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「Visibility Study」とは？

 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、より正確な回答を行うためのものです。

 機密データの利用状況の可視化は、デジタルガーディアンのプラットフォームを利用して
行います。

 Visibility Studyを実施する上で、サーバ（弊社クラウドを利用する場合のみ）やソフトウェア
を用意して頂く必要はありません。当社のエンジニアが、エンドポイントにインストールする
アプリケーションを用意し、データの収集から分析までを行います（詳細は、次ページ参照）。

OSやアプリケーションの脆弱性に
主眼を置いて診断

日常業務での機密データの利用状況に着目して、
機密データが外部に漏えいするリスクを評価

（機密情報のコピーが容易に作成されている等）

パッチやアプリケーションの修正 機密データの拡散をコントロールするために、手
順やチェック体制の見直し（ツールの採用含む）

従来の脆弱性診断 Visibility Study

V.S.
観点

発見事項へ
の対応例



「Visibility Study」の進め方

 「Visibility Study」は、以下のステップで進めていきます。

Step1
スコープの決定

Step2
実施方法の決定

Step3
実施

Step4
報告

• テーマの決定
【例】

 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

• 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

• 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

• 重要データの識別
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】

どこにあるデータの
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。



分析の観点（1/7）
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外部へのデータ持ち出しのトレンド分析（全
データ）
以下のデータ持ち出し手段毎にトレンドを分析
し、異常値やどの手段が多く利用されているの
かを分析します。

• メール

• リムーバブルメディア

• CD
• 印刷

• アップロード

レポート抽出単位については、ご希望の組織
単位（部門等）毎に出力することができます。



分析の観点（2/7）
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外部へのデータ持ち出し状況（重要データ）
重要データの外部への持ち出し状況を手段毎に分析します。

外部への持ち出し

手段

重要データ

（ファイル数）

対全ファイル数

（%）

承認済み

(Y/N)
会社のメール

個人のメール

（Webメール等）

リムーバブルメディア

アップロード

クラウド

その他

Total:



分析の観点（3/7）
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データの転送先の上位10 （外部）
外部のデータ転送先について、上位１０位を抽出します。

現場が独自判断で利用しているクラウドサービスの存在も抽出します。

データの転送先 ファイル数 トータルサイズ

（MB）
www . partner . com
www . unknown . com
www . personalwebmail . com
www . nationstatethief . com

Total:



分析の観点（4/7）
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主な重要データの転送先（外部）
重要データの転送先について、上位１０位を抽出します。

データの転送先に現場が独自判断で利用しているクラウドサービスや個人用の
Webメールが含まれているかを検証します。

データの転送先 ファイル数 トータルサイズ

（MB）
www. Unknown . com
www. Nationstatethief . com

Total:



分析の観点（5/7）
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データに対するイベント数（オペレーション種類毎）
• ユーザーがファイルに対して行う操作をカウントします。「名前を付けて保存」や
「コピー」が多い場合、データが拡散している可能性を示しています。

データに対するイベント ファイル数 トータルサイズ

（MB）
名前を付けて保存

コピー

コピー＆貼り付け

プリントスクリーン

削除

印刷

Total:



分析の観点（6/7）
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重要データに対するイベント数（オペレーション種類毎）
ユーザーがファイルに対して行う操作をカウントします。「名前を付けて保存」や
「コピー」が多い場合、重要データの拡散の可能性を示しています。

データに対するイベント 重要データ

（ファイル数）

対全ファイル

数（%）

承認済み

(Y/N)

名前を付けて保存

コピー

コピー＆貼り付け

プリントスクリーン

削除

印刷

Total:



分析の観点（7/7）
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データに対するイベント数（アプリケーション毎）
重要データとアプリケーションの関係を分析します。未承認のアプリケーション
による重要データの操作の頻度を分析します。

アプリケーション名 バージョン 利用数 重要データへの

アクセス (Y/N)
承認済み

(Y/N)
explorer.exe

outlook.exe

dropbox .exe



FAQ

Q1: 「Visibility Study」に必要な期間はどれくらい必要か？

A1: 標準的な期間は右図の通りです。 タスク 期間

Step1 スコープの決定 1週間

Step2 実施方法の決定

Step3 実施 ２週間

Step4 報告 １週間

Q2: 個人情報や機密情報は、DGサーバへ収集されるのか？

A2: ファイルについては、ファイル名はDGサーバへ保管されますが、ファイルの内容は保管されま
せん。また、外部の送信先メールアドレスはDGサーバへ保管されます。

Q3: ユーザーIDや外部の送信先メールアドレスを匿名化できるか？

A3: 可能です。ユーザーID・コンピュータ名・メールアドレス・ファイル名が匿名化できます。

11



必要な事前準備

 「Visibility Study」を実施する前に、以下の締結が必要です。
• 評価用Agreement（NDAも含まれています）
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われわれは、１つのものだけを
プロテクトすることにフォーカスしている・・・

それは・・・
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