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「Orcaはクラウド環境の視認性をゼロ
から100％に変えました。チームの人た
ちと最初に対処すべきものについて議
論するときも、今でははるかに信頼でき
る立ち位置で話すことができています」

Doug Graham
CSO兼CPO

「Orca Securityは現在、当社のクラ
ウドベースのすべての特権アクセス
管理（PAM）ソリューションを管理し
ています」

Morey Haber
CTO兼CIO
BeyondTrust

クラウドセキュリティの課題

	  エージェントベースのセキュリティツールを使用する
と、管理が複雑になりすぎてコストもかかりすぎてい
たため、十分な視認性を提供できていない

	  エージェントを当社のカスタマイズされたアプライア
ンスイメージにロードすることが不可能

	  	  ISO、SOC、CIS、PCIへのコンプライアンスの確保に役
立つレポーティングが必要

クラウドセキュリティの結果

	  2ヶ月以内に全面稼働になり、Azure Sentinel 

Security Centerを通じて完全に統合。	
ServiceNow、Jira、その他のさまざまな統合とのチ
ケットも含まれる

	  本番環境のリスクを増加させずに、顧客に販売され
ているクラウドソリューションの保護と監視ができる
ように

	  より広い視認性とより実用的な評価結果を提供し
つつ、開発とQAに要する時間を1½FTE（フルタイム
当量）削減

	  Orcaのレポートは、パスワード、ファイアウォールの
設定、脆弱性などに関連するコンプライアンスエビ
デンスを表示

チャンピオン

Morey Haber：CTO兼CIO
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Orca Securityは、数千人の顧客に使用さ
れているBeyondTrustのセキュアクラウド
サービスを支援
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BeyondTrustは、Fortune 
500の70％を超える企業に
クラウドベースの特権アクセ
ス管理（PAM）を提供
BeyondTrustはPAMの世界的リーダーであり、顧客が
特権のユニバース全体を保護、管理できるようにしま
す。Fortune 500の70％を超える企業を含む2万社以上の
顧客が、BeyondTrustの3つのコアソリューションを使用
して、セキュアな環境の確保およびリスクの減少、コンプラ
イアンスの確保、運用パフォーマンスの向上のために必要
なコントロールを行っています。

Morey Haber氏はBeyondTrustで複数の業務に責任を
負っています。CTOとして製品戦略を担当しています。また
CISOとして、顧客が使用する4,000を超えるクラウド展開
の内部およびクラウドセキュリティの責任者になっていま
す。さらにガバナンス、リスク、コンプライアンスに関するす
べての取り組みを監督しています。

Haber氏はIT部門で20年以上にわたりサイバーセキュリ
ティ業務に専念してきました。彼は攻撃ベクターや脆弱性
管理戦略に関する複数の書籍を執筆した経験があり、ま
たBeyondTrustが買収した企業向けのセキュリティエン
ジニアリングの責任者を務めました。Haber氏は企業をリ
スクにさらす技術的な欠陥の検出に必要なものを理解し
ています。

Orcaはクラウドセキュリティ
に新しいアプローチ
Haber氏はOrca Securityのデモに興味をそそられました。
「驚きました。私は脆弱性管理戦略や製品に注力してき
ましたが、これは非常に大きな可能性を秘めた全く新しい
アプローチです」

Haber氏とクラウドチームはOrcaのプラットフォームのテ
ストを行いました。「インストールしてから数日間稼働させ
てみました。競合するエージェントよりも良好な結果と視
認性が得られました。Orca以前のエージェントではインス

タンスのランタイムしか視認できず、その他の環境は表示さ
れませんでした」とHaber氏は述べています。「とても感銘を
受けました。現在、Orcaは全面稼働しており、当社が販売し
ているすべてのクラウドソリューションを管理しています」

OrcaはBeyondTrustの顧客
のワークロードを保護
BeyondTrustはOrca Securityにとってユニークなユース
ケースです。ほとんどのOrcaの顧客は自身のクラウドワ	
ークロードの評価のために使用していますが、セキュリテ
ィベンダーであるBeyondTrustはクライアントが使用する
クラウドソリューションを実行しているワークロードの監
視を行っています。今日、BeyondTrustは4,000以上のク
ラウド展開をサポートしており、同社が急速な成長を続け
ていることからさらに多くの展開が予定されています。

Haber氏は現在のOrcaの使い方について例を挙げてい
ます。「BeyondTrustの特権リモートアクセス（PRA）によ
り、クライアント環境への第三者のアクセスが可能にな
り、HVACシステムなどのチェックアウトやプリンターの稼
働状況をはじめとする必要なものの確認ができるように
なりました。当社のソリューションはターゲットシステムへ
のクレデンシャルインジェクションを実行するため、第三
者がパスワードを知ったり確認したりすることはありませ
ん。第三者がログインすると、Orcaはリモートアクセスの

「20年以上にわたり脆弱性評価ソリュ
ーションに取り組んできました。脆弱性
管理戦略を構築する方法について本を
書いたこともあります。これまでにOrca 
Securityプラットフォームのようなもの
を見たことがありません。この製品は至
宝です」

Morey Haber
CTO兼CISO
BeyondTrust
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ための真のゼロトラストアーキテクチャを有効にしている
すべてのものについて、スクリーンレコーディングやドキュ
メンテーションを行います」

「Orcaは、オープン環境や設定ミスがないこと、パッチが
適用されないインスタンスが存在しないこと、クライアント
のクラウド環境に脆弱性が存在しないことの確認に役立
っています」とHaber氏は述べています。「これはOrcaが重
要な価値を示した別の例です。当社ではある製品のため
に新しいファイアウォールをインストールしました。Orcaは
デフォルトの設定にミスがあるというフラグをすぐにつけて
くれたので、即座に修正することができました。Orcaがな
ければ果たして見つかっていたでしょうか？エージェント
は外部なので役に立たなかったでしょうが、Orcaは捕捉し
てくれました。私にとって非常に価値のあることです」

エージェントベースのソリュ
ーションが抱える問題
BeyondTrustでは、内部リソースやラップトップの従来型
の脆弱性管理に業界の競合ソリューションを使用してい
ます。Orcaを見つけるまでに、同社はエージェントベース
のテクノロジーをクラウドベースのソリューションに試しま

したが、多くの問題に遭遇しました。「ツールのインフラや
知識から、当社では製品にそのエージェントを使用するこ
とにしました。そのアイデアは、エージェントをバーチャル
マシン1つと共にデプロイするというものでした」とHaber

氏は述べています。

「クライアントのインスタンスを構成するのに、複数のバ
ーチャルマシンとすべてのバックエンドプラミングが必要
です。コストは合理的なものでしたが、認証の取得、構築、
接続、ランタイム、アップデートなどのパイプラインである
DevOpsチェーンは実装に約6ヶ月を要しました。そして当
社の急速な成長に伴い、数百のクライアントにオンボード
してエージェントを稼働させ続けることに非常に苦労し
ました。これでは管理が困難になることがすぐにわかりま
した」

Haber氏はクラウドに関して、プロダクトオファーに含め	
るエージェントバンドルが与えられた場合、開発の初期段
階からQA、本番に含める必要があると説明しています。	
「私たちは、エージェントが各ステージで動作するように
環境を設定し、データを出力し、クラッシュさせないように
しなければなりません。数千のエージェントを使う場合、	
1つないし複数のエージェントが最終的に壊れたり、アップ
デートが得られなかったりするでしょう。そうなると、トラブ
ルシューティングを行って顧客の本番環境をアップデート
する必要があります。それはコントロールとコンプライアン
スにとって悪夢のような変更であり、完全に回避するに越
したことはありません」

Orcaによって、BeyondTrustはこうした問題を回避する	
ことができます。「Orcaを使用することで、エージェントに
必要な時間と投資について心配する必要がありません。	
CPUをヒットするエージェントのランタイムにお金を支払
わずに済んでおり、オペレーションチームのメンバーを本
番環境に投入してコントロールリスクを変更する必要も
ありません」コスト削減に関して、Haber氏は次のように述
べています。「エージェントのコストはクライアント1社あた
り年間約20〜30ドルです。それが数百あるいは数千のク
ライアントに拡大した場合、エージェントの使用コストは
非常に重要になります。Orcaを使用すると、それについて
考慮する必要はありません。クライアント1社あたりランタ
イムコストを約2％削減し、DevOpsとQAの時間を1½FTE

削減したと推定しています」

「Orcaは、オープン環境や設定ミスが
ないこと、パッチが適用されないインス
タンスが存在しないこと、クライアント
のクラウド環境に脆弱性が存在しない
ことの確認に役立っています」

Morey Haber
CTO兼CISO
BeyondTrust
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エージェントがBeyondTrustのために機能していない
もう一つの重要な理由は、製品の1つにカスタマイズさ
れた堅牢なカスタムカーネルが使用されていることで
す。エージェントはシステムにロードされません。Orcaの
SideScanningTMテクノロジーでそれを見ることに問題
はありません。

Orcaのコンプライアンスモジ
ュールと統合がもたらす大き
な価値
BeyondTrustにとって、いくつかの規制や業界へのコンプ
ライアンスは不可欠です。顧客の信頼とビジネスを獲得す
るために、BeyondTrustではSOCとISOへのコンプライア
ンスを維持しています。どちらもAWSとAzureのプラット
フォームで完全に認証されています。また、BeyondTrust

はビジネス目的でPCIへのコンプライアンスを必要として
いませんが、クライアントがそのテクノロジーのライセン
スを得て、PCIゾーンで使用するかもしれません。したが
って、PCI認証を取得することは非常に重要です。Orcaに
は、Haber氏によるコンプライアンス要件のドキュメンテ	
ーションを支援するビルトインのコンプライアンスモジュ
ールが用意されています。

OrcaがAzure Sentinel Security CenterやServiceNow

と統合することで、BeyondTrustにとってソリューションが
はるかに価値のあるものになります。SIEMのようなセキュ
リティセンターを使用しているため、Orcaの調査結果は
Azure Sentinel Security Centerに直接入ります。調査や
改善が必要な場合、Orca SecurityはServiceNowでチケ
ットをキックオフすることができます。

Azure Sentinel Security Centerのダッシュボードは
継続的に監視されており、問題に迅速に対処できます。	
「当社はこれらの統合を1週間足らずで立ち上げました。
そして、完璧に機能しています」とHaber氏は述べていま
す。「Orcaが何かを検出した瞬間から、ダッシュボードチ
ャートがトリアージにかかる時間を教えてくれます。当社
での平均解決時間は、どんなに重要なものでも半分に
なりました」と彼は述べています。「チケットがクローズさ
れ、Orcaがその問題についてもう表示しなくなると、クロ
ーズドループができます。ガバナンスチームやSLAへの適
合について確認する必要がある人々にとって、それは重要
なことです」とHaber氏は述べています。

「Orcaは、地域を超えてビジネスの拡
大を検討中の企業に合理的なアプロ
ーチを提供してくれます。セットアップ
に必要な時間や価値を生み出すまでの
時間が短縮され、リスクが大幅に軽減
されます」

Morey Haber
CTO兼CISO
BeyondTrust
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セキュリティエンジニアリン
グへの影響
ServiceNowとの統合を通じて、Orcaはセキュリティエン
ジニアリングの具体的な詳細が示されたチケットを生成
できます。これにより、エージェントベースのツールの使用
に関してかなりの時間を節約できます。Haber氏は次のよ
うに述べています。「当社は北米、ヨーロッパ、南米など、
世界中の複数の地域に展開しています。地域ごとに、Orca
による1つの接続との比較でエージェントベースのテクノ
ロジーを使用してデプロイするコンポーネントがどれく
らいあるかを検討すると、当社のエンジニアリングおよび
OpsチームはOrcaを使用した方がはるかに幸せであるこ
とが分かります」

Orcaのデプロイメントとの速さと正確さに関して、Haber
氏は次のように述べています。「これは実用的なガイダン
ス向けに複雑なデータを取得するための効率的な方法で
す。Orcaは脆弱性管理、コンプライアンス、セキュリティ設
定でサポートしてくれます。わずか数ヶ月間使用しただけ
で、Orcaは当社にとって非常に価値のあるソリューション
になりました」

Orca Securityについて
Orca Securityは、特許出願中のSideScanning™テクノロジーを活用し、AWS、Azure、GCP向けにクラウド全体のワークロードのディープな
セキュリティとコンプライアンスを提供します。クラウドプロバイダへ読み取り専用及び影響のない統合を瞬時に行った後、Orca Securityは
脆弱性、マルウェア、設定の誤り、横方向の動きのリスク、認証のリスク、安全ではない高リスクデータを検出し、エージェントをデプロイせずに
根本的な問題、アクセス可能性、ブラスト半径に基づいてリスクを優先させます。

最初のクラウドアカウントに数分で接続し、 
ご自身の目でお確かめください： orca.securityを見る

https://twitter.com/OrcaSec
https://www.linkedin.com/company/orca-security/
https://www.youtube.com/channel/UCgCyH7xISzQGbpzfnIaWy_w
https://www.g2.com/products/orca-security/reviews?__cf_chl_jschl_tk__=b20008155601304206422a6f662c36701231a077-1619711891-0-AeHRUcKabiAVyPx3AQZRmryP2NyZ3e3KmUkUnmi2W-yQ9RZdozgaatysyeX3-HDthWW53-vX2wRSII0uJQUbak_371go-k0QAdrhD81nyyh9g6i45ExPSNArRS-tWBnRSu-Uzpr9kRc6YR8gVwgAahVFNAaSdj_1OurWSdHasCN_UIUx_zP4Zcg70tTo-8hBBizq0yUYkLqmqH9mZMtotHruI6Y-komGPjuUAZnkqYkkWoV-G6sxC1Oaon9OBZCK3U552NrmSDpkAVggQY-iAfyZN3Mku6-0ES8f0ytDBZuWaZUcp1ZcegI4Ut-jpnk25lxw1SD4svigjuKAlDU99qL4zYK5puoaABXXp69VeEnd0nUxPcFaClSIDXnsYvXX443r-J-gQ720jKZJKMi3ks0PcrTUW-AlHDFFPaWTa564nZkb4d6-KxrZFpKMkMBmYyAj0VAxj-TB7bARR5evBDhySFTT_1B6Z1KHTZgfk2U7FG_4GlbKQR_hQ2b-64CrDQ
https://twitter.com/OrcaSec
https://www.linkedin.com/company/orca-security/
https://orca.security/ja/

