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Exabeamデータシート

これからのセキュリティ運用の成功の鍵は
SIEM に委ねられています。IT インフラのク
ラウド移行に伴い、多くの企業ではセキュリ
ティポートフォリオ全体の拡充が求められて
いますが、従来型のアプローチでは、セキュ
リティチームは数十億ものイベントに関する
膨大なデータを管理しなければなりません。
しかし、認証情報をターゲットとする検知が
困難なサイバー攻撃の全体像を把握すること
は容易ではありません。攻撃手法がフィッシ
ング、ランサムウェア、またマルウェアやラ
テラルムーブメントのいずれであっても、攻
撃者の最終的な目的は有効な認証情報にアク
セスすることです。こうした状況を見ても、
従来型のオンプレミスの検知アプローチか
ら、異常行動を検知するために設計された大
規模でスケーラブルなクラウドネイティブな
プラットフォームへの移行はもはや避けられ
ません。セキュリティチームが成功を手にす
るためには、Exabeam が提供する最先端の
New-Scale SIEM™ による新たなアプローチ
が不可欠なのです。

TDIR（脅威の検知、調査、対応）を支援する
包括的な機能を備えた Exabeam Fusion は、
業界で最も強力かつ高度なクラウドネイティブ
SIEM です。Exabeam Fusion には、Exabeam 
Security Log Management、Exabeam 
SIEM、Exabeam Security Analytics、
Exabeam Security Investigation のす べて

の機能が統合されています。ここでは、クラ
ウドネイティブのデータレイク、データの迅速
な取り込み、超高速なクエリパフォーマンス、
また他のツールでは不可能な弱いシグナルの
検知、行動分析など、アナリストの働き方を
変革する強力な自動化機能が提供されます。

セキュリティログの管理においては、クラウ
ドスケールのアーキテクチャを活用して、迅
速なデータの取り込み、パーサー、保存や検
索を実現します。行動分析の機能では、クラ
ウドインフラのセキュリティを含む 1,800 を
超える実証済みの相関ルールと 750 以上の行
動モデルヒストグラムの統合により、ユーザー
とデバイス単位の正常な行動を自動的に学習
して異常を検知し、リスクの優先順位に基づ
いて対応します。また Smart Timelines™ は、
すべてのインシデントの履歴を管理し、各イ
ベントに関連するリスクをスコア化します。

Exabeam Fusion の自動化された調査機能に
より、動的アラートの優先順位付け、インシ
デント調査、インシデント対応、アラートの
トリアージなど、属人的なタスクは削減され
ます。これによりアナリストの生産性向上に
加えて、セキュリティ運用における調査や対
応の時間が短縮。また数百のセキュリティオー
ケストレーションの自動化や対応（SOAR）
の統合により、一貫性のある再現可能な成果
が得られるようになります。

Exabeam Fusion
スケーラブルなセキュリティログ管理、強力な行動分析、
自動化された脅威の検知、調査、および対応機能を備えた
次世代 New-Scale SIEM™

主な機能
Exabeam Collectors

Exabeam Log Stream

共通情報モデル（CIM）

検索

レポートとダッシュボード

相関ルールビルダー

組み込み済みの相関ルール

Outcomes Navigator

脅威インテリジェンスサービス

サービスの健全性と使用状況

高度な分析

アラート管理とケース管理

ターンキープレイブック

インシデントレスポンダー

動的なアラートの優先順位付け

コンテキストエンリッチメント

MITRE ATT&CK の活用
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ログの取り込みを行うインバ
ウンドデータソースには、次の 
ものが含まれます。
 

● 認証とアクセス管理
● アプリケーションのセキュ

リティと監視
● クラウドアクセスセキュリ

ティブローカー（CASB）
● クラウドのセキュリティと

インフラストラクチャ
● データ損失防止（DLP）
● データベースアクティビ

ティモニタリング（DAM）
● 電子メールのセキュリティ

と管理
● エンドポイントセキュリティ
（EPP/EDR）

● ファイアウォール

● フォレンジックとマルウェ
ア分析

● IT サービス管理（ITSM）
● IoT/OT セキュリティ
● ネットワークアクセス、分

析、監視
● 物理的なアクセスと監視
● 権限アクセス管理（PAM）
● セキュリティ分析
● セキュリティ情報とイベン

ト管理（SIEM）
● 脅威インテリジェンスプ

ラットフォーム
● ユーティリティ / その他
● VPN サーバー
● 脆弱性管理 (VM)
● Web セキュリティと監視

主な機能
Exabeam Collectors

Exabeam Fusion の仕組み

Exabeam のセキュリティ運用プラットフォームには、脅威へ
の対応で必要となるすべてのデータの広範な収集能力が備わっ
ています。オンプレミス、クラウド、コンテキストのソースか
ら Exabeam のプラットフォームへの大規模なデータ転送を、単
一のインターフェイスを使って安全に設定、管理、監視するこ
とができます。このプラットフォームでは、API、Collectors、
syslog、さらに SIEM やログ管理製品などのログアグリゲーター
といったさまざまな転送手段を用いて、200 以上のオンプレミス
製品からデータを収集することができます。クラウドセキュリティ
やクラウドからのデータ収集に対するニーズの高まりに対応する
ため、Exabeam はクラウドインフラの主要プロバイダー 3 社が
提供する 34 のクラウド型セキュリティ製品、11 の SaaS 型生産
性アプリケーション、21 のクラウドインフラ製品に対応していま
す。コンテキストに関しても、Exabeam のプラットフォームは脅
威インテリジェンスフィード、ジオロケーションデータ、ユーザー、
そしてアセットの詳細情報の収集に対応しています。
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Log Stream は、100 万 EPS を超える処理能力で高速なログの
取り込み処理を行います。中央コンソールを使って、Exabeam
のすべての製品や機能で統一された取り込みパイプラインの中
で、パーサーの可視化、作成、デプロイ、および監視することが
可能です。取り込まれたデータは事前に組み込まれた 7,937 のロ
グパーサーを使って解析され、 オープンソースおよび市販の脅威
インテリジェンスフィードから 3 つのコンテキストコレクターを

使ってエンリッチ化されます。エンリッチ化された解析済みデー
タは、セキュリティ関連のイベントとして利用でき、これにより
検索性、相関分析の精度、ダッシュボードでのパフォーマンスが
向上します。また Live Tail は、パーサーのパフォーマンスをセル
フサービスでリアルタイムに監視し、データパイプラインを可視
化することで、必要に応じていつでもデータ取り込みの品質を向
上できるようになります。

Exabeam Log Stream

Exabeam は、セキュリティ上のさまざまなユースケースに対応
するために、生ログデータの正規化、分類、実用的なイベント
への変換を簡素化するスキーマを備えた共通情報モデル（CIM：
Common Information Model）を構築しました。CIM では、セ
キュリティの専門家が使用する最も重要な 10 のフィールドと 76
のサブジェクトを定義して、それらをコア、検知、または情報提
供として指定し、395 のアクティビティタイプと 2 つの結果（成

功または失敗として指定）をサポートします。このプロセスによっ
て、組織は脅威の検知と対応、データの可視化とレポート作成を
より迅速に行えるようになり、検索速度も飛躍的に高速化します。
さらに、この堅牢な CIM においては、お客様やパートナーがログ
パーサーを効率的に作成、変更するための標準化されたプロセス
が確立されているため、メンテナンスが容易で設定ミスも少なく
なります。

共通情報モデル（CIM）
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ペタバイト規模、あるいは過去数年分のデータに対して高速なク
エリを実行し、即座に結果が表示される（ホットデータ / コール
ドデータを同じ速度で検索）シンプルな検索体験が得られます。

検索は、Exabeam Fusion の重要な機能です。アナリストは単一
のインターフェイスを使って、イベント、ログ、またはセキュリティ
侵害インジケーター（IOC）を検索します。通常、調査では複数
のクエリが必要となり、求める結果を得るためには何度も検索語
を調整する必要があるため、時間の節約は常に大きな課題となり
ます。Exabeam Fusion であれば、 NAS やその他のオフラインス

トレージからの検索結果の取得に長い時間を要することはありま
せん。もはやリアルタイムデータや過去のデータ全体の検索が障
害になることはなく、SOC チームが過去のデータをインポートし
て復元し、処理されるのを待つ必要もなくなります。

さらに、Exabeam Fusion では独自のクエリ言語を習得する必要
がないため、習熟度（学習曲線）が問題になることはありません。
検索機能にはクエリビルダーウィザードが備わっており、インテ
リジェントフィールドのリストでポイント & クリックすると、効
果的な検索クエリがすばやく簡単に行えます。  

あらかじめ組み込まれたコンプライアンスレポートを使用して、
ダッシュボードデータの印刷、エクスポート、表示のほか、14 種
類のグラフ（チャート）を使用したレポート作成や、ダッシュボー
ドのカスタマイズを行うことができます。

ダッシュボードの作成は、広く普及している BI ツールのような
使い勝手で、組み込み済みの 14 種類のグラフを使って、わず
か 1 分程度で完了します。Exabeam のダッシュボードアプリは

Exabeam Fusion と完全に統合されているため、解析したログ
データからわかりやすい視覚的なグラフをすばやく作成できます。
お客様は、ビジネスニーズに応じて 1 つまたは複数のビジュアル
を選択できます。グラフ、チャートのタイプには、棒グラフ、縦
棒グラフ、折れ線グラフ、面グラフ、円グラフ、ドーナツグラフ、
バブルチャート、ファネルチャート、単一値グラフ、サンキーグ
ラフ、マップグラフ、ワードクラウドチャート、ヒートマップ、テー
ブル、および MITRE ATT&CK マップがあります。

検索 

レポートとダッシュボード 
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相関ルールは、受信したイベントをエンティティ間の事前に定
義された関係性と比較することで、トリガーとして機能する条件
を定義し、異常を特定してエスカレーションさせます。Threat 
Intelligence Service（脅威インテリジェンスサービス）をソー
スとするアクティビティに対応したイベントの重要度を高く設定
するなど、最も重要なビジネスエンティティやアセットに対して、
最大で 1,000 のカスタマイズされた相関ルールを作成、テスト、
適用、監視することができます。

相関ルールを適切に設計することで、企業はさまざまな異常な行

動やイベントを把握することができます。Exabeam の相関ルー
ルビルダーには、組織のセキュリティやユースケースの要件に
適したカスタマイズされた相関ルールを簡単に作成できるアプリ
ケーションが備わっています。

相関ルールは、Exabeam Threat Intelligence Service やその他
のサードパーティの脅威インテリジェンスのコンテキストを使用
して、既知の脅威の監視、コンプライアンス違反の特定、シグネチャ
ベースの脅威の検知を行います。

相関ルールビルダー

Exabeam Fusion には、マルウェアや侵害された認証情報など、
最も一般的なユースケースに対応した 100 以上の相関ルールとモ
デルが事前に組み込まれています。

組み込み済みの相関ルール
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Outcomes Navigator は、Exabeam Fusion に入力されたフィー
ドを最も一般的なセキュリティのユースケースに照らし合わせ
てマッピングし、適用範囲の改善するための方法を提案します。
Outcomes Navigator は、セキュリティギャップを埋めるために

イベントストリームや設定変更を解析し、成果にフォーカスした
測定可能、かつ継続的な改善をサポートします。

Outcomes Navigator 

Exabeam Threat Intelligence Service（TIS）は、Exabeam の
すべての製品で追加費用なしで利用できます。市販あるいはオー
プンソースの複数の脅威インテリジェンスフィードを取り込み、
それらを独自の機械学習アルゴリズムを用いて集約、精査、優先
順位付けした上で、高精度かつ最新の IoC ストリームを生成しま

す。さらに、外部の複数の脅威インテリジェンスサービスやフィー
ドのイベントに対して、ファイル、ドメイン、IP、URL レピュテー
ション、TOR エンドポイントなどを追加することで、コンテキス
トのエンリッチメントが実現します。また、脅威インテリジェン
スのデータは 24 時間ごとに更新されます。

Threat Intelligence Service（脅威インテリジェントサービス）
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クラウドサービスの健全性とデータ消費のパフォーマンスについ
て、ハイレベルかつ詳細なビューを提供します。接続とソース
の監視を行いながら、アプリケーションなど各サービスの健全
性に加えて、データの消費状況が可視化されます。これにより、
Exabeam の現状を容易に把握することができます。パフォーマ
ンス・コンポーネントでは、お客様のデータがライセンスの使用
状況にどのように寄与しているかを示し、重要な変化が一目で把

握することができます。
Service Health and Consumption は、すべてのログパーサー、
アプリケーション、データフロー、および接続の稼働時間と稼働
状況、さらにストレージの長期的なキャパシティプランニングに
役立つ、すべてのライセンスの使用状況が表示されるダッシュボー
ドを備えています。

Service Health and Consumption（サービスの健全性と使用状況）
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Advanced Analytics では、クラウドインフラのセキュリティな
ど 1,800 を超えるファクトベースの相関ルールと、ユーザーやデ
バイスの正常な振る舞いを自動的にベースライン化する 750 以上
の行動モデルヒストグラムを備えたUEBAが利用することができ、
リスクに基づく異常の検知、優先順位付け、および対応が可能に
なります。Advanced Analytics は、これらのイベントを Smart 
Timelines™ で自動的に可視化して、イベントフローやアクティ
ビティをすべて表示し、次の適切なアクションを通知します。

通常時の状態が変化する中でも、平時の状態を把握して異常を検
知できるように、すべてのユーザーとデバイスのアクティビティ
はベースライン化されます。リスクベースの優先順位付け機能で
は、機械学習を使用してすべてのイベントにリスクスコアを自動
的に割り当て、重要なインシデントのトリアージ、調査、対応の
優先順位付けを行い、これらのイベントを Smart Timelines 内で
自動的に可視化して、イベントフローやアクティビティをすべて
表示し、次の適切なアクションを通知します。Smart Timelinesは、
インシデントを整理して、環境内の攻撃アクティビティ、認証情

報の使用状況、権限の変更を追跡することで、ラテラルムーブメ
ントを検知します。その結果、他のツールでは検知できない脅威
を阻止し、セキュリティチームのスピードとパフォーマンスの向
上によって、攻撃側の一歩先を行くことができます。

● 機械学習によって、ワークステーションとサーバー、サービス
アカウントとユーザーなどのエンティティを分類し、個人の電
子メールアドレスなどを特定します。

● 広範なルールマッピングで、異常な TTP に対する行動ベース
の脅威ハンティングを行い、Outcomes Navigator を用いて
MITRE ATT&CK フレームワークに対するカバー範囲をマッピ
ングできます。

● 既存の SIEM、XDR、および他のクラウドデータレイク、また
はリソース（CASB、SaaS イベント API、Web ゲートウェイ
など）のログを取り込むことで、より深いデータ理解に基づい
て正常時の状態を把握し、エンドツーエンドの攻撃イベントの
文字列を確認するための相関ルールを作成できます。

Advanced Analytics（高度な分析）
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Alert Management は、Exabeam またはサードパーティ製品か
ら発生したイベントやアラートを一元的に管理して、個別または
大量のレビュー、あるいは条件を設定してアラートのトリアージ

（優先順位付け）のワークフローを自動化し、イベントやアラート
をインシデントにエスカレーションさせることができます。Case 
Management では、アナリストチームによるインシデントへのタ
グやイベントの追加や、グループやタイムゾーンを横断したコラ
ボレーションが可能になり、アナリストはリスクを緩和または解
決するための、成果を最優先にしたカスタマイズ可能な手順をチー
ムに提供することができます。

Alert and Case Management では、受信した大量のイベントを
分類し、異常や高価値なシグネチャに対応する最も重要なイベン
トを簡単に確認できるようになります。これにより、アナリスト
はイベントを手動または自動でインシデントに分類して、重点的
な調査やエスカレーションを行うことができるほか、他のサード
パーティのワークフローソリューションにエクスポートすること
もできます。ユーザーやアセット、目の前にある異常、ユーザー
とホストのコンテキストに対するアラートの自動アトリビュー
ションで、より効果的なトリアージと調査が可能になるコンテキ
ストが付加されます。

Alert and Case Management（アラート管理とケース管理）

Turnkey Playbooks は、侵害された認証情報、マルウェア、悪意
のある内部関係者を調査するための反復型ワークフローを自動化
します。Turnkey playbooks には、Exabeam の自動化機能を使
うことで、設定やサードパーティ製品への追加投資を必要としな
い仕組みがあらかじめ組み込まれているため、単一の製品でフィッ
シングなどの一般的なセキュリティシナリオに対応できます。

Turnkey Playbooks（ターンキープレイブック）
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Incident Responder は、65 の異なるベンダーと 100 の製品に
対応した API を使用して、半自動または全自動の 576 のアクショ
ンと操作で、反復型ワークフローを調整、自動化できるオプショ
ン機能です。Incident Responder を使った一般的なセキュリティ
インフラや IT インフラとの統合によって、インシデントに関する

重要な情報収集は自動化され、また対応シナリオを使った脅威の
調査、封じ込め、または緩和を実行できます。脅威に迅速に対応
することで、組織は既存のプロセスやツールをより効果的に活用
することができ、アナリストの生産性は飛躍的に向上します。

Incident Responder（インシデントレスポンダー）

Dynamic Alert Prioritization は、機械学習を用いてサードパー
ティのセキュリティアラートに UEBA のコンテキストを適用して
アラートの優先順位付けを自動化し、最も重要度の高いアラート
を動的に識別、優先順位付け、エスカレーションします。アラー

トの分類は、アナリストがトリアージプロセスを開始する際の起
点となり、組織に最も高いリスクをもたらすアラートに時間とリ
ソースを集中させることができます。 

Dynamic Alert Prioritization（動的なアラートの優先順位付け）

コンテキストエンリッチメントは、プラットフォームのいくつか
の領域に大きなメリットをもたらします。Exabeam は、脅威イン
テリジェンス、ジオロケーション、そしてユーザーホスト IP マッ
ピングの 3 つの方法によるエンリッチメントに対応しています。
最新の IoC を備えた Exabeam の脅威インテリジェンスサービス
は、ファイル、ドメイン、IP、URL レピュテーション、TOR エン
ドポイント識別などのエンリッチメントを加えて、既存の相関ルー

ルや行動モデルの優先順位付けや更新を行います。ジオロケーショ
ンのエンリッチメントでは、ログに存在しないロケーションベー
スのコンテキストを提供することが多くあります。認証ソース外
では、ユーザー情報がログに記録されることはほとんどありませ
ん。Exabeam のユーザーホスト IP マッピングのエンリッチメン
トによって、異常なアクティビティを検知する行動モデルを構築
する際に重要となるログに、ユーザーの詳細が追加されます。

コンテキストエンリッチメント

Exabeam のセキュリティ運用プラットフォームでは、MITRE 
ATT&CK フレームワークを効果的に活用することで、セキュリ
ティ環境の可視性の向上を支援しています。このサポートは、

MITRE ATT&CK フレームワークで推奨される 101 の手法や、そ
れに準ずる180の手法を含む全14カテゴリーをカバーしています。 

MITRE ATT&CK フレームワークの活用
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Exabeam Customer Success Services（カスタマーサクセスサービス） 
Exabeam Customer Success Services は、単なるソリューションの導入や運用管理を目的とするものではありません。お客様が目指
すビジネス目標とセキュリティ施策の成果の達成を支援する役割を果たします。また最適な Exabeam 環境を維持するために、技術的な
専門知識を備えた経験豊富なチームが 24 時間体制でサポートします。

Exabeam Support Services 
（サポートサービス）

Exabeam Customer Success  
Management

Exabeam は、運用上のアセスメント、レポーティング、継続的
なチューニングサービスを含む 3 つのレベルのサポートを提供し
ています。

スタンダードサポート
Exabeam のすべてのお客様にご利用いただけます。スタンダー
ドサポートには、サポートポータルの利用や Exabeam コミュニ
ティへの参加が含まれます。多くのセキュリティ担当者が参加す
るこのコミュニティでは、最新のウェビナーや動画などが公開さ
れており、Exabeam のデプロイや独自のユースケースの課題解
決にお役立ていただけます。 

プレミアムサポート
スタンダードサポートのすべての特典に加えて、年次アカウント
レビュー、365 日 24 時間利用可能な電話対応によるエスカレー
ションが含まれ、よりミッションクリティカルなサポートを必要
とするお客様に最適です。 

プレミアムプラスサポート
スタンダードサポートとプレミアムサポートのすべての特典に加
えて、お客様をサポートする Customer Success Manager が配
置されます。Customer Success Manager はお客様のビジネス
目標を理解し、常にお客様に寄り添いながら目標を達成するため
のプランの作成をお手伝いします。プレミアプラスのサポート契
約を締結されたお客様は、エグゼクティブビジネスレビューを含
む最高水準のサポート SLA や、高度なエンジニアリングサービス
をご利用いただけます。

Exabeam のカスタマーサクセスマネージャーはお客様の戦略的
なパートナーとして、Exabeam を活用したビジネス目標の達成
を幅広く支援します。

● Exabeam を活用したお客様のセキュリティ運用全体を支援
● お客様のニーズに応じて必要となるリソースの調整と手配
● Technical Adoption Manager（TAM）との協働を通じた、

Exabeam の価値を最大化するベストプラクティスの提供

Exabeam のカスタマーサクセス
サービスは、 経験豊富なサポート
チームが 24 時間体制で対応し、
Exabeam 環境の最適な運用に必
要な技術的な専門知識をお客様に
提供します。
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Exabeam Professional Services 
（プロフェッショナルサービス）
Exabeam Professional Services では、お客様の成果の最
大化に向けて、Exabeam の導入、統合、プラットフォーム管理
を支援するデリバリーパッケージやオーダーメイドサービスを提
供しています。これらの専門サービスは、デプロイの迅速化、価
値創出までの時間の短縮、ポリシー管理などをお客様自身で行え
るように設計されています。

● Deployment Services （デプロイメントサービス）は、お客様
のセキュリティチーム内のリソースに基づいてパッケージ化さ
れた定額のオーダーメイドサービスです。これにより価値創出
までの時間を短縮し、ROI を高めることができます。

● Staff Augmentation Services（スタッフ増強サービス）は、
経験豊富なスタッフ（専任の常駐エンジニア、または非常駐の
エンジニア）が必要に応じてお客様のリソースを補完します。

Exabeam Education（教育サービス）  
Exabeam Education では、アナリストやエンジニアのスキルアッ
プのためのリモートおよびハンズオンのトレーニングコースを提
供しています（インストラクターによるトレーニングや自習用の
オンラインメニューなど）。お客様のチームは、Exabeam 製品の
機能を活用して、このプラットフォームから最大限の価値を引き
出す方法を学ぶことができます。Exabeam の教育サービスチー
ムは、あらゆる学習ニーズに対応したトレーニングメニューの開
発に取り組んでいます。 

受講いただけるコースには、次のようなものがあります。
● 高度な分析の管理
● 共通情報モデル（CIM）について
● Log Stream の基礎
● 検索について
● Exabeam のセキュリティ運用プラットフォームにおける行動

分析と調査
● Exabeamのセキュリティ運用プラットフォームにおけるセキュ

リティ検索とダッシュボード

Exabeam について
Exabeam は、これまでのセキュリティ運用を変革する画期的な製品である New-
Scale SIEM™ を提供するサイバーセキュリティ領域のグローバルリーダーです。 
セキュリティをめぐる状況が変化する中で、常に平時の状態を把握することで

「Detect the Undetectable™（検知が不可能な脅威の検知）」を可能にする
Exabeam によって、セキュリティチームはインシデント全体の包括的な視点に 
基づいて、より迅速かつ完全な脅威への対応が可能になります。

Exabeam、Exabeam ロゴ、New-Scale SIEM、Detect the Undetectable、Exabeam Fusion、
Smart Timelines、Exabeam Security Operations Platform および XDR Alliance は、米国 
およびその他の国における Exabeam, Inc. の商標、または登録商標です。その他、記載されて 
いるすべてのブランド名、製品名などは、各社の商標、または登録商標です。© 2023 Exabeam, 
Inc. All rights reserved.

デモのリクエスト 

Exabeam について、
さらに詳しく知る。

https://www.exabeam.com/ja/request-a-demo/

