技術解説 2
■

QRadar SIEM構築プロジェクト成功の秘訣
QRadar 導入の現場から

「IBM Security QRadar SIEM」
（以下、
QRadar）
は、
単体のセキュリティー製品では検知が困難な高度で複雑な攻
撃の検知や、
ログ調査や分析を効率化する製品です。QRadarの導入において最も重要なのは、
十分な情報を含むログ
やネットワーク・フローを、
できるだけ多く、
できるだけリアルタイムに収集すること、
そして、
サイバー攻撃の痕跡を
見つけるルールや検索条件を組織に合わせて適切に設定し、継続的な見直しやチューニングを行うことです。しかし、
現実には、
さまざまな課題により、
QRadarの導入効果を十分に引き出しきれていないこともあります。
本稿では、
QRadar導入時に直面する課題を洗い出し、
QRadar導入を成功に導き、その機能を最大限に活用するた
めの秘訣を解説します。

複数のログやネットワークのフロー情報をリアルタイムに

1. QRadar導入をめぐる状況

組み合わせ、高度な相関分析を行うことができます（図1）
。

厳しさを増すセキュリティー情勢を背景に、企業や組織

OSとアプリケーションとストレージが統合されたアプライ

で の S I E M（S e c u r i t y I n f o r m a t i o n a n d E v e n t

アンス製品で、インシデント検知のためのルール、分析結

Management）
製品の導入が進んでいます。複数機器の

果のレポート生成のためのテンプレート、さまざまなログ

ログを総合的に分析するSIEM製品は、単体のセキュリ

の検索条件があらかじめ多数用意されており、容易な構築

ティー製品では検知が困難な、高度で複雑な攻撃の検知

が可能です。

に効果を発揮するとともに、インシデント発生時のログ
調査や分析の効率を飛躍的に高めます。

しかし、QRadar構築プロジェクトの現場には、いくつ
かの課題も見られます。そこで本稿ではこれらの課題を整

そうしたSIEM製品であるIBM Security QRadarは、

理し、QRadar導入を成功させる秘訣である「構築作業に

セキュリティー・デバイス

実際の攻撃

機関
サーバーとメインフレーム
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アプリケーション・アクティビティー

●

ユーザー・アクティビティー
データーベース・アクティビティー
アプリケーション・アクティビティー
● ネッ
トワーク・アクティビティー
●

構成情報

●
●

脆弱性と脅威

疑わしいインシデント

ユーザーとID

広範なデータ・ソース

＋

深いインテリジェンス

＝

図 1．QRadar の概要
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極めて正確で実用的な洞察

かける工数を見極めること」
「ログの鮮度と中身には妥協し

ルー
ルの
チュー 検討と
ニング

ないこと」
「QRadarの機能を最大限に生かすこと」につい
て解説します。

ドキュ
メンテ
ーショ
ン

ログ収
集
リアル の内容と
タイム
性

2. 構築作業にかける工数を見極める

運用
監視
検討・ 関連
実装
高可

用性（
検討・ HA）関連
実装

●QRadar構築に関する2つの考え方
QRadarのようなSIEM製品の導入が進んだのはここ
数年であり、多くの組織にとってSIEM構築は初めての
経験です。そのため、構築作業の進め方や、可用性能、

少

実際に割かれている工数

多

運用方法などに関する考え方が関係者間で統一されてい

高

重要度

低

ないことがあります。

図 2．
QRadar 導入の現状

QRadarの構築に際しては、2つの考え方があります。
「一般的な業務システムと同様の方法で構築・運用する」

プロジェクトの作業内容と工数が見積もられます。

とする考え方と、
「分析ツールであるQRadarは、構築・

しかし、プロジェクト開始時に、関係者間で構築作業

運用にそれほど手間をかけなくてよい」とする考え方で

の進め方や作成ドキュメントのレベルについて合意され

す（図2）
。

ていないまま進めていると、一般的な業務システムと同

一般的な業務システムの場合、システムの障害や処理

一の評価基準に立つ人の目から見ると「設計書や運用監

遅延は甚大な業務影響を与え、処理のデータ整合性の確

視方法が不十分」という判断となり、その対応に想定外

保も必須です。必然的に、高可用性を実現するHA構成

の工数がかかってしまいます。一方、早期に構築可能な

をとることはもちろん、性能監視、障害監視などの綿密

アプライアンスのツールと見なしている人からすれば、
「構

な監視・運用設計が行われます。システムの設計情報は

築に期間と工数がかかりすぎ」と見えてしまうこともあ

ドキュメントに網羅的に記載され、システム運用で発生

ります。

しうるすべての作業についての洗い出し、テストや手順
のドキュメント化が行われます。

QRadar構築プロジェクトの開始時には、“暗黙の了解”
はないものと肝に銘じて、その組織がQRadarに求める

一方で、QRadarを業務システムではなく、業務を効

本当に必要な要件、運用監視方法、必要なドキュメント

率化するためのツールの一つと見なすと、構築そのもの

を関係者で合意しておくことが重要です。一般的な業務

よりも使い勝手や効果の最大化に重点が置かれます。す

システムと同等とするならそれなりの構築期間と工数が

なわち、障害の発生は望ましくないにしても、万が一の

必要となり、ある程度ツールと割り切って最低限必要な

障害時に使えないことや、ログが欠損することを気にす

要件、作業、ドキュメント作成のみを行うなら、一般的

るよりも、1日も早く使い始められることや、使いやす

な業務システムよりはるかに短い構築期間で運用を開始

いカスタマイズがなされていること、使って効果を出す

することも可能です。

ことの方が重要度が高くなります。

●ドキュメントは必要なものだけにする

インシデント検知やその解析作業に有効なQRadarを

QRadarに設定する各種パラメーターは、IPアドレス

単なるツールと呼ぶのは語弊があるかもしれませんが、

などの最低限の設定情報以外は、分析の状況に応じて設

QRadarにどのような障害が発生しても、基幹業務に影

定を調整・変更しながら使用していくものがほとんどで

響を与えるわけでも誰かに損失を与えるわけでもありま

す。通常はシステムの設定値を変更するのはシステム管

せん。そのため、多くのQRadar構築プロジェクトでは、

理者や運用担当者に限られますが、QRadarの場合は解

一般的な業務システムよりも低いシステム要件、簡素な

析を行うセキュリティー・オペレーター
（分析者）
も、日

テスト、運用監視やドキュメントで十分という想定で、

常運用の中でさまざまな設定の変更や追加をします。
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このようなシステムでは、詳細かつ網羅的な設計書や

機器の設定変更は、たとえログ出力設定だけであっても

パラメーター・シートを作成して管理してもあまり意味

容易ではありません。既存システムのログ出力機器の運

がありません。障害時の復旧という観点では、バックアッ

用担当者にとって、本場環境に変更を入れることへの抵

プを取得しておけばよく、それ以外の設計や設定内容に

抗は大きく、そもそもログの内容を理解し、出力方法の

ついては、網羅的なドキュメントを作成するのではなく、

設定変更を行える担当者がいないことさえあります。現

情報共有が必要な内容や恒久的に変更しない内容など、

在出力しているログをそのままの形式で1日数回ファイ

そのプロジェクトや組織の状況に合わせて、必要なタイ

ル転送するケースや、既存のログ出力には分析に必要な

ミングで必要な内容に絞って作成することが効果的です。

情報が含まれていないケースも多くあるのが現状です。

●高いシステム要件を求めすぎない

●リアルタイム性にこだわる

QRadarの分析は、数十万、数百万というデータから

インシデントの早期検知には、イベント発生時に、イ

脅威を探し出す作業です。インシデント調査では、ネッ

ベント発生時の外部脅威情報を参照し、他のイベントや

トワーク・フロー、認証ログ、プロキシやファイアウォー

ネットワーク・フローとリアルタイムで相関分析を行う

ルのログなどさまざまなイベントを時系列に並べ、何が

ことが最も有効です。ログの取り込みが遅れれば、それ

起こったのかを解析していきます。さまざまなログを横

はそのまま脅威の検知の遅れに直結します。検知の遅れ

断的に、かつ早期に解析できることは大変重要ですが、

は調査や対処の遅れにもつながります。

そのうちいくつかのログが何らかの問題で欠損していた

リアルタイムのログと日次バッチのログが混在してい

としても、解析への影響は限定的です。また、ここでい

るより、すべてリアルタイムでログが収集される方が、

う「早期」とは、5分や10分といった話ではなく、ほとん

複数のログの前後関係を含む相関分析もリアルタイムに

どの場合半日程度のレベルで十分でしょう。そう考える

行われるため、分析の効果が高くなります。

と、QRadarに必須となる可用性要件は、一般的な業務

またQRadarは、外部脅威情報としてIBMのセキュリ

システムに比べると低いと言えます。多少のログ欠損や

ティー研究開発チーム「X-Force」が提供するレピュテー

システム停止は許容して、例えば、
「QRadarが障害中

ション情報（悪意のある既知のIPアドレスやURLのリス

に収集できなかったログを障害復旧後に転送し、分析す

ト）を取り込んで分析に使用する機能を備えており、こ

る仕組み」を検討するという設計も有効です。

のレピュテーション情報は数分単位で常に更新されてい

QRadarの詳細な運用監視や、必要以上の可用性の実
現のために工数を割くより、一つでも多くの機器のログ

レピュテーション情報で分析するのが最も精度が高く、

をQRadarに連携することや、QRadarでの検知条件を

時間の差が広がれば検知の精度は下がります。これらの

精査することの方が、QRadarの導入の効果は高くなり

理由から、ログの収集はできるだけリアルタイムにこだ

ます。一般的な業務システムでやってきた「当然」をそ

わるべきなのです。

のままQRadarに当てはめず、QRadarに本当に必要な

●出ていないログは解析できない

システム要件を見誤らないよう注意してください。

3. ログの鮮度と中身には妥協しない
●ログ収集の現状
QRadarでログを統合的に収集し分析するためには、
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ます。セキュリティー・イベント発生時にその時点での

QRadar導入の成否を左右するのが、分析に必要な内
容がログに含まれているか否かです。QRadarを導入し
さえすれば相関分析ができて脅威の検知ができるわけで
はなく、解析に必要なログが出力されて、それを適切な
ルールで分析してはじめて検知が可能となります。ログ

既存のサーバーやセキュリティー機器のログをQRadar

の内容が不十分であれば、QRadarがどんなに高度な解

に送信する必要があります。望ましいのは、QRadarが

析ができても意味がありません。

解析できる方式に従いsyslogなどでリアルタイムにロ

ログ出力については、組織内でガイドラインが定義さ

グを連携することです。しかし現実には、本番運用中の

れていることもあれば、それぞれのシステムで個別に設
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定されていて内容が統一されていないこともあります。
例えば、Windowsシステムであれば、イベント・ログ
は解析に欠かせませんが、QRadarを構築することと

4. QRadarの機能を最大限に生かす
●検知機能と検索機能

Windows系サーバーのイベント・ログを収集すること

QRadarの基盤構築が完了し、ログやネットワーク・

だけが決まっていて、イベント・ログに今何が出力され

フローが収集されるようになったら、いよいよQRadar

ているか、何を出力すべきかという議論が皆無というこ

をいかに活用するかを考えていきます。

ともあります。認証ログでは認証の失敗だけが出力され

QRadarには大きく2つの機能があります。1つはリ

ていることがありますが、侵入が成功したのかどうかの

アルタイムに分析を行い分析結果をまとめてアラートを

解析には、むしろ認証の成功ログが重要ですし、マルウェ

生成する、いわゆる「検知機能」
。もう1つは、手動もし

アの検知や解析であれば、マルウェアの遠隔管理によく

くは定期的にQRadarの内部に取り込まれた情報を横断

使用されるPsExecといったツールの実行状況を参照で

的に検索して分析を行い、レポートを生成する「検索機

きるシステム・ログの取得が有効です。

能」です。ただし、検索結果を基に検知してアラート生

●根本的な解決のために

成なども行えるため、双方の機能は密接に関連しています。

これらの課題は、QRadar構築担当者と、ログを出力

検知機能では、ログやネットワーク・フローをどう組

するサーバーやネットワーク機器の担当者間の調整だけ

み合わせて検知するかという条件と、条件を満たした場

で解決できる問題ではありません。QRadarの導入効果

合に実施するアクションをルールによって定義します。

を高めるためには、プロジェクトよりも上の組織のレベ

例えば「認証失敗のログが出てから5分以内に同じIPア

ルで、ログの出力内容とリアルタイム連携の方針を定義

ドレスに対する認証が成功した場合」や、
「既知のC&C

し、トップダウンで決断することが必要です。

サーバー
（Command and Control server）との通信

仮に、QRadarの運用開始のタイミングでログのリア

が発生した場合」などを条件とします。そして代表的な

ルタイム連携やログ出力内容の変更が実施できなくても、

アクションが、
「オフェンス」と呼ばれるアラートの生

後にログ取得方式や出力内容の変更計画を立て、可能な

成です（図3）
。オフェンスは、QRadarがルールによっ

限り移行するよう努めてください。

て検知したさまざまな疑わしいアクティビティーを自動
的に解析して関連付け、優先順位を付けてまとめたもの

図 3．QRadar のオフェンス画面
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です。生成されたオフェンスは、直感的な操作で詳細を

かを判断し、各ルールの適用条件やしきい値を調整し、

確認することができます。

検知時にアラートを上げるべきルールの選定をする作業

検索機能は、ログやネットワーク・フローを詳細に確

まで含めて、
「とりあえずデフォルト・ルール」と言え

認する作業を強力に支援します。さまざまなフィルター

るのです。何も検討せずにルールはデフォルト設定のま

条件の指定や、SQLのようなクエリー言語（AQL）を用

までよい、という意味ではないことに留意し、プロジェ

いて膨大なログから自在に参照したいデータを取得でき

クト計画の段階でルールの検討を計画に組み入れてくだ

ます。QRadarでは、データが正規化されログの内容が

さい。

分類・意味付けされているため、ログの意味（例えば「認

●チューニングは必須

証失敗」
）
による検索や、ログ出力時間や宛先IPアドレス、

350種類以上もあるデフォルト・ルールから選定しよ

宛先ポート番号などさまざまな要素を検索条件に指定で

うとするとき、検知漏れを恐れるあまりついついすべて

きます。ネットワーク・フローについては、ペイロード

のルールを有効にしたくなります。さらには、有効にす

情報を基にアプリケーションを自動的に識別できるため、

るだけでなく、検知されたらすべてアラートを出すよう

例えば「80番以外のポートを使用したHTTP通信」を検

に設定しがちです。しかし、想像してみてください。す

索することも可能です。

べてのルールを有効にすると場合によっては1日に何百

●「とりあえずデフォルト・ルール」の意味

〜何千件もの大量のアラートが生成されてしまいます。

QRadarには、デフォルトでルールが350種類以上用

セキュリティー・オペレーターが数人の組織で毎日数百

意されています。何もないところからルールを作成して

ものアラートが上がったら、確認が追いつかず本当に重

いくのは非常に大変な作業ですが、このデフォルト・ルー

要な事象が埋もれてしまったり、QRadarが生成できる

ルを活用することで早期の運用開始が可能です。

アラート数の上限を超えてアラート生成さえできなくな

そのため、QRadar構築プロジェクトでは、
「とりあ
えずルールはデフォルトで」という声がよく聞かれます。

ることもあります。
QRadarのルールを最適化するにあたっては、そのルー

しかし、デフォルト・ルールはそのまま何もせずに利用

ルがその組織の脅威検知に有効であるかどうかという議

できるものではなく、監視対象や組織のポリシーに合わ

論に加え、その組織の運用体制で調査・対応ができるア

せて最適化してはじめて効果を発揮します。例えば、組

ラート件数となるように絞ることが重要です。
「ルール

織で禁止されている特定のアプリケーションや通信を検

で検知はするがアラートは上げずにQRadarのコンソー

知したければ、ポリシー違反の検知ルールは組織のポリ

ルで検索して参照する」
「ルールではなく定期的にレポー

シーに沿って設定されていなければ意味がありません。

ト生成して確認する」など、参照や確認方法を考慮する

デフォルト・ルールを出発点として、どれを使用する

とよいでしょう。
QRadarの提供するアノマリ検出ルール

+ when the local network is one of the following networks
●
+ when the destination network is one of the following networks
●
+ when the IP protocol is one of the following protocols
●

しきい値ルール
一定時間におけるしきい値で異常性を判断
検出例：8時〜17時の間にログインできるユーザー数を220以下とし、
221人目がログインしたらアラート生成

+ when the Event Payload contains this string
●
+ when the source port is one of the following ports
●
+ when the destination port is one of the following ports
●
+ when the local port is one of the following ports
●
+ when the remote port is one of the following ports
●
+ when the source IP is one of the following IP addresses
●
+ when the destination IP is one of the following IP addresses
●
+ when the local IP is one of the following IP addresses
●
図 4．
ルールを構成する条件（一部）の例
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アノマリ・ルール
トラフィックやイベントの頻度に関連する異常を判定。一定時間内に
発生したイベントの頻度を学習し、異なる挙動を検出。
検出例：過去5分間と1時間の平均のトラフィック・ボリュームが40%以上
異なった場合アラート生成

振る舞い型ルール
ホルト・ウィンタース法アルゴリズムを利用し、
トラフィック・レベル／
季節／トレンドを考慮した予測を行う。次のインターバルの統計量を
予測し、実際の値と比較することでアラート生成。
検出例：業務時間外に毎秒100ホストと通信するメールサーバーが
毎秒1000ホストと通信した場合アラート生成
図 5．
アノマリ検出ルール

QRadarの運用開始直後は、多くの場合、大量のオ

QRadarは多種多様な事象を検知する能力に加え、ルー

フェンスが生成されますが、そのオフェンスの大半は

ルの作成が非常に容易で自由度が高いのが特徴です。
「と

False Positive
（誤検知）
です。その組織の環境に合った

りあえずデフォルト・ルールで」で始めたとしても、ぜ

ルールの条件や、検知除外の条件の設定を時間をかけて

ひ一歩先の独自ルールを作成してQRadarの機能をフル

QRadarに組み込んでいき、検知精度を高めて実運用に

活用してください。

乗るようにチューニングしていくことが非常に重要です。
●デフォルト・ルールの一歩先、独自ルール

5. 終わりに

昨今の巧妙な標的型攻撃を考えると、デフォルト・ルー

QRadarを導入する目的は、外部からの脅威をいち早

ルに加えて、独自にルールを作成することが望まれます。

く検知し、被害状況や原因の解明を迅速に行うことです。

独自のルール作成といっても、決して難しい作業ではあ

QRadar基盤を構築しても、ログの中身と分析ルールが

りません。QRadarのルールはすべて、Webコンソール

伴わなければ、目的は達成できません。QRadarシステ

から使用したい条件を選んでクリックして追加し、パラ

ムの稼働開始が導入完了ではなく、その組織に合った有

メーターを入力して作成するため、複雑な文法や記載方

効なルールが、その組織の体制下で運用できるように適

法を勉強する必要はありません。条件には簡単なものか

切にチューニングされてはじめて導入完了と言えます。

ら、複数のイベントの前後関係や時間間隔を定義するも

QRadar導入に関わるメンバーは、この最終ゴールを認

の、複数のルールの前後関係や相関を指定するものまで、

識し、優先順位と工数配分を誤らずにプロジェクトを遂

さまざまなものが用意されています（図4）
。

行することが重要です。

例えばIPA
（独立行政法人 情報処理推進機構）
で公開さ

そして、進化するサイバー攻撃に対応していくために

れている「
『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計

は、QRadar導入完了後も常にルールを見直し、最適化

ガイド」
［1］
に定義されている攻撃シナリオや攻撃ツール

を続けることが必要です。サイバー攻撃は日々高度化、巧

を検知するルールを作成するのも一案です。それ以外に

妙化しています。今は有効なルールでも半年後には役に

も、マルウェア感染対策であれば、
「プロキシを経由せず

立たないかもしれません。その組織に合ったルールの作

に直接インターネット接続を試みる通信や定期的に発生

成とチューニングを促進すること、そして一度作成した

する同一宛先へのリクエストの検知」
、データ漏洩対策で

ルールを放置せず、状況に合わせて常に見直していくこ

あれば、
「一定サイズ以上のファイル転送の発生や退職予

とが、なによりも重要です。

定者による外部クラウド・サービスへのファイル・アッ
プロードの検知」なども有効かもしれません。QRadar
では、このような検知のアイデアを、簡単にルールで表
現することができます。

［参考文献］
［1］IPA：
「
『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」の公開, http://
www.ipa.go.jp/security/vuln/newattack.html

さらに、高度なアノマリ検出ルールもぜひご活用くだ
さい（図5）
。アノマリ検出ルールは、デフォルト・ルー
ルには含まれない、イベントやネットワーク・フローの
集計値に対して条件を設定するルールです。
「しきい値
ルール」
「アノマリ・ルール」
「振る舞い型ルール」の3種
類が提供されており、トラフィック量の通常状態との乖
離や、特定のイベントの発生件数の異常などを検出でき
ます。どのような振る舞いを行うかわからない未知の攻
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