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White paper

マイナンバーで懸念される
情報漏洩対策の切り札
デジタルガーディアンが提唱する「エンドポイントでのデータ保護」の凄さ
「次世代データ・プロテクション・プラットフォーム」を提供するデジタルガーディアン。
データ保護に対する独自のアプローチで世界的に高い評価を得る同社は、
企業の最大の脅威になりつつある情報漏洩に向けた根本的な対策を提言している。

セキュリティの最終防衛ラインを確立せよ

企業が保有するデータの重要性が増すなか、それ
らデータを狙った攻撃の勢いも増している。近年、
年金や教育に関する個人情報が大規模に漏洩する事
件が相次いで起こり、情報漏洩が企業や社会に大き
なインパクトをもたらした。また、2015 年からは
マイナンバーの配布が始まった。罰則の強化もあり、
マイナンバー制度の実施に対して新たな情報漏洩対
策に取り組む企業も増えている。いまや、データ保
護は、企業経営に直結した最重要の取り組みになっ
たと言っても過言ではないのだ。

これまでも多くの企業がデータ保護に関して多岐
にわたる対策を講じてきた。それなのに、なぜデー
タは漏れ続けているのだろうか。そうした問いに対
して「セキュリティのこれまでの考え方を変える必
要がある」と提言するのが、エンドポイントセキュ
リティベンダーのデジタルガーディアン（Digital 
Guardian）だ。

デジタルガーディアンは、PC やモバイルデバイ
スといったエンドポイントにおけるデータに注目
し、企業全体にわたるデータ保護のソリューション、

次世代データ・プロテクション・プラットフォーム
を提供する企業だ。米国で 2003 年に設立後、ユニー
クな考え方と製品が支持され、強固な情報漏洩対策
が求められる官公庁や金融機関、製造業、小売業、
サービスプロバイダーなどの企業で採用されてき
た。

同社によると、データが漏洩する根本原因の 1 つ
には、人にフォーカスしたセキュリティの考え方が
ある。たとえば、システムの管理権限やアクセス権

内部脅威、外部脅威を含めた幅広い脅威に対応
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セキュリティの究極の目的は「データ保護」

標的型攻撃などの「外部脅威」に対応する

エンドポイントでのデータ保護が情報漏洩に有効
なのはなぜか。その理由は、データが漏れる経緯を
見るとはっきりと理解することができる。

デジタルガーディアンでは、重要なデータにタグを
付け、その挙動を監視して、データが外部に漏れそう
な場合にブロックするというアプローチをとる。この
場合、誰が重要データにアクセスするかは関係がなく
なる。つまり、管理者がなりすましにあっていたり、
権限を持った内部の人間が情報を盗もうとしたりする
場合であっても、データの漏洩を防ぐことができる。

そして、このアプローチをデータが漏れるすべて
の場所、すなわち、すべてのエンドポイントに対し
て実施する。データは基本的にエンドポイントを経
由して外部に漏洩する。つまり、エンドポイントで
データを完全にブロックできれば、原理的には、デー
タは外に漏れることがなくなるのだ。

この監視とブロックの役割を果たすのが、エンド
ポイントにインストールされるエージェントだ。

エージェントは、PC やモバイルなどさまざまなデ
バイスに対応し、オフラインでも稼働し続ける。時
間や場所、権限の有無といった状況にかかわらず、
同じセキュリティレベルを企業全体にわたって維持
することが可能になる。また、エージェントは、イ
ンシデント発生後に、調査に必要となるエンドポイ
ント内の情報をすべて取得する。未知の脅威であっ
ても「何が起こったのか」を詳細に可視化し、すば
やく対応できるようにする。

同社のソリューションは、このようにして、エン
ドポイントでのデータ保護を行い、企業からの情報
漏洩を防ぐ。セキュリティの究極の目的はデータ保
護にあるので、セキュリティの最終防衛ラインを構
築する　必要があるのだ。

では、具体的にどう情報漏洩を防ぐのか。情報漏
洩対策には、大きく、外部からの脅威、内部からの
脅威という 2 つのシナリオがある。それぞれにつ
いて、同社のソリューションを見ていこう。

外部からの脅威の代表的なケースは、標的型攻撃な
どと呼ばれるサイバー攻撃だ。2015 年には、個人の年
金情報を狙った攻撃が発生し、年金番号、氏名、住所、
生年月日などが大規模に漏洩した。法人の規模や業
種を問わず狙われる傾向があり、今後は、マイナンバー
を狙った攻撃が増加することが懸念されている。

標的型攻撃では、まず、攻撃者が詐欺メールを従
業員に送り、それを開封することでマルウェアに感
染させる。その後、社内ネットワークに侵入して、
外部との通信経路を確立して、重要な情報を気付か
れないように少しずつ盗み出していく。もし、基幹

システムのデータが乗っ取られたローカル PC にダ
ウンロードされているような環境であれば、それら
は簡単に盗みとられる可能性がある。また、基幹シ
ステムの ID やパスワードが盗み取られれば、基幹
システムのデータベースにアクセスされ、そっくり
データが盗まれることになる。

標的型攻撃に対して、ウイルス対策ソフトやネッ
トワーク侵入検知ソフト（IPS/IDS）の効果は限定
的だ。攻撃者は、マルウェアの検知やネットワーク
の検知をすり抜けようとする。そこで検知をかいく
ぐられてしまうと、攻撃し放題になる可能性がある。

限が人単位で与えられ、その担当者の責任でデータ
を管理する体制になっている。この場合、担当者が
詐欺やなりすましに遭ったり、担当者自身が悪意を
持った攻撃者になってしまったりすると、管理して
いるシステム自体が乗っ取られることになる。

そこで、デジタルガーディアンは、人ではなく、

データそのものに注目し、そのうえで、データが漏
洩する現場であるエンドポイントを強固に保護する
というアプローチをとる。エンドポイントでのデー
タ保護をプラットフォームとして提供することで、
外部からのサイバー攻撃、内部不正による情報漏洩
に総合的に対応できるのだ。
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これに対し、同社のソリューションは、何重もの防
御壁を構築して、脅威に対抗する。

たとえば、最初の防御壁が突破され、ユーザーが
マルウェアに感染し、PC を乗っとられた場合を見て
みよう。ファイルサーバや基幹システムのデータ
ベースへの権限のないアクセスを禁止することで、
データを保護することができる。乗っ取られた PC
自体に存在するデータについても、データのコピー

そのものを禁止して外部への送信をブロックするこ
とができる。さらに、送信先が信頼できる取引先な
どであっても、ファイルの中身を判断して重要な情
報の送信をブロックすることができる。

このように、データそのものを対象にした複数の
防御策を実施するため、標的型攻撃のような巧妙な
攻撃を受けた場合も、データそのものを保護するこ
とができるのだ。
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内部犯行などの「内部脅威」に対応する

一方、内部からの脅威の典型的なケースは、社内
関係者や委託業者などによる情報窃取だ。2014 年
には、教育関連企業から大量の情報漏洩が起こった。
この内部からの脅威が外部からの脅威と大きく異な
るのは、もともとアクセス権限を持っているシステ
ム管理者などが攻撃者になるケースがあることだ。
セキュリティ対策は、外部からの攻撃を防ぐために
実施されることが多い。そのため、攻撃者が内部に
いて、アクセス権限を持っている場合は、ほとんど
の防御が無効になってしまう。こうした内部からの
攻撃に対しては、同社では以下の図のように対策を
行う。

たとえば、システム管理者が基幹システムにアク
セスして、データを持ち出す場合を見てみよう。基

本的にシステム管理者はこの基幹システムへのアク
セス権限を持つため、データをローカル PC にダウ
ンロードし、外部へ持ち出す事ができる。だが、デ
ジタルガーディアンを利用した場合、データがロー
カル PC にダウンロードされた後のデータの挙動を
追跡、不正な送信をブロックする。　

送信先としては、メールや USB デバイスなどの
ほか、クラウドストレージ、スマートフォン接続

（PTP/MTP）などに対応する。管理権限を持った内
部の人間が指定した重要情報を何らかの手段で持ち
出そうとしても、持ち出し自体ができなくなり、デー
タが保護される。データに対して、「行って良いこと」
と「悪いこと」を明確に決めているため、管理者で
あってもそのルールを破ることはできないのだ。
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これら事例からも分かることとして、現在のセ
キュリティ対策で対応が難しい点には、以下がある。

1. マルウェアを使わない攻撃への対応が難しいこと
2. 難読化された漏洩データが解析できないこと
3. 攻撃による影響範囲の特定に時間がかかること
4. 認証後の不正対策が不十分なこと

こうした課題に対しても、同社のソリューション
は有効に機能する。たとえば、マルウェアを使わな
い攻撃については、重要データにアクセスしてくる
ユーザーの行動を解析することで対応する。また、
エンドポイント内のユーザーの操作は可視化されて
いるので、難読化されたファイルの生成過程もト
レースすることが可能だ。さらに、エンドポイント
をまたがった分析で影響範囲の特定をスムーズに
行ったり、重要データに設定したルールにより、管
理者自身による不正や管理者になりすました攻撃に

も対応する。
繰り返しになるが、これまでのセキュリティ対策

は、管理する人に着目し、信頼関係をベースに対策
を行うことが多かった。それが、こうした課題を生
んできたとも言える。だが、最近は、サイバー攻撃
が高度化しているうえ、内部犯行による情報漏洩リ
スクも高まっている。また、マイナンバー制度をは
じめ、データ保護の重要性は今後ますます高まって
くる。そんななかだからこそ、人ではなく、データ
そのものに注目し、データが漏洩する現場であるエ
ンドポイントを保護するというアプローチが求めら
れるのだ。

同社のソリューションの凄さは、データセントリッ
クなエンドポイントセキュリティをプラットフォー
ムとして提供できる点にある。セキュリティに対す
る新しいアプローチとして、また、情報漏洩対策の
切り札として、検討に値するソリューションだ。

セキュリティに対する考えを変える
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