
www. digitalguardian .com ホワイトペーパー  /  1

これまでの情報セキュリティ対策を見直す時が来ている：
サイバー攻撃対策からデータプロテクションへ
～社員が引き起こす情報漏洩への根本的対策～

ホワイトペーパー

繰り返し発生する情報流出の問題。この対策としてさまざまなソリューションが利用できるようになる一方で、多くの
企業がセキュリティ対策にかかるコスト増に悩んでいる。巧妙化して日々生まれる攻撃に対して、すべてに対応すると
いう、これまでの受け身のセキュリティ対策に問題があるのではないだろうか。外部からの攻撃や内部犯行による不
正に対して100%完璧に情報漏洩を阻止することはできないが、適切なセキュリティ対策を講じることで、このリスク
を大幅に削減できる。では、どうすれば、情報漏洩のリスクを大幅に削減し、重要データの社外への流出を回避できる
のであろうか。この戦略として、本ホワイトペーパーでは、情報セキュリティの視点を「マルウェア検知中心のサイバー
攻撃対策」から「重要データの保護にフォーカスしたデータプロテクション」へシフトすることを提案する。そして、この
ソリューションとして、今欧米で注目されている次世代データプロテクション・プラットフォーム「デジタルガーディア
ン」を紹介し、サイバー攻撃対策と内部犯行対策を同時に行うことを可能にするデータプロテクションの優位性を解
説する。さらに、多発する内部犯行に焦点を絞り、その活用事例として退職者の情報持ち出しをいかに防止するかを
説明する。

1. 何故、情報が漏洩するのか？

2. サイバー攻撃対策からデータプロテクションへシフト

3. 次世代データプロテクション・プラットフォーム「デジタルガーディアン」

4. 活用事例「退職者など内部社員による情報漏洩への対策」

5. デジタルガーディアンからの提案「Visibility Study：機密情報の利用状況クイックアセスメント」
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次世代ファイアウォールなどさまざまなソリューションが登
場することで、マルウェア検知を中心としたサイバー攻撃対
策は進化してきている。しかしながら、情報漏洩の問題は依
然として発生し続けている。これは、サイバー攻撃を中心と
したこれまでのセキュリティ対策では、情報漏洩の問題を
防止することの限界が露見している。ファイアウォールの誕
生に遡って、この問題の原点を考えてみることにしよう。ファ
イアウォールは、文字通り、基幹システムの外部からの不正
侵入を防御するための防火壁として誕生した。このファイア
ウォールが進化し続けて、今のセキュリティ対策ソリューショ
ンが生まれている。ここに、今発生し続ける機密情報漏洩問
題の根本原因がある。ファイアウォールの誕生当時と比べれ
ば、企業を取り巻くネットワーク環境は大きく変化しているこ
とは誰しもが認めることであろう。ファイアウォールを起源と
する旧態依然とした従来型のセキュリティソリューションで
は、クラウドやモバイルといったファイアウォールの外に機
密情報が存在する今のネットワーク環境における情報漏洩
を食い止めることはできないのである。

そして、機密情報漏洩問題の原因としてもう1つ挙げられる
のが、雇用環境の変化である。この数年で、雇用環境は急激
に変化している。他社からの中途入社社員の採用やコスト削
減のための契約社員や臨時労働者の活用は一般化してい
る。同時に、海外市場への進出、オフショアリング、アウトソー
シングなどグローバル人材の活用もさらに加速している。
この急激な雇用環境の変化に伴って、社員との信頼をベー
スにした従来の日本式の機密情報管理が揺らぎはじめてい
る。社員が金銭目的で個人情報を漏洩したり、機密情報を持
ち出して競合他社へ転出したりするケースが発生している
が、「自社の情報管理とは？」と問われると未だ多くの企業経
営者が「うちの社員は大丈夫」と対岸の火事のような回答を
している。しかし、機密情報漏洩を防ぐという観点では、「ほ
とんどの社員が会社のセキュリティポリシーを守っている」
だけでは不十分である。全員が守るように徹底させることが
できない限り機密情報の漏洩のリスクを削減できたと言え
ないのである。また一方では、優秀な社員には、ヘッドハン
ターや人材紹介会社を通して他社からの誘いがさまざまな
手段で届いている。このような雇用環境の変化が進む中、外
部からのサイバー攻撃に加えて、抜本的な内部犯行対策も
求められている。

では、どうしたら、情報漏洩を防止することができるのであ
ろうか。情報セキュリティの原点に戻って、考察してみる。そ
れは企業の情報を守るということに尽きる。サイバー攻撃対
策も内部犯行対策も、「情報を守る」という意味では、本質的
に同じである。また、サイバー攻撃者は最終的に社内ネット
ワークに正規ユーザーとして侵入しようとしていることを考
えれば、「攻撃に対抗する」のではなく、「情報を守る」いう視

点のほうが有効であることは妥当と言える。ここに、本ホワイ
トペーパーが提案する情報セキュリティの視点を「サイバー
攻撃対策からデータプロテクション」へ転換するという戦略
のポイントがある。10年以上にわたり、エンドポイントでの
データ漏洩防止にフォーカスし、次世代の統合型データプロ
テクション・ソリューションを提供するデジタルガーディアン
は、この情報セキュリティ対策の戦略転換を提案している。

何故、機密情報は漏洩するのか？

サイバー攻撃対策からデータプロテクションへシフト
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デジタルガーディアンの提唱する 
データプロテクションの優位性
デジタルガーディアンが提供する次世代データプロテクション・
ソリューションは人ではなく、データそのものにフォーカスする
データセントリック（データドリブン）のアプローチを取っている。
次にデジタルガーディアンの優位性をまとめる。

１. デジタルガーディアンが対象とする脅威
デジタルガーディアンは、幅広い脅威に対応することが可能であ
る。これまでは対応困難とされていた次の脅威からも重要データ
の漏洩をブロックする。

• システム管理者による不正なデータの持ち出し（特権 IDの
奪取による不正を含む）

• マルウェアを使わない攻撃（攻撃全体の 3割強が該当）

2. エンドポイント内の重要データを自動的に識別・
探索し、重要データの動きを追跡するDLP機能

デジタルガーディアンは、キーワード以外に正規表現や格納場所
といった様々な切り口を組み合わせて、機密情報を定義すること
が可能だ。これにより、機密情報がどこにあるのかを正確に知ら
なくても、デジタルガーディアンが自動的にエンドポイント内を探
索し、機密情報に該当するデータにタグを付与する。

一度、タグが付与されたデータについては、コピーや別名保存等
によって派生したファイル、さらに暗号化されても、同じタグは引
き継がれる。タグが付与されている間、当該データは機密情報と

して保護対象であり続けることになる。

この機能の最大のメリットは、重要データのタグは引き継がれる
ため、派生ファイルが増えてもデータのセキュリティレベルは低
下しないことである。

一般従業員
による不正

システム
管理者
による不正

マルウェア
を使う攻撃

マルウェア
を使わない
攻撃

内部不正 外部からの攻撃

デジタルガーディアンが対象とする脅威

デジタルガーディアンでは、重要データのタグは引き継がれるため、
データが増えてもセキュリティレベルは低下しない。

コピー

ファイルA

ファイルB

ファイルC

ファイルD

ファイルE

ファイルF

コピー

編集 パスワードで保護

内容を別
ファイル
に貼り付け

機密情報

機密情報 機密情報 機密情報

機密情報

次に、今欧米で注目されている次世代データプロテクショ
ン・プラットフォーム「デジタルガーディアン」について解説
する。

デジタルガーディアンの概要
デジタルガーディアンは、サイバー攻撃と内部犯行に対し
て、１つのエージェントで対応できる唯一のソリューション
である。単なるデータ漏洩をブロックするツールではなく、セ
キュリティ対策のあらゆる局面で、高い効果を発揮する統合
セキュリティソリューションである。

デジタルガーディアンは、エンドポイントで稼働するデータ
セキュリティ・ソリューションであり、エンドポイントに存在す
る（または、経由する）データの移動と拡散をコントロールす
ることで安全なデータプロテクションを実現している。デジ
タルガーディアンは会社のセキュリティポリシーを各エンド
ポイントに強制的に適用することにより、デジタルガーディ
アンが稼働するエンドポイントにおいては、誰であっても会
社のセキュリティポリシーを破ることはできない。これによ
り、企業経営者に対し、機密情報を保護できているという安
心感を提供している。

次世代データプロテクション・プラットフォーム 
「デジタルガーディアン」

エンドポイントから重要データの
流出を完全にコントロール

ネットワーク操作

アプリケーション
Email

データ 操作

印刷 データディスカバリー
検知、特定

Web
アクセス

外部
記憶媒体
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4. ユーザーにセキュリティ意識の向上を促す通知
機能

会社のセキュリティポリシーに違反した行動を検知し、ユーザー
の画面上に警告メッセージのプロンプトを表示させることが可能
である。また、セキュリティポリシーの違反以外に、重要なデータ
を外部に送る際には、自動的に画面上にプロンプトを表示させ、
外部に送付する理由を強制的に記載させることも可能である。
ユーザーにとって、抑止効果とセキュリティ意識の向上が促され
るだろう。

内部社員による情報漏洩への対策
2016年から施行される改正不正競争防止法で機密データの不
正持ち出しへの罰則が強化されるが、同時に不正持ち出しを実
証する証拠が求められる。今やエンドポイントの外へのデータ
の持ち出しを検知・記録することは、知的財産を守るためには不
可欠になってきている。この対策の１つとしてデジタルガーディ
アンは従業員毎にデータに関わるイベントの履歴を正確に記録
し、さらに、容易にデータの持ち出し状況を監視・管理できる専用
ダッシュボードを用意している。

退職者インタビュー用ダッシュボード
機密データにアクセスできる社員が退職する場合、どのような施
策を講じているであろうか。欧米の企業では、機密データを持ち
出さないことや直接競合する他社への転職を一定期間禁止する
こと等を退職時に書面で誓約させている。同時に、退職者インタ
ビューを実施し、持ち出したデータの目的の確認を行っている。
知財を保有する複数の日本の大手メーカー、特にその海外拠点
では、今日デジタルガーディアンの退職者インタビュー用ダッ
シュボードを活用している。

退職者インタビュー用ダッシュボードでは、退職者が外部へ送信
したメールの履歴や退職者が外部へアップロードしたファイル
の履歴、重要情報の印刷履歴、重要情報の外部記録媒体への書
き込み履歴等の退職者の行動履歴を詳細に取得可能である。

理由を記入すれば
送信可能

データの外部送信を
ブロック

外部からの侵入者を検知

活用事例
「退職者など内部社員による情報漏洩への対策」

退職者が使用する
エンドポイント

アップロード

退職者に知られることなく
行動履歴を取得

退職者の重要
データの
取り扱い履歴 ダッシュボード化

例：退職者が外部へ送信したメールの履歴を取得

取得可能な項目例
取得可能な項目例 送信ファイルの情報 送信先情報
送信者情報
・ユーザー名
・コンピュータ名
・メールソフト

・ファイル名
・格納先
・サイズ

・メールアドレス
・ドメイン
・To、Cc、Bcc

ドリルダウン

3. ユーザー部門を巻き込んだセキュリティ監視
リアルタイム検知機能
デジタルガーディアンでは、機密情報の持ち出しを検知した際
に、ユーザー、監視担当者、システム管理者（または上席者）へ3種
類の方法で通知することが可能だ。

例えば、機密情報を持ち出そうとしたユーザーには警告メッセー
ジを表示、監視担当者にはセキュリティポリシーへの違反が発生
したことをログを通して通知、システム管理者（または上席者）に
対してはメールで通知することで、相互チェックが働き、重要なイ
ンシデントの見逃しを防ぐことができる。

過去のデータ持ち出し状況の自己評価機能
3か月毎、半年毎に、機密情報を取り扱う従業員に対し、データの
持ち出し状況をチェックするために棚卸しをすることが可能だ。
この専用ダッシュボードにより、各従業員がどういったデータを、
いつ、どこへ送ったかが一目瞭然となる。これまで気付かなかっ
たセキュリティ対策の弱点を発見し、新たなポリシーの設定など、
その後のセキュリティ対策の強化に大きく貢献するはずである。
詳細は、後述する「退職者インタビューダッシュボード」を参照。
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デジタルガーディアンについて
今日、情報セキュリティで守らなければならないもの、それは企業にとって最も重要な資産「データ」です。デジタルガーディアンは、10年以上にわたり、エンド
ポイントでのデータ漏洩対策にフォーカスし、次世代の統合型データプロテクション・ソリューションを提供しています。広範な業界の多数のお客様が、デジタ
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リティ・プラットフォームで、機密データに関わる全てのイベントを管理し、可視化します。従来のエンドポイントだけでなく、モバイルデバイスやクラウドアプリ
ケーション間で動作し、機密データに対する脅威をすべて可視化し、防御することを可能にします。
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では、現在、皆さんの会社のデータは安全に守られているであろ
うか。デジタルガーディアンでは、機密データの利用状況を可視
化するVisibility Studyというツールを無償で提供している。この
ツールを使うことで、日常業務での機密データの利用状況を可視
化して、機密データの外部漏洩のリスクを評価することができる。 

多かれ少なかれどの企業でも、許されるべきではない機密デー
タのコピー、移動、保存が行われていることがわかる。

Visibility Studyは、セキュリティ担当者として答えに悩む、最も基
本的な質問「我が社のデータは安全か？」に対して、より正確な回
答を出してくれる。まずは、現状把握から抜本的な内部犯行対策
の検討に着手してみてはいかがであろうか。

デジタルガーディアンからの提案
「VISIBILITY STUDY：機密情報の利用状況クイックアセスメント」

「VISIBILITY STUDY」の進め方

外部Webサイトへ
のアップロード状
況

切り口 主な内容

・ ファイル名と拡張子
・ アップロード先のドメイン名
・ Top10ユーザー

メール（Outlook）
の送信状況

・ ファイル名と拡張子
・ アップロード先のドメイン名
・ Top10ユーザー

リムーバルメディ
アの利用状況

・ リムーバルメディアの種類
・ ファイル名と拡張子
・ Top10ユーザー

印刷の状況 ・ ファイル名と拡張子
・ Top10ユーザー

ファイルの
共有状況

・ ファイル名と拡張子
・ ファイルの取得先と保存先
・ ファイルへの操作（コピー、保存等）

アプリケーション
の利用状況

・ アプリケーション名
・ 利用頻度

1

2

3

4

5

6

・テーマの決定

・モニタリング対象となる
エンドポイントの決定

・モニタリング期間の決
定

カスタマーサービ
ス部門において、
お客様からの声
を含めた個人情
報の利用及び保
管状況のチェック

設計・開発部門
における設計書
の社外（自宅を含
む）への持ち出し
有無のチェック　
等

・どこにあるデータを
使って業務を行って
いるか？

・データをどこに置い
て作業をしている
か？（ローカルフォル
ダor共有フォルダ）

・作業終了後、データ
の格納先はどこか？

・重要データの送信
先はどこか？

・利用しているクラウド
サービスは何か？ 等

※DGサーバには、ファイル
名（及びパス）とデータの
重要性が格納されます。
データの内容がDGサーバ
に格納されることはありま
せん。

例

・DGサーバの設置場
所の決定（貴社オン
プレミスor弊社クラウ
ド）

・DGAgent のテストイ
ンストールの実施

・DGAgentの配布方
法の決定

・重要データを識別す
るための簡易クラシ
フィケーションルール
の作成

・DGサーバのインス
トール

・ DGAgentの配布

・モニタリングの実施
（※）

・ 報告書の作成

[ 報告書に含まれる
内容例 ]

Step1
スコープの決定

Step2
実施方法の決定

Step3
実施

Step4
報告


