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IBM QRadar Security Intelligence Platform
企業のセキュリティーとコンプライアンスのための実用的なインテリジェンスを提供

ハイライト

●● ● ●SIEM (セキュリティー情報とイベント管理)、
ログ管理、異常検知、および構成と脆弱性の
管理を一元化した統合ソリューション

●● ● ●ログ、フロー、脆弱性、ユーザーおよび資産
データの分析に、単一のアーキテクチャーを
活用

●● ● ●リアルタイムの相関機能と振る舞い異常検
知機能を使用して、高度な脅威を識別

●● ● ●何十億もの膨大なデータ・ポイントの中から、
優先度の高いインシデントを識別

●● ● ●ネットワーク、アプリケーション、およびユー
ザー・アクティビティーに対する、360 度の
可視性を提供

●● ● ●収集、相関、レポート作成により、法規制の
順守を自動化

IBM® QRadar Security Intelligence Platform は、SIEM (セキュリティー
情報とイベント管理)、ログ管理、異常検知、および構成と脆弱性の管理を一
元化した統合ソリューションです。このソリューションは、インテリジェンスの
使用、統合、自動化によってセキュリティーに関する 360 度の洞察を提供し、
卓越した脅威検知能力とともに、一層の使いやすさと総所有コストの低減を
実現します。

インテリジェンス、統合、および自動化を実現
今日のスマートな地球では、機能化され、相互接続されたインテリジェントな
企業が、これまで以上に大量のデータを収集、処理、使用、保管しています。
QRadar Security Intelligence Platform は、このスマートな地球で極めて重
要な、セキュリティーとコンプライアンスに関するメリットを提供します。

重大度の高い脅威を検知
企業は今日、これまで以上に膨大かつ多様な攻撃にさらされています。高
度な攻撃者は巧妙かつ執拗で、わずかな痕跡しか残しません。QRadar 
Security Intelligence Platform は、より多くのデータ・タイプに高度な分析
機能を適用することによって、脅威を検知し防御できるようサポートする統合
製品ファミリーです。それによって、ともすれば見過ごされがちな、重大度の
高いインシデントを識別できるようにします。

データ・サイロを統合
企業のログ、ネットワーク・フロー、ビジネス・プロセス・データには、大量の情
報が存在するにもかかわらず、多くの場合、その情報は個別に保持され、無視
されているかまたは十分に活用されていません。QRadar は、ネットワーク、
セキュリティー、運用のビューを、柔軟な統合ソリューションに収束します。
ネットワーク・フローとその他のさまざまなデータをログと相関させることで、
部門間の壁を取り払い、すべての関連情報を単一の画面で提供します。これ
により、卓越した脅威検知能力とともに、企業のアクティビティーに関する充
実したビューを実現します。

内部関係者による不正行為を検知
企業にとって最も重大な脅威の一部は、企業内部からもたらされます。多くの
企業には、悪意のある内部関係者や、漏えいしたユーザー・アカウントを持つ
外部の第三者を検知するためにインテリジェンスなソリューションが求められ
ています。ユーザーやアプリケーションのモニタリングと、ネットワークのアプ
リケーション層の可視性を組み合わせることによって、企業は通常のアクティ
ビティーからの重要な逸脱をより適切に検知できます。これは攻撃を、完了
前に阻止するために役立ちます。

脆弱性の管理により、リスクを予期して修復
セキュリティー、ネットワーク、インフラストラクチャーのチームは、セキュリ
ティー侵害が発生する前に脆弱性を特定し、修復を優先させることでリスク管 
理の強化に努めています。QRadar Security Intelligence Platform は、構成
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と脆弱性の管理機能を SIEM (セキュリティー情報とイベント管理)  
の機能 (相関機能およびネットワーク・フローの分析機能など) と
統合することによって、重大な脆弱性に対するより深い洞察を提供
します。その結果、企業はリスクをより効果的かつ効率的に修復で
きます。

法規制順守の要件に対処
多くの企業は、これまで以上に限られたリソースでデータ収集、モ
ニター、レポート作成を行い、コンプライアンス監査に合格しなけ
ればならないという課題に取り組んでいます。QRadar は、コンプ
ライアンス・タスクを自動化し、簡素化するために、コンプライアン
ス関連のアクティビティーの収集、相関、レポート作成機能を提供
するとともに、すぐに使用可能な多数のレポート・テンプレートを備
えています。

より使いやすいセキュリティー分析機能の活用
QRadar Security Intelligence Platform は、ログ、フロー、脆弱
性、ユーザー、資産データの保管、相関、照会、レポート作成の
ための統合アーキテクチャーを提供します。QRadar Security 
Intelligence Platform は、高度な分析機能とともに、すぐに使用 
可能なルール、レポート、ダッシュボードを提供します。フォーチュン 
500 社や重要な政府機関に対応できる強力さとスケーラビリティー
を備えるとともに、中堅企業が求める使いやすさと柔軟性を備えて
います。価値実現の迅速化、所有コストの低減、俊敏性の向上、な
らびにセキュリティーとコンプライアンスのリスクに対する保護の
強化により、お客様にメリットを提供します。

インテリジェンス
QRadar は、高度な分析手法で多くのデータ・タイプを分析するこ
とにより、他のソリューションでは見過ごされがちな脅威を検知で
きるとともに、他のソリューションでは不可能なネットワークの可
視性を提供します。

統合
このプラットフォームは、共通のアプリケーション・プラットフォー
ム、データベースおよびユーザー・インターフェースにより、SIEM 
(セキュリティー情報とイベント管理) のリアルタイム・インテリジェン
ス機能や、ネットワーク上の振る舞いの分析機能を損なうことな
く、膨大な量のログ管理を実現します。検索、相関、異常検知、レ
ポート作成のすべての機能に対する共通のソリューションを提供し
ます。直感的に操作できる共通のユーザー・インターフェースによ
り、すべての機能 (ログ管理、フロー分析、インシデント管理、構成
と脆弱性の管理、ダッシュボード、およびレポート作成) にシームレ
スにアクセスできます。

自動化
QRadar Security Intelligence Platform は、すぐに使用可能な幅 
広い統合モジュールとセキュリティー・インテリジェンス・コンテンツ 
を提供するため、導入と管理が容易に行えます。このソリューション 
は、多数の資産検出、データ正規化と調整機能を自動化するととも
に、すぐに使用可能なルールやレポートを提供することによって、
他の多くの製品の欠点である複雑さを飛躍的に軽減しています。

IBM をお勧めする理由
IBM は、セキュリティーを研究、開発、提供する世界最大規模の
組織を運営しています。この組織は、10 拠点のセキュリティー・オ
ペレーション・センター、9 拠点の IBM 基礎研究所、11 拠点のセ
キュリティー・ソフトウェア開発ラボ、および米国、欧州、アジア太
平洋地域に支部を持つ Institute for Advanced Security で構成
されています。IBM ソリューションにより、企業はセキュリティー
の脆弱性を軽減して、その戦略構想の実現に一層集中できるよう
になります。これらの製品は、IBM X-Force 研究開発チームが持
つ脅威情報の専門知識を基盤としており、セキュリティーに対する
先制的なアプローチを提供します。IBM はセキュリティーにおける
信頼できるパートナーとして、クラウドを含む企業インフラストラク
チャー全体を最新のセキュリティー・リスクから保護するソリュー
ションを提供します。

セキュリティー・デバイス

サーバーとメインフレーム

ネットワークと仮想環境のアクティビティー

データ・アクティビティー

アプリケーション・アクティビティー

構成情報

脆弱性と脅威

ユーザーと ID

広範なデータ・ソース 深いインテリジェンス 極めて正確で実用的な洞察

実際の
攻撃

疑わしい
インシデント

相関

アクティビティー・ベースライン
の設定と異常検知

• ログ/イベント
• フロー
• IP レピュテーション
• 地理的位置

• ユーザー・アクティビティー
• データベース・アクティビティー
• アプリケーション・アクティビティー
• ネットワーク・アクティビティー

攻撃の識別
• 信頼性
• 重大度
• 関連性

IBM QRadar Security Intelligence Platform は 360 度のセキュリティー・インテリジェンスを提供します。
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詳細情報
IBM QRadar Security Intelligence Platform 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/software/products/jp/ja/category/SWI00
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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。

本資料の情報は最初の発行日の時点で得られ
るものであり、予告なしに変更される場合があ
ります。すべての製品が、IBM が営業を行って
いるすべての国において利用可能なのではあ
りません。

本資料に掲載されている情報は特定物として
現存するままの状態で提供され、第三者の権
利の不侵害の保証、商品性の保証、特定目的
適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を
含むすべての明示もしくは黙示の保証責任な
しで提供されています。IBM 製品は、IBM 所
定の契約書の条項に基づき保証されます。

お客様は自己の責任で関連法規を順守しな
ければならないものとします。IBM は法律上
の助言を提供することはいたしません。また、
IBM のサービスまたは製品が、お客様がいか
なる法規も順守されていることの裏付けとなる
と表明するものでも、保証するものでもありま
せん。

IT システムのセキュリティーとは、企業内外
からの不適切なアクセスを防止するとともに、
検知し、対応することによって、システムと情
報を保護することを意味します。不適切なアク
セスは、情報の改ざん、破壊、流用や、システ
ムの損傷または悪用 (他者への攻撃など) に
つながるおそれがあります。完全に安全な IT 
システムや製品は存在しない、ということを理
解する必要があります。また、単一の製品やセ
キュリティー手段で不適切なアクセスを完全に
防止することはできません。IBM のシステム
や製品は包括的なセキュリティー・アプローチ
の一部を担うよう設計されているため、必然的
に付加的な運用手順を必要とします。また、効
果を最大限に発揮するには、他のシステムや
製品、サービスを必要とする場合があります。
IBM はシステムおよび製品が第三者による悪
意のある行為や違法行為を免れることを保証
するものではありません。
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