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従業員は、仕事を実行
するために、情報への
アクセスを必要とする
が、 悪意のある、または
無知な不正使用を検知
することは難しく、かつ
ハイ リスクである。
GARTNER「BEST PRACTICES FOR 

MANAGING ‘INSIDER’ SECURITY 

THREATS」( ANDREW WALLS著)、 
2014年6月17日

内部関係者の脅威からデータ 
を守る
企業のセキュリティに対する最大の脅威は、内部関係者からもたらされます。従業員、請負
業者、コンサルタント、ベンダがそれぞれの業務を行うには、企業のデータベースに保存さ
れた貴重な機密データ、ファイル共有、SaaSアプリケーションに正当なアクセス権を持って
いる必要があります。ただし、内部関係者がこのアクセス権を不正利用したり、その内部関
係者が外部からの攻撃を受けると、企業のデータは危険にさらされます。内部関係者から
の脅威を検出し、阻止するには、専門家が、ユーザと、企業データの使用方法の両方を理解
する必要があります。

Imperva CounterBreach 

Imperva CounterBreachは、企業のデータベースに保存されている企業データ、フ
ァイル共有、SaaSアプリケーションを、感染しているユーザ、不用意なユーザ、悪意の
あるユーザが原因で発生する盗難、損失から守ります。ユーザの通常のデータ・アクセ
ス・パターンを動的に学習し、不適切または不正なアクセス・アクティビティを識別す
ることによって、CounterBreachは危険な行為について積極的にITチームに警告しま
す。CounterBreachはまたデセプション技術を使用して、外部からの攻撃によって危険にさ
らされたエンドポイントのデバイスを確実に識別し、ユーザ・データ・アクセス学習に新た
なコンテキスト (状況情報) を追加します。
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情報安全戦略は、デバ
イスおよびネットワーク
中心のボトムアップ方
式の戦略から、情報自
体に焦点を当てた情報
中心のトップダウン方
式の戦略にシフトする
必要があります。
GARTNER「PREVENTION IS FUTILE 
IN 2020:PROTECT INFORMATION 
VIA PERVASIVE MONITORING AND 
COLLECTIVE INTELLIGENCE,」(NEIL 
MACDONALD著)、2016年1月27日

危険なユーザ・データ・ 
アクセスを検知する

CounterBreachは、危険なデータ・アクセス・イベントおよびその危険なアクセス・イベント
に関連しているユーザを特定することによって、潜在的なデータ漏えいを検知します。 

CounterBreach 振る舞い分析
CounterBreach 振る舞い分析は、マシン学習およびピア・グループの分析を活用して、異
常なデータ・アクセス・イベントを自動的に発見します。これにより、データベース・テーブル、

ファイル共有に保存されたファイル、クラウド・アプリに保存されたオブジェクトに対する正
常なユーザ・アクセスのコンテキスト・ベースラインを完全に確立することができます。ユー
ザを理解する専門家と、ユーザのデータへのアクセス方法を組み合わせることで、企業は
データ漏えいインシデントの検知に疑わしいに必要なコンテキストと正確さ得ることがで
きます。CounterBreachを使用することで、セキュリティ・チームは、悪意のあるアクティビテ
ィと正常なアクティビティをすばやく区別できるので、危険な行動を速やかに特定し、対応
することができます。 

潜在的なデータ漏えいを正確に特定するには、ユーザ・アクティビティだけでなく、ユーザ
がアクセスしているデータおよびそのアクセス方法のコンテキストを深く理解する必要が
あります。データ自体を可視化せず、データ不正使用の指標を理解することがなければ、対
策は不十分です。以下の表は、一般的なデータ不正使用の指標の例と、その特定に必要な
ユーザとデータの詳細を示しています。 

データ不正利用の指標 ユーザの詳細の学習 データ・アクセスの詳細の学習

疑わしいアプリケーションデータへの不審なアクセス
データベース上の機密アプリケーション・テーブ
ル・データに直接アクセスしているインタラクティブ 
(不適切) なユーザにフラグを付けます。

ユーザID
クライアントIP
サーバIP
クライアント・アプリ

データベース名
テーブル名
データの機密レベル
スキーマ
SQL操作
SQL操作タイプ

過剰なデータベースレコードアクセス
ユーザの標準的な行動やピア・グループの行動と
比較して、データベースレコードへのアクセスが異
常に多いユーザを特定します。

ユーザID
ユーザの部署

データベース名
データの機密レベル
テーブル名
スキーマ
操作に含まれている列数
SQL操作

サービス・アカウントの不正利用
サービス・アカウントを使用して、インタラクティブ (
不適用) なユーザがデータベースにログインしてい
るのを検出します。

ユーザID
クライアントIP
サーバIP
クライアント・アプリ

データベース名
データベース・テーブル・アクセス・パターンSQL
操作パターン
SQL操作タイプ

不自然に間隔をあけたファイル アクセス
異常に遅い速度で特定の数のファイルにアクセス
したりコピーしているユーザを特定します。

ユーザID
ユーザの部署

ファイル操作
ファイル・パス
ファイル名
フォルダ名
ファイル共有名
操作応答時間

過剰なファイル・アクセス 
個人のフォルダ、部署のフォルダ、ネットワーク・ファ
イル共有にある異常な数のファイルに、複数のホス
トからアクセスしたり、コピーしているユーザにフラ
グを付けます。

ユーザID
ユーザの部署

ファイル操作
ファイル・パス
ファイル名
ファイルの種類
ファイル共有名
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CounterBreachは、最もリス
クが高いユーザ、クライア
ント・ホスト、サーバにスポ
ットライトを当て、セキュリ
ティ・チームが最も深刻な
データ・アクセス・インシデ
ントに優先的に対応できる
ようにします。

主な機能
•  重大なデータ不正使用の検知
•  インシデント応答時間の迅速化
•  調査の簡素化

CounterBreach ディセプショントークン
CounterBreach ディセプショントークンは、サイバ犯罪者によって感染されたエンドポイン

トを検知します。エンドポイントが感染されると、驚異は外部から直接、組織の内部へと移動
します。感染されたエンドポイントを確実に特定することで、CounterBreach 振る舞い分析
に新たなコンテキストを追加することができます。
特許取得済みのこのデセプション技術は、偽の情報トークンを使用し、攻撃者が内部ネット
ワークにアクセスした時点でそのトークンを探させることで、攻撃の初期段階で攻撃者を誘
い込みます。デセプション・トークンには、偽のデータベース認証情報、魅力的に見えるファ
イルへのショートカット、WebブラウザのCookieが含まれています。デセプション・トークン (
完全に受動的） はユーザ・ワークステーションに配置され、犯罪組織やハッカーの目には本
物に映ります。攻撃者が、デセプション・トークンを使用してデータ・リポジトリへのアクセス
を試みると、CounterBreachはリアルタイムにインシデントにフラグを付けます。トークンの
挙動はすべて何らかの原因によるものであり、セキュリティ・チームは、生成されたアラート
が非常に正確であり、企業のデータにアクセスしてそのデータを盗む故意の計画があること
に確信を持つことができます。

CounterBreachの主な機能 
重大なデータ不正使用の検知
振る舞い分析およびディセプショントークンで検出されたインシデントは、ナビゲーション

しやすいダッシュボードに追加されます。CounterBreachは、最もリスクが高いユーザ、クラ
イアント・ホスト、サーバにスポットライトを当て、ITスタッフが最も深刻なデータ・アクセス・
インシデントに優先的に対応できるようにします。セキュリティ解析者は、すべてのオープン・
インシデントの表示を掘り下げて、イベントに関連したすべての詳細情報を調査することも
できます。

CounterBreachダッシュボードは、あらゆる企業データを対象とし、そこから脅威の指標を集約します。
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インシデント応答時間の迅速化
セキュリティ・チームは、オープン・インシデントを特定のユーザ、サーバ、クライアント・ホ
スト別、さらには重大度別にフィルタリングすることで、最もリスクの高いデータ・アクセス・
イベントを効率的に調査することができます。これにより、ユーザは、特定のインシデントに
深く踏み込んで、イベントの詳細を確認し、アクセスされたデータおよびその使用に関する
詳細情報を確認できます。その後、SOCスタッフはインシデントをクローズしたり、認定済
みの行為やすぐには修復できない行為をホワイトリストに登録することができます。

調査の簡素化 
セキュリティ・チームは、ユーザ・ダッシュボードを使用して、特定のユーザのデータ・アクセ
ス行為を分析できます。データベース、ファイル、クラウド・アプリ・アクティビティが統合さ
れたビューにより、セキュリティ解析者は、組織全体のユーザ・アクセスの全容を把握する
ことができます。セキュリティ・チームは、個人に固有のインシデント、異常を調査し、行動プ
ロファイルを一般的なユーザ・アクティビティのビュー・ベースラインに掘り下げて、特定の
ユーザとそのユーザのピア・グループとを比較します。

CounterBreachのインシ
デント画面には、重大度
別に重要なデータ・アク
セスが表示されます。 

CounterBreachのユーザ画面には、企業データへの個人アクセスに関する概要が示され、リスクの高いユーザ行動が
ハイライト表示されます。



データシート

CounterBreachを
Imperva SecureSphereお
よび Imperva Skyfenceソ
リューションと統合すれ
ば、企業データの不正使
用を示す重大な異常をピ
ンポイントで特定するこ
とができます。

Impervaでデータ漏えいを防止 
データ漏えいを検知、ブロック/隔離するには、組織は企業データにアクセスしている人物を
視覚化し、そのアクセスが正当であるかどうかを理解し、もし正当でない場合は即時に対応
する必要があります。CounterBreachをImperva SecureSphereおよび Imperva Skyfenceソ
リューションと統合すれば、データベースに保存されている企業データ、ファイル・サーバ、ク
ラウド・アプリの不正使用を示す重大な異常をピンポイントで特定することができます。

監視
Impervaデータ保護ソリューションは、オンプレミスまたはクラウドにあるデータ・リポジト

リへのユーザ・アクセスをすべて直接監視します。SecureSphereは、データベースおよびフ
ァイル・サーバにどのユーザがアクセスしているのかを視覚化することで、「誰が」、「いつ」
、「どの」機密情報にアクセスしたかを IT組織に伝えます。Skyfenceは、ユーザのアップロー
ド／ダウンロードや、Office 365、Salesforce、Boxといったクラウドベース・アプリ内での機
密データの共有を継続的に監視します。 

学習および検知
CounterBreachは、データの監視および保護におけるImpervaの専門知識と、高度な機械
学習機能を組み合わせることで、危険なユーザ・データ・アクセス・アクティビティを検知し
ます。SecureSphere、Skyfence、CounterBreachからの詳細な入力に基づいて、一般的な
ユーザ・データ・アクセスの行動ベースラインを作成して、標準的な環境からの重大な逸脱
を検知します。CounterBreachは積極的にこうした危険なアクションにフラグを付けて、す

ぐに調査できるようにします。

ブロック/隔離
CounterBreachソリューションを使用すれば、セキュリティ・チームは潜在的なデータ漏れ
が大きな問題を引き起こす前にブロック/隔離することができます。危険な特異状態が検
知されたら、企業はすばやくリスクの高いユーザを隔離して、データ漏えいを積極的に防
止、ブロック/隔離します。

ユーザ

監視 ブロック/隔離学習および検知

データベースとフ
ァイル・サーバ

クラウドベースのアプリ
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Imperva 
CounterBreach
のサイバ・セキュ
リティ
Imperva CounterBreachは、企業の
データベースに保存されている企
業データ、ファイル共有、クラウド・ア
プリケーションを、感染しているユ
ーザ、不用意なユーザ、悪意のある
ユーザが原因で発生する盗難、損失
から守ります。ユーザの通常のデー
タ・アクセス・パターンを動的に学習
し、不適切または不正なアクセス・ア
クティビティを識別することによっ
て、CounterBreachは危険な行為につ
いて積極的にITチームに警告します。

システム要件
CounterBreachの要件 
CounterBreachには、監視および抑制機能を持つ以下のImpervaのいずれかが必要で
す。SecureSphere Database Activity Monitor、Database Firewall、File Activity Monitor、File 
Firewall。また、Imperva Skyfenceは、導入済みのCounterBreachと統合できます。 

CounterBreachバーチャル・アプライアンス
CounterBreachは、バーチャル・アプライアンスとして簡単に導入でき、既存のSecureSphere
またはSkyfenceの実装を妨げることはありません。物理ホストおよび各ゲスト・バーチャル・ア
プライアンスの最低要件は、以下のとおりです。

物理ホスト ゲスト・バーチャル・アプライアンス

Hypervisor プロセッサ CPU メモリ ディスク
空き領域

オペレーティン
グ・システム

ファイル・
システム

CounterBreach 
管理サーバ1

デュアルコア・
サーバ (Intel 
VTxまたは
AMD-V)

VMWare 
ESX/ESXi 
4.x/5.x/6.x

2 4 GB 50 GB

CounterBreach 
分析サーバ2 4 16 GB 500 GB

CounterBreach 
ディセプション
センサー管理サ
ーバ2

2 4 GB 160 GB

CounterBreach 
ディセプションセ
ンサーサーバ 2

2 4 GB 40 GB

ディセプションタ
ーゲットサーバ3 2 4 GB 40 GB

ライセンスあ
りのWindows 
2012 R2 
Server 64 
ビット

NTFS

1 管理サーバは、振る舞い分析およびディセプショントークンに必要です。Impervaは、上述の仕様で、事前設定済みバー
チャル・アプライアンスにソフトウェアを提供します。

 2 Impervaは、上述の仕様で、事前設定済みバーチャル・アプライアンスにソフトウェアを提供します。
 3 Impervaは、インストーラを介してお客様にディセプションターゲットソフトウェアを提供します。上述の仕様の仮想マ

シンは、お客様がご用意ください。

サポート対象のプラットフォーム

COUNTERBREACH振る舞い分析

データベース・プラットフォーム Oracle, Microsoft SQL Server

ファイル・システム CIFSファイル・ストレージ・システム、NASデバイス
ファイル・オペレーティング・システム Microsoft Windows Server

クラウド・アプリケーション
Skyfenceでサポートされているすべてのアプリ (Office 
365、AWS、Salesforce、Google Apps、Box、Dropbox、 
NetSuite、Workday、Microsoft Azureなど)。

COUNTERBREACH ディセプショントークン
エンドポイント・オペレーティング・
システム Windows 7

ソフトウェア配信システム Microsoft SCCM


