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はじめに 
2020年4月に「緊急事態宣言」を受けて、準備もままならない状況で多くの企業が突如テレ

ワークを開始しました。 

セキュリティのことを考える余裕もなく、テレワークの業務環境を整備することで精一杯だっ

た企業も多かったのではないでしょうか。もちろん、中には各種ガイドラインを元にテレワーク環境

におけるセキュリティを整備していた企業もあったかもしれません。 

残念ながら、セキュリティにどれだけコストを費やしても完全に攻撃を阻止することはできま

せん。しかし、対策の方法によってインシデント対応に必要な時間と費用、人的リソース等のコス

ト、そして何よりも調査結果にも大きく影響するのです。昨今話題となっている「APT10等による高

度なサイバー攻撃」から「内部不正」の調査に至るまで長年に渡って広くお客様を支援してきたセ

キュリティ・インシデント専門集団の視点で、テレワーク環境においてインシデントが発生した時、

どのような対応方法があるのか、インシデント対応を見据えた準備によってインシデント対応がどの

ように変わってくるのかについて紹介します。 
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テレワーク環境におけるインシデント対応の課題 

「アップデートされていないルータの使用」、「脆弱な無線暗号化方式の有効化」、「保

護されていないインターネット接続」等社内よりも管理レベルの劣るテレワーク環境に

ある業務用PCの方が攻撃者に狙われやすい。攻撃を受けても検知されにくい。 

テレワーク環境ではユーザからの報告が上がりにくく、インシデントの兆候が放置され

る。 

インシデント発生時に、テレワーク環境にある業務用PCに対するアクセスが容易ではな

い。 

インシデント対応に際し、対象の業務用PCを会社に「送付」する必要があり、即時対応

が困難。 

回収したPCの「代替機」を会社から送付する必要がある。代替機のキッティングや配送

手配のために出社する必要がある。 

各ユーザのテレワーク環境のネットワークは会社が管理できないため、インシデント対

応に必要な各種ログ等の入手が困難。もしくはそもそも存在しない。 

テレワーク環境ではインシデント対応に必要な円滑なコミュニケーションがとれない。 
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テレワーク環境の分類 
総務省は『テレワークセキュリティガイドライン』においてテレワークを 

[分類1]　社内にあるPCを遠隔操作する「リモートデスクトップ方式」 

[分類2]　テレワーク用の仮想端末を遠隔操作する「仮想デスクトップ方式」 

[分類3]　クラウド上のアプリケーションを社内外から利用する「クラウド型アプリ方式」 

[分類4]　特別なブラウザを用いて端末へのデータ保存を制限する「セキュアブラウザ方式」 

[分類5]　テレワーク端末内への保存を制限する「アプリケーションラッピング方式」 

[分類6]　社内の端末を持ち帰りテレワーク端末として利用する「業務用PCの持ち帰り方式」 

の６パターンに分類しています。 

今回の緊急事態宣言を受けて突然テレワークを強いられた企業の多くは[分類6]の「業務用PC

の持ち帰り方式」を選択していると思われ、ここでは主に[分類6]におけるインシデント対応に注目し

た対応をご紹介します。 
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インシデント対応 
NIST（米国標準技術研究所）は『コンピュータセキュリティインシデント対応ガイド』にお

いて、インシデント対応を「準備」、「検知・分析」、「封じ込め・根絶・復旧」、「事件後の対応」

の４つのフェーズに分類しています。 

ここでは、主に「準備」、「検知・分析」に触れます。 

「準備」には、コミュニケーションの手段の整備や予防の実施に加え、インシデントの前兆・

兆候を「検知」して「分析」するための体制を整備することも含みます。検知・分析の目的は、「攻

撃を受けたこと」、「その攻撃は、いつ、どこで発生したのか」、「誰が何をしたのか」、「どうし

ておきたのか」、「何がおきたのか」等を組織として知ることです。 

「検知」とは、組織が攻撃を受けたこと、受けていることを知ることです。具体的には、「業

務用PCのウイルス感染を管理サーバのアラートによって確認された」、「プロキシのログ調査から業

務用PCから不審サーバに対するアクセスが確認された」、「情報が漏れていると外部から通知を受け

た」等があります。 

「分析」とは、検知した攻撃について「誤検知の有無」、「いつ、どこで発生したのか」、「誰

が何をしたのか」、「どうしておきたのか」、「何がおきたのか」等について知る活動です。具体的

には、「各種ログの調査」、「デジタル・フォレンジック」、「関係者へのヒアリング」等がありま

す。 

「準備」をおろそかにすると「検知」ができず、「分析」したのに必要な情報が得られないこ

とになります。情報が漏れていると顧客から通知を受け、分析に時間と費用を費やしたのにもかかわ

らず「よく判らなかった」という

状況に陥り、契約解除されたうえ

に賠償請求されることも考えられ

ます。反対に「検知」と「分析」

に必要な「準備」が整っていたた

めに十分な調査結果を得られるこ

とで説明責任が果たせ、事故原因

を誘発した「システム構築事業

者」に対する損害賠償を請求する

こととなった事例もあります。 
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テレワーク環境における「検知」の障害 
『「検知」とは、組織が攻撃を受けたこと、受けていることを知る』と説明しました。 

社内であれば「ウイルス対策ソフト等のセキュリティ製品のアラート」が「管理サーバ」で集

約され、管理者はウイルス感染を知ることができますが、テレワーク環境においてはアラートが「管

理サーバ」に届かず、業務用PCにおけるウイルス検知を知ることできないことが考えられます。 

更に社内ネットワークであればファイアウォールやプロキシサーバ等ネットワークの出入り口

を監視することで不審な通信を検知することができますが、テレワーク環境においてはユーザの自宅

から直接外部サーバにアクセスし、そもそも通信を監視していないことも考えられます。 

組織によっては、セキュリティポリシーや手順書等においてテレワークが想定されていないこ

とから報告・連絡が管理者になされないこともありえるのです。 

テレワーク環境における「分析」の障害 
インシデントにおける「分析」には、「各種ログの調査」、「デジタル・フォレンジック」、

「関係者へのヒアリング」等があることに触れました。 

「各種ログ」には、ファイアウォール、プロキシの他にもUTM等のログがありますが、テレ

ワーク環境においてはそもそもこれらのログが取得されていないことも考えられます。 

「デジタル・フォレンジック」を実施するには一般的には管理者によって対象の業務用PCに触

れる必要があります。社内でインシデントが発生した時には管理者が対象の業務用PCに触れること

は容易ですが、テレワーク環境の場合にあってはユーザによる業務用PCの「送付」や「持参」が必

要となり、迅速な対応が困難となります。 

「関係者へのヒアリング」も業務用PCをネットワークから切り離したことによって、ビデオ通

話もままならないことも考えられます。 
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テレワーク環境におけるインシデント対応の「準備」 
インシデント対応における「検知」と「分析」をするための体制を整備することと説明しま

した。では、「検知」と「分析」するための体制を整備するとはどういったことでしょうか。例えば、 

ウイルス対策ソフト等セキュリティ製品に係わるアラートの集約 

業務用PCの通信を組織が管理可能なファイアウォールやプロキシを経由して通信ログ

を監視 

業務用PCに係わる監査ログの有効化 

アラートや集約したログを遠隔管理する環境の整備 

「社内の報告」や「外部からの通知」を受ける窓口や体制の構築 

等が考えられ、これらをテレワーク環境においても整備します。更に 

IT資産管理システムを導入し、操作ログの集中管理 

遠隔からインシデント対応を可能とするEDRの導入 

等、業務用PCを監視することで効果的な「検知」と「分析」が実現できるのです。 
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準備に応じた「分析」方法 
テレワーク環境におけるインシデント対応の「検知・分析」フェーズは、どこまで「準備」

したかによって、「検知率」、「分析コスト」、「分析時間」、「分析結果」に影響します。 

正しく「準備」することで攻撃を「検知」し、「分析」も容易になることでしょう。 

反対に「準備」をおろそかにしていた場合には攻撃を「検知」できず、運よく「検知」した場

合であっても「分析」に必要なコストが膨れ上がります。更に「分析」した結果、必要な情報が得ら

れないこともあるのです。 

ここでは、「EDRによるセキュリティの集中管理」、「IT資産管理システムによる操作ログの

集中管理」、「アラートや各種ログの集中管理」、「準備不足」のそれぞれケースにおける「分析」

手法について紹介します。 
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[ケース1] EDRによるセキュリティの集中管理 

EDRを活用することでエンドポイント（PC、サーバ、スマートフォン等）におけ

るウイルス実行の他、各種攻撃を検知し、EDRクラウドサービスでアラート等を集中管

理することが可能となります。アラート等をクラウドサービスで管理するため、テレ

ワーク環境においてウイルスが検知された場合には管理者は容易にこれを把握すること

ができます。 

また、EDRの種類によっては防犯カメラのように「エンドポイントのプロセスを

記録する」機能を有しています。これは、ウイルスや攻撃を検知した場合に管理者は業

務用PCでどのようなプロセスが過去に動作していたかをクラウドに保存されたログから

調査し、業務用PCに対するデジタル・フォレンジックを実施することなくインシデント

の内容を把握することが可能となります。 

EDRが各種攻撃を検知した場合には、自動もしくは手動で「エンドポイントを

ネットワークから隔離 」及び「ファイル隔離 」することが可能です。管理者はユーザの1 2

自宅にある業務用PCに触れることなく、「誤検知の有無」、「ウイルスの感染原因」、

「情報漏えいの有無」等について網羅的にリモートから調査できるのです。更にリモー

トから業務用PCに存在するウイルスや攻撃によって改ざんされた箇所を修正し、復旧す

ることも可能となります。 

 

 マルウェアに感染した可能性の高いエンドポイントを接続ネットワークから分離して感染拡大を防止1

 不審なプロセスを停止して関連するファイルを実行できないように保管2
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テレワーク環境

ユーザ

テレワーク環境

管理者
※セキュリティ事業者の⽀援を含む

EDRクラウドサービス

①各種ログ等の送信

インターネット

②⾃動分析
③⾃動検知

④アラート
⑥指⽰※

④アラート

⑤各種ログ等の調査
⑥指⽰※

⑦対応

※ 指⽰：隔離や復旧操作等
注意：EDRツールにより機能が異なります

［環境例］
• ユーザ：EDRクライアント
• EDRクラウドサービス：ログ保管・分析機能
• 管理者：ブラウザ



[ケース2] IT資産管理システムによる操作ログの集中管理 

IT資産管理システムには、ユーザの操作ログを収集することの可能な製品があり

ます。高度な標的型攻撃を仕掛ける攻撃者は既に市販されているセキュリティ製品にお

いて自分たちの手口が検知されないことを確認した上で犯行に及びます。 

IT資産管理システムのユーザ操作ログは内部不正の調査に活用できる他、このよ

うなセキュリティ製品で検知されない高度なサイバー攻撃の調査にも活用することがで

きるのです。例えば、通常考えにくい「経理担当者の業務用PCにおけるPowerShellの利

用」、「業務用PCからの不審サーバへの接続」、「深夜における活動」等、不審な操

作の有無を調査することでサイバー攻撃を発見できます。自社ネットワークDMZに設

置したゲートウェイサーバを経由し、ユーザの操作ログをIT資産管理サーバに保管し、

［ケース1］同様に管理者はユーザの自宅にある業務用PCに触れることなく、定期的に

調査することが可能となります。攻撃を検知した時には、「エンドポイントをネット

ワークから隔離」及び「ファイル隔離」をIT資産管理システムのリモートデスクトップ

機能を活用しながら手動で行うことが可能です。 
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①操作ログの送信 インターネット

⑤隔離指⽰

②ログの定期的な収集

③ログ調査
④検知（影響範囲含む）

⑥ネットワーク隔離

⑤隔離指⽰

テレワーク環境

管理者
※セキュリティ事業者の⽀援を含む

テレワーク環境

ユーザ

［環境例］
• ユーザ：資産管理クライアント
• ⾃社ネットワーク：ゲートウェイサーバ、IT
資産管理サーバ、VPNサーバ、管理PC（IT
資産管理クライアント）

• 管理者：VPNクライアント、リモートデスク
トップクライアント

⾃社ネットワーク



[ケース3] アラートや各種ログの集中管理 

ウイルス対策ソフトのアラートを集中管理することでテレワーク環境における業

務用PCの検知状況を管理者は一元的に把握することができます。また、業務用PCが自

社ネットワークのプロキシサーバを経由することで、例えば標的型メールに記載された

リンクをクリックした業務用PCが他に存在しないかについて把握することができます。 

しかし、標的型メール記載のリンクをクリックしたのにもかかわらず、ウイルス

対策ソフトによって検知されなかった場合はどうでしょうか。これは、「ウイルスに感

染しているのに検知できなかった」のか、それとも「何かしらの原因によって感染して

いない」のかについて調査する必要があります。 

［ケース1］、［ケース2］であれば集約されたログを調査できますが、ここでは

標的型メール記載のリンクをクリックした業務用PCのレジストリや監査ログ等の各種

アーティファクトを収集して調査する必要があります。各種アーティファクトの収集に

は「専用の調査ツールを配布して実行する」方法があります。 

各種アーティファクトやプロキシサーバのログ等の調査から感染有無や情報漏え

いの有無等の簡易調査は可能ですが、感染原因や攻撃者の手口等のより詳細な情報が必

要な場合には業務用PCに対するデジタル・フォレンジックを実施することがあります。

多くの場合、［ケース1］、［ケース2］と比較して調査時間と調査費用を要することと

なります。 
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①VPN接続
②インターネット接続/アラート

インターネット

⑥調査ツールの送信
⑩隔離の指⽰

③通信ログの定期的な収集
アラート

④ログ/アラート調査/検知
⑨調査ツール実⾏結果の調査

⑧調査ツール実⾏結果送信

⑦調査ツールの実⾏
⑪ネットワークから隔離

②インターネット接続

⾃社ネットワーク
⑤影響範囲の調査

テレワーク環境

管理者
※セキュリティ事業者の⽀援を含む

テレワーク環境

ユーザ

［環境例］
• ユーザ：ウイルス対策ソフト、VPNクライ
アント、監査ログ有効化

• ⾃社ネットワーク：VPNサーバ、ファイア
ウォール、プロキシサーバ、ログ管理サー
バ、ウイルス対策管理サーバ、管理PC

• 管理者：VPNクライアント、リモートデス
クトップクライアント



[ケース4] 準備不足 

ここでは、ユーザにウイルス対策ソフトを導入した業務用PCを貸与したものの、

テレワークのセキュリティについて考慮しなかった場合を想定しています。ユーザは多

くの場合、ウイルス対策ソフトの検知によって攻撃に気づきます。また、管理者はユー

ザからの報告をもってこれを知ることとなります。過去にセキュリティ対策ベンダー大

手シマンテックの上級副社長はウォール・ストリート・ジャーナルの記者に対して「ウ

イルス対策ソフトの検知率は約45％だ 」と語っており、更にウイルス対策ソフトよって3

検知された事象の全てが管理者に報告されるわけではありませんので半分以上のインシ

デントは見過ごされてしまう危険性があります。 

仮に管理者がユーザからの報告によって攻撃を検知した場合には、今他の業務用

PCにおいても同様の攻撃がなかったかについて調査する必要があります。［ケース3］

において例示した標的型メール記載のリンクをクリックした場合には、プロキシログを

調査することでリンクをクリックした他の業務用PCを特定することができました。し

かし、アラートや通信ログ等の集中管理がなされていない場合には「メールサーバを調

査して標的型メールを受信したユーザを特定する」方法と「ユーザに対して電話などで

確認する」方法があります。既に対象のメールが削除されていた場合やユーザがリンク

をクリックした記憶のない場合には正しく状況を把握することができません。このため

［ケース3］では対象となる業務用PCに限定してアーティファクトを収集・調査しまし

た。しかし、準備が不足している今回のケースでは業務用PC全てに対してアーティファ

クトの収集が必要となります。収集したアーティファクトの調査を実施することで感染

有無を特定できる可能性はありますが、［ケース3］同様、より詳細な情報が必要な場

合には業務用PCに対するデジタル・フォレンジックを実施することがあります。デジタ

ル・フォレンジックを実施した場合であってもプロキシのログ等を取得していない場合

には情報漏えいの有無までは特定できないことがあります。そして、残念ながら［ケー

ス1］、［ケース2］、［ケース3］と比較して調査時間と調査費用を要するにも係わら

ず、必要な情報が得られないこともあるのです。 

 https://www.wsj.com/articles/symantec-develops-new-attack-on-cyberhacking-1399249948?tesla=y3
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インターネット

③検知
⑦調査ツール実⾏結果の調査

①ウイルス対策ソフトによる検知
⑤調査ツールの実⾏

②報告
⑥調査ツール実⾏結果送信

④調査ツールの送信
⑧隔離の指⽰

テレワーク環境

管理者
※セキュリティ事業者の⽀援を含む

テレワーク環境

ユーザ

［環境例］
• ユーザ：ウイルス対策ソフト
• 管理者： -



準備に応じたインシデント対応表 
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最後に 
ここまでお読みいただいた方は準備の大切さについてご理解いただけたかと思います。事前

に準備することで検知の精度はもちろん、インシデント対応に要する調査時間と調査費用を削減する

ことができます。また、インシデントの状況を把握するために必要な情報を得られ、復旧活動までリ

モートから実施することが可能となります。 

反対に準備がおろそかな場合には、インシデントの発生を検知することが困難となります。仮

に検知できた場合であっても、インシデント対応に多くの調査時間と調査費用を費やしたにも係わら

ず、十分な調査結果が得られない恐れもあるのです。 

テレワーク環境におけるセキュリティ対策は、社内ネットワークを守るという出入り口対策と

は異なる視点で実施する必要があります。 

テレワークを導入したもののセキュリティに不安がある場合は弊社にご相談ください。 

お問い合わせ 
https://www.dit.co.jp/inquiry/ 
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サービスのご紹介 

EDRの導入支援の他、お客様に変わってテレワーク環境等の監視からアラート時の調査までご支
援します 

• エンドポイント監視サービス 
https://www.dit.co.jp/service/security/monitoring/edr/ 

IT資産管理システムによる操作ログの収集に必要な設定から定期的なログ調査をご支援します 

• クライアントログ解析サービス 
https://www.dit.co.jp/service/security/log/client/ 

テレワーク環境等においてインシデントを検知した場合に、業務用PCのレジストリや監査ログ等
の各種アーティファクトを「リモートから収集」、「アーティファクトの調査」、「業務用PCや
サーバのデジタル・フォレンジック」等をご支援します 

• フォレンジックサービス 
https://www.dit.co.jp/service/security/forensics/ 

テレワーク環境等において使用されているVPNサーバに対する脆弱性診断を発見します 

• 脆弱性診断サービス 
https://www.dit.co.jp/service/security/vulnerability/assessment/ 

テレワーク環境に言及したISO27001等のフレームワークを活用した「現状評価」、「セキュリ
ティ文書策定」、「高度サイバー攻撃」等のシナリオを活用した「リスクアセスメント」をご支
援します 

• 現状評価サービス 

https://www.dit.co.jp/service/security/management/current_assessment/ 

• セキュリティ文書策定支援サービス 

https://www.dit.co.jp/service/security/management/document/ 

• リスクアセスメントサービス 

https://www.dit.co.jp/service/security/management/risk_assessment/ 

テレワーク環境等において必要な情報セキュリティリテラシーの教育、本物さながらの
標的型メールを活用した演習を通じて、組織全体のセキュリティ意識の醸成を図るご支
援をします 

• 社員向けセキュリティ教育 

https://www.dit.co.jp/service/security/education/employees/ 

• 標的型メール演習 

https://www.dit.co.jp/service/security/education/targeted_mail/ 

PAGE  OF  14 15
テレワーク環境におけるインシデント対応



情報漏えい発覚後の顧客対応、インターネットメディア対応、記者対応、会見対応、問
合せ対応、第三者委員会設置等の危機管理をご支援します 

• 情報漏えい事後対応 – 危機管理コンサルティングサービス 

https://www.dit.co.jp/service/security/management/crisis_management/ 
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株式会社ディアイティ 
www.dit.co.jp 

本社 
〒141-0032 
東京都品川区大崎二丁目9番3号　大崎ウエストシティビル  
TEL 03-5634-7651 | FAX 03-3699-7048 

江東オフィス 
〒136-0075 
東京都江東区新砂一丁目6番35号　イーストスクエア東京 
TEL 03-5634-7651 | FAX 03-3699-7048 

大阪オフィス 
〒532-0011 
大阪府大阪市淀川区西中島五丁目14番10号　新大阪トヨタビル 
TEL 06-6889-7474 | FAX 06-6889-7480
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