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サイバー犯罪の総合的防止:
IBM Security Trusteer 製品の概要
包括的な IBM Security Trusteer ポートフォリオを使用することで、
あらゆる種類の攻撃ベクトルを検知して防止

ハイライト
•

 来のソリューションだけでは阻止でき
従
ないサイバー犯罪攻撃を防止

•

 括的な統合サイバー犯罪防止アーキテ
包
クチャーを使用することで、不正をリア
ルタイムに検出

•

4 つの基本原理を活用 - 不正を効果的かつ
正確に阻止、新出の脅威に適応、エンド
ユーザー・エクスペリエンスを合理化、
および価値創出までの期間を短縮

サイバー犯罪者は常に、金融機関、企業、e-コマース業、その他の組
織を狙って、金融情報や業務情報を盗もうとしています。従来のソ
リューションは、脅威に関する情報に欠けており、全体的な攻撃ラ
イフサイクルをほぼリアルタイムで識見することができないため、
こうした攻撃を阻止するのは困難です。
IBM は、包括的な統合サイバー犯罪防止アーキテクチャーをいち早
く開発し、世界中の何百もの組織がその導入を成功させてきました。
Trusteer ソリューションは、オンライン、モバイル、チャネル間の詐
欺の大半を占める、犯罪者によるエンドユーザーとアカウントの乗
っ取りなど、幅広い種類の攻撃を検出、予防します。IBM のサイバ
ー犯罪防止アーキテクチャーは、不正の防止、長期に亘る保護の
持続、顧客体験の合理化、IT リソースの負担の大幅な軽減という
4 つの基本原理に基づいています:
不正を効果的かつ的確に予防
• ほとんどの不正企ての根本的原因であるマルウェアとフィッシング
を予防
• アクティブな脅威をほぼリアルタイムに検出
• デバイス、ユーザー、アカウント、トランザクションに関わるリス
ク要因を分析して、アカウントを乗っ取ろうとする試みや高リスク
のトランザクションに確実にフラグを設定
新しい脅威に適応
• 数千万ものエンドポイントからグローバルな情報をほぼリアルタイ
ムで利用
• 様々な保護層を動的に適応させて、持続可能な保護を実現
エンドユーザー・エクスペリエンスを簡素化
• 透過的な保護を実現
• 合法的取引を行っている顧客が被る障害を大幅に軽減
• 組織のサポート、詐欺・リスク対策チームの効果をアップ
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価値創出までの期間を迅速化
• 面倒な設定が不要なサービス型ソフトウェア (SaaS) ソリューショ
ンにより、迅速な導入を実現
• すべてのオンライン/モバイル・アプリケーションに即時に対応

IBM Security Trusteer 製品の概要と主な機能
製品
IBM® Security
Trusteer Pinpoint
Criminal Detection

概要
犯罪者や、アカウント乗っ取りの
企てを確実に検出

主な機能
●●

●●
●●

●●

●●

IBM® Security
Trusteer Pinpoint
Malware Detection

活動中の MITB (Man-In-TheBrowser) マルウェアに感染した
デバイスを正確に、ほぼリアルタ
イムに検出

IBM® Security
Trusteer Mobile
Risk Engine

感染したエンドユーザー・デバイ
スや犯罪者所有のデバイスから、
モバイル固有の不正リスクを確
実に検出

●●
●●

●●
●●

●●

IBM® Security
Trusteer Rapport

金融関係を標的としたマルウェ
アやフィッシング攻撃に対する
クライアントベースのエンドポイ
ント保護

●●

●●
●●

●●

IBM® Security
Trusteer Mobile
SDK

IBM® Security
Trusteer Mobile
Browser

Apple iOS プラットフォームと
Google Android プラットフォー
ム専用セキュリティー・ライブラ
リーは、専用のモバイル・バンキ
ング・アプリケーションに組み込
んで、感染デバイスや脆弱なデバ
イスを検出して、永続的デバイス
ID を生成することが可能
モバイル・デバイスのアクセス
とトランザクションのリスクベ
ース分析

●●

●●

●●

●●
●●

IBM Security
Trusteer Apex
Advanced Malware
Protection
®

従業員のエンドポイントを高度な
マルウェアから保護

●●

●●
●●

●●

複合的なデバイス ID を使って、新しいなりすまし (プロキシ) の既知の犯罪デバイ
スを検出
フィッシング・インシデントをほぼリアルタイムに特定
Trusteer Pinpoint Malware Detection および Trusteer Rapport (利用している場合)
の拡張マルウェアとフィッシングのリスク・インジケーターをスムースに統合
デバイス・リスク (なりすまされた既知の犯罪デバイス) とアカウント・リスク
(フィッシング・インシデントとマルウェア感染) を相互に関連付けて、犯罪とア
カウント乗っ取りを確実に検出
世界中の数百もの組織からの情報をもとに、グローバルな犯罪デバイス・データベ
ースを維持
PC、Mac、モバイル・デバイスで活動中の MITB 感染を検出
マルウェア検出イベントを電子メール、バッチ・ファイル、または直接フィードに
よって、Trusteer Pinpoint Criminal Detection とサードパーティ製リスク・エンジ
ンにフィード
スマートフォンやタブレットからの高リスク・モバイル・アクセスを検出
Trusteer Mobile SDK、Trusteer Mobile App、およびサードパーティ製アプリケーシ
ョンが捕捉したデバイス、セッション、およびユーザーのリスク要因に基づいてリ
スク分析を実行
オンライン・チャネルのマルウェア感染やフィッシング・インシデントなど、チャ
ネルにまたがるリスク要素を相互に関連付けて、複雑なオンライン/モバイル攻撃
シナリオに対処
活動中および休止状態の MITB マルウェアによる感染からデバイスを予防し、感染
した場合は感染源を削除
アクティブなマルウェアが存在する場合でも、セッションの閲覧を保護
フィッシング・サイト、特定の感染アカウントの資格情報、支払いカード・データ
を検出
詐欺対策チームにマルウェア感染と削除を通知することで、ユーザーに資格情報を
再び付与できるようにして、将来の脅威を排除
次のリスク要因を検出:
–– 改造/ルート化デバイス
–– マルウェア感染
–– 不正アプリケーションのインストール
–– セキュリティー保護されていない WiFi 接続
–– 古いオペレーティング・システム
–– 地理的場所
ハードウェアとソフトウェアの属性を基に、アプリケーションの再インストールに
強い永続的デバイス ID を生成
Trusteer Mobile SDK を組み込むことで、デバイス・リスク要因と永続的デバイス
ID を Web アプリケーションに提供
介在者攻撃を防止 (ユーザーが本当のサイトを閲覧できるように支援)
デバイス・リスク要因をユーザーにアラート通知し、改善ガイダンスを提供
Web ブラウザー、Java、Adobe、Microsoft Office、その他のアプリケーションを
ゼロデイ脆弱から保護
マルウェアによるデータの引き出しを阻止
消費者サイトでのスピア・フィッシングやエンタープライズ資格情報の再使用によ
って資格情報が盗まれるのを阻止
管理対象/管理対象外の従業員のエンドポイントをサポート
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図 1: セキュリティー・アーキテクチャーへの包括的な Trusteer アプローチによって、IBM Security Trusteer 製品間でデータと情報をやり取りすることが可能
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IBM 製品が選ばれる理由?
IBM Security ソリューションは、その不正防止機能、
ID とアクセス管理機能で世界中の組織の信頼を得てい
ます。これら実証済みのテクノロジーにより、組織は
顧客、従業員、ビジネスに不可欠なリソースを最新のセ
キュリティー脅威から保護できます。新しい脅威が現れ
る状況の中、IBM は製品、サービス、ビジネス・パート
ナー・ソリューションなどの包括的なポートフォリオを
提供して、組織が中核的なセキュリティー・インフラス
トラクチャーを構築するため支援します。IBM は、セキ
ュリティーの脆弱性を軽減して、戦略的イニシアチブの
成功に力を注げるよう、組織を強化します。

詳細情報
IBM Security Trusteer ソリューションの詳細については、
日本 IBM 営業担当員または 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/security

IBM Security ソリューションについて
IBM Security は、企業セキュリティー製品とサービスの最
先端且つ包括的ポートフォリオを提供します。世界で高
い評価を受けている IBM® X-Force® 研究開発がサポ
ートするこのポートフォリオは、ID とアクセス管理、
データベース・セキュリティー、アプリケーション開発、
リスク管理、エンドポイント管理、ネットワーク・セキ
ュリティーなどのソリューションを提供して、組織が
人材、インフラストラクチャー、データおよびアプリ
ケーションを包括的に保護するためのセキュリティー・
インテリジェンスを提供します。これらのソリューショ
ンにより、組織はリスクを効果的に管理できると共に、
モバイル、クラウド、ソーシャル・メディア、他企業の
ビジネス・アーキテクチャーに対応する統合セキュリテ
ィーを実装できます。IBM は世界で最も幅広くセキュリ
ティーの研究、開発、提供組織を運営しており、130 か
国で一日当たり 150 億ものセキュリティー・イベントを
監視し、3,000 以上のセキュリティー特許を保持してい
ます。また、IBM グローバル・ファイナンシングは、
ビジネスで必要とされるソフトウェア機能を、可能な限
り費用対効果が高く戦略的に優れた方法でご購入いただ
けるようお客様を支援します。IBM は、信用審査で承認
されたお客様とパートナーシップを結んで、お客様のビ
ジネスや開発目標に見合ったファイナンシング・ソリュ
ーションをカスタマイズし、効果的な現金管理を実現し、
所有総コストを改善します。お客様の主要な IT 投資に
はIBM グローバル・ファイナンシングをご利用になり、
ビジネスを一層推進してください。詳細については、
次の URL にアクセスしてください: ibm.com/financing

© Copyright IBM Corporation 2014
IBM Corporation
Software Group
Route 100
Somers, NY 10589
2014年8月
IBM、IBM ロゴ、ibm.com、および X-Force は、世界の多くの国で
登録された International Business Machines Corporation の商標です。
他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標
である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、
ibm.com/legal/copytrade.shtml をご覧ください。
Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、および PostScript ロゴは、米国お
よびその他の国における Adobe Systems Incorporated の登録商標また
は商標です。
Microsoft、Windows、Windows NT、および Windows ロゴは、米国
およびその他の国における Microsoft Corporation の商標です。
Java およびすべての Java 関連の商標とロゴは、Oracle やその関連会
社の商標または登録商標です。
本資料は最初の発行日の時点の内容であり、予告なしに変更される場
合があります。本資料に記載の製品、サービス、または機能が日本に
おいては提供されていない場合があります。
本資料の情報は「現状のまま」提供され、商品性、特定目的への適
合性に対する保証、および非侵害の保証または条件を含め、いかな
る明示的または黙示的な保証も行いません。日本 IBM 製品は日本
IBM 所定の契約書の条項に基づき保証されます。
確実なセキュリティー体制への取り組みについて:IT システム・
セキュリティーには、社内外からの不適切なアクセスに対する予防、
検出、対応によってシステムと情報を保護する対策が伴います。不適
切なアクセスによって、情報の改変、破壊、または流用が行われたり
することがあります。また、システムへの損害、または他者への攻撃
といったシステムの悪用が生じる可能性があります。IT システムま
たは製品によってセキュリティー対策が万全になると考えることは危
険であり、1 つの製品またはセキュリティー対策で不正アクセスを完
全に有効に防ぐことはできません。IBM のシステムと製品は、包括
的なセキュリティー・アプローチの一部として設計されています。
そのため、運用手順を追加することがどうしても必要となり、効果を
最大限に高めるには、他のシステム、製品、サービスが必要になるこ
とがあります。IBM は、システムと製品が他者による悪意のある行
為または不正行為から免れることを保証するものではありません。
Trusteer は、2013 年 8 月に IBM によって買収されました。
リサイクルにご協力ください

WGS03018-JPJA-02

