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テレワーク環境を安全にするために
～セキュリティ診断の活用と対策～

新型コロナウイルスの感染拡大によってあらゆる業種で
テレワークが急速に広まりました。

安全性を高めるためにはどんなセキュリティ診断を実施すべきか、
具体的な事例とともに、
対策の要点を解説します。
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セキュリティ診断結果の傾向分析（2019年版）
花岡 顕助

ますます増 加 傾 向にあるサイバー 攻 撃について、
ラックが2 0 1 9 年に実施したセキュリティ診 断 結 果のレポートを通じて、傾 向と対 策を考 察します。

知見の整理

セキュリティ診断を有効活用するために実施前後ですべきこと
高野 啓介

組 織 全 体でセキュリティレベルの向上を図るため、
より有 効なセキュリティ診断の活用方 法やタイミングについて提 言します。

はじめに

働く環境の変化に合わせて
セキュリティ対策の見直しを

ネットワークの環境変化と境界防御の限界
社内にある情報資産を守るには、社内ネットワークとインター

ネットとの境界にファイアウォールやIPS※1、WAF※2といったセ

西村 篤志

セキュリティ診断センター
センター長
2000年ラックに入社。主にセキュリティコ
ンサルティング業務に従事した後、セキュリ
ティインシデントが発生した際の初動対応
支援業務に携わる。2020年度よりセキュリ
ティ診断センターの責任者を務める。

したとしても、一度変化した世の中は以前の状態に戻ることはなく、
テレワークも働き方の多様な選択肢の一つとして定着していくもの
と思われます。

変化する以前の、情報が社内に存在し境界で守ることを基本とす

キュリティ製品を複数並べ、外部からの攻撃を遮断することが長ら

るネットワーク環境であれば、社外にある情報資産は通常の対策か

ようなものです。
「出入口で守る」というこの考え方は「境界防御」と

れで十分でした。しかし、クラウドサービスを活用し、テレワークな

く基本とされてきました。つまり、ネットワーク上に関所を設ける

らはみ出した「特殊ケース」として個別にセキュリティを考えればそ

呼ばれています。

どによって社外で仕事をするという働き方が定着すると、サーバや

⃝クラウドサービスの活用でサーバが社外にある

応することが求められます。

といった状況が進み、従来型の境界防御が機能しにくいケースが増

環境変化に伴うセキュリティの確認ポイント

PCは社外にあることが「通常」となり、それを前提としてリスクに対

ただ最近では、

⃝テレワークの増加でPCが社外にある

えてきました。クラウドサービスもテレワークも以前から徐々に利
用が広まっていましたが、ここに来て一気に、短期間で普及を加速
させたのが新型コロナウイルス感染症の爆発的な流行です。

テレワークの導入が急速に進んだのは従業員の感染予防が最大の

理由でしょう。しかし、将来的に事態が収束して感染リスクが低下
図1

ネットワークの構成が変わり、情報をやりとりする機器と経路が

変化すれば、セキュリティ対策も見直す必要があります。例えば、ク

ラウドサービスとテレワークの活用が進めば次のような変化が考え
られます（図1）。

情報を取り扱う経路の変化

2

⑤社外のPCが直接クラウド
サービスに接続

①社内外で同一の
PCを使用

②クラウド上に業務システムを構築

攻撃は出入口で
防御（境界防御）

③クラウドサービスの利用

FW
VPNゲートウェイ
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VPNゲートウェイ

監視・防御機器
（WAF・IPS など）
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④社外から社内の
業務システムを
利用

監視・防御機器
（WAF・IPS など）

社内NW
重要情報の取り扱いは
社内ネットワーク指定

①持ち出し専用PCを用意せず、社内外で同一のPCを使用する
②重要情報を取り扱う業務システムもクラウド上で構築する
③クラウド上のグループウェア、ビデオ会議システムを業務に利用
する
④社内の業務システムを社外からも利用できるようにする
⑤社 内のセキュリティ機器を経由せず、社外のPCから直接クラウ
ドサービスを利用する
これらの変化に対しては、従来の境界防御のようなモデルケース

に沿った評価だけでなく、それぞれの利用形態に合わせてリスクを
※1
※2

評価し、セキュリティ対策を検討・実施する必要があります。

本レポートではクラウドサービス、テレワークの採用に伴い新た

に発生するセキュリティリスクを解説し、対策が十分であるかを確
認する手段として有用なテスト・診断手法をご紹介します。十分な

検討もできないままテレワークを導入した企業も多いと思われま
す。攻撃する側は、そういった事情など一切考慮せず攻撃を仕掛け

てきます。本レポートが、環境変化に見合ったセキュリティ対策が

できているかを確認していただくための助けになることを期待して
います。

IPS： Intrusion Prevention System（不正侵入防止システム）
の略。社内システムとインターネットとの境界の通信を監視し、不正なアクセスの検知とその遮断対応を行う。
WAF： Web Application Firewallの略。Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃を防ぐ。

特集

テレワーク環境を安全にするために
～セキュリティ診断の活用と対策～

2020年、新型コロナウイルスの発生によりICT（情報通信技術）
を利活用したテレワークが世界的に広まりました。

今回は「テレワークとセキュリティ診断」について特集し、急場で構築したテレワーク環境の安全性を高めるために、

どのようにセキュリティ診断を活用すべきなのか、また、どこに注目してセキュリティ対策を実施すべきかを説明します。

テレワーク対応システムの抜け穴を探る攻撃者
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新型コロナウイルスの感染拡大に対応するため、2020年はテレ

ワークが急激に広まりました。例えば、東京都の調査※1では同年3月
から4月のひと月の間に、都内企業
（従業員数30人以上）のテレワー

ク導入率が24.0%から62.7%へ38.7ポイントも急上昇したことが公
表されています
（図1）
。

テレワークの普及拡大に伴って、Web会議やグループウェアなど

のクラウドサービスの利用も急速に進み、内部ネットワーク以外で
図1

機密情報が取り扱われるケースが増えました。中には、社内ネット

ワークのみで利用していたシステムを、社員の自宅からも使えるよ
うにとシステム環境を変更した組織もあるでしょう。システムの利
用形態が変化すると、攻撃者はこうした状況の変化を抜け目なく捉

え、システム変更などで生じた抜け穴を狙って情報窃取などを試み

ます。

テレワーク導入率の増加
（出典：東京都「テレワーク
『導入率』緊急調査結果」）
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今後予定あり
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攻撃者が狙う三つのポイント

世界的な規模でシステムのテレワーク対応が進んだことにより、

攻撃者の視点はテレワーク環境に向けられ、情報窃取を試みます。
テレワークに対応したシステムには、三つの狙われやすいポイント
があります。以下、それぞれについて解説します。

狙われやすいポイント①

VPNゲートウェイ

テレワーク環境を整えるため、急遽VPNゲートウェイを設置した

企業も多いでしょう。攻撃者はセキュリティ対策が不十分なVPN

ゲートウェイを洗い出し、VPNサービスを経由して内部ネットワー

ネットワークに不正アクセスされる可能性が高くなります。その

他、VPNゲートウェイ自体の管理をするために立ち上げたSSHなど
のリモート管理用サービスに対して適切な認証設定やIPアドレス制

限が施されていない場合は、パスワードクラックによって攻撃者に
VPNゲートウェイが乗っ取られる恐れがあります。

狙われやすいポイント②

利用中のクラウドサービスや、
新たに公開したサーバ・Webアプリケーション
テレワークの導入を機に、クラウドサービスを使い始めたり、新

クへの不正アクセスを試みます。そのために攻撃者は「バグに起因

たなサーバやWebアプリケーションをインターネットに公開した

理サービスの接続可否」に狙いを定めます。

個人情報や顧客の重要情報が取り扱われるケースもあり、攻撃者は

する脆弱性」
「ID・パスワードなどの設定面での脆弱性」
「リモート管

「バグに起因する脆弱性」については、2019年、ネットワーク経由

でコード実行が可能な脆弱性を含む、重大な脆弱性が複数のVPN製

りした組織も増えています。中には、インターネット上で従業員の
こうした情報を窃取しようと攻撃を試みます。

クラウドサービスでSaaSを利用している場合は、IDとパスワー

品において発見されました※2。これを利用した攻撃も複数確認され

ドの設定の甘さが原因で不正ログインされることが考えられます。

です。

ケーションがきちんとアップデートされていない場合は、そこから

ており、該当するVPN製品を利用している場合は早急な対策が必要
また、VPNサービスを利用する際の認証方式としてIDとパスワー

ドのみの認証を許可している場合、パスワードクラックや端末のマ

ルウェア感染などによってVPNサービスの認証を突破され、内部
※1
※2

また、PCやスマートフォンにインストールしたSaaS関連のアプリ

被害が発生する可能性があります。PaaSやIaaSを利用している場

合は、利用者自身がアプリケーションやネットワークなどを設定し

たり、アップデートをしたりする必要があるため、利用者による設

東京都の調査： 2020年5月11日東京都報道発表資料。https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2020/05/12/10.html
発見されました： 一般社団法人 JPCERTコーディネーションセンター「複数の SSL VPN 製品の脆弱性に関する注意喚起」https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190033.html

定面の不備やソフトウェアの脆弱性を利用して攻撃されることがあ
ります。また、データ保存時の暗号強度などで、提供されているクラ

ウドサービス自体に問題があることも考えられますので、導入時は

狙われやすいポイント③

テレワーク用の端末

慎重に評価する必要性があります。

急いで設置したサーバやWebアプリケーションでは、一日も早く

利用することを優先して、十分なセキュリティ対策が行われていな
いケースも考えられます。例えばWebアプリケーションを構築する
際に、
「正常に動いているWebアプリケーションだから大丈夫だろ

う」と既存のものを一部流用すると、脆弱性もコピーされ、そこから
セキュリティ事故が発生する可能性があります。

また、テレワーク環境下でもシステムのメンテナンスができるよ

うに、ネットワーク機器やサーバのリモート管理用サービスにおけ

るACL※3を変更した組織は、設定にミスがないか十分に確認するこ

テレワークの端末は、組織内の守られたネットワークに設置され

ているわけではないため、さまざまなパターンでマルウェアに感染
しやすくなります。

端末が組織内に設置されていた頃は、マルウェアに感染しないよ

うに、ネットワークの監視やウイルス対策機器の導入によって多層
防御が施されていました。しかし、自宅やカフェなどから接続する

ことになるテレワークでは、端末にインストールされているウイル

ス対策ソフトなど、最小限の対策での自衛を余儀なくされます。OS
やソフトウェアのアップデートが利用者任せで適切に行われていな

い場合や、端末のファイル共有機能が有効になっていた場合は、マ

とが大切です。RDPサービスを狙ったサイバー攻撃が2020年3月

ルウェアに感染するリスクはさらに高まります。

ますので、注意が必要です。

通信が盗聴・解読され、情報が漏えいする危険性があります。

上旬から4月にかけて、世界的に急増したという調査結果※4もあり
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また、攻撃者が用意したアクセスポイントに接続させられると、

おすすめのセキュリティ診断サービス

ここでは三つの攻撃におけるセキュリティ対策として、おすすめ

は、クラウドセキュリティ設定診断の実施をおすすめします。クラ

まず「①VPNゲートウェイ」を狙った攻撃については、VPNゲート

品を導入していただくことで、セキュリティ設定のミスを調査しま

するラックの診断サービスをご紹介します（図2）。

ウェイの脆弱性やオープンポートを調査するプラットフォーム診
断と、VPN経由で侵入された場合の被害状況を調査するペネトレー

ションテストサービスが適しています。プラットフォーム診断は他
サービスより比較的短期間で調査ができるため、スムーズに対策が
講じられます。ペネトレーションテストについては、
「Part3. テレ
ワーク環境に対する脅威考察とペネトレーションテスト」で考察し
ていますのでご参照ください。

「②利用中のクラウドサービスや、新たに公開したサーバ・Web

アプリケーション」などを狙った攻撃には、多様な診断サービスを

組み合わせて実施すると高い効果が得られます。サーバやWebア
プリケーション、また、関連するWeb APIやスマートフォンアプリ

ケーションの脆弱性を調査する場合は、それぞれ異なる観点での診

断が必要なため、対象の種類によって診断サービスを選定します。
クラウドサービスでAWSやMicrosoft Azureを利用している場合
図2

ウド環境上に診断用アカウントを作成していただく、もしくは、製
す。
「Part1.テレワーク時に重要情報をクラウドで扱う際の注意点」
では、クラウドサービスのリスク評価をする方法を、
「Part2. Web

APIをテレワークでも安全に利用するために押さえるべき対策のポ

イント」では、Web APIにおける対策のポイントを説明しています。
「③テレワーク用の端末」を狙った攻撃は、三つの診断で対応しま

す。クライアント端末セキュリティ設定診断は、CISベンチマーク※

5や各クラウド推奨のセキュリティベストプラクティスなど用いて、

端末のセキュリティ設定を調査できます。ペネトレーションテスト
サービスでは、テレワーク用の端末がマルウェアに感染したことを

前提として、どのような情報が窃取できるかなど、想定される脅威
を調査します。また、マルウェア感染への対策として、標的型攻撃

メール訓練も有効です。疑似攻撃メールを送信することで、標的型

攻撃メールに対する社員のセキュリティ意識を高めたり、不審メー
ルに気づいた場合の対応方法を訓練できたりします。

攻撃視点とセキュリティ診断サービス

業務用
端末

インターネット

お客様オフィス環境
①VPNゲートウェイを狙った攻撃

自宅など
テレワーク用端末

VPN
ゲートウェイ
公開
サーバ

・プラットフォーム診断
・ペネトレーションテストサービス

内部
サーバ

クラウド環境

③テレワーク用の端末を狙った攻撃

・クライアント端末セキュリティ設定診断
・ペネトレーションテストサービス
・標的型攻撃メール訓練「ITセキュリティ予防接種」
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スマートフォン

・プラットフォーム診断
・サーバセキュリティ設定診断
・Webアプリケーション診断
・Web API診断
・スマートフォンアプリケーション診断
・クラウドセキュリティ設定診断

おわりに

ラックでは、ここに掲載した以外のセキュリティ診断サービス※6
もご用意しています。今回はテレワーク対応したシステムに適した
セキュリティ診断サービスをご紹介しましたが、豊富なサービス実
※3
※4
※5
※6

公開
サーバ

②利用中のクラウドサービスや、
新たに公開したサーバ・Webアプ
リケーションなどを狙った攻撃

績を踏まえ、お客様の目的に合った診断内容のご提案も可能です。
不安な点がありましたら、いつでもご相談ください。

ACL： Access Control Listの略。IPアドレスなどで接続できる機器を制限する。
調査結果： 株式会社カスペルスキー「Remote spring: the rise of RDP bruteforce attacks」https://securelist.com/remote-spring-the-rise-of-rdp-bruteforce-attacks/96820/
CISベンチマーク： セキュリティ設定に関する代表的な基準の一つ。米国の非営利団体Center for Internet Security（CIS）が提供している。
セキュリティ診断サービス：「ラックのセキュリティ診断サービスについて」https://www.lac.co.jp/service/consulting/assessment_overview.html
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特集 テレワーク環境を安全にするために Part1

テレワーク時に
重要情報をクラウドで
扱う際の注意点

忠津 有紀

セキュリティ診断センター
診断技術グループ
2014年ラック入社後、金融システムの
インフラ構築を5年ほど経験し、現在プ
ラットフォーム診断業務に従事。

新型コロナウイルスの感染拡大を契機として多くの企業がテレワークを導入し、
Web会議システムやクラウドストレージといったクラウドサービスの利用も加速しました。
一方で、テレワークへの移行が急だったために専用PCが準備できず、
セキュリティ対策には目をつぶって社内PCの持ち帰りや私用PCの利用を許可した場合もあるでしょう。
本稿では、クラウドサービスのリスク評価を短縮する方法と、
テレワークで使用するPCについて注意したいセキュリティ上のポイントをご紹介します。

1

クラウドサービス導入時のリスク評価

クラウドサービスの利用を検討する際はまずリスク評価を実施

します。そのプロセスは本来、時間とコストが非常にかかるもので

す。リスク評価を専門に行うセキュリティチームでもサービスの評
価に平均18日は必要と言われています。しかし、今回の緊急事態宣

言の時のように、感染者数が日々増加する状況下で従業員の健康を
守りながら事業活動を継続するには、リスク評価を迅速に進めてテ

レワーク環境を早急に整備する必要があります。そのような場合に、

5

リスク評価にかかる時間を短縮できるのが、CASB※1です。一例と

してMVISION Cloud for Shadow IT※2のCloud Registry機能で
は、26,000を超えるSaaS、IaaS、PaaSサービスの各データベース

と各クラウドサービスに関する詳細情報が提供されています。その

ため、クラウドサービスのリスク評価に費やす時間を削減可能です。
Cloud Registry機能では、リスク評価に使う項目として、クラウ

図1

※3が開発した、
ドセキュリティアライアンス（CSA）
クラウドサービ

スに対する200以上の質問事項の中から、セキュリティに関わる50

項目を抽出します。その上で、データ、ユーザデバイス、サービス、

ビジネス、法的、サイバーの6つのカテゴリに分け、それぞれ1
（低）
～9（高）の9段階でスコアを示します。スコアの評価は、危険度が高
い順に、赤（7以上）> 黄（6~4）> 緑（3以下）の3色で表されます。

このCloud Registry機能を使って、あるクラウドサービスをスコア

リングした結果が図1です。総合的なスコアは4
（黄）となっており、
このクラウドサービスの危険度は中程度だと判断できます。

結果からは、データ、サービスの両カテゴリで、高い危険度を示す

「赤」の表示が複数の項目で確認できます。
「データ」はクラウドサー
ビスにデータを置く際のリスク、
「サービス」はクラウドサービスそ
れ自体の脆弱性の有無を示しています。

あるクラウドサービスをCloud Registry機能でリスク評価した結果

総合的なスコアは4（黄）

「データ」
「サービス」
で高い危険度を示す
「赤」の表示

カテゴリごとに、
リスク評価の結果が表示される
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データリスク

データのカテゴリでは、評価指標としてファイル共有機能の有無、

トとのデータ同期機能がある場合も、一律に評価されて「黄」となり
ます。

ただ、クラウドサービスによってはこれらの機能が必要なものも

ユーザデバイス上のデータの自動同期の有無、転送中の暗号化、保

あります。例えばWeb会議システムやクラウドストレージなどで

Registry上では、ファイル共有機能が有効で共有対象コンテンツが

と判断してよいでしょう。というのも、データをクラウド上に置く

存時の暗号強度、データ暗号化の項目が設けられています。Cloud

ファイルだという時点で「赤」の表示となります。また、クライアン
※1
※2
※3

す。こうしたクラウドサービスでは、
「黄」が表示されても問題ない

際に必須となる転送中の暗号化、保存時の暗号強度、データ暗号化

CASB：Cloud Access Security Brokerの略。ユーザと複数のクラウドサービスの間に単一のコントロールポイントを設け、そこを経由してアクセスする。それにより一貫したセキュリティポリシーによるクラウドサービス
の利用が可能。
MVISION Cloud for Shadow IT：McAfee社が提供するCASBソリューションの一つ。組織が把握していないクラウドサービスの利用状況を可視化・制御し、リスクを低減する。
クラウドセキュリティアライアンス
（CSA）
：クラウド環境のセキュリティを実現するために、ベストプラクティスの啓発活動を展開している非営利法人。

などの基本的な項目については Cloud Registryで「問題なし」と判
定されており、一般企業が使用する上での安全はクリアしていると
言えるからです。
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サービスリスク

サービスのカテゴリでは、サービス自体のリスクの評価指標とし

て、サービスへのペネトレーションテストを定期的に実施している

か、ダークウェブにユーザ情報が流出していないか、公開されてい
るCVE※4が含まれないかなどの項目があります。ユーザの情報が

ダークウェブ上で販売されていたり、パスワードを窃取可能な脆弱
性があるといった問題点が報告されたりしている場合は、
「赤」で表
示されます。

ドサービスの調達基準として2011年に定めたFedRAMP※7、Safe
Harbor協定に代わり2016年に欧米間の個人データ転送について

取り決められたPrivacy Shieldにそれぞれ準拠しています。こうし
た点からも、評価したクラウドサービスは一般企業が利用する上で
十分なセキュリティ対策が行われていることが分かります。

ここまで見たように、クラウドサービスの分析にCASBの特徴の

一つである Cloud Registry機能を用いると、クラウドサービス導

入の際のリスク評価で何を検討すべきかが明確になり、プロセス全
体の時間の短縮も可能になります。

また、クラウドサービスのリスク評価だけではなく、新しく導入

したツールの使い方やルールの検討も必要不可欠です。

過去には、クラウドストレージを利用していた官公庁で、ファイ

また、このカテゴリでは、脆弱性の報告時期についても確認でき

ル共有設定のミスから内部のメールやファイルが誰でも閲覧可能に

が報告されたとしても、パッチ公開など早急に対応できる体制がク

が開催したオンライン国会で、参加者全員に画面共有を許可してし

ます（図2）。脆弱性は存在しないのが一番ですが、仮に重大な脆弱性
ラウドサービス事業者内に整備されていることも、クラウドサービ
スを利用する上で重要なポイントです。
図2

サービスリスクに関する判定項目

なっていた事案がありました（2013年7月）。最近では、南アフリカ

まうといったミスがあっただけでなく、会議にパスワードをかけて
いなかったために、部外者による会議への乱入・妨害行為まで発生
しています（2020年5月）。

重要情報の漏えいなど、思わぬ事態を招かないために、クラウド

サービスを利用する際はリスクアセスメントだけでなく、使い方に
応じたルールの設定も肝要です。サービス利用時における、ルール
の一例をご紹介します。

●各サービスでID・パスワードを使い回さない
1ヵ月から3ヵ月以内に
脆弱性が報告されていることが分かる
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ビジネスリスク

ビジネスのカテゴリでは、サービスの認証取得ステータスの項目

が確認できます。今回リスク評価したクラウドサービスは、国内の

●不特定多数の第三者がアクセスできないように、Web会議にパス
ワードを設定する

●ホスト以外の画面共有を制限する

●万が一クラウドストレージのアカウント情報が漏えいした場合に
備えて多要素認証を有効にしておく

●クラウドストレージに保存したデータの共有URLを誤送信する、
共有設定を全公開してしまうなどのユーザの操作ミスに備えて
ユーザマニュアルを作成して従業員に周知する

会計監査基準であるSAS70※5、SOC2※6の他、米国政府がクラウ

2

社内用・私用PCをテレワークで使う場合のリスクと対策

社会情勢の変化に伴って急遽テレワークを実施した企業の中に

PCにまつわるこうしたリスクに備えるにはどうすればいいで

は、専用のPCの準備が間に合わず、社内用のPCをそのまま持ち帰ら

しょうか。紛失・盗難対策の一つはHDDやSSD全体の暗号化です。

た。こうした場合、どのような点に留意すべきでしょうか。

漏れることはありません。また、マルウェア感染対策としては、OS・

忘れ・紛失です。実際、電車内にPCを置き忘れ、HDDやSSDに保存

でご紹介したのは一例に過ぎず、PCの持ち出しの際に考慮すべきセ

せたり、私用PCを業務で使うことを認めたりするケースがありまし

悪意のある第三者がPCを入手しても、暗号化してあれば重要情報が

社内用PCを社外に持ち出す際のリスクで多いのは、移動時の置き

ソフトウェアへの最新のセキュリティパッチ適用が重要です。ここ

した重要情報を漏えいさせる事故が多発しています。その結果、企

キュリティ対策は多岐に渡ります。

するケースまで起こっています。

ベンチマークです。米国の政府機関や企業に所属するセキュリティ

感染による重要情報の外部漏えいがあります。私用PCは企業が定

方法が記載されているため、セキュリティ対策の基準として広く使

が不十分になりがちです。

セキュアな設定になっているかを網羅的に確認できます。

業の信用を失うばかりか、被害者から企業への損害賠償請求に発展

セキュリティ対策のベストプラクティスになっているのが、CIS

一方、私用PCの業務利用を認める場合のリスクには、マルウェア

専門家の協力を得て作成されたもので、対策すべき具体的な設定や

めるセキュリティポリシーの適用対象外のため、セキュリティ対策

われています。これを参考にセキュリティ対策を実施すると、PCが

3

おわりに

急いでテレワークに移行するため、セキュリティ対策を考慮する

余裕がないままにクラウドサービスや社内用・私用PCを在宅で利用

せざるを得なかった企業は多いでしょう。安全なテレワーク環境を
※4
※5
※6
※7

今後維持するためにも、現在の利用環境を改めてチェックすること

をお勧めします。ラックではチェックに役立つサービスを多く提供
していますので、お気軽にご相談ください。

CVE：Common Vulnerabilities and Exposuresの略。製品における脆弱性の識別番号。
SAS70：会計監査などで、受託した業務についての内部統制を評価するために利用される監査基準。
SOC2：Service and Organization Controls 2の略。SOCはSAS70に代わる新しい監査基準であり、SOC1、SOC2、SOC3、SOC for Cybersecurityがある。SAS70の内容はSOC1に包括されている。
FedRAMP：Federal Risk and Authorization Management Programの略。クラウドサービスの調達について米国政府が定めた基準。
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特集 テレワーク環境を安全にするために Part2

Web APIをテレワークでも
安全に利用するために
押さえるべき
対策のポイント

櫻井 健輔

セキュリティ診断センター
診断技術グループ
システム開 発 業 務を経 験 後、Webア
プリケーションの 診 断 業 務 に従 事。
2017年ラック入社後はWeb診断技術
の研究や当社診断員の教育に携わる。

テレワークの導入に伴い、内部ネットワークだけで利用していたWebアプリケーションなどを
インターネットから利用できるようにしたい、といった相談がラックに多く寄せられています。
Webアプリケーションで利用しているWeb API をインターネットに公開する場合は、
重要情報へのアクセスコントロールなどのセキュリティ対策が適切に講じられているかを確認する必要があります。

1

テレワーク環境下での不正アクセスリスク

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、多くの組織がテレワーク

報を送受信するためのインターフェースとして「Web API※1」を利

事でも在宅でできるよう、対応を迫られた組織もあるでしょう。購

るには、このWeb APIをインターネット上に公開することになりま

の導入に踏み切りました。従来はテレワークに適さないとされた仕
買発注やグループウェアなど、組織内利用しか想定されていなかっ
たWebアプリケーションをテレワーク対応に切り替える場合に問
題となるのがセキュリティ対策です。

Webアプリケーションは、HTTP
（S）のプロトコルを利用して情

図1

用することがあります。インターネット経由で利用できるようにす
す（図1）。安全な内部ネットワークの中とは異なり、インターネット
環境下では常に情報漏えいなどにつながる不正アクセスのリスクを

はらんでいます。テレワークでも安心して利用できるようにするに
は、より強固なセキュリティ対策が必要です。

テレワーク導入前後でのWeb APIアクセス方法の違い
内部ネットワークのみでの運用時

7

テレワーク環境下での運用時

内部ネットワーク
Web API
サーバ

内部ネットワーク

LAN

Web API
サーバ

LAN

組織外からはアクセスできない

テレワークでのインターネット利用

インターネット

インターネット
悪意のある第三者の攻撃にも晒される

2

認証方法に要注意

OWASP※2発行の「OWASP API Security Top 10 2019※3」で

は、Web APIで実害が発生したセキュリティリスクの上位10件は、
主に「認証・認可における実装の不具合」となっています。このこと

2-1

接続機器の制限手段

テレワーク環境下でのセキュリティ施策を検討する際は、Web

からも、Web APIをインターネットに公開する場合は接続元の確認

APIへの接続方法によってアカウントの管理方法を見直す必要があ

利用されない状態を確保することが重要です（表1）。

跡」を例にとります。

方法やユーザの認証方式を見直し、Web APIが意図しないユーザに

表1

Web APIのインターネット公開時に考慮するべきセキュリティ要件

考慮すべき
セキュリティ要件

組織内利用時の
接続制限状態

インターネット公開時に
考慮するべきセキュリティ要件

接続元IPアドレスを 接続先IPアドレスが変動する
場合に運用可能か
ログイン機能なし 重要情報や機密情報を取り扱っているシステムか
2. ユーザ認証方式 Basic認証のみ、固 ログインセッション・APIキーの失効が可能か
定のAPIキーのみ
ユーザ側でのパスワード変更が可能か

1. 接続制限の方法 使用した利用制限

※1
※2
※3

ります。
「Web API利用者の接続制限」と「事故発覚時の接続者の追

内部ネットワークでは、接続機器のIPアドレスを組織内で管理す

るため、上記二つは比較的容易に実施できます。一方、自宅やモバイ

ル機器からの接続の場合は接続元IPアドレスが変動するため、いず
れの実施も困難です（表2）。テレワークの導入で接続元のネット

ワーク制限が困難な際は、接続機器やソフトウェアに対して利用者
の認証や制限が行えるような管理方法への変更が必要です。

Web API：主に、Webサイトの画面移動を行わない画面更新や、スマートフォンアプリケーションなどのクライアントプログラムとWebサーバがデータを送受信する際に利用される。
OWASP：Open Web Application Security Projectの略。ソフトウェアのセキュリティに関する活動を支援する非営利団体。
OWASP API Security Top 10 2019：https://owasp.org/www-project-api-security/

表2

で重要情報を閲覧できるようにする」
「Basic認証や固定のAPI KEY

接続者の制限と追跡

セキュリティ施策の例
Web API利用者の
接続制限
事故発覚時の
接続者の追跡
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内部ネットワークのみ

テレワーク環境下

接続機器のIPアドレスを組織内
IPアドレスが変動するなどで困
で管理して割り当てるなど、容
難なケースが多い
易に制御可能なケースが多い

生しづらい状態ですが、そのままインターネットからの利用も可能
としてしまうと悪意ある第三者に攻撃されやすくなります。

例えば、総当たり攻撃などによってWeb APIの接続情報やAPI

ユーザアカウントの使い回し

定多数からのアクセスを許してしまう可能性があります。また、

下では改めて見直す必要があります。Web APIを内部ネットワーク

限定で利用する場合、利便性を優先して簡易的な仕組みを採用する

ことがあります。例えば「IPアドレスの制限のみ行い、ログインなし

Web APIの利用者全員を共通ユーザとして取り扱っている場合は、
不正アクセスなどの問題を起こしたユーザだけを隔離して運用を継
続するのは困難です。簡易的な認証の仕組みを採用したWeb APIを
テレワークに対応させるには、次で述べるようなセキュリティレベ
ルの向上策を検討しましょう。

セキュリティレベル向上の具体案

テレワーク環境下での不正アクセスのリスクを軽減するため、ア

クセスコントロールや認証の方法の見直しによってセキュリティレ
ベルを向上する具体案を以下に例示します（表3）。

表3 テレワーク環境下でのセキュリティレベル向上の具体案
（例）
考慮すべき
セキュリティ要件

1. 接続制限の方法

2. ユーザ認証方式
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た仕組みです。この仕組みでも組織内に限定した利用なら問題は発

KEYが第三者に漏えいすると、それらを失効させるまでの間、不特

Web APIの認証方法が適切であるかについても、テレワーク環境

3

※4などの方法で一つのユーザアカウントを全員で使い回す」
といっ

具体的な改善案

利点

欠点

自組 織 向けに用 意し 内部ネットワークと同
可用 性はVPN回 線に
たVPN経 由の 接 続 に 様の環 境に利 用を制
依存
限定する
限できる
クライアント証明書が 証明書配布先の管 理
クライアント証明書を
設 定された 端 末のみ や作成・失効運用の整
利用する
に利用を制限できる 備が必要
OAuth, SAMLなどの 既 存 のIDを 利 用して IDプロバイダを自作す
シングルサインオンを ログイン 部 分 を 分 離 る場 合は必 要工数 が
利用する
できる
高くなる
ID・パスワードでの個
実 装 が 枯 れており導 IDを 個 別で 管 理する
別ユーザ 管 理を用 意
入障壁が低い
必要が発生する
する

接続元の制限方法を変更

■自組織向けに用意したVPNの利用

VPN経由で内部ネットワークに接続し、Web APIの利用を許す方

式です。Web APIへのデータ送受信を全てVPN経由とすることで内
部ネットワークでの利用時と同等の扱いとなり、Web APIのユーザ

認証部分を改修する必要がなくなります。ただしVPN経由での常時

タイミングで証明書の発行、失効処理などができるよう、ワークフ
ローも同時に整備しましょう。
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ユーザ認証方式の再検討

機密性が高い情報を取り扱うWeb APIの場合は、認証方法やアカ

ウントの取り扱いをより厳格にする必要があります。認証機能を用
意せずに、また、Basic認証などの簡易的な接続制限のみでインター

ネットからの利用を可能にすると、不正アクセスによる情報漏えい
の可能性があります。以下のうち、いずれかのユーザ認証方式で利
用者ごとにアカウントを発行するようにしましょう。
■OAuth、SAMLなどのシングルサインオンの利用

す で に 組 織 内 でActive Directoryを 運 用 し て い る 場 合、ま た、

Googleアカウント、Microsoftアカウントを利用している場合、そ
れらのIDを利用したシングルサインオンの利用を検討します。

シングルサインオンのIDプロバイダを自組織で運用する場合

は、開発や運用で高度な技術を必要とします。しかし、Auth0※5、

Firebase Authentication※6などの認証プラットフォームサービス

やOSSのライブラリ、商用製品を利用すると、導入のハードルを下
げられます。

接続を行う場合は、VPN回線の安定性や送受信速度の低下によりシ

■ID・パスワードでの個別ユーザ管理

て回線増強などの対応コストを併せて考える必要があります。

した後にAPIを呼び出す」といった、一般的な認証の仕組みを使った

■クライアント証明書の利用

API側でのユーザ管理が必要となるため、シングルサインオンの場

ステムの安定利用ができなくなる恐れがあるため、利用者数に応じ

クライアント証明書を利用者ごとに発行し、証明書をインストー

ルした端末からのみ接続を許す方式です。不特定多数からの接続や
悪意のある第三者からの攻撃の可能性を減らすことができます。

クライアント証明書は必ず利用者ごとに発行し、共通の証明書の

使い回しは絶対に避けてください。また、利用者の追加、退職などの

4

「ログインAPIを用意する」
「個別ID・パスワードでフォーム認証を

ユーザ管理方法を検討します。外部のIDプロバイダを使わずにWeb

合とは異なり、利用者のパスワード使い回しによるパスワードリス
ト攻撃など、悪意のある第三者からの攻撃を考慮して設計しましょ

う。また、なりすましや第三者からの乗っ取り対策のため、ログアウ
ト機能や利用者側からパスワードの変更を行う機能なども用意しま
しょう。

公開範囲に合わせたセキュリティ施策を

テレワークに対応するため、内部ネットワークでの利用に限定し

ていたWeb APIをインターネットからも利用可能とする場合は、重

ワーク環境を実現してください。

ラックではWeb API自体に脆弱性がないかを調査するセキュリ

要情報へのアクセスコントロールを適切に行う必要があること、そ

ティ診断サービスを提供しています。セキュリティ診断以外でも、

範囲に合わせてセキュアなWeb API設計を検討し、セキュアなテレ

ですので、お気軽にご相談ください。

れには複数の方法があることを紹介してきました。重要情報の公開

※4
※5
※6

Web APIを利用したシステムの企画・設計段階からのご支援も可能

API KEY：Application Programming Interface KEYの略。ユーザが特定のAPIを利用する際に認証で必要となるもの。
Auth0：Webアプリケーションやモバイル、APIなどに認証・認可の機能を提供する統合認証プラットフォーム。
Firebase Authentication：Firebaseが提供する認証機能で、パスワード認証やGoogle、Facebookなどのサードパーティを利用した認証を実現する。Firebaseとは、GoogleがモバイルおよびWebアプリケーション
におけるサーバサイドやデータ処理などの機能を提供するサービス。
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特集 テレワーク環境を安全にするために Part3

テレワーク環境に
対する脅威考察と
ペネトレーション
テスト

田中 優毅

デジタルペンテストサービス部 担当部長
ラックに入社して18年目、セキュリティ監視センターJSOC
やサイバー・グリッド研究所、コンサルティング部門で金融
機関のセキュリティアドバイザなどを担当。2019年からは
診断部門でペネトレーションテストサービス業務に従事。学
生時代は、チェス競技の日本代表選手として国際競技会に
多数参加。その先を読む目と相手の弱点を見つける攻防経
験をペネトレーションテストにも活かしたいと思っている。

準備不足の状態で導入を余儀なくされたテレワーク環境では、どんな脅威を想定する必要があるでしょうか。想定すべき脅威に対
して、ペネトレーションテストはなぜ必要で、どのように有効なのでしょうか。それぞれ解説していきます。

1

はじめに

新型コロナウイルス感染拡大への懸念が深刻化し、緊急事態宣言

見えてきた中で、企業がセキュリティ面で足をすくわれないために

社員のテレワークを基本とすると決めた企業も出始めており、仕事

本稿では、新型コロナウイルスへの対応によって急増した、テレ

なくないでしょう。米国ではTwitter社、日本では日立や富士通など、

は、何が必要でしょうか。

やコミュニケーションの在り方そのものが変革期を迎えているとい

ワーク環境・テレワーク形態に付随するセキュリティ脅威シナリオに

とを労働者の権利として確立する法制化の動きも出ています。

ネトレーションテストがどのように有効なのかについて解説します。

えます。欧州では、
「在宅勤務権」として働く場所を指定されないこ

2

があるでしょうか。主だったものを見ていきましょう。

2-1

ついてまず考察します。その後、脅威への対策を検証するために、ペ

テレワーク環境における脅威の全体像

テレワークに特徴的なリスク、脅威シナリオにはどのようなもの

9

テレワークが数ヵ月で終わる一時的な事象ではないということが

の発令を受けて、慌ただしくテレワーク環境へと移行した企業は少

VPN接続口への不正アクセス、なりすまし

テレワークの導入は、時間との戦いであったため、多くの組織で

VPN設備の新設や増強が突貫工事的に行われました。

このような「応急対応」の状況を続けることは、サイバーセキュリ

ティの観点からは大変危険です。応急対応ではどうしてもセキュ

トを呼びかけた場合、一人の社員も引っかからないと自信を持って
言える企業はほとんどないでしょう。

このように、マルウェアへの感染リスクは完全に排除することは

できません。その前提に立ち、ペネトレーションテスト実施による
システム耐性検証、監視検知能力検証を検討する必要があります。

2-3

家庭のネットワークでのマルウェア感染

家庭のネットワークに存在するプライベート端末や無線LANは、

リティが軽視されがちで、それがいつのまにか平常時の仕組みと化

企業並みのセキュリティレベルが確保された状態では無いのが通常

す。応急対応で整えたテレワーク環境を数ヵ月以上利用する場合

出入口境界部分に多段階のセキュリティゲートウェイがあるのに対

してしまうことこそが、典型的な脆弱性作り込みパターンだからで

は、VPNゲートウェイ機器の脆弱性の悪用、VPNアカウント自体の
フィッシング詐欺などによる乗っ取りの両面から警戒が必要です。

2-2

フィッシング詐欺やウイルスメール

でしょう。そもそも、企業ネットワークであればインターネットの

し、家庭などのテレワーク環境ではファイアウォールすらもありま
せん。さらに防御だけでなく検知能力も弱体化します。

また、インターネットの利用そのものは、VPNを介さず部分的に

自宅などの回線を通じたアクセスを許可する（スプリット・トンネリ

ング）ことが一般的であるため、マルウェアが行うC2サーバとの交

日本だけでなく世界中で新型コロナウイルスの感染が収束しない

信は企業ゲートウェイを介さずに成立し、マルウェア感染を見逃す

たような詐欺メールを使いまわし世界中の企業を狙えるからです。

の仕組みは引き続き必須ですが、加えて、エンドポイント単体でマ

の緊急連絡を装って、テレワーク用アプリケーションのアップデー

要があります。

状況は、攻撃者にとっては「またとない機会」だと予想されます。似

リスクが増加します。企業のインターネット接続境界の監視・制御

実際に起きている詐欺メールの手口ですが、攻撃者がIT部門から

ルウェアを監視・検知できるEDRなどの仕組みの導入を検討する必

●脅威シナリオと対策
攻撃対象／攻撃目標

侵入／攻撃手法

基本的対策

VPNゲートウェイ

●Exploit codeの実行

テレワーク端末

●マルウェア感染

●EDRなどによる監視の強化

●フィッシング詐欺

●セキュリティリテラシー向上
●EDRなどによる監視の強化

テレワーク端末／ユーザ認証情報

●パスワードスプレー攻撃など

●パッチ適用、アクセス制御

●認証強度の確保

●フィッシングメールを用いた訓練

●テレワーク環境における脅威の概念図

企業クラウド

インターネット

VPNを介さないアクセス許可も
C2サーバへの
接続容易性

自宅など

企業ネットワーク
攻撃

詐欺メール受信

ファイア
ウォール

ファイル
サーバ

メールサーバ

テレワーク用端末
攻撃・感染

VPNトンネル

社内
システム

家族のPCなど

3

重要
システム

ペネトレーションテストの有効性

前述した脅威群への見立てとして、ペネトレーションテストを適

用すべき優先順位が高いのは、テレワーク用端末のマルウェア感染

トとなるからです。

もう一つの重要な着眼点は、VPN接続口に対するペネトレーショ

の脅威です。マルウェアに容易に感染してしまう状態になっていな

ンテストです。

めた防御に問題がないかを確認する耐性検証にも大いに有効です。

管理インタフェースやポートを外部に露出させず、最新のパッチを

り、マルウェアの背後にいる攻撃者が端末を感染させた後にどのよ

性は非常に小さいからです。

いかの危険性評価はもちろんのこと、感染後のマルウェア検知も含
後者は、マルウェア感染の完全な阻止は難しいことを前提としてお
うな行動をとるかをシミュレーションし、対策の堅牢度合いを調べ

VPNに関しては、環境によらず打つべき対策は比較的明確です。

適用し、MFA※1などの強固な認証を実施していれば、破られる可能

ところが、新型コロナウイルスの脅威に背中を押されるように急

るというものです。

場しのぎで用意したVPN環境では、セキュリティが十分に考慮され

到達されてしまう状態になっていないか。製造業の場合、プロダク

たり、管理者自身のテレワークに対応するために管理ポートが露出

例えば、VPN経由で、社内の重要システムがマルウェアに容易に

ション関連システムまでマルウェアに到達されることはないか。大
容量のデータを手元に引き出した場合、何らかのアラートが発報さ
れるようになっているか。特権の利用について、適切に制限されて

いるか。利用されてしまった場合は確実に検知されるか――など、

ていなかったり、ネットワーク機器がパッチ管理対象から漏れてい

されていたりと、うかつな脆弱性をはらんでいる可能性があります。
例えば、IDとパスワードのみで認証しているならば、すでに心もと
ない状況だと考えなければならないでしょう。

導入済みのテレワーク環境に懸念がある場合、ここまで述べたシ

無数のチェックポイントが考えられます。

ナリオに基づくペネトレーションテストを実施し、安全を確かめて

セキュリティリテラシーを向上させる施策を実施することも有効で

トフォーム診断によって対応が可能ですが、侵入された後の被害実

こうした検証と併せて、フィッシング詐欺対策訓練など、社員の

す。テレワーク環境においても、不審メールなどに関する情報が企

業内で迅速に共有され、被害の広がりを食い止められるかどうかが、
実際に攻撃を受けたときに被害発生の有無を左右する重要なポイン

4

おくことは、決して無駄な投資にはなりません。基本的には、プラッ
証も確かめたいなどの場合はペネトレーションテストの実施をご検
討ください。

まとめ

ここまで、テレワークに関するセキュリティリスクと、その対策

包括的なテレワークリスク対策とはつまり「境界の消失」という環

としてのペネトレーションテストの有効性について述べました。

境の変化に対する企業の適応プロセスそのものです。さらに、
「境界

などさまざまな面から考慮しなければならない問題であって、
「単

年必要だと言われるようになってきた「ゼロトラスト※2アプローチ

一方で、包括的なテレワークリスク対策は本来、技術・運用・設備

が消失する世界のセキュリティ対策の在り方」を突き詰めれば、近

純な解」は残念ながら存在しないとも思います。

での企業セキュリティ対策再構築」へと近づいていきます。

テレワークが進んだことによって、仕事における会社の「中」と「外」

るのは簡単ではありません。変化しつつある環境において、境界の

私は、このたびの変化の本質は「境界の消失」だと考えています。

との境界が、物理的にも論理的にも無いものになってきたと捉える
ことができます。兆候は以前からありました。各企業におけるクラ

ウドサービスの積極的利用が、そもそも「企業ネットワークの中と
外」という概念を覆すものだったからです。
※1
※2

MFA： Multi-Factor Authentication(多要素認証)の略。ユーザの認証に複数の要素を要求する方式のこと。
ゼロトラスト： ゼロトラストとは、全てのデバイス・通信を一旦信頼できないものとみなす立場を指す言葉。

セキュリティ事故などが実際に起きる前に、その検討の口火を切

存在を前提とした対策プロファイルだと何が起こるのかを把握し、
ペネトレーションテスト実施をセキュリティ対策の大転換とするた

めの点火装置とする。そんなふうに利用していただくのも一案だと
思います。
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傾向分析

セキュリティ診断結果の
傾向分析（2019年版）
Webアプリケーション診断
ならびにプラットフォーム診断

花岡 顕助

セキュリティ診断センター
担当部長
2002年ラック入 社 後、セキュリティ監 視セン
ターJSOCで監視サービス業務に従事。2013年
よりWebアプリケーション診断グループにて診
断業務を行う。現在は診断コンサルタントとして
大規模案件のリーダーを務める。

警察庁※1によると、2019年に観測された、国内サーバに対するインターネット経由での不審なアクセス件数は
4192件でした（サイバー攻撃の対象を探索しているとみられるアクセスを含む）
。前年比では1.5倍に増加しており、
Webアプリケーションやサーバ、ネットワーク機器などが被害に遭う可能性がより高まっていると言えます。
本稿ではWebアプリケーション診断とプラットフォーム診断の結果を分析するとともに、
お客様の対策状況や検出されやすい脆弱性について解説します。

1

5割のWebアプリと2割のホストで対策が必要

2019年にラックが実施したWebアプリケーション診断とプラッ

トフォーム診断の結果を分析したところ、重要な脆弱性（High／

プラットフォーム診断で重要な脆弱性を検出した割合は、2018

Mediumリスク※2）を検出した割合はWebアプリケーションでは全

年より3ポイント上がり、25%でした。
「OpenSSHにおけるユーザ

した（図1）。

割合も微増したと考えられます。それでも、ここ数年はApacheな

以降、検出割合が減少し続けており、2019年も前年より1ポイント

ていないため、傾向として大きな変化は見られません。

サイトの48%、プラットフォーム診断では全ホストの25%に上りま

Webアプリケーション診断では、データ収集を開始した2013年

下がりました。近年減少している理由としては、開発現場でセキュ
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わりはありません。

アなWebアプリケーション開発のノウハウが浸透したことに加え、
開発者が意識せずともセキュリティ対策ができる環境が整備された

名列挙の脆弱性※3」が検出されるホストが増えたため、全体の検出

どの、広く利用されているソフトウェアで重要な脆弱性が確認され

図1 重要な脆弱性
（High／Mediumリスク）
を検出した診断対象の割合

ことが考えられます。

特に後者は、セキュリティ対策が容易になる標準関数が周知され

てきたこと、さらに、コンポーネットなどで主な脆弱性への対策が
埋め込まれるようになったことが大きいでしょう。これにより、安

48％

25％

Webアプリケーション診断

プラットフォーム診断

全なWebアプリケーション実装への敷居が低くなったといえます。
しかし、いまだに二つに一つのWebサイトは対策が必要な状態に変

2

Webアプリケーション診断の検出傾向

●5サイトに1サイトはHighリスクの脆弱性あり

引き続き5サイトに1サイト程度は検出されています。

ものをそのサイトのリスクとして集計し、割合の推移を図2にまと

脆弱性の種類が5年前に比べて少なくなりました。これまではほと

Webサイトで検出された脆弱性のうち、最もリスクレベルが高い

めました。

いました。しかし、2018年以降は検出されるHighリスクは1種類の

診断対象Webサイトの割合

みで、その他は軽微な脆弱性のみのWebサイトが増え、その軽微な

100%
80%

Lowリスク・
補足事項を検出、
検出なし

60%

Mediumリスク
を検出

40%
20%

Highリスク
を検出

2015

2016

2017

2018

2019

Highリスクの脆弱性が検出されたWebサイトの割合はほぼ横ば

いながら、2019年は16%と過去5年で一番低い値でした。しかし、
※1
※2
※3

んどのWebサイトで、重要な脆弱性（High／Mediumリスク）を数
種類以上、軽微な脆弱性を含めると全部で10～20種類を検出して

図2 リスクレベル別

0%

Highリスクを検出したWebサイトでは、1回の診断で検出される

脆弱性の種類も10に満たないケースが多くなっています。

これは、サイトの開発時にあらかじめセキュリティ対策がなされ

たフレームワークやコンポーネントを利用する機会が増え、全体と

して重要な脆弱性が作り込まれにくくなっているためだと考えられ
ます。

●1位はWebサイトのHTTPS化の不備。クロスサイトスクリプ
ティングは2位に

2019年に実施したWebアプリケーション診断で、検出頻度が高

かった重要な脆弱性のうち、上位10件を表1に示します。

警察庁：
「令和元年におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」https://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/R01_cyber_jousei.pdf
High／Mediumリスク：ラックは独自基準により、High/Medium/Lowの3段階でリスクレベルを定めている。
OpenSSHにおけるユーザ名列挙の脆弱性：
「CVE-2018-15473 Detail」https://nvd.nist.gov/vuln/detail/CVE-2018-15473

表1 2019年に検出した重要な脆弱性
順位

1

HTTPSのCookieにsecure属性の指定なし

4

データ識別子改ざんによるシステム不正利用（機微な情報の露出）

2
3

㆖前年2位

クロスサイトスクリプティング
クロスサイトリクエストフォージェリ

5
6
7
8
9

とにより、今回は順位が下がったと推測されます。もう一つ見て取

上位10件

脆弱性の名前

URLに重要な情報を格納
権限昇格が可能（機微な情報の露出）

㆘前年1位
⇒
⇒

㆖㆖㆖前年8位
⇒

HTTPで重要な情報を送信
SQLインジェクション

㆘㆘前年5位
㆘前年7位

診断時の送信データによるシステム停止

⇒

10 強制ブラウジング

⇒

検出割合

16.2%
13.3%
11.6%
8.6%
8.5%

れることは、本番環境、開発環境ともに、Webアプリケーションで

対応すべき「HTTPSのCookieにsecure属性の指定なし」の脆弱性
が検出されるWebサイトが多いということです。HTTPS化によっ

て通信の盗聴に対策する場合、サーバ証明書の導入と、Cookieへの

6.6%

secure属性の付与は極力同時に行うことが望まれます。

2.4%

引き離していた「クロスサイトスクリプティング」は、今回初めて2

6.5%
5.2%

1.4%

統計開始以来、6年連続の1位で、検出割合でも2位以下を大きく

位になりました。やはり8位に下がった「SQLインジェクション」も

2019年には、
「HTTPSのCookieにsecure属性の指定なし」の検

含め、サイトによらず対策が平準化できる脆弱性は、冒頭で触れた

HTTPS化に関連した「HTTPで重要な情報を送信」の順位は前年の5

ネントを利用すれば開発者が意識しなくても対策が実装できるた

出割合が、統計を取り始めて以来、初の1位になりました。同じく

標準関数、フレームワークやクラウドサービスが提供するコンポー

位から7位に下がっています。この順位変動から以下のようなこと

め、検出割合が年々減少して順位を下げる傾向にあります。

がうかがえます。

一方で、機微な情報の露出に当たる4位と6位の脆弱性は順位に変

Webアプリケーション診断では、開発環境上のテストサイトで

動がありませんでした。これらの脆弱性はサイトの要件によって対

ても、開発環境はHTTPのままというケースが少なからずあります。

難しい点にあります。そのため、開発プロセスにおいては、設計段階

すが、開発環境にもサーバ証明書の導入によるHTTPS化が進んだこ

ます。

の診断を基本としています。しかし、本番環境はHTTPSになってい

策方法が異なるため、フレームワークなどによる平準化した対策が

それが「HTTPで重要な情報を送信」を引き起こすことにつながりま

でセキュリティ要件を十分に考慮し、開発・実装に進む必要があり

3

プラットフォーム診断の検出傾向

● いまだに対策が進まない内部ホスト

ティ対策の必要性は以前に比べて確実に高まっています。

ベルが高いものをそのサイトのリスクとして集計し、割合の推移を

●検出される脆弱性の種別

部ネットワーク経由となるオンサイト診断では、結果が大きく異な

使って脆弱性の種別を調査しました※6
（表2）。

プラットフォーム診断で検出された脆弱性のうち、最もリスクレ

まとめました（図3）。インターネット経由で行うリモート診断と内
るため、診断経路ごとに算出しています。

脆弱性の傾向を分析するため、共通脆弱性タイプ一覧CWE※5を

表2
図3 リスクレベル別

診断対象ホストの割合

100%
検出なし

80%

Low
リスクを
検出

60%
40%

Medium
リスクを
検出

20%
0%

2015 2016 2017 2018 2019

2015 2016 2017 2018 2019

リモート診断

オンサイト診断

検出された重要な脆弱性の種別

順位

High
リスクを
検出

脆弱性の種別

割合

1

認可・権限・アクセス制御

65.5%

3

情報漏えい

32.2%

その他

1.2%

クロスサイトスクリプティング
（XSS）

1.1%

2
4

2018年に引き続き、一番多く検出されている種別は「認可・権限・

アクセス制御」で、次は「情報漏えい」でした。これらに該当する脆弱
性としては、パスワード認証が施されたサービス・Webコンテンツ
の検出や、
「OpenSSHにユーザ名列挙の脆弱性」があります。

リモート診断では、SNMPサービスにおいて書き込みや読み込み

ここ数年、リモート診断では、重要な脆弱性（High／Mediumリス

が可能なコミュニティ名が推測できるホストが、いまだに十数ホス

ネット公開のシステムについては、セキュリティ対策の重要性が世

期設定を変更していないために脆弱性が検出されるケースは依然と

ク）が検出される割合が全体の2割以下で推移しています。インター

の中に広く浸透しているため、構築時におけるセキュリティ対策や、
新しい脆弱性への対処が多くの企業で適切に行われています。しか
し、まれに、ファイアウォールによるアクセス制御を回避される脆

ト確認されています。検出数は年々減っているものの、構築時に初
して多くあります。

オンサイト診断では、パスワードクラックによってWebコンソー

ルやOSの管理用サービス※7にログインできるホストが前年より多

弱性※4や、Webコンテンツにログイン可能な脆弱性など、Highリス

く検出されました。Webコンソールについては、購入時に設定され

オンサイト診断では、例年、重要な脆弱性が全体の60～70%の割

しまう組織が目立ちました。また、Windowsのパッチが未適用のホ

クの脆弱性を検出することがあり、注意が必要です。

合で検出されますが、2019年では60％をわずかに下回り、57%に

ている初期アカウントとパスワードの組み合わせでログインできて
ストも数十台検出されています。中には10年近く前のパッチが適用

留まりました。オンサイト診断ではファイアウォールなどを介さず

されていないホストまで存在しました。未適用だったパッチには、

検出されます。しかし、
「内部ホストはアクセス制限されているため

に対処するものも含まれていました。こうした状態のままでは、ホ

ら、対策が施されないケースもあります。実際には、標的型攻撃など

漏えいなどの重大なセキュリティ事故につながる恐れが高くなりま

に診断することが多いため、リモート診断に比べて多くの脆弱性が
攻撃される可能性は低い」との判断に加え、工数や予算上の問題か

により、社内にある従業員のPCがマルウェアに感染し、攻撃が行わ

れるケースが確認されるなど、内部ネットワークにおけるセキュリ
※4
※5
※6
※7
※8

ネットワーク経由で任意のコードが実行されてしまう重要な脆弱性

ストに接続できるPCがマルウェアに感染するなどした場合に、情報

す。パッチ適用の際は、脆弱性のリスクレベルを鑑みて、アクセス制
限が施されているホストに対しても計画的に適用しましょう※8。

アクセス制御を回避される脆弱性：アクセス時に使うポート番号をUDPの53番ポートなどに変更してアクセスすると、ファイアウォールのアクセス制限を回避し、本来アクセスできないポートにアクセス可能となる脆弱性。
共通脆弱性タイプ一覧CWE：米国政府の支援を受けた非営利団体のMITREが中心となり仕様策定をした、脆弱性の種別を識別するための世界的な共通基準。Common Weakness Enumerationの略。
調査しました：調査対象は、検出された重要な脆弱性の上位20件。
OSの管理用サービス：SSHサービスやRDPサービスなど。
適用しましょう：パッチ適用には、システムに不具合が発生しないよう、慎重な検証が必要。
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知見の整理

セキュリティ診断を
有効活用するために
実施前後ですべきこと

高野 啓介

セキュリティ診断センター
サービスマネジメントグループ GL
2009年ラック入社後、官公庁を含む多種多様な
業界に対してプラットフォーム診断とWebアプリ
ケーション診断を実施。豊富な実績を踏まえ、現
在はコンサルタントとして診断の計画策定や対
策支援など、お客様の課題解決をサポートする
業務に従事している。

「どのサーバ」に「何の診断」を「いつ実施するか」といった診断前の計画・管理と、
検出された脆弱性についての対応計画は、組織全体で取り組む必要があります。
ここでは、診断実施時と対策時の「漏れ」を防ぎ、
組織全体でセキュリティレベルの向上を図るための管理方法などについて解説します。

1

組織全体でセキュリティ診断を計画・管理

「セキュリティ診断」という言葉自体がまだ

浸透していなかった20年前に比べると、セキュ

図1

診断が適切に実施されなかったことが原因で起こり得るセキュリティ事故の例

リティ診断を実施する組織は大幅に増加しま

インターネット

した。しかし、診断が定着した現在でも、診断対

新しいProxyサーバを構築した後、切り戻し用に
稼働させていた古いProxyサーバを停止してい
なかった。診断対象から漏れており、古いProxy
サーバの脆弱性が原因で情報が漏えいした。

象となる資産や適した診断サービスを選定する
際に、診断ベンダーの手助けが必要な状況に変

わりはありません。また、セキュリティ診断に
ついて組織としての指針が定まっていないため

に、部門ごとに診断の発注などを行ってしまい、

13

脆弱性

部門で勝手にファイルサーバを構築し、重要
情報を保管していた。管理外であったため診
断が実施されず、ファイルサーバのアカウン
ト管理の不備が原因で情報が漏えいした。

結果的にセキュリティレベルにばらつきが生じ

新しい
Proxyサーバ

ることもよくあります。

古い
Proxyサーバ

外部公開セグメント

診断すべき対象や利用する診断サービスを自

組織で適切に選定できないと、診断対象から外

れたシステムや脆弱性が見落とされたシステム

でセキュリティ事故が起こる恐れがあります

脆弱性

（図1）。このような懸念を現実のものとしない

重要情報

ためにも、組織としてセキュリティ診断に関す
る意識を高め、実施内容や実施時期などを一元
的に計画・管理できるようにしましょう。

2

2-1

内部サーバ

診断前は「対象」
「診断サービス」
「時期」
を決める
資産の洗い出し

などの資産を棚卸しし、診断対象台帳を作成します（図2）
。同時に、

セキュリティ診断を組織全体で計画・管理するために、まず診断

対象の洗い出しをします。方法としては、
「申請ベース」と「ツール利
用」という2通りがあります。

「申請ベースの洗い出し」では、各部門の担当者がそれぞれの部門

で保有しているサーバやネットワーク機器、Webアプリケーション
図2

ファイル 内部ネットワーク 業務用端末
サーバ

業務用端末

この台帳を常に最新の状態に保つためのルールの制定も必要です。
例えば、外部ネットワークや内部ネットワークでホストを新規に構
築する際や、既存のシステムを外部ネットワークに公開する際は必

ず申請するといったことを定めます。台帳によって資産管理が適切
に行われると、診断を必要とする資産の種別・数・用途が一目で把握
でき、診断の実施計画をスムーズに立てることができます。

診断対象台帳のイメージ（Webサイト）

No.

サイト名

IPアドレス

FQDN

担当者

1

サービス
主管組織

お客様サイト1

xxx.xxx.xxx.001

www1.example.com

XXX部

XX XX

有

2

お客様サイト2

xxx.xxx.xxx.002

www2.example.com

XXX部

XX XX

有

XXX部

XX XX

www4.example.com

XXX部

XX XX

3

お客様サイト3

xxx.xxx.xxx.003

4

お客様サイト4

xxx.xxx.xxx.004

個人情報などの有無も記録しておくと、診断を実施する際の優先度が決めやすい

個人情報有無 重要ブランド

有

有

重要機能有無
（資金移動等）

診断有無

無の場合
理由

有

不要。存在しない

「ツールを利用した洗い出し」では、ネットワーク全体にパケット

を送信してサーバやWebサイトを検出したり、Passive DNS※1の

●SSL証明書に関する情報（証明書の有効期限、証明書発行認証局、署名ア
ルゴリズムなど）

情報などを利用して自組織に関連するWebサイトを洗い出したり

●HTTPSに対応したサイトであるか

に申請漏れなどがないかを確認したい場合に有効です。

●Whois情報（ドメイン所有組織の登録名、ドメイン管理者の登録名など）

します。診断対象台帳が作成されていない場合や、すでにある台帳
ネットワーク上にサービスを提供しているIPアドレスがどの程度

あるかを把握するには、Nmap※2などのポートスキャンツールや脆
弱性スキャナの機能を使って、自組織で保有しているネットワーク

全体に対するポートスキャンを実施します。外部ネットワークや内

●使用しているCMS名

2-2

診断計画の策定

診断対象の洗い出しが完了したら、実施する「診断サービスの種

部ネットワークのIPアドレスに対してTCPポートやUDPポートに

類」や「時期」を決め、組織全体のセキュリティ診断を計画します。全

記載しましょう。診断ベンダーに依頼すると手軽に一覧を入手でき

間の制約があるため、優先度を決める必要があります。優先度は、公

対するポートスキャンを実施し、応答があったIPアドレスを台帳に
ますが、これらのツールを活用すれば自組織でも作成できます。

なお、ポートスキャンをすると、サーバにインストールされてい

るウイルス対策ソフトやIPS／IDS※3などが攻撃として検知してし
まうことがあります。トラブルを避けるためにも、関係者への事前

周知や、パケットの送信元となるIPアドレスを一時的に検知対象外
としてもらうなどの調整が必要です。また、ポートスキャンによっ

てサーバに負荷がかかる場合があるため、通常利用していない時間

ての対象に診断を実施することが理想ですが、現実にはコストや期

開範囲、取り扱う情報資産、ブランドの価値、アクセス者数・アクセ
ス頻度などから総合的に判断します。お客様によっては、初年度は

外部公開のシステムを優先して実施し、次年度は初年度に大きなリ

スクが存在することが確認されたシステムと内部の重要システムを
対象とするなど、数年に分けて全てを診断するようにしているケー
スもあります。

帯での実施をお勧めします。

定期的な診断

に関しては、組織として把握できていないことがあります。Webサ

が発見されているため、アップデートなどによる対応をメンテナン

かにリスクヘッジをしていくかが重要なポイントです。

ます。そのためにはまず、診断を実施するタイミングを組織内で定

事業部門、グループ・海外子会社などが保有しているWebサイト

イトが適切に管理できていない場合があるという事実を踏まえ、い
自組織のWebサイトのうち、外部公開しているものはRiskIQ※4を

利用しての把握・管理も可能です。RiskIQでは、Passive DNSの情報

などを利用して自組織に関連するWebサイトを洗い出すことができ

ます。洗い出した後は、Webサイトに関連する以下のような情報を取
得し、Webサイトの状態を継続的に管理することもできます。
●ページタイトル

●ソフトウェアのバージョン
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OSやミドルウェア、ソフトウェアについては日々新しい脆弱性

ス時に行い、適切な運用がなされているかは定期的な診断で確認し
めます。公開時には詳細な診断を行い、運用中は簡易な診断をあら

かじめ決めたタイミングで実施するというように、ライフサイクル
に沿った診断計画を立てると良いでしょう。他組織の事例では、診

断内容の統一、診断水準の高度化を目的に、自組織で診断ガイドラ
インを策定しているケースがあります。診断実施の頻度・レベルは

ガイドラインの中で定義し、内部のサーバなどを定期的に診断する
ようルールとして展開しています。

診断後は対策の
「要否」
「優先度」
「期限」
を判断する

セキュリティ診断によって脆弱性を把握した後は、対策の要否を

判断し、対策を実施する場合は優先度と対策期限を決めます。それ

表1

リスク評価表（例）
公開先

には、検出された脆弱性のリスクを評価する必要があります。リス

ク評価は、
「セキュリティ事故発生時の影響」と「公開状況」を考慮し

て行います（表1）。対策期限はリスク評価の結果ごとにあらかじめ

発生時の影響
大

中

小

外部

5

4

3

内部のみ

4

2

1

定めておき、スムーズに対応できるようにします（表2）。このとき、
対策後の再診断の実施基準も定めておくと、危険性の高い脆弱性に
対して漏れなく再診断が行えます。なお、パッチがまだ公開されて

いない場合や、システム構成上の制約などやむを得ない事情で脆弱
性対応が困難な場合は、対策期限や代わりとなるセキュリティ対策
を個別に検討しましょう。

リスク評価の結果は「脆弱性対応表」に記録として保存し、セキュ

リティ対策の状況がいつでも確認できるよう整理します。

4

表2

対策期限の目安・再診断要否（例）

リスク評価結果

対策期限の目安

再診断要否

5

即日～1週間

必要

4

2週間

必要

3

3ヵ月以内

任意

2

6ヵ月以内

任意

1

1年以内

任意

まとめ

本稿では、組織全体でセキュリティ診断を進めるに当たって、診

しばらくはうまくいかないこともあるでしょうが、運用をする中で

バやWebアプリケーションごとに診断結果を評価・対応している組

の成功事例や改善事例を基に、お客様の取り組みが組織に合ったも

断の前後で行うべき取り組みをご紹介しました。これまでは、サー

織が多い状態でしたが、ラックは、組織全体でセキュリティレベル
を向上させるためにはシステムやプロダクト単位で脆弱性をきちん

と管理していく必要があると考えています。全体的な管理を始めて
※1
※2
※3
※4

手順の見直しを図ることで改善されていきます。ラックは他組織で
のになるように支援しています。お困りの際はお気軽にお声がけく
ださい。

Passive DNS：DNSサーバ同士がやり取りした結果を蓄積し、IPアドレスとドメイン名の履歴を保管する。
Nmap：オープンポートの調査に加え、簡単な脆弱性調査も可能。
IDS：Intrusion Detection Systemの略。攻撃を検知するシステム。
RiskIQ：詳細はこちらの記事をご参照ください。ラック
「自社のWebサイト、
「見えて」
ますか？」https://www.lac.co.jp/lacwatch/service/20180312_001593.html
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