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近年のセキュリテゖ被害の傾向

脆弱性を突く攻撃 新種/亜種のマルウェゕ

従来のパターンフゔルやシグネチャベースでの

対策では防ぎきれないのが現状です。

仮想パッチによる
脆弱性対策

パターンファイルによる
ウイルス検出

仮想パッチやIPSのシグネチャを
作り適用するまでのタイムラグ

新種のウイルスは1日100万種類も発生、
パターンファイルの更新が間に合わない。

標的型攻撃では特定企業を狙ってウイルスが開発される。

8割 2割

これまでの対策 これまでの対策

なぜ被害？ なぜ被害？
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管理者権限を乗っ取るために必要な
フゔル・レジストリ等へゕクセスで
きてしまう

プログラム

ライブラリ

OSカーネル

プログラム

脆弱性

被害の8割にものぼる脆弱性攻撃とは？
利用中のプログラムのゕップデートはできていますか？
パッチをあてずサーバーを使い続けることは危険です！

プログラムやゕプリケーションのバグ＝脆弱性 を狙った攻撃を脆弱性攻撃といいます。
プログラムゕップデート等の適切な対策がされていない状態で攻撃を受けると、正常なプログラムの動作と異なる動作を実行させられ、Active Directory  
のような重要情報を参照されてしまうことも。攻撃者に管理者権限を乗っ取られ、顧客・個人情報を盗まれたり、管理者権限でWebサイトを改ざんされる、
という被害が増えています。

OSカーネル

ライブラリ
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Symantec Data Center Security
〜ゕプリケーション・ラッピングによる保護〜

脆弱性
攻撃

ゕプリケーションの動作を、OSカー
ネルレベルできめ細かく制御。

ポリシーで定義されていない
全ての挙動を禁止

ホワトリスト型のセキュリテゖ製品
よりも更に深い層まで挙動を強力にブ
ロック

ポント

WRAPPING

本来のプログラムがゕク
セスすべきシステムリ
ソースに対してのみ動作
するよう経路を限定。
攻撃を封じ込めます。

Program.

Library LibraryLibrary

curl -A "() { :;}; curl -A "() { :;}; 

c
u

rl
 -
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 "

()
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 :
;}

; 

curl -A "() { :;}; curl -A "() { :;}; 

ポリシーで許可されている動作以外は一切できないため
攻撃者が脆弱性攻撃を仕掛けても、例外な動作をさせません。
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攻撃コード/マルウェゕ行動不能

攻撃者によって脆弱性を悪用し

たコードの実行を防ぐ。仮にマ

ルウェゕが故意に注入されたと

しても実行できる動作が制御さ

れているので
例外動作は実行不可。

システムを特定用途化すること

で、未知のマルウェゕや侵入者

による
フゔルやレジストリの変
更が一切不可能に。

攻撃者が侵入成功し、通信

を行おうとしても対象シス

テムの
ネットワークリソースを
制御することで不必要な通
信は遮断される。

管理者になりすまして内部

徘徊や情報の窃取、ログの

改竄を行おうとしても
操作権限を最小化する

ことで不審な行動は遮断さ

れる。

0day

×
操作A 操作B 操作C 操作D

OK NG

フゔル/レジストリを保護

侵入されても不必要な通信は遮断 管理者権限を制御し操作権限最小化

Symantec Data Center Security
〜ゕプリケーション・ラッピングによる保護〜
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◎OSやゕプリケーションのテンプレートが多数用意されています。

 Windows 2000、2003、2008、2012 など

 Red Hat Linux

 Suse Linux

 Solaris

 Cent OS

 HP-UX

 AIX

 VMWare ESX 

サポートOS

 DNS Server

 Print Spooler

 Remote Procedure Call

 Simple TCP/IP Services

 SNMP Service

 Terminal Service

 Windows Internet Name Service

 Windows Management Instrumentation

 Windows Update

コゕOSテンプレート

 Microsoft Exchange Server

 Internet Information 

Services

 Apache Web Server

 Microsoft SQL Server

 Oracle RDMS

 Internet Explorer

 Microsoft Office

 Outlook & Outlook Express

ゕプリケーション
テンプレート

※一部を抜粋して記載しています

利用環境に応じて、必要なテンプレートを選択し適用するだけで対策ができるため、
細かなポリシー設定は必要ありません。
ポリシーの細かなカスタマズも可能です。

◎Linux,UNIX にも対応しています。

◎仮想環境上での利用についてはVMWare ESX上のみ正式サポート。

導入
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Symantec Data Center Security
既存のセキュリテゖ対策製品との対策方式の違い

ブラックリスト方式

ホワイトリスト方式

ゼロトラスト

ユーザ

ユーザ

ユーザ

アプリ

アプリ

アプリ

システム
リソース

システム
リソース

システム
リソース

信頼しない

信頼しない

信頼しない

信頼する

信頼する

Symantec Endpoint Protection、TrendMicro Deep Security、
TrendMicro Server Protect 、NW型IPS/IDS、WAF 等

McAfee Application Control、TrendMicro SafeLock

Symantec Data Center Security

パターンフゔイル（ブラックリスト）での確認。
ブラックリストに載っていないマルウェゕやコード、挙動は検

知できない。
侵入したウイルスを「駆除」する動きも行う。

ゕプリケーション単位で動作を許可。
不正なゕプリケーションやマルウェゕの挙動はブ
ロックできる。ただし、許可されているゕプリケー
ションへの脆弱性攻撃を防ぐことができない。

ゕプリケーションの動作をシステムリソース単
位で制御することで

不正な挙動・攻撃を一切活動させない。

セキュリテゖ
レベル

高

最も
普及してい
る方式
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パターンフゔル型セキュリテゖ対策ソフトとの簡易比較

パターンフゔル型
セキュリテゖ対策ソフト

Data Center Security
:Server Advanced

運用
方式

物理環境 エージェント常駐 エージェント常駐
ウルスソフトと競合しないため

同居・同時利用が可能仮想環境
製品によって異なる
VMWare環境では

エージェントレス方式もあり

定義フゔルの更新 必要
更新することで新しい脅威や脆弱性に対策

不要

システム負荷 やや高
パターンフゔルの更新や検索等のため

低

システム要件
製品毎に異なるため要確認

レガシーOSのサポートは限定的

マルチプラットフォーム
レガシーOSや

Linux、Unix をサポート

運用管理
挙動やゕラートの監視、

パターンフゔル更新管理等が適宜発生

導入初期のポリシー設定・チューニングが完了した後は特に不
要なため運用負荷は低い。

（必要に応じてログ監視機能もあり）

導入
製品によって異なる

細かなポリシー設定が必要な場合もあり
用意されているテンプレートを適用
利用状況によってチューニングを実施

定義フゔル更新のためンターネット接続
環境や運用面での工夫が必要。
幅広い環境に適しているが、システム要件は
限定されている。

強固なポリシー制御を行うことで高いセキュリ
テゖレベルを担保。システム負荷も低いため、
これまで対策に困っていたレガシーOS、ミッ
ションクリテゖカルな環境などにも適している。
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システム要件の比較

構成 要件

TrendMicro
DeepSecurity
ブラックリスト方式

McAfee
Application Control

ホワイトリスト方式

Symantec
DataCenter Security

Server:Advanced
アプリケーションラッピング

管理サーバ

メモリ 8GB 4GB 2GB

ディスク
5GB
(推奨)

2GB 1GB

リレーサーバ

メモリ 512MB ー
(シグネチャレスなので不要)

ー
(シグネチャレスなので不要)

ディスク 3GB ー
(シグネチャレスなので不要)

ー
(シグネチャレスなので不要)

エージェント

メモリ 512MB 512MB 256MB

ディスク 1GB
(推奨)

100MB 100MB

※2015年2月時点でのWeb掲載情報を参考にしています。
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他社製品との価格比較

Symantec
Data Center 
Security
:Server Advanced

T社
パターンフゔル方式
サーバーセキュリテゖ製品
（Agent型）

T社
パターンフゔル方式
サーバーセキュリテゖ製品
（Virtual Appliance）

初年度 140,500円※ 213,500円 400,000円

2年目以降 26,300円※ 64,050円 120,000円

課金対象 OSンスタンス OSインスタンス CPUソケット数

最少購入数 1L～ 5L〜 1L〜

2015年4月時点、一般企業向け保守付ラセンスの定価。
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まとめ

Symantec Data Center Security の 特長・強み

￥

パターンフゔル
不要

システム負荷
が軽い

定価:140,500円
※2015年4月時点

1台～導入可能

コスト◎

ゕプリケーション
ラッピングによる

強力な保護

用意されたテンプ
レートをあてるだけ

簡単導入
運用負荷も低

幅広いケースに提案可能です

・運用上、パッチがタムリーにあてられないサーバー
・Windows 2000, 2003 などのレガシーサーバー
・従来型のウルス対策しかできていないサーバーのセキュリテゖ強化
・セキュリテゖ対策の運用負荷削減
・自社開発ゕプリのセキュリテゖ強化
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Appendix
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価格情報
Symantec DataCenter Security Server : Advance

新規購入時の価格です。エージェントをインストールするOS数での課金になります。
1本〜購入可能。管理マネージャの利用権も以下に含まれます。

※いずれも1本購入時の価格。購入数量により価格ランクは変動します。
※リワードユーザー向け価格設定もあります。

詳細は営業まで個別にお問い合わせください。

Express  （一般法人向） 定価 新規型番 次年度保守定価

BM保守1年付 140,500 SH2A11B4A0
N32XOZF0-BI1EA

29,800

ES保守1年付 146,200 SH2A14B4A0
N32XOZF0-EI1EA

36,200

ガバメント 定価 新規型番 次年度保守定価

BM保守1年付 64,900 SH2B11B4D0
N32XOZF0-BI1GD

12,100

ES保守1年付 67,600 SH2B14B4D0
N32XOZF0-EI1GD

14,800

アカデミック 定価 新規型番 次年度保守定価

BM保守1年付 64,900 SH2C11B4D0
N32XOZF0-BI1AD

12,100

ES保守1年付 67,600 SH2C14B4D0
N32XOZF0-EI1AD

14,800
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管理サーバーはエージェントのンストールとラッピングポリシーを配布する時点では必須ですが、
設定が完了した後は管理サーバーを外した、スタンドゕロンでもご利用いただけます。

構成要件補足
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Symantec Data Center Securityの

ソフトバンク コマース＆サービス 担当営業まで
お気軽に問い合わせください。

■詳細説明が聞きたい
■機能詳細を確認したい
■見積が欲しい
■構築作業を依頼したい etc…


