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マネージド・セキュリティー・サービス・プロバイダーの選択

概要
企業は現在、いつ仕掛けられるとも限らないサイバー攻撃への対策
に苦慮し続けています。その脅威が、ウィルス、サービス妨害攻撃、
Web サイトへの不正アクセスなどのいずれによるものであっても、
このような攻撃は甚大な被害をもたらす可能性があります。サイバー
攻撃によって、事業や労働生産性が悪影響を受け、インフラが攻撃
され、企業の評価を低下させるセキュリティー障害が発生します。
このような性質のセキュリティーの侵害および障害は、業務への悪
影響、問題修復にかけるリソース、ビジネス機会の損失など、多額
の費用がかかることもあります。

費用対効果に優れ、堅固でプロアクティブなセキュリティー体制を
サポートするために、自社の IT セキュリティー・プログラムの一部
または全体をアウトソーシングする企業が増えています。このような
企業は、一般的に次のような特徴があります。
●●

●●

●●

セキュリティー・プログラムを成功させるには、現在の脅威の全貌に
対する深い洞察が必要です。また、
セキュリティー・イベントの管理、
ログの管理、脆弱性スキャン、e- メール・セキュリティーなどのアク
ティビティーに不可欠なセキュリティー・テクノロジーのコストと複
雑さを管理するための戦略的なアプローチも必要です。しかし、現在
の、また、新種のセキュリティー脅威は多種多様であり、自社の情報
セキュリティー管理を試みる多くの企業では、オンライン・システム
を 24 時間体制で適切に保護するために必要な社内リソースが不足
しています。
高度なセキュリティーの実施には、高いスキルを備えた人材が必要
ですが、そのような人材の需要は高いため、募集、採用、雇用には
多額のコストがかかります。米コンサルティング企業フォレスター・
コンサルティングの調査に次のように示されています。
「80% という
驚くべき割合のセキュリティー・リーダーが、
すべての要件を満たす
技術セキュリティー・スタッフを見つけ、雇用するのが難しいまたは
非常に難しいと考えています。この問題は、衝撃的なことに 96%
もの地域のセキュリティー・リーダーが、この困難さを指摘した中南
米で、より顕著に現れています。」1
さらに、セキュリティー・ソリューションの実装、管理に IT リソース
をとられ、将来の攻撃を防止するといったその他の重要な取り組み
に手が回らなくなる可能性があります。IT チームは、IT セキュリ
ティー機能の重要な戦略的役割を無視した、受身の対応を余儀なくさ
れています。

●●

●●

●●

社内の能力が不足しているために、新しい IT セキュリティー・
ソリューションの戦略的な実装に向け、変化するビジネス要求、
コンプライアンスの義務、新たな脅威を適切に管理できない
現在の資産を最大限に有効活用するために、セキュリティー・
インフラを効果的に監視および管理できない
社内の IT スタッフ・メンバーが、新しい戦略的プロジェクトより
も日常的な運用上のセキュリティー問題に過剰な時間を費やし
ている
リスク軽減、データ損失削減、ダウン時間短縮のために、プロアク
ティブではなく事後対応的なアプローチを提供する IT セキュリ
ティー・ツールとプロセスに依存している
現在の、新種の脅威に関するセキュリティー・インテリジェンスの
収集および分析を行う人材と専門知識が不足している
リスクの規模と複雑さに圧倒され、自信をもって統合された対応
ができない

マネージド・セキュリティー・サービス・プロバイダー (Managed
Security Services Provider: 以下 MSSP) にセキュリティー運用を
アウトソーシングすることにより、サービス・プロバイダーが提供す
る専門家のスキル、ツール、プロセスを利用でき、テクノロジーとリソー
スへの多額の投資をせずに、
セキュリティーを大幅に強化できます。
しかし、どのようにすれば自社固有のニーズに適した MSSP を選択
できるのでしょうか。
このホワイト・ペーパーでは、MSSP を選択するための戦略的なアプ
ローチの概要を示し、プロバイダーを選択する際に考慮すべき 10 の
重要な条件を規定しています。適切な MSSP を選択することで、
情報セキュリティーのコスト削減と複雑さの軽減を実現するとともに、
さらに強力なセキュリティー体制を築くことができます。
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MSSP を選択する際に考慮すべき最も重要な
10 の条件

セキュリティー・インフラを構築して 24 時間体制で運用するための
リソースと予算が不足している企業は、
その業務を信頼できる MSSP
へアウトソーシングできます。MSSP が日常的なセキュリティーの監
視と管理を行うようにすることで、社内の IT リソースをより戦略的
な構想に割り当てられるようになります。さらに、MSSP は、攻撃に
よる損害や、それによる業務停止の前に、攻撃を阻止するための高
度なインテリジェンスを提供して、事業継続性を促進します。このよう
なプロアクティブな保護することにより、巧妙な脅威が増加し続ける
中でも企業としての機能を維持できるため、競争力を保つことがで
きます。

MSSP にセキュリティー業務をアウトソーシングし、そこから最大の
メリットを引き出すには、各社固有のニーズに適したプロバイダーを
選択する必要があります。プロバイダーの選択を行う前に、以下の
質問を確認してください。
●●
●●
●●
●●
●●

セキュリティー要件を広範囲にわたって確認しましたか?
準拠すべきセキュリティー基準を把握していますか?
信頼できるガバナンス・モデルを確立していますか?
MSSP に実施して欲しいセキュリティー要件は決まっていますか?
MSSP が、上記の分野でプロバイダーとしての能力を実証できる
認定を受けているかを調査する準備はできていますか?
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上記の質問に答えが出れば、MSSP の評価を開始する準備が整っ
たことになります。以下の 10 の基準は、コンプライアンスの管理を
向上させつつ重要な IT 資産を保護するために適切なプロバイダー
を選択する際に役立ちます。
1. セキュリティー・サービスに関する幅広いポートフォリオ
ダイナミックに変化するビジネス環境、急増する新たな脅威と規制
要件の変更を背景に、
セキュリティーのニーズは常に進化しています。
MSSP は、脆弱性アセスメント・サービスと管理サービスを組み合
わせた、強固なサービス・スイートを提供して、契約した企業のセキュ
リティー上の課題がどのようなものであっても、脅威に先んじてその
企業を保護し続ける必要があります。自社の予算と固有の保護要件
を満たすには、複数のサービス・レベルとミックス・アンド・マッチ・
サービスを提供できる MSSP を選択してください。また、一貫性の
あるサービス提供とパフォーマンスのために、事前にパッケージ化
され構造化されたオファリングを提供するプロバイダーも検討して
ください。ビジネスのあらゆる側面でリスクに対応できる世界クラス
のサービスを通して、コスト削減、サービス向上、リスク管理を実現
する強力なセキュリティー体制を構築できます。
2. 評価の高いセキュリティー・インテリジェンスと調査専門家
選択した MSSP は、一流の人材を幅広く内外に確保し、新たな脅威
や修復に関する最新情報など、最新の攻撃方法、ネットワーク脅威
と脆弱性に対する洞察を継続的に提供できる必要があります。グロー
バルな運用グループ、有能な研究開発チーム、長年かけて実証され
た脆弱性と脅威の分析プロセスは、巧妙化する攻撃のスキームとテ
クノロジーから企業を保護し続ける上で不可欠です。さらに、プロバ
イダーは、各リソースに特定の任務を割り当てるか、あるいは任務を
交代させることで、調査専門家が脆弱性と脅威の調査に専念できる
ようにする必要があります。
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3. 卓越した企業評価

MSSP の評価および顧客満足度の実績は、考慮すべき重要な要素
です。長年にわたって顧客の維持に成功しているプロバイダーを探
してください。プロバイダーの平均解約率を確認し、自社と同じ業界
で同様のネットワーク・ニーズを持つ長期的な顧客を探してください。
社内、あるいはサード・パーティー・ベンダーが実施した現在の顧
客満足度調査の結果を確認します。対象となる MSSP を含む分析
レポートを精査して、そのプロバイダーを競合他社と比較し、その
サービスと専門知識を公平に評価します。また、その確固たる評価
が、将来に対する確固たるビジョンを伴っているかどうかを検討し
ます。そのプロバイダーがソリューションおよびサービスのポート
フォリオに投資しており、自社のセキュリティー目標に適合した、明確
に定義された戦略的ロードマップを用意していることを確認します。
4. 可視化とインテリジェンスを向上する強力な Web ベースの
管理ツール

MSSP は IT セキュリティー・プログラムの一部または全体を提供
できますが、それでもなお、自社の IT チームは、セキュリティー・
インフラ全体の把握できる強力なビューにすぐにアクセスできる必
要があります。各企業のビジネス・ニーズに対応できるように、デバ
イス・タイプ、ベンダー、サービス・レベルのミックス・アンド・マッチを
柔軟に行え、単一の管理コンソールを提供する MSSP を探します。
優れた Web ベースの管理ツールを使用することで、企業のセキュ
リティー担当者は、クラウド型と従来型の方法で、管理対象と非管理
対象の両方のセキュリティー・デバイスをより簡単に監視できます。
5. 高度なバックエンド・テクノロジー

MSSP が継続的なグローバル・セキュリティー・インテリジェンスに
尽力していることを確認したら、そのインテリジェンスを自社の IT
インフラとセキュリティー構想に合わせて調整するためのバックエン
ド・テクノロジーを採用していることを確認します。管理ポータル経
由でアクセスする基盤の保護システムには、単純なイベント・モニター
やデバイス管理以上の機能が求められます。プロバイダーはまた、
高度な分析、相関分析、集計、カテゴリー化、優先順位付けを実行
するために、一般的な IT セキュリティーの範囲を超える能力を備
えていなければなりません。さらに、セキュリティー・インテリジェン
スが統合化され、複数のサービス・オファリングからのアラートがお

互いに連携される必要もあります。このようにすることで、脅威の標
的が自社だけか、多数の企業であるかに関係なく、誤検出率を低下
させ、巧妙な脅威の識別が簡素化されます。
高度なアラート・メカニズムと同様に、インシデントのエスカレーション
と修復のテクノロジーを探してください。これらはすべて、MSSP が
提供し、継続的な更新を行っている既知の脅威の大規模なデータ
ベースに関連付けられています。そのプロバイダーが顧客基盤全体
で共通のプラットフォームを使用していることを確認します。そうで
はなく、複数の異なるプラットフォームを同時に管理しようとしている
場合、サービス提供に矛盾が生じる可能性が高くなります。
6. 国、都道府県、業界の各規制に対応したワンストップ・ソリューション
自社の属する業界に適用されるコンプライアンス規則を深く理解し
ている MSSP を選択する必要があります。そのため、プロバイダー
の業務が、関連する業界標準のセキュリティーと監査の手続きに
従っていることを確認してください。ガバナンス、リスク、コンプライ
アンスのサービスを 1 社のプロバイダーから利用することを検討し
てください。プロバイダーを 1 社に絞ることで、コンプライアンスに
加えて、技術上およびビジネス上の考慮事項など、自社の要件と将
来の目標に照らして実施済みのセキュリティー活動の評価に役立
ちます。
顧客企業のコンプライアンス管理改善のためのしっかりとしたサー
ビスを提供する MSSP の中には、規制や標準への準拠に対応で
きるだけでなく、セキュリティー・リスク管理、セキュリティー・プロ
グラムの設計と管理、プライバシーとセキュリティーに関する教育
とトレーニングなど、関連の機能を備えているプロバイダーが存
在します。また検討対象の MSSP が、IT Infrastructure Library
(ITIL) フレームワークなど、ベスト・プラクティスの方法論、インシ
デント管理、セキュリティー運用管理を含む、社内ガバナンス構造を
整備していることを確認します。
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7. セキュリティー・インフラに関する幅広い専門知識
プロバイダーの知識、経験、評価を、セキュリティーの全社的な戦略
と目標をサポートできるインフラとシステムの統合の提供という観
点から、確認します。MSSP は、特にセキュリティーのベスト・プラク
ティスに関連する、ハードウェア、ソフトウェア、データセンター、ネッ
トワークの各要件に関する深い知識など、インフラに関する幅広い
専門知識を持っている必要があります。統合されたテクノロジー・
サービス(事業継続性、通信、ストレージとデータ・サービスの統合
など) を提供する MSSP は、そのマネージド・セキュリティー・サー
ビス・オファリングの価値を広げることができます。MSSP には、
顧客となる企業が、充実したセキュリティー機能を備えたインフラ
によって、自社のマネージド・セキュリティー・サービス実装の範囲
を超えた成長と隣接する領域への拡大をどのように実現できるのか
理解するための、スキルと分析能力が必要です。
8. セキュリティー・デバイスのマルチベンダー・サポート
MSSP は、24 時間体制でのセキュリティー状況の管理と監視に加
えて、不要でコストのかかるテクノロジー変更を回避できるように、
現行の機器を保護する能力と認証を備えている必要があります。
独自の製品スイートに加えて、さまざまなテクノロジーとプラット
フォームの管理における幅広い経験を持っている MSSP を探します。
MSSP が管理の認証を取得しているプラットフォームのリストを依
頼します。そのリストに現在使用しているプラットフォームが含まれ
ていない場合は、ニーズに合わせてサービスをカスタマイズできる
かどうかを、プロバイダーと共に検討します。ただし、どのような IT
環境やビジネス・ニーズでもサポートできると主張するプロバイダー
には注意してください。一貫した信頼性の高い専門家のサービスを
提供するためのリソースをグローバルに準備するには相当な時間と
コストがかかるためです。
9. 柔軟で保証されたパフォーマンス・ベースのサービス・レベルの合意
サービス・プロバイダーは、迅速に徹底して対応できると主張するこ
とがあります。しかしながら、選ぶべき MSSP は、迅速な対応だけ
でなく、新たなインターネット上の脅威からの保護も保証する必要
があります。プロバイダーは、SLA でこのようなコミットメントを積
極的に裏付ける必要があります。プロバイダーがサービスを確実に
繰り返し提供できることを実証する、構造化された固定価格、固定
スコープのオファリングを探します。また、SLA が特定のニーズに対
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応していることを確認します。セキュリティー・サービスを採用した
後、プロバイダーの能力を検証およびテストして、パフォーマンスが
契約した取り決めに合致していることを確認します。
10. 財政面での安定

MSSP を評価する際に考慮すべき最も重要な基準の 1 つは、MSSP
の財政的な安定性です。アウトソーシングされた業務として多数の
顧客のセキュリティーを管理するには、セキュリティー・オペレー
ション・センター (Security Operation Center: 以下 SOC) のグロー
バル・ネットワークを運用し、新しいテクノロジーを開発し、豊富な
知識と意欲を持つリソースを集めて維持するために、多額の資本と
人件費が必要です。あらゆるビジネス上の意思決定と同様に、豊富
なリソースと継続可能なビジネス・モデルを持つ MSSP を探してく
ださい。

IBM セキュリティー・サービス

時間を取って MSSP を徹底的に調査した、見識のある多くの企
業は、自社の保護のために IBM マネージド・セキュリティー・サー
ビスを選択しています。実際、IBM は、業界でマネージド・セキュリ
ティー・サービスのリーダーとして認められています。米アドバイ
ザリー企業ガートナーは、グローバル MSSP に関する Magic
Quadrant で IBM をリーダーとして位置付けています2。さらに、
IBM は、
「Forrester Wave™: 情報セキュリティー・コンサルティン
グ・サービス 2013 年度第 1 四半期」においてもリーダーとして挙
げられています3。

IBM マネージド・セキュリティー・サービスは、システムと ID の
監視および管理、緊急対応、インターネットの最も重大な脅威から
の 24 時間体制の保護といった、ほぼリアルタイムのセキュリティー
管理のための高度なセキュリティー・ソリューションを提供します。
IBM のセキュリティー・サービス・ポートフォリオは、企業がコン
プライアンスの管理を向上させながら、リスク、増大するセキュリ
ティー・コスト、複雑さを軽減する上で役立ちます。IBM マネージ
ド・セキュリティー・サービス・ソリューションの幅広いポートフォリ
オには、標準のセキュリティーの管理と監視のほか、クラウド・ベー
スのセキュリティー・サービス・オファリングが含まれています。
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マネージド・セキュリティー・サービス (コア・オファリング )

●●

IBM マネージド・セキュリティー・サービス (コア・オファリング )
では、企業の IT 環境内のセキュリティー・テクノロジーを 24 時間
体制で監視および管理します。企業は、単一の管理コンソールを使用
して、セキュリティー・インフラ全体を確認できるとともに、IBM と
協力して情報セキュリティー・プログラムに積極的に携わり続けるこ
とができます。オファリングには以下が含まれます。
●●

●●

●●

ファイアウォール管理。ファイアウォール・アラートおよびログ
のセキュリティーをほぼリアルタイムで監視 /管理 /分析するこの
サービスは、カスタマイズされた保護を多くの従来型のソリュー
ションよりも低いコストで提供します。既知のセキュリティー脅威
と新しいセキュリティー脅威からの予防的な保護のほか、既存
のセキュリティーへの投資を最適化できる、ベンダーに依存しな
いサポートを提供します。IBM のファイアウォール管理サービス
は、堅固でカスタマイズ可能なレポートに加えて、エグゼクティブ・
レポートとテクニカル・レポートのオプションを使用して常に通知
を行います。
侵入検知防御システム (IDPS) 管理。このサービスは、ネットワー
クとサーバーを内外の脅威と侵入から保護することによってセキュ
リティー体制を向上させるよう設計されています。さらに、イベン
ト分析と攻撃認識に対してマルチステップ・アプローチを取ること
によって高度な攻撃検知を提供します。このサービスは、構成と
カスタマイズ可能なレポート作成のほか、セキュリティー・イベン
トに対する可視化の強化も提供します。
マネージド・プロテクション・サービス。このサービスは、IT イン
フラの監視、管理、およびインシデントのエスカレーションにお
マネージド・プロテク
ける専門知識を 24 時間体制で提供します。
ション・サービスは、IBM が提供する高度で堅固なマネージド・
セキュリティー・ソリューションを象徴しており、IBM 独自の保護
保証 SLA を組み込んでいます。

●●

●●

●●

統合脅威管理。このサービスは、保護とコンテンツという 2 つの
別個のセキュリティー・テクノロジーで構成されており、市場をリー
ドする統合脅威管理アプライアンスで利用できる機能に対応して
います。この保護コンポーネントは、ワーム、トロイの木馬、侵入
者などの従来の攻撃を阻止するよう設計された侵入防御システム
とファイアウォールをサポートして管理します。コンテンツ・コン
ポーネントは、Web と e- メールのフィルタリング、アンチスパムと
アンチウィルスのテクノロジーの管理とサポートを提供します
(可能な場合)。
セキュア Web ゲートウェイ管理。重要な Web ベースのトランザク
ションの保護に対する継続的なサポートとともに、このサービス
は、セキュリティー・デバイスを最適化して、セキュリティー状況を
全体的に把握できる Web ベース・ポータルへのアクセスを提供
します。このサービスは、プロキシーまたはキャッシュ、コンテンツ・
フィルタリング、ディレクトリー・サービス、アプリケーション制御
をサポートします。さらに、継続的な脅威監視を高度なポリシー
管理機能と組み合わせて、セキュリティー体制を改善できるよう
にします。
セキュリティー・インテリジェンス・アナリスト。企業はこのサービ
スを利用することで、専任の SOC 専門家とともに、現在のセキュ
リティー体制を分析し、自社の環境における傾向を検討して、全体
的なセキュリティー体制を強化するためにポリシーを調整して戦
略的な推奨を得ることができます。
マネージド・セキュリティー情報およびイベント管理 (SIEM)。
このサービスは、企業全体や特定ユーザーのアクティビティー
について 24 時間セキュリティーの監視と報告を行います。脅威
の識別と対応、コンプライアンスの管理、インフラへの投資の最
適化の向上を支援します。予測が容易な月額料金で提供される
IBM のサービスは、
マルチベンダー SIEM システムをサポー
トして、既存のシステムに価値を付加します。
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クラウド・セキュリティー・サービス

●●

IBM が提供するクラウド・セキュリティー・サービスは、IBM バー
チャル SOC プラットフォームを活用して、セキュリティー・デバイス
への投資や保守を必要としない価値の高いサービスを提供します。
このサービスにより、こうしたセキュリティー・サービスを社内で実
施せざるを得ない企業と比較して、コストを大幅に削減できます。
IBM が提供するクラウド・ベースのセキュリティー・サービス・オファ
リングは、従来型のマネージド・セキュリティーと専門的なサービス・
ソリューションの堅固なポートフォリオによって補完されます。IBM
マネージド・セキュリティー・サービスにおけるクラウド・ベースのセ
キュリティー・サービスには、以下が含まれます。
●●

●●

●●

e- メール・セキュリティーおよび Web セキュリティー。
マルウェア、
ID 盗難、フィッシング詐欺に起因する不測の機密漏れから
e- メールとデータを保護するサービスは、性能低下とシステム破損
をほぼなくすことにより、IT インフラと事業継続性を保護します。
また、追加のハードウェアとソフトウェア・ソリューションの必要
性を低減します。このサービスは、デスクトップ・パフォーマンスを
保護して、不適切な Web サイトへのアクセスを防止し、Web イン
ターフェースによってお客様が Web セキュリティーの構成と管
理を簡素化できるように支援することで、従業員の生産性の向上
を支援します。
セキュリティー・イベントおよびログ管理サービス。このサービス
は、IT チームがネットワーク・アプリケーションとオペレーティン
グ・システムのほか、
セキュリティー・テクノロジーからのイベント・
ファイルとログ・ファイルを 1 つのシームレスなプラットフォームに
コンパイルできるようにします。単一のインターフェースを使用して、
すべてのログの照会を実行する機能を提供します。この技術革新
は、セキュリティー調査の実施速度を大幅に改善します。
脆弱性管理。単一のポータルを介してクラウド・ベースの内外の
インフラ・スキャンを提供するこのサービスは、コンプライアンス
管理要件を簡素化します。脆弱性をスキャンして分類することによっ
てコンプライアンスへの取り組みをサポートし、セキュリティー・
リスクを管理して脅威に対する露出を減らすためのデータと修復
手順を提供します。

●●

●●

●●
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IBM® X-Force® 脅威分析サービス。ネットワーク・セキュリ
ティーに影響を与える可能性がある多様な脅威に関する情報をカ
スタマイズして提供するこのセキュリティー・インテリジェンス・
サービスは、グローバルなオンライン脅威の状況の詳細な分析に
よってネットワークをプロアクティブに保護します。
アプリケーション・セキュリティー管理。このサービスは、高度な
アプリケーション・セキュリティー分析を提供して、Web アプリ
ケーション・セキュリティー・リスクを識別して分析します。脅威を
悪用される前に検出して、アプリケーションのダウン時間を短縮
して、アプリケーションの可用性とコンプライアンス管理を向上さ
せます。
モバイル・デバイス・セキュリティー管理。このサービスは、複数
のプラットフォームにわたってほぼすべてのモバイル・デバイスをサ
ポートする完全に管理されたソリューションで、モバイル・デバイ
スのリスクから保護するための知識、テクノロジー、継続的な管
理を提供します。ホストされたモバイル・デバイス・セキュリティー
管理は、データ・セキュリティーの問題への対応、資本コストと運
用コストの削減、規制順守の管理の向上、従業員の生産性の向上
を支援します。
分散サービス妨害からのマネージド・プロテクション。このサー
ビスは、攻撃発生時のデータの計画、対応、相関分析を支援する
ための多層型のアプローチを提供します。IBM のセキュリティー
に関する専門知識を Akamai のクラウド・ベースの Kona Site
Defender テクノロジーと組み合わせることにより、インフラに対
する潜在的な攻撃を回避して、継続的なパフォーマンスと可用性
を実現します。

IBM マネージド・セキュリティー・サービスが
選ばれる理由

IBM の幅広いマネージド・セキュリティー・サービス・ソリューション・
ポートフォリオは、エンドツーエンドのセキュリティーの監視と管理、
可視化と効率の向上を実現するとともに、複数のテクノロジー、
セキュリティー
ベンダー、およびデバイスをサポートします。IBM には、
の分野における約 50 年間の経験があり、脅威の全貌について深
い専門知識を持つ 3,500 名以上の熟達したセキュリティー・サービス
専門家がいます。さらに、コア・オファリングで単純かつ予測可能
な価格設定モデルと、ベンダーに依存しないアプローチを用いてい
るため、コスト管理を向上させて、既存のセキュリティーへの投資
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価値を最適化できます。また、柔軟性を高めて、お客様がセキュリ
ティー・インフラに合ったサービス・レベルを選択して、デバイスごと
の制約なしにデバイスの構成変更を行えるようにしています。IBM
のソリューションとサービスは、新規と既存の両方のセキュリティー
機能を系統的に統合して、重要な可視化、堅固な制御、複雑さの軽
減を提供します。
インテリジェンス

今日企業が直面している多様な脅威の回避に必要な深い分析を提
供する能力において、IBM マネージド・セキュリティー・サービスに
並ぶものはありません。ほぼリアルタイムのクライアント・フィードを
介してセキュリティー関連データを収集することにより、IBM は、
分析の実施、不正行為の防止、異常の検知をサポートするプロフェッ
ショナルな取り組みに、その知識を組み込んでいます。

IBM マネージド・セキュリティー・サービスの中核を成す IBM
X-Force 研究開発チームは、IBM に対するお客様の期待が高まっ
ているインターネット・セキュリティーに対するプロアクティブなア
プローチの基盤を提供します。実際、IBM X-Force チームは、世界
で最も有名な企業セキュリティー研究グループです。さらに、IBM
X-Force チームは、連邦政府、州政府、および地方自治体に信頼さ
れたセキュリティー・アドバイザーとしての役割を果たしており、
政府のセキュリティー標準と構想の策定を支援しています。

IBM X-Force チームは、15,000 名以上のセキュリティー構想に関
する研究者、開発者、アナリスト、およびスペシャリストで構成され、
1,000 件以上のセキュリティーの特許に関与しています。このセキュ
リティー専門家グループは、脆弱性とセキュリティーの問題を調査
して評価し、IBM 製品のためにアセスメントと対策のテクノロジー
を開発して、年間を通して作成される脅威レポートや重要な警報と
勧告を通じて新しいインターネット上の脅威を一般に知らせます。
IBM X-Force チームは、チームによる数万時間分の研究結果を、
脅威と脆弱性の分野で最も堅固なデータベースとしてを維持してい
ます。

IBM のセキュリティー・アナリストとスペシャリストは、世界 10 拠
点にある SOC に配属されており、日々 150 億件のセキュリティー・
イベントを分析しています。 (図 1 を参照してください)

SOC のスタッフ配属
第 1 シフト

第 2 シフト

第 3 シフト

米国ジョージア州アトランタ
オーストラリア、
ブリスベン

オーストラリア、
ブリスベン
米国コロラド州ボールダー

ベルギー、
ブリュッセル
ブラジル、
オルトランジア
インド、
バンガロール

インド、
バンガロール
米国ミシガン州サウスフィールド
日本、
東京
ポーランド、
ヴロツワフ
コスタリカ、
エレディア

図 1. IBM SOC には、24 時間体制でスタッフが配属されています。
革新的なセキュリティー・テクノロジー

IBM マネージド・セキュリティー・サービスは、SOC のセキュリティー
専門家の協力に加え、充実したセキュリティー機能を備えた Web
ベースの管理ツールであるIBM のバーチャル SOC によってサポー
トされ、成り立っています。バーチャル SOC は、複数のグローバル
SOC の能力とインテリジェンスを組み合わせて使用することで、
単一のインターフェース (図 2 を参照) を提供します。セキュリティー
管理者は、このインターフェースにより、インフラ全体 (管理対象お
よび非管理対象のセキュリティー・デバイスから構成される) のセ
キュリティーを 24 時間、簡単に監視できます。企業の IT チーム
が自社のシステム内で発見された脆弱性を管理する際に役立つよ
うに、バーチャル SOC ポータルでは、IBM X-Force のセキュリ
ティー研究と企業ネットワーク上のデバイスから収集したサービス・
レベル・データを組み合わせています。
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図 2. バーチャル SOC ポータルでは、より簡単にシステムのセキュリティーを監視できます。

IBM マネージド・セキュリティー・サービスのお客様は、バーチャル
SOC ポータルをセキュリティー管理サービスのただひとつの指令
および制御センターとして使用できます。充実したセキュリティー
機能を備えたこの Web ベースのポータルは、企業による IBM の
セキュリティー専門家との協業をサポートし、セキュリティー体制
の改善を目的としたほぼリアルタイムの意思決定に必要なインテリ
ジェンス、ツール、機能を提供します。

IBM X-Force プロテクションシステムは、バーチャル SOC を通
じて利用可能なセキュリティー・インテリジェンスを常に最新の状
態で提供する、高度なバックエンド・システムです。このシステムは、
さらに広い範囲の攻撃対象領域を視覚的に捉えられるようにし、
企業のインフラを標的にしている疑わしいアクターを通知し、影響
を受ける IBM のお客様の数、標的対象の業界、時間の経過ととも
に広がる攻撃手法に関するグローバルな統計データを提供します。

10 マネージド・セキュリティー・サービス・プロバイダーの選択

クラウド・ベースのセキュリティー・プラットフォームとアナリティクス・
エンジンである IBM X-Force 保護システムは、約 4,000 社のお客
様を含む関連コミュニティーを土台に構築されています。IBM は、
アクセスされた企業、標的にされた業界、使用された手法を追跡す
ることによって、攻撃者のプロファイルを作成できます。IBM は、
この情報を活用して、その顧客基盤を調べ、同様の脆弱性を持ち、
攻撃される可能性があるお客様に通知します。さらに、重要度の高
いイベントを優先して、IBM セキュリティー・アナリストやお客様に対
策を実施するよう警告し、チケット発行や統合されたワークフロー
など、個々に合わせた修復のアドバイスや機能を提供します。
データの分析は、構成可能なダッシュボード、疑わしいホストに関
するダッシュボード、インターネット・プロトコル (IP) インテリジェン
ス・レポート、アラート監視など、ほぼリアルタイムのオンデマンド・
ダッシュボードに取り込まれます。サービスとそのデータ・セットが
多様であるほど、分析は貴重で実用的なものになります。X-Force
保護システムは、デバイスのベンダーやタイプを選ばない、全社的な
セキュリティー・インフラの管理と運用をひとつにまとめたビューを
提供します。この保護システムを利用することで、企業は、特にその
施設が複数である場合、自社のセキュリティーをさらに効率的に運
用できるようになります。

IBM マネージド・セキュリティー・サービスのメリット

IBM マネージド・セキュリティー・サービスは、セキュリティー運用
のアウトソーシングや既存のセキュリティー・チームの補完を可能に
することで、社内のセキュリティー・リソースの必要性を軽減します。
IBM は、複雑なセキュリティー管理の向上に必要な専門知識やセ
キュリティー・リスク体制の評価に必要な幅広い業界知識を提供

し、充実したセキュリティー機能を備えたエンドツーエンドのセキュ
リティー・ソリューションを通じて、イノベーションをもたらします。
IBM マネージド・セキュリティー・サービスは以下を支援します。
●●

●●

●●

セキュリティー体制の改善。インターネット上に新しく出現する
脅威に対する洞察と修正の提案を継続的に提供することにより、
IBM マネージド・セキュリティー・サービスは、保護の強化、事業
継続性の向上、ポリシー管理の統一、企業評価の保護をサポー
トします。IBM X-Force チームは深いセキュリティー・インテリ
ジェンスを継続的に配信し、IBM バーチャル SOC ポータルは、
必要な可視化、制御、自動化を提供して、さらにプロアクティブで
ほぼリアルタイムのセキュリティー管理を実現します。
コストの削減。IBM マネージド・セキュリティー・サービスとバー
チャル SOC は、増大するセキュリティー管理コストを大幅に削
減できます。IBM のサービスは、コストの削減を目的としており、
リソースを他のビジネス目標に再割り振りできるようにします。
お客様は、適切なネットワーク保護を維持するために、さらに多
くの人材を雇用して研修するためのコストを削減できます。その
他にも、ダウン時間の短縮、インフラの最適化、生産性の向上に
よってコストを節約できます。
管理の簡素化。IBM バーチャル SOC は、IBM 製品、他社のセ
キュリティー・ソリューション、実質的にリスク領域のすべてに対
して、全社規模のセキュリティー管理の堅固なメカニズムを提供
します。IBM は、手動での監査作業を実質的になくして、必要な
セキュリティー制御の回数と複雑さを軽減することにより、運用
効率を高めます。IBM マネージド・セキュリティー・サービスは、
余分なセキュリティー費用も削減します。
マルチベンダー環境を統
合して、より簡単に管理するとともに、より効率的にグローバルな
運用も管理できます。
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●●

●●

●●

サービスへの投資の保護。IBM マネージド・セキュリティー・
サービスにより、保証されたパフォーマンス・ベースの SLA のメ
リットが得られ、100% の説明責任が果たされる高信頼性の保
護を容易に実現できます。業界で認められたベスト・プラクティス
に基づく、標準化された反復可能な定義済みのサービスとアセッ
ト・ベースの配信は、サービスへの投資を最適化します。簡素化
された契約、予測可能な価格設定、および 1 社の IT サービス・
プロバイダーからの幅広い柔軟なサービスへのアクセスによって、
さらに保護されます。
既存の IT 投資の保護。IBM マネージド・セキュリティー・サー
ビスは、ベンダーに依存しないセキュリティー管理アプローチに基
づき、多くのベンダーが提供する多様なデバイス・タイプをサポー
トします。サービス配信の統合は、さまざまなセキュリティー・テ
クノロジーのシームレスな統合を可能にし、組み込まれたセキュリ
ティー・インテリジェンスと共に、意思決定を向上させてインフラ
への投資を強化します。セキュリティー管理の強化は、インフラの
パフォーマンスを最適化することにより、セキュリティー・インフラ
への投資の価値を高められます。
コンプライアンス管理の向上。IBM マネージド・セキュリティー・
サービスは、継続的なセキュリティーの監視や、セキュリティー・
ポリシーと手順の文書化を通じて、政府と業界の規制に対する
コンプライアンス管理を改善します。IBM は、業界で最も複雑な
いくつかのコンプライアンス規制に対する認定を保持しており、
幅広いコンプライアンス命令に対する内部管理と取締管理の実
施に役立つ専門知識を提供します。IBM は、ファイアウォール、
侵入防御システム、脆弱性管理、およびセキュリティー・イベント
とログの管理など、多くの規制に必要なセキュリティー・テクノロ
ジーを統合して提供できます。

IBM: 信頼性、シンプルさ、価値の提供

マネージド・セキュリティーのニーズをアウトソーシングすることで、
セキュリティーの状況を改善して、運用コストを削減し、重要な IT
スタッフを中核となるビジネス機能に集中できます。適切なプロバ
イダーを選ぶことが、セキュリティーをアウトソーシングする意思決
定を成功させる鍵となります。企業は、信頼できるサービスを提供
してきた実績と財政的な安定性のほか、保護の保証など、信頼で
きる SLA を備えたプロバイダーを探すべきです。経験豊富な専門
家が常に進化する強力なサービスを提供する SOC の大規模なグ
ローバル・ネットワークは、セキュリティー投資と企業の保護を向上
させます。

IBM マネージド・セキュリティー・サービスによって、企業は、運用、
財務、戦略上の効率向上による恩恵を受け、さらに最も重要な点と
して、セキュリティー管理手法を前進させる能力を獲得できます。
IBM を選ぶ企業は、世界クラスの IBM X-Force セキュリティー・
チームと協業することで、
すぐに信頼を得られます。また、IBM マネー
ジド・セキュリティー・サービスのバーチャル SOC ポータルが提供
するシンプルさも得られます。同様に重要な点として、世界 10 拠点
にある IBM の SOC は、一貫して高い品質レベルのマネージド・セ
キュリティー・サービスを提供して、リスク管理目標を支えるために
IBM を頼りにする企業に最適な価値を提供します。

詳細情報
IBM マネージド・セキュリティー・サービスの詳細については、IBM 担当または IBM
ビジネス・パートナーにお問い合わせいただくか、次の Web サイトをご覧ください。
ibm.com/services/us/iss

IBM グローバル ファイナンシング(IGF) は、お客様が、ビジネスに必要なITソリュー
ションを、最もコスト効率高く戦略的な方法で取得できるように支援します。IGFは、
お客様(事前に信用審査の承認が必要)とともにビジネス目標や開発目標に合わせて
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ファイナンシング・ソリューションをカスタマイズし、効果的なキャッシュ管理を実現し、
総所有コストを改善します。IGFにより、重要な ITに対する投資資金を調達し、
ビジネスを推進しましょう。IGFの詳細については、次のWebサイトをご覧ください。
ibm.com/financing/jp/
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