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あ ら ま し

企業内の重要なデータや顧客情報などを流出させないためにも，標的型攻撃に対する

セキュリティ対策は重要である。標的型攻撃は，既知の脆弱性に対する攻撃が多く，タ

イムリーなセキュリティパッチの適用が欠かせない。しかし，全ての端末にセキュリティ

パッチの適用を徹底することは簡単ではない。また，セキュリティパッチの適用を徹底

しても，未知の脆弱性を狙ったゼロデイ攻撃は防げない。そのため，万が一マルウェア

に感染した場合でも，外部に情報を流出させないセキュリティ対策が不可欠である。富

士通は，これらの課題を解決するため，FUJITSU Software Systemwalker Desktop 
Patrol（DTP）と，FUJITSU Software Systemwalker Desktop Keeper（DTK）を提供して
いる。DTPは，ICT資産を一元管理してセキュリティを統制し，DTKは，ICT資産に対
する操作の禁止や記録により情報漏えいリスクを限りなくゼロに近づける製品である。

本稿では，エンドポイントで利用される端末（パソコンや仮想端末，スマートデバイス）

からの情報漏えいを未然に防止するDTPおよびDTKの二つの製品を紹介する。

Abstract

Security countermeasures against targeted attacks are important elements in 
preventing the leakage of data such as critical internal company data and customer 
data.  Targeted attacks often focus on known vulnerabilities, making it essential 
to apply security patches in a timely fashion.  However, making sure that security 
patches are applied to all devices is no easy feat.  Even if security patches are applied 
in a thorough manner, this will not guard against zero-day attacks that target 
unknown vulnerabilities.  That makes it vital to implement security countermeasures 
which prevent data from being leaked even in the event of malware infection.  Fujitsu 
provides FUJITSU Software Systemwalker Desktop Patrol (DTP) and FUJITSU 
Software Systemwalker Desktop Keeper (DTK) to solve this problem.  DTP is used 
to centrally manage information and communications technology (ICT) assets and 
control security.  DTK almost completely eliminates the risk of data leaks by applying 
operation restrictions to ICT assets and logging ICT asset usage.  This paper introduces 
DTP and DTK, which prevent data leakage from endpoint devices (computers, virtual 
terminals, and smart devices).
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が変化したことにより，サーバやパソコンといっ
たハードウェアを，仮想端末やスマートデバイス
に置き換えるようになってきた。ソフトウェアに
ついても，脆弱性を狙った攻撃の増大に伴い，セ
キュリティパッチや機能追加などの更新頻度が急
増している。このように，ハードウェア・ソフト
ウェアともに更新頻度が急増している中で，様々
なICT資産で構成される企業システムを管理するた
めには，台帳更新のリアルタイム性が重要であり，
管理者による手作業の台帳管理では難しくなって
きた。
このため，管理者の作業負荷を軽減するととも
に，大規模システムを自動管理できる資産管理ツー
ルの導入が必須である。
（2） 既知の脆弱性を狙った攻撃に対する防御
標的型攻撃の多くは，OSやWebブラウザなどに
存在する既知の脆弱性を狙って行われる。したがっ
て，情報漏えいを未然に防止するためには，企業
内の全ICT資産に対し，最新のセキュリティパッチ
のタイムリーかつ確実な適用が重要である。しか
し，企業内には多種多様なICT資産が存在するため，
上記（1）で述べたICT資産を自動管理した上で，
セキュリティパッチの適用状況を管理していく必
要がある。
（3） 未知の脆弱性を狙った攻撃に対する防御
標的型攻撃のうち，未知の脆弱性を狙ったゼロ
デイ攻撃は，最新のセキュリティパッチを適用し
ただけでは予防対策にはならない。したがって，
万が一マルウェアに感染した場合でも，社外へ情
報漏えいさせないことが重要である。そのために
は，利用者による端末上の操作や，特定の端末を
ネットワークから遮断するといった，利用者端末
の制御が必要である。
（4） 可搬媒体を用いた情報漏えいの防止
最近のICT環境の整備によって，オフィス内だ
けでなく，外出先や自宅でも業務が行えるような
時間と場所に依存しない効率化が進んでいる。そ
れに伴い，企業内の重要なデータや顧客情報など
をUSBメモリやリムーバブルHDDなどの可搬媒体
を使用して持ち出すシーンが増加している。また，
メールでは送信できないような大容量データは可
搬媒体が使用されるケースが多い。一方，近年で
は個人情報を買い取る業者が存在するため，悪意

ま　え　が　き

現在，企業はICTを活用し，社内外のネットワー
クに接続して日常業務を遂行している。このため，
ネットワークによるウイルス感染に対する予防対
策が必要であり，ウイルス対策ソフトウェアの導
入は不可欠である。
しかし，送信者を偽ったメールで添付ファイル
を送りつけたり，正規のWebサイトになりすまし
て利用者に実行ファイルをダウンロードさせたり
するなど，標的型攻撃は日々進化を続けている。
また，未知の脆弱性を狙ったゼロデイ攻撃に対し
ては，ウイルス対策ソフトウェアを導入するだけ
では予防対策にはならない。
本稿では，ICT資産の一元管理により，強制的に
セキュリティパッチを適用し，エンドポイントで
利用される端末からのメールやWebなどを経由し
た情報流出を防止するための富士通の取組みを紹
介する。

情報漏えいを未然防止するための課題

情報漏えいを未然に防止するためには，以下の
四つの課題を解決する必要がある。
（1） ICT資産の統制
企業のシステム管理者（以下，管理者）は，コ
ンプライアンスや投資の妥当性の観点から全ICT資
産の把握はもちろんのこと，セキュリティ維持の
把握も必要である。そのために，Excelなどの台帳
を活用してICT資産を管理している。
従来，サーバやパソコンといったハードウェア
は高価であったため，企業では数年にわたってこ
れらを継続利用していた。また，ハードウェアの
新規追加や入れ換えは年1回程度であった。ソフト
ウェアについても，ソフトウェアベンダーからの
セキュリティパッチの提供や，新機能の追加など
の更新頻度が少なかったことから，台帳を頻繁に
更新する必要がなく，管理者による手作業の台帳
管理でICT資産を管理できていた。しかし，パソコ
ンやハードディスク，大容量の可搬媒体などのハー
ドウェア価格が従来に比べ安価になってきたこと
や，ハードウェアの性能が飛躍的に向上したこと
により，企業内でのハードウェアの入れ換え頻度
が急増した。また，ICT機器の業務利用のスタイル

ま　え　が　き

情報漏えいを未然防止するための課題
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ICT資産の一元管理によるセキュリティ統制

DTPは，サーバやパソコン，仮想端末，スマー
トデバイスのICT資産を一元管理し，ICT資産のセ
キュリティを統制する製品である（図-1）。パソコ
ンのセキュリティ監査をはじめ，セキュリティパッ
チの自動配付・適用，使用禁止ソフトの設定など
により，既知の脆弱性を狙った標的型攻撃を自動
的に防御できる。
これらを実現する機能を以下に紹介する。

（1） ソフトウェアの導入状況把握
パソコンやスマートデバイスにインストールさ
れているソフトウェア情報を自動的に収集する。
これにより，管理者は企業内に導入されたソフト
ウェア資産を一元管理できる。また，ウイルス対
策ソフトウェアの導入状況，セキュリティパッチ
やウイルス定義ファイルの適用状況などの必要情
報が自動的に収集され，部門単位・端末単位に適
用状況を把握できる。

ICT資産の一元管理によるセキュリティ統制
を持った社員や関係者が社内の個人情報を持ち出
す事件が後を絶たない。更に，スマートデバイ
スが普及し，個人所有のスマートデバイスを可搬
媒体として扱うことによって，今まで以上に企業
内の重要なデータや顧客情報の持ち出しが容易と
なっている。
このように，可搬媒体の利用頻度が高くなり，
種類も増加していることから，人が持ち出す情報
漏えいの恐れも減っていない。これらを阻止する
ためには，可搬媒体での持ち出しや持込みの禁止，
利用範囲の制限が必要である。更に，利用者の個々
の操作を記録し，問題発生時に情報漏えいルート
を追跡可能にしておく必要がある。
富士通は，以上の四つの課題を解決するため，

FUJITSU Software Systemwalker Desktop Patrol
（DTP）（1） と，FUJITSU Software Systemwalker 
Desktop Keeper（DTK）（2）を開発し，販売している。
次章以降では，上記課題を解決した本製品の取
組みについて説明する。

攻撃者

仮想端末
スマートデバイスパソコン

システム管理者 Microsoft社
公開サーバ

FUJITSU Software
Systemwalker Desktop Patrol（DTP）

・ハードウェア情報
・ソフトウェア情報

全ICT資産の管理

セキュリティパッチ

ハードウェア情報・
ソフトウェア情報の収集

セキュリティパッチの適用
セキュリティ設定の統制

図-1　DTPの構成
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ティポリシーに沿っているかどうかを監査できる
（図-3）。ポリシー違反があった場合は，利用者の
パソコン画面に警告を表示して対処を促し，改善
されない場合は管理者が強制的に変更できる。ま
た，スマートデバイスのセキュリティ情報の収集・
監査も可能である。これによって，管理者はパソ
コンやスマートデバイスといった企業内の全ての
ICT資産のセキュリティ情報を一目で把握できる。

（2） タイムリーなセキュリティパッチの適用
Microsoft社から提供されるセキュリティパッチ
を公開サーバから受信し，パソコンに自動適用で
きる（図-2）。この自動適用により，ダウンロード
や面倒な適用作業など，管理者の作業負荷を大幅
に軽減できる。また，適用作業忘れを防止できる
ため，セキュリティの確保がより確実になる。
（3） セキュリティ設定の監査・統制
個々のパソコンが管理者の設定したセキュリ

図-2　セキュリティパッチの適用

図-3　セキュリティ設定の監査

セキュリティパッチ適用前 セキュリティパッチ適用後

セキュリティパッチを
自動適用

パッチ未適用の
パソコンは0台

パッチ未適用の
パソコンは2台

パッチ
未適用

パッチ
適用済

詳細表示
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体へのデータ持ち出し，可搬媒体からの持込み
・ FTPサーバ・Webサイトを利用したファイルアッ
プロード・ダウンロード操作

・ 紙による情報の印刷出力
・ 暗号化されていないファイルを添付したメール
送信

・ ディスプレイ出力情報の画面コピー
・ 許可されていないアプリケーションの使用
・ 管理者権限のあるIDによる利用者のログオン
・ 不適切な端末のネットワーク接続
・ Wi-Fi/Bluetoothを使用したスマートデバイスの
接続

・ 遠隔操作でのロックやデータ消去による，スマー
トデバイスの盗難・紛失時の不適切な操作

（2） 記録機能
禁止された操作，および禁止されていない操作
のいずれも操作ログを記録できる。また，以下の
ような操作についても記録できる。
・ スマートデバイス上でのWebアクセス，SDカー
ド・SIMカードのマウント・アンマウント，電話
発着信

情報漏えいリスクの管理

DTKは，パソコンやスマートデバイスの操作に
対する禁止，記録，ログ分析の各機能によって，
情報漏えいリスクを限りなくゼロに近づける製品
である（図-4）。パソコンやスマートデバイス上
の操作禁止や，特定の端末をネットワークから遮
断することで，ゼロデイ攻撃を自動的に防御する。
また，可搬媒体やネットワーク経由などによる様々
な情報の持ち出しを制御し，記録・収集されたロ
グにより漏えいルートを追跡できる。これにより，
可搬媒体を用いた情報漏えいを防止できる。
これらを実現する機能を以下に紹介する。

（1） 禁止機能
管理者が決定した禁止ポリシーで，パソコンや
スマートデバイスに対して，主に以下の操作を強
制的に禁止できる（図-5）。
・ USBメモリやスマートデバイス（注）など，可搬媒

情報漏えいリスクの管理

（注） 最近のスマートデバイスにおけるファイル転送方式
（PTP/MTP）や，iOSではiTunesによるファイルコピー
に対応。

図-4　DTKの構成

可搬媒体

仮想端末
スマートデバイスパソコン

システム管理者 FUJITSU Software
Systemwalker Desktop Keeper（DTK）

・操作ログ
・原本保管

全ICT資産の管理

操作ログの収集
原本保管 禁止・記録のポリシー配付

持込み禁止

持ち出し禁止
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・ パソコンへのログオン・ログオフや，パソコンの
起動・終了・休止・復帰

・ ファイルに対する参照や作成などの操作
・ USBメモリの装着などによるドライブの割り当て
・ ファイル持ち出し時の原本保管
（3） ログ分析機能
ログ分析では，大きく以下の三つの視点から分
析できる。
・ 情報漏えい予防診断
 前日に収集されたログを集計し，過去1週間に各
端末で発生した操作ログの集計結果を表示する。
情報漏えいにつながる可能性のある操作の動向
を数値化し，リスク傾向を把握できる。

・ 目的別集計
 情報漏えいの可能性のある各種操作ごとにリス
ク傾向を分析できる。ログは，集計単位や期間な
どの条件を設定し，違反操作やファイル持ち出し
などのあらゆる視点で集計できる。

・ ログ追跡
 ログビューアの検索結果から，特定の利用者の操
作履歴を追跡でき，不適切なネットワークへのア
クセスなど，危険な行為が行われていないか調査
できる。

む　　す　　び

本稿では，端末の資産管理，セキュリティ対策
により，情報漏えいを未然に防止するFUJITSU 
Software Systemwalker Desktop Patrol（DTP）
と，FUJITSU Software Systemwalker Desktop 
Keeper（DTK）を紹介した。
企業では，これからもグローバル展開の拡大や

BYOD（Bring Your Own Device）の導入が進ん
でいく。このような変化に対応するため，各国の
ICT資産の一元管理や，企業と個人のデータやア
プリケーションを分離したセキュアなデバイス管
理の実現を計画している。富士通は今後も資産管
理・セキュリティ管理で培った技術を生かしなが
ら，最先端技術を取り入れたミドルウェアをタイ
ムリーに市場へ提供していく。
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図-5　禁止機能
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