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せたか
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過去 10 年間で、脅威に対抗するために利用でき
るさまざまなサイバーセキュリティ ソリューション
が爆発的に増加しましたが、それらすべてに 1 つ
の共通点、つまり複雑性があるようです。 Stellar 
Cyber の目標は、あらゆる規模のセキュリティ チ
ームがエンタープライズ レベルのセキュリティを
シンプルに体験できる高度なセキュリティ ソリュ
ーションを提供することです。
Stellar Cyber Open XDR プラットフォーム
は、NG-SIEM、NDR、および SOAR 製品に一般
的に見られる機能を単一ライセンスおよび単一
プラットフォームで提供し、あらゆるスキルの無
駄のないセキュリティ チームが高度なサイバー攻
撃に一貫して対処できるようにします。

脅威インテリジェンス (TIP) と高度な機械学習機
能はすべての機能で共有され、他の多くのセキュ
リティ製品によって残された盲点を排除する包括
的な脅威検出と自動応答プラットフォームを提供
します。
何よりも、Stellar Cyber Open XDR は Graph 
Machine Learning を使用して、関連する個々の
イベントを既存のセキュリティ ツールから関連付
けられたインシデントに自動的につなぎ合わせ、
セキュリティ オペレーションの検出効率と効率を
向上させます。 Stellar Cyber は、世界中の組織
がセキュリティを変革するのを支援しています。
これらは彼らの物語の一部です。
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Stellar Cyber Open XDR: ゲームを変える

使いやすいプラットフォームにより、攻撃への迅速な対処が可能

Stellar Cyber Open XDR は、あらゆる IT、生産
性、またはセキュリティ製品からデータを取り込み、
すぐに脅威の自動識別を開始できます。 脅威の識
別後、プラットフォームは、セキュリティ アナリスト
が迅速な調査を完了し、Stellar Cyber から直接自
動応答アクションを開始するために必要なビュー
を自動的に生成します。
Stellar Cyber は、人間の専門知識とインテリジェ
ントな自動化を組み合わせて、次のことを可能に
する必要がある、あなたのようなチームにセキュリ
ティ運用プラットフォームを提供することを専門と
しています。
• セキュリティ テレメトリとログを一元化された

場所に取り込んで分析し、攻撃面全体を完全に
可視化します。

• AI と機械学習を使用して、セキュリティ スタッ
クが見逃したセキュリティ脅威を特定しなが
ら、既存のセキュリティ アラートをトリアージし
ます。

• 単一のビューから包括的な調査を迅速に完了
します。

• 組み込みのプッシュボタンレスポンスを使用し
て、自動応答アクションを実行します。

• セキュリティ技術スタックを統合して、ROIを向
上させます。

• データ分析とインシデントの関連付けを簡素
化および自動化します。

• セキュリティ運用の自動化で運用負担を軽減
します。

セキュリティ プラットフォームが高度な機能を提
供すると主張していても、使いにくい場合、セキュ
リティ オペレーションの変革には役立ちません。 
Stellar Cyber は、使いやすく展開しやすい堅牢な

プラットフォームの開発に懸命に取り組んでいま
す。 その結果、クラス最高の実装と使いやすさを
維持しながら、セキュリティ機能を継続的に改善し
てきました。

「Stellar Cyberは何が起こっているかを示すイン
シデントにアラートを出すため、グローバル ネッ
トワークで何が起こっているかをより全体的に把
握することができました。 SIEMに精通している場
合は、Stellar Cyber とプラットフォームの学習に
問題はありません。 ただし、Stellar Cyber Open 
XDR、EDR、および一部の SOC 機能を実行してい
ない場合は、攻撃にさらされることになります。」
JOHN MAYLED 氏、インターナショナル IT & セキュ
リティ ディレクター、PLASTIPAK PACKAGING, INC.

「ステラ サイバーは、他のソリューションでは実現
できなかった可視性のギャップを埋めるのに役立
ちました。 その結果、潜在的な脅威に即座に対処で
きるようになり、私たちの組織にとって不可欠なも
のになりました。」
AMANDA STOWELL氏、情報セキュリティおよびプラ
イバシー アナリスト、A-DEC

「これまでのキャリアで、何十ものセキュリティ製
品を購入してきました。 Stellar Cyber Open XDR 
は、最も使いやすいものの 1 つとして際立ってい
ます。 導入後すぐに、他のセキュリティ対策では見
逃されていた脅威を確認しました。 私のチームは、
すべて Stellar Cyber から脅威を迅速に調査して
修正することができました。」
金融サービス SOC マネージャー

「Stellar Cyber プラットフォームの自動化により、
アナリストの生産性が大幅に向上し、脅威を迅速
に検出して対応できるようになりました。」
大都市政府のケーススタディ



ビジネスを保護するためのコストを削減

SIEM を障害から利点に変える

あなたの成功へのStellar Cyber投資

Stellar Cyber Open XDR は、セキュリティ運用チ
ーム全体の効率を向上させます。 Stellar Cyber 
は、環境に対する高度な脅威を特定するために必
要なすべてのデータ ソースを統合しているため、
手頃な価格で効率的に環境を保護できます。 さら

に、さまざまなテクノロジーを 1 つのプラットフォー
ムに統合することで、セキュリティ投資の ROI を高
めることができます。

多くのセキュリティ チームにとって、SIEM には取
得が困難なレベルの専門知識と専用リソースが必
要です。 Stellar Cyber の次世代 SIEM 機能は、
人的介入を最小限に抑え、高速なクエリとコンプラ
イアンス レポートを可能にします。 Open XDR プ

ラットフォームは、セキュリティ データを忠実度の
高いセキュリティ インシデントに変換します。 非常
に安全で費用対効果の高いクラウド ストレージと
組み合わせることで、複雑なスクリプトを書かなく
てもデータ レイクをクエリできます。

セキュリティ運用を進化させるための鍵は、成功
に投資したベンダーと協力することです。 Stellar 
Cyber は、お客様のニーズに合わせて調整された
製品、トレーニング、およびサポートを提供すること
により、お客様のようなセキュリティ チームの成功

を支援します。 Stellar Cyber が目標の達成を支
援することを知って、当社の製品全体を使用する
と、セキュリティ チームの働き方を変革できます。 
私たちは最初からあなたと提携します。 あなたが
成功するとき、私たちは成功します。

「...SIEM および NDR ツールを改善し、Stellar Cyber を使用することで、古い
SIEM ライセンスのコストよりもはるかに優れたプラットフォームを手に入れること
ができました。 さらに、Stellar Cyber によるコスト削減と生産性の向上にも感心して
います。」
製造のケーススタディ

「私たちの小さなチームは、インシデントの調査が必要になったときに何かを伝える
必要がありました。 Stellar Cyberは、これらの異なるログをすべて持っていたため、
簡単に売り込むことができました。 彼らは、単一のコンソールで入力を確認し、プラ
ットフォームに相関関係を持たせることを気に入っていました。」
AMANDA STOWELL氏、情報セキュリティおよびプライバシー アナリスト、A-DEC

「Stellar Cyber プラットフォームを使用することで、既存のツールをプラグイ
ンしながら、機能の範囲を拡大し、アナリストにセキュリティを管理するための
使いやすいダッシュボードを提供できました。 これは、私たちのニーズに最適
なソリューションでした。」
教育のケーススタディ



STELLAR CYBER OPEN XDR でセキュリティ運用
を統合

統合された Stellar Cyber Open XDR プラットフォームを優先
して、サイロ化されたセキュリティ ツールと手動の関連付けを
排除することで、セキュリティ オペレーションを簡素化します。 Stellar Cyber を使用すると、統合、検出、およ
び対応を 1 つの画面に置き換えることができ、完全な可視性と攻撃面の保護を実現できます。

セキュリティチームの規模、スキル、または経験によって、組織が不十分なセキュリティを容認しなければなら
ないわけではありません。Stellar Cyberを使用すると、誰もが自分の環境を安全に保つことができます。

Stellar Cyber がセキュリティ運用の進化にどのように役立つかをご覧ください。 

https://jp.stellarcyber.ai/request-a-demo/ にアクセスして、プラットフォームのプライベート デモンストレ
ーションを今すぐリクエストしてください。

https://jp.stellarcyber.ai

「Stellar Cyber とのパートナーシップは素晴らし
く、私のチームは製品に慣れ、初日からベスト プラ
クティスを理解することができました。 さらに、サポ
ートは常に質問に答えたり、問題を解決するのに
役立ちます. Stellar Cyber との関係を何年にもわ
たって継続したいと考えています。」
医療セキュリティ管理

「Stellar Cyber で実用的な情報を見ると、それ
が本物であることがわかります。 今では、Stellar 
Cyber が信頼できる唯一の情報源であり、リスク
が組織に与える影響を把握しています。 Stellar 
Cyber は、会社を安全に保つために必要なものを
確保するために、私たちと協力することにオープン
です。 このパートナーシップは私たちの期待を上
回りました。」
RYAN LOY氏、CIO、EBSCO


