
 
 

 
 

情報漏えい防止セキュリティ技術開発 
への取組み 

Data Loss Prevention Technologies 

あらまし  

 情報漏えいは，あらゆる組織において解決すべき重要な課題となっているものの，漏えい

経路は複雑化しておりその対策も一筋縄ではいかない。富士通研究所では従来から培ってき

た暗号などのセキュリティ技術に加えて，モバイル機器や情報検索に関する技術やノウハウ

も統合した情報漏えい対策技術を開発し，社内実践により効果を検証して実用化へとつなげ

ている。 
 本稿では，その最新の取組みとして，企業内だけではなく，オフラインのお客様先や協力

会社も含め組織をまたがる場面でも，利用者に負担をかけずに一貫した安全性を保証した上

で情報を利活用する三つの技術を紹介する。まず，USBメモリによる社外への安全なデー

タ持出しソリューション，つぎに誤送信防止メールフィルタ，最後に編集を含むライフサイ

クルにわたる文書保護技術について，実践評価を踏まえて紹介するとともに，SaaS
（Software as a Service）・クラウド時代に向けた情報漏えい対策技術の展望について述べる。 

Abstract 

 We introduce our research and development of data loss prevention technologies for 
securing sensitive information in single- and multiple-organization environments.  Three 
technologies are described: 1) a secure data usage solution with a USB memory that erases 
data automatically in case of loss or attack, 2) an E-mail filter for intercepting messages 
with non-allowed addresses, and 3) secure information lifecycle management for ensuring 
the protection of sensitive data.  In addition, future steps for improving security technology 
for software as a service (SaaS) and Cloud computing are discussed. 
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ま え が き 

 情報漏えい対策は，あらゆる組織において解決す

べき重要な課題となっているものの，漏えい経路は

複雑化しておりその対策も一筋縄ではいかない。

NPO日本ネットワークセキュリティ協会によると

2007年に公表されたインシデント件数は864件，

漏えい人数は3000万人を超え，想定損害賠償額も

2兆円を超える。(1) 漏えい媒体や経路は，紙（40.4％）

が依然としてトップであるが，Web・Net（Winny
など15.4％），USBなどの可搬記憶媒体（12.5％），

PC本体（10.9％），E-mail（9.8％），そのほか（携

帯など5.9％）と，デジタル化された情報が様々な

経路で流出している。 
 この課題に対して，富士通研究所と米国富士通研

究所では暗号などのセキュリティ技術に加えて，従

来培ってきたモバイル機器や情報検索に関する技術

やノウハウも統合した情報漏えい対策技術を開発し，

社内実践により効果を検証して実用化へとつなげて

いる。 

情報漏えい対策の進展 

● 情報漏えい対策ソリューションの動向 
 情報漏えいの脅威として，最初はウイルスや不正

アクセスなど外部からの攻撃に対して，ファイア

ウォールなど組織すべてに壁を作って守るネット

ワークセキュリティ技術が必要とされた。さらに，

モバイルのワークスタイルが広まると，PCなど情

報の入っている個々の機器を守るための，HDDの

暗号化や，TCG（Trusted Computing Group）技

術，シンクライアントなどのエンドポイントセキュ

リティ技術へと発展してきた。 
 しかし，組織内部からの脅威である情報漏えいが

複雑化してくるに従い，個々のエンドポイント対策

だけでは限界があり，現在は情報セントリックセ

キュリティ技術が必要とされている。これは，組織

内の重要な情報とそれへのアクセスを，情報がどこ

にあっても守るという考え方である。(2)

 具体的な実現技術として，DLP（Data Loss 
Prevention ） と ERM （ Enterprise Rights 
Management）がある。 
 DLPは，機密情報のみをコンテンツベースで区

別できるようにしておき，ネットワークで送信中の

データ（DIM：Data in Motion），サーバ上のデー

タ（DAR：Data at Rest），PCなどエンドポイント

中のデータ（DIU：Data in Use）にある機密情報

が，社外に漏えいする直前でブロックする仕組みで

ある。(3)

 またERMは，DRM（Digital Right Management）
技術を企業内文書に適用したもので，機密情報が

社内だけでなく社外にあっても永続的に文書のア

クセス権をコントロールする技術である。既存の

オフィス文書を拡張し，サーバで利用権限（閲

覧・印刷の可否など）を一元管理することで実現

している。 
 今後は，SaaS/クラウド上で社内情報を保管・活

用する時代を迎え，情報漏えいの概念も変わってく

ると考えられる。しかし，いずれにせよDLPや

ERMのように情報そのものを保護する方向性は更

に重要となるであろう。 
● 組織間のセキュア情報環境の実現 
 企業において社会的な要請や法令遵守の義務か

ら，シンクライアントなどのように，機密情報は

PCなどのエンドポイントではなく，サーバで集

中的に管理する方向にある。ただし，関連会社や

他社との協力プロジェクトなど，組織をまたがり

安全に機密情報を共有し利用する場合には，従来

のシンクライアントなどでは，十分に対応でき

ない。 
 図-1に著者らが目指す組織間のセキュアな情報

環境を示す。現状のイントラネットやテレワーク

から，今後はオフラインのお客様先や協力会社も

含めた場面で，一貫した安全性を保証し，かつ利

用者にあまり負担をかけずに情報を利活用する環

境を実現する。 
 以降の章では，この環境の実現に必要な，以下

の技術について説明する。 
（1） セキュア情報環境 
 オフラインも含め情報を安全に持ち運ぶエンド

ポイントセキュリティ技術 
（2） セキュアコミュニケーション 
 メールからの情報漏えいを防止するDLP技術 
（3） セキュア文書管理 
 ライフサイクルにわたって文書を保護しWinny
などによる流出を防止するERM技術 
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図-1 組織間のセキュア情報環境 

Fig.1-Secure work space. 
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図-2 自動データ消去USBメモリの活用例 
Fig.2-Data loss prevention USB memory solution. 

 

セキュア情報環境：安全なデータ持出し 

● データの安全な携帯 
 USBメモリでデータを社外に持ち出し，USBメ

モリを紛失したり，個人のPCにコピーしたデータ

が漏えいしたりする事件が依然として多い。これに

対して，USBメモリの使用を禁止するなどの対策

は問題の表面的な解決策にしかならない。ネット

ワークのつながらないお客様先で一時的にファイル

を持ち運ぶなどで，現状最も簡便なUSBメモリを

使用したいというニーズは依然として多く，実際の

ビジネスに即した対策が必要となる。 
 著者らは，万が一USBメモリを紛失しても，そ

のデータが自動で消去されること，機密情報が特定

のUSBメモリやサーバ以外にコピーされないこと

が保証されれば，社内やお客様の機密情報をUSB
メモリで安全に移動・活用できると考える。 
● 自動データ消去USBメモリによる情報持出し 
 USBメモリによる安全なデータの社外持出しを

実現するために，自動データ消去USBメモリ，お

よびファイルリダイレクタ技術を開発した。 
 自動データ消去USBメモリは，内部にCPU，

バッテリ，クロックを持つメモリであり，利用者，

経過時間，接続PCなどの複数の条件で認証を行い，

条件を満たさない場合はUSBメモリ単独でデータ

消去をしたり，USBメモリとして利用できなくし

たりすることができる。これにより，USBメモリ

の紛失・盗難による情報漏えいを防ぐことができる。 
 ファイルリダイレクタは，USBメモリのデータ

のコピー先をUSBと社内の特定サーバのみとし，

ローカルHDDへの保存を禁止するドライバソフト

であり，後述するセキュア文書管理技術と連携し，

印刷禁止，メールソフトへの添付禁止といった制御

ができる。 
 これらを組み合わせることにより，サーバ上の機

密データ（DAR）を，USBメモリへ移動（DIM）

し，社外でオフライン作業（DIU）の後，また

DARに戻す過程でのデータの保護をユーザはほと

んど意識することなく確実に行うことができる。

図-2はその活用例で，太い点線で囲まれた領域（ト

ラスト境界）内の情報が外へ漏れることを防ぐこと
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ができる。 
 例えば，自動データ消去USBメモリの利用時間

を24時間としておき，お客様先から運用ログデー

タ（機密情報）を預かり，社内に持ち帰って特定の

サーバに保存して分析する，といった利用シーンが

考えられる。 
● PC環境の安全な携帯 
 前述した「データの安全な携帯」のコンセプトを

「PC環境の安全な携帯」へと一歩進めたのが，

“Your PC Anywhere”である。個人の作業環境を

どこでも安全に再現し，その環境が不正に変更され

ていないことを担保する。このため仮想マシン技術

と，CPU ，メモリ， TPM （ Trusted Platform 
Module），指紋センサ，有機ELディスプレイを

持ったUSBデバイスの組合せによる“Your PC 
Anywhere”のプロトタイプを実現した。このプロ

トタイプでは，USBデバイスをPCにつなげ，指紋

認証を行うと，仮想マシンを用いて，PC上に個人

の作業環境を再現できる。これにより，より厳しい

ガバナンスの要請や，内部犯罪の増加に対応した情

報漏えい対策の実現を図っていく。 

セキュアコミュニケーション：メール誤送信対策 

● メール誤送信対策の難しさ 
 メール誤送信はビジネスユーザの66.2％が経験あ

ると言われる。(4) その多くは過失によるもので，対

策も一筋縄ではいかない。 
 そこで，著者らはまず社内外のインシデントを分

析し，以下の八つの独自対策レベルを考えた。下の

レベルまで対応するとカバー範囲は広くなるが，導

入に当たっての人的コストは高くなる。 
 L1： 添付ファイル自動暗号化 
 L2： 添付ファイルをサーバ経由でアクセス 
 L3： 送信前に再度確認 
 L4： 共通ルールに抵触するメールの送信を禁止 
 L5： 業務ルールに従ったメールのみ許可 
 L6： 文書管理（後述のセキュアILMなど）と連

携して機密文書の誤添付防止 
 L7： 業務を見直し上司含めて承認制で確認など 
 LM： 証跡ログ分析，機密文書類似性チェック 
 暗号化やサーバ経由での配信は，万一誤送信した

場合のフェールセーフの対策にとどまる。大半のイ

ンシデントに対して有効なアラートやルールによる

チェックでは，頻繁にアラートが続くと慣れてしま

う問題がある。機密文書を文書管理と連携して守る

のは，人手で登録する手間があるとなかなか徹底し

ないというような課題がある。 
● 送信メールフィルタとその効果 
 効果の高いL3-L5の対策として，送信メールフィ

ルタを開発した。宛先タイプミスや，ルールに合わ

ないメールを送信しようとするとアラートウィンド

ウが現れ，チェックしないと送信できない（図-3）。
 

 
図-3 送信メールフィルタ 

Fig.3-Outbound e-mail filtering interface. 
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以下に特長を示す。 
（1） 既存のメーラ，サーバを変えずに導入可能 
 SMTPプロキシとして動作し，送信前にポリシー

チェック，アラートを行い，注意アドレスやルール

はチェックしないと送信不可。 
（2） セキュリティレベルの高均一化 
 管理者がXMLで業務に合わせたポリシー記述が

でき，RSS（RDF Site Summary）により配信・

強制が可能。 
（3） 学習型ホワイトリスト 
 ログ分析から個人ごとに頻繁に送信している宛先

を学習し，毎回同じ人をチェックするのを抑止。 
 本ツールは富士通社内ツールとして利用中である。

社外送信はチェック要，20件以上の送信アラート，

「社外秘」など特定の語句を含む社外メールアラー

トなど，社外誤送信に特化しあまり過剰アラートに

ならないようなポリシーを設定している。利用者か

らは「返信時に不要な人が入っていたのが分かっ

た」，「アドレスのタイプミスがすぐ分かる」，「同業

他社への誤送信防止」などの効果が報告されている。

また，メールの取り戻しログの分析からは，昼休み

や退社時間前など，過失の多い時間帯も明らかに

なった。 
● テキストレベルの流出防止 
 メールでは本文テキストから機密情報が流出する

場合がある。テキストの機密性チェックは，人名や

住所など汎用的な情報はパターンマッチで検出可能

だが，一般的な社外秘情報に対して，個々にパター

ンマッチルールを作るのは現実的ではない。テキス

トの同一性を判定する文書ハッシュ関数やフィンガ

プリント技術は，テキストの変更箇所が多いと検出

能力は低下する。 
 L6およびLM対策として，機密メールなどのテキ

ストの特徴（コンテンツシグネチャ）を抽出し，類

似性を比較する技術を開発した。(5) コンテンツシグ

ネチャは，テキスト検索技術を拡張したもので，テ

キスト中の単語の出現位置とハッシュ値をもとに計

算して得られるデータである。メール内容の任意の

部分を流用し，挿入・削除など編集して別メールの

一部に埋め込んでも，単語の相対位置がすべて変わ

ることはないため，シグネチャ同士を比較すること

で類似表現を検出することが可能である。 
 例えば，機密を扱う社内メーリングリストに流れ

るメールのコンテンツシグネチャをサーバで自動的

に記録しておき，関係者が機密メールの一部を誤っ

てお客様向けメールに編集・流用してしまうなどの

事故を防ぐことができる。 
 なお，コンテンツシグネチャには個人名など単語

そのものの情報は含まれず，それ自体万一漏えいし

ても問題にはならない。そこで，メールの流出だけ

でなく，例えば保護化された文書のメタデータとし

てコンテンツシグネチャを付与しておき，クラウド

など文書の中身が読めない環境でテキスト類似検索

を行うという用途にも利用することができる。 

セキュア文書管理 

● ライフサイクル全体にわたる保護 
 企業内文書について作成（入手）から，配付，変

更などを経て，情報の廃棄までの情報のライフサイ

クル全般にわたった保護を行うことが必要である。

文書管理の観点では，DAR，DIM，DIUの各状態

において保護可能な文書管理の技術が必要で，とく

に暗号化が重要な技術となる。 
 情報の暗号化による保護製品の多くは，配付型

（read only）の文書の配付における保護を実現して

おり，文書の変更（編集作業）を行う場合には，

いったん，平文の文書を作成してから編集を行う必

要がある。このため，企業内で重要とされる文書の

活用（編集などによる再利用）時に漏えいの危険性

が存在する。 
● 開発した技術 
 企業での文書管理保護のため，編集時の保護と

様々なアプリケーションへの適用を実現する技術を

開発した。 
（1） 編集時の保護 
 編集作業を含むライフサイクルにわたる文書の保

護のため， 
・文書の編集後の保存において，確実に保護された

形式で格納（保護文書化） 
・編集で多用されるコピー&ペーストを利用した場

合でも，保護が継承 
・編集に用いるアプリケーションが作成する一時

ファイルも含めて保護する機能 
を実現した。 
 とくに実現が困難であったコピー&ペーストを利

用した編集時の保護については，保護文書からコ
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ピーを行ったときに，クリップボードに格納される

データを暗号化し，暗号化されたクリップボードの

情報を通常の文書にペーストした場合には，ペース

ト先の文書を保護文書とする技術を開発した（図-4）。 
（2） 様々なアプリケーションへの適用 
 従来の製品の多くはアプリケーションのプラグイ

ンとして保護機能を実装していた。この場合，適用

アプリケーションがプラグインの機能を提供してい

る必要がある。また，アプリケーションごとにプラ

グイン開発が必要となる。このため，アプリケー

ションに依存しないよう，共通のインタフェース層

による保護機構の組込みを行い，様々なアプリケー

ションへの対応を可能とする技術を開発した。 
 以上の二つの技術により，様々な編集作業におい

ても，確実に情報漏えいを防止できるセキュア文書

管理システムを実現した。 

今後の展開：クラウド時代の情報漏えい対策 

 今後クラウドによってITリソース調達の仕組み

が大きく変わりつつある。企業がクラウドを採用す

る際の大きな障壁がセキュリティであり，クラウド

におけるデータ，つまりDIC（Data in Cloud）に

対する情報漏えい対策が今後の課題となる。 
 クラウドであっても，企業のセキュリティ要件，

ガバナンス・法令遵守の義務が変わるわけではない。

現在の企業内でDIM，DAR，DIUの各場面で行わ

れている情報漏えい対策と同様に，データがどこに

あるか（あるいはどこからどこに移動しているか）

を把握し，それらのデータに対して適切なITコン

トロールが適用されているかを担保する必要がある。

DICにおいても情報漏えい対策が適用されるべきで

ある。 
 クラウドの場合が異なるのは，従来は主に会社と

従業員という二者間の問題だったのに比べ，クラウ

ドプロバイダという新たな第三者という要素が加わ

ることである。このことは実質的に一般的な他企業

との情報共有での問題に近い。いったんデータを他

企業に渡してしまえば，そのデータに対する透明性

とコントロールを大きく失ってしまう。基本的に他

企業がデータを適切に扱ってくれると「信じる」し

かない。現在のクラウドプロバイダはこういう場合

に一般の企業がやるようにSAS-70 TypeⅡやISO 
27001などの第三者機関による監査を受け，顧客か

らの「信頼」を得ようとしている。 
 しかし今後，企業からの各種セキュリティ要件，

ガバナンス・法令遵守の義務に耐え得るシステム実

現のため，クラウド内でデータがどのように扱われ

ているかの透明性（クラウド内の見える化）および

データが取り扱われる環境の担保の実現が求めら

れる。 
 マクロに見た場合，従来DIM，DIU，DARとし

て一企業に閉じていた企業内情報が，今後複数で異

種のクラウドにおけるDICも含めた世界になってい

く。そのためには，情報自体がメタデータとしてど

う扱われるかのポリシーを持ち，また情報自体がそ

のポリシーを強制する仕組みが必要になる。それに

よって，企業内であろうがクラウド内であろうが，

情報自身が首尾一貫したポリシー適用を行うことが

できる。DICも含めて首尾一貫したデータ・情報に

対するポリシー適用を可能にするための，新たな情

報セントリックセキュリティが必要となる時代を迎

えている。 
 

個人情報が入った
電子文書(保護文書)

利用権限を
持つ利用者

利用権限を
持たない利用者

保護文書

通常文書

様々な編集作業

図-4 文書の編集時の保護 
Fig.4-Safe editing of protected document. 

む  す  び 

 本稿では，組織間の情報漏えい防止に向けた三つ

の技術を中心とする取組みについて述べた。 
 しかし，情報漏えいは様々なシーン，要因，漏え

いルートで発生するため，単独の技術，ソリュー

ションでは一部の脅威に対応はできても，情報漏え

いの脅威全体を解決できない。このため，様々なソ

リューションとの連携が重要である。紹介した三つ

の技術も，お互いに補完関係にあり，連携したソ

リューションにより実用的な取組みを進めていく。

また，前述のように，漏えいの経路として大きな要
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因となっている紙媒体を介した漏えいの危険性への
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