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1 概要 

ISO/IEC 27001 は組織の情報リスク管理プロセスに含まれる、すべての法的、物理的、技術的管

理を含むポリシーと手順の枠組みです。ISO 27001 は組織が情報資産と顧客を安全に保つため

に考慮すべき管理のチェックリストを提供します。 

ObserveIT は ISO 27001 が指定する運用セキュリティ要件、特にログ記録と監視の主要部分に合

致する製品です。しかし、ObserveIT は ISO 27001 に指定された、組織の情報セキュリティ、資産

管理、アクセスコントロール、通信セキュリティ、情報セキュリティインシデント管理などといった、

他の管理規程の多くにも利用できます。 

このドキュメントはセキュリティおよびコンプライアンス管理者のために、ObserveIT が対応する主

要な管理を説明しております。付録では詳細な管理リスト（ISO 27001 の Annex A から抜粋）に言

及しており、どのように ObserveIT がその実現を支援できるかについて説明します。 
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2 管理対象 

組織はリスク処理プロセスを定義し適用する必要があります。リスク評価結果を考慮し、セキュリ

ティリスク処理オプションを導入するために必要なすべての管理を決定します。ISO27001 はチェッ

クすべき管理リストを提供します。ObserveIT が対応する主要な管理は、ログイン、監視、プライバ

シーとアクセス制御、そして情報セキュリティ障害管理を含みます。 

 

2.1 ログ記録と監視 

ログ記録と監視は運用セキュリティ要件の基本要素です。ログ記録と監視の主たる管理の対象は

イベントの記録と証拠の生成です。そのためにはユーザー操作、例外、障害や情報セキュリティイ

ベントが作成され、保存され、定期的にチェックされなければなりません。さらにログ記録機能やロ

グ情報は不正操作や非承認操作から保護されなければなりません。ObserveIT はデスクトップや

サーバーのアプリケーション全操作を記録します。記録したセッションとログはデータベースに暗

号化されて保存されます。データとその記録を閲覧するためのアクセスコントロール付です。 

この基準は管理者の操作と設定を記録し、保護し、定期的にチェックすることを要求しています。

プロキシベースの製品はネットワーク構成の変更が必要で、管理者はプロキシを経由しなければ

ならなりません。しかし、ObserveIT はサーバーのバックグラウンドで操作を記録するため、管理者

のシステム操作には全く影響しません。 

 

2.2 アクセス管理 

ISO 基準は、情報へのアクセスを制限すること、ユーザーには特別に利用を認められたネットワー

クやサービスへのアクセスのみが提供されるべき、と明確に要求しています。ObserveIT はこの要

件をジャンプサーバーアーキテクチャでサポートします。ネットワーク機器へのアクセスを、すべて

の操作を記録する監視対象サーバー経由でのみ許可します。アクセスはサービスデスクと統合さ

れている場合にのみ制限され、ログインにはアクティブなサービスチケットが必要です。 

この基準は、また、一定の間隔でユーザーアクセス権をチェックすることを要求します。ObserveIT

はユーザー操作の詳細な記録を保存し、どのユーザーが実際に実行したかという情報で ID ガバ

ナンスや認証プロセスのための資格の強化を可能にします。これは管理者に、ユーザーにすでに

認められたアクセスが必要かという判断を下す情報を与えることになるため、非常に重要なことで

す。 

 

2.3 プライバシー 

個人情報のプライバシーとその保護は ISO27001 のキー要件であり、多数の法律イニシアティブも
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援用しています。ISO27001 は、個人情報のプライバシーと保護が関連する法律と規制において、

必要に応じて確実に遵守されることを義務付けています。ObserveIT は監視対象の個人情報を厳

密に保護します。 

• 記録されるユーザーは、そのことが通知されるため、個人のためのアプリケーション使用を抑

止できる。 

• 個人のためのアプリケーションは監視対象外にできる。 

• 記録は操作ログだけに制限できる：ユーザーの実行内容（検索、アラート、レポートを含み）を

画像無しで記録できる。たとえば、ObserveIT管理者はユーザーが銀行口座にアクセスしたこ

とを知ることができるが、口座の詳細については知ることができない。 

• セッションチェックは特定の役割のユーザーに限定できる。 

• 開始したセッションプロセスの監視と確認のために四つの目（二人）機能を強制利用できる。 

• パスワード記録を除外したキー記録が可能。情報はハッシュ処理され、復号できない。 

 

2.4 情報セキュリティ障害管理 

ISO27001 情報セキュリティ障害管理セクションは、情報セキュリティ障害管理で継続的で効果的

なアプローチを要求しています。セキュリティイベントや弱点についてのコミュニケーションを含み

ます。組織は証拠として利用できる情報の特定、収集、取得、保存を定義し、手続きを適用するよ

うに求められます。ObserveIT は記録したセッションとユーザー操作を安全に保存するため、否認

されること無く、その障害の発生で何があったかを正確にフォレンジック証拠として提供します。顧

客は ObsewrveIT を法律的なフォレンジック目的で利用しています。 

 

2.5 その他のセキュリティコントロール 

ObserveIT は ISO27001 のその他多くのコントロール対象に対応します。 

• 変更管理 ObserveIT はサービス管理ツールと統合し、システムへのアクセスに承認チケット

を要求できます。Remedy や Service Now です。 

• 開発、試験、運用環境の分離 ObserveIT は適切なガバナンスの透過的アクセスで、開発者

を監視し、運用環境へのアクセスをサポートします。 

• 義務の分離 ObserveIT は義務の分離ポリシー違反のアラートが可能です。たとえば、

SalesForce.com 管理者が見積を許可するときです。 

• 資産管理 ObserveIT はユーザーが使った資産の詳細な操作ログを提供します。デスクトッ

プ、サーバー、アクセスしたアプリケーションを含みます。情報はレポートされ、ID 管理や資産

管理の情報を補い、ユーザーによる資産の実際の利用を明らかにします。 

• 通信セキュリティ ObserveIT はシステムの全操作を記録します。SFTP 通信、サーバーコマ

ンド、デスクトップのメッセージアプリケーション通信記録を含みます。 
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• 外注開発管理 ObserveIT は外注開発者や契約者の監視に幅広く利用されています。 
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3 まとめ 

ObserveITは ISO27001で定義された管理内容を幅広く網羅します。記録、監視、障害管理に最適

ですが、ObserveIT は多くのその他の管理にも利用できます。付録の管理リストで、ObserveIT が

どのように、対応しているかを整理しました。 
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4 付録：コントロール対象とコントロール 

ISO27001 付録はコントロール対象とコントロールの包括リストを含みます。この国際基準のユー

ザーは付録で必要なコントロールを過剰に評価することが無い様にしてください。コントロール対

象は選択したコントロールに暗黙裏に含まれます。 

ObserveIT 実装欄は、これらのコントロールの遂行にどのように ObserveIT が対応できるかを説明

します。この基準のコンプライアンスはセキュリティツールと手順の完全なセットを要求します。下

の表は ObserveIT に関係するセグメントのみについてのものです。 

 

A.6 情報セキュリティ組織 

A.6.1 内部組織 

目的：組織内で情報セキュリティの遂行と運用を監視し、管理基盤を確立し確実に行う 

A.6.1.2 Segregation of duties Control 

Conflicting duties and areas of 

responsibility shall be 

segregated to reduce 

opportunities for unauthorized 

or unintentional modification 

or misuse of an organization’s 

assets. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT can alert on 

violations of segregation of 

duties policies. For example, 

when a SalesForce.com 

administrator approves a 

quote. 

By using ticketing integration 

with Service Now, Remedy etc. 

Access to servers can be 

restricted only to users that 

have the TicketID. 

With this integration, 

organizations can also 

implement access control and 

provide access only to 

permitted users. 

A.6.2 モバイルデバイスと遠隔作業 

目的：遠隔作業とモバイルデバイス利用のセキュリティを確実に行う 

A.6.2.2 

Teleworking 

Control 

A policy and supporting 

security measures shall be 

implemented to protect 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT monitors and 

records teleworking 

workstations to oversee the 
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information accessed, 

processed or sored at 

teleworking sites. 

access of customer and 

personal information by 

teleworking employees. 

A.7 人的資源セキュリティ 

A.7.2 雇用期間中 

目的：従業員と契約者は情報セキュリティの責任に注意し、履行することを確実にする 

A.7.2.2 

Information security 

awareness, education and 

training 

Control 

All employees of the 

organization and, where 

relevant, contractors shall 

receive appropriate awareness 

education and training and 

regular updates in 

organizational policies and 

procedures, as relevant for 

their job function. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT can notify 

employees of the security 

policy relating to the 

workstation they are logging in 

to and require 

acknowledgement of receiving 

the policy prior to allowing 

access to the machine. 

Live messages can be sent 

directly to the end user 

machine notifying them to stop 

any out of policy activities. 

The message can block, as 

well as prevent the user from 

taking further actions. 

A.7.2.3 

Disciplinary process 

Control 

There shall be a formal and 

communicated disciplinary 

process in place to take action 

against employees who have 

committed an information 

security breach.. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT can provide alerts 

when the policy is violated and 

provides the forensics 

evidence needed in case of a 

security information breach 

that results in a disciplinary 

action against an employee or 

contractor. 

A.8 資産管理 

A.8.1 資産に対する責任 

目的：組織の資産を識別し適切な保護責任を定義する 

A.8.1.1 

Inventory of assets 

Control 

Assets associated with 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT provides a detailed 
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information and information 

processing facilities shall be 

identified and an inventory of 

these assets shall be drawn up 

and maintained. 

activity log of assets used by 

users including desktops, 

servers, and applications being 

accessed. The information can 

be collected through reports 

and can augment information 

received from identity 

management or asset 

management systems by 

providing the actual use of 

these assets by the users. 

A.8.1.3 

Acceptable use of assets 

Control 

Rules for the acceptable use 

of information and of assets 

associated with information 

and information processing 

facilities shall be identified, 

documented and implemented. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT can help enforce 

the acceptable use of 

information and assets. 

ObserveIT obtains a detailed 

record of the use of the 

information and assets by 

users, and can alert on 

violations. 

A.9 アクセス管理 

A.9.1 アクセス管理のビジネス要件 

目的：情報と情報処理装置へのアクセスを制限する 

A.9.1.2 

Access to networks and 

network services 

Control 

Users shall only be provided 

with access to the network 

and network services that they 

have been specifically 

authorized to use. 

ObserveIT Implementation 

Ticketing system integration, 

Secondary Authentication, and 

blocking messages enhance 

the access controls on the 

network. 

Also, ObserveIT 

implementation as a jump 

server allows you to restrict 

access to network devices to 

only go through the jump 

server. All access would be 

recorded and through 
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integration with a service desk 

application you can limit 

access based on an active 

approved service ticket. 

A.9.2 ユーザーアクセス管理 

目的：システムとサービスへの承認ユーザーのアクセスと非承認アクセスの防止を確実にする 

A.9.2.5 

Review of user access rights 

Control 

Asset owners shall review 

users’ access rights at regular 

intervals. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT keeps a detailed 

record of all user activities and 

can augment the entitlement 

certification process with 

information about what users 

actually performed, not only 

what they can theoretically 

performed based on their 

access rights. Alerts can be 

triggered in real time when 

entitlements are being 

changed in applications. This is 

important because it provides 

managers with information that 

helps them make an informed 

decision on whether users 

need to have the access being 

reviewed. 

A.9.4 システムとアプリケーションアクセス管理 

目的：システムとアプリケーションへの非承認アクセスを防止する 

A.9.4.4 

Use of privileged utility 

programs 

Control 

The use of utility programs 

that might be capable of 

overriding system and 

application controls shall be 

restricted and tightly 

controlled. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT is built to monitor 

all privileged user access. 

More specifically, it can 

monitor the use of privileged 

applications such as SUID 

programs on Unix and Linux. 

Alerts can be set to notify of 

suspicious program activities 
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such as changing 

configurations or data access 

in real-time. 

A.12 運用セキュリティ 

A.12.1 運用プロシージャと責任 

目的：情報処理装置の正しく安全な運用を確実に行う 

A.12.1.2 

Change management 

Control 

Changes to the organization, 

business processes, 

information processing 

facilities and systems that 

affect information security 

shall be controlled. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT is integrated into 

service management tools 

such as Remedy, and Service 

Now to require an approved 

ticket before providing access 

to systems. The ObserveIT 

application itself fully audits all 

administrative changes, health 

events, and attempts to 

tamper with the agent. 

A.12.1.4 

Separation of development, 

testing and operational 

environments 

Control 

Development, testing, and 

operational environments shall 

be separated to reduce the 

risks of unauthorized access 

or changes to the operational 

environment. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT Ticketing 

integration can enforce 

separation of access only to 

permitted users. 

Users that are not permitted 

to login to a machine will not 

be able to access and work on 

the servers. 

A.12.4 ログ記録と監視 

目的：イベントを記録し証拠を生成する 

A.12.4.1 

Event logging 

Control 

Event logs recording user 

activities, exceptions, faults 

and information security 

events shall be produced, kept 

and regularly reviewed. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT records all user 

activity on the desktops, in 

applications, and on servers. 

A.12.4.2 Control 

Logging facilities and log 

ObserveIT Implementation 

Recorded video sessions are 
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information shall be protected 

against tampering and 

unauthorized access 

stored encrypted in the 

database with access controls 

on who can view the data and 

the recordings. 

A.12.4.3 

Administrator and operator 

logs 

Control 

System administrator and 

system operator activities 

shall be logged and the logs 

protected and regularly 

reviewed. 

ObserveIT Implementation 

All administrative activity 

within the ObserveIT server is 

collected and securely stored. 

A.12.4.4 

Clock synchronization 

Control 

The clocks of all relevant 

information processing 

systems within an organization 

or security domain shall be 

synchronized to a single 

reference time source. 

ObserveIT Implementation 

The ObserveIT system 

synchronizes clocks across of 

its server and agents and also 

protects against session 

replay attacks that may be 

attempted. 

A.12.7 情報システム監査の考慮 

目的：運用システムの監査アクティビティの悪影響を最小化する 

A.12.7.1 

Information systems audit 

controls 

Control 

Audit requirements and 

activities involving verification 

of operational systems shall be 

carefully planned and agreed 

to minimize disruptions to 

business processes. 

ObserveIT Implementation 

Unlike proxy based products 

that require changes to 

network configuration routing 

the networking via the proxy, 

and forcing administrators to 

go through a proxy, ObserveIT 

records activities on the 

servers in the backgrounds 

and has minimal impact on 

operational activities. 

A.13 通信セキュリティ 

A.13.2 情報転送 

目的：組織内および組織外との情報転送セキュリティを確保する 

A.13.2.1 

Information transfer policies 

and procedures 

Control 

Formal transfer policies, 

procedures and controls shall 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT records all activity 

on the systems, including 
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be in place to protect the 

transfer of information through 

the use of all types of 

communication facilities. 

granular recording of SFTP 

communications and 

commands. This allows for 

effective enforcement of the 

information transfer policies 

and procedures. 

ObserveIT Compliance 

Sessions can be exported from 

ObserveIT and shared with 3rd 

party. Those sessions are 

protected by password. All 

internal communication within 

the product is encrypted with 

SSL. 

A.13.2.3 

Electronic messaging 

Control 

Information involved in 

electronic messaging shall be 

appropriately protected. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT installed on 

desktops will capture, and 

record messenger 

communication. This allows for 

effective enforcement of the 

information transfer policies 

and procedures. 

ObserveIT Compliance 

Sessions can be exported from 

ObserveIT and shared with a 

3rd party. Those sessions are 

protected by password. 

A.14 システム受け入れ、開発、保守 

A.14.2 開発とサポートプロセスのセキュリティ 

目的：情報システム開発サイクルでの情報セキュリティの設計と遂行を確実に行う 

A.14.2.7 

Outsourced development 

Control 

The organization shall 

supervise and monitor the 

activity of out- sourced 

system development. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT is used broadly to 

monitor outsource developer 

and contractors. 

A.16 情報セキュリティ障害管理 
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A.16 情報セキュリティ障害管理 

目的：セキュリティイベントと弱点の話し合いを含む、情報セキュリティ障害管理の継続的で効果

的なアプローチを確実に行う 

A.16.1.7 

Collection of evidence 

Control 

The organization shall define 

and apply procedures for the 

identification, collection, 

acquisition and preservation of 

information, which can serve 

as evidence. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT’s recorded 

sessions and logs are stored 

securely and provide un 

repudiated, forensic evidence 

on exactly what happened 

during an incident. 

Secondary authentication 

ensures the accountability of 

the activity even when shared 

accounts are being used. 

A.17 ビジネス継続性管理面の情報セキュリティ 

A.17.1 情報セキュリティ継続性 

目的：組織のビジネス継続性管理システムに情報セキュリティ継続性を含む 

A.17.2 冗長性 

目的：情報処理装置の可用性を確実にする 

A.18 コンプライアンス 

A.18.1 法律および契約要件のコンプライアンス 

目的：情報セキュリティとセキュリティ要件に関係する法律、法令、規則、契約義務に違反しない 

A.18.1.3 

Protection of records 

Control 

Records shall be protected 

from loss, destruction, 

falsification, unauthorized 

access and unauthorized 

release, in accordance with 

legislatory, regulatory, 

contractual and business 

requirements. 

ObserveIT Implementation 

ObserveIT recorded video 

sessions are stored encrypted 

and protected from 

un-authorized access. There 

is a strict auditing monitor who 

has access to the session 

information. 

Only permitted users that have 

access to the ObserveIT Web 

Console can view sessions and 

search in the user activity 

database 

A.18.1.4 Control ObserveIT Implementation 
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Privacy and protection of 

personally identifiable 

information 

Privacy and protection of 

personally identifiable 

information shall be ensured as 

required in relevant legislation 

and regulation where 

applicable. 

ObserveIT strictly protects 

personal information of its 

monitored subjects. 

 Users  that  are being 

recorded can get a notification 

that they are being recorded 

so that they can limit the 

usage of personal applications. 

 Personal applications can be 

scoped out of monitoring. 

 Res trict ing the recording to 

activity logs only: This 

provides visibility into what 

users are doing (including 

search, alert and report) 

without taking screenshots. It 

allows for example to know 

that a user accessed his bank 

account, but without details 

about the account. 

 Sess ions  review can be 

restricted to specific roles and 

users. 

 4-eye enforcement can be 

applied to supervise the 

process of sessions being 

opened and viewed. 

 Key logging can be 

configured so that passwords 

will not be recorded. 

Information is also hashed and 

cannot be decrypted. 
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