サイバーセキュリティ
総合支援サービス

Cybersecurity

企業や組織が直面する外部からのサイバー攻撃や、内部のサイバー
犯罪といった脅威への対応を多面的に支援するサービスです

● セキュリティ運用コストの削減
● 専門人材の不足
● セキュリティインシデント対応体制の整備
● 脅威動向や環境変化への継続的な対応

Cybersecurity Ser vices

サイバーセキュリティ総合支援サービス

課題解決型のサービス

ソリトンシステムズのサイバーセキュリティ総合支援サービスは、企業や組織が直面する外部からのサイバー攻撃や、内部のサイバー犯罪といった脅
威への対応を多面的に支援し、サイバーセキュリティリスクを低減するための各種ご支援を行います。
各支援サービスは、お客様の情報セキュリティに関する４大課題である「運用コスト削減」
「人材不足」
「インシデント対応体制の整備」
「変化し続け
る脅威への対応」を解決すべく設計され、投資効果が明確になるようなサービス単位で提供しています。

各メニューの概要
サイバーセキュリティにおいて、最も良く聞くお悩みは、
「社内に高い専門性を持つ人材が不足している」というもの。
ソリトンシステムズのサイバーセキュリティ総合支援サービスは、お客様のサイバーセキュリティ運用で生じる様々な課題の解決にあたり、高い専門
性と、納期やコストといった使い勝手を考慮して提供メニューを構成しています。

お客様の
４大課題

運用コスト削減

セキュリティインシデント対応体制の整備

専門人材の不足

脅威動向や変化への継続的対応

各サービスメニューは、単体でも組合せでもご利用いただけます。

現状調査支援サービス
サイバーセキュリティ対策を講じるにあたって、グループ企業や取引先、また IoT まで、現状把握したいというご要望に対応します。

分類

サイバーセキュリティ総合支援サービス

現状調査
支援サービス

環境構築
支援サービス

運用支援
サービス

高度専門スキル
支援サービス

各サービス名称

頁

総合リスク診断クラウド「security-risk.jp」

貴社専用サイトによりグループ会社や取引先のリスクを診断します

漏洩アカウント被害調査サービス

世界のハッキング事件で漏洩してしまった貴組織のアカウント被害が把握できます

総合リスク診断クラウド「security-risk.jp」
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放置 Web リスク探索・診断サービス

管理部門の管理外にある「野良 Web サーバ」を探索してリスクを診断します

漏洩アカウント被害調査サービス
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セキュリティ診断サービス

サーバー／ネットワーク機器／ Web アプリケーションのペネトレーションテストです

放置 Web リスク探索・診断サービス
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国際基準侵入テスト

CWE ／ OWASP Top10 ／ PCIDSS などの国際基準に基づいた侵入により脆弱性を把握します

セキュリティ診断サービス（Web アプリケーション / プラットフォーム )
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IoT セキュリティ診断サービス

IoT 機器で動作するファームウェアの脆弱性を診断します

国際基準侵入テスト（Web アプリケーション）
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情報セキュリティリスク評価サービス

セキュリティ対策の現状レベルやリスクを第三者基準で客観的に評価します
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リスト型攻撃シミュレーションサービス

現実の漏洩アカウント情報とツールを用いて貴社ネットワークを攻撃します

IoT セキュリティ診断サービス（ファームウェア）

標的型攻撃シミュレーションサービス

擬似マルウェアを使ってホワイトハッカーが貴社ネットワークを攻撃します

情報セキュリティリスク評価サービス
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標的型メール訓練サービス

擬似攻撃メールを配信することで社員・職員の対応状況が把握できます

リスト型攻撃シミュレーションサービス
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標的型攻撃シミュレーションサービス
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標的型メール訓練サービス
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兼業 CSIRT 構築ベストプラクティス・テンプレート
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兼業 CSIRT 構築ベストプラクティステンプレート

短期間で実効性のある「兼業 CSIRT」体制構築ができます

証跡保管サービス
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証跡保管サービス

事案が発生したときだけ暫定対処を行う
「兼業 CSIRT」に向けたログ保管クラウドサービス

ＯＳ脆弱性攻撃無害化サービス
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ＯＳ脆弱性攻撃無害化サービス

目くらまし防御によりセキュリティパッチ管理負荷を大きく改善します

Ｐマーク取得・更新ベストプラクティス（小規模組織向け）
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P マーク取得・更新ベストプラクティス

ＩＴツールを駆使し、短期間・低コストでの認証取得を支援します

Windows 脅威・誤検知判定サービス
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マネージド EDR「InfoTrace MarkII Cloud」

20

公的機関の小規模 CSIRT 運用支援サービス

21

Office365+Cisco CES メールセキュリティ運用支援サービス

22

Windows 脅威・誤検知判定サービス

DBMS 定期監査サービス
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マネージド EDR

フォレンジックサービス
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トレーニングサービス
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環境構築支援サービス
サイバーセキュリティ対策の環境について、体制構築、システム基盤構築、運用負荷軽減環境構築を支援します。

運用支援サービス
ファイアウォールや IDS/IPS 運用は実施していても、PC やクラウドメールまで手が届いていないお客様を支援します。
Windows Defender、Zerona、yarai の検知の判定を支援します
「InfoTrace MarkII Cloud」による Windows PC 向け運用業務支援サービス

公的機関の小規模 CSIRT 運用支援サービス

小規模 CSIRT 特有の課題である平常時活動を支援するサービス

メールセキュリティ運用支援サービス

Office365 と Cisco CES のクラウドメールセキュリティ運用を支援

高度専門スキル支援サービス
現実的な高度スキル保有の実現は、内部での専門スキルの育成と、外部専門スキルへのアウトソーシングの両輪です。

主な
連 携組織
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● JC3：一般財団法人 日本サイバー犯罪対策センター
● 日本シーサート協議会
● JNSA：特定非営利活動法人 日本ネットワークセキュリティ協会

DBMS 定期監査サービス

Oracle や SQL Server について、セキュリティの観点で徹底的に監査します

フォレンジックサービス

内部不正調査からマルウェア調査まで代表的なものを標準メニューで提供します

トレーニングサービス

サイバーセキュリティやインシデント対応に関する世界最高水準のトレーニングです
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総合リスク診断クラウド “ security-risk.jp ”

漏洩アカウント被害調査サービス

国内外のグループ企業から取引先まで、企業サプライチェーンのセキュリティリスクを把握

世界中のハッキング事件で漏洩したデータを調査し、貴組織のパスワード漏洩被害を報告します

セキュリティリスク把握のための
総合診断クラウドサービス
企業や団体の情報セキュリティリスクを総合的に把握することは、現実
的には案外難しく、想定より手間がかかることが認識されています。

400 以上の設問によりリスク把握に
必要な診断対象項目を網羅
内閣府の組織を中心とした各種情報を参考に評価項目を決定
情報セキュリティリスクを総合的に把握するため、どのような評価項目

ソリトンサイバー空間アナリティクス
（オープンソース・インテリジェンス）

Soliton CSA

世界中で起きているハッキング事件によってサイバー空間に漏洩したデータを調査し、その中から、知らないうちに漏洩してしまった貴組織のアカウ
ント情報（電子メールと ID、パスワード等）の被害状況を調査し報告します。

ひとことで情報セキュリティといっても、IT 対策の状況だけなら情報シ

を選択するか、その評価項目のための設問をどうするかという２点が重

ステム部門で把握できますが、物理セキュリティや複合機は総務部門、

要になります。“security-risk.jp” で導入当初に設定されている内容

契約などの重要書類は法務部門、社員の個人情報や教育状況の管理

は、内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）
、独立行政法人情報処

は人事部門といった具合に複数の組織が関係するため、全体を俯瞰し

理推進機構（IPA）および、内閣府の個人情報保護委員会による評価

オープンソース・インテリジェンス
（OSINT）は、
「合法的に入手できる情報やデータ」を
「合法的に調べ、
突き合わせる」ことで真実にたどり着く手法です。

て、何が出来ていて、何が不足しているのかを総合的に捉えようとする

項目やチェック事項を参考に独自編集をしています。

ソリトンのサイバー空間アナリティクス（Soliton CSA = Soliton Cyber-Space Analytics）は、OSINT 手法を用いて、サイバー空間内部にある

と相当量の業務負荷が発生します。
経済産業省とIPAによる
『サイバーセキュリティ経営ガイドライン』では、

1

【NISC】
政府機関の統一基準や
府省庁対策基準ガイドライン
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【IPA】
情報セキュリティ対策
ベンチマークと関連資料等

ビジネスパートナーや委託先等を含めたサプライチェーン全体の対策
及び状況把握の必要性が説かれていますが、今や海外にもグループ会
社やパートナー企業があるのが普通ですから、何らかの支援ツールを
利用しないとセキュリティリスクの把握に関わる負荷とコストを大幅に
下げることは難しいといえます。
総合リスク診断クラウド “security-risk.jp” は、企業サプライチェー
ンのセキュリティリスクを把握し、診断結果からリスクに関する個別評
価まで全て自動的に報告書が作成されるサービスとなっています。

security-risk.jp の概要
総合リスク診断クラウド “security-risk.jp” には、最初から 400 以
上の設問と、各リスクに対する詳細な解説文が日本語・英語で準備さ
れています。設問や解説文、各診断項目の及第点などはカスタマイズ
できます。
リスク把握の手順は２つだけ

なる相手を診断する必要があります。あるグループ会社は管理体制全般
を俯瞰し、別のグループ会社は IT 対策まで把握の必要があるといった相
手先に応じた使い分けを想定しています。委託先の事業内容によっては、
個人情報保護に関してのみ把握が必要という場合もあります。
総合リスク診断クラウド “security-risk.jp” は、相手先によって評価種
別を単体または組合せで診断できるようになっています。
評価種別
管理体制の評価
（全体を俯瞰）

技術面の対策評価
（IT に特化）

対象組織の回答結果を確認
対象組織で回答者全員が入力を終え、責任者が報告書を自動出力
すると回答完了となります。あとはその結果を確認するだけです。
手順のイメージ
URL と ID を送信

個人情報管理評価
（個人情報に特化）

回答結果の報告書を確認

「貴社名 .security-risk.jp」サイト

質問・回答・報告書画面

グループ A 社
インターネット

委託先 X 社
回答者

回答者

回答者

回答者
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【個人情報保護委員会】
各種ガイドラインや
自己点検チェックリスト等

企業や組織のサプライチェーンを考えたとき、規模や事業内容が全く異

セキュリティリスクを把握する対象組織に対し、３種類の診断分野
と ID をお知らせします。回答者が複数でもおひとりでも構いません。

【NISC】
情報システムの政府調達に
おけるセキュリティ要件等

診断する相手先に応じて３つの評価種別を使い分ける

回答者に URL と ID 情報をお知らせ
のどれを適用するかを決定します。あとは対象組織の回答者に URL
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ソリトンサイバー空間アナリティクス

日本のサイバーセキュリティに関係する情報について、誰でも入手できる公開情報から特定し、整理・解析・分析しようと開発した基盤技術です。
【サイバー空間上の公開情報】

【特定・収集】

ニュースサイト

スパム情報のOSINT

フォーラム

不正侵入情報のOSINT

ブログ

ランサムウェアOSINT

各種 SNS

フィッシングのOSINT

Identification
&
Collection

レビューサイト

サイバーセキュリティに
関するデータを特定し
収集できる状態に

プレスリリース
各トレードサイト

【処理・照合】

【分析・統合】

Analysis
&
Integration

Processing
&
Collation
分析可能な
状態に処理を実施

各種公開情報

サイバー空間の情報

必要情報を特定

インテリジェンス化

分析と報告

主な評価のテーマ
●基本方針
●物理的管理
●証拠確保
●コンプライアンス
●職場環境
●組織の管理

●資産管理
●技術・運用管理
●人的管理
●事後対策

●認証・アクセス制御・権限管理
●ログ
●脆弱性・不正プログラム対策
●大量通信攻撃
●標的型攻撃
●端末とサーバー
●電子メール・Web サーバー・Web アプリ
● DNS
●通信回線・無線 LAN
●複合機
●クラウドサービス
●個人情報取扱業者か否か・P マーク状況
●組織的安全管理
●人的安全管理
●物理的・環境的安全管理
●技術的安全管理

価格とオプション
標準価格

●初期費用：18 万円～（カスタマイズ込み）
●月額費用：5 万円～（年間一括支払の場合）

オプション

●初期カスタマイズ想定範囲を越える変更など
●利用中・運用中の各種変更 など

被害調査対象となる漏洩事件
2020 年 4 月現在、650 を超える世界の漏洩事件から、合計 218 億
レコードを超える漏洩アカウント情報を特定しています。この中から貴
社・貴組織のドメインを持つ情報を探し出します。日本の属性を示す
「.jp」アカウントだけで約 3 億 6700 万レコードを特定済みです。
漏洩事件の分類

特定済み事件数

漏洩情報

国内サイトの漏洩

322 事件

●会員登録情報
● EC・SNS 情報

海外サイトの漏洩

319 事件

●会員登録情報
● EC・SNS 情報

19 事件

●攻撃先リスト
●パスワード一覧

国籍不明の
漏洩名簿リスト

調査報告書の内容
調査の全体像

調査手法や対象となった世界のハッキング
事件とその被害の全体像をまとめてご報告

調査結果
被害の全体像

貴組織の被害状況を、ご依頼いただいた
ドメイン配下のサブドメイン単位でご報告

調査結果
アカウント別

個々の漏洩アカウントについて、該当する
事件名やパスワード漏洩状況等をご報告

納期と料金
納期の目安

我が国の被害状況分析は公開中

料金

ご注文後 10 営業日以内に報告書を提出

オープン価格

膨大な漏洩事件のデータから、日本人や日本の組織の被害状況を分析
し、ホワイトペーパーとして無償公開しています。2019 年 5 月現在、
6 種類の被害分析レポートを公開し、大手新聞メディアやテレビニュー
ス、ビジネスメディアなどで数多く取上げられています。

グループ B 社
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放置 Web リスク探索・診断サービス

セキュリティ診断サービス（WEBアプリケーション／プラットフォーム）

管理部門の管理下になく自主管理されている Web を、サイバー空間から探索しリスクを診断

サーバー／ネットワーク機器や WEB アプリケーションの脆弱性診断

常にリスクにさらされる Web サイト

サービス概要

セキュリティ診断サービス概要

Web サイトは安価で素早く立ち上げることができるため、企業のビジ

お客様からは貴社ドメイン情報をご提供いただきます。情報システム部

脆弱性診断サービスとは、ネットワーク機器や WEB アプリケーション

サーバーやその他ネットワーク機器の、プラットフォーム (OS やミドル

ネスにとっては欠かせないツールとなりました。一方で、Web サイトは

門が把握されている Web サーバリストや社内利用 IP アドレスをご提供

に対して、実際のサイバー攻撃と同じ手法を用いて疑似攻撃を仕掛け、

ウェアなど ) における脆弱性を診断します。グローバル IP アドレスもし

常にインターネット上に公開されており、あらゆるリスクにさらされてい

いただけると、より正確なご報告が可能です。

攻撃者に悪用される脆弱性が無いかを診断するサービスです。サーバー

くは IP アドレスを持つすべてのネットワーク機器が対象です。

ます。

調査対象のドメイン情報をもとに、関連が深いと思われるドメイン群を

などのネットワーク機器を診断するプラットフォーム診断と WEB サー

診断項目の例（5500 項目以上）

基幹 Web ではない「管理別」Web のリスク

洗い出し、Web スクレピング（Web データ抽出）技術を用いて、放

基幹 Web
WWW

WWW

WWW

WWW

置されていると推測される Web サイトを、まずは棚卸します。

各々が管理する Web

公式 Web サイト

WWW

海外子会社

WWW

プロジェクト

WWW

パートナー用

WWW

キャンペーン

WWW

事業部門独自

主要グループ会社
情報
漏洩

EC・受発注専用

棚卸は、ソリトン独自のスコアリングによる放置度合い判断で実施され

ビス（WEB サイトや業務システム）を診断する WEB アプリケーショ
ン診断の２種類があります。
セキュリティ診断サービス

ます。例えば、コンテンツの更新状況や応答状況、リンク切れなど様々

インターネット

ホワイトハッカーに
よる擬似攻撃（リモート診断）

な要素によりスコアがつけられます。さらに、スコアの低い放置 Web
らしきサイトが発見された場合、セキュリティに関する最重要事項の診
断を実施して、棚卸結果とともにご報告します。

DMZ
WEB アプリケーション診断

プラットフォーム診断

お客様のドメイン情報

メール

ご報告レポート

DNS

WEB

その他のWEB
アプリケーション

…

…

社内ネットワーク
プラットフォーム診断
AD

ファイル

DB

目的達成後の Web サイトが、その後に放置されてしまっていることに

最重要項目に限定した、リスク診断目的別の分析内容は以下の通りです。

狭義の「シャドー IT」とも言われます。

Web アプリケーションセキュリティ

こういった企業の放置 Web リスクを探索したうえで、重要項目のセキュ
リティ診断まで実施します。

Soliton CSA の
放置 Web 探索参照モデル
調査対象ドメイン

DNS 情報の分析

トップページ

取得結果

基本情報

・悪意あるドメインの調査

その他（IP など）
突合せ

外部リンク

URLや IP アドレス

ドメイン

スコアによる対象 Web 抽出
応答状況

非管理 IP/URL

リンク先

検索結果

アドレス

各種情報

各種情報 等

SSL セキュリティ

・推測可能なパスワードのチェック

・通信の盗聴可否の確認（暗号化）

診断手法
スタンダード

ライト

診断手法

ホワイトハッカーによる
手動診断

ツール＋確認精査

ポート範囲

TCP：1 – 65535
UDP：1 – 65535

TCP：1 – 1023
UDP：1 – 1023

WEB サーバ上の WEB アプリケーションの脆弱性を診断します。
( パラメータの存在する動的な画面遷移が対象となります。)
診断項目の例

※ツール診断不可

ソリトンシステムズのセキュリティ診断は、高度なフォレンジック技術

・セッション管理の不備

を有するソリトンシステムズのフォレンジックチームと、脆弱性診断サー

・セッションフィクセーション

※

・HTTP レスポンス分割
・リモートファイルインクルード

・クリプトジャッキング分析

ビスの草分けである「グローバルセキュリティエキスパート株式会社」

・クロスサイトリクエストフォージェリ

・通信の暗号化

・WAF 存在確認

の脆弱性診断専門チーム「タイガーチーム」のエンジニアによる高品質

・PCI DSS、HIPAA、NIST 対応状況

価格とオプション

2020 年 9 月末まで、開始記念キャンペーン価格によるご提供とさせて

・クロスサイトスクリプティング

・証明書の不備

・SQL インジェクション

・Referer による情報漏洩

サービスの流れ

・OS コマンドインジェクション

・ユーザ ID 等の調査

※

・ディレクトリトラバーサル

・詳細なエラーメッセージ

※

・XML インジェクション

・拡張子偽装

※

・SSI インジェクション

・コメント・デバッグ情報

・XPath インジェクション

・アプリケーション固有の問題

・XQuery インジェクション

・フォーマットストリング

事前調整
確認書作成

速報
結果分析
報告書作成

診断期間や対象などを決定し、
診断内容確認書を作成
平日 10:00 ～ 18:00
（夜間・深夜・休日オプションあり）
診断中に緊急度の高い脆弱性が発見された場合、
速報をご連絡
診断結果を診断結果報告書として納品

・LDAP インジェクション

標準価格

（税別）398,000 円～ / ドメイン

報告会

診断担当エンジニアが診断結果を報告

再診断
脆弱性改修後の再診断
（オプション）

※

・バッファオーバーフロー

・MX インジェクション

※

診断手法
スタンダード

ライト

診断手法

ホワイトハッカーによる
手動診断

ツール＋確認精査

診断項目

全て

限定
（上表の※印が診断不可項目）

いただきます。
キャンペーン価格に関してはお問い合わせください。

※

な診断とコンサルティングが特徴のサービスです。

・TLS1.3 サポート、常時 SSL 化、SSL 接続強制設定などの適用分析

セキュリティリスクの診断
Web アプリセキュリティ

・第三者中継（SPAM）のチェック

・HTTP セキュリティヘッダ分析（CSP 等）

提供開始記念キャンペーン

DNS 解決状況

ソリトンシステムズの
セキュリティ診断

診断

外部アクセス先

・データベースの脆弱性チェック

・HTTP メソッド分析

・SSL 証明書分析

Whois 情報の分析

各種統計情報

・Cookie セキュリティ分析

・GDPR/PCIDSS 対応状況

Web サーバーの SSL セキュリティ

Web スクレイピング
サーバ情報

・CMS セキュリティ分析

・悪意ある JS ライブラリ有無の分析

基本情報収集

・証明書の有効性チェック

ＷＥＢアプリケーション診断

セキュリティに関する最重要診断項目

起因します。こうした放置された Web は、
「野良 Web サーバー」や、
ソリトンではサイバー空間分析（Soliton CSA）のノウハウを応用し、

・サンプルスクリプトの有無のチェック

・アプリケーションの脆弱性チェック

ホワイトハッカーに
よる擬似攻撃
（オンサイト診断）

部が管理するクラウドサービスで情報漏洩が起きてしまった、海外の
た事例は枚挙にいとまがありません。これらの多くは、当初の立上げ

・バックドアのチェック

・ミドルウェアの脆弱性チェック

FW

**** .co. jp
***** .com

グループ会社の Web サイトが踏み台となり、他社を攻撃していたといっ

・OS の脆弱性チェック

WEBサイト

踏み台攻撃

お客様サポート用

情報システム部門やセキュリティ部門の管理下ではなく、例えば、事業
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プラットフォーム診断
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国際基準侵入テスト（ WEB アプリケーション）

IoT セキュリティ診断サービス（ファームウェア）

国際脆弱性規格に準じた WEB アプリケーション侵入検査をリーズナブルに提供

IoT 機器で動作するファームウェアの脆弱性を診断

国際基準侵入テスト概要
国際基準侵入テストは、WEB サイトを構成しているソースコードの
欠陥（脆弱性）を突いて、ネットワーク内への侵入が可能かどうかを
診断する脆弱性診断の一つで「ペネトレーションテスト」とも呼ばれ

国際基準侵入テストで使用する
セキュリティガイドライン
ソリトンの国際基準侵入テストでは、対象 URL の全ページ（動的ペー
ジ含む）に対して下記例の 148 項目の検査を実施します。検査結果は

家電、防犯機器、自動車、医療用機器、事務機、制御装置など、インター
ネットに接続される機器の数は年々増加しており、2020 年には 200
億を超える様々な「コンピュータではないモノ」がつながる「モノのイ

ます。

共通脆弱性評価システム（CVSS）に準じて評価し報告します。

一般的な脆弱性診断では、脆弱性診断ツールやエンジニアの手作業に

CWE（共通脆弱性タイプ一覧）

インターネットにつながれば、サイバーセキュリティのリスクを背負うこ

CWE(Common Weakness Enumeration ＝共 通 脆 弱 性タイプ一

とになるのは自明ですから、従前より誰もが「いずれは IoT セキュリティ

より、WEB アプリケーションの脆弱性を発見することに主眼がおかれ
ますが、本サービスでは国際脆弱性規格に準じて、内部侵入プロセス
まで試行することで、現状のシステムが実際に攻撃された場合にどの
ような被害が想定されるかを明らかにすることができます。
一般的な脆弱性診断と国際基準侵入テストの違い
一般的な脆弱性診断

国際基準侵入テスト

脆弱性検査では、主に開発フェー
ズと運用フェーズの二つの段階で、
脆弱性診断ツール等を用いてアプ
リケーション、プラットフォーム、
インフラストラクチャなどを検査し、
脆弱性を発見することに主眼がお
かれます。

国際基準侵入テストでは、現存の
脆弱性を利用した攻撃により、シス
テム内部への侵入が可能かどうか
まで検査します。検査により現シス
テムが攻撃された場合にどの程度
の被害が生じるかを確認すること
ができます。

ソリトンの国際基準侵入テスト
４つの特長
ソリトンシステムズの国際基準侵入テストは、これまでヒューマンリソー
スに作業の多くを依存していた検査工程を、AI による機械学習と RPA
（ロボティクスプロセスオートメーション）により自動化することで、ホ
ワイトハッカーの高度な検査品質はそのままにリーズナブルな価格を実
現した新世代脆弱性診断ソリューションです。
ソリトンの国際基準侵入テスト ４つの特長
1. 国際脆弱性規格に準拠

覧）の下記全類型に関して検査を行います。
パストラバーサル

OS コマンドインジェクション

格納型 XSS

反射型 XSS

SQL インジェクション

DOM-Based XSS

LDAP インジェクション

ブラインド SQL インジェクション

Xpath インジェクション

XML インジェクション

コードインジェクション

XXE インジェクション

JSON インジェクション

AJAX インジェクション

リモート PHP ファイルインクルージョン

ローカル PHP ファイルインクルージョン

情報公開

HTTP レスポンス分割

クロスサイトリクエストフォージェリ

認証迂回

ファイルの無制限アップロード

セッションの固定化

不適切なセッション期限

オープンリダイレクト

装置、ソフトウェアまで自社で設計開発するソリトンシステムズのエン

不適切なアクセス制御

クロスサイトリクエスト偽造

不完全な認証管理・セッション管理

脆弱性特定プロセスで特定された高リスク脆弱性

定価

診断内容

対象動的アクション

・WEBサイト 1ドメイン

ホワイトハッカーの人的リソースに依存する検査は検査時間が長くなる
Regular プラン

￥558,880

・単一権限
・WEBサーバ OS / ミドルウェア

・ファームウェア内の潜在的なバックドア等を検出
継続的な脆弱性の監視

監視

ファームウェアの診断を一度実 施すると、その後に関連する新しい
CVE 情報が発行された場合にアラートを出すことができます。開発が
終了した製品の脆弱性を継続的に監視することが可能です。
代表的なオペレーティングシステムをサポート

OS

組み込みシステム、IoT ファームウェアの代表的なオペレーティングシ
ステムである Linux、QNX、Android をサポートしています。
また、UEFI(Unified Extensible Firmware Interface) や、リアルタ
イム OS（VxWorks 等）を順次サポート予定です。

API を介した開発中の診断も可能
ソリトンシステムズの IoT セキュリティ診断サービスは、REST API を
介したクラウド型診断サービスとしてもご利用いただけます。

サービスのながれ

ソフトウェアなどのリスクを特定できます。

確認書作成

ご利用価格

・暗号カギのチェック

立された米 Refirm Labs 社との協業体制で提供されます。

事前調整

クロスサイトスクリプティング

プラン

IoT セキュリティ診断サービス

ジニアチームと、元 NSA ( 米国国家安全保障局 ) の職員等により設

不適切なエラー処理

法に比べ作業時間は1/3 となり、検査コストもリーズナブルです。

●被害者は日本国内にある家庭用ルーター機器
●マルウェアの大規模感染が確認

不十分なロギングとモニタリング

内部侵入が可能かどうかの判定までを行うため、実害に直結するリス

ため、費用も高額でした。本サービスは、作業の自動化により従来手

2017 年 11 月

既知の脆弱性のあるコンポーネント

安全でない通信

4. 検査時間は従来の 1/3、検査コストも大幅圧縮

2017 年 10 月

●被害者はスウェーデンの複数の交通機関
●列車の運行停止や遅延が発生

ソリトンシステムズの IoT セキュリティ診断サービスは、デバイスから

安全でない暗号化保存

り解決し、” 誤検知ゼロ ” を SLA として提供可能にしました。

2016 年 11 月

●被害者はドイツテレコム
● 90 万台の機器で通信障害が発生

安全でないデシリアライゼ―ション

本サービスは WEB アプリケーションの脆弱性を発見するだけでなく、

AI による機械学習とホワイトハッカーのヒューマンリソースの併用によ

攻撃例の概要

クロスサイトスクリプティング

バッファオーバーフロー

本サービスでは、従来手法による検査の課題であった ” 誤検知 ” を、

ファームウェアを狙った重大なサイバー攻撃

不適切なセキュリティ設定

インジェクションの不具合

3. “ 誤検出ゼロ ” を約束する高品質な診断

・公開されている脆弱性のチェック

アクセス制御の不備

2. 脆弱性診断＋侵入検査で一層の安心を

クだけを効率的に検出でき、改修にかかる工数を削減できます。

がランクインしたのが 2017 年です。

XML 外部エンティティ参照

公表しているクレジットカードデータを保護する基準について検査します。

診断項目の例
・潜在的なゼロデイ脆弱性のチェック

機微な情報の露出

VISA をはじめとする国際ペイメントブランドにより設立された PCISSC が

ファームウェアインベントリ全体のセキュリティ状態の把握

項目

ている
「情報セキュリティ10 大脅威」において、
初めて
「IoT 機器の脅威」

認証の不備

TOP25、PCIDSS 10 要件を含む148 項目の侵入手法について行い、

た診断とは異なります。

るため、以下のチェックを行います。

ログラムに感染した IoT 機器による大規模なサイバー攻撃でした。

インジェクション

PCIDSS

なしでコンポーネントを抽出します。ソースコードレビューをベースとし

IoT ファームウェアインベントリ全体のセキュリティ状態を詳細に把握す

期間

OWASP が発表している脆弱性類型 TOP10 について検査します。

当サービスでは、コンパイルされたファームウェアから、ソースコード

実事案として顕在化したのが、2016 年の「Mirai」と呼ばれる不正プ

ファームウェアのインテグリティを確認することが求められています。

世界的なオープンソースコミュニティであり米国政府認定 NPO である

ソースコード不要

準備

が課題になるだろう」と予想していました。このリスクが分かりやすい

IoT 機器のサプライチェーン
（製造は国外が多い）上の課題が指摘され、

検査は国際的な脆弱性規格である OWASP TOP10、CWE/SANS
国際脆弱性規格である CVE、CWE、CVSS に準じて評価します。

ンターネット（IoT）」が形成されると言われています。

これを受けて、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が毎年発表し

OWASP TOP10

診断サービスの４つの特徴

増加する IoT 機器への攻撃

トライアル
診断

診断期間や対象などを決定し、診断内容確認書を作成
診断用クラウドプラットフォームを利用し、最大３つまで
の IoT ファームウェアを解析

お客様の開発工程
自社開発

クラウド診断

サードパーティー

診断中に緊急度の高い脆弱性が発見された場合、ご希望
に応じて速報をご連絡

結果分析
報告書作成

診断結果を診断結果報告書として納品

報告会

診断担当エンジニアが診断結果を報告

再診断
( オプション )

API を介して、コンパイル済みバイナリコードや統合したサードパーティ

サードパーティソフトの
脆弱性情報データベース
REST API

脆弱性改修後の再診断

コンパイルとアセンブリ

Soliton IoT セキュリティ診断サービス

15アクションまで

・API
※価格は税抜です ※ 15 アクション以上の検査費用はお問い合わせ下さい
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情報セキュリティリスク評価サービス

リスト型攻撃シミュレーションサービス

情報セキュリティ対策の現状レベルやリスクを各種第三者基準で客観的に評価する

本物の漏洩アカウント情報と本物の攻撃ツールを利用する国内初のシミュレーションサービス

情報セキュリティ対策の課題
情報セキュリティ対策を強化あるいは取組を開始されるお客様にとって
は「どこから着手していくべきなのか」あるいは「取り組むべき対策に
抜けや洩れはないのか」など判断の難しい課題が存在しています。

評価基準

これらを適切に解決するためには、現状のセキュリティ対策状況を調
調査手法

情報セキュリティリスク
評価サービスの概要

調査期間

いて現状の対策状況を網羅的に調査・評価し、影響の大きいリスク、優先
順位、その対策方法を、専門家として客観的に報告・提言するサービスです。
可視化された調査報告書

・ ID、パスワード管理

・総合コメント ・現状レベル

・私物持込制限

・分野別コメント

・データアクセス管理 他

・理想レベル ・業界平均

・点数化
他

・・・ 調査項目

方針・手続き等の徹底、教育

承認

委託先等
関係者の情報管理

基本方針

予備調査

物理的・技術的調査項目
取引先等

社外

情報管理

技術・運用管理

・情報の把握
・利用目的の明確化

・F/ Wの最適な設定の維持
・ファイル共有ソフトやSNS
  外部オンラインストレージ
  等の使用制限

顧客・個人データ
アプリケーション＆システム

アクセス管理

社内 ・アクセス者の制限
・ID の整備・運用
（離退職、業務契約終了
  時の削除含む）

制限領域

ネットワーク

開発・導入・保守管理
・安全性の高いシステムと
  アプリケーションの開発、
  保守

事前確認

当社ホワイトハッカーによって、ご依頼いただい
たオンラインサービスが調査対象外項目に該当す
るかを確認。※

通信、メディア、政府、ソーシャルメディアなど多種多様で、大規模な

2

受発注

事前確認が完了した際に営業担当よりご連絡。
調査対象範囲をご説明させていただき正式注文。

B2C 業種において現在最もメジャーなサイバー攻撃の 1 つです。これ

3

初期設定

ID/ パスワード有効時のパターンを登録するため
テスト用アカウント情報を最低１セットご提供して
いただきます。

ることから、サイバー犯罪者にとっては非常に費用対効果の高い攻撃
と言えます。

4

ログイン
画面調査

ID/ パスワードに設定されている変数名、CSRF
トークンなど、セッション管理に使用されている
変数・発⽣タイミング・条件の特定と設定。

5

コンフィグ
動作確認

コンフィグが正常に動作する環境であることを
確認。

6

スケジュール
調整

開始日の決定・概算作業日数の見積。
お客様のシステム環境によって作業日数は前後
いたします。

7

攻撃

クラウド環境から実際の攻撃でも使用されている
自動化ツールを用いてご依頼のオンラインサービ
スへ不正ログイン。

8

チューニング

攻撃から正常な応答が得られないシステムでは
当社ホワイトハッカーによって更なる調査・調整。

9

調査完了

最終的に有効な ID/ パスワードの確定。
不正ログイン不可のオンラインサービス名の確定。

10

納品

ド、機密個人情報（生年月日、社会保障番号、金融データなど）が複
調査項目
リスト作成

文書調査

業 務 概 要 をお 聞 きし、 調査の基準である調査 お客 様の情報セキュリ
同時に守るべき重要な 項目リストを作成致しま ティ等に関する既存文
情報資産を特定します。 す。
書全般を調査します。

数の Web サイトから盗み出されてしまう危険性があります。

サービス概要
ソリトンは独自技術 Soliton CSA（サイバー空間アナリティクス）を用
※

結果報告

改善ご提案

お客様の拠点を訪問し、 調査結果報告会を開催 報告書記載の内容を踏
ヒアリング及び 現 場の し、ご報告・ご提言致 まえ、最適な改善案を
視察を実施します。
します。
ご提案致します。

いて、国内で唯一 、漏洩アカウント被害を調査するサービスを提供し
ており、現時点で 218 億レコードを超える漏洩アカウント情報を把握
しています。これらをお客様に合わせて編集することにより、サイバー
犯罪者が実際に行う攻撃と同レベルかそれ以上のシミュレーションを
行うことが可能となります。

※ 2020 年 2 月現在、当社調べ

攻撃シミュレーション イメージ
本物利用の攻撃専用環境

整理した調査結果について、リスクごとに評価をします。評価結果につ

ID

いて、貴社と確認・検討のうえ確定し、中間報告をします。検出した脆

調査結果総合
コメント

調査により判明したポイントを危険度に応じ
３段階で評価し、解説します。

調査結果
リスク別評価

サイバー攻撃や内部不正対策、運用面など
リスク別に危険度を評価します。

アカウント
リスト型攻撃

PASS
ホワイトハッカー

本物のツール

本物の漏洩
アカウントリスト

漏洩アカウントDB

218億件

・国内の漏洩：322 事件
・海外の漏洩：319 事件
・闇サイト名簿：19 種類

セキュリティ
分野別状況

情報セキュリティに対する組織的取組、運用管理、

インシデントレスポンス体制など分野別に評価します。

テーマ別
調査結果概要

導入済セキュリティ対策ソフトウェアやデバイス
管理などの調査結果を報告します。

情報セキュリティ
改善提案

調査結果を踏まえた改善のご提案を致します。

主要業務
Web システム

ファイル
送受信用Web

業務用SNS等
情報共有

結果レポートの作成・提出。

※ reCAPTCHA、複雑な CAPTCHA、特殊な anti-bot プログラムが存在せず尚且つ、フォーム
認証・Basic 認証の web サイトが攻撃対象です。
※ お客様のサイトを見ながら確認するサービスになります。場合によっては対応できかねることが
ございます。

サービス価格

カスタマー向け
EC サイト

提供開始記念キャンペーン

…

防壁

1

正アクセスすることを目的とし、攻撃対象は金融、小売、旅行、病院、

きてしまう可能性があり、その結果、数百万ものユーザー名、パスワー

弱性については、危険度を高・中・低の３段階で記載を致します。

組織管理・コンプライアンス

社外からのアクセス

的のシステムに侵入するハッキング手法です。ユーザーアカウントに不

一人の従業員の認証情報から、会社のメインデータベースにアクセスで

報告内容の例

秘密保持誓約書の提出

各種文書の整備

1 カ月～３カ月（企業規模・診断範囲により変動）

実施フロー

ヒアリング
現地調査

社外

任命

とも呼ばれ、現実のパスワードまたはアカウント情報を利用して、目

本 調 査

調査概要
社内

調査票を元にしたヒアリング調査
各種ドキュメント・規定類の実地調査

リスト型攻撃は「パスワードリスト型攻撃」や「アカウントリスト型攻撃」

までのパスワードクラッキングに比べ数千倍の確率で不正アクセスでき

本サービスは、当社の専門コンサルタントが技術面・運用面・物理面にお

組織・人的調査項目

IPA セキュリティガイドライン、サイバーセキュリティ
経営ガイドライン（経産省）
、府省庁対策基準策定の
ためのガイドライン（内閣府）
、ISMS(ISO27001)
等をベースに評価します

実施フロー

プ レ 調 査

査・把握したうえで優先度を判断することが重要です。

100項目以上の網羅的な調査

昨今増加するリスト型攻撃の脅威

評価基準・調査期間

2020 年 9 月末まで、開始記念キャンペーン価格によるご提供とさせて

得られるメリット

いただきます。
キャンペーン価格に関してはお問い合わせください。

情報漏洩したアカウントにおける今後の被害拡大を防止
実際に流出しているアカウント情報を把握することができ、対象ユー
ザーに 2 段階認証の導入やパスワード変更等のご対応をいただくこ

標準価格

（税別）398,000 円～ /Web サイト

とが可能になります。
貴社の対応力を検証
シミュレーションの形態によって、貴社のリスト型攻撃への対応力

証拠確保・職場環境
・アクセスの追跡・監視
・ログ/ 証跡の収集・保管
アプリケーション＆システム

10

物理的管理
社員

・持出制限・管理
・処分時のデータ完全消去
・入退管理・監視
制限領域

を検証することができます。
リスト型攻撃で被る損失の参考になる
実際にリスト型攻撃に遭った場合に、リカバリに要する時間やどれ
ほどの損失が発生するか等の参考としてお役立ていただけます。

11

標的型攻撃シミュレーションサービス

標的型メール訓練サービス

擬似マルウェアによる攻撃シミュレーションで組織ネットワークを評価・診断する

マルウェア感染のリスクを低減、インシデント発生時の初動を迅速化
標的型攻撃に対する全社的耐性を評価し向上する

サービス概要

疑似攻撃による脆弱性診断の流れ

近年被害が増加している標的型攻撃に代表されるサイバー攻撃は、その
攻撃手法やマルウェアの高度化により、組織における防御を一層困難な
ものにしています。ウイルス対策ソフト等による入口対策を敷いていても、
僅かな脆弱性から不正プログラムの侵入を許し、情報流出等の実害に
至ってはじめて不正アクセスを認識する事例は後を絶ちません。
本サービスは、お客様のネット

お 客 様 ネットワー ク環
境、経由するネットワー
ク機器についてヒアリン
グを実施します

攻撃者

遮断できるのかを診断するサー

C2

FW

ビスです。標的型メール攻撃に

SW

より PC がマルウェアに感染した

PROXY

事態を想定し（疑似マルウェアを

検査後にログ解析
を行います

使 用）、攻撃者による社内情報
窃取が防御・検知できるかを検

テスト用ログインアカウ
ント作成、ファイルサー
バへのアクセス権等テス
トに合 わせた 準 備をお
客様に依頼します

本サービスでは、お客様にご用意頂いた PC に疑似マルウェアを感染
させ、
当社のホワイトハッカーが外部から感染 PC を操作してネットワー
ク内の探索やファイルの持ち出し等の攻撃を仕掛けます。試験実施後、
お客様よりログ等をご提出頂き、お客様のネットワークの安全性につい
て総合的な評価を行います。

計画立案

攻撃準備

・標的型メール
・C&C サーバー準備

初期侵入

基盤構築

内部侵入
調査

目的遂行

再侵入

12

・マルウェア感染

疑似攻撃の一例

試験実施までのスケジュール例
ヒアリングから総合評価の報告書納品まで約 1.5 ヶ月を想定しており
ます。

調査
範囲

お打ち合わせ・現状調査

環境構築

事前確認

・データの外部送信
・データの破壊
・業務妨害

・取得情報を C&C サーバーへ
アップロードします

・バックドアを通じ
再侵入

調査範囲外

ファイル ” や、” マルウェアに感染させるための URL リンク ” を記載し
たメールをユーザーに送りつける、標的型攻撃メールです。誤ってこの
攻撃メールを開いてしまった場合でも、ウィルス対策ソフトで検知できな
かったり、データ破壊等の具体的症状がない等の理由から、感染事実
に気づかず、結果的に重要情報を盗み出される危険性があります。
標的型攻撃メール対しては、技術的な対策を実施しても100% の防御は

ドメインアカウント発行

1週目 2 週目 3 週目 4 週目 5 週目 6 週目

アクセス権付与

訓練では、攻撃メールを模した実際には無害の「訓練メール」をユーザー
に送信します。訓練メールの URL リンクあるいは添付ファイルをクリッ

独自開発システムによる
柔軟なカスタマイズ対応

特長

初めての訓練でも、手間を
かけずに高い効果を実現する
サポートコンテンツ

特長

訓練サービス全体の強固な
セキュリティ対策

特長

標的型攻撃対策のエキスパート
による訓練効果全般の
サポート・アドバイザリー

1
3

2

4

サービス全体の流れ
1 訓練全体の方針決定

・訓練における目的の明確化
・事前周知の有無などの取り決め
・訓練回数・アンケート有無などの検討

2 訓練メール内容決定

・送信元アドレス・内容・方式の検討

事前準備

クしてしまったユーザーには教育用コンテンツを表示して教育できると同

3 開封時教育コンテンツ決定

・コンテンツ検討
・開封者に対するアクションの検討

4 訓練メール送信テスト

・訓練メール及びコンテンツが正しく届くかのテスト
を実施

時に、管理者は各種データにより自社の現状を把握できます。

訓練のメリット・効果

5 対象メールアドレス準備
・対象者の最終決定

攻撃メールへのリスクレベルを評価・把握

6 訓練メール送信（1 回目）

実際にどの程度のユーザーが攻撃メールを開封してしまうか、現状のリ
スクレベルを調査把握する事が可能です。より踏み込んだ技術的な対
策などの導入を検討される場合の参考としても活用できます。

・1 回目の訓練メール送信

訓練実施

標的型攻撃メールを開封／クリックする危険性を大幅に低減
過去の実績では、継続的にあるいは複数回メール訓練を実施した場
30% まで低減しています。
有事の初動対応を徹底し、被害を最小化
ユーザーが攻撃メールを誤って開封してしまった場合でも、適切な初動対応
ができれば被害を最小化することが可能です。教育コンテンツに正しい対応

終了通知
アンケート
実施

7 訓練メール送信（2 回目）
・2 回目の訓練メール送信

8 訓練終了通知＆アンケート実施

・訓練終了通知とともに対象者向けアンケートへの
協力呼びかけ

9 報告書作成・納品
報告書作成
納品

・報告書には全体の集計結果をとりまとめて記載致し
ます。また、エクセルデータにて対象者毎のアクセ
スログデータ等もご提供致します。

などを掲載することで、初動対応のトレーニングに活用することができます。

訓練イメージ
訓練メールを送信

誤ってクリックしたユーザーを
教育コンテンツ（WEB）に誘導
教育コンテンツ
（WEB)

ログの受領

社員

インターネット
社員

総合評価

総合評価
報告会実施（1 日）

特長

標的型メール訓練サービス概要

疑似攻撃実施（1 日）

結果の整理

標的型メール訓練サービスの特長

段の一つとして、企業や行政機関において積極的に取り組まれています。

実施日程の調整

疑似攻撃

サービスの特長と流れ

難しく、標的型メール訓練によるユーザへの教育啓蒙が、有効な対策手

ファイルサーバへの

・バックドア開設
① バックドアの開設が可能
・端末の情報収集
かを確認
・ネットワーク環境の調査・探索 ② 感染端末の情報を収集
・端末間での侵害拡大
・サーバーへの侵入

標的型攻撃における最も典型的な攻撃手法は、” マルウェアを含む添付

合ユーザーが URL または添付ファイルをクリックする率は 50 % ～

分類

・予め用意した URL より
不正プログラムをダウン
ロードし感染させます

① ポートスキャンなどによりローカル
ネットワークを調査します
② 共有フォルダに不正ファイルを
アップロードします

ご 提 出 頂いたログと試 総合 評 価をもとに報 告
験 結 果 をもとにお客 様 会を開催しご説明を行い
ネットワークの安全性の ます
総合評価を実施します

ンジニアによる報告会も実施可能です。

調査範囲外
調査範囲外

STEP8
報告会

現状対策の脆弱ポイントや対策についてご報告致します。また担当エ

（例）標的型攻撃の実際のプロセスと疑似攻撃の例

・攻撃目標設定
・関連調査

STEP7
総合評価

検査完了後は「標的型攻撃評価報告書」にて疑似攻撃の詳細結果と、

本物の標的型攻撃と同様の攻撃をホワイトハッカーが再現
アが本物の標的型攻撃と同様の手法で行います。

STEP5
試験

納品物について

特徴

検査は、ホワイトハッカーと呼ばれる高度な専門技術をもったエンジニ

＜試験内容（一例）＞
・テスト端末の情報取得
・ネットワーク情報取得
・ファイルサーバへのアクセス
・ポートスキャン
・スクリプト実行
・キーストローク取得 等

疑似マルウェアの作成、 お 客 様 先 に て STEP2
C&C サ ー バ 及 び マ ル で 決 定した試 験 項目を
ウェア配布サーバの作成 実施します
を行います

STEP6
ログ提出
STEP1で確認したネット
ワーク機器上でテスト時
間帯に取得したログをお
客様よりご提出頂きます

サービスの特長

STEP4
弊社準備

STEP3
お客様準備

攻撃者の遠隔操作により
サーバーや別端末にアクセス
します

調査端末

概要

ご担 当者 様と実 施 する
疑似攻撃のシナリオ作成
や 試 験 項 目、 使 用 PC
等の確認をします

情報送信

的型攻撃に対してどの程度検出、

攻撃プロセス

STEP2
テスト内容の確認

調査端末へ攻撃命令

ワークのセキュリティ対策が、標

査します。

STEP1
ネットワーク環境
ヒアリング

標的型攻撃メールに対する
技術的な対策の課題

社員

社員

教育コンテンツに正しい
対応を記 載することで
有事の初動対応を学ぶ

サービスに含まれる内容
メール訓練全般の
アドバイザリー＆サポート

1 回の打合せ、以降は電話または
メールによる対応

訓練メールの送信
及びカスタマイズ

訓練メールの種類は、1 度の訓練
につき最大 3 パターン作成可能

開封用教育コンテンツ及び
訓練用疑似攻撃コンテンツ作成

1 種類の作成＆カスタマイズ
開封時の表示 / 非表示選択可能

各種サポートコンテンツの提供

各種ご提供可能
お気軽にご相談下さい
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兼業 CSIRT 構築 ベストプラクティス・テンプレート
インシデント対応体制の構築に必要なノウハウをテンプレートに凝縮

ぐ』仕組みをすり抜けて発生してしまった事象の分析、対応を行うため
のインシデント対応体制を指す名称です。組織の業種や規模、事案の頻

ての CSIRT を指します。ソリトンシステムズには、長く企業の不正や不

5

祥事の対処や、サイバーセキュリティの事案対応を支援するサービスの
専門組織があり、お客様や外部専門家とともに、その対処チームの一員
として活動してきました。当社の豊富なインシデント対応ノウハウは、公
的機関や金融機関の CSIRT の支援サービスや、東証一部上場企業の
CSIRT 構築時にも採用されています。また、ソリトンシステムズ自身も

6

コンサルタントに依頼し
構築したが失敗

兼業体制による CSIRT を 2016 年 4 月に構築しており、これらの経験・
実績・知見をまとめ、ある特定の条件化でのベストプラクティスをまとめ
たものを「テンプレート」として開発したサービスが「兼業 CSIRT 初期
構築のためのベストプラクティス・テンプレート」です。
兼業 CSIRT の活動範囲
CSIRT の
本来対応範囲
緊急時の活動

セキュリティ

インシデント

事前対応

品質向上

事後対応

・セキュリティ関連情報収集 ・セキュリティ関連情報収集 ・インシデント対応
調査方針
・技術動向調査
・技術動向調査
・インシデント対応方針策定
策定機能 ・脆弱性情報対応
・脆弱性情報対応
・セキュリティツールの開発 ・製品評価・認定

チェック
機能

教育機能
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・インシデントハンドリング
・インシデント対応支援
・インシデント
/ セキュリティイベント検知

・セキュリティ関連情報提供 ・セキュリティ教育
・トレーニング
・啓発活動
・外部団体との連携

窓口機能

ベストプラクティス・テンプレートは、Microsoft Office の文書ソフト
示をヒントに、自社の事情に合せて書き直したり、追記・削除等を実
施することで、CSIRT 活動の基盤となる「マニュアル」に相当するもの
全ての別添書類を含めて５０ページ前後となります。

サービス仕様
サービス名

価格

兼業 CSIRT
・インシデント
・リスク評価・分析
/ セキュリティイベント検知 ・セキュリティ
・セキュリティ監査 / 査定
リスクコンサルティング

・外部団体との連携

対応する別添資料
別添４ セキュリティインシデントの予兆・

兆候一覧

別添 2

セキュリティインシデントの重要度・
影響度判断基準表

別添 3

セキュリティインシデント相談
窓口一覧

別添 5

予兆を受けた場合の事実関係確認
方法

別添 7

報告書フォーム例

別添 6

報道発表シナリオ

別添10 一次発表及びインシデント収束時

における情報公開ひな形

別添 3
別添 8

セキュリティインシデント相談
窓口一覧
参照マニュアル ( 手順書 ) 一覧

別添11 セキュリティスキル保持者一覧

別添 6

報道発表シナリオ

別添10 一次発表及びインシデント収束時

における情報公開ひな形

別添 7

報告書フォーム例

別添 8

参照マニュアル ( 手順書 ) 一覧

別添12 情報セキュリティ関連規定一覧

別添10 一次発表及びインシデント収束時

における情報公開ひな形

専門家によるサポート
ベストプラクティス開発に関わった専門家グループが、ご購入から１ヶ月に限り、３人時間までの無償サポートを実施します。３人時間を越えるサポー
ず、企業経営のリスク管理や法務、不正検査など多面的です。サポートする専門家グループが持つ経験や認定資格を以下に記載します。
専門性・第三者認定など

複数の上場企業での取締役経験者がチームにいます。企業のリスク管理や周辺の法律などについて系統的な理解しています。また、
同メンバーは一般財団法人日本サーバー犯罪対策センター幹事であり、かつては、内閣サイバーセキュリティセンターに設置された
委員会のメンバーでもありました。

公認不正検査士（国際）
CFE（Certified Fraud
Examiner）

米国 ACFE（Association of Certified Fraud Examiners：公認不正検査士協会）が認定する資格で、組織内の不正の防止、発
見、抑止の専門家に与えられるものです。ACFE の調査によると、CFE 資格保有者がいない組織と比較して、CFE 資格保有者が
いる組織は、不正の検知までの期間が 50% 短く、不正による被害の総額が 62% 低いという結果が出ています。

CEH（国際）
認定ホワイトハッカー

CEH（Certified Ethical Hacker：認定ホワイトハッカー）は米国 EC-Council が認定する資格で、最新のセキュリティ脅威、高
度な攻撃手法と、最新のハッキングの技術、ツールや手口を学ぶことで取得できる国際認定です。 2018 年 3 月に経済産業省が公
表した「情報セキュリティ基準」に例示されています。

CISSP（国際）
情報セキュリティ・
プロフェッショナル認証

世界３大セキュリティ研究機関のひとつである (ISC)2（International Information Systems Security Certification
Consortium）が認定試験を行っている国際的なセキュリティ専門家資格。
技術よりマネジメント（管理）に立脚した専門家資格です。情報セキュリティの共通言語とも言える『(ISC)2CISSP CBK』を理解し
ている情報セキュリティ・プロフェッショナルのみに与えられる資格。

ベストプラクティス
テンプレート

専門家による
サポート

￥980,000

PMP（国際）
プロジェクトマネジメント・
プロフェッショナル

米国 PMI が主催しているプロジェクトマネジメントに関する国際資格です。PMI が策定した知識体系である PMBOK® (Project
Management Body of Knowledge) ガイド に基づいて試験が実施され、受験者のプロジェクトマネジメントに関する経験、教育、
知識を測り、プロフェッショナルとしての確認がとれた人だけが資格を付与されます。

法務博士（専門職）

日本の法科大学院を修了した者に授与される専門職学位であり、原則として、学士の学位を修得した後に 3 年又は 2 年の課程を修
了することで授与されます。

サービスに含まれるもの
・兼業 CSIRT ベストプラクティステンプレート
（Microsoft Office 文書データを納品）
・専門家によるサポート
ご購入から1ヶ月に限り 3 人時間まで対応します

￥20,000 / 時 詳細は次項を参照ください

概要

上場企業の取締役経験

が完成します。標準的には１ヶ月程度で完成し、完成したマニュアルは、

インシデント

対応機能

報告・公表

トが必要な場合は、１人時間２万円でのサポートを実施します。なお、サポートする専門家グループの持つ専門性は、情報技術やセキュリティに限ら
98 万円・1 ヶ月程度でインシデント対応マニュアル相当が完成
の形式を中心に、一部は表計算ソフトの形式で納品します。例文や例

兼業 CSIRT の
対応範囲

平常時の CSIRT 活動

多くの予算と時間を割き、専門コンサルタント
の言いなりで膨大な文書を整備したものの、実
際にインシデントが発生したときに殆ど使えな
かったという企業や組織を前提としています。

6

事後対応

事し、インシデント発生時にのみ CSIRT として活動する仮想組織とし

5

情報公開（最終報告）

平常時にはメンバーそれぞれが主業務（情シス・総務・広報など）に従

再発防止策 恒
( 久対応 の)検討

「兼業 CSIRT」とは、ソリトンシステムズが提唱する CSIRT の一形態で、

復旧措置（暫定対応）

ガイドラインを読んだが
無理と感じる

経 済 産 業 省 や 情 報 処 理 推 進 機 構 (IPA)、
JPCERT コーディネーションセンター、日本
シーサート協議会などが公開している様々なド
キュメントを読み込んでも、どこから始めるの
かをイメージできない企業や組織を想定してい
ます。

4

絶

社内に専門エンジニア
が少ない

IT 部門が数名とか、セキュリティ専門家がい
ない、少ないことを前提としています。
「インシ
デント」が多様化する現在において、全てに対
処できるエンジニアや専門家を育成しようとす
ることには無理があるという前提です。

根

兼業 CSIRT 構築のための
ベストプラクティス・テンプレート

封じ込め

普段は別の仕事をするメンバーが、発生したと
きだけチームを組み対処するという前提です。

証拠保全

専業組織ではなく一時
的組織としたい

対応方針の決定

が求められています。

：

4

初動対応

3

通常業務との掛け持ち、つまりは「兼業 CSIRT」の構築・運用ノウハウ

3

インシデントレスポンス

約 1ヶ 月、
100 万 円 程 度 の コ ス トで、 兼 業
CSIRT の全体像を整備したいご要望に対応し
ます。

2

情報公開（一次発表）

短期間で安価に基盤を
作りたい

体制の設置について

専業体制の CSIRT を整備することは経済合理性の面から現実的でなく、

2

1

トリアージ（検査・分析）

定期監査を行うこともあります。しかしながら、大多数の企業において

C
S
I
R
T

検知・連絡受付

品質を向上させるための事前準備として、情報収集や内部教育、内外の

テンプレート（インシデント対応マニュアル）の内容
インシデント対応

1

CSIRT においては、事案発生時の対応のみならず、日常的にセキュリティ

インシデントとして対処しなければいけないレ
ベルの事案が、年に 1 件～四半期に 1 件程度
の想定です。これ以上多い場合は、専業チー
ム構築のほうが合理的な場合もあります。

されているものや周囲の関係者などを棚卸しすることで、インシデント対応全体の基盤を短時間で構築できます。

目的と目標 責任者の宣言

度や重要度によっては、この組織を専業化している企業もあり、専業の

インシデントがそれほど
多くない

参照できなければ実効的ではありません。ソリトンのベストプラクティス・テンプレートは、スモールスタートを前提とし、今現在の組織の中で既に整備

.

が当てはまる組織を想定して開発されています。

.

タセキュリティ事案対処チーム）は、セキュリティインシデントを『防

兼業 CSIRT を構成するメンバーは、普段は日常の仕事に従事しています。事案発生時に参照する手順は、短い時間で全体の流れとある程度の詳細を

.

兼業 CSIRT 初期構築のためのベストプラクティスは、概ね下記の条件

.

CSIRT（Computer Security Incident Response Team: コンピュー

ベストプラクティス・テンプレート概要

.

ベストプラクティス・テンプレート
が適用可能な前提条件

.

CSIRT
（コンピュータセキュリティ事案対処チーム）

・発生報告受付
（社内 / 外部）
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証跡保管サービス (Cloud Audit Trail)

ＯＳ脆弱性攻撃無害化サービス

インシデントが発生したときだけ体制構築する「兼業 CSIRT」に向けた基盤サービス(Soliton NKのオプションサービス)

ＯＳ環境に “ 多変偽装 ” を施すことでセキュリティパッチ管理を大きく改善するサービス

証跡保管サービスとは

証跡保管サービスの 3 つの特徴

兼業 CSIRT を考慮した最も合理的な証跡保管

運用

サイバーセキュリティ対応環境として、サーバーやネットワーク機器など
から排出されるあらゆるログ（証跡）を収集／保管し、それらのログを
統合的に解析、または相関分析することによって、セキュリティ脅威に対
して素早い検知を行う仕組みがあります。この仕組みは、SIEM
（Security
Information and Event Management）と呼ばれ、CSIRT 専門組
織の重要ツールのひとつです。

お客様の負荷がないクラウド型サービス

証跡保管システムに関わるシステム運用、ネットワーク運用は全てソリトン
システムズが実施するクラウド型のサービスです。データ量の増加に伴う
容量の拡張や、保管データの冗長化など、運用に伴うお客様の負荷は一
切発生しません。
お客様管理

ソリトンシステムズ管理

成する「兼業 CSIRT」が、高価で運用負荷の伴う SIEM を構築すること
跡保管だけは、できるだけ合理的に実施したいというニーズがあります。
こうしたご要望に応えるために提供開始したのが、証跡保管サービス
(Cloud Audit Trail) です。お客様の運用負荷がなく、準備したディスク
容量を超えて必要な期間のログを保管しておくことを可能とする Soliton
NK のオプションサービスです。

Soliton NK

保管

世界３大セキュリティ研究機関が提言する「緊急対応に必要な証跡」

ストレージ

証跡 ( ログ )

する必要がなく、無駄なストレージ利用もありません。
1 か月

…

120か月

インシデント発生時の社内外協力体制の共通ナレッジ基盤

証跡が一元管理されたクラウド型サービスであることから、インシデント

シデント発生時の緊急対応に必要な７項目を定義しており、そのうち２

発生の際の、緊急対応メンバー共通のナレッジ基盤としてご利用いただけ

項目において、証跡のことを下表のように記載しています。

ます。対応メンバーは社内外を問わず、作業場所や時間帯を問わず、各々

最低限必要なもの

PC やサーバーの状況把握

● PC エージェントのログ
●サーバーエージェントのログ
●ネイテイブ OS のログ

ネットワークの状況把握

● L3 のネットワークフローデータ
●プロキシーのログ
●ファイアウォールのログ

サービスご利用のながれ

ているのは言うまでもありません。
多変偽装という新しい考え方です。この発想は、例え未知の攻撃やゼロ

に分担された職務を遂行できます。

OS 脆弱性攻撃無害化サービスの
５つの特徴
多変偽装を施しても OS の処理能力は維持

性能

当サービスでお客様独自に固有化され、攻撃無害化された OS の処理
能力は落ちません。IoT 制御デバイスなど、限られた処理能力の環境
において、性能を落とさずセキュリティ強化を図れます。
多変偽装によりセキュリティパッチ適用負荷が低減

運用

デイ攻撃であったとしても、
「攻撃を成立させない」ことを目的とし、攻

当サービスでお客様独自に固有化され、攻撃無害化された OS は、最

撃そのものを無害化します。

近のセキュリティパッチを適用し続けなくても有効に働きます。このた

従来のシグネチャーベース、振る舞い検知、AI などの防御ソリューショ

様性」の２つのポイントです。

め、パッチ管理業務を大きく改善できる可能性があります。
Linux オペレーティングシステムを脆弱性攻撃無害化

ＯＳ

シンプルでリソース効率を重視する Linux ディストリビューションの
様々なオペレーティングシステムをお客様固有化します。
ポリモーフィック対応の Linux

ＭＴＤ：多変偽装技術の概要
分類

情報セキュリティ監査等の専門家の国際的団体である ISACA は、イン

緊急対応に必要な項目

パッチ配布とその適用が、システム運用管理者にとって大きな負担となっ

しません。以下が多変偽装技術の概要ですが、カギとなるのは
「動的」
「多

保存期間を柔軟に設定できるので、保存期間が過ぎたログを手動で削除

利用

提供される最新セキュリティパッチの迅速な適用が求められています。

ンとは全く異なった技術を用いており、過去の対策手法にまったく依存

必要な期間のログを保管

インシデント対応に必要な証跡例

ソフトウェアの脆弱性を突く標的型攻撃の増加を背景に、メーカーから

そこに登場したのが、MTD（Moving Target Defense）、すなわち、

CSIRT 専門組織を持たず、インシデント発生時にだけ対処チームを構
はありません。その代わり、事後的にでも、過去の事象を遡るための証

Moving Target Defense
多変偽装という新しい発想

ＭＴＤ：目くらまし技術

・CentOS v6, v7
・2020 年上期対応

アプリケーション
機能

●多要素認証
●常にパスワードやトークンが変化

アプリケーション
論理

●ポリスクリプティング
●常にスクリクトエンジンが変化

・Fedora v23, v24, v25

ソフトウェア
スタック

●ポリモーフィックＯＳ
●常にバイナリーやメモリー配置が変化

・Raspberry Pi ※ ご相談ベースの対応となります

ネットワーク
基盤

●ＳＤＮ（Software Defined Network）
●常にネットワークトポロジーが変化

・Red Hat v6, v7

・Alpine v3.6, v3.7, v3.8, v3.9

H/ W

CPU のセキュリティ対策としても効果あり

2018 年の年明け早々から話題となったインテル CPU のアーキテク
チャにかかわる脆 弱性「メルトダウン」
（Meltdown）
「スペクター」

兼業
C S I RT

お客様内部

ＯＳ脆弱性攻撃無害化サービス

運用委託会社

ソリトンシステムズのＯＳ脆弱性攻撃無害化サービスは、デバイスから装
証跡保管サービス

外部専門家

置、ソフトウェアまで自社で設計開発するソリトンシステムズのエンジニ
アチームと、米 Polyverse 社との協業体制で提供されます。
サービスのながれ
無料

本サービスは、証跡保管システムの構築と運用をお客様に代わって実施する Soliton NK のオプションサービスです。お申し込み後、Soliton NK の管
理画面で必要な情報を入力していただくとサービスをご利用いただけます。

トライアル
事前調整
確認書作成

日常は証跡収集・保管

緊急時は社内外対処体制で利用

固有化と
無害化の実施
結果
報告書作成
報告会

お客様内部

証跡保管サービス

運用委託会社

まずはお客様 OS 環境での無料トライアルを実施し、有効
性などを確認

（Spectre）のセキュリティ対策としても効果があります。
実績

米国内では既に 100 万以上の無害化 Linux が稼動

協業する米 Polyverse 社のお膝 元である米国では、様々な組 織で
Linux システムの固有化・攻撃無害化が施されており、既に 100 万以
上の稼動実績があります。まもなく待望の Windows 版がリリースされ
ます。

参考情報：ポリスクリプティング

お客様 OS 脆弱性無害化について対象など詳細を決定し、
確認書を作成

ソリトンシステムズはポリスクリプティングの考え方や技術などについて、

お客様 OS 脆弱性無害化を実施し、必要に応じて性能確認

日本語での情報提供を実施しています。

と無害化テスト等を実施
脆弱性無害化結果を報告書として納品
担当エンジニアが結果を報告

●コラム：Polyscripting の導入
https://www.soliton.co.jp/products/polyverse/column.html
●ホワイトペーパー：Polyscripting － Moving Target Defense
https://www.soliton.co.jp/special/poly1811.html

兼業
C S IRT

Soliton NK
お客様 IT システムや IoT・OT 環境
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外部専門家
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小規模事業者
（～100名）向け

P マーク取得・更新ベストプラクティス

ＩＴツールを駆使し、短期間・低コストでの認証取得を支援

Windows Defender、Zerona、yarai のアラートを 1 時間以内に診断し、5 時間以内に解析報告

短期間・低コストを実現したPマーク
認証取得・更新支援（新審査基準対応）

IT ツールを徹底的に利活用し
取得・更新担当者の人材不足を支援

マルウェアアラート対応の現状
通常の IT システム運用手順において、マルウェアアラートが発生した場

プライバシーマーク（P マーク）とは、個人情報を適切に取り扱ってい

ソリトンの P マーク新規取得
（更新）支援は、申請に必要な文書類の構築・

合、その原因についての分析が始まります。ネットワーク側のアラートの

る企業や団体を「一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）」

管理やセキュリティ教育等のコンテンツを専用の IT ツールで提供します。

場合は、通信パケットの分析や IP アドレスの分析、各種レピュテーショ

及びその指定機関が審査し、その証としてプライバシーマークと称する

IT ツールを徹底的に活用することで、取得や更新に必要なスキルを持っ

ン情報の調査などが手順化されています。

ロゴの使用を認定する制度です。ソリトンの P マーク取得 / 更新支援は、

た人材の不足に悩む事業者様でも確実に取得・更新まで導きます。

短期間・低コストにこだわり、専用のクラウド IT ツールとコンサルティ
ングを融合した斬新な支援プログラムです。これによりお客様側の作業
負担を大幅に軽減しながら短期間での取得と低コストを実現しました。
新審査基準に対応

ソリトンの P マーク認証取得支援
小規模事業者 ( ～ 100 名 ) に最適

8 月 1 日以降に P マークの更新申請

マーク取得 ( 更新 ) を最優先にベスト
プラクティス・テンプレートを使用

ク更新支援なら、新審査基準対応
文書への移行も IT ツールの活用に
より短期間・低コストで可能です。

IT ツールを駆使し費用 50 万円以下
（※）6 〜 8 ヶ月でのマーク取得を実現
新審査基準に備えた文書移行も IT
ツールとコンサルティングでサポート

( ※ ) 審査費用は別途必要

対処を実施します。

ウド文書管理ツールです。P マーク

ソリトンは Windows PC 環境に限り、マルウェアアラートの初期判定

る便利なファイル管理機能だけでな
ンロード、コンサルタントへの質問

を経て認定取得となります。
ソリトンのベストプラクティスを利用すれば、新規取得の場合でも事前
準備から申請まで概ね 2 ヶ月～ 3 ヶ月程度で行うことが可能です。

を出力できるので、お客様の作業負

内部監査
代表者見直し

受審書類審査
現地調査 等

文書管理ツール

報保護（プライバシーマーク認定取得）への方針の統一

リスク分析支援

メール等によるご支援

リスク自動分析ツール

を図ります。

教育支援

メール等によるご支援

E-Learning

保有個人情報を洗出し管理台帳を作成し、JISQ 15001

内部監査支援

訪問

ー

要求事項に適しているか、リスク分析を行い対応策を設

申請準備支援

訪問

定します。

審査直前レクチャー

訪問
メール等によるご支援

ー

則手順書、申請 ･ 報告等の様式類で、個人情報を管理す
るためのルールを定めます。

ご利用料金

個人情報保護の重要性や策定した規程類を理解するため
の教育を行い、実際の運用を開始します。

問題点・改善点を代表者へ報告して改善指示を受けます。
申請書類をそろえ、JIPDEC または認定機関に審査の申
請をします。
申請書類の受理後、文書審査を経て現地審査が行われ
ます。

4

新審査基準での更新支援
基本

使うことができます。

3

規格改定
支援

￥250,000

年額

￥500,000

アラート発生
アラート検知

アラート受信

以下の Windows OS 用マルウェアアラート製品を
ご利用中のお客様が対象です。

駆

ヒアリング
対応完了を確認

対応完了連絡

危険度を三段階で判定します。

除外登録

お客様にて問題無し
との判断の場合

端末削除

お客様にて端末初期化
を実施された場合

隔離解除

お客様にて対処完了
の場合
アラート対応完了

判定レベル

サービス
内容

2：判定結果の報告と下記対応を行います
判定レベル
ブラック

報告内容

グレー

ファイル の入手 経 路・同 一ファイル を
保 持している他 端 末・ファイルの活 動
詳細を報告（※）

ホワイト

例外リストへの追加報告

サービスレベル
対応時間
第一報まで
の時間
詳細調査期間

※グレーの場合はログ以外で脅威判定するため要確認項目をご連絡します

対応内容
・報告内容に関する問い合わせ対応

レポート
種類

・アラート受信端末の論理隔離、駆除後の隔離解除
の改定と更新までを支援します

除

マルウェアアラートで検知したファイルのファイル情
報や、何らかの仕組みで収集したログを元に分析し、

問題なし（過検知によるもの）

各種 IT ツールご提供と訪問 5 回により文書類

判定 ブラックの場合
判定 グレーの場合

二次診断

1：検知ファイルの脅威レベルを判定します

ホワイト

IT ツール使用料を含みます（訪問 2 回）

端末隔離
一次報告

・Zerona または yarai
・Windows Defender

ログや検体だけでは判定不能

取得後の運用・更新を支援するプラン

判定 ホワイトの場合

判定 ブラックの場合
判定 グレーの場合

グレー

（4 回）を含む取得までの費用です

除外登録

レポート

ー

各種 IT ツールご提供、コンサルタント訪問

一次診断

判定 ホワイトの場合

ー

※ 従業員数 100 名以下・審査費用は含まず
※ 価格は税抜です

￥600,000

運用・更新
支援

ヶ月

シーマーク使用許諾契約を結ぶとプライバシーマークを

新規
取得支援

対応時間
平日 9:00〜17:00

隔離解除

明らかな脅威（マルウェア）である

新規取得支援

PMS を遵守した運用がされているか内部監査を行い、

審査で認定を受け、付与機関である JIPDEC とプライバ
⑨ 認定取得

審査指摘事項対応

ソリトン

誤検知や過検知はもちろん「ホワイト」という扱いになります。

ブラック

3

〜〜

⑧

メール等によるご支援

基本

⑦ 申請

文書構築支援

2

情シス

ト」 の三 段 階 で 判 定し、 結 果と対 策 をレポートするサービスです。

情報セキュリティ等に関する専門家・第三者認定資格保持者です。

使用ツール

PMS 文書とは PMS に関連する文書です。主に規程・規

ユーザー

して、 そ の フ ァ イル の 危 険 度 を「 ブ ラ ッ ク」
「 グ レ ー」
「 ホワイ

お客様を支援するコンサルタントは企業経営のリスク管理や法務・不正検査・

支援内容

従業員の個人情報保護に関する意識付けを行い、個人情

お客様

Zerona、
yarai の マ ル ウェ ア ア ラ ー トで 検 知 し た ファイ ル に 対

サービス
対象

専門コンサルタントによるサポート

支援項目

運用フロー

Windows 脅 威・ 誤 検 知 判 定 サ ー ビ ス は、Windows Defender、

担を最小限に抑えることができます。

ヶ月

⑥

個人情報管理台帳を
取り込み、リスク分析
対策表を自動出力

支援内容

〜〜

個人情報
⑤
保護教育

リスク自動分析ツール

P マーク認証取得作業において手間

取得スケジュール例

報告致します。

Windows
脅威・誤検知判定サービス概要

機能など支援機能が満載です。

特長 3

以内に一時診断を行い、最大 5 時間以内に解析結果の第一報をご

４時間程度

があります。PMS 構築後、JIPDEC または認定機関に申請し、審査

PMS
④
文書策定

るための最も投資効果の高い解決策となる可能性があります。

管理台帳から簡単にリスク分析対策表

に適合した個人情報保護マネジメントシステム（PMS）を構築する必要

個人情報洗い出し
③ 台帳作成
リスク分析

この部分に大きな負担のある運用チームにとっては、負荷を大きく下げ

く、サポート動画や参考資料のダウ

析作業を自動化しました。個人情報

の「JISQ15001：2017 個人情報保護マネジメントシステム - 要求事項」

テムズのサイバーチームが支援致します。アラート受信から 1 時間

をご支援します。お客様のアラート対処フローの一部を担うだけですが、

です。本サービスでは、このリスク分

プライバシーマークを取得する為には、国家規格である日本工業規格

脅威・誤検知判定サービスでは、脅威検知時の対応をソリトンシス

停止や通信断といった最重要アラートとは別に、セキュリティアラートの

のかかる作業の1つが「リスク分析」

ベストプラクティスによる
プライバシーマーク取得のながれ

① 方針決定
② 企画推進

のは、誤検知アラートの対処だと言われます。運用チームは、システム

クラウド文書管理ツール

低価格でのご支援を可能とするクラ

特長 2

専門資格・第三者認定を取得した
専門コンサルタントによるサポート

セキュリティアラート発生装置を導入した運用チームが最初に遭遇する

脅威・誤検知判定サービスの
運用フロー

１時間程度

審査となります。ソリトンの P マー

特長 1

取得に必要な文書を構築・格納でき

JISQ15001 改 定に伴い、2018 年
を行う事業者は、新審査基準での
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Windows 脅威・誤検知判定サービス

・ホワイト判定ファイルのホワイト（除外）リスト追加

契約形態

平日 9:00 ～ 17:00（対応時間延長は応相談）
判定結果「ブラック」
「グレー」の報告は弊社にて
アラート受信後最大 5 時間以内に報告

アラート受信日時を起点に最大 1 日
1. 都度レポート
 アラート発生都度詳細をレポートします
2. 月次レポート
 当月問合せ内容・直近の検知推移等の統計等
年間契約

19

マネージド EDR サービス

公的機関の
小規模 CSIRT 向け

EDR の運用業務支援を行い、対処すべきマルウェアアラートをレポートとして報告。

官公庁等で兼業で運用されている小規模 CSIRT が抱える課題を支援

純国産 EDR (Endpoint Detection & Response)

レポート提供内容

CSIRT 運用支援サービス

小規模兼業 CSIRT の課題

オプションメニュー

CSIRT（Computer Security Incident Response Team） は、 組
InfoTrace Mark II は、ふるまい検知エンジンによるマルウェアから

速報レポート／解説レポート

の防御、断片情報や推測での対応から脱却する信頼性の高いログ情

検知したアラートに対して、速報レポートおよび担当アナリストがコメン

報による調査、攻撃検知時の端末隔離などサイバー攻撃への迅速な
対処を可能にした純国産 EDR 製品です。

トを付与した解説レポートで以下の項目を報告します。
概要

・プロセスが実行されるまでの経緯
・プロセスが実行したファイル
( 親子プロセス、実行ユーザー、コマンド引数 )
・プロセスが読み書きしたファイル
・プロセスが編集したレジストリ
・プロセスにより発生した通信
（接続先 IP およびポート、通信サイズ）

本サービスは、InfoTrace Mark II の日常運用に関する業務をご支援す
月次レポート

すべきかを判断し、お客様にて確認すべき項目を含めレポートとして報

月次のサービス提供状況について以下の項目をレポートとして報告します。

サービス概要
サービス
対象

InfoTrace Mark II Cloud Managed サービスを
ご利用中のお客様が対象です。

サービス
稼働状況

1：検知ファイルの脅威レベルを判定します
マルウェア対策機能で検知したファイルの情報や、
Mark II Client で収集したログを元に分析し、危険
度を三段階で判定します。
判定レベル
ブラック

明らかな脅威（マルウェア）である

グレー

ログや検体だけでは判定不能

サービス
内容

判定レベル
グレー

ファイルの生 成経 緯や属性情報および
ファイルの 挙 動を速 報レポート、解説
レポートとして報告（※）

ホワイト

除外 ( ホワイト ) リストへの追加報告

対応時間

報告までの
時間
調査対象期間

・ホワイト判定ファイルの除外 ( ホワイト ) リスト追加
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24 時間 /365 日 ( マルウェアアラートの診断・結果連絡、
端末の論理隔離、除外リスト追加、速報レポートのご報告 )
平日 9:00 ～ 17:30 ( 解説レポートのご報告、問い合わ
せ対応 )

ブラックの場合：2 時間以内を目安にご連絡
グレーの場合：5 営業時間を目安にご連絡

平常時の CSIRT 活動

オプション

緊急時の活動

インシデント

セキュリティ

インシデント

事前対応

品質向上

事後対応

・セキュリティ関連情報収集 ・セキュリティ関連情報収集 ・インシデント対応
調査方針
・技術動向調査
・技術動向調査
・インシデント対応方針策定
策定機能 ・脆弱性情報対応
・脆弱性情報対応
・セキュリティツールの開発 ・製品評価・認定

チェック
機能

教育機能

・インシデント
・リスク評価・分析
/セキュリティイベント検知 ・セキュリティ
・セキュリティ監査 / 査定
リスクコンサルティング

・インシデントハンドリング
・インシデント対応支援
・インシデント
/ セキュリティイベント検知

・セキュリティ関連情報提供 ・セキュリティ教育
・トレーニング
・啓発活動
・外部団体との連携

・外部団体との連携

窓口機能

・発生報告受付
（社内 / 外部）

小規模CSIRTの平常時活動を支援する
ソリトンの運用支援サービス
ソリトンの CSIRT 運用支援サービスは、CSIRT の平常時活動である脅

4

5

事前準備

訓練実施
( 机上訓練 )

訓練実施
とりまとめ

レポート
提出

シナリオ
選択

オプション

STEP

インシデント対応手順書の改定サービス

インシデント対応手順書は、PDCA に

P

よる定期的な改善が求められますが、
兼業メンバーによる CSIRT ではそこま
での作業工数をとれない場合が少なく

訓練企画

ンが代行する事で、対応手順書のアッ
プデートを支援します。

D

A

手順改定

訓練実施

C

課題確認
※ 本オプションはソリトンの「インシデント対応   
訓練サービス」のご利用が前提です。

ご利用料金例
下記のような CSIRT に最適な支援をご提供します
・兼業で運用されている官公庁、独立行政法人等の小規模 CSIRT

威情報の収集や、危機対応訓練といった社内リソースでは対応が困難な

・立上げ直後で平常時対応のノウハウがない

CSIRT

活動を、多くの CSIRT 運用支援を行ってきたソリトンの CSIRT 支援チー

・専任担当がおらず、脅威動向などの調査分析が困難な CSIRT

ムがご支援するサービスです。
基 本支援

セキュリティ脅威報告サービス （年間契約）

サイバー攻撃への事前対応に取り組む小規模の CSIRT に対し、最新

価格表

の脅威情報の分析とその対策案を提供します。月次でセキュリティ専門

脅威報告レポートの内容例

例：システム監査対応、電磁的記録の証拠保全、
法的紛争や訴訟対応、フォレンジック調査

STEP

3

対応手順書に落とし込む作業をソリト

アラート受信日時を起点に過去 7 日間

セキュリティログのみによる判断が困難な場合は調査等
の専門サービスを実施します。

STEP

2

応訓練により判明した課題を、実際の

家による脅威報告レポートを作成し、CSIRT 支援経験を持つコンサル

プロフェッショナルサポート

STEP

1

ありません。ソリトンのインシデント対

事前ヒアリング事項に基づいて論理隔離、ホワイトリスト
追加を実施

お 客 様 指 定 の 場 所 で 月 次 レ ポ ー ト を 報 告 し ま す。
最新の脅威情報の分析及び対策を提供します。

対応内容
・アラート受信端末の論理隔離、駆除後の隔離解除

・検知アラートごとのレポート全体像
・サービス利用端末
・サービス停止時間
・メンテナンスの予定

定例報告会

※グレーの場合は要確認項目をご連絡します

・報告内容に関する問い合わせ対応

平常時の CSIRT 活動（例）

STEP

タントによる報告会を行います。

国内・海外の
 道トピックス
報

国内外で報道された最新のセキュリティ脅威情報や
研究機関、各国公的機関等からの情報を編集したもの

脆弱性情報
情報漏えい関連

直近の脆弱性情報や情報漏えい事例のうち、当社
アナリストが危険度が高いと判定した事例を紹介

セキュリティ
脅威報告
サービス

￥350,000
( 月額 )

( 年間契約 )

オプション

ブラック

報告内容

・サービスのサマリー
ー サービス稼働状況
ー 重要事項
・当月の脅威判定結果
・月次推移分析

サービスレベル

問題なし（過検知によるもの）

2：判定結果の報告と下記対応を行います

あります。

基本

ホワイト

機対応訓練、規程類の改定といった活動が停滞してしまうという課題が

対応機能

るサービスです。マルウェア対策機能で検知したアラートに対して、対処

れます。また必要に応じてお客様の管理媒体へダウンロードも可能です。

備、当日の進行、訓練により判明した課題のとりまとめ、総評レポート
訓練の流れ

・ファイルの生成経緯
・ファイル属性情報

エクゼクティブ
サマリー

複数のシナリオからお客様の環境に最適なシナリオの選択、訓練の準
の作成までをソリトンが代行します。

ファイル情報

サービス利用端末での操作ログは、ログ解析サーバーに 1 年間保存さ

沿って定期的なインシデント対応訓練を行う事が求められています。

常業務に忙殺されており、本来 CSIRT が行うべき脅威情報の収集や危

・DETECT( 検知・分析 )
 インシデントの全容把握

告します。明らかな脅威である場合は速やかに連絡を行います。

導入されていますが、一方で導入後の CSIRT 運営に苦労するといった

官公庁や独立行政法人では、NISC の提供するインシデントシナリオに

メンバーは通常業務との掛け持ち（兼業）です。CSIRT のメンバーは通

・アラート内容
・検知された条件および環境

マネージド EDR サービス概要

収集や教育などを行う組織です。近年、多くの企業・団体で CSIRT が

インシデント対応訓練サービス（机上訓練）

例が少なくありません。多くの CSIRT は専業体制ではなく、CSIRT の

アラート内容

プロセス情報

か、平常時には、組織全体の情報セキュリティを向上させるための情報

オプション

・アラートの原因
・管理者として確認すべき項目

・PROTECT( 防御 )
 未知のマルウェアをブロック

・RESPOND( 対応 )
攻撃検知時の被害を極小化

織内で発生したセキュリティインシデントの対応のマネジメントを担うほ

インシデント
対応訓練

対応手順書
改定

最新の脅威情報の分析及び対策を提供
・脅威情報レポートの提供

（月 1 回）

・コンサルタントによる報告会（月 1 回）

・訓練シナリオの策定
￥480,000
・訓練準備及び当日進行
(1 回 )
・課題取りまとめと総評レポート作成

￥980,000
(1 回 )

・インシデント対応訓練により判明
 した課題を実際の対応手順書に落
とし込みます

セキュリティベンダー セキュリティベンダー各 社の分析レポート類から
トピックス
CSIRT 担当者が知っておくべき情報を編集したもの
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Office365+
Cisco CES

メールセキュリティ運用支援サービス

クラウドメール Office365 と クラウドメールセキュリティ CES の組合せ運用を強力に支援します

メールクラウドサービス移行に伴う
新しいセキュリティ強化策の導入

メールセキュリティ
運用支援サービスの内容

DBMS 定期監査サービス
事業基盤となっている DBMS の状態を専門家の目で徹底的に監査

データベース管理システム（DBMS）
定期監査サービス概要

総務省『情報通信白書』2018 年版の「企業におけるクラウドサービス

ソリトンのメールセキュリティ運用支援サービスは、電子メール運用を

多くの企業がデータベース管理システム（DBMS）を使ったアプリケー

の利用動向」によると、クラウドサービスを一部でも利用している企業

クラウドメールサービス Office365 に移行し、そのセキュリティ強化

ションを事業の基盤として利用しています。一方で、DBMS は機能や

の割合は 56.9％であり、前年より大幅に上昇し、この傾向は今後も続

のために Cisco CES をご利用の企業の運用負荷を低減するためのサ

ログが多種多様なため、セキュリティ管理という観点での運用には、

く見通しです。利用しているサービスは、
「ファイル保管・データ共有」

ポートサービスです。

高い専門性が必要だといわれています。

（51.2％）が最も多く、次いで「サーバ利用」
（47.6％）、
「電子メール」
（46.3％）の順となっています。今や電子メール運用をクラウドサービス
に移行するのは普通のことであり、増加する一方です。
自社運用の電子メールを、代表的なクラウドメールのひとつであるマイ
クロソフト Office365 に移行する国内企業が増加する一方、ここに
メールセキュリティ強化策を追加し、運用開始する企業も増えてきまし
た。代表的なセキュリティ強化策のひとつがクラウドメールセキュリティ
Cisco Cloud Email Security(CES) の導入です。
Cisco CES による電子メールセキュリティの概要
Office365 のメールサービスを強力に保護するため、スパムメールや
ウイルスメール対策と情報漏洩対策までを網羅しています。
入口対策

●アンチスパム防御
●マルウェア防御

出口対策

●情報漏洩フィルタ
●暗号メール通信

ソリトンシステムズ自身がこの組合せを利用しており、日常的な運用に
加え、アラート発生時の社内体制（Soliton-CSIRT）での活動を通じ
て、
様々な知見とノウハウを作り上げました。自社の運用経験に基づき、
最も投資効果の高いと思われる運用支援をサービス化しています。
基 本支援

クラウドメール送受信検索支援サービス

日常的に発生する利用者からのメール送受信の問い合わせ対応に対し
て即座に回答できるメールログの検索サービスを提供します。クラウド
メールサービス Office365 との連携による横断的な検索も可能です。
利用者からの問合せ窓口ご担当者は、送受信の問合せに対して、ソリ
トンシステムズが提供する専用 web サイトを利用しメールの送受信状
況が日本語で確認可能です。
基 本支援

DBMS 定期監査サービスは、不正アクセスや内部不正による情報漏洩・

これまで自社運用していた電子メールシステムをクラウドメールサービス
に移行することで、関連する IT 資産の管理負荷や、IT システムそのも
のの運用負荷が大きく低減します。従って、残る運用負荷は、日常の
「ユー
ザーサポート」と、クラウドサービス利用の最大の懸念と言われる
「セキュ
リティ」に焦点を当てることができます。
ソリトンシステムズは、既に自社運用していた電子メールシステムをクラ

Cisco CES のサンドボックス機能で未知のマルウェアを検知し、アラート

ウドメールサービスに移行し、メールセキュリティ対策を付加した上で運

アラート受信後、運用担当者が Cisco CES に接続し、その内容を個別に
確認する必要がありますが、その部分の運用負荷をソリトンシステムズが
担当することで、運用ご担当者は、必要なことが書かれた簡易解析報告書
を確認するだけで、次の手順に進むことができます。
サンドボックスアラート簡易解析報告書に記載される項目
記載項目
【例示】
●外部サーバーとの通信
●ボリュームシャドーコピーの削除
●ファイルの暗号化

脅威の内容

用しています。この自社での経験から、クラウドサービス移行後の運用
として、３つの特徴があるものと考えます。
ユーザーサポート：日常的な「メール送受信確認」問合せが発生

メールの基本情報

クラウドメールサービスに、セキュリティ対策として防御策やフィルター
を導入すると必ず発生するのが「メールが届いていない様子だが調べて
欲しい」という送受信に関する問合せです。この対応には、
クラウドメー
ルサービス側とセキュリティ強化策側の両方の調査が必要なため、件
数が多い場合には新たな運用負荷となります。
セキュリティ：サンドボックス・アラート発生時の対処が必要

オプション

●受信者メールアドレス
●送信者メールアドレス
●当該メールの「件名」
●当該メールの添付ファイル名とタイプ

不正ファイル／マルウェア詳細調査サービス

通知されます。アラートを受け取った運用者は、その内容から対処の

運用環境に対する簡易ヒアリングを実施し、セキュリティ
上の問題を発見します。

データベース管理システムに内在するリスク
データベース管理システム
(DBMS)の脆弱性

データベースサーバ
の脆弱性

・DBMS 固有の問題
・アカウント管理、
・アクセス権 等

・OS の問題
・ミドルウェアの問題

イルや、強化策をすり抜けてユーザーに着信し、実行されたマルウェア
があった場合には、そのリスク度合や影響度を知るためにマルウェアの
詳細調査をする必要があります。
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DBA などの特権を不要に与えていないか、ロールを適
切に利用しているかの確認

価格とオプション
●初期費用：個別見積
●月額費用：個別見積

不要なアカウント、
ストアドプロシージャ、サービスの存在

実際に悪用できるかどうかの検証等、高品質な監査を提供しています。

デフォルトアカウントなどの不要なアカウント、悪用され
ると危険なストアドプロシージャ等が存在しないか

監査項目
の概要

サービスの特長

特長 3

DBMS 及び現場業務に精通したセキュリティ専門エン

パッチの適用状況

ジニアがノウハウを駆使して個別に監査を実施します

セキュリティ・アップデート・プログラム
（パッチ）を適用し、
既知の問題に適切な対策が行われているかの確認

テクニカルな問題はもちろん、運用状況のヒアリング
も含めたセキュリティ監査を実施。最新の不正アクセス
事件や攻撃法に対応するため診断項目も随時更新

その他の監査項目（例）
DBMS スキ ーマ 定 義、 分 散してい る DBMS の 監 査、
DBMS ログの出力レベル 等

監査後の To Do が明確になる報告書を提出すると同時
に、DBMS 運用設計見直し提案も可能（オプション）

報告

サービスの全体図

DMZ
インターネット

ファイヤーウォール

オンサイト監査

LOG

監査人

四半期毎

1

パスワード
ルール設定

4

監査設定

初期費用

2

アクセス権限

5

ネットワーク
接続設定

監査費用

3

不要な
アカウント等

6

パッチ適用
状況 等

期

ヒアリング

商用検査
ツール

監査によって洗い出された問題点とその対策方法、提言
を報告書にまとめ、DBMS 専門家と情報システム監査人
（CISA 資格保持者）の署名を付して提出致します。

ご利用料金

検査項目例

間

対象 D B

検査手法

●フォレンジックサービス
●個別の影響度調査支援など

監査設定、監査データへのアクセス権などの確認

リスナーサービスの設定、信頼関係の設定、送信するパ
スワードの暗号化状況

監査サービスを提供します。

特長 2

監査の設定
ネットワーク接続の設定

担当者のスキル・経験に裏付けられた高い技術力で、ハイクオリティな

ビス等の利用により詳細調査を実施できます。

オプション

アクセス権限の設定

ない問題の発見、誤検知の排除、監査証跡の取得、発見された問題を

に精通した専門家チームが監査を行い、署名入報告書を提出致します。

メールセキュリティ強化策のマルウェア防御機能で検知された不正ファ

パスワードを初期設定から変更しているか、簡単に推測
できるパスワードを設定していないか

・システム構成の不備
・ログ管理の不備

公認情報システム監査人と、データベース管理システム及び運用業務

標準価格

パスワードルールの設定

データベース
運用管理上の問題

本サービスでは、診断ツールを利用するとともに、経験豊富な専門家が

特長 1

一般的な DB クライアントを使用し、担当者が手作業で
データベース監査を実施します。設定ファイル解析など
も行い、セキュリティ上の問題点を発見します。

ヒアリング

報システム監査人が定期監査し、レポートするサービスです。

ザーに着信し、
実行されたマルウェアがあった場合には、
フォレンジックサー

方針を判断・決定し、決められた手順を進める必要があります。
セキュリティ：検知された不正ファイル／マルウェア詳細調査

監査の方法

用体制が敷かれているかの各種チェック項目を、DBMS の専門家と情

マルウェア防御機能で検知された不正ファイルや、強化策をすり抜けてユー

クラウドメールセキュリティは、サンドボックス機能で「未知のマルウェ
ア」を検知します。検知するとセキュリティアラートによって運用者に

手作業による監査

手作業による診断・監査を実施します。これによりツールでは検知され

サンドボックスアラート解析報告サービス

報告分類

ツールによる自動監査
DB セキュリティ監査ツールを使用し、自動でデータベー
スの設定状況を監査します。

改ざんを予防する脆弱性診断をはじめ、セキュリティ管理上適切な運

が通知された際に、その解析結果をレポートで簡潔に報告します。通常は

運用負荷の内容が変化

監査方法と監査項目

半期毎

2,000,000 円
1,000,000 円〜 / 1DB

1,500,000 円〜 / 1DB

２週間

３週間

Oracle ,  Microsoft SQL Server

手動検査
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フォレンジックサービス
企業リスクの対処に携わる組織向けのデジタルフォレンジックサービス

フォレンジックサービス概要
デジタルフォレンジックとは
デジタルフォレンジックとは、インシデントレスポンスや法的紛争・訴
訟に際し、電磁的記録の証拠保全及び調査・分析を行うとともに、電
磁的記録の改ざん・毀損等についての分析・情報収集等を行う一連の
科学的調査手法・技術を言います。
ソリトンのフォレンジックサービスは、電子データ調査の専門家がコン
ピュータ・システムに保存されているデータの証拠能力を保全しながら
収集、復元した上で、事案に応じたデータ解析を行い、事実解明を支
援するサービスです。

基本調査とオプション調査の概要
基本

データ保全サービス

を失わないよう収集し保全します。
OP

データ復元サービス

調査概要

電子メール標準調査

300,000 円～ / 台

電子証拠開示で利用されているツールや技術を用いて、電子メールを特定キーワードや特定期間で絞り込んだり、
送受信先を分析するサービスです。メールスレッドを用いて、欠落状態にあるメールを検出したり、保護された
添付ファイルの検出と抽出を行ったり、圧縮ファイルを含む添付ファイルに対するキーワード検索やファイル名
痕跡調査もパッケージされています。

WEBブラウザ標準調査

150,000 円～ / 台

調査対象者が PC のブラウザで、どんな Web サイトを見ていたかの閲覧履歴を調査するパッケージサービスで
す。Web 利用履歴ファイルの調査を基にして、社内のメールサーバーを介さない「Web メール」利用の有無や、
そこに社内情報が添付されていたかどうかなどの調査を行います。

外部デバイス標準調査

200,000 円～ / 台

調査対象の PC などに外部記憶
（USBや外付HDD）が接続された履歴を詳しく調査するパッケージサービスです。
コンピュータ・フォレンジックの手法を用いて、レジストリ上の痕跡調査、ログ上の痕跡調査、ショートカットファ
イルの調査、ファイル名痕跡調査等を行うことで、外部記憶と何がいつやり取りされたのかを解明します。

ユーザープロファイリング
標準調査

150,000 円～ / 台

調査対象の PC やサーバーから、調査対象者のログイン／ログアウト時間を調べて、使用プロファイリングを行
うパッケージサービスです。

100,000 円～ /1報告

当社技術者による専門的な報告が必要な場合に、作業・分析結果をもとに事実関係を整理し、コンピュータ・フォ
レンジック・レポートを作成するパッケージサービスです。ご希望に応じて、調査対象の組織・人・機器・期間、
処理に使用した製品・ソフトウェア、実施した手続の内容、分析結果から得られた情報等をレポート形式で提出
いたします。

不正に関する情報は、通常、意図的に削除する等の方法で隠蔽されて
います。データ復元サービスは削除された電子文書や業務ファイル、
電子メール、写真ファイルなどを復元し、隠蔽された情報を調査するた
利用

標準調査サービス

不正・不祥事調査において、よくご依頼を受ける内容をパッケージにした

処理をお客様に代わって実施するサービスです。基本サービスとオプ

・電子メールの絞り込み（キーワードや期間）や送受信先の分析
・外部記憶（USB や外付 HDD）が PC に接続された履歴の調査
・PC のブラウザでどんな Web サイトを見ていたかの閲覧履歴調査
・ログイン／ログアウト時間による使用プロファイリング調査

ションサービスで構成されているため、必要なサービスのみを選択して
ご利用いただけます。
電子データ調査

報告

（基本サービス+ オプション）

報告書の作成

●情報漏洩

●特許侵害

基本 データ保全サービス

●社内不正

●セクハラ

OP

データ復元サービス

●資金横領

●内部通報

OP

標準調査サービス

OP

プロフェッショナルサービス

等

価格

トフォン、外部の記憶媒体等に格納されている電子データの証拠能力

調査サービスです。以下 4 項目を標準調査サービスとしてご提供します。

●サイバー攻撃

サービス名
パソコン、タブレット端末、ファイルサーバ、電子メールサーバ、スマー

本サービスは、様々なインシデントで発生する電子データへの様々な

（企業・法律事務所）

標準サービス

めのご支援を行うサービスです。

サービスご利用の流れ

ご依頼

OP

OP

プロフェッショナルサービス

基本サービス、データ復元サービス、標準調査サービスでカバーしき
れない各種ご相談も承ります。例えば、徹底的に隠蔽するために、高

調査レポート

OP

プロフェッショナルサービス

サービス名

化が施されているデータを処理する、不正侵入の疑いのある環境から

20,000 円～ / 時間

データ復元サービスや、標準調査サービスの結果を受け、特定分野・特定調査領域だけを深く掘り下げる場合
にご活用いただけるサービスです。技術者の稼働時間に応じた料金体系です。

Windows PC サーバー

Windows PC
400,000 円～ / 台

データ復元や基本的な調査の範囲を超え、標的型攻撃による不正侵入の調査までカバーした調査を実施します。
例えば、通常の運用では対応できないような、以下のご要望に対応した調査をご提供します。

サーバー
1,300,000 円～ / 台

デジタルフォレンジック調 査 サービス仕 様
データ保全サービス

サービス名
オンサイト保全

※価格は税抜です

価格

調査概要

100,000 円～ / 台

当社技術者がオンサイト（ご指定場所）に出向いて、パソコン等に格納されている電子データの証拠能力を失わ
ないよう収集し保全するサービスです。インタビューによる調査スコープの打ち合わせ（NDA の締結）や依頼作
業内容に関する事前初期診断まで、必要な項目をパッケージした内容となっています。

調査概要

・ファイル隠蔽痕跡の調査
・不正アクセス発生時期の特定

・レジストリ確認

・不正アクセス被害発生原因の特定

・マルウエア・バックドアの検出

・情報漏洩の確認

・ウイルスの解析

・被害範囲の確認

・感染痕跡の調査

・不審なファイルの時系列調査

・文書ファイル関連調査

※ 上記は調査項目の一例です。

スマートフォン
タブレット端末

300,000 円～ / 台

専門エンジニアによるマルウェア解析

調査対象

Windows PC（HDD）

報告形式

報告レポート（A4 10 ページ程度）

受付方法

受付用メールに検体を送付

報告内容

・検体概要 ・解析結果詳細
・動的解析による検体の動作概要

・その他参考情報


報告時間

解析日より起算して 3 週間程度

料金目安

1 検体 ￥1,500,000 （個別見積）

PC・携帯電話に替わって、iPhone/iPad や Android に代表されるスマートフォンやタブレット端末が急激に普
及しています。ここには様々な情報が、PC とは異なる独自の技術で格納されています。当社はスマートフォンが
一般に普及する前段階から技術調査に着手し、ノウハウの蓄積およびオリジナルツールの開発を行っています。
例えば、対象スマートフォンに対して、以下のご要望に対応した調査サービスをご提供します。

100,000 円～ / 台

複数のデータ復元ツールや復元技術を用いて、状況に応じて適切な技術を適用し、削除されたデータの復元を
試みます。意図的な削除に関する初期診断から複数ツールによる標準的な復元作業までをパッケージングした
サービスです。

VSS削除ファイル復元

150,000 円～ / 台

複数のデータ復元ツールや復元技術を用いて、マイクロソフト Windows の VSS 領域（システムによる自動バッ
クアップ領域）からのメール / ファイル抽出および復元する作業をパッケージングしたサービスです。復元するの
は一世代分となります。

調査の一例

※対象 OS は Windows Vista および Windows7 です。

・LINE など SNS でのやりとり（履歴調査印刷痕跡）

100,000 円～ /1報告

当社技術者による専門的な報告が必要な場合に、作業・分析結果をもとに事実関係を整理し、コンピュータ・フォ
レンジック・レポートを作成するパッケージサービスです。ご希望に応じて、調査対象の組織・人・機器・期間、
処理に使用した製品・ソフトウェア、実施した手続の内容、分析結果から得られた情報等をレポート形式で提出
いたします。

ご依頼の調査内容により費用が異なります。

基本内容

削除ファイル復元

復元レポート
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価格

・システムログ解析
・未割当領域に対する文字列検索 / パターン検索

例：マルウェア詳細解析

データ復元サービス

サービス名

調査の一例

（外部へのデータ送信痕跡、印刷痕跡）

※休祭日対応は通常価格に 50% の割増料金が加算されます。
※基本モジュール（オンサイト）での作業当日キャンセルが発生した場合は、作業員 1 人につきキャンセル料 5 万円が発生します。
※地方出張での当日キャンセルの場合は、出張実費もキャンセル料と共にご請求対象となります。

OP

調査概要

技術料金

度な技術で削除されたデータを細かい証拠の断片から復元する、暗号
痕跡を探し出す、
退職者 PCを調査する等、
様々なご要望に対応します。

基本

価格

画像・動画解析

300,000 円～ / 台

・ユーザーデータの抜き取り

・電話機能の発着信履歴の調査

・メール機能の送受信履歴の調査

・スマートフォン搭載ブラウザの閲覧履歴調査

・防犯カメラ画像解析
不鮮明な防犯カメラ画像の鮮明化

・カーナビ走行軌跡調査
カーナビに蓄積された走行軌跡データから詳細な位置情報を抽出

・ドライブレコーダー動画解析
交通事故で破損したドライブレコーダーの動画を復元
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サイバーセキュリティ
フォレンジック

トレーニングサービス

※ 2017 年 9 月現在のプログラムです。コースは予告なく変更になることがありますので詳細はお問合せ下さい。
※ 各コースの価格、詳細等お問合せ下さい。

実務、実践で活躍できるサイバーセキュリティの高度な人材育成を支援

SANS 公式トレーニング（一例）
コース名

コアセキュリティ技術

実践重視のトレーニング

＜防御＆攻撃＞

SEC401 (6 日間）

ソリトンシステムズのトレーニングサービスは、サイバーセキュリティ／デジタルフォレンジックに関わる技術者が、それぞれの職務の中で必要な
スキルを、基礎から高度な内容にわたって体系的・効率的に習得していただくことを主眼にしています。理論や知識習得を中心とした座学研修で
はなく、ハンズオンを多用した実践的な対応力を高めて頂く内容が中心です。サイバーセキュリティの分野では、高度情報セキュリティ人材育成
に関する世界的な二大認定資格の取得に向けた研修プログラム「SANS トレーニングプログラム」および「(ISC)2 公式セミナー」等をご提供し
ています。

Security Essentials
Bootcamp Style
SEC504 (6 日間）
Hacker Tools, Techniques,
Exploits and Incident Handling

SEC542 (6 日間）

コース名
サイバー犯罪
90 分）

Web App Penetration
Testing and Ethical Hacking

概要

連日のようにニュースとして報道されている「サイバー犯罪」
。悪意をもった外部からのサイバー攻撃もあれば、情報技術を巧みに
利用した内部犯行も起きています。不正調査専門サービス企業から見た、サイバー犯罪のグローバルな動向や最新事情の全体を
俯瞰します。

SEC560 (6 日間）
Network Penetration
Testing and Ethical Hacking
SEC642 (6 日間）
Advanced Web App Penetration
Testing, Ethical Hacking, and
Exploitation Techniques

CYBERGYM トレーニング
コース名

概要

対象者

Cyber Defense Essentials

実際のサイバー攻撃を体験し、複数の検出・監視ツールを駆
使してサイバーインシデントを検出、その初期分析を行うため
のスキルを習得。

・IT 担当者
・情報セキュリティ担当者
・SOC アナリスト

Management Workshop

実際のサイバー攻撃シナリオの体験とサイバー攻撃時の意志
決定を実践しながら、緊急事態や危機管理のマネジメントを
体験する最新のサイバー攻撃の事例を学ぶ。

・トップレベルの意志
決定者
・マネジメント層

SIEM Intrusion Detection

SIEM とそのデータソースを最適にしながら、サイバー攻撃を
特定でき、システム侵入やデータ侵害の検出と分析から SIEM
のルールを最適化するスキルを学ぶ。

・情報セキュリティ担当者
・SOC アナリスト

Training

Penetration Test

Zero to Hero

脆弱性診断やペネトレーションテストで使用する様々なツール
を使用し、システムやネットワークの脆弱性を特定したうえ、
侵入後の実害の想定まで把握できるスキルを磨く。

・IT 担当者
・情報セキュリティ担当者
・SOC アナリスト
・脆弱性診断士

CSIRT や SOC メンバーとして活躍できる技術力・判断力を
サイバー攻撃の実践を通じて習得。セキュリティ全般の知見
を広めインシデントレスポンスやフォレンジック能力を高める。

・IT 担当者
・情報セキュリティ担当者

日数

前提条件

2日

・OS、データ通信への理解
・ネットワーク/ システム開発
経験 3 年以上
・特になし

半日

3日

・OS への理解
・ネットワークの理解
・ネットワーク/ システム運用
経験 3 年以上

5日

・OS への理解
・ネットワークの理解
・ネットワーク/ システム運用
経験 3 年以上

2ヶ月

・OS、データ通信への理解
・ネットワーク/ システム開発
経験 3 年以上

FOR500（6 日間）
Windows Forensic Analysis

FOR508（6 日間）
Advanced Digital Forensics,
Incident Response,
and Threat Hunting

コース名
ホワイトハッカーコース
（5 日間）

ネットワークディフェンダーコース

概要

最新のセキュリティ脅威や高度な攻撃手法、最新のハッキング技術・ツール・手口などを網羅することで、情報セキュリティ対策の
実用に重点を置いたプログラムです。合法的にハッキング技術を学び、ハッカーの手法を習得します。
インシデント初期段階からセキュリティに関する「防御・検出・対応」ができれば、インシデント被害を最小化することができ、
ネットワークの構築や再構築に対する潜在的なインパクトを最小化することも可能です。防御の方法論だけでなく、
「検出」や
「対応」の演習を重ねて実施します。

WEB アプリケーションのセキュリティ状況を正しく評価し、発見された脆弱性や結果の影響を実証するスキルを学習します。
また、各自が所属組織に戻った後も継続してこれらのスキルが活用できるよう、フィールドテストプロセスや反復プロセスなども
徹底的に学習します。
ペネトレーションテストを成功させるための要素を取り上げ、セキュリティに対するスタンスを改善するのに役立つ内容となって
います。ペネトレーションテスト技術の限界や、ペネトレーションテストに加えて使用できるアーキテクチャ、ポリシー、プロセス
における脆弱性の検知などについて学びます。
SEC542 を修了した方、またはペネトレーションテストの経験を既にお持ちの方向けのコースです。
講義、現実の体験、実践的な演習を組み合わせて、実証済の内部エンタープライズ WEB テクノロジーのセキュリティをテストする
テクニック、最先端のインターネット対応アプリケーションを学びます。

OS に対する深いフォレンジックスキル構築に焦点をあてたコースです。データ復旧、分析、検証方法を学習します。
また、ネットワーク上のユーザーの行動を詳細に追跡する方法も学習し、インシデントレスポンス、内部不正調査、民事 / 刑事訴
訟において、役立つスキルを身につけます。
サイバーセキュリティのエキスパート向けで、企業内ネットワークで発生する様々な脅威に対抗するための高度なスキルを修得
します。侵入成功後のハッカーが数か月の間、対象ネットワーク内で活動するというよくある事例を想定し、ハンズオン形式で、
実践的な技術ノウハウを身につけていきます。

モバイルデバイスのセキュリティ＆解析
SEC575（6 日間）
Mobile Device Security
and Ethical Hacking

セキュリティ上の観点から、モバイルデバイス導入に苦慮している組織を支援するためのコースです。ネットワークアーキテクチャ
の設計と導入方針からモバイルコード解析、ペネトレーションテストに至るまで、モバイルデバイスの安全な展開と使用をサポート
するために必要なスキル構築を支援します。

※ 2 上記は一例です。上記以外の SANSトレーニングコースについてはお問い合わせ下さい。

セキュア Eggs トレーニング
コース
基礎編：
（2 日間）
IT + セキュリティ基礎

インシデント対応

セキュリティエンジニア養成トレーニング

応用編：
（1 日間）
フォレンジック
応用編：
（1 日間）
Web アプリケーションセキュリティ

（ISC）2

CISSP CBK レビュートレーニング
（5 日間）

概要

ネットワーク、OS、アプリなどの IT 基礎知識から、情報セキュリティの基礎知識やスキルまでをハン
ズオンで学びます。 SANS SEC401（GSEC）に向けての準備コース。
インシデントとその対応をステップに分けて学んだ後に、グループワークを実施し、インシデント発生
への準備と対応プロセスを学びます。 SANS SEC504（GCIH）に向けての準備コース。
情報セキュリティインシデント対応時の調査（フォレンジック）をハンズオンで体験し、フォレンジッ
クの基礎と簡単な調査手法を学びます。 SANS FOR508（GCFA）に向けての準備コース。
Web アプリケーションに対する攻撃手法をハンズオンで体験し、セキュア開発やセキュリティテスト
の手法を学びます。 SANS DEV522（GWEB）に向けての準備コース。

公式トレーニング
コース
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ハッカーの技術や、アタッカーによる攻撃手法を詳細に見ていくことで攻撃に対する準備、検知、レスポンスを可能にし、段階的
なプロセスを経たコンピュータインシデントレスポンス手法の習得を目指します。

フォレンジック＆インシデントレスポンス

応用編：
（1 日間）

（5 日間）

SANS 講習の中で最もポピュラーなコースです。このコースで GIAC の GSEC 認定取得に必要な全カリキュラムを学習すれば、
情報セキュリティ業務におけるキャリアアップを図ることができます。

ペネトレーションテスト

Soliton オリジナルトレーニング

（管理者セミナー

概要

概要

CISSP 取得を支援するために、CBK8 ドメインの全てをレビューする場として「(ISC)2 公式 CISSP CBK レビュートレーニング」
を開催しています。
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ISO/IEC27001
No.50300015ISMS
適用範囲：フォレンジック事業部

※記載の製品名は、各社の商標または登録商標です。

株式会社 ソリトンシステムズ

https://www.soliton.co.jp/forensic/

〒 160-0022 東京都新宿区新宿 2-4-3

TEL 03-6369-8015 f-info@list.soliton.co.jp
大 阪 営 業 所 06-7167-8881
名古屋営業所 052-217-9091
札 幌 営 業 所 011-242-6111

福 岡 営 業 所 092-263-0400
東 北 営 業 所 022-716-0766
このカタログは 2020 年 7 月現在のものです。仕様、デザインは予告なく変更することがあります。
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