリット

FortiEDRは、エンドポイント保護、インシデントへのレスポンス、セキュリティオペレー
ション、そして事業継続性といった各分野において、大きなビジネス価値を提供します。

リアルタイムの保護によるセキュリティの改善
リアルタイムで機能し機械学習（ML）を活用する FortiEDRは、セキュリティ侵害やデー
タ漏えい、そしてランサムウェアによる損害をリアルタイムで防止し、検知後即座にレス
ポンスを実行します。FortiEDRは、企業組織のエンドポイント保護を改善するだけでなく、
防止スタックを回避する脅威の影響を最小限に抑えます。

FortiEDRの 
代表的なユースケース

FortiEDRは、マシンをオンライン
状態に維持して保護の中断を回避
しながら、オペレーショナルテクノ
ロジー（OT）環境で脅威を検知し
て無効化します。脆弱性を発見し、
次回のメンテナンス時期までの間
エクスプロイトからシステムを保
護する仮想パッチなどを提供し、減
災を制御します。極めて小さなフッ
トプリントで機能する FortiEDRは、
デバイスのパフォーマンスを損な
うことなくレガシー機器やネット
ワークから隔離されているシステ
ムをサポートします。

FortiEDRは、POS（販売時点管理）
システムでクレジットカード情報
を保護し、攻撃を発生源で阻止 
します。PCI-DSS（Payment Card 
Industry Data Security Standard）
認定済の FortiEDRは、システムが
侵害された場合でもデータの流出
を防止します。また、仮想パッチ
を提供して脆弱性から POSシステ
ムを保護します。小さなフットプ
リントで機能する FortiEDRは組込
み型の OSをサポートし、レガシー
の POSシステムに最適なソリュー
ションを提供します。

セキュリティオペレーションの最適化
FortiEDRは、標準化されカスタマイズも可能なインシデントレスポンスのプロセスによって、セキュリティワークフローを最適化します。
反復的なタスクを自動化し、誤検知を最小限に抑えることでスタッフの負荷を削減すると同時に、過剰なアラート対応を回避します。自
動的なアラートの統合やイベントの関連付け、わかりやすい攻撃グラフの表示により、インシデントレスポンスとフォレンジック調査を
効率化します。

事業継続性の確保
FortiEDRは、稼働状態のシステムに対するレスポンスと修復が可能で、サービスの中断を回避してユーザーの生産性を維持します。また、
システムリソースに制約のあるレガシー機器をサポートするため、そのような機器を長期に渡って活用可能になります。セキュリティチー
ムは、FortiEDRを利用して悪意のある被害からシステムをロールバックすることが可能で、コストのかかるシステムの再イメージ化を回
避できます。
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フォーティネットの導入支援およびMDRサービス
	n フォーティネットのプロフェッショナルサービスは、アーキテクチャプランニング、構成、プレイブックのセットアップとカスタマイズ、
トレーニングに関する専門的なサポートを提供します。

	n フォーティネットのMDR（Managed Detection and Response）サービスである FortiResponderが提供する 24時間 365日体制の脅
威の監視、アラートのトリアージ、リモート修復サービスを活用することで、安心してビジネスに注力できるようになります。

	n FortiGuardインシデントレディネスサービスは、組織のランサムウェア対応の計画や態勢を評価し、トレーニングを提供したり机上の
演習などを実施します。

	n FortiGuardインシデントレスポンスサービスを利用すると、フォレンジック調査を処理、インシデントの範囲の決定、迅速な修復、安
全なオペレーションへの復旧をサポートします。

	n フォーティネット認定のマネージドセキュリティサービスプロバイダー（MSSP）パートナーは、完全管理のセキュリティオペレーション
センターを含むMDRサービスを提供しています。

終わりに

高度な脅威やランサムウェアの数が増加し、巧妙化も進む現在、企業組織はエンドポイントをはじめとする全般的なセキュリティ対策を
強化する必要に迫られています。FortiEDRは、特許取得済の無効化機能を含む、軽量で導入しやすい次世代のエンドポイント保護、検知、
そしてレスポンスの機能を提供します。FortiEDRを導入することで、セキュリティチームはエンドポイントのセキュリティ強化、さらに
インシデントレスポンスの迅速化、セキュリティオペレーションの効率化が可能になると同時に、生産ラインの停止や専門知識を有する
従業員の作業中断など、コストの増加に繋がる影響を回避できるようになります。社内のセキュリティスタッフとスキルを強化するために、
オプションのMDRサービス、評価サービス、フォレンジックサービスも利用可能です。

1 「How to Protect Your Networks from Ransomware」、U.S. Federal Bureau of Investigation、2021年 11月 6日（英語）：https://www.justice.gov/criminal-ccips/file/872771/download
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