
サイバー攻撃監視対応

マネージドEDRサービスのご紹介



マネージドEDRサービスとは
スプラウトが提供する「マネージド EDR サービス」は、CyCraft 社が提供する CyCraft AIR® プラットフォームを採
用し、お客様の「セキュリティ担当者」として現場をサポートします
AI により「リスク高」として検知されたアラートをふまえて、各顧客環境特性をふまえた具体的な対応方法等を提
示し、お客様の日常業務を支援します

CyCraft AIR を使用した調査

発報・レポート情報

エージェントによるAI自動監視 (24/365)

リスク高のAIアラート一次発報

発報アラートのAI 詳細分析レポート送付

AIレポート送付

セキュリティエキスパート
による分析・初動対応

スプラウトによるリスク高のAIアラート発報時初動対応
検知から翌営業日以内、メール通知+オンラインMTG実施

検知から30分程度

検知から6時間程度

週次サマリー

月次での安全性チェック対応結果

スプラウト独自レポート作成・送付

業務 PC隔離等による被害最小化
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AIが対応

Xensorエージェント

社内

Xensorエージェント

リモート環境 等

お客様

ポイント AI 分析 エンジニア分析
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攻撃の兆候をAI が網羅的にピックアップ、最終的に弊社エンジニアが判断・対応します

AIによる対応 弊社エンジニアによる対応

必要と判断・お客様の了承後

検知から30 分程度

検知から6時間程度

レポート受領から
翌営業日以内

週次（毎週月曜日）

検知から翌営業日以内

レポート受領から
翌営業日以内

検知から翌営業日以内

検知から
翌営業日以内

月次（第5営業日以内）

脅威が確認された場合

お客様の実施承認後

お客様ご担当者 お客様端末

AI による詳細分析

サイバーシチュエーション
レポート送付

外部脅威ハンティング
レポート送付
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平時・有事の提供サービスフロー

ハイリスクと判断

検知

脅威ハンティングアラート発報

サイバーシチュエーション
レポート送付

アラート受領

レポート受領

分析結果通知送付

オンラインMTG実施

PC隔離対応

レポート受領

確認結果通知送付
脅威が確認された場合

オンラインMTG実施

弊社独自月次レポート送付

通知受領

MTG等への参加

レポート受領

レポート受領

アラート受領

レポート受領

通知受領

MTG等への参加

発生

本支援の
ポイント

本支援の
ポイント

AI 情報は全て弊社
エンジニアが最終
判断・支援対応



AIによる世界トップクラスの検知能力の継続的な提供
セキュリティエキスパートによるクライアント環境をふまえたコミュニケーション・サポートの提供
お客様の時間を無駄に奪うことなく、必要な情報を適切なタイミングで、わかり易くお届けする真のマネージドサービス

主な詳細項目

AIによるリスク高アラート発報時の
弊社エンジニアによる初動対応
まずはアクション要否を判断し通知、必要な場合は、オンライン
MTGにて具体的な封じ込め・根絶を目的としたアドバイス、有事
の際の対応を包括的にサポート

有事
対応

全ての週次AIレポートを弊社エンジニアがチェック、
月次にて弊社独自レポートをお届け

AIレポートにて脅威の兆候が確認された場合は、速やかに報告
、アラート発報時と同様の初動対応をサポート

お客様環境を把握した上で、有用性を確保した弊社独自レポー
トを作成・送付

有事
対応

具体的な初動対応内容

サイバーインシデントに該当するかの切り分け(アクション要否判断)

発生事象把握(日時、対象PC/ユーザ、発生概要)

影響範囲調査(台数、マルウェアの横展開有無等)

ネクストアクションの検討（封じ込め・根絶に向けた対応事項、詳細調査

有無の必要性判断等)

メール・MTG等にてこれら情報を連携
最重要となる初動対応の迅速化を図ります

「AI」＋「専門家の知見」でクライアント固有の情報を提供します

本サービスの主な特長



CyCraft EDRライセンス費用
（AIレポート類含む）

スプラウトサポート費用
初動対応＆独自レポート

マネージドEDRサービス総額
30 台 月額 25万円～

詳細なお見積もりについては
お気軽にお問い合わせください

エンドポイント30 台規模の環境からご提供が可能です

ご提供価格・サービス開始までの流れ

ご契約からサービス開始までは、約 3～ 4 週間程度での提供が可能です

株式会社
スプラウト
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間
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①お打ち合わせ

②お見積もり

③ご契約

④お客様用環境準備

⑤お客様システム環境ヒアリング

⑥ご担当者簡易トレーニング

⑦EDR製品インストール支援

マネージドEDRサービス開始

お客様
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CyCraft 社の概要参考



CyCraft (日本法人名 : 株式会社 CyCraft Japan）

台湾

Benson Wu, Jeremy Chiu. PK Tsung

2017

80 名（グローバル）

ISO/IEC 27001:2013、FIRST.org、日本シーサー
ト協議会、デジタルフォレンジック研究会

会社名

企業本部

創業者

設立

社員数

認証・加盟団体

台湾に本社を置き、世界をリードする AI 情報セキュリティ企業。日本やシンガポール等の国々に展開し、最先端の CyCraft AI
技術でサイバーセキュリティ自動化サービスを提供しています。CyCraft AIR ソリューションには、次世代アンチウイルスソフト
※1、EDR、及び CTI が搭載されており、政府機関、フォーチュン・グローバル 500 企業、アジアの主要銀行および金融機関や、
台湾・シンガポール・日本・ベトナム・タイをはじめとする APAC 諸国の主要インフラ・航空・通信・テック企業と中小企業に、
サイバーセキュリティサービスを提供しています。

※2021年7月時点台湾でのみリリース

CyCraft 社の概要



CyCraft AIRプラットフォームとは

CyCraft AIRはオンプレミスとクラウド経由を問わず、同時に何千もの端末を検査し、脅威を検知し、根本原因を見つけ、即時対応
します。Xensor は、スキャナー版が端末を日次ベースでスキャンし、エージェント版では端末で悪意のある挙動を常時モニタリング
します。収集された情報は CyCarrier（AI 搭載フォレンジック分析センター）へ送られ、シグネチャベースやウイルス対策では分類で
きない疑わしい振る舞いを調査します。
CyCarrier のデータベースを拡充するため、CyberTotal（脅威インテリジェンス）プラットフォームが、複数の外部 CTI ソースと統合
し、独自のビジネスインテリジェンスを提供します。

Xensorエージェント

リモート環境 等

Xensorエージェント

社内

お客様

CyCraft AI
アナリスト

脅威インテリジェンス

AI搭載分析・調査
レポート生成

脅威ハンティング
ログの収集



国内外の第三社機関による製品評価にて、優秀な結果を獲得しています

CyCraft AIR の優位性

米国MITRE社のATT&CK®
フレームワーク評価にて
CyCraft AIR が「検知分野」において
最高スコアを獲得

Cyber Security Excellence Awards 2021
複数の部門において最優秀賞を受賞

Interop Tokyo 2020
セキュリティ部門にてグランプリを受賞

https://cybersecurity-excellence-awards.com/2021-cybersecuri-
ty-product-service-awards-winners-and-finalists/

https://f2ff.jp/award/winner/interop-2020/

https://f2ff.jp/award/winner/interop-2020/



https://sproutgroup.co.jp/

株式会社スプラウト
〒104-0031 東京都中央区京橋3-12-7 GINZA EAST SQUARE 2F

本資料に掲載されている情報は全て株式会社スプラウトの知的財産です。この中の情報を再利用した資料についても、全て株式会社スプラウトの知的財産権に属します。
コンテンツの複製、社外への公開、社内利用への転用は全て、株式会社スプラウトの許諾を必要とする旨、ご理解をお願いします。


