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基調講演 『保険会社におけるセキュリティ対策のご紹介』 
日本生命保険相互会社 IT統括部 安藤 雅彦 氏 

日本生命におけるセキュリティ対策部門は、IT統括部とシステム管理部のCSIRTと監査室の
３部門から構成され、四半期ごとに開催されるシステムリスク委員会にて、現状の問題点を討
議し、その結果を経営層に報告する体制を敷いています。 
またWannacryなど緊急性の高いインシデントに関しては、システムリスク委員会を経ず、その都
度精査し、社長への報告までスピード感を持って対応しています。 
日本生命のCSCIRT体制は、グループの情報システム子会社である日生テクノロジーと社外ベ
ンダーのSOC体制で、発足当初は金融ガイドラインや公的機関からの情報を元にゼロからのス
タートし、第1ステップとしては、以下3つの観点を元に体制を構築しました。 

①動的分析：個々の業務端末状態を把握し、他端末への感染確認および感染した際の対応が取れているかの確認 
②静的分析：情報資産のたな卸しを含むパスワード設定、IT機器の設置場所また、無線LANアクセスポイントの確認 
③運用分析：滞りなく運用が回るための社内規程の策定（ホワイトペーパー、現状とその対策を示したマトリックス表の準備） 

 2019年7月18日（木）、ベルサール東京日本橋にて、株式会社インテリジェント ウェイブ主催「第7回セキュリティユーザカンファレンス ~ 事例
で見るサイバーセキュリティ対策 ~」を開催いたしました。 

またSecBoK*を参考に、現在の市場のセキュリティソリューションを調査し、社内体制では補完できていない場合は、アウトソースしたり、
セミナーなどのイベントでの情報収集や、セキュリティベンダーの提案を積極的にヒアリングしたり、金融ISACにおいて競合他社との意見
交換の場を設けることで、CSIRTの運用に関する情報収集を常時行っています。 
本体制構築にあたり一番苦労した点は、いわゆる入口/内部/出口の「内部・出口」対策で、FWのフィルタリング設定の見直しで済む
「入口」対策に比べ、既存のソリューションでは被害範囲の特定ができないことや、侵入自体が止められないことにありました。また同時に、
ユーザビリティや業務アプリケーションに影響を与えないことや検証負荷を軽くすることなど考慮すると、導入する製品はエージェントレスで
ある必要があり、その条件を満たしたのが、唯一illusive社の『DeceptionsEverywhere』でした。 
中期計画ではこれらを立案した上で、ベンダーによるセキュリティ診断（アセスメント）を経て、最終的に経営陣から承認されました。 
現行の運用体制では、事故後の対策/標的型メール訓練などがほぼ一巡し、第2ステップとして日生グループ全体に対して、本体策を
実施する段階へ移行中です。また社内のセキュリティリテラシーを向上するため、毎年全社向けのEラーニングや、年4回の標的型メール
訓練を実施しています。特に標的型メール訓練では開封率を0％にすることが直近の課題です。 
また大規模インシデント対応（例：HP改ざん時の対応など）として、CKAや金融ISACまたはCYDER**の訓練にも積極的に参加し、
インシデントの発生を想定したシナリオの読み合わせなども行っているので、今年あたりには、万が一実際のインシデントが発生しても対
応できるかも知れないレベルに達する見通しです。 
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**CYDER:(CYber Defense Exercise with Recurrence) NICTによるサイバーセキュリティに関する技術的知見と大規模計算機環境を活用した体験型のサイバー防御反復演習。 

*SecBoK :(Security Body of Knowledge) JNSAが毎年公開している情報セキュリティに関する業務に携わる人材が身につけるべき知識とスキルを体系的に整理した資料。 



Morphisec（Morphisec社） 
新バージョンのご紹介とWindows Defender連携について 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
川岡 晃 

Deceptions Everywhere（illusive networks社） 
侵入前提のリスク管理 事前に侵入拡大リスクを抑止（削減）  
 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
中原 正貴 

基調講演に続いて、インテリジェント ウェイブが取り扱う各種セキュリティソリューションを事例を交えて順次紹介しました。 

Deceptions Everywhereは、端末上のキャッシュ情報(資格情報および接続履歴)を悪
用する攻撃を検知するために、欺瞞情報を張り巡らせ、攻撃者の侵入を早期に発見し、リ
アルタイムのフォレンジックデータを取得する製品です。 
管理者による一時的なメンテナンス作業時など、端末上に意図せず残ってしまう無駄・不要
なキャッシュ情報が存在する場合、侵入されるリスクは高まります。 
 
今回新たに追加された「予防」のアプローチ、Attack Surface Manager(ASM)を使用す
ると、リスクの高いキャッシュ情報を継続的に削除するといった、サイバーハイジーンの実装
が可能です。さらに本来の欺瞞情報技術と組み合わせることで、侵入後の横展開の検知
率が飛躍的に向上します。 
本機能の活用事例としては、 決められた端末以外からの重要資産への接続や”シャドウ”管
理者の存在など、セキュリティポリシー違反の発見や対策実施(教育)などがあげられます。 
現在、本製品の無償リスクアセスメント（ARA：Attack Risk Assessment）を提供中
で、自社内の攻撃リスクを可視化するレポートを提供しております。ご興味ございましたらぜ
ひ一度、弊社営業までお問い合わせください。 

セキュリティアーキテクチャの3要素は、防御・検知・対応/回復であり、その中でもリスクとコス
トを最も抑えることができるのは「防御」です。 
しかし昨今はファイルレス攻撃や多種多様な亜種による攻撃の増加などにより、攻撃は
100%防御することが難しく、「検知」「対応/回復」を重視するレジリエンス(侵入前提で復
旧)の概念が広まっています。 
Morphisecは、Moving Target Defense(MTD)により、「エンドポイントのアプリ
ケーションのメモリアロケーションを変化させることで攻撃を成立させない」という、まったく
新しい手法によって「防御」への回帰を実現しており、ゼロデイ攻撃に強いことや、CPU負
荷が低い、設定がシンプル、オフラインでも動作するなどの数々のメリットがあります。 
本製品の新バージョンでは、Windows Defender AVと連携し、本来統合管理のため
には運用が大変で高額なツールやサービスが必要となるところを、Morphisecの管理コン
ソールによるWindows Defender AVの統合管理を可能としました。 
また本製品はVDI上でも非常に低負荷で動作する製品として評価され、アメリカ合衆国国
土安全保障省より表彰を受けました。 
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SecBI（SecBI社） 
ログ解析によるネットワークの可視化とハンティングの重要性 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
秋山 茎一郎 

Ayehu NG（ayehu社） 
国内導入事例：IT運用のセルフサービス化、SOC業務の最適化を実現 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
市瀬 裕子 

ayehu社のAyehu NGはRPAと異なり、IT運用タスクに特化した定型作業を自動化・共
通化するITPAツールです。 
業務プロセスを可視化するためのノウハウが、付属のテンプレートとワークフロー作成･編集
用のGUIに凝縮されているので、フローを定義しながら、トライアル＆エラーを繰り返すことで、
より精緻で業務に則したタスクの自動化が可能です。今回は国内2社の導入事例を紹介し
ました。 
 
1.企業向けマルチクラウドの構築・運用サービスを提供する三井情報様の場合、多種多様
なシステムをまたぐパスワードリセット・アカウントアンロックのリクエストなど、割込み的に発生す
るITタスクを、ServiceNow+Ayehu NGで自動化・統合管理し、クラウド運用・管理業
務を効率化する構想を紹介しました。 
 
2.製造業向けシステムインテグレーションを強みとするクエスト様の場合、自社SOCサービス
（Q-MSS）の継続的なビジネス拡大を見据えて、増加する監視対象のF/Wの月次レ
ポート作成業務に従事するエンジニア・アナリストの工数を12時間から3時間に減らす取組
みを通して、アナリストのレポートコメント業務への時間創出、レポート品質向上に注力する
ための業務基盤構築事例を紹介しました。また、セキュリティアラートを受付けての初動対応
(一次トリアージ等)のシステム化による迅速化の取組み構想についても、触れさせていただ
きました。 

多層防御やSIEMによるログの相関分析を行っているにもかかわらず、セキュリティインシデント
は一向に減りません。これは個々の製品の限界や人的ワークロードの不足などが原因です。ま
た、境界線上のプロキシサーバにはログが残りますが、これらは十分に活用されていません。 
SecBIは活用されていないプロキシログを機械学習エンジンをフルに活用し、攻撃の予兆を検
出し、本来分析活動の主体であるシニアアナリストのワークロードやスキルの不足を支援しま
す。 
本製品を利用した海外の解析事例では、フルログ解析により大手通信業者の30,000人の
端末のうち、数百名の端末にてCrypto-jackingマルウェアへの感染を検出したり、保険会社
でネットワークの設定ミスやポリシー違反を発見したり、世界的な飲料メーカーでの外部からの
DBアクセスの許可に設定にミスがあったことなど、通常見過ごされてきた問題を次々に解析して
います。国内事例でも、約15GBのログ（2ヶ月程度収集）を解析し、社内の業務端末から
のオンライン取引やオンラインストレージへのアクセスを検出しています。 
 
本製品のトレーニングコースは㈱サイバーナレッジアカデミーにて、2019年秋頃開講予定です。 
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CyberObserver（CyberObserver社） 
企業のセキュリティ保護状況をリアルタイムで数値化し全体を俯瞰 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
カプスタ ヤコブ 

ReSec（ReSec社） 
コンテンツ無害化ソリューション（迅速な無害化と高いドキュメント復元性の両立） 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
茂木 康高 

インターネット経由で送付されるファイルに伴う脅威対策はお済みでしょうか? 
アンチウィルス（100%防げない）、サンドボックス（解析・構築時間およびコストの問題）、
社内ルール（業務効率の低下）など既存の対策ではそれぞれ問題が存在します。 
CDR（Content Disarm & Reconstruction）製品であるReSecは、送付されたファイ
ルをDMZ上で分解し、悪意のあるコードのみを取り除いた上で、無害化・配信します。 
 
本製品メリットは、有害な部分を無視するだけなので処理時間が短い、また、200種類以
上の豊富なファイルタイプに対応しており、無害化後もファイルの全ての機能が正常に動作
する点にあります。 
このような特長が支持されて、イスラエル最大手のリテールバンク（従業員数15,000人）
や大手通信会社（従業員数10,000人）で導入実績があります。 
 

セキュリティの管理・運用は対象（アカウント、ネットワーク、エンドポイントや物理セキュリティな
ど）が多岐にわたり、各種設定が適切な状態あるか、どれを優先または強化すべきか判断に
迷う場合があります。 
 
CyberObserverは、オフィスセキュリティ全体状況を俯瞰して、リアルタイムでスコアリング
し、誤った設定や足りない部分を指摘・改善事項を提示する製品です。 
IT機器（CheckPoint、Ciscoなど）や各セキュリティツール（AV製品など）とAPIレベルで
接続し、CSC（Critical Security Controls）により、適正状態にあるかどうかスコアリン
グして、コンソールのダッシュボードに表示します。既に海外では、米国・欧州の金融・保険・医
療機関数百～数千名規模で導入実績があります。 
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最新のイスラエル動向のご紹介 

イスラエルは1948年に建国され、今年で71年になります（今年はユダヤ暦で5779年
に相当）。日本とはその4年後から国交が樹立されました。両国の関係については、第
二次世界大戦時にリトアニアの杉原千畝領事がユダヤ人向けに日本への通過ビザを
発行したことに始まり、最近では2015年には安倍首相が訪問し、翌年、世耕経産相
大臣が訪問時した際、サイバーセキュリティを含む先端技術に関する包括的パートナー
シップ構築の共同声明を発表し、2019年1月には、両国政府・ＪＩＩＮ主催による
「日本・イスラエル フェスティバル」が開催され、AIやIoT、フィンテック、アグリテック、サイ
バーセキュリティ等のイノベーション分野に加えて、エネルギー、インフラ、医療などの幅広
い分野で情報交換及び交流を図っています。ちなみに弊社は昨年テルアビブにオフィ
スを開設したこともあり、イスラエル側の日本イスラエル商工会議所としてＪＩＩＮ
に参加しています。 

株式会社インテリジェント ウェイブ 
手塚 弘章 

さて、既に皆様はデータおよびシステムの信頼性確保に日々ご苦労されていらっしゃるかと
存じますが、利用者の信頼性（本当に、許可された利用者かの承認）はどうでしょうか？ 
今回ご紹介するイスラエル製品は、ICT技術の発展に伴うデータの改ざん、盗聴、持出し
などからデータを保護するため、利用者の信頼性を高める新発想の「筆跡認証ソリュー
ション Verifyoo」になります。既存の個人認証技術はそれぞれ課題（指紋や顔面は容
易にコピー可能、個人情報が必要、特殊なハードウェアが必須）があるため、今後はそれ
らの課題のない認証技術が必須になります。 
筆跡認証が優れている理由としては、個人情報の管理が不要、コピーされ難く、スマホ、タ
ブレットなどがあれば実装可能な点です。本製品では予め認証に必要な文字を4回ほど書
いて登録するだけで、FRR（本人拒否率）が1/100（業界標準：3/100）、FAR
（他人受入率）にいたっては、1/70,000（業界標準：1/10,000）という非常に高
い精度にあります。 
 
以上、イスラエルの動向および新商材の紹介になりますが、毎回イスラエルのセキュリティ商
材をご紹介する中、実はこんな製品が欲しいなどのリクエストがございましたら、ぜひ弊
社営業までぜひご連絡ください。 

ところで、サイバー攻撃がなぜ攻撃者優位なのか？それは、防御する側は100%防御が命題ですが、攻撃者は数百・数万回
に1回攻撃が成功すればよいためです。また、欧米のセキュリティ業界ではベンダーが自己技術の開示をしないこと、攻撃者同
士がECOシステムを確立し最先端ツールを共有している点にあります。サイバーセキュリティ対策がサイバーレジリエンス（侵入
前提で復旧に注目）にシフトする中、エンジニア不足（日本では18万人が不足とか）は欧米でも深刻であり、とくに中小企
業向けのセキュリティ対策ではあまり進展していないのが現状です。 
ではなぜイスラエルなのか？それは、国を挙げて最先端技術、特にサイバー産業に注力し、かつ各技術領域のコミュニティ人口
が少なくコミュニティ同士が仲が良いために、相互に技術をオープンにしたり、政府が企業情報の共有やビジネスマッチングの機
会など数々の支援策を打ち出しているからです。 
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株式会社インテリジェントウェイブ      
セキュリティソリューション本部 
 
〒104-0033 東京都中央区新川1-21-2 茅場町タワー 
℡ 03-6222-7300  FAX  03-6222-7301 

http://www.iwi.co.jp 

※ 本書の全部、又は一部の無断転載を禁じます。 

http://www.iwi.co.jp/
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