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はじめに  

ますます高度化するサイバー攻撃の手法 

企業や官公庁における情報漏えいなど情報セキュリティインシデントが相次いで発生している背景から、セキュリティリ

スクは企業や官公庁にとって対処すべき重要な課題の一つです。特に、特定の組織を標的に情報の搾取や破壊を目的と 

する高度標的型攻撃は、その手法がますます巧妙化し防御が難しくなっています。 

表 1. 代表的なセキュリティ問題とその影響 

セキュリティ問題 意図 攻撃対象 狙われる情報 影響 

ウェブサイト改ざん 攻撃踏み台 

抗議・主張対立 

政府、企業 

個人 

― ウェブサイト運営組

織の信用失墜 

ウィルス感染の増大 

スマートフォンを狙

った攻撃 

経済的利益 個人 電話帳 金銭的被害、個人情報

の漏えい等 

内部犯行 経済的利益 企業等 名簿など 組織の社会的信用の

失墜 

標的型攻撃 

（バンキングマルウ

ェアなど） 

経済的利益 企業、個人 ID/パスワード 金銭的被害 

高度標的型攻撃 諜報・破壊目的 企業、個人 機密情報 

知的財産権等 

経済的な影響、外交上

の影響 

多層的な防御の必要性 

 巧妙化する攻撃に対しては、もはや完全に侵入を防ぐことは不可能であり、侵入されることを前提に、情報の搾取・破壊

などの被害を招かないよう、多層的な対策を講じる必要があります。中でも、侵入したマルウェアが感染範囲を拡大しな

いようにすること、最終目的である機密情報に到達できないようにするといった内部対策が重要になってきます。 

 



高度標的型攻撃対策のためのアクセス管理&証跡管理 

                                                                                                      
Copyright© 2002-2015 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                 2 

高度化するサイバー攻撃に対する有効な対策例 

インターネット接続環境の分離 

 内部の有効な対策の一つに、インターネット接続環境のネットワーク的な分離があげられます。ほとんどの高度標的型

攻撃は、巧妙に偽装されたメールに添付されたファイルや偽サイトに誘導されることでマルウェア等を感染させる方法が

とられています。このようなリスクの高い環境と、重要情報を取り扱うような社内業務ネットワークを切り離し、ネット

ワーク間のファイルのやり取りを最小限に制限することで、感染範囲の拡大を抑制する効果があります。 

 地方自治体では、総務省内の「自治体情報セキュリティ対策検討チーム」が、マイナンバーをサイバー攻撃等の脅威か

ら保護するための対策として、「自治体情報システム強靱性向上モデル」を策定、その中の要素として、インターネット

接続環境のネットワーク分離が示されています。 

 また一部の金融機関では、従来から事務ネットワークから直接インターネットへ接続できないよう分離し、インターネッ

ト接続用の共有端末を各部署に配置しています。 

 

 論理的分離による対策 

ネットワークの分離を実現する方法とし

ては、物理的にネットワークを完全に分

離する方法以外にもセグメントを分け、

各セグメント間のルーティングを制御す

ることによっても、対策になりえます。 

左図は、インターネット接続ネットワー

クと重要情報を取り扱う事務ネットワー

ク、さらにサーバールームのネットワー

クをセグメント分けし、インターネット

接続セグメントからは、インターネット

への接続を許可する一方、社内事務ネッ

トワークやサーバーネットワークへのア

クセスができないように制御する例にな

ります。 

 

 

 仮想デスクトップ環境で利便性を維持 

この方法で問題になるのが、社員によって、事務ネットワークとインターネット接続ネットワーク、両方の端末を

使用する頻度が高い場合です。それぞれの端末を目的によって使い分けることにより利便性の低下が懸念される

からです。 

このような場合に有効なのが仮想デスクトップ環境を使用した利用端末の統合です。 

 

図 1. 論理的ネットワーク分離の設定例 
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事務ネットワークとインターネット接

続ネットワーク間は、仮想デスクトップ

で使用する画面転送プロトコルのみ通

信ができるよう制御し、事務ネットワー

ク上の端末からインターネットに接続

する際は、仮想デスクトップサーバーに

アクセスし、仮想デスクトップサーバー

上のブラウザやメールクライアントを

使って外部とのやり取りを行います。 

事務ネットワークへは仮想デスクトッ

プサーバー上の画面情報のみが送られ

るため、たとえマルウェアに感染して

も、事務ネットワークに感染が広がる恐

れはありません。 

 

 

サーバーの管理者権限の使用箇所・経路の限定 

もう一つの取り組みは、重要な情報が

保管されているサーバーへの管理者権

限によるアクセスの経路と管理者権限

の認証情報の使用箇所の限定です。 

攻撃者の最終目標である機密情報の搾

取や破壊を達成するためには、重要情

報の保管場所であるサーバーに対する

権限を何らかの手段で奪う必要があり

ます。そのため、感染範囲を広げる過程

でシステムの管理者権限の認証情報を

取得するために認証情報のキャッシュ

取得、キーロガーなど様々な手法が試

されます。マルウェアの侵入を許し、内

部での感染拡大を許したとしても、管

理者権限の認証情報を搾取されないようにするためには、管理者権限の使用経路、使用箇所を限定することで、攻撃者の

最終目的を達成されないようにすることが可能です。 

使用経路および使用箇所を限定する方法の一つとして、端末からの直接アクセスを禁止し、中継サーバー（トランジット

サーバー）を介したアクセスにする方法があります。中継サーバーに対して追加認証やログ取得などの対策を集約、要塞

化することで必要な対処範囲を絞り込むことができます。 

 

 

図 2. 仮想デスクトップ環境を利用した端末統合の例 

図 3. 中継サーバーを利用した管理者権限の使用箇所・経路の限定 
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エンカレッジ・テクノロジの外部脅威対策への貢献 

当社エンカレッジ・テクノロジのアクセス管理・証跡管理ソフトウェアは、以下の２つの点で、組織のサイバー攻撃対策

に貢献します。 

 

インターネット分離環境における動画＋テキストでの証跡確保 

インターネット接続環境におけるユーザー

の操作やそれによって発生するコンピュータ

ーの動きを証跡として保存することは、サイ

バー攻撃リスク対策を行う上で重要な取り組

みです。 

弊社の証跡管理ソフトウェア「ESS REC」

は、コンピューター上のユーザー操作とそれ

によって発生するコンピューターの動きを動

画とテキストで克明に取得し、安全な形で記

録を保管します。 

条件を指定することで異常なプロセスの起

動、ネットワークを介したアクセスが発生し

た時点で管理者にアラートを送信することが

できます。 

 

図 4. 標的型攻撃対策に対する弊社技術の貢献点 

図 5.ESS REC の記録再生ツール「REC Player」の画面イメージ 
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 ユーザーの操作を動画で記録することのメリット 

標的型攻撃の典型的な侵入方法は、巧妙な偽装メールを誤って開くなど、

ユーザーを欺く手段が使用されます。そのため、常にユーザーの操作を監

視・記録し、欺かれた状況をいつでも再現できる状況にしておくことは、

対策を講じる上で重要です。 

ESS REC で取得する操作記録をみれば、ユーザーがどのような経緯でメ

ールを開封してしまったのかなどの状況をすべて再現して確認すること

ができます。 

 

 コンピューターの動きを克明に記録 

ESS REC は、20 項目以上にわたるコンピューター上の様々な動きをテキスト形式で記録・保存します。動画記録

と合わせて確認することで、ユーザーの操作との関連も調べることができます。 

【記録可能なコンピューターの動き】 

起動プロセス / ネットワークアクセス（ポート、IP アドレス、状態）/ キー打鍵 / ドライブの状態 / ファイル

アクセス / USB ポートの接続デバイス / 画面表示文字列 など 

 

 不審な動きに対するリアルタイムの検知・アラート 

ESS REC は、記録を取得するだけでなく、コンピューター上の動きを監視していますので、動きに不審な点があ

った場合、管理者にリアルタイムでアラートを送信することができます。 

 

 証跡の安全な確保 

マルウェアの中には、イベントログを消去することにより自身の行った操作の証拠を隠滅するものがあります。

ESS REC は、取得した記録をリアルタイムにサーバーに送信し保管するため、マルウェアによる証拠隠滅行為か

らも免れ、安全に証拠保全が実現できます。 

管理者権限を使用したサーバーへのアクセスの制御と監視 

弊社の特権 ID 管理ソフトウェア「ESS AdminControl」

は、以下のような機能を提供することで、管理者権限の

認証情報を搾取されないよう認証情報を保護するとと

もに、不正なアクセスの有無を検知するためのモニタリ

ングを実現します。 

 

 パスワードの隠蔽と定期ランダマイズ 

ESS AdminControl は、正規のユーザーが使用

する際も、パスワードは隠蔽されたまま、中継

サーバー等安全な場所からのみ使用が許可さ

れるため、マルウェアによる認証情報の搾取の

リスクを低減できます。また、定期的にパスワ

ードをランダムに変更することから、仮に認証 図 6. ESS AdminControl の操作画面 
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情報が奪われたとしても、その有効期限を最小化することができます。 

 

 不正なログイン、ログイン試行の有無の確認 

ESS AdminControl は、サーバーのログイン履歴情報を収集し、AdminControl が把握している正規アクセスとの

照合を行うことで、不正にアクセスされた履歴を抽出します。また、ログイン試行（失敗・拒否）の記録も収集し

ますので、予兆行動を捕えることができます（ログイン試行の記録収集は、次期バージョンで対応予定） 
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