
 
Copyright© 2002-2016 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                  1 

 

ネットワーク分離における安全なファイルの受け渡しの実現 

2016 年 12 月 

エンカレッジ・テクノロジ株式会社 

はじめに  

ますます高度化するサイバー攻撃の手法 

昨今、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/地方自治体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。 

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。 

  

本書では、高度な標的型攻撃に対する有効な内部対策として注目されているインターネット環境のネットワーク分離の

効果と課題の一つであるネットワーク間のファイルの受け渡しについて解説します。 
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ネットワーク分離による効果と課題 

インターネット接続環境の分離 

 標的型攻撃に対する有効な内部対策の一つに、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することでマルウェア等を感

染させる手口が取られています。このようなマルウェア感染リスクの高いインターネット接続環境と、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、ネットワーク間の通信やファイルのやり取りを最小限に制限することで、た

とえインターネット接続環境がマルウェアに感染しても、感染範囲を重要情報が保管されている業務ネットワークに拡大

されないよう抑止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。 

 

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といった手法があ

ります。 

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業務ネットワーク、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。 

 

 

また、ネットワーク分離は、内部からの情報漏えいの対策としても有効です。内部からの漏えいは様々な経路があります

が、インターネットを経由した漏えい・情報の持ち出しも対処すべき大きなリスクであるからです。 

 重要な情報が保管されている業務ネットワーク環境から直接インターネットにアクセスできなくなることにより、漏え

いリスクを低減させることが可能です。 

 

 

図 1. 論理的ネットワーク分離の設定例 



ネットワーク分離における安全なファイルの受け渡しの実現 

 

Copyright© 2002-2015 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                  3 

ネットワーク分離における課題 

 一方、ネットワークを分離することによる課題も多くあります。これまで社内業務を行いながら、お客様・取引先との

メールによるコミュニケーションやインターネットを使用した情報収集を分け隔てなく行っていた環境とは大きく業務環

境が変わってしまうことによる影響が懸念されます。その中の一つが、ネットワーク間でのファイルの受け渡しに関する

問題です。具体的には以下のような点を考慮する必要があります。 

 

（１） どの程度ファイルのやり取りを制限するか？ 

ネットワーク間を何の制限もなくファイルのやり取りができるようでは、ネットワークを分離する意味がありませ

ん。ネットワーク分離によるセキュリティ対策の効果を発揮するためには、必要な場合に限りファイルの受け渡し

を行うルール・ポリシーの規定が必要です。インターネット経由で取得したファイルで、業務ネットワークに持ち

込む必要のないものについては、インターネット接続環境側で編集・保管するなど、これまでの文書管理の観点と

してはなかった新しいルールを規定することも検討すべきです。 

 

（２） どうやって持ち込みファイルの安全性を担保するのか 

ファイルを業務ネットワークに持ち込む場合、ファイルの安全性をどのように確認するのかを技術面、ルール面

両方で検討する必要があります。残念ながら現在の技術では有害なプログラムを 100％検知することが不可能な

状況になっています。 

仮に有害なプログラムが含まれるファイルを誤って業務ネットワークに持ち込んでしまったとしても、ネットワ

ークを分離しているため、直ちに情報の持ち出しの危険が高まるわけではありませんが、マルウェア感染を広げ

てしまった場合、徹底した除去作業に膨大な工数を割く必要があります。 

 

（３） どのようにファイルを受け渡しするのか？ 

分離されたネットワーク間でどのようにファイルの受け渡しを行うのかも、検討すべきポイントです。ネットワー

クが分離されてるため、USB メモリなどの可搬媒体を用いて受け渡しを行うのが一般的ですが、可搬媒体の使用

にはいくつかの課題が残ります。 

 媒体自体の紛失リスクが高い 

 持ち運んだファイルの事前チェックや事後の監査が困難 

 ファイル自体の安全性を担保できない 

 

（４） 極端な業務効率の低下につながらないか？ 

セキュリティ対策を優先するあまり、社員・職員に過度の負担をかけるような運用を強いることで、業務効率を極

端に低下させることは、本末転倒です。業務効率性とセキュリティの担保をいかに両立できるかが、対策を成功に

導くための最大のポイントになります。 
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ファイルの安全性を担保する新しい考え方：ファイルの無害化 

セキュリティ脅威が高まる中、ファイルの安全性を確認する手段として、これまでとは異なる新しいアプローチが注目

されています。それがファイルの無害化です。 

 これまでのファイル検疫の考え方は、ファイルから有害なプログラムを除去するアプローチ（高リスク除去）です。こ

の方法では、オリジナルのファイルから有害な要素だけを取り除くため、ファイルのオリジナリティを失わないものの、

有害な要素を検疫し損なったり、有害な要素を完全に取り除くことができなかった場合には、ウィルス感染してしまうリ

スクが存在します。昨今の巧妙化された攻撃手法により、過去のウィルスのパターンをもとにした検疫手法では、未知の

脅威に対して機能せず、ファイルのふるまいによって判断する手法も考案されましたが、誤検知、検知漏れがゼロとなる

技術は現在のところ確立されていません。 

 今後も新たな攻撃手法が雨後の筍のごとく編み出される恐れがある状況を考えると、これまでのアプローチには限界が

あることが示唆されます。 

 

  

  

そこで新たに考え出されたのが、「ファイル無害化」というアプローチです。これまでのファイル検疫がオリジナルのフ

ァイルから有害な要素を取り除くアプローチではなく、オリジナルのファイルから安全な要素だけを抽出し新たなファイ

ルとして生成する手法です（低リスク要素抽出）。この場合、有害な要素を取り除き損ねるリスクはありません。 

 この無害化の方法のデメリットは、安全な要素を抽出し新たに生成されるファイルがオリジナル文書と同じ文書形式に

できない場合が多いという点です。例えば、文書からテキスト要素だけを抽出した場合、オリジナル文書に含まれる画像、

フォント、レイアウト、計算式、表（テーブル）、その他表示情報とは異なる要素など、テキスト以外の情報は失われて

しまいます。また、無害化に対応するのは文書ファイルが中心で、ファイル形式が Office 文書などに限定されており、必

ずしもすべてのファイルに適用できるものではない点があります。 

 しかしながら、これまでの有害要素を除去するアプローチに限界がある状況を鑑みると、ファイル形式がオリジナル文

書である必要がないファイルについては、無害化した情報だけを内部に持ち込むアプローチも必要な状況になってきてい

図 2. 従来のファイル検疫のアプローチとファイル無害化のアプローチの違い 



ネットワーク分離における安全なファイルの受け渡しの実現 

 

Copyright© 2002-2015 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                  5 

ると考えられます。 

 
 

パターン検査 振る舞い検知 テキスト化 画像化 

方式分類 高リスク除去 高リスク除去 低リスク抽出 低リスク抽出 

処理方法 発見されたウィルス情報

をもとに類似したパター

ンを持つファイルを検査 

過去の情報（パターンファイ

ル）に頼らず、対象ファイル

の振る舞いを確認し有害性

を確認 

対象のファイルからテキスト

部分のみを抽出 

対象のファイル画像デー

タに変換 

無害化の有

効性 

未知のマルウェアは不可 未知のマルウェアにも対応。

ただし誤検知の可能性があ

る 

リスクは除去される リスクは除去される 

ファイルのオリ

ジナリティ 

保持される 保持される テキストのみであり画像や

レイアウトなどの情報はなく

なる 

画像化されるため元のフ

ァイル形式では編集でき

ない 

対応する 

ファイル種類 

限定されない 限定されない 一部の文書ファイルに限

定される 

一部の文書ファイル形式

に限定される場合がある 

 

 自治体ではインターネット環境から LGWAN（総合行政ネットワーク）へのファイルの持ち込みには無害化が必

須に 

このファイル無害化については、都道府県、市区町村で進められている情報システム強靭性向上への取り組みの中

で要件として採用されています。具体的には、すべての地方自治体で、インターネット接続環境と LGWAN（総合

行政ネットワーク）環境が分離・分割されますが、インターネット接続環境から LGWAN へファイルを持ち込む

際には無害化することが必要とされています。 

 内部ネットワークの安全性を担保する目的として、ファイルの無害化による対応が、全国の自治体で実施される

予定です。 

 

 

  

表 1. 一般的なファイル安全性対策技術の比較表 
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エンカレッジ・テクノロジのファイル無害化ソリューション 

当社エンカレッジ・テクノロジは、このような対策の動向を受け、ネットワーク分離環境における安全なファイルの受

け渡しを実現するソフトウェア「ESS FileGate」を開発しました。今後、自治体やネットワーク分離を進める企業へ提供

していきます。 

 

 

 

 これまでの制限を排除した無害化機能 

ESS FileGate は、Word, Excel などの Office 文書や PDF に加え、印刷が可能なアプリケーションに関連づけら

れた文書ファイル形式であれば、あらゆる文書の無害化処理を行うことが可能です。インターネット接続ネットワ

ーク上の端末からは「仮想的なプリンタ」として認識し、端末上のアプリケーションの印刷機能を用いて送られて

くる「文書の印刷したイメージ」をもとに PDF ファイルを生成することで、無害化を実現します。受信した印刷

イメージを再度画像処理し PDF 化するため、確実に無害な要素のみを抽出できます。 

 中間サーバーとして配置し、可搬媒体を使用せずに受け渡し 

分離されたネットワーク間の中間に配置することで、紛失リスクが高く管理が煩雑になりがちな USB メモリ等の

可搬媒体を使用せずに、安全にファイルの受け渡しが可能です。 

 ファイルの持ち出しにも対応 

インターネット接続ネットワークから内部ネットワークへのファイルの無害化による持ち込みだけでなく、内部

ネットワークからのファイルの持ち出しにも対応します。 

 ユーザー/グループ機能とグループ内ロール設定による役割の定義 

ユーザーをグループに登録し、グループ内での申請・承認ロールを設定することで、部署単位での申請者・承認者

の指定が可能です。ユーザーは複数のグループに所属し、それぞれのグループ内で異なるロールを持つことも可能

です。 

 仮想デスクトップ（VDI）や Linux OS にも対応 

インターネット接続環境が、物理クライアント端末ではなく仮想デスクトップ環境（SBC 含む）の場合にも対応

します。Linux OS（Red Hat・Cent・Ubuntu）にも対応しますので、Linux ベースの VDI 環境でも稼働します。 

 仮想アプライアンス方式で容易な導入 

ESS FileGate は VMWare や Hyper-V などの仮想基盤上に展開可能な仮想アプライアンスとしてご提供します。

OS やミドルウェアなどのインストール作業が不要なため、導入作業が容易です。 

 

図 1. ファイル無害化ソリューション ESS FileGate の仕組み 
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弊社では、ソリューションの提供を通して、お客様のシステムの安全をご支援してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本ホワイトペーパーに記載の内容は、組織における標的型攻撃の被害防止を保証するものではございません。本資料に

記載されている弊社製品の機能は予告なく仕様変更される場合がございます。あらかじめご了承ください。 
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