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サイバー攻撃の 80% 以上がエン
ドポイントを標的としており、組

織のラップトップ、ワークステー

ション、サーバー、モバイルデバ

イスが危険にさらされています。

防御ファーストのセキュリティ 

アイバー攻撃の80%以上がエンドポイントを標的としており、組織のラップ
トップ、ワークステーション、サーバー、モバイルデバイスが危険にさらされ

ています。何年もの間、エンドポイントセキュリティ製品の主要な脅威防御

はシグネチャに基づいており、最初の感染者が現れ被害がすでに発生した後

に提供されていました。すべての攻撃が既知のものであるなら、シグネチャの

使用は意味のあることでした。しかし、マルウェアが日々さらには時間単位

で変異している現在、シグネチャベースの防御ツールは時代遅れとなり、よ

り強力な防御ベースのエンドポイントセキュリティアプローチが必要となっ

ています。この必要性から、エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）に
基づく多層防御のセキュリティアプローチが生まれました。EPP は、セュリ
ティ侵害を阻止するための多層的な防御機能と、悪意のあるアクティビティ

を検知し、迅速に対処して攻撃を阻止するための可視性を提供します。 

BlackBerry のセキュリティソリューションは、防御、検知、対処のすべてに
わたって企業向けの製品およびサービスを提供する予測型のネイティブ AI 
プラットフォームを採用しています。BlackBerryは2019年にCylance社を買

収し、この技術により、サイバーセキュリティの脅威がもたらすリスクを未

然に軽減できるようになりました。この EPP ソリューションは、軽量の単一
エージェントと単一インストーラを備えており、単一のウィンドウで管理さ

れます。 

BlackBerry製品の利用により、組織は、AI 駆動の自動化された脅威防御、検
知、および対処機能を、BlackBerry CyberSecurity UES（Unified Endpoint 
Security：統合エンドポイントセキュリティ）プラットフォームの一部として
活用できます。このプラットフォームは、新規構築後、組織の成長に合わせ

て容易に拡大することができます。
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セキュリティ要件の充足 — ユースケースのま

とめ
BlackBerry の予防ファーストのセキュリティソリューションによって対処

できる一般的なセキュリティユースケースの例を以下に示します。

攻撃の阻止 

マルウェア、ゼロデイ、ランサムウェア、スクリプトベース、ファイルレ

ス、メモリ、外部デバイスベースの各攻撃

エンドポイントを攻撃者から保護する最良の方法は、攻撃が開始される前に

それを特定し、阻止することです。BlackBerry の画期的なマルウェア特定機
能の中核を成すのは、アルゴリズムサイエンスと AI のパワーを活用した革
新的な機械学習リサーチプラットフォームです。このプラットフォームは、

多数の博士号取得者と特許権を有し、データサイエンスの研究開発への多大

な取り組みを行っている大規模なデータサイエンスチームの人知にも支えら

れています。

BlackBerry の防御モデルは、個々のファイルの何百万もの特性をミリ秒単位
で分析して分類し、最小のレベルにまで分解して、オブジェクトが良性のも

のか悪性のものか見分けることによって、エンドポイントでのマルウェアの

実行を阻止します。BlackBerry の数学的アプローチによるマルウェア特定で
は、事後対応的なシグネチャやサンドボックスではなく機械学習の技法が活

用されます。この革新的な技法により、マルウェア、ランサムウェア、ウイ

ルス、ボット、ゼロデイ攻撃は、マシンスピードによりリアルタイムで速や

かに無効化されます。

ファイルレスマルウェア
攻撃者が、正当な管理ツールやメモリを使って、ディスクにファイルを書き

込むことなくシステムを容易に侵害できることに気づいてから、このような

ファイルレス攻撃が増加しています。セキュリティ製品の多くには、この種

の攻撃に対して防御する機能がありません。しかし、BlackBerry のソリュー
ションでは、メモリエクスプロイト防御モジュール、スクリプト管理モジュー

ル、ファイルレス脅威防御モジュールによって、これらの攻撃がブロックさ

れ、攻撃によるビジネスへの影響が未然に回避されます。攻撃者が権限の昇

格やプロセスインジェクションを試みたり、他の方法でエンドポイントのメ

モリを不正に使用しようとしたりすると、BlackBerry のソリューションはそ
の企みを即座に検知し、阻止できます。

機能の概要 

CylancePROTECT® CylanceOPTICS®

高度な AI によるマルウェア防御 コンテキスト駆動型の脅威検知

メモリエクスプロイト防御 オンデマンドの根本原因分析

デバイスポリシーの適用 全社規模の脅威ハンティング

スクリプトベースの攻撃の防御 プレイブック主導の自動化された対処

特定用途のデバイスに対する

アプリケーション制御
リモートからの調査および修復
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悪意のあるスクリプト 

スクリプトは多くの攻撃者によく使用されていますが、これには複数の理由

があります。まず、悪意のあるスクリプトはサイバー犯罪者が集う地下サイ

トで容易に入手できるため、経験の浅い攻撃者でも、自分のニーズに合った

スクリプトを簡単に見つけることができます。また、スクリプトは正当な用

途でもよく使用されるため、セキュリティ製品での検知が困難な場合がよく

あります。BlackBerry のソリューションは、組み込みのスクリプト管理機能
を備えているため、環境内でスクリプトを実行できる場所やタイミングをセ

キュリティ専門家が完全に制御でき、正当な用途でのスクリプトの使用を許

可しながら、攻撃者がこの攻撃ベクトルを利用してビジネスに被害を与える

機会を削減できます。

運用面でのいくつかの機能強化として、スクリプトの実行を特定のアプリ

ケーションに限定し、それ以外の実行をブロックする追加のホワイトリスト

化機能や、同一の悪意のあるスクリプトをクラスタ化する機能などがありま

す。また、カウンタが追加され、悪意のあるスクリプトが実行されると、レ

ポートにそのスクリプトの実行回数が表示されるようになりました。さらに、

スクリプトエンジンのサポートに Python、Dotnet DLR（Iron Python）、およ
び JavaScript が追加され、適用範囲と可視性が広がりました。

BlackBerry のソリューション 組織にもたらすメリット 

AI と機械学習を使って、悪意のあるアプリ
ケーションを未知のものも含めて特定し、エ

ンドポイントでの実行をブロックする

ビジネスがゼロデイ攻撃の影響を受ける可能

性が大幅に低下する

静的ルール、機械学習ルール、カスタムルール

の組み合わせにより、高度な脅威を特定し、ブ

ロックする

滞留時間が短縮され、潜在的なセキュリティ

侵害の影響が縮小される

プレイブック主導のワークフローで調査と対

処を自動化して、常に適切なアクションを確

実に実行する

セキュリティスタッフのスキルレベルを問わ

ず、一貫したセキュリティレベルが維持され

る

AI 駆動の防御ファーストの EDR アプロー
チにより、攻撃を実行前に阻止する

実行された攻撃からの回復に関連する時間と

費用が大幅に削減される

悪意のある電子メール添付ファイル 

フィッシング攻撃は、エンドポイントにアクセスしようとする攻撃者にとっ

てきわめて効果的な手段の 1 つです。従業員が悪意のある添付ファイルを正
当なファイルだと思い込んで開くと、攻撃者のあらゆる悪意のあるアクショ

ンが知らぬ間に実行されてしまいます。BlackBerry のソリューションでは、
武器化された添付ファイルが自動的に特定され、ブロックされます。たとえ

ば、危険なものであると見なされる VBA マクロがドキュメントに含まれて
いる場合、その実行はブロックされます。この防御により、従業員を攻撃から

保護して環境内にセキュリティ侵害が持ち込まれないようにする新たなセ

キュリティレイヤーが追加されます。
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外部デバイス 

ほとんどの組織では USB デバイスが多用されています。この種のデバイス
の大半は便利なツールであり、従業員同士がファイルを迅速かつ効率的に共

有するのに役立ちます。しかし、マルウェアに感染している場合や、社外への

機密データの持ち出し目的で使用された場合、この種のデバイスは環境に大

きな被害をもたらすことがあります。このリスクに対処するため、BlackBerry 
のソリューションにはデバイス使用ポリシーの適用機能が組み込まれていま

す。管理者は、この機能を利用して環境内で使用可能なデバイスを制御でき

ます。この究極の制御により、外部デバイスを介して攻撃が実行されたりデー

タが持ち出されたりする可能性が抑制されます。

ユーザーの役割に基づくネットワークアクセスの制限

役割ベースのアクセス制御（Role-Based Access Control：RBAC） 

RBAC により、業務効率とコンプライアンスが向上し、ビジネスに対する管
理者の可視性と監視能力が高まるとともに、コストが削減され、データ侵害

のリスクが最小化されます。BlackBerry のソリューションでは、管理者が役
割や権限をカスタマイズでき、またユーザーに影響を及ぼすことなく新たな

従業員を容易に追加できます。それぞれの従業員が各自の職務遂行に必要な

ものにのみアクセスできるようにし、それ以外にはアクセスできないように、

すばやく制限できます。

攻撃とアラートデータの調査 

根本原因の分析とデータ収集による、攻撃の発生源の特定 

脅威がエンドポイントに影響を及ぼすのを阻止することは、機密性の高い

データの安全性を維持するうえで非常に重要です。これをさらに一歩進めて、

脅威を阻止した際に重要なデータを取り込んでおけば、そのデータを基に、

セキュリティ専門家が、攻撃者によるエンドポイント侵害の試みがどのよう

に行われたのか理解することができます。BlackBerry のソリューションはこ
の機能を備えており、ブロックした攻撃だけでなく、エンドポイントで見つ

かる可能性がある、あらゆる脅威に対してこの機能を適用できます。1 回の
クリックで、脅威の発生へとつながったアクティビティのタイムラインを生

成できます。この機能はフォーカスビューと呼ばれています。また、影響を受

けたエンドポイントからデータをリモート収集して、試みられた攻撃や疑わ

しいアクティビティに関するさらなる洞察を得ることもできます。この洞察

により、攻撃者が環境の悪用をどのように試みたかがわかるため、セキュリ

ティ対策における脆弱な部分やギャップに確実に対処するための措置を取る

ことができます。

ターゲットを絞った脅威ハンティングの実行

隠れた脅威の暴露 

悪意のある活動の中には、特定が容易なものもあれば困難なものもあります。

コンピューターが変則的な動作をしだしたときや、エンドポイントがセキュ

リティ侵害の危険にさらされていると判断されたときには、組織のセキュリ

ティツールキットを通じて、確実な判定に必要な可視性が得られることが重

要です。BlackBerry のソリューションでは、エンドポイントに保存されてい
るフォレンジック関連のデータに瞬時にアクセスできます。疑わしいアク

ティビティが特定されたらすぐに、調査対象の脅威にターゲットを絞って検

索を実行できます。



侵入の痕跡（IOC）に基づく脅威の発見 

脅威ハンティングとは、仮定を立て、それに応じて一連の検索/調査を実行す
る行為のことであり、その際、侵入の痕跡（IOC）などの条件を使用して、仮
定を実証または反証します。このスキルを効果的に実行するには、正しいデー

タにアクセスできることが不可欠です。BlackBerry のソリューションでは、
ターゲットを絞った脅威ハンティングを実行して、絞り込まれた結果を表示

することができ、エンドポイントに関する現在および過去の両方のデータに

アクセスできます。エンドポイントのすべてのデータを保存する他のツール

とは異なり、BlackBerry ソリューションではフォレンジック関連のデータの
みが保存されるため、セキュリティチームは、脅威を見つけるために関係の

ない膨大なデータをふるい分ける作業に時間を費やす必要がありません。

コンテキスト駆動型の脅威検知

静的ルール、機械学習ルール、カスタムルール 

脅威やセキュリティ侵害の可能性を特定するには、いくつかの方法がありま

す。まず、セキュリティアナリストはエンドポイントを検索して、疑わしい生

成物を特定できます。また、手動の調査によって、脅威が存在するかどうかを

判断できます。このプロセスには非常に大きな価値があるものの、企業全体

に適用できるようなスケーラビリティはありません。エンドポイントにひそ

んでいる脅威を根絶するには、自動化された脅威検知アプローチを使用する

必要があります。 

CylanceOPTICSのパワーは、独自の効率的な方法による脅威検知・対処機
能の提供に基づいています。クラウドベースの分析のみに頼り、脅威を発見

し、セキュリティアナリストが対処する他のEDR 製品とは異なり、

CylanceOPTICSでは検知と対処のすべての決定がエンドポイントでも実行
されるため、対処の遅延を減らすことができます。また、クラウドにもログ
情報を保存することで包括的な分析も可能になりました。これらの違いは、
軽度のセキュリティイベントで済むか、広範囲の制御不能なセキュリティイ
ンシデントとなるかの分かれ目を意味する可能性があります。

CylanceOPTICSの脅威検知・対処の原動力であるコンテキスト分析エンジ
ンでは、セキュリティアナリストが、BlackBerry のセキュリティスペシャリ
ストによって開発された広範なデフォルトの検知ルール（MITRE ATT&CK
Framework に対応付けられたルールパッケージを含む）の中から適切なもの
を選択できるほか、特定のビジネスニーズに合わせて独自のカスタムルール

を作成することもできます。さらに、アナリストは、機械学習による脅威検知

ルールのエンドポイントへの展開を選択することによって、静的ルールでは

検知が（たとえ不可能ではないにしても）難しい脅威を暴くことができま

す。 

対処アクションの実行 

セキュリティ対策が整備されている企業であっても、すべての攻撃を確実に

阻止できることが保証されているわけではありません。そのため、組織は、攻

撃が検知された際にその攻撃に対処できるよう準備しておく必要がありま

す。BlackBerry のソリューションにより、企業は完全に統合された、インシ
デントへの自動対処機能を確保することができます。

静的ルール、機械学習ルール、カスタムルールのいずれであるかを問わず、各

ルールをプレイブックとともに設定することによって、ルールがトリガーさ

れたときに一連の個別の対処を開始できます。プレイブック主導の対処機能

により、セキュリティ担当者のスキルレベルにかかわらず、環境全体で迅速

で一貫性のある脅威への対処が保証されるため、組織における滞留時間の排

除が促進されます。
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攻撃の検知時には、人間の介入なしに、対処を自動的に開始できます。さらな

る対処が必要な場合は、疑いのあるアイテムを隔離するとともに、エンドポ

イントをロックダウンして、他のエンドポイントとの通信を無効化すること

ができます。

影響を受けたエンドポイントからフォレンジックデータを収集して、インシ

デントに関する追加のコンテキストを取得できます。セキュリティの問題の

特定は重要ですが、自動対処機能も不可欠です。BlackBerry のソリューショ
ンを通じて、組織はこの機能を確保できます。

真のエンドポイントセキュリティは、防御、検知のいずれか一方によって得

られるものではありません。今日の攻撃に対処するには、強力な防御および

検知機能を配備して、攻撃者に後れをとらないようにする必要があります。

BlackBerry のソリューションは、これら両方の最良の機能を企業に提供する
ことによって、セキュリティスタックへの投資利益を最大化し、アナリスト

の効率を高めるとともに、ビジネスのセキュリティを強化します。 
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BlackBerry について 

BlackBerry（NYSE：BB；TSX：BB）は、インテリジェントなセキュリティソフトウェアとサービ
スを世界中の企業と政府機関に提供しています。BlackBerry のソリューションは、1 億 7,500 万
台の自動車をはじめ、5 億以上のエンドポイントを保護しています。BlackBerry はカナダのオンタ
リオ州ウォータールーに本拠を置き、AI と機械学習を活用してサイバーセキュリティ、安全、デー
タプライバシーソリューションの分野に革新的なソリューションを提供しています。また、エンド

ポイントセキュリティ管理、暗号化、組み込みシステムの分野におけるトップクラスの企業です。

BlackBerry のビジョンは明確です。つながる未来に信頼性あるセキュリティを確保することです。

詳細については、https://www.blackberry.com/ja/jp　へアクセスお願いいたします。
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