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技術を味方に
技術を活かし
技術に頼る

リスク分析や対応の検討を行い、何を守っていくのか、どのような方針で対応して
いくのかという点は意識ができるようになってきた。しかし、実際にはどうやって資
産を守っていけばよいのだろうか？人に対して教育をして、みんなで注意することで
資産を守っていくことは必要だと思う。とは言うものの、できることならば人の負担
を減らして対策を取れるようになっていきたい。
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人のミスをゼロにすることは難しいため、技術的な対策を取っていくのが良いら
しい。特に現在ではデジタル化が推進されているので、使っているシステムを守る
ためにも技術を用いたセキュリティは理解しておかないといけない。さらに、セ
キュリティを強化するためのシステムもあるため、それらも使いこなす必要がある。

技術を用いて対策を取っていくというのは難しいと
感じるけれど、大事な資産を守るためには必要なこと
だ。特にセキュリティ担当としては、システムについ
てより理解していく必要がある。手段を選んでいくた
めには、システムを知ることが大切だ。
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アップデートと
ウイルス対策ソフトの導入
OSやソフトウェアは定期的にアップデートを行う必要があります。セキュリティ担
当としては、企業が保有する情報機器のセキュリティ機能とその設定を把握し適切に
管理する必要があります。

代表的な機器の内部構成

代表的な機器の内部構成
（ホストOS型）

代表的な機器の内部構成
（ハイパーバイザー型）

ソフトウェア
アプリケーション

ソフトウェア
アプリケーション

ソフトウェア
アプリケーション

ミドルウェア

ミドルウェア

ミドルウェア

ゲストOS

ゲストOS

仮想化ソフト

仮想化ソフト

ホストOS

ホストOS

ハードウェア

ハードウェア

ハードウェア

管理名称

記載事項の例

機器名称

ホスト名、呼称 など

OSバージョン

Windows 11 など

管理責任者

A部署 ○○ など

ミドルウェアバージョン

Apache Tomcat 10.15.7 など

保守期間

2021年1月 ～ 2022年12月
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セキュリティの重要ポ
イントとして、OSやソ
フトウェアのアップデー
トがあげられています。
セキュリティ担当として
は、これらをもれなく適
切に行うことが重要とな
ります。

また、昨今は仮想化が主流となっているため、バージョンアップについても注意が必
要となります。
バージョンアップにおけるポイント
1. 機器や各種バージョンを把握し、アップデートやサポート終了情報を把握する
2. バージョンアップをする環境を把握し、相互関係性と動作確認を検証する
3. バージョンアップをして動作保証ができない場合には代替案を検討しておく

セキュリティ対策ソフトには、個人用の製品と法人用の製品が多くのベンダーから提
供されています。従業員数にもよりますが、法人用ソフトには管理者機能がついており、
端末管理がしやすくなるという特徴があります。
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メリットの例

デメリットの例

ライセンス管理の効率化

パソコンの動作が遅くなる場合がある

セキュリティルールを統一できる

高機能なため高コストになる可能性がある

管理者の情報管理が一元化できる

PCの今後の購入で選択肢が減る場合がある

運用が一元化できる

ー

電子メールの安全利用

電子メールは多くのビジネスシーンで利用されている反面、攻撃に利用される可能
性が高くなります。電子メールを安全に利用することは、ウイルス感染などの危険性
を減らすことにつながります。

メールの仕組みにおける強化の例
メールサーバ

受信者側メールサーバまでのデータ
転送においてSMTPsを利用する

電子証明書を用い
た暗号化や認証を
行うS /MIMEを利用
する
DNSサーバ

メールサーバ

メールサーバと
クライアント間
での通信を
Pop3s、IMAPsを
利用する

メール送信者のドメイ
ンが正当であるかを検
証する送信ドメイン認
証方法SPFを利用する
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SMTPs：メールサーバ間の通信で利用するSMTPと通信をTLSで暗号化
Pop3s，IMAPs：受信用のメールサーバとクライアントの間の通信で利用するプロトコルをTLSで暗号化
SPF：メール受信時に送信元のドメインが詐称されていないか、IPアドレスを利用して確認し、なりすましを防ぐ
S /MIME：認証局が発行した電子証明書を使用し、送信メールの暗号化、電子署名付きメールを送信する

DKIMを用いた認証
メールサーバ

①送信メールに電子署名（秘密鍵情
報）を送付する

メールサーバ

③公開鍵を利用し、
受信したメールの電
子署名を検証

メールサーバ

③公開鍵を利用し、
受信したメールの電
子署名を検証

②メール送信者の公開鍵情
報を取得する。
DNSサーバ

DMARCを用いた認証
メールサーバ

認証

認証が成功し
たメールは通
常通り送付

受信
DMARC
ポリシー
DNSサーバ

認証が失敗した
メールはDMARC
ポリシーを要求

隔離
拒否

送信者が定めたDMARCポ
リシーに従い処理を実施

DKIM：メール受信時に送信元のドメインが詐称されていないか、電子署名を利用してメール送信元が詐称されて
いないかどうかを確認する
DMARC：メール送信側が前もって、メール受信側の認証失敗時の動きを「DMARCポリシー」として設定し、認証
失敗時に受信メールをどう扱うか判断する
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電子メールの安全利用

クラウド環境
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クラウドメール（Webメール）を使うと、メールサーバなど自社で保有、管理する手間が大幅
に削減できます。また、インターネットにつながる環境であればWebブラウザーからもメールの
閲覧・送受信が可能となります。

メールには、メールヘッダーと呼ばれる情報が存在します。「To」(宛先)、「From」(送信
元)、「Subject」(題名)など、電子メールの送信に必要な情報が含まれています。メールヘッ
ダーを見ていくと、IPアドレス偽装、類似ドメイン、不正な返信などの情報が確認できる場合
があります。経由してきたサーバは「Received」の部分で見ることができます。通常
「Received」がいくつかある場合は、下から上へという流れでメールが送られています(青字
箇所)。また「送信者」の部分が改竄される場合は「From」の部分が改竄され、通常は
「From」の部分と同じであるはずの「Return-Path」の部分のメールアドレスと異なったもの
になります(赤字箇所)。
ただし、フリーメールを使って送信される場合やアカウントが乗っ取られてメールが送られ
てくるような場合には、メールヘッダーに異常が見られないというケースもあり、添付ファイ
ルやURLの確認といった作業が必要となります。

メールヘッダーの例
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Return-Path: <AAAA@AA-BBBB.co.jp>
Received: from mail2.kk-apex.co.jp (mail2 AAAA@AA-BBBB.co.jp[210.xxx.xxx.227])
by xxxxx.xxx.co.jp (8.9.3/8.9.3)
with SMTP id JAA0711234 for <kxxx.@xxx.co.jp>; Wed, ** Mar 20XX 09:13:09 +0900
Received: from ws1.DD-DDDDDDD.co.jp ([210.xxx.xxx.226])
by mail2. DD-DDDDDDD.co.jp (NAVGW 2.5.2.9)
with SMTP id M**** for < kxxx.@xxx.co.jp>; Wed, ** Mar 20XX 09:32:21 +0900
Received: from pc01([192.xxx.xxx.55])
by ws1. AAAA@AA-BBBB.co.jp(8.11.6/3.7Wpl2)
with ESMTP id h2J0Cw028698; Wed, 19 Mar 2003 09:12:58 +0900
From: “KKKK KKKK” <KK@kkkkk.co.jp>
To: “’DDD DDDD‘” <DD@ddddd.co.jp>
Subject:メールヘッダー
Date: Wed, ** Mar 20XX 09:10:33 +0900
Message-ID: <000501c2edab$f5be11a0$3701a8c0@ws1.AA-AAAAA.co.jp>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset="iso-2022-jp"
本メールヘッダーはサンプルです。
Content-Transfer-Encoding: 8bit

アカウント管理

デジタル化が進む今日においては、アカウントは個人を特定する情報であり、適切
に管理する必要があります。アカウントは誰にでも与えるのではなく、必要な人に必
要な分だけ与えることで情報へのアクセスや流出の可能性を減らすことにつながりま
す。職務分掌や知る必要性は、規程で定める役割や業務分掌などと対応付けた管理を
行います。

アカウントを利用する際には、どのような役割（ロールと表現される場合もあります）を用意し
どのような人（例えば役職、職務担当者など）に付与するかを検討する必要があります。

管理者

知る必要性

Aという仕事をす
る管理者として
の責務を有する

管理者

Aという仕事をす
る作業者として
の責務を有する

User1

最小権限

Aという仕事を管
理するため、情報
を知る必要がある

Aという仕事を管
理するため、閲
覧・編集の権限が
管理者 必要

Aという仕事の作業
をするため、情報
を知る必要がある

Aという仕事の作
業をするため、閲
覧の権限が必要

User1
Bという仕事をす
る作業者として
の責務を有する

User1
Aという仕事はしな
いので、情報を知
る必要は無い

User2

Aという仕事はしな
いので、権限は不
要

User2
閲覧・編集権限付与

管理者
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職務分掌

User2
閲覧権限付与

権限付与なし

User1

User2

代表的なアカウントの種類と役割の例
アカウントの種類

役割

できること

特権アカウント

管理担当者に付与されるアカウント

• アカウント作成・削除・停止
• 役割とアカウントの紐付け
• 設定追加・変更・削除など

ユーザーアカウント1

役職者（部長職）に付与される
アカウント

• 部門所属者への部門内フォル
ダへのアクセス権付与
• ファイル作成・変更・削除

ユーザーアカウント2

一般ユーザーに貸与される
アカウント

• 許可されたファイル・フォル
ダのアクセス
• ファイルの作成・変更・削除

監査アカウント

監査担当者に貸与されるアカウント

• ログの閲覧
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アカウント管理

特権アカウントと一般アカウントでは用途とできることが異なります。管理者が主に利用する特
権アカウントが流出すると、大きな影響が出るので管理には一層の注意が必要です。
特権アカウント
利
用
者
ア
カ
ウ
ン
ト
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認
証

✓
✓

一般アカウント

情報システムセキュリティ責任者
従業員

✓

一般社員

推奨：推測困難であるもの
＜禁止アカウント名＞
WindowsOS：administrator、admin
LinuxOS：root
✓
1つの特権アカウント名を2名以上で共用
しない
✓
Guest用アカウントは無効化する

✓
✓

従業員番号
従業員コード

＜パスワードに使う文字＞
✓
12文字以上
＜パスワードの管理＞
✓
ロックアウトの閾値は3回、時間は6時間
に設定する

＜パスワードに使う文字＞
✓
10文字以上
＜パスワードの管理＞
✓
ロックアウトの閾値は5回、時間は1時
間に設定する

✓

✓
利
注用
意時 ✓
点の

作業申請を出し、承認された作業のみでア
カウントを利用する
利用時は常に2名以上で作業を行い、ダブ
ルチェックできる体制で利用する

✓

保守業者等へ貸し出す際には、専用の特権
アカウントを提供する。また作業後はアカ
ウントの削除、またはパスワードの変更を
行う。

そ
の
他

✓

個人の責任により管理し、業務で利用
する

✓

第3者へ貸し出す際はユニークなアカウ
ントと必要な権限のみ付与し、作業終
了後は削除する

アカウントは人事異動や退職により変更が発生します。特に退職後はアカウント削除などを実施
することが求められます。
役割の変更を実施

アカウントの削除

閲覧が可能
ユーザーアカウント
人事異動
閲覧不可

役割A

退職
アカウント削除
アカウント削除は退職日退勤後に行う
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アクセス権レビュー

役割B
アカウント貸与が適切か確認

認証管理

本人の認証において現在広く利用されているのが、パスワードによる認証です。最
近では、パスワードと他の要素を組み合わせて２要素認証などが推奨されています。
セキュリティの担当者としては、識別・認証・認可の違いや認証方法の違いを理解し、
各システムにおける重要度などを加味した認証の仕組みを検討することが重要です。
識別・認証・認可の違い
ユーザーがログインを行う過程には、以下のような意味合いがあります。

認証
パスワード等を用いて
許可された本人である
ことを表す

認可
認証された者が行うこ
とのできる操作の範囲
を決定する
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識別
ユーザーID等を用いて、
自身が誰であるかを表
す

認証方法の違い
認証の目的は、本人しか知り得ない・持ち得ない情報をもとに本人であることを特定すること
です。
知識による認証

持ち物による認証

知識による認証の代表例
はパスワードです。自分
が覚えていること、知っ
ていることで本人を特定
します。

持ち物による認証の代表
例はICカードや鍵などで
す。持っているというこ
とで本人を特定します。

生体による認証

生体による認証の代表例
は指紋や虹彩などです。
自身の体の一部を利用し
て本人を特定します。

生体認証の情報が流出した際には指紋を変えることはできませんが、パスワードであればすぐに変更
することが可能です。３つの認証方法に基本的には優劣はありません。利用するシステムやシステムで
利活用・保存される資産などにおいて決定することが望ましいと言えます。また、これらの認証方法を
複数組み合わせた認証方法を多要素認証と呼びます。多要素認証も様々な内容がありますので、検討が
必要です。
9

認証管理

安全な環境が無くなっている今日、認証は自身を証明するものであり、セキュリティ担当者とし
ては、認証情報が真正性を担保するものになります。利用するシステムの重要度に合わせた認証方
法を検討しましょう。
社内へのVPN接続

グループウェア

外部からのアクセスと
なるため、常に2要素認証
で認証を行う

初回のみ2段階認証を求
めるが、同日中に同じ場所
からのアクセスは、パス
ワードのみで認証を行う

VPN接続後アクセスできる
ファイルサーバ

アクセス制限がすでにか
けられているので、パス
ワードのみで認証を行う
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一般的にログインという行為には、識別と認証が確認されて成功となります。そのため、認証ロ
グを適切に確認し管理することで外部からの攻撃の可能性などに気づくことになります。
認証ログの一元管理

認証ログの個人確認

認証ログとは、ログイン試行の成功・失敗の
ログです。例えばログイン試行が一定期間内
に大量に発生することは、リスト型攻撃が発
生している可能性があり、対処が必要です。

最近では、日常的にログインされる場所以外
から発生した時に、メール通知されます。こ
れに気づくことにより直ちにセッションの切
断や認証方法の変更の対応をすることで、被
害の影響を小さくすることが可能になります。

閾値とは、境界となる基準の値です。例えばリスト型攻撃・DDoS攻撃は何を持って攻撃と判断し
対応するのか基準を決めておくことで、インシデント対応がスムーズになります。

30
25
20
15
10
5
0

閾値を超えたため、インシデントと
して対応を行う
閾値 ＝ 15

XX:XX
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XX:XX

XX:XX

Aユーザーのアクセス回数

XX:XX

XX:XX

Bユーザーのアクセス回数

XX:XX

XX:XX

XX:XX

Cユーザーのアクセス回数

認証管理

パスワードに代わる認証手段として期待される認証技術としてFIDO（ファイド）というものが
あります。
FIDO認証の仕組みの概要
１、サービス利用のためログイン施行

３、認証を要求

２、正しいユーザーの証
明として署名を要求

４、生体認証など

６、署名を送付

5、秘密鍵を使っ
て署名を作成

7、公開鍵で
署名を検証

パスワードのような情報をサービスを提供する側で保持をしないことが最大の特徴となります。
FIDOでは秘密鍵と公開鍵を利用して署名を検証することで認証を行います。署名を作成するための作
業として、デバイスで生体認証などを行ないますが、この生体属性情報をサービスログインの認証では
利用しないため、サービス提供事業者側に情報を保有する必要がなくなるというメリットがあります。
また、利用者側も情報を提供する必要がなくなります。また、端末を紛失したとしても、署名を作成す
るための作業となるデバイスでの生体認証に失敗するため、署名作成が行えず、安全性が高い認証方式
と言われています。
これらが利用できるシステムでは、パスワードよりも積極的に利用することが推奨されます。ただし、
現状ではパスワードと並行した運用となっているケースもあります。サービス仕様をよく理解したうえ
で利用していきましょう。

最近では、スマートフォンの普及に伴い、
生体属性を利用するシーンも多くなりました。
生体属性の場合には、「本人が誤って拒否さ
れる場合」「他人を誤って受け入れてしまう
場合」が存在します。一致率を高く設定しす
ぎると本人を拒否する率が高まり、低く設定
しすぎると他人を受け入れてしまう可能性が
高まります。
これらの特性を理解し、対象のシステムで
どのような認証方法を利用するかを考えま
しょう。
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８、ログイン完了

ミニワーク
～考えてみよう～

ミニワークテーマ

Day7

アカウント管理方法について、自社で行っている良いと思う
取組や、改善したいと思う取組を考えよう
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ネットワーク構成を検討する

会社のインフラ環境はバックオフィス系業務を行う基幹システムや事業系システム
など複雑化しています。特に最近ではクラウドと自社の建物内に存在するシステムが
混在する環境のため、セキュリティの適用範囲が広範囲になります。

本書で想定する企業システム環境

インターネットに保有するシステム環境

バックオフィス系基幹システム

IaaS環境

SaaS環境
リモート接続環境
事業系システム

インター
ネット

Day7

外部環境

DMZ

インターネット空間

企業内に保有するシステム環境

システム構成やネットワーク構成を正しく作成し、管理することはセキュリティを向上させる
ために非常に重要です。構成を正しく把握できていないと、攻撃の影響範囲の推測ができず、被
害が大きくなる可能性があります。
物理的な構成
Port23

Port24

Port1
Port2
Port2

ケーブルの物理
接続の状態を記載
Port1

Port1
Port1

Port2
Port2

物理・論理ネットワーク
を正しく理解する
ネットワーク構成図は、
物理的な配線形態を表す物
理構成図と、ネットワーク
の論理的な接続を表す論理
構成図に分かれます。通信
の可否の状況を確認する際
は、論理ネットワークにつ
いても確認を行いましょう。

Port1
Port1

論理的な構成

色が同じところ
は通信が可能

同じ機器だが、
赤と青では通
信をさせない
設定が可能
冗長性を確保し可用性を
高める
冗長とは、障害が発生す
ることに備えて、予備の設
備などを平常時から運用し
ておくことです。ただし、
予備の設備のメンテナンス
をおろそかにすると、切り
替わったタイミングでセ
キュリティ機能が弱まるた
め注意が必要です。

影響範囲を特定し対応
計画を検討する
拠点間をVPNなどで接続する
場合には、論理ネットワーク
上は一つのネットワークに所
属していることになります。
影響範囲を正しく理解し対策
をしましょう。

13

ネットワークで防御を行う

現在の多くのサービスはネットワークが主に利用されます。ネットワークで防御を
行い、攻撃を検知していくことが求められます。

Firewall
主に、IPアドレスやポー
トを判断材料として不正と
思われる通信やアクセスを
防ぎます。インターネット
との境目に設置されること
が多い製品です。

IDS /IPS

WAF

IDSは不正侵入検知を行い
ます。IPSではこれに加えて
防御を行えます。IPS・IDS
は通信の中身（パケット）
の内容を監視し不正アクセ
スを検知します。バッファ
オーバーフロー攻撃など攻
撃コードを送りつける通信
を検知できます。

Web アプリケーションに
対する攻撃を防ぐことに特
化しています。SQL イン
ジェクションやクロスサイ
トスクリプティングなど
Web特有の通信に対して、
検知・防御できます。

Day7

※UTM(Unified Threat Management：統合脅威管理)とは・・・
ファイアウォール、アンチウイルス、IPS/IDSなど複数のセキュリティ対策機能を１つのハード
ウェアに統合した製品をさします。そのため、UTMを利用していると聞いた際には、どのような機
能が含まれた製品であり、何の機能を有効にしているか確認する必要があります。
セキュリティ強化の一環として、「UTMを導入している」から「UTMを導入し、〇〇と△△の機
能を利用している 」と説明できるようにしていきましょう。

近年では攻撃も巧みになり、防御だけではなく検知の強化も重要になってきています。誰が、ど
の端末から、どのデータに対してアクセスしているかなどを把握する仕組みを用いることが重要です。
特にインターネットの境であるUTMでは、インターネットへの通信ログは取得できますが、社内やクラ
ウド環境内のログを取得することはできません。これらに対応した検知の仕組みを導入することも重要
です。
バックオフィス系基幹システム

IaaS環境

通信ログの監視
を行い異常を
早期発見する

攻撃を検知するためには、ファイルへのアクセス・移動、機器の設定変更などを検知することが
重要です。また、可用性の観点から、各機器が正常に動いているかを把握することも重要です。通
信の監視と合わせて各機器の異常を早期に発見できるようにしましょう。
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LAN分割による対策

ネットワークセキュリティにおいてLAN分割という選択が可能です。人事や総務な
どを有するバックオフィス系基幹ネットワークとサービス開発・提供を行う事業系
ネットワークを同じルールにすることには限界があります。LANを分割しそれぞれに
適したルールを設けることで、DXを加速させそれぞれのLANに合わせた対策をとるこ
とができるようになります。

LAN環境を分割することにより、影響範囲を各LANの中に抑える効果があります。また、それぞ
れのルールで運用ができるため、DXなどを加速させることが期待できます。
バックオフィス系基幹システム

Day7

事業系システム

共通サーバ

バックオフィス系基幹システムと事業系システムをあえて相互に通信できないようにすることで、問
題発生時の影響を最小限にとどめることができます。また、ファイアウォールで各LANに対する通信ポ
リシーを設定することで、それぞれのLANに最適なセキュリティを整えることにつながります。

従業員30名程度のある会社では、
セキュリティの一環として、社内業務
従事者環境と事業部門従事者環境を物
理的に分断して利用しています。それ
ぞれの特性を考慮した結果このような
形になりましたが、業務における大き
な影響は出ていません。また、社内業
務従事者環境と事業部門従事者環境の
ファイルのやりとりなどはクラウドを
利用しています。クラウド利用の浸透
にもつながり、結果的に利便性の向上
にもつながりました。

事業系システム

バックオフィス系基幹システム
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ミニワーク
～考えてみよう～

ミニワークテーマ

Day7

FWやUTMなどで現在行っている自社のセキュリティ対策に
はどのようなものがあるか考えてみましょう。
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サーバ防御

サーバとは、サービスや機能を提供する側のコンピュータの総称です。現在のサー
バは仮想化されていることも多く、管理が複雑になっています。また、最近ではサー
バがクラウド環境に配置されているということも珍しくありません。

自社の建物内にサーバがある場合には、サーバ本体だけでなく、設置場所のサーバルームやサー
バを設置するラックなどにも配慮することが求められます。
サーバの設置場所としては、外部の人間や権限のない社
員、職員が容易にサーバに近づけないような情報セキュリ
ティ上の問題がない場所であるかどうかを検討します。特
にサーバルーム（またはサーバラック）は、防犯カメラの

Day7

設置や生体認証の導入など、他の執務エリアよりもセキュリ
ティ対策を強化することも重要です。また入退室（または開
閉）の記録をとり、管理することもセキュリティを高めるた
めには重要となります。入退室や利用のルールを定め文書化
していくことがセキュリティ担当としては求められます。

最近では、自社の建物内にサーバを置かず、IaaS（Infrastructure as a Service）を利用しサー
バを構築するケースも増えています。設置する環境や利用するクラウドサービスの特性を理解し、
提供ベンダーとの責任分界点を明確にしてセキュリティ対策にあたることが求められます。
構成

オンプレミス

IaaS
（Infrastructure as
a Service）

データ・ユーザー
情報

SaaS
（Software as a
Service）
ユーザー

ユーザー

ソフトウェア
アプリケーション
ミドルウェア

PaaS
（Platform as a
Service）

ユーザー

ユーザー

OS

事業者

仮想化ソフト

事業者

OS
ハードウェア

事業者

オンプレミス型の場合にはハードウェアから管理をする必要があります。IaaSの場合、クラウド
とはいえOS管理やミドルウェアの管理が必要です。クラウド事業者の対応範囲を明確にし、保守
業者としっかり会話をしセキュリティ対策を進めることが重要になります。また、近年ではクラウ
ドの設定ミスにより情報が公開されてしまうという事件も多くなっています。データを格納してい
るフォルダの公開設定の間違いや、データの保存先の間違いなどはユーザー責任となりますので、
注意しましょう。また、SaaS型の場合でもデータやユーザー情報はユーザー側で管理します。そ
して、事業者の管理が多い場合、事業者の作業ミスなどの影響を受ける可能性がありますので、リ
スクとして認識し、業者選定などは慎重に行う必要があります。
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データ保護

資産の多くがデータ化されている今日において、データ保護は重要なセキュリティ
対策となります。

企業が保有する情報を常に暗号化しておけば情報漏えいの対策として有効です。ウイルス感染な
どに伴う、社内のサーバやデータへの不正アクセス、悪意のある社員による持ち出しがあったとし
ても、暗号化された情報を読み取ることはほぼ不可能になります。ただし、鍵となる情報がわから
なくなると所有者ですら読み取ることができないため注意が必要です。
非暗号のファイル
誰でも内容を確認できる

復号化しないと確認できない

Day7

暗号化したファイル

データ損失防止（DLP）は、データの流出や破壊を検出して防止するための対策です。機密情報
を自動的に特定し、社外への送信や印刷出力をブロックすることが可能になります。
代表的な機能
• 印刷制限機能
→ データのコピー、印刷、画面キャプチャなどの操作を制限します。
• コンテンツ監視機能
→ 機密情報を特定し、操作をリアルタイムに監視します。
• メールセキュリティ機能
→ 機密情報を特定し、本文あるいは添付による転送を強制的に禁止します。

パソコンでもデータ保護を行うことが重要です。最
近のパソコンにはストレージを暗号化する機能が標準
で備わっています。
PCを紛失した場合、同じ型のパソコンでストレージ
を読み取ることができてしまう可能性があります。こ
の対策として、HDDを暗号化することで情報流出を防
ぐことが可能となります。
この機能はあくまで別端末にHDDが接続された際に
有効になるため、通常利用しているときに利便性が下
がることはありません。
18

廃棄された
サーバ

HDDを別端末に接続して
も暗号化されていてデー
タにはアクセスできない

暗号化
された
HDD

バックアップの取得

情報資産が攻撃にあわないように防御をすること、攻撃にあっても気づけるように
検知をすることはもちろん重要です。しかし、攻撃にあわないという保証ができない
今日では、バックアップをとり、復旧できるようにしておくことも重要です。

バックアップと言っても考慮する点は多岐にわたります。
■物理的な隔離
オフラインバックアップであれば、バックアップ媒
体を遠隔地に輸送して保管します。オンラインバッ
クアップでは遠隔地にあるストレージにバックアッ
プを実施します。これらの方法は特に災害リスクへ
の対策となります。

業務用
サーバ

バックアップ
サーバ

■ネットワーク上の隔離
オンラインでバックアップを実施する場合は、サイ
バー攻撃リスクを考慮して、バックアップ先はネッ
トワーク的に分離できることが重要です。安易に同
一ネットワーク上にバックアップシステムを接続す
ると、共倒れのリスクが高まります。

Day7

■自動暗号化保存
バックアップ先にクラウドサービスを利用する場合
に、バックアップ先からの情報漏えいリスクを防ぎ
ます。復号化に必要な鍵は安全に保管する必要があ
るのはもちろんです。

バックアップ
サーバ

業務用
サーバ

出典：総務省
バックアップの推奨
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_10.html

バックアップの保存期間を長期にすれば古い情報まで保存できますが、ストレージの費用が高く
なります。目的や事業特性を意識した、バランスを整えた設計が必要になります。

バックアップは、もしもの時に復旧できなければ意味があ
りません。バックアップしたものから復旧できることが重要
になります。もしもの時に復旧手順がわからないということ
がないようにする必要があります。
復旧手順の確認は手順書の確認だけでなく、実際に復旧ト
レーニングまでできると確実です。セキュリティ担当として
のトレーニングに加え、万が一の時に備えておくことが重要
です。

バックアップ

業務用
サーバ

復旧 バックアップ
サーバ
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ログの取得と説明責任

攻撃にいち早く気づき、被害状況や影響範囲の調査などの事後対応を効果的に行う
ためには、ログの取得と保管が重要になります。情報システム内で何が起こっていた
かを後から追跡調査を行い、事故の原因究明や、対策を導き出すことにつながります。
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ログの具体的な例としては次のものが挙げられます。
通信ログ

取得ポイント

ログの種類

ファイアウォールを通過または拒否された通信ログ

ファイアウォール

通信

IDSやIPSが監視した通信のログ

IDS・IPS

通信

DHCPサーバがパソコンにIPアドレスを割り当てたログ

DHCPサーバ

システム

ファイルサーバへのアクセスのログ

ファイルサーバ

アクセス

ファイルの参照や、編集などの成功や失敗のログ

ファイルサーバ

システム

情報システムへのログイン、ログアウトなど認証のログ

情報システム

システム

Webサーバへのアクセスのログ

Webサーバ

アクセス

Webプロキシサーバが中継した通信のログ

Webプロキシサーバ

通信

パソコンの監査のログ

パソコン

システム

ログには、誰と誰がいつどのような内容の通信を行ったか、という情報が記録されています。
また、企業秘密に関する情報や、電子メールの内容、利用者が入力した個人情報などがそのまま
含まれている場合もあります。ログは機密情報であるということを理解し、取り扱いには十分な
注意が必要です。
出典：総務省
「ログの適切な取得と保管」をもとに作成
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/business/business_admin_22.html

ログ保存期間に注意
ログ保存期間が短いと調
査可能期間も短くなります。
数ヶ月程度は保存されてい
る状態にしましょう。
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ログの保存先に注意
ログは取得機器ではなく、
別サーバに保存することで、
対象機器に不正アクセスが
あった際に、証拠隠滅をさ
れる可能性が下がります。

ログの操作に注意
ログの消去等が誰でもでき
てしまうと、不正アクセスの
際に証拠が隠滅されてしまう
可能性があります。アカウン
ト権限に注意しましょう。

説明責任とは、「担当や権限を持つことに対して、詳細な説明を行うこと」です。セキュリ
ティ担当者の場合は経営層に自社のセキュリティ状態を説明するようなケースが想定されます。
また、セキュリティ責任者の場合には、セキュリティ事故発生時など、経緯や被害内容・再発防
止対策などを顧客や関係者に知らせる説明責任があります。
正しく説明責任を果たすためには普段からログを取得し、システムの記録を残しておく必要が
あります。経緯を把握するためには、どこからウイルスが侵入したのか？（メールの記録やFWの
通信ログなど）、ウイルス実行によりシステム上でどのような動作があったのか？（パソコンの
システムログなど）、どのデータにアクセスされたのか？（データのアクセス操作ログなど）と
いったことを知る必要があります。それぞれの記録としてログを取っておくことで、セキュリ
ティ事故などの時に報告書に正しく記載でき、関係者が納得する説明をすることができます。

システムの役割に応じた
技術的な対策
DXが進む中で、セキュリティは社内に限定するものではなくなりました。事業部門
がサービス提供用のシステムを持つことも多くなり、事業システムと社内システム双
方のセキュリティを考える必要性が出ています。

社内業務従事者環境

事業部門従事者環境
主にお客様へサービスを提供するための環
境。社内の規程を適用するが、サービス提供
にあたって社内規程では不都合が出やすい。

社内業務環境に適用されている
社内規程の例

社内規程を事業部門環境に適用した場合に発生
する問題点の例

社内からのリモートアクセスを行う通信の禁止

サービス適用のためのサーバをメンテナンスす
るためにリモートアクセスを許可する必要があ
る

許可のないクラウド利用の禁止

お客様とのやりとりにおいて、お客様の都合に
合わせたクラウドでのファイルのやりとりをす
る必要がある

許可のないソフトウェアの利用の禁止

開発をするために、ソフトウェアやアプリケー
ションをインストールする必要がある

Day7

主に人事や総務、経理といったバックオ
フィス部門が利用する環境。社内のセキュ
リティ規程やルールが適用される。

事業部門のDX化が進んでいくと、社内規程を事業部門環境に適用していくことが難しくなる
ケースがあります。この場合、事業部門環境に即した規程を定め運用していくことが必要です。

基本方針は全社で統一

目的実現に沿った対策基準

対策基準に沿った手順
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クラウドサービス利用時の
セキュリティ対策
近年はクラウドを中心とした社内インフラの構築やサービスの利用が増えています。
今までの社内を前提としたセキュリティ対策から変化が必要です。

クラウドサービスの利用といっても大きく２つのパターンに分かれます。それぞれの特性を意識し
て、対策を検討しましょう。
◆会社の基幹システムの一部をクラウド上に構築している場合

主な注意点
・クラウド環境へアクセスするためのアカウント管理
・構築したサーバやシステムの管理・OSやアプリケーションの脆弱性の管理
・公開範囲などの設定管理・保守業者の管理
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◆各種クラウドサービスを利用している場合

主な注意点
• 各クラウドのアカウント管理
• クラウドサービス事業者の委託管理

A社
サービス

C社
サービス

B社
サービス

D社
サービス

主にSaaS型のクラウドサービスを利用している場合には、データがどこに保存されるかについて
も注意を払う必要があります。
A社
サービス

C社
サービス

B社
サービス

D社
サービス

データ保存先：日本

データ保存先：海外

クラウドサービスを提供する事業者の中には、海外にデータセンターを保有している場合が
あります。この場合、設置先の国の法制度が適用されることになり、予期せぬトラブルに発展
する可能性があります。また、業務従事者のセキュリティ意識なども変わる可能性があるため、
国内のみで利用するような場合には、国内にデータセンターがある事業者を選ぶと安心です。
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クラウドサービス利用時の
セキュリティ対策

拠点環境とクラウド環境は併用され、働く場所は多様化しています。自社集約して処理するのではなく、
端末側(エッジ側)に一番近い環境でネットワークやセキュリティを処理するという考え方が提唱されてい
ます。
A社
サービス

社内基盤
IaaS

インター
ネット

A社
サービス

拠点・各クラウド
環境で個別にネッ
トワークとセキュ
リティを対応

拠点

社内基盤
IaaS

インター
ネット

端末側(エッジ側)に一番近い環境
でネットワークやセキュリティを運用

リモート

拠点

リモート

端末側(エッジ側)に一番近い環境でネットワークやセキュリティを運用することで、従来個別に対応し
ていたものが一元的に管理されます。そのため、運用負荷が減る効果が期待できます。
機能が包括的に提供され一元
管理しやすい

通信遅延の低減

セキュリティルールの維持

ネットワークやセキュリティ
の機能が端末側(エッジ側)に一
番近い環境に集約されます。
拠点や各システムでネット
ワークやセキュリティの管理
が軽減されます。

ネットワーク遅延などが発
生しないようにネットワーク
管理を行う必要がある中、端
末側(エッジ側)に一番近い環境
の中で最適な帯域や通信経路
を確保できます。

それぞれの環境でセキュリ
ティルールを導入する必要性
がないため、統一されたセ
キュリティルールが適用され、
セキュリティの維持向上の効
果が期待できます。

機能

特徴
セキュリティ制御を行うための代表的な機能とその特徴

SWG
（Secure Web Gateway）

URLフィルタやアプリケーションフィルタ、アンチウイル
ス、サンドボックスなどの機能を提供するサービス。

CASB
（Cloud Access Security Broker）

各種クラウドサービスへの通信の可視化、データ流出等の
阻止、監視や制御、送受信するデータの暗号化を実現する。

ZTNA
（Zero Trust Network Access）

すべてのアクセスや通信を脅威とみなす考えのもと、ユー
ザーの端末やアイデンティティ管理を行い、アクセスの許
可を行う。

FWaaS （Firewall as a Service）

ファイアウォールの機能を提供するクラウド型のサービス。

ネットワーク制御を行うための代表的な機能とその特徴
SD-WAN
（Software Defined Wide Area Network）

拠点や社外のネットワークを最適化し場所を問わず快適な
通信を実現する。
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VPNなどで接続

リモートワーク時のセキュリティ対策

リモートワークを実施する場合、リモートワークの規程作り、リモートワークを行
うための環境作りが必要です。本ページでは、リモートワークを行うために必要な環
境について説明を行います。

Day7

リモートワークでは、社外に端末や情報資産が持ち出される前提に立ったセキュリティ強化
が求められます。そのため、管理方法をより強化した運用が必要です。

アクセス制限のポイント

主な認証ポイント

パソコン

パソコンへのログイン時

ファイアウォール

VPNなどの利用時

ファイルサーバ

サーバアクセス時

データ

データアクセス時

VPNとは、送信側と受信側がそれぞれ通信の処理を行うことで、第３者には通信が見えな
い仮想的なトンネルを形成して通信する仕組みです。この技術により、社外にいながらも、
あたかも社内にいるかのように業務をすることができます。
しかし、VPNでも脆弱性が報告されており、適切に対処しないと、VPNのIDやパスワード
が流出し、第３者が不正にVPN接続をしてしまうという危険性が報告されています。もし、
VPNのIDやパスワードが流出した場合、社内へのアクセスが可能となり、社内に保管されて
いる資産が漏えいするなどの危険性があります。
VPNで端末と社内ネットワークを接続

脆弱性へ攻撃を実施し、認証情報などを搾取する。その後、認証
情報を用いて、正規のユーザーを装ってVPNを接続する。
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リモートワーク時のセキュリティ対策

リモートワーク時に気をつけるべきセキュリティは多岐にわたります。また、リモートワークをど
のような方法で実現するかにより、各社気をつけるセキュリティのポイントが異なる点にも注意が必
要です。利用している方式を把握し、セキュリティ対策を実施しましょう。チェックリストは、中小
企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト）を確認しましょう。
該当するテレワーク方式の確認

会社支給
パソコン

個人所有
パソコン

する
オフィス
ネット
ワークに
リモート
アクセス

しない

クラウド
サービス
を利用

しない

オフィス
と同等の
業務
限定され
た業務

する
しない

VPN方式
リモートデスクトップ方式

セキュアブラウザ方式
クラウドサービス方式
スタンドアロン方式

Day7

する
データを
端末に
保存

出典：総務省
「中小企業等担当者向けテレワークセキュリティの手引き（チェックリスト） 」をもとに作成
https://www.soumu.go.jp/main_content/000816096.pdf

リモートワークを行う場合には、クラウドの利用やパソコン・資産の持ち出しなどが発生します。
また、認識されていないサーバやクラウドなどが利用されているケースも考えられ、脆弱性や意図せ
ず空いているポートを狙った攻撃の可能性を明確にすることの重要性は一層高まっています。
Attack Surfaceは、攻撃対象領域と言
われるもので、攻撃を受けうる可能性
（脆弱性を含む）があるネットワークや
サーバ、クラウド、ホスト、システムな
インターネット越し
外部公開されて
どを指します。 Attack Surfaceを把握し、
の資産
いるサーバ
それらに対処していく取り組みのことを
Attack Surface Management（ASM）と
攻撃対象の例
呼びます。
（Attack
Surface）
近年では、インターネットに面した脆
クラウド環境
サプライチェーン
弱なシステム自体が攻撃対象となること
資産
も多くなっています。攻撃対象領域を把
握し、攻撃に利用されないように対処を
していくことで、クラウドの利用をはじ
許可されていない
めリモートワークをより安全に実施する
クラウド環境
ことが可能となります。
IoT環境
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要件定義からセキュリティ担当
が関わる事例
セキュリティと運用はバランス良く。セキュリティはより上流から考える。
事業運営をしていると、既存のシステムではなかなか実現が難しいという事があります。そ
の場合、自社専用のシステムやアプリケーションを構築します。現在では、クラウド上に開発
を行うことも珍しくありません。
基幹システムのリプレースを行った2つの会社の事例を紹介します。両社とも、構築を担当
する会社と何度もミーティングを重ね、必要な機能や付随機能について検討をしてきました。
A社
セキュリティ担当が開発の企画の段階から積
極的に関わりシステム開発を進めました。シ
ステムを利用する部門から、開発への参加は
ありませんでした。

B社
セキュリティ担当は積極的には関わらず、シ
ステムを利用する部門の担当者を中心に進め
ていきました。

顧客管理
顧客情報更新・修正

Day7

機能要件

顧客へのメール送信

非機能要件

顧客管理
顧客情報更新・修正

機能要件

顧客へのメール送信

検索機能

検索機能

認証機能

レスポンスタイム

稼働率99.9%以上
ログ取得
タイムアウト機能

非機能要件

稼働率99.9%以上
画面操作性
視認性

A社ではセキュリティ担当が積極的に関わったため、セキュリティ機能が充実したシステム
になりました。対してB社では、担当部門が中心となったため、利用者が利用しやすいシステ
ムになりました。どちらの会社も特徴はあるものの業務をする上で必要な機能を持ったシステ
ムを開発する事ができました。しかし、どちらの会社もシステムを使っていくと問題も出てき
ました。
A社の問題点

B社の問題点

画面が見づらく、操作がしづらい

情報漏えいリスクが高い

A社が実施した改善策

B社が実施した改善策

一部システムの改修を実施

セキュリティ機能の充実化
運用におけるセキュリティ対策の実施

それぞれの会社で良い点悪い点がありました。この２つの会社はどうすればよかったので
しょうか？今回の２社の事例から、システム開発ではセキュリティ担当と利用者の両者がしっ
かりと意見交換しながら進めていく事が望ましいという事がわかります。最近では、セキュリ
ティバイデザインという考え方があり、企画・設計のフェーズからセキュリティ対策を組み込
んでいく事が良いとされています。また、セキュリティ担当としては、企画の段階から積極的
な関わりをしていくとともに、ユーザーの声を聞くことが大切です。しかし、守る所はセキュ
リティを優先するという強い意志も重要になってきます。何を守るのか、どうやって守るのか
を意識し対応をしていきましょう。
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変化に対応する技術的対策の事例

在宅ワークの環境を整える。
働き方改革という言葉をよく聞くようになりました。業務時間の短縮や生産性の向上など多
くの視点で語られていると感じます。特に、コロナの影響により、急ピッチでテレワークのシ
ステムを整えたという会社も多いのではないでしょうか？
ある会社では、コロナの流行がきっかけとなり、本格的な在宅業務へと舵を切りました。最
初は在宅ワークをするだけで精一杯でしたが、数年来の改善で業務効率も出社している時と遜
色無くなっています。
在宅ワークの環境変化（概要図）
在宅ワーク初期

在宅ワーク中期

VPN接続とリモートデ
スクトップを併用

現在の在宅ワーク

VPN接続
今後の環境

社内のパソコンにリモートデスクトッ
プをする事で作業をしていました。業務
はできていましたが、社内接続するため
の端末が直接インターネット接続できた
ため、情報漏えいのリスクがありました。
社内へのアクセスにVPNを利用し、通
信の安全性を高めました。またクラウド
サービスへは社内からアクセスすること
でファイル共有やコミュニケーションを
管理しやすくしました。ただし、クラウ
ドへのアクセスが技術的には個人端末か
らできてしまうことや、シャドーITの可
能性を無くすことはできませんでした。
リモートデスクトップ方式を廃止して、
PCがインターネットに繋がったら自動
でVPN接続を要求し、インターネットへ
の接続を制限しました。クラウドへもア
クセス制限をかけ、個人端末の利用禁止
も技術的に行えるようになりました。
今後は、増大したクラウドサービスの
一元管理を目指した、SASEなどのサー
ビス導入を検討しています。利便性とセ
キュリティの両方を高めていく予定です。

クラウドの一元管理
在宅ワークの環境を最初から理想の形とすることはなかなか難しいものです。しかし、生産
性を高め、働き方に選択肢を持たせるためには必要なことです。日々変わるデジタル環境にお
いて、それらを実現するためにセキュリティを考えることが大切であり、決して否定するため
のセキュリティにならないように意識することが重要です。
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リモートデスクトップ接続

技術的な対策について学んできた。セキュリティ担当として技術の理解は必要不
可欠だと感じた。現状は自分で機器を設定することはないけれども、緊急対応など
が必要になったら、機器操作などをするケースもあるかもしれない。
今までは保守会社に任せきりだったけれど、本来ならば自分たちで決めるべきと
ころが決められていないケースもあるのではないか？要件定義において、要件を詰
めるようなことも明確にはしてこなかった。そういえば、自分の会社のネットワー
クはどのような構成になっているのだろう・・・？全て自社で用意する必要性はな
いだろうが、外部を使う基準や自分達のやりたいことなどを自分達で伝えられない
といけない。
まずはネットワーク構成図を最新のものに更新していこう。現状の機器を最大限
に使いこなしながら、セキュリティ強化を目指していくのもいいだろう。足りない
機能などについては新しい機器の導入なども必要かもしれないが、その際には要件
をしっかり詰めて導入をしよう。自分の会社のことなのだから、自分たちで現状を
把握し、見直していくことが重要だ。

Day7

技術的対策を使いこなす
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時代と共に変化する認証
現在多くのシステムで認証の仕組みを導入しています。
認証の中でスタンダードとなっているものがパスワード
です。しかし、最近ではパスワードでの認証も限界を迎
えています。そのため、多要素認証が広く利用されるよ
うになりました。多要素認証と言ってもその方法は多岐
にわたります。
パスワードを入力した後にSMSで毎回ワンタイムパス
ワードが送られてくるシステムもあれば、端末を登録して
おけばワンタイムパスワードが不要なシステムもあります。
また、パスワードではなく、パスフレーズというものも存
在します。単語を複数組み合わせ、フレーズにして文字数
を多くすることで、セキュリティを強化するものです。
知識属性以外でも生体認証もスマートフォンを中心に利
用が広がっています。利用するシステムの重要性に基づい
て、どのような認証をしていくか検討することは、セキュ
リティ担当の大切な仕事と言えます。
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最近、普段と違う所からのログイン時にだけワンタ
イムパスワードを求められるといったことはありませ
んか？システムのアクセスログなどを分析し、ユー
ザーの行動パターンやアクセス端末など普段と違う場
合に追加の認証を求めるものです。普段と違う場合の
み追加認証が必要なので、認証の手間を軽減すること
につながります。認証が強化されると、覚えるパス
ワードが増えたり、一手間増える煩わしさを感じるか
もしれません。利用者の負担軽減も意識しながら認証
の仕組みは考えられています。

編集後記
現在主流となっているクラウドもここ10年程度で出現した技術です。ITやデジタルを取
り巻く環境はこの10年程度で大きく変わりました。小学生の時、Windows95が学校に導入
された1990年代当時から20数年が経ち、今ではプログラミングが授業で行われる時代とな
りました。それに合わせてインターネットを使った犯罪や事故も増え、セキュリティの必要
性も高まっています。非常に大きな変化の中で技術的な対策を進めて行くことは、学び続け
る姿勢や、学び直しといった日々の学習も重要になります。
今後も新しい技術が登場し、新しいリスクが登場してくることはほぼ間違いないのではな
いでしょうか？その中で新しいセキュリティ対策の方法も登場し、対策をとって行く必要が
あります。技術的な対策を使いこなしながらセキュリティ強化に取り組んでいけるように、
活動をしていきましょう。
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令和4年度
中小企業サイバーセキュリティ対策継続支援事業
セミナー7日目
みんなは何をしているの？
同じことしてればいいんでしょ？

