CORTEX
DATA LAKE
サイバーセキュリティにおけるAIベースのイノベーションを実現
利点

• 企業のセキュリティ データの
収集、統合、および正規化。

• クラウドスケールのデータや
計算能力を用いて、高度な AI
および機械学習を適用。

• 新しいデータ ソースから常に
学習し、防御を強化。

高度な攻撃を特定して阻止するには、企業の全データに対して高度な人工知能
(AI) および機械学習を適用する必要があります。セキュリティ インフラストラクチャ
全体にわたるサイロにデータを隠す現行のアプローチでは、分析の効果が十分発
揮できません。スケーリングが行えないレガシーのハードウェアベースのデプロイ
メントでは、データが増え続ければ運用の負担が上昇し、高コストになります。ま
た、容量の制約によって、有益なはずのデータが扱いにくいものになったり、利
用できなくなったりします。
Cortex について

Cortex™ は、業界唯一のオープンかつ統合された AI ベースの持続的なセキュリ
ティ プラットフォームです。大幅な簡素化を実現し、自動化とかつてない精度でセ
キュリティの成果を向上させます。
Cortex Data Lake

Cortex Data Lake は、企業データを正規化してつなぎ合わせる業界唯一のアプ
ローチを活用して、サイバーセキュリティにおける AI ベースのイノベーションを実
現します。データのセキュリティとプライバシーを確保しつつ、パブリック クラウド
が提供するスケーリングやロケーションを活用しましょう。膨大なマルチソースの
アーチファクトを分析することで、セキュリティ成果の精度を大幅に向上させること
ができます。Cortex Data Lake は以下のことを実現します。
• 企業のセキュリティ データを収集、統合、正規化し、セキュリティの運用を大
幅に簡素化します。

• クラウドスケールのデータや計算能力を用いることで、高度な AI および機械
学習を容易に実行できます。
• 新しいデータ ソースから常に学習し、防御を進化させます。
複雑性やスケーリングに関する心配はもう不要

大規模なデータ コレクション、ストレージ、および分析インフラストラクチャを導
入するのは複雑な作業です。容量、処理能力、計算能力、ネットワーク機能と高
可用性のニーズ、上昇するコスト、運用面の負担などを計画する必要があります。
導入後にはインフラストラクチャの継続的な保守と監視が必要になるため、ビジネ
スを促進するための活動から時間が奪われてしまうことになります。
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Cortex Data Lake は、パブリック クラウドのスケーリングやロケーションのメリットを享受できるように構築されています。クラウ
ドベースのサービスは最初から柔軟なスケーリングに対応しているため、ローカルで追加の計算能力やストレージを用意する必
要がありません。需要が増えるにつれ、ボタン 1 つで簡単に容量を増やせます。パブリック クラウド アーキテクチャではグロー
バルなロケーションを活用することで、ローカル データの格納やプライバシーに関する要件を解決します。ユーザーはストレー
ジや計算能力を含めたインフラストラクチャの処理を意識する必要がなく、Cortex 上で構築したアプリを使用して新たなセキュ
リティ課題に集中して取り組むことができます。
拡張し続ける統合データ

多くの組織では、攻撃を未然に防ぐための可視性が不足しています。多くの場合、データはクラウド、エンドポイント、ネット
ワーク全体にわたるサイロにロックされているため、ツールによる効率的な脅威対策の検索、調査、または自動化が阻まれてい
ます。
Cortex Data Lake は、企業データを正規化してつなぎ合わせる業界唯一のアプローチです。Cortex Data Lake は、セキュリティ
インフラストラクチャ全体にわたるデータを自動的に収集、統合、および正規化します。統合データを活用すれば、Cortex で構
築したアプリを使用して高度な AI および機械学習を実行し、セキュリティ運用を大幅に簡素化することができます。センサーと
の緊密な統合により新たなデータ ソースやデータ タイプを継続的に追加し、防御を進化させることができます。
Cortex Data Lake

グローバルな脅威インテリジェンス

企業のセキュリティ データを収集、統合、
正規化し、AI および機械学習用の膨大な
マルチソース アーチファクトと組み合わ
せましょう。

WF

WildFire® マルウェア防御サービスでは、
さまざまな独立した組織から、増え続ける
膨大な脅威アーチファクトを収集します。

AutoFocus™ コンテキスト脅威インテリ
ジェンスは、コンテキストと分類化によっ
て WildFire データを更に強化します。この
コンテキストと分類化には、マルウェア
ファミリ、攻撃者、キャンペーン、エクス
プロイト、悪意のある動作などのタグが含
まれます。統計分析は、アーティファクト
の普及状態や特異性を判断するために、
すべてのアーティファクトを対象に実施さ
れます。
MineMeld 脅威インテリジェンス配信は、
さまざまなサードパーティが提供する脅
威インテリジェンスのソースの集約とイン
ジケータ管理を可能にします。

Directory Sync は、オンプレミス ディレク
トリ インフラストラクチャからユーザーお
よびグ ル ープ のコンテキストを 提 供し
ます。

図 1: Cortex Data Lake のデータ ソース
ユーザーのニーズ

Cortex Data Lake

企業のセキュリティデータをつなぎ合わせる

Cortex XDR、 パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォール 、Traps™
management service、GlobalProtect™ cloud service からデータを収集します。

データ収集ニーズのスケーリング

容量を簡単なマウス操作で増やすなど、パブリック クラウドのスケーラビリティ
と俊敏性のメリットを活用できます。ハードウェアを待つ必要はありません。注
文し、アクティベートするだけで使用できます。

高度な AI および機械学習を対象として正規化された
データへの簡単アクセス

データは持続的な形式で自動的に正規化されるため、大規模分析の効果が維持
されます。

サードパーティのセキュリティ ツールとの統合

ログ転送アプリを使用することで、サードパーティのセキュリティ ツールに syslog
形式や電子メール通知などのデータ提供を行えます。

導入規模の判断

こちらの計算表を使用し、Cortex やパロアルトネットワークス全体にわたって革新的なアプリやサービスをサポートするために必
要なストレージを決定します。
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図 2: Cortex Data Lake による統合
信頼とプライバシー

Cortex Data Lake では、機密情報や個人を特定できる情報に不正にアクセスできないように、厳重なプライバシーとセキュリティ
の管理を行っています。Cortex Data Lake は、許可されたユーザーやアプリからのアクセスに限定することで、データのプライ
バシーを確保します。この許可はいつでも撤回できます。Cortex Data Lake のインフラストラクチャは、厳格な技術的および組
織的なセキュリティ制御を含む、セキュリティおよび機密性に関する業界標準のベストプラクティスによって保護されています。
Cortex Data Lake は SOC 2 Type II に準拠したデータ センターでホストされており、データの通信も暗号化されています。ユー
ザーは Cortex Hub の一部であるアプリに、2 要素認証を含むシングル サインオンでログインします。詳細な情報については、
プライバシー データシートをご覧ください。
Cortex Data Lake の要件

パロアルトネットワークスの次世代ファイアウォールと GlobalProtect cloud service の場合 :
• 次世代ファイアウォールおよびクラウド サービスに接続可能な Panorama™ ネットワーク セキュリティ管理。
• 次世代ファイアウォールおよび PAN-OS® 8.0.5 以上を実行している Panorama。
• クラウド サービス プラグインがインストールされた Panorama。

パロアルトネットワークス Traps™ のエンドポイント保護および対応と Cortex XDR の場合 :
• パロアルトネットワークス Traps Advanced Endpoint Protection のバージョン 5.0 以上、および Traps 管理サービスの導入。
ライセンス情報

• Cortex Data Lake は個別にライセンスされ、Cortex と関連するアプリの使用に必要です。
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