ケーススタディ：SymantecとNapatechは企業の情報
漏洩リスクの理解を支援します

Symantecについて
ガートナーのマジッククアドラントに
よると、 Symantec は企業の情報漏洩
防止 (DLP) における ソリューション
リーダーです。DLPはデータ漏洩の件
数が増加するにつれてセキュリティ上
の大きな懸念として浮上しました。こ
の問題を解決するには時間とコストが
発生するだけでなく、ブランドイメー
ジの低下につながります。情報漏洩箇
所を特定するため、 Symantec 情報漏
洩防止 (DLP) ネットワークモニタは、
機密データが社内 IT ネットワークから
送信される前に、ビジネスコミュニ
ケーションを継続的に調査します。

トワーク、特にモバイルデバイスやク
ラウドを使用すると、企業の情報漏洩
リスクは劇的に高まります。データの
潜在的な領域数が増すだけでなく、監
視対象のデータの量も劇的に増加しま
す。情報漏洩を精査するために必要な
すべてのデータを収集することがます
ます困難になっています。
ソリューション：Napatechアクセラ
レーションによるネットワークモニタ
Symantec のネットワークモニタを使
用すれば企業はデータの紛失箇所を精
査できます。このソリューションは、
ネットワークを通過するデータを受動
的に監視しつつ、日々の運用には影響
を与えません。そして、セキュリティ
ホールが特定されれば、顧客は将来そ
のような情報漏洩を抑止する方法を正
確に定義することができます。
ネットワークモニタが情報漏洩の程度
を正確に表示するために、 Napatech
アクセラレータは常に完全なデータパ
ケットキャプチャを可能にします。
Napatech を使用することで、ネット
ワークモニタはこれまでIT ネットワー
クの外部に送信されたすべてのデータ
を完全に認識します。

課題
IT 部門の管理対象外のデバイ
スやネットワークを使用する
と、情報漏洩のリスクは劇的
に高まります。一方で、情報
漏洩を精査するために必要な
すべてのデータを収集するこ
とがますます困難になって
います。
ソリューション
Napatech アクセラレータと
Symantec DLPネットワーク
モニタを活用すれば、社内 IT
ネットワーク外に送信される
機密データをゼロパケットロ
スで検知できます。
利点

Napatech アクセラレータと
Symantec DLPネットワーク
モニタを活用すれば、すべての
ビジネスコミュニケーションを
完全に把握できるため、機密
情報を誤って処理し、企業を
情報漏洩のリスクにさらす危
険性の高いユーザを特定でき
ます。
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課題：情報漏洩リスクの範囲を理解する
今日、企業は生成・収集されるデータ
の量が指数関数的に増加するにつれ
て、セキュリティの必要性を認識して
います。競争力を維持するための知的
財産 (IP) と顧客情報を保護する必要性
は、 IT 企業の役員の間では最優先では
ないにしても重大な優先事項となって
います。電子メールプロバイダ、ソー
シャルネットワーキング、製造業、医
療、教育、政府、ソフトウェア、小売
業など、あらゆる業界で2016年の1年
間だけで発生したデータ漏洩の件数を
考えてみても、もはや誰も安全ではな
いのです。

IT 部門の管理対象外のデバイスやネッ

利点

Napatech アクセラレータは、社内
ネットワークを往来するすべてのパ
ケットを確実にキャプチャします。そ
の後、 Symantec ネットワークモニタ
がキャプチャされたすべての関連デー
タを検査することで、企業は情報漏洩
リスクの全体図を描くことができま
す。送信されるデータの量と種類が増
え続けると、リスクを完全に評価する
ことが重要になります。
このソリューションのメリットはさま
ざまな業界に適用できます。
ケース 1：
電子医療記録 (EHR) の出現に伴い、
患者の機密性を確保することは、米国
の医療における最重要課題となってい
ます。EHRは医療従事者が患者に総合
的かつ合理化されたサービスを提供す
るのを支援しますが（医療施設が人の
病歴に素早くアクセスできるようにな
る）、こうした記録に含まれる個人健
康情報 (PHI) は医療保険の携行性と責
任に関する法律 (HIPAA) で機密情報と
定められています。

PHI への不正アクセスが起こると、識
別情報（生年月日、社会保障番号）が
漏洩するだけでなく、法的に医者と患
者の間でのみ共有できる診断情報も漏
洩します。例えば、保険会社は、患者
の填補を検証するために医療提供者に
情報を要求することができます。

その際、医療提供者は手続きを迅速化
するために暗号化されていない患者の
ファイルを送信することがあります。
ネットワークモニタを設置すると、こ
の通信は自動的にリアルタイムで非適
正のフラグが立てられ、提供者は即座
に対応することができます。
ケース 2：
企業は競争力を維持するために知的財
産 (IP) を保護する必要があるので、小
売業界における情報漏洩のリスクが収
益の損失につながることは想像に難く
ありません。世界中の顧客にサービス
を提供する今日の大手小売業者は、数
多くの現地の流通業者とIP を共有する
必要があります。競合他社がその恩恵
を受ける可能性のある情報漏洩（例え
ば、盗難）を最小限に抑えるために、
通信は安全でなければなりません。

ケース 3：
大学も情報漏洩に配慮する必要があり
ます。こうした高等教育機関は、政府
機関と民間の両方が主催する研究を通
じて知的財産 (IP) を生み出していま
す。しかし、大学は厳しい予算で処理
する状況が続いていることが知られて
おり、包括的なDLPソリューションを
実装するための時間やリソースがない
場合があります。

Napatech アクセラレータを使用する
と、ネットワークモニタは比較的短時
間で実際の DLP リスクを評価できま
す。効率的なパケットキャプチャによ
り、組織は情報漏洩リスクの範囲を完
全に把握することができます。これに
より、大学は DLP のアーキテクチャ
を実装するためのビジネスケースを作
り、短期的および長期的に問題に取り
組む現実的な計画を策定することがで
きます。

小売業では最新の価格を提供すること
が重要です。場合によっては、小売業
者は、流通業者がアクセスするために
中央の文書リポジトリを提供します。
顧客との会議で新しい価格設定を知る
必要があっても、現場でリポジトリに
アクセスできない場合、流通業者は小
売業者に情報を直接送信するよう要求
するでしょう。
しかし、小売業者が電子メールや ftp
などの手段で価格情報を流通業者に
直接送信することはできません。
Napatech は、ネットワークモニタが
これらの違反の事例をキャプチャでき
るようにすることで、知的財産 (IP) の
盗難に対する脆弱性を排除します。

Symantec 情報漏洩防止 (DLP)
の詳細については、以下のウェ
ブサイトを参照してください。

go.symantec.com/dlp
Napatechアクセラレータの詳
細については、以下のウェブサ
イトを参照してください。

www.napatech.com/
products/accelerators

さらにユーザ事例を見る：

www.napatech.com/
resources/case-studies
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