
ユースケーストップ10
Sysdig Secureでクラウドとコンテナ
を保護するために

コンテナ、Kubernetes、クラウドサービスをセキュアにする

アプリケーションをクラウドに移⾏したり、最新のクラウドネイティブ環
境で開発したりする場合、企業はセキュリティ計画を⽴て、必要な
可視性を確保するのに苦労します。セキュリティリスクを管理し、コ
ンプライアンスへの準拠を継続的に満たし、検証し、クラウドとコン
テナにわたってランタイム（実⾏環境）の保護を実装するために
必要な可視性を得るために、企業はどうあるべきでしょうか。

Sysdigを利⽤することで、セキュリティ、DevOps、開発者チーム
は、導⼊前や運⽤中のアプリケーション・ソフトウェアの脆弱性の発
⾒と優先順位付け、脅威の検出と対応、クラウド設定、権限・コ
ンプライアンス管理を⾏うことができます。

コンテナやKubernetesからクラウドサービスまで、Sysdigを使えば
ソースコードから実⾏環境まで、推測・勘に頼ることなく、死⾓やブ
ラックボックスなしに、リスクを⼀望することができます。

以下はSysdig Secureがサポートする、企業がクラウド上で安全
にアプリケーションを実⾏するためのセキュリティユースケースのトップ
10です。
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クラウドセキュリティポスチャ
マネジメント(CSPM)01

73%のS3バケットが意図せず「公開」となっているような設定ミ
スは、クラウドサービスの利⽤における最も⼀般的なセキュリティ
脆弱性であり、組織はデータ漏洩、リソースの侵害、悪意のあ
る内部者・外部からの脅威などのリスクにさらされることになりま
す。

エラー・ポリシーの間違い、責任分担の誤解、悪意のある⾏為
の未検出は、資産や構成管理が複雑化・増⼤するほど⾼まり
ます。

クラウド構成・設定情報の管理（CSPM）は、組織がクラウ
ドへの移⾏と運⽤の両⽅で成功するために不可⽋です。クラ
ウド環境を適切に導⼊するためには、設定ミスを検知・防⽌
するためのソリューションが必要です。

Sysdig Secureは、セキュリティとコンプライアンスの設定管理
を監視・検証し、設定ミスや脅威を検知することでクラウドリス
クを⼀貫して可視化できるクラウドセキュリティを提供します。

Sysdig
Secureが
実現すること

• マルチクラウドのコンプライアンス準拠とセキュリティの
脆弱性状況を数分で可視化（AWS、Google
Cloud、Azure)。クラウドリソースを認識し、設定ミ
スを特定し、驚異を検出します。

• クラウドコンテキスト（アクティビティログ等）を使⽤
してイベントをフィルタリングし、時間軸を越えて適切
な設定の修正を指摘します。

• カスタマイズ可能なポリシーとコミュニティが作成した
ルール（Falco）により、クラウドにおける包括的な
設定チェックとコンプライアンス違反、および悪意の
ある活動を発⾒する脅威検出を迅速に⾏うことが
できます。
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• 以下の様なフレームワークに基づく詳細なレポートと
アラートにより、セキュリティ対策の状態を確認・追
跡することができます（CIS、PCI、NIST 800-
53、Soc2、GDPR、HIPPA、ISO-27001等）



Kubernetesクラスタ、サービス、コンテナなどにおける権限の過
剰な設定は、データ侵害の最⼤の原因であり甚⼤な影響を及
ぼすセキュリティ事故の原因となっています。クラウド環境では、ク
ラウドの設定が最⼩権限などの原則を順守することが必要です。

CIEMとは、クラウドのリソースやワークロードへのアクセスを保護
するために実施しなければならない制御を指します。しかし、クラ
ウドアカウントの数は増⼤し、権限設定の量や粒度も複雑に
なっています。そのためエンジニアは、必要な権限だけを簡単に
割り当てることができず、ほとんどの場合、過剰な権限が付与さ
れ、組織は不必要なリスクにさらされています。

Sysdig Secureは、数分以内に過剰な権限を発⾒し緩和す
ることで、最⼩権限ポリシーを容易に導⼊・実施することを可能
にします。

Sysdig Secureの⾃動提案型ポリシーは、実際に使⽤され必
要とされる権限のみを付与することで、攻撃者が悪⽤するであろ
う重⼤なセキュリティギャップを解消することができます。

クラウドインフラストラクチャ
エンタイトルメント管理（CIEM）

Sysdig
Secureが
実現すること

• クラウドの権限を瞬時に可視化し、クラウドのリソ
ース、アカウント、ユーザー、サービスに対して最
⼩限の権限でポリシーを適⽤することができます

• クラウドのユーザーや権限設定との実際の⾏動と
付与された設定を⾃動的に突き合わせて分析し、
過剰なパーミッションが付与されている箇所を特定
することができます。

• 最⼩限のきめ細かいパーミッションのセットを⼿間なく
絞り込むことができます。クラウドサービスに適⽤する
ために既にフォーマットされた、提案された権限セット
をコピー＆ペーストするだけです。

• クラウドの権限変更に関する詳細な監査証跡によ
り、コンプライアンス準拠を確認することができます。

• 定期的にアクセスレビューを実施し、有効なユー
ザー権限と無効なユーザー権限を評価します。
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社内のセキュリティ対策から業界の規制、さらには法律まで、す
べての組織は何らかのサイバーセキュリティや規制遵守の義務を
負っています。

クラウドに移⾏する企業にとって、コンプライアンスへの対応は必
須ですが、クラウド環境は設定の柔軟性や動的な性質があるた
め、コンプライアンスを満たし、監査に合格することは困難です。

Sysdig Secureは、コンテナやクラウドの規制、コンプライアンス
準拠を継続的に満たすために、⾃動化されたコンプライアンス
チェックとガバナンスを提供します。

資産や構成からマッピング制御、ポリシーの実施、検証まで、組
織内の規制や企業のコンプライアンス準拠を包括的にカバーす
るためにすべて提供されます。

Sysdig
Secureが
実現すること

• 複数のIaCおよびKubernetes環境にOPA
（Open Policy Agent）ベースのポリシーを
⼀貫して適⽤することで、コンプライアンスとガバ
ナンス対応を⾃動化します。

• コンテナ、Kubernetes、クラウドの規制基準
（CISベンチマーク、NIST 800-53、SOC2、
PCI-DSSなど）を満たすために、アウトオブボッ
クスによる簡易チェックを使⽤してクラウドポス
チャーを検証する。

• コンテナとホストにファイル整合性監視（File 
Integrity Monitoring︓FIM）を実装する。

• 各コンプライアンスに責任を持つチームを特定する。

• クラウドやKubernetesの監査ログやコンテナのフォ
レンジックデータを⽤いて、クラウドやKubernetes、
コンテナのコンプライアンス準拠を証明することで、
監査に合格することができます。

• 内部・外部監査⼈向けにオンデマンドのレポート、
ダッシュボード、評価を提供。

• 合格・不合格の割合を追跡し、コンプライアンスの
進捗を測定する。

コンプライアンスと監査
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Sysdig
Secureが
実現すること

• クラウドのアクティビティログ（AWS CloudTrail 、
Google Cloud Audit Logs、Azure Platform
Logsなど）を使⽤して、疑わしいアクティビティを調
査する。

• Falcoのきめ細かいルールとストリーミング検知を使
⽤して、アカウント、ユーザー、クラウドサービスにわ
たるリスクの⾼い⾏動や振る舞いをリアルタイムで検
知してアラートを発します。

• 検出結果をSysdigにのみ送信することで、クラウド
アカウント内の機密データ、設定メタデータ、ログイベ
ントを安全に処理します。

• また、すべてのアクティビティログデータをSIEMに送
信するのではなく、Sysdigが検出したイベントのみを
SIEMに送信することで、SIEMのコストを削減する
ことができます。

クラウドの脅威は、ますます精巧かつ複雑になってきています。

攻撃や侵害の兆候となりうる異常な活動をリアルタイムで検出す
ることは⾮常に重要です。権限の昇格や安全なアクセス要件を
低下させる設定変更などの不正⾏為を、安易に放置しておくべ
きではありません。これらは甚⼤な損害につながる悪意ある攻撃
の⼀歩となる可能性があります。

攻撃者はクラウドの監査ログに⾏動の痕跡を残すので、そのロ
グを記録・監視することが敵の存在を早期に発⾒するために
重要です。

Sysdig Secureは、アカウントやクラウドサービスをまたがる不審な
活動をリアルタイムに検知することで、マルチクラウドの脅威対策を
実現します。また、クラウドのアクティビティログにストリーミング検知を
適⽤し、公開された認証情報を使ったプライベートS3へのアクセス
や、MFAなしでログオンしたユーザーが内部サーバーでSSHを公開
するなど、疑わしい活動をその場でキャッチすることができます。

Sysdig Secureは、クラウドネイティブ脅威検知のオープンソース
標準であるFalcoをベースに、柔軟で直感的なルールエンジンを提
供し、セキュリティチームがクラウド上のあらゆる種類の脅威シナリオ
に対して検知ルールを定義できるよう⽀援します。

マルチクラウド脅威の検知
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Sysdig
Secureが
実現すること

• クラウドでシフトレフトセキュリティを適⽤することに
より、IaCのセキュリティとコンプライアンスリスクを管
理します。本番環境に導⼊する前にIaCテンプレ
ート（Terraform、Helm、Kustomize、
YAMLなど）をスキャンし、リスクの⾼い構成や設
定、コンプライアンスポリシーに違反する構成を特
定します。

• クラウドやKubernetes環境における複数のIaCフ
レームワークやツールにまたがるコンプライアンスとガ
バナンスを⼀元的に管理・⾃動化することができま
す。オープンソース標準のOpen Policy Agent
（OPA）をベースにしたPaC（Policy as 
Code）を使⽤し、コードからランタイムまで⼀貫し
てポリシーを適⽤・強化します。

• Kubernetesアドミッションコントローラーを経由し
て、きめ細かいコンテキストベースのOPAポリシーを
適⽤し、必要に応じて各アプリケーション環境に
特化したポリシーを適⽤します。

• IaC テンプレートで定義された構成と、実運⽤環
境で実際に適⽤される構成との間のギャップを検
出し、⾃動的に修正します。

• DevOpsのすぐに使えるプレイブックを使って、Git 
Pull Request (PR) を通じてセキュリティ違反
やコンプライアンス違反の修正をシームレスに⾏う
ことができます。

クラウドインフラの構成が、セキュリティやコンプライアンスポリシー
に違反していることはよくあることです。また、インシデントや監査
の問題の原因になることもよくあります。

Terraform、Helm、YAMLなどのIaCテンプレートを使⽤して
クラウドやKubernetesインフラのプログラムによるデプロイメント
を実施する組織では、こうした構成違反がより速く、より⼤規
模に発⽣する可能性があります。

Sysdig Secureは、企業がクラウドやKubernetesのワークロード
のIaCを⼀元的かつ⼀貫して保護することを可能にします。デプロ
イ前にセキュリティやコンプライアンス違反を防⽌し、本番環境での
驚異を特定し、ソースコードリポジトリでのテンプレート修復を⾃動
化することができます。

Sysdig Secureは、ユーザーがうっかりテンプレートの設定を間違
えて組織をセキュリティやコンプライアンスのリスクにさらしたり、悪意
のあるインサイダーが意図的にそれを⾏ったりすることを防⽌します。

Infrastructure as Code 
(IaC)のセキュリティ
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今⽇のクラウド環境における最⼤の課題の1つは、リスクを低減
しながら迅速な開発サイクルを維持することです。コンテナやホス
トのOSやパッケージで⾒つかった多数の脆弱性に対処するため
には、脆弱性管理を「開発者」と「DevOpsプロセス」に統合す
ることが中核となります。クラウドで最も成功している企業は、開
発者、運⽤チーム、セキュリティチーム間のギャップを縮め、コンテ
ナイメージの構築時やコンテナの運⽤期間中に⾒つかった脆弱
性の特定、優先順位付け、修復を確実に実施しています。

Sysdigは、CI/CDパイプラインやランタイムで使⽤される⼀般
的なツールとのネイティブな統合により、堅牢な脆弱性管理の実
施を可能にします。

Sysdig Secureを利⽤することで、開発者はビルドの完了やコ
ンテナのデプロイ前にセキュリティ問題を解決でき、SecOpsチー
ムはK8sアドミッション・コントローラーを介して信頼できないコンテ
ナが本番環境にデプロイされることを防⽌することができます。

また、SecOpsチームは、レジストリの脆弱性だけでなく、運⽤中
のコンテナやホストを単⼀のワークフローで監視し、実⾏中のアプリ
ケーションに対する新しい脆弱性の影響を完全に特定し、修復の
優先順位を決定することが可能です。

Sysdig Secureのリスクスポットライト機能は、アプリ実⾏時のコ
ンテキスト情報を利⽤して脆弱性を⾃動的に優先順位付けする
ことにより、DevOpsチームや開発者チームが重要なものを迅速
に発⾒、集中、修正することを可能にします。最⼤95%のノイズ
を排除し、コンテナの脆弱性過多を解消します。

Sysdigでは、ビルドパイプライン、レジストリ、本番環境を含むセ
キュリティとコンプライアンスの全体像を把握することで、リスク軽減
の取り組みをより効率的かつ効果的に実施することができます。

脆弱性管理
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Sysdig
Secureが
実現すること

• コンテナイメージのスキャンをDevOpsのCI/CDパ
イプラインツール、レポレジストリツールに統合して、
シフトレフトを実現する

• オペレーティングシステム（OS）およ
びOS以外のパッケージの脆弱性を
把握する。設定ミス、クレデンシャルの
漏洩、危険な⾏為など。

• NIST SP-800-190、PCI DSS、
HIPAAなどの規制を満たすために、
Dockerfileのセキュリティベストプラク
ティスやセキュリティコントロールをすぐ
に確認することができます。

• セキュアインラインスキャンを適⽤し、
画像を外部に送信しないようにする。

• AWS FargateとGoogle Cloud Runコンテナ
を⾃動的にスキャンすることで、サーバーレスのワ
ークロードをスキャンします。

• Kubernetesアドミッション・コントローラを使⽤し
て、セキュリティ・ポリシーをパスしないイメージをブ
ロックします。

• イメージを再スキャンすることなく、本番環境の脆
弱性を監視し、本番環境のパッケージに含まれ
る新しい脆弱性（CVE）のリスクインパクトを数
秒で評価することができます。

• ランタイムにおけるコンテキスト情報を使⽤して対処
するべき脆弱性の優先順位を⾃動的に決定します
。ノイズを排除し、脆弱性過多を解消し、重要なも
のをより早く修正します。

• 複数のフィード（NVD、VulnDB、ベンダー）からの
CVSSベクトルや既存のサイバー攻撃を含む豊富な
情報により、脆弱性リスクを把握することができます。

• 脆弱性と推奨された修正バージョンのパッケージの表
⽰により、MTTRを短縮します。脆弱性を特定のア
プリケーションにマッピングし、修正する必要のある
チームや箇所を特定します。

• アプリ実⾏時にホストの脆弱性、危険な設定、コン
プライアンス違反をスキャンし、コンテナとホストのス
キャンを単⼀のワークフローで統⼀します。

• リスクが露出された箇所の削減を継続的に確認する
ためのレポートを作成する。
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ランタイム脅威の検出は、実稼働環境における異常な動作や悪
意ある脅威を検出することです。不正なプロセス、予期しないリスニ
ングポート、異常な発信接続、異常なファイルアクセス、奇妙なコマ
ンドの連続などの不審な⾏動は、攻撃の兆候である可能性があり
ます。

今⽇の攻撃はステルス性が⾼く、複数の構成要素を持つ複雑な
ものであるため、防御することが困難になっています。
ゼロデイ攻撃や内部脅威は予防にさらなる課題をもたらし、コンテナ
のエフェメラル性は侵害を調査することを難しくしています。そのため、
悪意のある⾏為者を検出し、侵害の影響を評価するために、回避
できない深い可視性を備えたランタイムセキュリティを実装し、コンプラ
イアンス違反が発⽣していたかどうかを判断するためのフォレンジック
分析⽤に粒度の細かい記録を提供することが必要です。

Sysdig Secureは、コンテナ、ホスト、Kubernetes、クラウドのラ
ンタイムセキュリティを統合的に提供します。システムコールと
Kubernetesおよびクラウドのアクティビティを可視化し、悪意のあ
るアクティビティや脆弱性の悪⽤に警告を発します。Sysdig 
Secureにより、セキュリティチームは、あらゆるタイプの動作や活動
をチェックできるFalcoの柔軟なルールエンジンを使⽤して、今⽇の
サイバー脅威の全範囲を検出することができます。Sysdig 
Secureの検知はリアルタイムで⾏われ、調査のためにイベント記
録が残されるため、コンテナ、ホスト、Kubernetesにわたる予期せ
ぬ疑わしい活動は、サーバーレスプラットフォームの短命のコンテナ
であっても捕捉されます。

ランタイム脅威の検出
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Sysdig
Secureが
実現すること

• 直感的でインタラクティブなGUIにより、
Kubernetes、ホスト、コンテナ、クラウド全体の脅
威を統⼀的に把握することができます。

• 特定のクラウドやKubernetesのクラスタやネー
ムスペース等にズームインすることができます。

• 統⼀されたタイムラインでイベントを把握し、攻撃
の順序を表⾯化させます。

• 検出の条件とその背景を完全に開⽰し、何が、
誰が、なぜ検出されたのかを迅速に理解すること
ができます。

• オープンソースのFalcoをベースにしたポリシーで本
番環境のセキュアな状態を確保、アラートを出す。

• コンテナ、ホスト、サーバーレス（AWS 
Fargate）内部での異常なプロセス、ファイル
、ネットワーク、システムコール、ユーザーアクティ
ビティなどの不審なアクティビティを検出

• Kubernetes APIとクラウドのアクティビティの
異常や不審な点を把握し、誰が何をしたかを
知ることができます。

• すべての主要なフレームワーク、標準、規格にマッ
ピングされた、すぐに使えるルールを使⽤します。
・MITRE ATT&CK
・NIST
・PCI
・HIPAA
・SOC 2など

• 検出ルールの定義⽅法を理解し、クラウドや
Kubernetesからの豊富なコンテキストを使⽤し
てカスタマイズすることができます。

• 機械学習ベースのスキャンプロファイリングにより、
ポリシーを⼀から作成する必要がなく、時間を節
約することができます。

• 検知時のアクション⾃動化（コンテナの
⼀時停⽌、キル、再起動、通知）。

• ファイル整合性管理(FIM)ポリシーを導⼊する。

ユースケース トップ10
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Sysdig
Secureが
実現すること

• Kubernetes NetworkPolicyリソースを使⽤し
て、疑わしい接続をブロックし、横⽅向の動きを⽌
めることによって、Podとサービス間のゼロトラストの
ネットワークセグメンテーションを強制します。

• Kubernetesのネットワークトラフィックを⾃動的に
分析し、⼊⼝と出⼝の最⼩権限ポリシーを作成
します。また、本番環境に適⽤する前にトポロ
ジーを視覚的に確認することができます。

• YAMLファイルを⼿動で変更することなく、アプリと
サービス間のすべてのネットワーク通信をグラフィカ
ルなインターフェースで可視化し、修正することが
できます。

• 特定のプロセスとの間で⾏われるすべての接続を
監査します。

• 特定の時間枠におけるサービス、ネームスペース、
またはPod間のKubernetesネットワークトラフィッ
クフローをドリルダウンし、コンテナネットワークの異
常な動作を簡単に検証し、セキュリティイベントを
調査することができます。

• ネットワークの可視化とセグメンテーションを必要と
するコンプライアンス（NIST）を満たし、検証す
ることができる。

デフォルトでは、Kubernetesクラスタ内のすべてのPodは、何
の制限もなく相互に通信できます。コンテナが侵害された場合、
クラスタ全体が横⽅向に移動する脅威の危険にさらされます。

侵害の爆発半径を制限するために、必要なものだけに許可を
与えてネットワークアクセスをセグメント化することが推奨されま
す。しかし、⼿動でネットワークのセグメンテーションを⾏おうとし
たり、IPアドレスの静的制御を使⽤したりすると、エラーが起こ
りやすく、混乱を引き起こす可能性があり、動的環境では効
果的ではありません。

Kubernetes NetworkPoliciesのネイティブなメカニズムを使
⽤してマイクロセグメンテーションを実装すれば、より優れたパ
フォーマンス、信頼性、およびセキュリティが得られるでしょう。

Sysdig Secureは、Kubernetes内のPod、サービス、アプリ
ケーション間のすべてのネットワーク通信の可視化とプロファイリ
ングを提供し、そこからKubernetes NetworkPolicyリソー
スを通じてネットワークポリシーを定義、適⽤することが可能で
す。コンテナネットワークセキュリティの実装にかかる時間は、数
週間から数時間に短縮されます。

Kubernetesの
ネットワークセキュリティ

ユースケース トップ10
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Sysdig
Secureが
実現すること

• ホストとコンテナの脆弱性管理ワークフローを統⼀。

• ホストとコンテナの両⽅の要件を満たすことで、PCI、
NIST、SOC2などのコンプライアンスカバレッジを最
⼤化します。

• 脆弱性の影響と緩和の効果を即座に理解し、リス
クを⼀元的に把握することができます。

• ホストVM内のシステムコール、プロセス、ファイル、
ネットワーク、ユーザーアクティビティを詳細に可視
化します。

• ランタイムセキュリティのためにFalcoコミュニティが作
成したすぐに使えるルールを使って、悪意ある異常
な活動を検出します。

• 豊富な所有権とクラウド/k8sのコンテキストを使
⽤して、修復時間を短縮します。

クラウドでは、ホストはVMイメージからスピンアップされたLinuxベース
のコンピューティング・インスタンスです。したがって、ホストの保護とは、
これらのVMインスタンスの保護、脆弱性のチェック、脆弱で危険な
設定の修正、コンプライアンス制御の監視、機密ファイルの保護、
悪意のある内部関係者や脅威の検出を意味します。

ホストは、攻撃者にとって⼤いなるターゲットです。なぜならホストは、
その上で動作するすべてのコンテナに共有カーネル、⼤規模なリソー
スプール、ネットワークアクセス、他のシステムとの信頼関係などを提
供しているからです。攻撃シナリオでは、攻撃者はOSの脆弱性を利
⽤して侵害されたコンテナから脱出し、ルート権限を得て、ホストを
完全に制御することができます。

ホストの制御が可能になると、リソースの乗っ取り、実⾏中のすべて
のコンテナアプリの確認、仕掛けの埋め込み、マルウェアのダウンロー
ド、内部ネットワーク内の他のホストへの横移動、クラウドレベルでの
権限昇格など、さまざまな⼿⼝が可能になります。ホストを露出さ
せたままにしておくと、システムの広い範囲に対する侵⼊につながる
可能性があります。

Sysdig Secureは、脆弱性、危険な設定、コンプライアンス違反
を特定するホストスキャン機能を提供します。また、攻撃者が隠れ
る場所をなくすために、すべてのカーネル・システムコールを深く可視
化し、セキュリティチームが異常な活動や脅威を検知し対応するこ
とを可能にします。

ホストセキュリティ

ユースケース トップ10
Sysdig Secureでクラウドとコンテナを保護するために 12

09



インシデントは真空中では起こらないので、インシデントの前後
で攻撃を再現するために、きめ細かいデータを利⽤できるように
する必要があります。しかし、クラウドの仮想環境。
複雑で短命なため、セキュリティチームは、以下のような調査を⾏う
ために必要な可視性を確保できないままです。
ホストとコンテナのワークロード。コンテナは、インシデントレスポンス
やフォレンジックが始まるずっと前に終了してしまいます。ホストの
VMインスタンスも消えてしまう可能性があるため、将来の分析の
ために忠実度の⾼い記録を収集する必要があります。EDR ソリュ
ーションは、コンテナの可視化や、コンテナのワークロードの解析が
できないため、今⽇のクラウドの課題を解決することはできません。
必要なコンテキストを導き出す。クラウドネイティブのセキュリティが必
要です。

Sysdig Secureは、Pod、K8s API、ホスト、サーバーレス機能
を含むコンテナ、クラスタ、クラウドにおけるインシデント発⽣前、発
⽣中、発⽣後のすべてのアクティビティに対する真実の情報源を提
供します。Sysdigのシステムコールのきめ細かいデータにより、実⾏
されたすべてのコマンド、プロセス、およびその情報が明らかになりま
す。
スピン、ファイルのアクセスやダウンロード、データの流出など、セキ
ュリティイベントに関連するコンテナやホストで発⽣したあらゆる事
象が対象です。クラウド環境におけるローカルなインシデントレスポ
ンスとミティゲーションアクションの必要性に対応するため。
Sysdig Secureは、ネイティブ環境において、対応者がイベントス
トリームから疑わしいホストやコンテナに直接リモート接続し、迅速
に調査や復旧を⾏うことを可能にします。

インシデントレスポンスとフォレンジック

ユースケース トップ10
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Sysdig
Secureが
実現すること

• 真実の情報源であるカーネルシステムコールから、
何が起こったかを判断します。

• セキュリティイベントのタイムラインとフルスコープのメタ
データ（クラウド、Kubernetes、コンテナ）を使⽤
してKubernetesのインシデント対応を⾏い、悪意
のあるイベントを迅速にズームして把握することがで
きます。

• リモートシェルでコンテナやホストにワンクリックで直接
アクセスし、ローカルで調査やトラブルシューティングを
⾏い、脅威を迅速に緩和することができます。

• 詳細な活動記録でインシデントを調査し、攻撃され
た状況の再現を確認できます。“いつ”、“誰が”、“何
を”、"なぜ "という疑問に迅速に対応します。

• フルスタックなメトリクス（Kubernetes、コンテナ、
ホスト、ネットワーク、ファイル）と相関するユーザーと
システムのアクティビティをリアルタイムかつインタラクテ
ィブに監査し、根本原因を迅速に特定することがで
きます。

• 実⾏されたコマンド、不正にアクセスされたファイル、
流出したデータ、インターネットからダウンロードされた
ファイル、bashの履歴のシュレッダーコマンドなど、悪
意のある⾏為者が⾏った侵害とコンプライアンスの
影響の全容を明らかにすることができます。

• きめ細かいシステムコールキャプチャで事後分析を⾏
い、インシデントイベントの前後に何が起こったかを
⽰すタイムウィンドウですべてのシステムアクティビティ
を再現し、コンテナが無くなった後でも再現すること
ができます。
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