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知的財産の漏洩との戦いはどちらに利があるか：アクティブ（能動的）情報漏洩システム（DLP）あ
るいはパッシブ（受動的）監視ソリューション？ 

アクティブDLPとパッシブ監視手法ユーザー間での議論は何年も続いています。この文書では

この二つのアプローチの長所と限界を分析し説明します。そして顧客により適しているアプロ

ーチを推奨します。 

情報漏洩防止（DLP) 

情報漏洩は機密情報の漏出により重大なダメージを引き起こします。漏出したデータはビジ

ネス遂行、取引上の機密、知的財産に関する情報を白日の下にさらします。金融機関の情報

漏洩は壊滅的で長期間継続する顧客データの開示につながる恐れがあります。 

情報漏洩防止は各種規制の要求でもあります。よく知られたものとしてPCI/DSS, GLBA, SOX, 

EURO-SOX, J-SOX, HIPPA, DPAがあります。 

 

”データ流出の75％は内部から” 

データ流出の75％は内部からのものです。内部からの攻撃に対抗して企業ITインフラを保護

することは不可欠であり喫緊の課題です。 

情報漏洩防止ソリューションは内部からのデータ流出可能性を検知し防止するように設計さ

れています。 

典型的な DLPは監視と防止機能の組み合わせです。あるシステムはビジネスワークフローへ

の影響を与えないように防止機能を省略しています。 

 

他の言い方をすると、DLPはある種のネットトラフィックやユーザー操作を監視する機能を含み

ます。同様に可能性のある脅威に対抗するために収集したデータを解析するヒューリスティッ

ク機能も持ちます。危険を検知すると、DLPは疑わしい操作をブロックし、セキュリティアラート

を送信します。 

典型的なDLPのビジネス環境での動作を見てみましょう。 

 

 

一般的に利用されるDLPには2種類のタイプがあります。 
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一つ目のタイプはインターネットゲートウェイやプロキシサーバーとしてインストールされ、クラ

イアントコンピュータへのソフトウェアインストールは不要です。ネットワークDLPはネットワーク

トラフィックを解析し機密情報の転送を検知し企業のセキュリティポリシーに反する情報転送

をブロックします。 

理論的にはすばらしいですが、暗号化接続（たとえばHTTPS）を見逃したり、ブロックできない

ことがあります。迂回路（透過的HTTPSプロキシーの利用など）が存在すると、これはさらに複

雑で不完全になります。 

二つ目のタイプはデータソース側で対応します。エンドポイントDLPはエンドユーザーのワーク

ステーションでクライアントソフトとして実行します。ソース側のユーザー入力、インターネット

接続、アプリケーション操作などを解析します。ネットワークベースのソリューションと異なり、

エンドポイントDLPは当該ワークステーションの内部操作と外部通信の双方を解析できます。 

たとえば、データ転送前のユーザー入力やアプリケーション操作、入力テキストやメッセージ

を完全に把握し送信させません。ソース側の内部で実行するためより高いレベルの分析が可

能です。その結果、このタイプのDLPはネットワークだけのソリューションより一般的により効果

があるといえます。しかし、この方法はビジネス遂行に干渉し、悪影響を与える可能性があり

ます。 

エンドポイントDLPには他の短所もあります。これらのシステムはコンピュータハードウェアを完

全にアクセスでき、低レベルの物理デバイスを監視し、制御できることです。特定のDLPシステ

ムはコンピュータの外部インターフェイスを制御するためだけに存在します。USBポート、

FireWire (IEEE.1394)、組み込みカードリーダーや拡張スロットなどです。ある場合は、これ

らのシステムは暗号化前の情報にアクセスできます。 

 

双方のDLPは企業のセキュリティポリシー違反を検知し防止する能力があります。 

 

ネットワークベースDLPは外部向けネットワーク接続を終了させることでこれを実現します。一

報エンドポイントDLPはさらに多くの強制力を持ちます。あるアプリケーション操作をポップアッ

プで表示し終了させ防止するものからコンピュータをロックするものまであります。 
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ネットワークベースとエンドポイントタイプDLPのどちらを選択すべきか 

これらの間に選択はありません。異なる観点から異なる目標を設定しているからです。エンド

ポイントDLPはワークステーションで実行する操作の制御力が強いが、各クライアントコンピュ

ータへのインストール、設定、そして管理しなければならないという短所があります。クライア

ントソフトを実行しないクライアント（BYODポリシーで許可される多くのポータブルデバイス、ス

マートフォン、ラップトップなど）は、追加のMDM/MAMがBYODセキュリティ強化のために適用され

なければ、完全に管理対象外になります。 

一方、ネットワークベースDLPは企業ネットワークの送受信すべてのトラフィックをコントロール

できます。ネットワークDLPはすべてのクライアントデバイスへのインストールは不要であり、従

業員のコンピュータ、BYODデバイスやリモート接続で発生する通信を効果的にコントロールで

きます。 

”典型的な企業DLPはビジネスワークフローに悪影響をもたらす可能性がある” 

その結果、典型的な企業DLPはネットワークベースとエンドポイントベースソリューションを組

み合わせています。逆に言えば、ビジネスワークフローに悪影響を及ぼす可能性があるとい

うことです。 

検査と監視 

DLPソリューションのようなアクティブレスポンスシステムの導入によるビジネスプロセスへの

悪影響を緩和するために、セキュリティ専門家が推奨する異なるアプローチがあります。 

専門家は、企業全体に情報漏洩システムを展開することに代わる、受動的かつ妨害的でな

い、全従業員やネットワークユーザーの操作にリアルタイムアラートやインシデント対応可能

な監視システムを推奨します。このアプローチは一般的な DLP を遠ざけ、ビジネスプロセスを

妨害する邪魔物を取り除きます。 

 

”専門家はリアルタイムアラートとインシデント対応可能な受動的で妨害的でないシステムを

推奨する” 

 

監視だけのソリューションは、本当の脅威に対応するリアルタイムなシチュエーションベース

でありワークフローに影響しません。自動解析システムによる疑わしい通常のビジネス操作を
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強制的にブロックする方法の対極です。情報漏洩防止システムに代わる監視ソリューション

の利用で、訓練されたセキュリティ担当者は自動脅威分析システムよりすばらしい成果を挙

げます。 

 

既存のソフトウェアベース監視ソリューションは、企業ネットワークで、ネットワークトラフィック

に割り込み、広範囲のユーザー操作を記録できます。 

一般的な操作記録内容です： 

 アプリケーションログ 

 Webサイトやオンラインリソース訪問履歴 

 インスタントメッセージングやソーシャルメディア上のチャットや会話 

 その他 

収集した情報には、多くの場合、キー入力やデスクトップ画面キャプチャが付随します。 

これらのソリューションの多くは使いにくく、各種システム利用のログファイルやデータアクセ

ス操作ログを生成するため、リソース消費が多く、解析には時間がかかり、多額の投資が必

要です。 

その結果、一人の従業員から収集したログのチェックにさえ相当の時間と訓練されたITセキ

ュリティ専門化が必要です。本当に重大なセキュリティインシデントの見落としにつながります。

これがフルタイムDLPと比較して、ログベースの監視ソリューションの評価が低い理由です。 

夢の監視システムの構築 

既存の単一ソリューションで、箱から取り出してすぐにIT部門が必要とする機能を提供できる

ものはありません。完璧なセキュリティ監視システムとしての設定が必要な場合がほとんどで

す。 

主なポイントを見てゆきましょう： 
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 出来るだけ存在に気づかれず押し付けがましくないことです。従業員のワークフローの

妨げになることは禁物です。生産性の妨げになることは労働コストをアップさせます。パ

ッシブ監視ソリューションを利用しましょう。 

 ITセキュリティ部門は誰かがすぐに注目すべき操作を実効していたらすぐに警告してくれ

ることを希望します。リアルタイムアラートのトリガーになるキーワードと不正操作検知ル

ールを要件リストに追加しましょう。 

プロアクティブDLPと比較して重要な違いは通常のワークフローに干渉するブロックなどが自

動的に実行されない。その代わり訓練されたセキュリティ担当者はアラート受信後に適切なア

クションを実行できることです。誤検知アラートに対しては全くアクションしないことです。この

アプローチは即座にインシデント対応が必要なときと場所でそれが可能になるまで、既存ワ

ークフローの代わりを用意しなければなりません。 

 インシデント解析すばやく行う能力が必要です。リモートのエンドポイントに接続しインシ

デントの詳細をリモート解析する能力も必要です。必要な情報をリモートで入手し緊急対

応を実行することです（エンドポイントのブロック、シャットダウン、ネットワーク接続を無効

にするなど）。 

 最後になりますが、少なくとも人間にとって可読形式の包括的なレポートが配信されるこ

とです。 

レポートは構造化され、一箇所ですばやくレビューでき、必要なら詳細を解析できなければな

りません。与えられた時間と最小の情報でイベントを完全に解析しインシデントを再構築でき

るツールも必要です。 

理想のソリューションは存在するか？ 

われわれは不完全な世界で生きています。箱から取り出して、特別な用途にすべてが合致す

る単一ソリューションはありません。しかし、あるタイプの監視システムは理想に近く、他の製

品より易しく、必要とする要件にあわせて設定できます。 

近年、コンピュータ監視の新たなアプローチが現れました。 
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このタイプの監視システムは、ユーザーのクライアントソフトがユーザー操作を横取りし、生ロ

グを生成し、テキストベースのレポートを生成します。ワークステーション操作のビデオ画面が

付属します。しかし、伝統的なビデオ検査システムとは異なり、コンピュータ監視ソリューショ

ンは、たとえそれが早送りだったとしても、ビデオ全体を見つめる必要はありません。 

代わりに、ビデオストリームに収集したテキストベースのインデックスをつけ、ビデオストリー

ムに検索可能なマーカーをつけます。 

そのため、インシデントに特徴的な情報の発見が容易になります。一方、ビデオストリームを

見ることでテキストベースのログよりはるかに詳細なインシデント情報を入手できます。 

インデックス化ビデオストリームベースの監視 

エンドポイントワークステーション監視機能は、すべてのワークステーションの操作画面記録

に集約されます。 

”エンドポイントワークステーション監視機能は、すべてのワークステーションの操作画面記録

にある” 

生情報を収集し、静的なテキストベースで、チャートベースレポートを提供するエンドポイント

監視ソリューションと比較し、ビデオキャプチャソリューションは同様のブラウジングの容易さと

検索機能を提供し、さらに価値のある情報をインシデント解析専門家に提供します。 

伝統的なエンドポイント監視システムはユーザー操作に関係するすべての詳細情報をキャプ

チャします。これらのシステムのレポートは静的で、直感的な閲覧が出来ず、解析に時間が

かかります。 

テキストとチャートベースレポートが解析に必要な時間と労力が必要なことに比べ、これらの

エンドポイントソリューションは実際に何が起きたかについて明確な証拠を提供します。繰り

返しますが時間と労力と引き換えです。これは事後の調査に貢献するだけでなく、シチュエー

ションベースのインシデント対応にきわめて適しています。 

新世代の画面記録を伴う操作記録によるエンドポイント監視は、連続静止画をチャプター化さ

れたインデックス付ビデオファイルに保存します。 
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”これらのビデオストリームはテキストメタデータによりすばやく簡単にナビゲート出来ます” 

これらのビデオストリームはテキストメタデータによりすばやく簡単にナビゲート出来ます。メタ

データは実行中アプリケーション名、開いているWeb URL、ログインやパスワードを含むローカ

ルおよびリモートユーザーのキー入力を含みます。 

相互に結合されたこれらの情報は高速なシチュエーションベースのインシデントレスポンスに

最適なシステムになります。伝統的な監視ソリューションと同様の高いレベルの解析能力を

提供します。 

新世代のアプローチによりエンドポイント監視の領域におけるはずみがつきました。ところでリ

モートセッションとは何をさすのでしょう。 

リモートセッション監視 

多くのエンドポイント監視ソリューションはワークステーションで実行し低レベルのハードウェア

生成イベントをキャプチャします。ユーザー入力を見逃さないということはすばらしいですが、

このアプローチはリモートターミナルセッション監視は不向きです。 

非常に多くの企業がリモート作業者や個人事業者を頼りにしています。これは作業者が物理

的にその作業場所に存在するということを証明するものではありません。物理的なマウス操

作やキー操作が無い、企業ファイアーウォールを暗号化されないトラフィック通過がある、画

面操作が無く物理的な監視カメラが無いというリモートセッションはネットワークベースやエン

ドポイントベースDLPや従来型監視ソリューションに難しさをもたらしました。 

”エンドポイントベースワークステーション監視製品にとってリモートセション監視は難しい” 

実際、リモートセッションはセキュアトンネル越しに監視されます。企業インターネットゲートウ

ェイを通過するトラフィックは（絶対そうでなければならない）安全のため暗号化されます。複

雑で、設定や管理が困難でない限り、暗号化されたトンネルトラフィックは誰にも気づかれず

大量の機密情報を転送します。 

エンドポイントベースのワークステーション監視製品にとってリモートセッション監視は厄介で

す。物理的操作が無く、コンピュータディスプレイに操作が表示されないため、ターミナルセッ

ションでの情報キャプチャは謎に包まれたままです。 
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幸運にも、物理ワークステーションとリモートターミナルセッションの双方のエンドポイント監視

可能なソリューションが存在します。Ekranがその一つです。 

まとめると、インデックス化ビデオストリームを使ったエンドポイント監視ソリューションは下記

の利点をもたらします： 

 通常および特権ユーザーのローカル、リモート、ターミナルセッションで実行される全操

作を記録（完全なエンドポイント監視） 

 必要なセキュリティレベルを提供 

 第3者による企業ネットワークアクセスリスクの軽減 

 完全にインデックス化された検索可能なビデオ記録と事前に定義したイベントに対するリ

アルタイムアラートですばやいインシデント対応が可能 

 インデックス化ビデオ記録の再生と検索が容易 

 セキュリティ担当者によるエンドポイントのライブビデオストリームのリモートアクセス 

 このリモートアクセスは現在のインシデントのアクセスに効果的 

 訓練されたセキュリティ担当者以外の特別な技術スキルが不要 

エンドポイント監視目的であれば、3種類のセッションがあります： 

ワークステーションのローカルセッション、ワークステーションのリモートセッション（ユーザー1

名だけがアクティブ）、ターミナルサーバーのターミナルセッション（多数の同時作業）。 

Ekran：ローカルワークステーションとリモートターミナルセッションのため

のエンドポイント監視 

Ekranは企業ネットワークでISP, 従業員、その他の部内者の監視と監査が可能な近代的な

ソリューションです。この革新的なコンピュータ監視システムは通常及び特権ユーザーの操作

画面キャプチャがベースです。完全にインデックス化され検索が容易なビデオストリームを生

成します。 

Ekranを使えばローカル、リモート、ターミナルセッションを含む企業ネットワークのサーバー
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やワークステーションの監視が可能です 

サーバーやワークステーションンにインストールされたEkranクライアントは業務および特権ユ

ーザーの各セッションのビデオストリームを記録します。アプリケーション名、Windowタイトル、

URL、キーストローク、その他のメタデータをキャプチャします。メタデータはビデオストリームと

結び付けられるため、記録したビデオのフルテキスト検索が可能です。 

Ekranはすべての記録済みセッションの再生を簡単に行えます。全文検索を使えば管理者は

インシデント調査のためのエピソードを容易に見つけることが出来、内部とリモート作業者、

管理者あるいは第3者サービス提供者の生産性とコンプライアンス適合性を解析できます。 

簡単にアクセスできるビデオ記録により、セキュリティ担当者は内部情報の誤用、競合業者

の接触、知的財産の流出などの情報漏洩脅威に関係するすべてを発見できます。 

Ekranは下記のメリットを提供します： 

 日常のビジネスフローに全く悪影響のない監視 

 リアルタイムアラートと容易にアクセス可能なインデックス化ビデオ記録によるすばやい

シチュエーションベースのインシデント対応 

 特別な訓練の必要無しで普通のセキュリティ担当者が再生や解析できる記録 

 完全なエンドポイント監視：ローカルとターミナルセッションの業務及び特権ユーザーの

全操作を記録 

 企業ネットワークにアクセスする第3者リスクの軽減 

 低価格で必要なセキュリティレベルを実現 

リアルタイムアラートは複数の条件を簡単に定義できます。たとえば、キー入力におけるクラ

イアント名やアプリケーションタイトルのSkypeのようなインシデントを検知するルールを簡単

に設定できます。このルールがトリガーになると、セキュリティ担当者のポップアップ画面やEメ

ールにアラート通知されます。 

結論 

われわれは一般的な情報漏洩防止(DLP)とワークステーション監視システムをレビューし、ネ
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ットワークベースとエンドポイントベースソリューションの長所や欠点を明らかにし、利用できる

範囲を明確にしました。 

われわれは、ビジネスの費用負担が小さく、すばやくインシデント対応できる完全なワークス

テーション監視ソリューションに必要な条件リストを作成しました。 

“完全な監視ソリューションのための要件リストを作成しました” 

必要条件を満たす既存のソリューションは非常に高価で、多くの目的に対応できるため、複

雑すぎることが分かりました。 

このため、われわれは自分で新たなソリューションを開発しました。管理者は競合製品と費用

について比較しなければなりません。Ekranは企業ネットワークのセキュリティに必要な強力

な機能とすばやいインシデント対応を可能にしますが、日常のビジネスフローに悪影響を与え

ることはありません。 
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