
ＶｏＩＰセキュリティから 

ＩＴセキュリティへ 
＜セキュリティデザイナ研修＞ 

２０１４年１２月１２日 
ＩＰＴＰＣ ＮＥＣ代表 

服部 高明 

ＩＰＴＰＣセミナ２０１４ 

ＶｏＩＰアドバイザ 

セキュリティ 
デザイナ 

無線LAN 
デザイナ 

ＶｏＩＰデザイナ 

ＶｏＩＰマスタ 

ＶｏＩＰ 
コンストラクタ 

ビジュアルコミュニ 
ケーションアドバイザ 

ＩＰＴＰＣ 資格体系 
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サイバーセキュリティの状況 

▌「サイバーリスクが米国が直面しているリスクの中で最も深刻だ」 
• “The cyber risk is among the most serious our nation faces today,” said Congressman Meehan.  
http://meehan.house.gov/media-center/press-releases/in-bipartisan-achievement-meehan-led-cyber-bills-pass-house 

 

 

▌ＩＣＴの進展 

エンドポイント数の激増 

クラウド 

▌攻撃の量と質の増大 

サイバーテロの出現 

セキュリティ確保 

▌保護すべき情報の増大 

マイナンバー 

個人情報 

▌経済の”デジタル”化 

Digital 

モバイル決済・Beacon・・・ 
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情報漏洩の状況 

▌想定外の情報漏洩 
http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/ 

▌忘れられる権利 

 

 

 

▌ＩＴの見直し 

 

最新データは上記URLをご利用ください 
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“Crime as a Service” 

▌Cybercrime の目的 

防御の突破 

金銭（知財・金銭奪取・転売） 

政治・軍事 

信条 

嫌がらせ・営業妨害（評判） 

サービス業 

 

▌従来型犯罪組織等へのサービス提供（障壁の大きな変化） 

ダウンロードすれば攻撃ツールが手に入る 

数万円で１日中Ｇｂｐｓ規模のＤＤｏＳ攻撃を仕掛けることが可能 

 

参考：The Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA), Europol 2014 

技 術 

目 的 

財 力 
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利用者とエンドポイントの動向 

▌ミレニアム世代が労働力の３６％ 

▌コンシューマライゼーションの継続 

利用上のミス（例：暗号化） 

ＢＹＯＡ・ＢＹＯＣ 

▌家電・制御機器・自動車・ＩｏＴ 

BYOA: Bring Your Own Application  
BYOC: Bring Your Own Cloud 
BYOD: Bring Your Own Device 
CYOD：Choose Your Own Device 
 

▌ＢＹＯＤ・ＣＹＯＤ 

 シャドーＩＴ と 
▌従業員は勤務成果を高めるために、
組織の対応に関わらず、モバイルの
端末・アプリを仕事に使う 

▌モバイルマルウェアの変化スピード 

▌多層防御策のスピード 
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サイバーセキュリティに関するグローバルな動き 

▌10月「情報セキュリティ国際キャンペーン」 
European Cyber Security Month 

National Cyber Security Awareness Month 2014 

▌捜査当局にとっての最大の課題は、有効な国際
的連携（捜査当局の力が弱い国発で、サイバー犯罪は
国境を越え易い） 

Europol（欧州刑事警察機構）にJ-CATが2014年9月1日発足 

• 墺・加・独・仏・伊・蘭・西・英・米、民間・他の政府機関との連携 

• 「マルウェア開発者は、全世界で100人程：“kingpins”」 
－Ｊ-ＣＡＴが米露等と連携捜査 

▌ＩＯＳＣＯ（証券監督者国際機構）会長等 

“システミックリスクは、信用破綻からではなく、サイ
バー空間から” 

▌世界経済フォーラムでは５番目のリスク 

31のグローバルリスク 

内閣情報セキュリティセンター 「国民を守る情報
セキュリティサイト」
http://www.nisc.go.jp/security-site/ 

J-CAT：Joint Cybercrime Action Taskforce 
“Only 100 cybercrime brains worldwide says Europol boss” 10 October 2014  http://www.bbc.com/news/technology-29567782 

http://www.bbc.com/news/technology-29567782
http://www.bbc.com/news/technology-29567782
http://www.bbc.com/news/technology-29567782
http://www.bbc.com/news/technology-29567782
http://www.bbc.com/news/technology-29567782
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ＥＵのサイバー施策 

▌2020年に向けた”Digital Agenda for Europe （ＤＡＥ）” 

世界に冠たるデジタル社会を実現し、ＧＤＰ・雇用増をもたらす 
Digital Single Market・EU cyber-security strategy and Directive 

▌ＣＢＥＳＴ（金融機関向け侵入テスト） 

CRESTがBank of England等とCBESTを共同開発 

▌欧州最大規模の訓練 

2014年10月30日、CERT・政府機関・電話会社・エネルギー企業・金融
機関・ISPの対応力をENISTAがチェック 
29か国200以上の機関、400人以上のセキュリティ専門家が参加 

▌ＵＫ主要銀行は２年以内にサイバー攻撃のテストが義務 

Operation Waking Shark II を2013年11月に実施（2年ぶり） 

▌ＵＫのスマートメータに過小請求リスク 
2020年迄に5000万台のスマートメータが3000軒の家庭に設置予定 
IOSCO：International Organization of Securities Commissions 通常イオスコ 
CREST：Council for Registered Ethical Security Testers. Bank of England, Her Majesty’s Treasury, Financial Conduct Authority等から構成される 
ENISA：European Network and Information Security Agency 欧州ネットワーク情報セキュリティ庁 
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ＵＳＡにおける監査例 

▌連邦政府機関のセキュリティ管理について毎年監査 

FISMA（連邦情報セキュリティマネジメント法） 

センシティブな情報に接することができる要員に
ついての法定のバックグラウンドチェック漏れ 

• 連邦レベルのサイバー要員の１/３がコントラクター 

• 国務省・運輸省で、サイバー要員のバックグラウンド調査
がないままコントラクターが業務を遂行 

ＩＲＳのコンフィグ管理と
Identity and Access 管理が
ＤＨＳガイドラインを満たしてい
ない 

ＩＲＳは、ＩＴセキュリティリスクを
適切にマネジメントしていない 

 

DHS: Department of Homeland Security 
IRS:  Internal  Revenue Service 
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ＪＣ３ （Japan Cybercrime Control Center） 

▌日本版NCFTAの創設  
「一般財団法人日本サイバー犯罪

対策センター（ＪＣ３：Japan Cybercrime 

Control Center）」、2014年11月13
日付けで業務を開始 

▌NCFTA(National Cyber-Forensics & Training Alliance) 

1997年創設。One Team, One Goal を
掲げ、FBI等の法執行機関、民間企業、
学術機関を構成員として米国に設立さ
れた非営利団体 

サイバー犯罪に関し国内外の関連組織
（法執行機関、民間企業・学術団体等）
とパートナーシップ協定を締結し、グロー
バルな犯罪捜査とトレーニングを実施 

設立以来300を超えるサイバー犯罪の
対処に貢献 

ＩＳＡＣ （Information Sharing and Analysis Center） 

▌一般社団法人 金融ISAC 
2014年8月1日設立。金融機関間のサイ

バーセキュリティに関する情報を共有するた
めの組織 

10月29日、金融機関共同サイバー演習
「Marunouchi Dawn1」をJPCERTと協働実施 

▌ＩＳＡＣ：産業毎の重要インフラについての

物理・サイバーセキュリティのための組織 

国家インフラの９０％以上を民間が所有 

大統領令63号により、米国重要インフラの
物理・サイバーセキュリティとＤＲを目的に関
連組織との連携をとりながら諸活動（情報共
有・対策検討等）を行う 

１７のISAC 

Financial Services ISAC (FS-ISAC)：
4,200を越えるメンバーを有し、銀行・信用
組合の99％以上、証券業の85%以上、保
険業の50%以上をカバー 
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我が国のサイバーを巡る状況と施策 

▌インシデントの急増：安心・安全に天賦感があるが・・・ 

2013年のインシデント報告件数は、2011年の４倍 

2014年上期のバンキングマルウェア被害は、2013年通年を上回る 

▌日本のWebサイトなんだけど・・・ 

▌自動翻訳の発達による日本語の壁の低下 

 

▌サイバーセキュリティ基本法の制定と部分施行 

▌ＪＣ３（Japan Cybercrime Control Center）の稼働 

「世界一安全な日本」創造戦略の「第１」 

▌大規模サイバー攻撃対処訓練(2014) 

▌国際連携・官民連携の進展 

▌情報セキュリティリスクの有価証券報告書等での開示（検討中） 

 

(1) JPCERT/CC インシデント報告対応レポート 
(2)警察庁 「平成26年上半期のインターネットバンキングに係る不正送金事犯の発生状況について」 

(1) 

(2) 

第２：テロ 

第３：再犯防止 

第４：組織犯罪 

第５：安心安全 

第６：不法滞在 

第７：治安基盤 

日経新聞12月10日朝刊１面 
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“セキュリティデザイナ”の価値 

“セキュリティ人材”
の育成にどのように
役立つのか？ 

▌このような変化の中で                  
ＩＰＴＰＣ“セキュリティデザイナ”の価値は何か？ 
 



Page 15 © NEC Corporation  

ＩＰＴＰＣのセキュリティへの取組み 

▌2002年 ＩＰＴＰＣ資格制度（VoIPアドバイザ、VoIPデザイナ）開始 

▌2006年 “セキュリティデザイナ”（当初「VoIPセキュリティ」）研修・資格開始 
隔年で改訂（08年, 10年, 12年） 

攻撃機会 

レガシー：クローズドな環境 VoIP：オープンな環境 電話のIP化 

SIPアプリ 

OS 

テレフォニーサーバ 

攻撃者 

無線IP電話 データ系 
装置 

インター 
ネット 

他拠点 

SIPサーバの 
セキュリティ対策 

データNWと 
音声NWの共存 

SIPプロトコルの 
セキュリティ対策 

インターネット 
セキュリティ対策 

OSの 
セキュリティ対策 

無線LAN 
セキュリティ 

IPネットワーク 
のセキュリティ課題 

VoIPシステム特有 
のセキュリティ課題 

多機能電話 

ソフトフォン 

▌ＶｏＩＰに必要なセキュリティ課題 と ＩＰネットワーク共通のセキュリティ
課題を習得します 
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“セキュリティデザイナ”の学習内容 

▌セキュリティ技術の多くのトピックをカバーします 

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構）  「情報セキュリティマネジメントとPDCAサイクル」の図を元にNEC改変  http://www.ipa.go.jp/security/manager/protect/pdca/risk.html 

音声・データ系統合NW構築（NW分割、優先制御) 

SIP・RTP 
暗号化 

SIP 
不正利用対策 

要塞化 要塞化 

不正利用 

なりすまし 
不正アクセス 

不正侵入 

マルウエア 

（検疫・駆除） 

改竄 

書き換え 
盗聴 情報漏洩 サービス妨害 

ネットワーク・ 

セキュリティ 

クライアント・ 

セキュリティ 

サーバ・ 

セキュリティ 

侵入検知システム（IDS)/侵入防御システム（IPS) 
通信暗号化 

(IPsec・IP-VPN） 

ファイアウォール（パケットフィルタリング） 

デジタル署名 アクセス制御/デバイス認証 WLAN（認証・暗号化） 

DoS/DDoS 

対応（フィル
タリング） 

Fake AP 

セキュリティ・パッチ/フィッシング対応/URLフィルタリング 

個人認証 
パーソナル 

ファイアウォール ウイルス 

駆除 

ファイル 

暗号化 

スパイウエア/アドウエア対応 
SPAMメール

対応 

PC認証 メディア管理/プリンタ制限 

検疫ネットワーク/シンクライアント化/シンクライアントの導入 

ユーザ認証 アクセス制御/権限管理 バックアップ 負荷分散 

セキュリティ・パッチ（適用・逐次更新）・セキュアなWEB開発 
ログ管理 

メール・MSG 
スキャン 

DBMS暗号化 

DoS/DDoS 

対応（NDS,パ
ケット制御） Trusted OS/ Secure OS ウイルス検疫 

改ざん検知・ 

防止 

侵入検知システム（IDS)/侵入防御システム（IPS) 通信暗号化 

ファイアウォール（パケットフィルタリング） 

デジタル署名 アクセス制御/デバイス認証 WLAN（認証・暗号化） 

DoS/DDoS 
対応（フィル
タリング） 

Fake AP 

セキュリティ・パッチ/フィッシング対応/URLフィルタリング 

個人認証 
パーソナル 

ファイアウォール マルウエア 

駆除 

ファイル 

暗号化 

スパイウエア/アドウエア対応 

PC認証 メディア管理/プリンタ制限 

検疫ネットワーク/シンクライアント化/シンクライアントの導入 

ユーザ認証 アクセス制御/権限管理 バックアップ 負荷分散 

セキュリティ・パッチ（適用・逐次更新）・セキュアなWEB開発 
ログ管理 

DoS/DDoS 
対応（NDS,パ
ケット制御） 

マルウエア 
検疫 

改竄検知・ 
防止 

対応範囲（VoIP) 

対応可能 

対象外 

対応範囲 凡
例 
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例： [インシデント① 不正使用] と学習内容の確認  

▌攻撃事例から防御手法まで具体的に学習 

具体的な 
脅威と対策 

リスクと 
対策 

2章P.23 

システムへの 
攻撃箇所の理解 

攻撃手法と被害、 
対策方法の理解 

具体的な脅威の記載 

「不正利用」に関する攻撃
手法・影響の理解 

2章P.25 

「不正利用」を防止 
する対策の習得 

ユーザ認証 

4章P.21 

8章P.12 

アカウント管理 

4章P.14 

IDS,IPS 
脆弱性パッチ 

サーバ要塞化 

4章P.11 
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例： [インシデント② 盗聴] と学習内容の確認  

「盗聴」に関する攻撃手法・
影響の理解 

「盗聴」を防止する 
対策の習得 

具体的な脅威の記載 

2章P.26 

攻撃手法と被害、 
対策方法の理解 

具体的な 
脅威と対策 

リスクと 
対策 

システムへの 
攻撃箇所の理解 

SIPとRTPの 
暗号化方式 

2章P.23 4章P.14 

4章P.27 
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2章P.23 4章P.14 

例： [インシデント③ サービス停止] と学習内容の確認  

具体的な 
脅威と対策 

リスクと 
対策 

システムへの 
攻撃箇所の理解 

攻撃手法と被害、 
対策方法の理解 

具体的な脅威の記載 

「サービス停止」に関する攻
撃手法・影響の理解 

「サービス停止」を防止
する対策の習得 

IDS,IPS 

ファイアウォール 

2章P.27 
8章P.12 
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重要情報 

例：［インシデント④ 情報漏洩］ 

重要情報 

会社PC 

無認可 
PC 

CD/DVD 

USBメモリ HDD スマートフォン 

Wi-Fi/ 
Bluetooth 

暗号化 

L
A
N

接
続
制
御 

イントラネット 

ファイアウォール 

暗号アルゴリズム 

暗号化方式 

接続認証方式 

無線LAN認証 

デバイス管理 インターネット 

インターネット
経由での漏洩 

関係者外の閲覧 

外部デバイス
からの漏洩 

不正に接続したPCからの漏洩 

出
口
対
策 

「情報漏洩」を防止する 
対策の習得 

「情報漏洩」に関する攻撃
手法・影響の理解 

具体的な脅威の記載 

具体的な 
脅威と対策 

リスクと 
対策 

2章P.25 

6章P.17 

4章P.27 
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脆弱性情報にも強くなります 

▌日々公開される脆弱性情報を理解し、影響と対策を判断できるよう
になります 

発見日 対象 種別 影響概要 

2013/07 BIND DNSサーバ 他サイトへの攻撃の踏み台にされる 

2014/05 OpenSSL 暗号化ソフト 暗号解読・改ざん・秘密鍵漏洩 

2014/09 GNU Bash OS（シェル） 不正なOSコマンド実行 

2014/10 SSL v3 暗号プロトコル 暗号解読 

ミドルウエア/プロトコルの脆弱性情報 

知識 

対策 ・パッチ適用 
・設定変更 
・「リスクなし」と判断 

管理しているシステム 

情報 日々公開される脆弱性情報 
（CVE,JVN,各ベンダの通知等） 
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 技術的観点    ｘ    攻撃状況    ｘ     システムの重要度 

リスクマネジメントの基礎：脆弱性リスク評価 

▌「技術」と「自社ビジネス」への理解をもとに評価判断 

何が引き起こされるか 
・情報漏洩 
・情報改竄 
・サービス停止 

攻撃は簡単か 
・端末の直接操作不要か 
・認証は必要か 
・多数回の試行が必要か 等 

影響範囲 
・システムの重要性（医療、交通 等） 
・影響規模 

情報の重要度 
・情報漏洩すると/改竄されると/シス 
 テム停止すると どれだけ困るか 

「技術的観点」・「攻撃状況」 は JVN, CVSS,CVE等の信頼できる情報サイトが利用できる 

IPA 「脆弱性対策の効果的な進め方」参考 

現時点の状況はどうか 
・攻撃コードが公開されて 
 いるか 
・対策パッチは出ているか 
・情報は信頼できるか 

各社で共通 自社に固有 

技術ベース ビジネスベース 
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脆弱性を技術的観点から把握する（１） 

▌CVE: 脆弱性の共通採番 
各社の脆弱性報告の紐づけの仕組み 

80以上のベンダや専門団体からの脆
弱性発見申告がベース 

脆弱性報告数の増加に沿い、識別子
桁数は2014年、4ケタから桁数制限
なしに 

CVE番号 脆弱性概要 

対策情報 
（各ベンダへのリンク） 

CVE ページ 
http://www.cve.mitre.org/cve/cve.html 

JVNページ 
http//www.jvn.jp 

▌JVN: 国内で使用されているソフト
ウエアの脆弱性対策情報ポータル 
IPAとJPCERTの共同運営（日本語）  
CVEやCVSS情報、各ベンダの対応

状況を集積 
CVE未登録の国内製品の脆弱性情

報も掲載 

想定影響 

対策方法 

対策情報 
（各ベンダの対策状

況、リンク） 

CVSS情報 

関連文書 
（CVE番号等） 

脆弱性概要 
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脆弱性を技術的観点から把握する（２） 

CVSS:  
https://nvd.nist.gov/cvss.cfm?version=2&name=CVE番号 
（CVEページの Learn Moreリンクからリンク） 

「技術的観点」 

0(低)～10（高) 

OpenSSL脆弱性 5.0 
bash脆弱性 10.0 
SSLv3脆弱性 4.3 

▌CVSS: 脆弱性評価指標 

アメリカ国立標準技術研究所（NIST)が運営 

脆弱性の影響度、攻撃の容易さを定量化 

脆弱性の
影響度を
定量化 



Page 25 © NEC Corporation  

脆弱性の技術ベースでの影響度を判定 

脆弱性 CVE番号 技術的観点 攻撃状況 

Open 
SSL 

CVE-2014-0160 【リスク 高】 
・ネットワーク経由での攻撃可 
・認証不要 
・サーバ証明書秘密鍵の漏洩リスク 

【リスク 中】 
・攻撃成立は困難 
・各ベンダから対策パッチがリリースさ
れている 

GNU 
Bash 

CVE-2014-7169 
CVE-2014-7186 
CVE-2014-7187 
CVE-2014-6277 
CVE-2014-6278 
CVE-2014-6271 

【リスク 高】 
・ネットワーク経由での攻撃可。認
証不要 
・情報漏洩、情報改竄、システム破
壊のリスク 
 

【リスク 高】 
・ 攻撃コードが公開 
・WEBのCGIでbashを利用している場
合、ブラウザからのアクセスでサーバを
攻撃できる 
・ 各ベンダから対策パッチがリリース
されている 

SSLv3 CVE-2014-3566 【リスク 中】 
・ネットワーク経由での攻撃可 
・認証は不要。攻撃成立に数百回
の通信が必要 
・一部の情報漏洩のリスク 

【リスク 低】 
・現時点ではこの脆弱性に対する被害
は確認されていない 
・SSLの使用をやめ、TLSを使用する 

 技術的観点  ｘ   攻撃状況   ｘ   システムの重要度 
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音声・データ系統合NW構築（NW分割、優先制御)

SIP・RTP
暗号化

SIP
不正利用対策

要塞化 要塞化

不正利用
なりすまし

不正アクセス
不正侵入

マルウエア
（検疫・駆除）

改竄
書き換え

盗聴 情報漏洩 サービス妨害

ネットワーク・
セキュリティ

クライアント・
セキュリティ

サーバ・
セキュリティ

侵入検知システム（IDS)/侵入防御システム（IPS)
通信暗号化

(IPsec・IP-VPN）

ファイアウォール（パケットフィルタリング）

デジタル署名 アクセス制御/デバイス認証 WLAN（認証・暗号化）

DoS/DDoS

対応（フィル
タリング）

Fake AP

セキュリティ・パッチ/フィッシング対応/URLフィルタリング

個人認証
パーソナル

ファイアウォール ウイルス
駆除

ファイル
暗号化

スパイウエア/アドウエア対応
SPAMメール

対応

PC認証 メディア管理/プリンタ制限

検疫ネットワーク/シンクライアント化/シンクライアントの導入

ユーザ認証 アクセス制御/権限管理 バックアップ 負荷分散

セキュリティ・パッチ（適用・逐次更新）・セキュアなWEB開発
ログ管理

メール・MSG
スキャン

DBMS暗号化

DoS/DDoS

対応（NDS,パ
ケット制御）Trusted OS/ Secure OS ウイルス検疫

改ざん検知・
防止

侵入検知システム（IDS)/侵入防御システム（IPS) 通信暗号化

ファイアウォール（パケットフィルタリング）

デジタル署名 アクセス制御/デバイス認証 WLAN（認証・暗号化）

DoS/DDoS
対応（フィル
タリング）

Fake AP

セキュリティ・パッチ/フィッシング対応/URLフィルタリング

個人認証
パーソナル

ファイアウォール マルウエア
駆除

ファイル
暗号化

スパイウエア/アドウエア対応

PC認証 メディア管理/プリンタ制限

検疫ネットワーク/シンクライアント化/シンクライアントの導入

ユーザ認証 アクセス制御/権限管理 バックアップ 負荷分散

セキュリティ・パッチ（適用・逐次更新）・セキュアなWEB開発
ログ管理

DoS/DDoS
対応（NDS,パ
ケット制御）

マルウエア
検疫

改ざん検知・
防止

堅牢なＩＰテレフォニーの構築・運用ができるようになります 

▌ＩＰテレフォニー、ＩＰネットワークに関わるインシデント 

 ①不正利用 第三者による国際電話の不正利用多発のため電気通信事
業者協会が注意喚起  など（犯罪者の利益目的） 

②盗聴 ハッカー集団によるロンドン警視庁の電話盗聴 

③サービス停止 ＢＢＣへのＤｏＳ攻撃による電話システムダウン 

④情報漏洩 内部犯行による大量な顧客データ漏洩 

① ② ③ ④ 
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目次 

▌グローバルなサイバーセキュリティの状況 

 

▌“セキュリティデザイナ”の価値 

 

▌セキュリティ対策の概要 

 

▌経営とＩＴセキュリティ 

 

▌さいごに 
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セキュリティ活動の概要 

ＩＰＴＰＣ“セキュリティデザイナ” により、

幅広く整理された技術知識を２日間で
学習し、その学習成果をベースに、オン
ザジョブの実践に取り組むことができる 

“セキュリティ活動” 
とは、どのような  
ものか？ 

“セキュリティ人材”の育成に
どのように役立つのか？ 
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非対称性：攻撃は常に進化し、成功は一回でも十分 

▌攻撃者は、時間をかけ、深く潜航して観察し攻撃対象の
狙いを定め、防御を観察しながら攻撃方法を選択できる 

待つ・時間がある 
 

  豊富な企業情報 

  弱いところから 

ソーシャル 

エンジニアリング 
 

   高い権限を得る 

徹底的研究 
 

重要情報の所在と管理 

アクセスコントロール 

捜査回避・気づかれない 
 

暗号化・匿名通信・ 

送信元詐称・ 

振る舞いを変える 

追跡回避 
 

暗号化・ログ改竄・ 

送信元詐称・ 

匿名通信・紛れ込み 

売買 
 

情報・ 

ツール・ 

実行力 

攻撃者は、予防策を潜り抜け、発見される迄の時間を延ばし、
追跡を振り切ろうとする 
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侵入を前提とするセキュリティ施策（多層防御） 

▌インシデント経験から判明していること 

狙われたら、侵入され、情報を持ち出されかねない 

アクセス権限の高いユーザが関係することが多い 

情報の価値を理解した上での漏洩が目立つ 

インシデントの検知までに時間がかかる 

何が起きたか、どれだけ漏洩したのかを明確に示せない 

善管注意義務があり、ビジネスへのインパクトは大きい 

人間に絡む脆弱性への対処が必要 

▌侵入を前提とする対策が必要 

組織内で何が起きているのか 

外部への情報流出が起きているのか 

技術だけでは十分な対策にならない 

▌Not 完全解、 But 重点解 

Max{顧客の利益・自組織への信頼・
ステークホルダへの配慮｝ 

絞った秘密を集中管理する場所での
徹底的な物理環境の構築 

 

主導権は 
攻撃者の手に 
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戦略的組織活動：非対称性の解消への取り組み 

経営陣・リーダーシップ 
 

ＣＩＳＯ・ レポート・ＳＣＭ・ＣＳＩＲＴ 

戦略的優先度 
 

重要情報の所在と管理 

アクセスコントロール 

業務と権限の一致 

検知・捜査・追跡 
  

 決断と実行の初動 

ログの頻繁なチェック 

出口トラフィックの保管 

悪影響を防ぐ 
 

  顧客の利益 

自組織への信頼 

ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰへの配慮 

基本の徹底 
   

資産の把握・攻撃者視点・
ガイドライン・日々の脆弱性
排除・教育訓練・シナリオ・

ＰＤＣＡ 

見える化・ツール 
 

Monitoring・Sandbox 

・Analytics・自動化・可遡
及・残す・検索・警告 

信頼できる情報入手 
  

コミュニティ 

専門サービス 

▌防御は、防御目的の定義・脆弱性の最小化・シナリオベー
スの訓練等の事前の準備により、危急の際に迅速な対策
を実行し、目的を達成する（事前準備・早期検知・ダメージコントロール） 
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セキュリティ対策のフレームワーク 

▌コミュニティ・入口・内部・出口 

▌インシデントを検知したら 

▌戦略的組織活動 

▌神は細部に宿る 

▌職務上の不正行為 

▌継続的教育・訓練 

コミュニティ 入口対策 内部対策 出口対策 

技術主導 

経営主導 

セキュリティは 
平時の備えと

危機対応 
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コミュニティ・入口・内部・出口 

対策の例 コミュニティ 入口対策 内部対策 出口対策 

技
術
主
導 

標的型攻撃 

情報交換 
（新攻撃手法） 

 

相互支援 
 

通信内容の監査 
（WEB・メールコンテンツチェック） マルウエア感染防止 

（アンチウイルス、 
サンドボックス） 

マルウェア通信抑止 
（ファイアウォール、 

URLフィルタ） マルウェア 侵入防御・検知 
(IDS/IPS、FW) 

内部犯行 デバイス管理・暗号化 
通信内容の監査 

(URLフィルタ、メール 
コンテンツチェック） 

サービス妨害 侵入防御・検知 
（IDS/IPS、 FW) 

サーバ要塞化 

経営主導 
関係機関・ 
CSIRT連携 

リテラシとコンプライアン
ス向上・CSIRT活動 

インターネット 

出
口
対
策 

入
口
対
策 

内部対策 

重要情報 
通常情報 

関係機関・他ＣＳＩＲＴ 
コミュニティ 

クラウドＤＣを含む 

情報交換・相互支援 

出さない・ 
通信データを全て残す 

入れない 

基本の実践・リスクレベルを下げる・疑わしきを探す 

インターネット 



Page 34 © NEC Corporation  

インシデントを検知したら 

検知フェーズ 
 

• 予兆の確認 

• 外部情報で確認 

• インシデント判定 

• 影響範囲の特定 

• エスカレーション 

初期対応フェーズ 
 

• インシデント分析 

• 影響拡大の防止 

• 原因分析と対応方針 

• 業務復旧と応急措置 

 

事態収拾フェーズ 
 

• 顧客・ステークホルダ
への対応 

• 原因究明 

• 再発防止策 

 

法務・ＣＳ・広報・総務 ＳＯＣ中心に初期活動 

▌インシデント対応のライフサイクル 

ＣＳＩＲＴが全体対応 

予兆を捉えないと被害拡大 

短時間で検知フェーズを完了させたい 

復旧を最優先 

高度技術力の外部調達 

 早急に明確にすべき内容： 脅威はどこにあるか、どうやって侵入・漏洩したか、 

   どうすれば駆除できるか、何をとられたか、どうすれば再発を防止できるか、等 

各ログ情報の総合判断： ＦＷ・プロキシ・サーバーＯＳ・ＩＰＳ・ＰＣ・・・ 
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戦略的組織活動：ＳＯＣとＣＳＩＲＴ 

経営層 

従業員 

社内関係部門 

コミュニティ 
 

関係機関・ 
他ＣＳＩＲＴ・ 
専門サービス 
等 

CSIRTの設立 
コンプライアンス意識醸成 

ネットリテラシの向上 
コンプライアンス遵守 

事前対策の協力 
インシデント発生時の協力 

▌組織内・外の情報セキュリティ緊急対応体制の整備 

インシデント発生時の対応フローや判断責任者を事前に明確にする 

管理運用部門だけでなく、営業・法務・広報など、さらに関係機関等を
巻き込む 

ＣＳＩＲＴ 

ＳＯＣ・運用管理 

CSIRT: Computer Security Incident Response Team 
SOC: Security Operation Center  

インシデント報告 指示 

システム監視・運用 
インシデント検知 

事前の対応訓練 
緊急連絡体制の整備 
インシデント発生時の調整 
日々の情報収集 

教育・訓練 

事前調整・ 
連携 

日常的 
連携 

立ち上げ 

グループまたは単独組織、
ＳＣＭを意識 
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神は細部に宿る 

▌“小さな”変化に合わせたルールの更新と検証 

情報とＩＴ資産の把握 

業務分担・権限・ＩＴの変更、人事異動 

重要情報にアクセス可能なユーザについて、通常と有意に違う動きを判別し、
遮断する（通信量・外部媒体への書き出し、等） 

ＩＴ小物に注意：BadUSB, スマートフォン（テザリング機能）, WiFiストレージ 等 

▌既知の脆弱性への攻撃が９５％以上（特にクライアントソフト）なので、 
ＩＴ資産の基本的な管理が大切 

アプリ・インフラの脆弱性チェック 

パッチ適応 

ウイルス対策の最新化 

全銀協の善管注意義務 

▌自動更新機能への信頼 

▌ビデオ・音声トラフィックへの紛れ込み 

全国銀行協会2014年7月：インターネットバンキン
グを利用する企業に対し、次の対策を推奨し、補償
の対象として検討するとした。 
 銀行が導入しているセキュリティ対策の実施 
 OS・ブラウザ・アプリケーションを最新状態に更新 
 OSやソフトウェアのサポート期限が終了したもの

は利用しない 
 PCにはセキュリティ対策ソフトをインストールし、 

最新の状態に保つ 
 パスワードを定期的に変更する 
 銀行が指定した正規の手順以外で電子証明書

の利用を止める 
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デバイス管理の抜け穴に注意 

▌デバイス管理を行っていても抜け穴ができることがある 
WiFi経由   スマートフォンのテザリング利用、WiFIストレージなど 

USB接続   Android端末の「MTP接続方式」、 “Bad USB” 

▌設定の見直し、新しい方式に対応したデバイス管理ソフトの更新を
検討 

 PC 

WiFiストレージ 

新しい方式・デバ
イス、脆弱性等

で抜け穴が出来
る場合がある 

スマートフォン 

Android端末 

WiFi経由 

MTP接続 

デバイス管理ソフトでもWiFiの接続先は制限
されていない場合あり。持ち込みWiFiデバイ
ス経由で情報がコピー可能 

最近のAndroid端末とPCの接続方式。デバイ
ス管理ソフトが未対応の場合、スマートフォン
接続を禁止にしたつもりでもアクセス可能 

※WiFiストレージ： WiFi AP とHDDを組み合わせたデバイス。5000円程度 

デ
バ
イ
ス
管
理 

抜け穴になるケース（例）  

ファームウエア
が改変された 
USBデバイス 

USBデバイス 
ファームウエアの脆弱性を悪用し改変された
USBデバイス(“BadUSB”)を接続するとPCに
不正な挙動を起こすリスク 



Page 38 © NEC Corporation  

職務上の不正行為 

 

▌「不正のトライアングル」 “Fraud Triangle”（Donald Cressey, PhD） 

動  機：「お金」・「結果・業績」 

機  会：「今、気づかれないでできる」・「ほかの人も」 

正当化：「ばれないと思った」・「会社」 
 

▌起きうることのシナリオを作って対策を進める 

一般社員・高権限者・ＩＴ専門家（運用・開発） 

悪意の有無 

退職（予定）者 

▌情報を分類して、優先度に沿って対策リソースを充当する 

開発のケース： 

開発・テスト環境と本番環境での責務・担当者の分離 

開発者が、本番環境を変更する際は、作業承認プロセスとＩＤ管理・ログ取得保存の厳格な実行 
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継続的教育・訓練 

▌うっかり・ミスによる情報漏洩が約１／３ 

▌巧妙なソーシャルエンジニアリング 

 

▌セキュリティ確保を文化として定着させる 

脅威を実感させ、忘れさせない 

気付きによる侵入・被害の緩和 

便利さとのバランス 

牽制：内部犯行による損害は大きいケースが多い 

紛失・盗難の際は、１分１秒が重要 

▌教育効果を高めるためには、模擬攻撃が有効（費用対効果） 

▌「営業秘密」と「個人情報」の違いと徹底 

「まあ、これでいいよ」 × 
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Strategies to Mitigate Targeted Cyber Intrusions 

▌８５％の攻撃は、３５策の内の４つでカバー：Top four は次の通り 
 

▌Application Whitelisting（＃１） 

特定のアプリのみの稼働を許す 

▌Patching applications（＃２） and os vulnerabilities（＃３） 

アプリ・ＯＳに ”extreme risk”な脆弱性が判明したら ４８時間以内に
パッチを当て、最新版を使う 
• マルウェアの作成時間を想定して48時間としているが、もっと早い場合もある 

• パッチを当てたシステムを利用する前に十分なテストが必要との考え方があるが、パッチが影響を与えない場合
も多いので、２つのリスク間のバランスをとるべきだ 

▌Restricting administrative privileges（＃４） 

業務上特権が必要な人にのみ、アドミ特権を与える（厳格に管理） 

インターネットへのアクセス権とアドミ特権とを切り離す（Ｗｅｂブラウジン
グやメールチェックでは特権を使わせない） 

 

http://www.asd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm 

 

Australian Signals Directorate
（オーストラリア信号局） 

2014年2月改訂 
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標的型攻撃の例：「標的型メール攻撃」・「水飲み場型攻撃」 

WEBサイトにアクセスしただけでプログラムを
自動的にダウンロードさせる脆弱性を悪用 

入口対策： WEBコンテンツの内容チェック 
内部対策： PCを最新のOS,ブラウザに更新 
出口対策：社外への情報送信をチェック 

ターゲット ターゲットが 
アクセスする 
WEBサーバ 

①攻撃者がWEB
サーバをクラッキ
ングしてマルウェ
アを埋め込み ②WEBにアクセス 

③ ターゲットがアク
セスした場合、OS,ブ
ラウザの脆弱性をつ
いてマルウエアを自
動ダウンロードさせる 

重要情報 

④重要情報が漏洩 

重要情報 

ターゲット 攻撃者 

①事前調査：攻撃者が
ターゲットの社内情報
や業界情報を収集 

②メール送付：攻撃者
が業務関連と誤解させ
る文面でマルウエア入
りの添付ファイルを送付 

③添付ファイルを開くと情
報漏洩マルウエアに感染 

メール送付 

④重要情報が漏洩 

重要情報 

重要情報 

ターゲットが信じやすいメール文面を工夫し、
ターゲットにマルウエア入りの添付ファイルを
実行させる 

入口対策： メールアドレス詐称、添付ファイル
のウイルスチェック 

内部対策： 文面に関わらず添付ファイルを開けない 

出口対策： 社外への情報送信をチェック 

標的型メール攻撃 水飲み場型攻撃 
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“セキュリティデザイナ”の学習内容 

▌セキュリティ技術の多くのトピックをカバーします 

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構）  「情報セキュリティマネジメントとPDCAサイクル」の図を元にNEC改変  http://www.ipa.go.jp/security/manager/protect/pdca/risk.html 

音声・データ系統合NW構築（NW分割、優先制御) 

SIP・RTP 
暗号化 

SIP 
不正利用対策 

要塞化 要塞化 

不正利用 

なりすまし 
不正アクセス 

不正侵入 

マルウエア 

（検疫・駆除） 

改竄 

書き換え 
盗聴 情報漏洩 サービス妨害 

ネットワーク・ 

セキュリティ 

クライアント・ 

セキュリティ 

サーバ・ 

セキュリティ 

侵入検知システム（IDS)/侵入防御システム（IPS) 
通信暗号化 

(IPsec・IP-VPN） 

ファイアウォール（パケットフィルタリング） 

デジタル署名 アクセス制御/デバイス認証 WLAN（認証・暗号化） 

DoS/DDoS 

対応（フィル
タリング） 

Fake AP 

セキュリティ・パッチ/フィッシング対応/URLフィルタリング 

個人認証 
パーソナル 

ファイアウォール ウイルス 

駆除 

ファイル 

暗号化 

スパイウエア/アドウエア対応 
SPAMメール

対応 

PC認証 メディア管理/プリンタ制限 

検疫ネットワーク/シンクライアント化/シンクライアントの導入 

ユーザ認証 アクセス制御/権限管理 バックアップ 負荷分散 

セキュリティ・パッチ（適用・逐次更新）・セキュアなWEB開発 
ログ管理 

メール・MSG 
スキャン 

DBMS暗号化 

DoS/DDoS 

対応（NDS,パ
ケット制御） Trusted OS/ Secure OS ウイルス検疫 

改ざん検知・ 

防止 

侵入検知システム（IDS)/侵入防御システム（IPS) 通信暗号化 

ファイアウォール（パケットフィルタリング） 

デジタル署名 アクセス制御/デバイス認証 WLAN（認証・暗号化） 

DoS/DDoS 
対応（フィル
タリング） 

Fake AP 

セキュリティ・パッチ/フィッシング対応/URLフィルタリング 

個人認証 
パーソナル 

ファイアウォール マルウエア 

駆除 

ファイル 

暗号化 

スパイウエア/アドウエア対応 

PC認証 メディア管理/プリンタ制限 

検疫ネットワーク/シンクライアント化/シンクライアントの導入 

ユーザ認証 アクセス制御/権限管理 バックアップ 負荷分散 

セキュリティ・パッチ（適用・逐次更新）・セキュアなWEB開発 
ログ管理 

DoS/DDoS 
対応（NDS,パ
ケット制御） 

マルウエア 
検疫 

改竄検知・ 
防止 

対応範囲（VoIP) 

対応可能 

対象外 

対応範囲 凡
例 
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目次 

▌グローバルなサイバーセキュリティの状況 
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▌経営とＩＴセキュリティ 

 

▌さいごに 
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“セキュリティと経営”の
関係をもう少し説明して 

セキュリティと経営 

ＩＰＴＰＣ“セキュリティデザイナ” により、幅広く

整理された技術知識を２日間で学習し、その
学習成果をベースに、オンザジョブの実践に
取り組むことができる 

“セキュリティ活動”とは、どのようなものか？ 

“セキュリティ人材”の育成にどのように役立つのか？ 

ＩＰＴＰＣ“セキュリティデザイナ” の学習内
容をベースに実践と経営視点を併せ持
つことで、セキュリティ活動に取り組むこと
ができる 
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経営と ＩＴセキュリティ 

▌ブランドイメージ 

 

▌“業績へのインパクト 

顧客離れ 

“被害者”・ステークホルダーへの対応 

投資 

▌幹部人事への影響 

ＣＩＳＯ・ＣＳＯ等の任命 

責任 

▌“備え”の継続的な確認 

戦略・ツール・人材・細部 

セキュリティは 
経営上の 
優先課題 

▌何にＩＴ投資すると利益が増えるか 
 How winning banks refocus their IT budgets 

for digital - Not all investments in digital 
appear to pay off—a selective approach is 

essential when digitizing the 
enterprise.(December 2014 , byGiuliano 

Caldo, Matthias Hoene, and ’Tunde 
Olanrewaju) 

• http://www.mckinsey.com/insights/business_techno
logy/how_winning_banks_refocus_their_it_budgets_for_

digital?cid=other-eml-alt-mip-mck-oth-1412 
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米国 Ｔ社（小売業） のインシデント事態収拾事例（一部） 

▌情報漏洩 

4,000万件、7,000万件 

▌$5Mをサイバーセキュリティ教育に投資 

CEO（当時）：「サイバーセキュリティは消費者が直面している最も深刻な課題の
一つ。サイバーセキュリティ教育のために、３機関と連携していく」「問題をもっと
もよく理解している３機関の専門家から、多くを学ぶことができる」 

National Cyber-Forensics and Training Alliance (NCFTA) 

National Cyber Security Alliance (NCSA) 

Better Business Bureau (BBB) 

NCSA幹部：「サイバーセキュリティとオンラインセーフティは責任の共有と協働(sharing 
responsibility and working together)によってのみ達成されると確信している。この試
みがよい例である」  

CEO,BBB：「サイバーセキュリティは企業が直面している最も大きな課題であるとともに顧
客に関する重要な配慮点の一つである」 

▌隔週のニュースレターを発信 
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お役立ち情報 

警察庁サイバー犯罪対策  “情報システムの技術的なセキュリティ対策” 
• http://www.npa.go.jp/cyber/kanminboard/siryou/sec_hole/technical_sec.html 

IPA “情報セキュリティ対策実践情報” 
• http://www.ipa.go.jp/security/awareness/awareness.html 

オーストラリア政府の “Top 4” 
• http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/top_4_mitigations.htm 

SANS Institute の “First five” 
• https://www.sans.org/critical-security-controls/guidelines 

ログ管理ですべきこと：PCIDSSの“要件10” 
• https://ja.pcisecuritystandards.org/minisite/en/pci-dss-v3-0.php 
 

 EDRMのeDiscovery（eディスカバリー、電子情報開示）を行う際のワークフロー 
 BBBの“5 Tips for Protecting Your Smart Phone” 
 “セキュリティ脅威レポート 2014 高度化とステルス化が進むマルウェア” 2013年Ｓｏｐｈｏｓ社 
 “SEI Emerging Technology Center: Cyber Intelligence Tradecraft Project” Software Engineering Institute, 

Carnegie Mellon, January 2013 
 “SANS Incident Response: How to Fight Back”” SANS Institute, August 2014 
 ”Exposing the Cybersecurity Cracks: A Global Perspective” Ponemon Institute, April 2014 
 “2014 Global Report on the Cost of Cyber Crime” Ponemon Institute, October 2014 
 ”Five Ways to Reduce the Risk of Cybercrime to Your Business” Kaseya, 2014 
 ”The Seven Stages of Advanced Threats” Websense 

CGOC(Compliance, Governance & Oversight Council)  
BBB(Council of Better Business Bureaus) 
EDRM（The Electronic Discovery Reference Model 電子情報開示参考モデル） 
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Digital：将来に向けて 

▌デジタルビジネスが社会経済をリード 

デジタルビジネスの成長、人・地球への貢献 

▌情報そのものの管理 

CGOCのInformation Lifecycle 
Governance Leader Reference 
Guide （情報のライフサイクル管理：
情報を持つことによる価値・リスク・
コスト） 

 

▌“プライバシー”・“倫理”  

BBBのCode of Business Practices
とCode of Advertising 

“されて嫌なこと”と個人情報管理 

▌セキュリティのサービス化 

ネットワークをつなぐとよりセキュア 

ビッグデータ - より深く高速な検査 

• コンテキスト・レピュテーション 

• アプリケーションのチェック 

 

▌Risk-based Security 

保険 

 

▌“ハードウェアトロイ” 

CGOC ： Compliance, Governance & Oversight Council 
BBB   ：Council of Better Business Bureaus 
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さいごに 

▌ひと・もの・かね・セキュリティ（情報） 

セキュリティは、コストから価値に 

Digital・業績・ブランド価値・プライバシー 

▌セキュリティに王道なし 

Shared Responsibility（全員のチームプレー） 

確実な基礎と継続的学習 

シンクライアント 

▌“セキュリティデザイナ”は、広範な技術理解への
効果的な入口 
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