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Build Happy Internet Life

　お客様のインターインターネットの安心・安全を実現すべく、掲示板等の投
稿監視サービスからスタートしたイー・ガーディアンは、2016年9月に東証
マザーズから東証一部へ市場変更。現在ではカスタマーサポートサービスや広
告オペレーション事業など積極的な事業拡大を行い、「総合ネットセキュリティ
企業」を目指 している。
　そして、お客様のインターネット環境を守るためには、同時に自社のセキュリティ
を守ることが事業継続を行ううえで必須の課題である。そこで、エムオー
テックスが今年7月に提供を開始した次世代型マルウェア対策「プロテクト
キャットPowered by Cylance」の導入を決断。その経緯について、イー・ガーディ
アン株式会社代表取締役社長 高谷康久氏、情報システム部ディレクター
高橋輝雄氏にお話を伺った。

“インターネットの守護神”が考えるセキュリティの秘訣は、
「自ら変化を取り入れること」

イー・ガーディアン株式会社
導入事例
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導入の決め手は「ディープラーニング」。 
説明できないから突破できないのが最大のポイント

　従来からLanScope Catを活用したPC操作ログの取得、USB記憶媒体の使
用禁止など様々な対策は行っているが、ネット監視という業務では不正と思わ
れるサイトを閲覧することも多く、危険と分っていても閲覧を禁止することはで
きない。そんな中、一般に知られているように2015年頃からスピアフィッシング
が増え始め、これまでの対策だけでは防ぎきれない可能性が有ることに危機
感を募らせていたと高橋氏は振り返る。
　「数年前から既存のアンチウイルスソフトの検知率は一般的に3～4割といわ
れていましたし、次に出てきたふるまい検知についても�ふるまわない�と検知
できないことを疑問視していました。ちょうどその頃にエムオーテックスさんの
セミナーでエンドポイントの新たな外部脅威対策ソリューションがでるという
案内を頂き、すぐに 導入の検討を始めました。」（高橋氏）
　イー・ガーディアンでは、インターネット上に散在する画像の中に不適切なも
のがないかを自動で判別することができる「ROKASOLUTION」というサービス
を提供している。ディープラーニングを用いたこのサービスは東京大学と共同
で研究開発したもので、検知率は99.5%以上だという。以前は目視で画像を確
認していたが、時間もコストも非常にかかってしまうため生産性の悪さが課題
だった。しかしこの製品開発により、生産性は飛躍的に向上。ディープラーニング
の技術の凄さをすでに体感していた高橋氏は、プロテクトキャットのセミナーに
参加しアンチウイルスの世界でも同じようにディープラーニングを使った
ソリューションだということで、「コ レだ!」と思ったという。
　ディープラーニングは極論、「なぜその結果になるのか」を言語的に説明する
ことはできない。故にディープラーニングを使った製品と言ってもなかなか理
解を得ることが難しいが自社製品を通じてそのあたりを理解していた高橋氏
だからこその判断ができたのだろう。「パターンマッチは説明できるが故に突破
できる。逆にディープラーニングは説明ができない。故に突破できないというこ

とだと思います。」（高橋氏）
　では導入にあたり経営陣に対してどう説得したのだろうか。

「製品の機能説明をしたというよりは、なぜこの製品が必要なのかを理解し
てもらうことに注力しました。具体的には、Fromを社長の名前にして、見た目
の文字列とリンク先が異なるリンクを貼ったフィッシングメールを作って、これ
が送られてきたときに開かない自信はありますか?と社員や役員に見てもらい
ました。外部からのメールであれば開かないように気をつけることは出来ます
が、本当に狙われたらこのような巧妙なものが送られてくるということを理解し
てもらい、決裁を得る ことが出来ました。」（高橋氏）

ー度インシデントが起こると
復旧にかかる費用は最低でも1千万円。
それを考えると、プロテクトキャットは安い!

　社内には800台近いPCがあるが、プロテクトキャットのエージェント展開は
非常にスムーズに終わり、導入後もトラブルなく運用を開始しているという。
では導入前と導入後ではどのような変化があったのだろうか。
　導入後、マルウェアは見つからなかったが、各PCのインターネット一時ファイル
やごみ箱などから、アドウェアが複数見つかったという。「弊社の従業員がルール
を守っていたことにより結果として大きな被害は発生していないわけですが、
人間の行動にはやはり絶対は無く、システムでそれをサポートすることが当然
必要です。これらのファイルはこれまでの既存製品ではもちろん見つけられま
せんでしたし、振る舞い型の製品も動作しないと検知できません。プロテクト
キャットは静的解析（ファイルの要素を解析）をしてくれところがうれしいです
ね。また、過検知も非常に少なく、現在は隔離モード（検知した場合は自動的
に隔離）での運用に切り替えていますが、業務影響もほとんど出ていません。」

（高橋氏）
　また、Catの操作ログで前後操作を確認できるようになったことも大きな変
化だという。「我々の仕事はお客様の代わりに不正なサイトを見ることが仕事
です。ですから、怪しいサイトは見るな、リンクはクリックするな、添付ファイルは
開くな、では業務が止まってしまうわけです。感染してしまった場合に直前に何
をしていたのかと確認をしても、通常の業務をしていました・・となるわけです
し。また最近では広告を表示しただけで感染するタイプもありますので、感染し
ても原因特定が出来ないという状況でした。プロテクトキャットはマルウェアを
実行前に検知し隔離するだけでなく、Catで取っているログを見ることで、感染
した直前の操作を確認することができるようになったことは大きいですね。製
品によってはシステムログを含め膨大なログを取得するものもありますが、Cat
のログは人の操作に特化しているというのも非常にありがたいですね。ほとん
どの場合が人の操作に起因するものですから。」（高橋氏）
　一般的に不正ソフトウェアの侵入を許すとその調査を外部に委託した場合、
初動としてどんなマルウェアか、どの端末に感染しているのかを調べるだけで
最低500万円はかかってしまう。それだけではない。
　「例えば20台の感染がわかり何らかの方法で原因が特定できたとしても、そ

れらのパソコンはおそらく初期化することが必要になるため、その間業務停止
せざるをえません。ツールを使い1台1時間としても20時間の作業となります。
おそらく2名で2日間対応が必要です。対象がファイルサーバーだった場合は、
バックアップを戻す作業だけで最低半日、設定などの作業を考えると数日はか
かることが想定できます。調査にかかる初期費用に加え、作業費や人件費、業
務停止期間の機会損失、またインシデントが起こると対応のために幹部を含め
たミーティングなども行う必要がでてきます。これらの費用を換算するとたった
一つのインシデントから最低でも1千万円近くなり、それがさらに企業の規模
に比例して大きくなる。経営に与える金額のインパクトは限りなく大きいですよ
ね。」（高橋氏）
　システム導入となると、導入費用に目がいきがちだが、高橋氏はここまで
しっかりと想定できているからこそ、積極的な投資に踏み切れるのだろう。今後
は、これまで使用していたアンチウイルス製品をやめプロテクトキャットだけの
運用に切り替えていく予定だという。

ニュージェネレーション情シス！
最低でも1千万円。
それを考えると、プロテクトキャットは安い！

　情報システム部門は現在8名の体制で、そのうち4名が自社のセキュリティ
対策にあたっている。日々の運用としては、週に2回、トータル2時間程度で
LanScope Cat Webコンソールのセキュリティカレンダーを確認している高橋氏。
キーワードをかなり広範に設定しているためアラームは数千件出ているとのこ
とだが、これまでの内部リスクのアラームに加え、外部リスクもカレンダーに表
示されるので、ポイントを絞って確認をしているとのこと。
　「数千件あったとしても、継続して確認していると、このパターンはチェックし
なくてもいいな。などとノウハウがたまってくるので、今は効率的にチェックでき
るようになりました。」（高橋氏）
　100点を目指すと現実とのギャップに挫折してしまうことも少なくないが、最
初から100点を目指すのではなく、まずは50点を目指す。ダメなら勇気を持って
一旦ハードルを下げ、1つ1つレベルアップさせていくことが着実に結果を出し
ていく秘訣だと高橋氏は語る。
　一昔前までは、1つのやり方をしていればよかったが、ITが急速に進化する
今、情報システム部門としても変化をしていかなければならない。しかし、変化
を嫌う組織もある。自分たちの上の世代、そしてITネイティブな自分たち世代、
そして今後入ってくるWebネイティブな世代がいる中、自分たちが中心となって
意識を変えていきたいと、高橋氏の志は高い。
　「技術的な話は情シス内でやっていればいいんです。例えば経営陣に伝える
のであれば、ITのリスクが経営のリスクであることをいかに伝えるか。社員であ
れば、いかにわかりやすく伝えるか。相手の立場に立って考えることが、全社を
巻き込んでいくポイントですね」（高橋氏）
　情報システム部門としての課題は尽きないというが、今後も高橋氏の活躍に
期待したい。

お客様の安心・安全を守る立場として、
自社のセキュリティは経営者のミッション

　ホームセキュリティの分野では様々な警備会社があるようにインターネット
セキュリティの世界でも同じように安心・安全を守るための存在、それがイー・
ガーディア ンである。
　「我々はネットの投稿監視から始まり、ゲームの監視・ECの誇大広告監視
サービスなど、インターネット環境を守るサービスに特化をしてきました。そし
てこれからもサイバーセキュリティ分野も含めてインターネットの安心安全を
追及していきたいと思っています。家の玄関には警備会社のシールが貼られて
いますが、最終的には各サイトにイー・ガーディアンのマークを貼って頂き、そ
れらのサイトは私たちが守っているといったブランド化を目指していきたいです
ね。」（高谷氏）

「インターネットの警備会社」を目指し積極的に事業拡大を行っているが、同
時に自社のセキュリティについてもこれまで以上に強化を図っているという。そ
れにドライブをかけるきっかけになったのが2016年9月の東証マザーズから東
証一部への市場変更だったと高谷氏は語る。
　顧客の中には有名なサービスを提供しているお客様も多く、過去にはその
サポートをしているという理由から悪意をもって狙われたり、取り締まられたこ
とでの逆恨みによる風評被害、また手の込んだ技術的な攻撃を受けることも
少なくないという。
　「マザーズは新興企業というイメージがありますが、東証一部になったこ
とで信用・信頼を得ることができたと感じています。と同時に、インターネット
の安心・安全をうたっている以上、私たちが事故を起こすとお客様に多大な
るご迷惑をかけることになりますし、会社にとっても致命傷となってしまいま
す。事故を起こさないようにプラットフォームを強化することは情報システム
のミッションでもありますが、経営者としてのミッションでもあると考えてい
ます。」（高谷氏）

イー・ガーディアン株式会社 
代表取締役社長 

高谷 康久 氏

イー・ガーディアン株式会社 
情報システム部 ディレクター 

高橋 輝雄 氏
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東アジアの中心で学生が脅威を気にせず研究できる場を
CylancePROTECTⓇが守るOISTのセキュリティ環境
サイバー攻撃の急増が世界的に深刻化し、対応方法にも変化が生まれてきている。ブロックすべき攻撃者を事前に定義する
アンチウイルスソフトウェアをはじめとした「シグネチャ型」の限界が叫ばれるようになり、大きな注目を集めているのが人工
知能（AI）を用いたソリューションである。

住　　　所 沖縄県国頭郡恩納村字谷茶1919-1
設　　　立 2011年11月1日
教職員・学生数 約850人
事 業 内 容 科学技術に関する教育及び研究
U R L  www.oist.jp/ja

業界 ： 大学
● 導入きっかけ
既存のアンチマルウェアソフトウェアのマルウェア検知率が十分でない
● 環境
事務および研究者の両系統のシステムに横断的に導入
● ソリューション
CylancePROTECTとSIEMを連携しSOC運用に役立てている
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●  近年増加するマルウェア感染のリスクに従来型シグネチャベース
のアンチウイルスでは対応しきれない

●  検知精度の向上は重要だが、セキュリティ対策が研究活動の効率
を阻害する原因になってはいけない

●  近年増加するマルウェア感染のリスクに従来型シグネ
チャベースのアンチウイルスでは対応しきれない

●  検知精度の向上は重要だが、セキュリティ対策が研究活
動の効率を阻害する原因になってはいけない

●  検知精度を比較したテストでCylancePROTECTがすべてのマル
ウェアを検出し隔離に成功。他製品に比べインストールパッケー
ジも大幅に小さい

●  事務および研究者の両系統のシステムにCylancePROTECTを横断
的に導入。SIEMとの連携も実現しSOCのオペレーションを実現的に導入。SIEMとの連携も実現しSOCのオペレーションを実現

沖縄科学技術大学院大学
導入事例

マルウェアに感染するケースがたびたびあり、2016年もランサムウェアへの感
染インシデントが2件発生し、4、5月には標的型メール攻撃とみられるメール
を受信した。
　アンチマルウェアソフトを導入済みのPCでアドウェアなどの感染ケースが複
数発生したことなどから、永瀬氏は既存のアンチマルウェアソフトウェアのマ
ルウェア検知率が十分でないとの結論に至る。エンドポイントに対するセキュ
リティリスクの高まりから、根本的な改善、すなわちセキュリティ対策ソフトウ
ェアの見直しに取り組むことを決意した。

▶▶ 選定ポイント
マルウェアの検知精度を何よりも重視
　最も重視したのは、マルウェアの検知精度だ。また、PCに負荷をかけて研究
の妨げにならないように、余計な機能を含まず、インストールファイルのサイズ
が小さいものを採用することにした。
　ここで、永瀬氏は複数のセキュリティソフトを公平に比較する検証を実施し
ている。2016年9月中旬から始めた検証では、従来利用していたメーカーを含
め、大手の複数のソフトウェアに、それぞれ50種類のマルウェアをダウンロード
させた。
　すると、検証したシグネチャ型のソフトウェアのうち、1つのソフトウェアは2
件のマルウェア検知に失敗してしまった。さらに、もう1つのソフトウェアは、4つ
のマルウェアを通してしまった上、ランサムウェアの実行を許してしまった。永
瀬氏は「パフォーマンスも求めていた水準を下回ったこともあり、この時点で、
後者のソフトウェアについて、その後の検証対象リストから外すことにした」と

話している。
　マルウェアを事前に定義するシグネチャ型ソフトウェアでは、マルウェアがカ
スタマイズされたりすると、検知せずにすり抜けてしまうリスクの存在を改め
て提示した。
　一方、50のマルウェアをすべて検出し、隔離できたのがCylanceのAIアンチ
ウイルス「CylancePROTECT」だった。Cylanceの特徴は、事前定義するアーキ
テクチャとは一線を画すものだ。サイランスの最高技術責任者を務める乙部
幸一朗は「CylancePROTECTは�マルウェアらしさ�に着目し、マルウェアの構
造自体をAI（人工知能）が学習します。そのため、事前に定義されていない未
知のものだとしても、マルウェアの予測モデルに照らし合わせて判断し、検知
できるのです」と指摘している。
　あくまでも事前に定義したものしか検知できないシグネチャ型が越えられ
なかった壁を、CylanceはAIという新たな武器によって、攻撃を予測し防御を
可能にしている。

軽さ、クラウドも決め手に
　永瀬氏はインストールパッケージが軽量であることも求めた。特に研究者の
PCのパフォーマンスに、セキュリティソフトウェアによる影響を与えたくないから
だ。この点で、従来導入していたものを含めた2つはそれぞれ356MB、436MB
だったのに対し、CylancePROTECTは78MBと大幅に少なかった。
　また、研究員が沖縄のキャンパス内、東京や海外の研究施設など、イン
ターネットに繋がればどこにいても常にクライアントを管理できるように
することと、管理者についてもどこからでも常に同じ環境で作業できるよ

うにするため、クラウドをベースにしたソフトウェアである点も、永瀬氏が
CylancePROTECTを選んだ要因になった。
　ほかにも、最近注目されるサンドボックス型のセキュリティ対策も視野に入
れていたと永瀬氏は語る。しかし「サンドボックス型については、処理のパ
フォーマンスが出ず、遅延が生じることが分かった」としている。

SIEMを中心に回るSOC
　2017年1月、準備を経ていよいよCylanceの利用が始まった。永瀬氏は最
高情報セキュリティ責任者として、SIEM（Security Information and Event 
Management）の運用を手掛けている。
CylancePROTECTはSIEM連携機能を標準で備えており、今回のOISTでの導
入においてもSIEMのダッシュボードに、サイバー攻撃の詳細を項目別に示す
などセキュリティ関連の情報を表示するために、CylancePROTECTと連携さ
せている。
　セキュリティに関する監視や分析を実施する組織であるSOC「Security 
Operation Center」の運用も担当している永瀬氏。SIEMから送られるアラー
トなど各種の判断材料にしている。「SOCのオペレーションがSIEMを中心に回
っている」と満足した様子で話すのが印象的だ。

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）は、シグネチャ型のアンチウイルスソフ
トからCylanceが提供するAIを用いたソリューションに移行することを決め
た。OISTで最高情報セキュリティ責任者（CISM）を務める永瀬啓太氏は、マル
ウェア対策の強化に当たり、複数のソフトウェアをフラットな環境でさまざまな
角度から検証したという。
　OISTは沖縄の自立的発展と世界の科学技術向上に寄与することを目的
に、2011年11月1日に設立された。沖縄が中国や台湾、韓国などに近く、東ア
ジア地域の真ん中に位置していることも、期待を集める1つの理由だ。国から
の財政支援も受ける5年一貫制の博士課程を置く大学院大学で、現在35の国
と地域から134人の学生が在籍している。公用語は英語で、研究員の半数以
上を外国人が占めており、学生は最先端の研究機器を利用しながら研究でき
る。高台からコバルトブルーの海岸線を見下ろすキャンパスは、高度な研究活
動を支援する理想の環境だ。

▶▶ 課題
従来型シグネチャベースの対策ソフトの限界を実感
　生物学、物理学や化学などさまざまな分野間に壁を設けず、融合による新
たな研究成果を目指すのがOISTの考え方。そうした活動を基盤として支える
のが、インターネット環境をはじめとした情報システムの仕組みだ。重要な資
料の情報漏えいリスクがなく、安心して研究に没頭できるIT環境が不可欠とな
ってくる。
　しかし、学術機関への標的型をはじめとしたサイバー攻撃は数多く発生し
ており、攻撃の4割を占めるとのデータもある。OISTでも、以前からUSB経由で

　世界から集まった学生が研究活動に没頭し、成果を上げるために必要
なIT環境はどんなものなのか。OISTの最高情報責任者であるダイス・テ
ィム氏に話を聞いた。

乙部　大学にCIOという役職があるケースも珍しいと感じます。通常はセン
ター長などの肩書きが多いように思います。何か狙いはあるでしょうか。
ティム氏　CIOや情報セキュリティ責任者を設置するのは、世界的には常
識になっています。OSやActive Directory、コンテナ、MDM（Mobile Device 
Management）などさまざまな技術を導入している中で、それらの情報を統
合的に管理していく存在が求められるからです。特に、セキュリティの領域では
組織によるトップダウンの決断が必要になるケースも多くなってきます。迅速
な意思決定を下すため、CIOである私のレポートラインが、OISTの「学長」にな

っていることは、理にかなっていると言えます。
乙部　OISTのシステムを運用していく上で、気を付けていることは何ですか。
ティム氏　OISTは大きく2系統にわけてシステムを運用しています。1つは
事務担当者向け、もう1つは研究者向けです。特に、研究者向けについて
は、ITが研究開発の効率を奪ってはいけないと考えており、マルウェアなど
が引き起こすリスクをいかに管理し、研究と両立させられるかがテーマにな
っています。
そこで、我々はCylanceを、事務および研究者の両系統のシステムに横断的に
導入しています。オプションとしてではなく、必須のアクションです。とにかく言
えることは、以前使っていた脅威ソフトウェアと比較して、CylancePROTECT
のパフォーマンスが優れているということです。
乙部　他の大学へのアドバイスなどはありますか。また、ITに関する今後の展

開を教えてください。
ティム氏　マルウェアの開発数が世界で激増しており、防御ソフトウェアの
選択方法も、それに沿って変えていかなくてはならないということです。今後
は、ERPやモバイル端末管理、各種API開発などさまざまな領域でクラウドを
導入しており、異なる機能のクラウドソフトウェアを、いかに連携させながらシ
ステムを成長させていくかが鍵です。
また、SOCの運用を、なるべく人手をかけずに自動化していくため、SIEMと
連携できるCylancePROTECTのような製品の活用をさらに進めていく予
定です。

沖縄科学技術大学院大学
最高情報責任者

ダイス・ティム 氏

Cylance Japan株式会社
最高技術責任者

乙部 幸一朗

　インタビュー

沖縄科学技術大学院大学
最高情報セキュリティ責任者

永瀬 啓太 氏

セキュリティ対談

OISTのティムCIOに聞く「サイバーセキュリティの効果的な運用」

76



マルウェアに感染するケースがたびたびあり、2016年もランサムウェアへの感
染インシデントが2件発生し、4、5月には標的型メール攻撃とみられるメール
を受信した。
　アンチマルウェアソフトを導入済みのPCでアドウェアなどの感染ケースが複
数発生したことなどから、永瀬氏は既存のアンチマルウェアソフトウェアのマ
ルウェア検知率が十分でないとの結論に至る。エンドポイントに対するセキュ
リティリスクの高まりから、根本的な改善、すなわちセキュリティ対策ソフトウ
ェアの見直しに取り組むことを決意した。

▶▶ 選定ポイント
マルウェアの検知精度を何よりも重視
　最も重視したのは、マルウェアの検知精度だ。また、PCに負荷をかけて研究
の妨げにならないように、余計な機能を含まず、インストールファイルのサイズ
が小さいものを採用することにした。
　ここで、永瀬氏は複数のセキュリティソフトを公平に比較する検証を実施し
ている。2016年9月中旬から始めた検証では、従来利用していたメーカーを含
め、大手の複数のソフトウェアに、それぞれ50種類のマルウェアをダウンロード
させた。
　すると、検証したシグネチャ型のソフトウェアのうち、1つのソフトウェアは2
件のマルウェア検知に失敗してしまった。さらに、もう1つのソフトウェアは、4つ
のマルウェアを通してしまった上、ランサムウェアの実行を許してしまった。永
瀬氏は「パフォーマンスも求めていた水準を下回ったこともあり、この時点で、
後者のソフトウェアについて、その後の検証対象リストから外すことにした」と

話している。
　マルウェアを事前に定義するシグネチャ型ソフトウェアでは、マルウェアがカ
スタマイズされたりすると、検知せずにすり抜けてしまうリスクの存在を改め
て提示した。
　一方、50のマルウェアをすべて検出し、隔離できたのがCylanceのAIアンチ
ウイルス「CylancePROTECT」だった。Cylanceの特徴は、事前定義するアーキ
テクチャとは一線を画すものだ。サイランスの最高技術責任者を務める乙部
幸一朗は「CylancePROTECTは�マルウェアらしさ�に着目し、マルウェアの構
造自体をAI（人工知能）が学習します。そのため、事前に定義されていない未
知のものだとしても、マルウェアの予測モデルに照らし合わせて判断し、検知
できるのです」と指摘している。
　あくまでも事前に定義したものしか検知できないシグネチャ型が越えられ
なかった壁を、CylanceはAIという新たな武器によって、攻撃を予測し防御を
可能にしている。

軽さ、クラウドも決め手に
　永瀬氏はインストールパッケージが軽量であることも求めた。特に研究者の
PCのパフォーマンスに、セキュリティソフトウェアによる影響を与えたくないから
だ。この点で、従来導入していたものを含めた2つはそれぞれ356MB、436MB
だったのに対し、CylancePROTECTは78MBと大幅に少なかった。
　また、研究員が沖縄のキャンパス内、東京や海外の研究施設など、イン
ターネットに繋がればどこにいても常にクライアントを管理できるように
することと、管理者についてもどこからでも常に同じ環境で作業できるよ

うにするため、クラウドをベースにしたソフトウェアである点も、永瀬氏が
CylancePROTECTを選んだ要因になった。
　ほかにも、最近注目されるサンドボックス型のセキュリティ対策も視野に入
れていたと永瀬氏は語る。しかし「サンドボックス型については、処理のパ
フォーマンスが出ず、遅延が生じることが分かった」としている。

SIEMを中心に回るSOC
　2017年1月、準備を経ていよいよCylanceの利用が始まった。永瀬氏は最
高情報セキュリティ責任者として、SIEM（Security Information and Event 
Management）の運用を手掛けている。
CylancePROTECTはSIEM連携機能を標準で備えており、今回のOISTでの導
入においてもSIEMのダッシュボードに、サイバー攻撃の詳細を項目別に示す
などセキュリティ関連の情報を表示するために、CylancePROTECTと連携さ
せている。
　セキュリティに関する監視や分析を実施する組織であるSOC「Security 
Operation Center」の運用も担当している永瀬氏。SIEMから送られるアラー
トなど各種の判断材料にしている。「SOCのオペレーションがSIEMを中心に回
っている」と満足した様子で話すのが印象的だ。

　沖縄科学技術大学院大学（OIST）は、シグネチャ型のアンチウイルスソフ
トからCylanceが提供するAIを用いたソリューションに移行することを決め
た。OISTで最高情報セキュリティ責任者（CISM）を務める永瀬啓太氏は、マル
ウェア対策の強化に当たり、複数のソフトウェアをフラットな環境でさまざまな
角度から検証したという。
　OISTは沖縄の自立的発展と世界の科学技術向上に寄与することを目的
に、2011年11月1日に設立された。沖縄が中国や台湾、韓国などに近く、東ア
ジア地域の真ん中に位置していることも、期待を集める1つの理由だ。国から
の財政支援も受ける5年一貫制の博士課程を置く大学院大学で、現在35の国
と地域から134人の学生が在籍している。公用語は英語で、研究員の半数以
上を外国人が占めており、学生は最先端の研究機器を利用しながら研究でき
る。高台からコバルトブルーの海岸線を見下ろすキャンパスは、高度な研究活
動を支援する理想の環境だ。

▶▶ 課題
従来型シグネチャベースの対策ソフトの限界を実感
　生物学、物理学や化学などさまざまな分野間に壁を設けず、融合による新
たな研究成果を目指すのがOISTの考え方。そうした活動を基盤として支える
のが、インターネット環境をはじめとした情報システムの仕組みだ。重要な資
料の情報漏えいリスクがなく、安心して研究に没頭できるIT環境が不可欠とな
ってくる。
　しかし、学術機関への標的型をはじめとしたサイバー攻撃は数多く発生し
ており、攻撃の4割を占めるとのデータもある。OISTでも、以前からUSB経由で

　世界から集まった学生が研究活動に没頭し、成果を上げるために必要
なIT環境はどんなものなのか。OISTの最高情報責任者であるダイス・テ
ィム氏に話を聞いた。

乙部　大学にCIOという役職があるケースも珍しいと感じます。通常はセン
ター長などの肩書きが多いように思います。何か狙いはあるでしょうか。
ティム氏　CIOや情報セキュリティ責任者を設置するのは、世界的には常
識になっています。OSやActive Directory、コンテナ、MDM（Mobile Device 
Management）などさまざまな技術を導入している中で、それらの情報を統
合的に管理していく存在が求められるからです。特に、セキュリティの領域では
組織によるトップダウンの決断が必要になるケースも多くなってきます。迅速
な意思決定を下すため、CIOである私のレポートラインが、OISTの「学長」にな

っていることは、理にかなっていると言えます。
乙部　OISTのシステムを運用していく上で、気を付けていることは何ですか。
ティム氏　OISTは大きく2系統にわけてシステムを運用しています。1つは
事務担当者向け、もう1つは研究者向けです。特に、研究者向けについて
は、ITが研究開発の効率を奪ってはいけないと考えており、マルウェアなど
が引き起こすリスクをいかに管理し、研究と両立させられるかがテーマにな
っています。
そこで、我々はCylanceを、事務および研究者の両系統のシステムに横断的に
導入しています。オプションとしてではなく、必須のアクションです。とにかく言
えることは、以前使っていた脅威ソフトウェアと比較して、CylancePROTECT
のパフォーマンスが優れているということです。
乙部　他の大学へのアドバイスなどはありますか。また、ITに関する今後の展

開を教えてください。
ティム氏　マルウェアの開発数が世界で激増しており、防御ソフトウェアの
選択方法も、それに沿って変えていかなくてはならないということです。今後
は、ERPやモバイル端末管理、各種API開発などさまざまな領域でクラウドを
導入しており、異なる機能のクラウドソフトウェアを、いかに連携させながらシ
ステムを成長させていくかが鍵です。
また、SOCの運用を、なるべく人手をかけずに自動化していくため、SIEMと
連携できるCylancePROTECTのような製品の活用をさらに進めていく予
定です。

沖縄科学技術大学院大学
最高情報責任者

ダイス・ティム 氏

Cylance Japan株式会社
最高技術責任者

乙部 幸一朗

　インタビュー

沖縄科学技術大学院大学
最高情報セキュリティ責任者

永瀬 啓太 氏

セキュリティ対談

OISTのティムCIOに聞く「サイバーセキュリティの効果的な運用」

導入の経緯・課題

「重大事故ゼロ」の実績と継続的な対策強化

東芝デジタルソリューションズにおける情報セキュリティへの全社的な取り
組みは、今から 13 年前にさかのぼります。情報セキュリティマネジメントシ
ステム（ISMS*）の標準的な国際規格である ISO27001 を、2005 年に会社
全体で取得しました。

*ISMS：Information Security Management System（情報セキュリティマネジメントシステム）

当社の ISMS 基本方針では、お客さまの機密情報や、お客さまおよび社
員の個人情報の管理を徹底することにより、社会的責任を果たし、事業運
営が永続的に継続できるセキュリティ管理システムを構築すると宣言してい
ます。

この方針に基づき、組織が保護すべき情報資産について、パソコンや USB
メモリといった記憶媒体の持ち出し管理や、メールの誤送信対策などに関し

情報セキュリティのPDCAサイクル図1

東芝デジタルソリューションズでは、情報セキュリティへの全社的な取り組みを2005年から開始。
自ら規定したISMS基本方針に則り、PDCAサイクルを回すことで、「重大事故ゼロ」を継続しています。

PDCA：Plan-Do-Check-Action
ISMS：Information Security Management System

Plan Do

Action Check

リスクの把握と対策の計画
情報の保有状況や機器の脆弱性などを洗い出してリスクを
把握し、ポリシーの策定や対策の導入を計画。

対策の実施・運用
把握したリスクに合わせた対策を実施。

対策の維持改善

● 未知ウイルス対策
   →ウイルスフルスキャン頻度の見直し
   →過剰検知対策の実施
   →ウイルスフルスキャン頻度の見直し
   →過剰検知対策の実施

● 不正パソコン接続制御
   →パッチ未適用パソコンの接続禁止   →パッチ未適用パソコンの接続禁止

● USBメモリ制御
   →USB メモリ利用強制禁止   →USB メモリ利用強制禁止 など

など

など

点検・監視結果をもとに、ポリシー違反の状況や運用の問
題点を踏まえた改善を実施。

実施した対策の点検・監視

● 不正パソコン接続状況監視
● 未許可アプリケーションの実行監視
● USBメモリ

  利用監視

● ウイルス対策
● 未知ウイルス対策
● 操作監視
● 不正パソコン接続制御
● USBメモリ制御

操作ログやイベントログなどを分析し、導入した対策の効
果や正しく運用されているかを点検。

改善例改善例

リスク大
未知ウイルスなど

リスク中
メールなど

）分析中

検出数

○ 通信監視状況
• （ＳＬＣ）、（ＰＦＣ）の外部との通信を監視中

• 過剰検知、複数大量アクセス回数も含まれるため、個別に分析対応中

○ 端末リスク定量化

○ 起動アプリケーション監視

端末リスク値：
端末ごとに脆弱性に対する対策がとられているかの指標。
リスク対策が実施されていると、リスク値は低くなる。

AC導入による
リスク低減

標準アプリ利用
によるリスク低減

ホワイトリスト以外の
アプリケーション実行を

ACにより監視

行為

サイバー攻撃脅威

リスク算出

対策状況

実施後
リスク

人の行動に着目したリスク検証の社内実践図2

サーバーのアクセスログやネットワーク機器のログ、人の行動に関するデータなどをログ収集装置に蓄積し、脅威データベースと連携さ
せて相関分析をすることで、ヒューマンリスクとITリスクの関係性を見極める取り組みを行っています。特定の行動や振る舞いの後に
発生するリスクが明らかになれば、事前対策に結びつけることができると考えています。

リアルタイム監視
端末状態把握

脅威情報管理

ダッシュボード

ログを収集

脅威
データベース

ログ収集装置

ウイルス検知ログ

パッチ管理配布など ファイルサーバー
アクセスログ

Proxyログ

ファイアー
ウォールログ

AI型マルウェア対策
ソフトウェアログ

分析する主なログ
・入退室
・パソコン操作（ファイルアクセス）
・Webアクセス
・媒体利用ログ

・
・
・
・
・
・
・

行動分析

AI：Artificial Intelligence
SOC：Security Operation Center

CSIRT：Computer Security Incident Response Team

SOC/CSIRT

東芝デジタルソリューションズ株式会社
導入事例

東芝デジタルソリューションズは、東芝グループにおけるIoT*や AI* 技術を活用したデジタルソリューション事業を担う企業として、いち早く情報セ
キュリティマネジメントシステムの枠組みを確立。情報資産の信頼性を高い水準で維持し、情報セキュリティの厳格な管理と業務効率化の両立に努
めてきました。現在は、東芝グループが一体となって取り組むサイバーセキュリティ施策の下、サイバー攻撃への対応はもちろん、未知のマルウェア
への感染や不正なアクセス、情報漏えいなどの防止を総合的に推進。中でも最新のセキュリティ技術の社内実践に力を入れており、そこで得た知見
やノウハウを日々高度化するセキュリティの脅威に対抗するソリューションへと適用しています。ここでは、当社がこれまでに進めてきた情報セキュリ
ティへの取り組みと、社内で実践している最新の事例をご紹介します。* IoT：Internet of Things（モノのインターネット），AI：Artificial Intelligence（人工知能）

※こちらは東芝デジタルソリューションズ様作成の「サイバーセキュリティの社内実践」からの転載となります。

本　　社	 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
設　　立	 2003年10月1日
事業内容	 デジタルソリューション事業
資 本 金 	 235億円（東芝100%）
職 員 数 	 9,700人	（連結／2018年4月現在）
U R L 	https://www.toshiba-sol.co.jp/

て、運用ルールの徹底や注意喚起による啓発など、セキュリティを確保する
ために必要な事項を厳密に規定し、運用しています。当社はこの ISMS を
PDCA* サイクルで運用することで、長きにわたり全社で一体となって情報資
産の保護に取り組み、今日まで「重大事故ゼロ」という大きな成果を上げ
ています（図 1）。

*PDCA：Plan（計画）-Do（実行）-Check（評価）-Action（改善）

サイバー攻撃の脅威から自社を守り、お客様と社会を守る
サイバーセキュリティの社内実践
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ティ用途の機能追加が行われています。当社では、Cylance の過剰検知
への対応にも活用していますが、その他にも、作業エリアへの入退室や
ファイルへのアクセス、無線 LAN の利用、各種メディアへの書き込み、
メールの送信、多機能プリンターの利用など、人の行動に着目し、その
データを日々Splunk に蓄積しています。これを脅威情報の管理をする脅
威データベースと連携させて相関分析し、ヒューマンリスクとITリスクの
関係性を見極める取り組みを始めました。そこに論理的な相関関係を見い
だせれば、特定の行動や振る舞いの後に発生する、これまで見えていなかっ
たリスクが明らかになり、外的および内的な脅威に対する事前対策の実現
に結びつけることができると考えています。現在、PDCA サイクルを回し
ながら、ヒューマンリスクとITリスクの論理式をいかに生成するか、実践
を繰り返しているところです（図 2）。

情報セキュリティのPDCAサイクル図1

東芝デジタルソリューションズでは、情報セキュリティへの全社的な取り組みを2005年から開始。
自ら規定したISMS基本方針に則り、PDCAサイクルを回すことで、「重大事故ゼロ」を継続しています。

PDCA：Plan-Do-Check-Action
ISMS：Information Security Management System

Plan Do

Action Check

リスクの把握と対策の計画
情報の保有状況や機器の脆弱性などを洗い出してリスクを
把握し、ポリシーの策定や対策の導入を計画。

対策の実施・運用
把握したリスクに合わせた対策を実施。

対策の維持改善

● 未知ウイルス対策
   →ウイルスフルスキャン頻度の見直し
   →過剰検知対策の実施
   →ウイルスフルスキャン頻度の見直し
   →過剰検知対策の実施

● 不正パソコン接続制御
   →パッチ未適用パソコンの接続禁止   →パッチ未適用パソコンの接続禁止

● USBメモリ制御
   →USB メモリ利用強制禁止   →USB メモリ利用強制禁止 など

など

など

点検・監視結果をもとに、ポリシー違反の状況や運用の問
題点を踏まえた改善を実施。

実施した対策の点検・監視

● 不正パソコン接続状況監視
● 未許可アプリケーションの実行監視
● USBメモリ

  利用監視

● ウイルス対策
● 未知ウイルス対策
● 操作監視
● 不正パソコン接続制御
● USBメモリ制御

操作ログやイベントログなどを分析し、導入した対策の効
果や正しく運用されているかを点検。

改善例改善例

リスク大
未知ウイルスなど

リスク中
メールなど

）分析中

検出数

○ 通信監視状況
• （ＳＬＣ）、（ＰＦＣ）の外部との通信を監視中

• 過剰検知、複数大量アクセス回数も含まれるため、個別に分析対応中

○ 端末リスク定量化

○ 起動アプリケーション監視

端末リスク値：
端末ごとに脆弱性に対する対策がとられているかの指標。
リスク対策が実施されていると、リスク値は低くなる。

AC導入による
リスク低減

標準アプリ利用
によるリスク低減

ホワイトリスト以外の
アプリケーション実行を

ACにより監視

行為

サイバー攻撃脅威

リスク算出

対策状況

実施後
リスク

人の行動に着目したリスク検証の社内実践図2

サーバーのアクセスログやネットワーク機器のログ、人の行動に関するデータなどをログ収集装置に蓄積し、脅威データベースと連携さ
せて相関分析をすることで、ヒューマンリスクとITリスクの関係性を見極める取り組みを行っています。特定の行動や振る舞いの後に
発生するリスクが明らかになれば、事前対策に結びつけることができると考えています。

リアルタイム監視
端末状態把握

脅威情報管理

ダッシュボード

ログを収集

脅威
データベース

ログ収集装置

ウイルス検知ログ

パッチ管理配布など ファイルサーバー
アクセスログ

Proxyログ

ファイアー
ウォールログ

AI型マルウェア対策
ソフトウェアログ

分析する主なログ
・入退室
・パソコン操作（ファイルアクセス）
・Webアクセス
・媒体利用ログ

・
・
・
・
・
・
・

行動分析

AI：Artificial Intelligence
SOC：Security Operation Center

CSIRT：Computer Security Incident Response Team

SOC/CSIRT

このようにお客さまへのご提供に向けて着々と実績と運用ノウハウを積み
重ねています。

業種を問わず、情報システム部門の方々は、高度化するサイバー攻撃
の対策に大いに頭を悩まされていることと思います。当社の情報セキュリ
ティ部門である私たちも、それは全く同じです。東芝デジタルソリューションズ
ではこれからも自らの経営と事業を守るために、全社で一丸となって先進
のセキュリティ対策を実践していきます。そして、情報セキュリティにおける
課題解決に向けた地道な活動と喫緊の対策から得た数々のノウハウを、同
じ悩みを持つお客さまに提供し、お客さまの事業と経営、そして社会の安
心と安全を守り抜いていくつもりです。

※この記事に掲載の、社名、部署名、役職名などは、2018 年 4 月現在のものです。

社内実践１

AI の力で未知の脅威を事前に検知

当社の情報セキュリティに対する取り組みは、お客さまの事業継続や企
業価値の向上を支援するソリューションを開発するために、まず社内で実践
するという使命も帯びています。それは東芝に対しても同様で、当社は東
芝グループ内に展開するための先行事例の役割も担い、社内でさまざまな
実践を続けているのです。

当社自らが率先して新しい技術を活用し、その機能や利便性を見極め
た上で、その知見やノウハウに基づき各種製品やサービスと組み合わせ、
お客さまのニーズに合致したカタチでお届けしていく。これにより、お客さ
まは効果が検証された信頼性の高いセキュリティを安心して導入できるよ
うになると考えています。これまで多くのセキュリティ製品やサービス、ソ
リューションが当社内での実践を通じて生み出され、お客さまの事業活動
を守り、支えてきたのです。

現在も当社では、高度化するサイバー攻撃に対抗するために、最新のセ
キュリティソリューションを社内で実践しています。その中で力を入れている
2 つの取り組みについてご紹介します。

1 つ目は、AI 技術を活用した次世代マルウェア対策ソフトウェア「Cylance
（サイランス）」を活用した、未知の脅威への対応の強化です。Cylance
の最大の特長は、これまでに存在を確認できてない未知のマルウェアによ
る脅威を、過去の脅威との類似性を分析することで検出し、エンドポイント
デバイス上で実行される前にブロックすることが可能な点です。当社は大き
な注目を集めるこの Cylance を、2016 年 6 月の段階で自社内に導入し、
現在 15,000 台を超える規模で運用。機密情報を扱う政府機関などでの運
用にも耐え得るノウハウの習得を目指し、高い検知能力の実証とより有効
な運用方法の検証を行っています。例えば、2017 年に猛威を振るった身代
金要求型のランサムウェア「WannaCry（ワナクライ）」に対しても有効に
動作し「感染ゼロ」という成果を上げました。 このように圧倒的な検知性
能で未知のマルウェアへの対策として大きな効果が期待できます。しかし、
期待通りの効果を発揮させるには、単にツ－ルを導入するだけでは不十分
であり、特に次の点が重要だと考えています。

それ は、 運 用 開 始 前 の 事 前 チュ－ ニングと運 用 開 始 後 の 日 々の
チューニングです。Cylance は、過去の脅威との類似性を判断しています
ので、例えば、企業などで使われることが多いリモートデスクトップソフト
ウェアは検知しブロックされます。なぜなら遠隔操作型のマルウェアと同じ
動きをするからです。このように企業で使用することを許可しているソフト
ウェアに対しても、検知しブロックする可能性があります。これらを過剰検
知と呼んでいますが、事前に過剰検知を極力減らしておくことが、運用をス
ムーズにするポイントです。

さらに運用開始後に検出されたソフトウェアが、本当のマルウェアなの
か、過剰に検知されたものなのかを迅速に判断できる仕組みと体制の構
築も重要です。例えば、初めてプログラミングツールを使用する際に、過
去のマルウェアと似たような動きをするものは検知しブロックされます。そ
のままではプログラミング業務に影響が出てしまう可能性があります。つま
り、検知しブロックされたものが、過剰検知なのか、本当の脅威なのかを
すぐに判断できることが、日常のセキュリティ監視・運用業務に求められま
す。当社ではセキュリティ監視チームが日々のノウハウを蓄積した独自の脅
威データベースを活用し、日常のセキュリティ監視・運用の一環として、数
分以内に判断できる運用をしています。

社内実践２

統合ログ管理でヒューマンリスクとIT リスクをひも付ける

2 つ目は、社内で長い間取り組んでいる 24 時間 365 日のセキュリティ監
視 ( エンドポイント監視 ) をさらに一歩先に進めるために始めた「Splunk
（スプランク）」の活用です。Splunk は、サーバーやアプリケーション、
ネットワーク機器などから生み出されるログやパケットデータ、コマンド
の実行結果といった多様なデータをリアルタイムに収集して蓄積します。
IT 管理に必要な複雑な検索や分析に柔軟に対応でき、最近ではセキュリ

しかしながら、昨今では標的型攻撃などの新たな脅威が発生し続けてお
り、絶えずセキュリティ対策の見直しや強化が必要な状況です。 この新た
な脅威に有効なセキュリティ対策を具現化する上で大きな力になったのが、
社内のネットワークへの入口に加え、その内部、そして出口に至るまで幾
重にも対策を施す「多層防御」の考え方です。そして「セキュリティの脅威
は常に変化し、時間が経つほどに増大する」という考えに基づき、多層防
御によるセキュリティ対策の PDCA を実施することで、定期的にセキュリ
ティの脅威を見直し、対策状況の過不足も検証しながら、継続的な対策の
強化に取り組んできたことが、今日までの「重大事故ゼロ」という成果に
他ならないと自負しています。

また、ソフトウェア開発が主な業務でもある当社は、当然のことながら、
外部の委託会社を含む開発エリアの厳格な管理を行ってきました。また当
社の製品やサービスとなる開発成果物に対しても、セキュリティリスクの低
減を早くから推進。東芝の「サイバーセキュリティセンター」の発足ととも
に整備された PSIRT* 機能の先駆けとなる製品セキュリティの確立に早くか
ら取り組んできました。

*PSIRT：Product Security Incident Response Team

先進のサイバーセキュリティ対策と 
業務効率化の両立

東芝で急務となっているグループ全体のサイバーセキュリティ対策は、サ
イバーセキュリティセンターが主導し、東芝の研究開発センターと当社が連
携して、先進の取り組みを進めています。

いついかなる時に襲ってくるかわからないサイバー攻撃の脅威に対して
は、24 時間 365 日、常に社内のネットワークにつながれたサーバーやパソ
コンといったエンドポイントの監視を実施。ファイアーウォールの制御ログ
や、サーバーやストレージの利用ログの監視と分析、また特定のプロジェク
トに関してはパソコンの操作ログなどを元に不正な通信や USB メモリを
はじめとする記憶媒体の不正な使用を洗い出すなど、さまざまなセキュリ
ティリスクを常に監視することで、セキュリティインシデントの発生を未然に
防ぐ仕組みを整えています。

このような情報機器や記憶媒体利用の監視によるランサムウェア * や
未知のマルウェアへの対策、不正アクセスなどの発見に加え、サイバーセ
キュリティセンターの PSIRT と連携して、製品出荷時の品質維持や、世
の中の脆弱性に関する情報を素早く社内に展開する環境の構築にも取り
組んでいます。

* ランサムウェア：ここ数年流行し始めたマルウェアの一種で、感染したコンピュータをロック

したり、ファイルを暗号化したりすることによって使用不能にしたのち、元に戻すことと引き換え

に「身代金」を要求する不正プログラム。

もちろん強固なセキュリティを追求するあまり、働く社員の生産性を阻害
してしまえば、結果的にお客さまへのサービス低下につながりかねません。
これに対して当社では、ソフトウェアやデータなどのリソースをサーバー側
で集中的に管理し、社員が使うクライアント端末の機能は最低限に絞り込
むシンクライアント環境を全社レベルで展開。サイバー攻撃への対策と生産
性の確保を高度に両立する職場を実現しました。現在、当社で働く3,500
人を超える社員が、時間と場所を選ばず、セキュアに効率よく業務を行って
います。

インタビュー

技術統括部 情報セキュリティ部
部長 中村 宏 氏
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の観点で検討を重ねていきながら、我々が重視している “生産性” の観点
について十分検討しました」。セキュリティソフトを導入することで業務効率
に影響が出ないようなソリューションを意識したと坂部氏。

そこで出会ったのが、Cylance が提供する「CylancePROTECT」でした。「過
去にはセキュリティソフトの挙動で PC のパフォーマンス低下を経験したこと
もあり、生産性を下げない技術について各社に確認しました。Cylance は 
CPU の使用率をチェックしたうえで、利用者に負担をかけないよう工夫して
動作します。まさに我々が求めているものだったのです」と坂部氏は評価し
ます。また、毎日のシグネチャ更新とフルスキャンが都度必要となる従来の
シグネチャ型では運用負荷が大きくなるため、軽快に動作する Cylance を
運用面からも評価。機械学習の数理モデルを駆使して、未知のマルウェア
によるゼロデイ攻撃に 99％以上の高い検知率で対抗できる点についても高
く評価したと坂部氏は語ります。

他社製品も含めて検討した結果、社員の半数にあたるエンジニアの日常
業務において詳細に生産性を確認したうえで、Cylance が同社にとって最
適だと判断したと語ります。「ファイルを検索する際には grep コマンド等を
頻繁に利用しますが、実行するたびに動作が遅くなってしまうものがあり、
エンジニアの生産性に大きく影響すると判断しました。また、ソフトウェア開
発のプラットフォームである GitHub を利用する機会が多いため、git clone
を実行してファイルをダウンロードすることも多く、その都度ファイルのス
キャンをされてしまうと業務効率に大きく影響を及ぼすことが分かったので
す」と坂部氏は 2 週間あまりの検証期間で実業務における動作を確認。そ
の際、あるアンチウイルス製品ではカスタマーサポートが利用するツールで
特定のページ表示が遅くなってしまい、電話応対に大きな影響を及ぼすこ
とが判明したケースもあったため、エンジニア以外の業務においても現場ご
とに動作を確認、最終的に Cylance が同社にとってベストだと判断したと
説明します。

コストについては、従来のシグネチャ型アンチウイルスソフトと比べると 
割高ではあるものの、 社員が行う 1 時間の業務に照らし合わせたうえで、
十分投資に値すると判断。「これまでには安価な仕組みを導入したことで
運用に苦労した経験も。ツールを入れた結果、生産性を下げてしまうこと
は避けなければなりません。今回は失われる生産性を含めてコストを計算
したうえで、Cylance がベストという結論に至ったのです」と坂部氏。

導入効果 

情シス専任不在でもセキュアな環境が維持できる点を
高く評価

現在は、macOS や Windows OS を含めた環境で、コーポレート チーム
がキッティングを行う際に CylancePROTECT を展開、社内にある 100 台前
後の PC に導入が進められており、国内の従業員はもちろん、一部の海外
オフィスにも展開されています。「何か通知があった段階で管理画面を確認
する程度で、普段は特別なことは何も行っていません」。他社の製品を使って
いたころは、Web ブラウザの挙動がおかしくなったり表示が遅くなったりし
た経験もあり、導入当初は使い勝手の面で覚悟をしていたと坂部氏は語り
ます。｢ しかし、導入してみると問題なく稼働している状況にあります。現
場からは精神的なストレスがなくなったという声も届いています」と坂部氏。
導入当初はホワイトリストへの追加を行っていましたが、導入後 1 か月あま
りで落ち着き、以後は新たなリストの追加は行っていない状況です。生産性
を下げることなくセキュアな環境が整備できていると坂部氏は力説します。

もともと同社には社内向けの情報システム部門は存在せず、インフラ
チームが兼務で社内の基盤整備を行っています。「さらに組織が大きくなれ

ば、専任チームを作ることになると思いますが、現在は多くのメンバーが
兼務している状況です。CylancePROTECT は負担なく運用できるので
とても助かっています」と坂部氏は評価します。また、 同社にとって
CylancePROTECT が適していたのは、macOS への対応が迅速である点で
す。「他社製品だと macOS バージョン対応に制限が多く、セキュリティソ
フトの問題で OS のバージョンアップデートができないという問題もありまし
た。Cylance はバージョンアップへの対応が早く、Mac を利用するうえで親
和性が高いこともCylancePROTECTを選んだ大きな魅力の1つ」と坂部氏。

必要な情報が得やすいことも、坂部氏が Cylance を評価するポイントの
1 つに挙げています。「世界中の利用者が集まる Cylance のフォーラム内で
オープンな形で議論されており、きちんとした一次情報にたどり着きやすい
のはエンジニアにとってありがたい」。また、他社製品では業務中の端末に
セキュリティ情報が頻繁にポップアップで表示されるものがあり、それが生
産性に影響を与えることもあります。「いつの間にか CylancePROTECT で
静かに検知・隔離され、利用者のリスクだけブロックする。 そんなスマート
なアプローチを採用している Cylance を気に入っています」と坂部氏は評
価します。

今後の展望

成長に合わせてスケールできる機能をフル活用

｢ 今後、利用者数が 10 倍規模に膨らむようになれば、ポリシーを部署
ごとに詳細に設定し、権限移譲も含めてスケールした使い方を予定してい
ます。標準の管理者画面でゾーニングのポリシー設定を容易に行えること
が、CylancePROTECT を選んだポイントの 1 つです」と坂部氏。

また現在は海外の拠点にも部分的に展開されていますが、グローバルな
視点でガバナンスを強化する意味でも、いずれはグローバル含めた全体の
環境に展開していきたいと語っています。

システム構成

インタビュー

エンジニア
坂部 広大 氏

課題

セキュアにスケールしやすい環境づくりを目指す

“シゴトでココロオドル人をふやす” をミッションに、ビジネス SNS
「Wantedly」を提供しているウォンテッドリー株式会社。運命のチームや
仕事に出会うきっかけを作り出す「Wantedly Visit」をはじめ、名刺管理
を行う「Wantedly People」、社内外での生産的なコミュニケーションを生
み出す「Wantedly Chat」など、「はたらく」を面白くするための各種サービ
スを提供しており、国境を越えて “はたらくすべての人のインフラ” 構築を
積極的に展開しています。

同社でインフラ整備を担当しているエンジニアの坂部 広大氏は、「キャズ
ムを超えていける強固な環境を整備することはもちろん、開発者を含めた
すべての従業員の生産性の向上と、長期的な技術戦略の策定でエンジニ
アのレベルアップを図っていくことをミッションに掲げています」とインフラ
チームの役割を説明します。インフラチームは、サービスを強固に防御する
ためのセキュリティ対策も担っていますが、エンドポイントのセキュリティ対
策は、これまで現場が主導してチームごとに調達し、申請内容を承認する
状況にありました。

ウォンテッドリー株式会社
導入事例

ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営を行っているウォンテッドリー株式会社では、ガバナンスおよびセキュリ
ティ強化に向けた環境づくりの一環として、エンドポイントにおけるセキュリティ対策の強化を実施。そこで採用された
のが、生産性の低下を招くことなく未知のマルウェアを予測防御する、AI（人工知能）と機械学習を駆使したアンチウ
イルス「CylancePROTECT®」です。

しかし、ビジネスの拡大に応じてオフィスの増床や拠点が広がるなかで、
インフラチームが主導してスケールしやすいセキュリティ環境を整備すること
になったのです。「チームごとの分散統治からインフラチームによる中央集
権型の体制に移行した方がスケールしやすい。ガバナンスを強化する意味
でも、我々がエンドポイントまで含めたセキュリティ対策を整備するべきだ
と考えたのです」と坂部氏はそのきっかけを語ります。すでにシンガポール
や香港、ドイツに拠点を展開するなど、グローバルな活動も広がるなかで、
これまで以上にセキュアな環境を整備することが求められたのです。

選定ポイント 

生産性低下によるロスを考慮すればCylance が最適な
選択肢だった

選定に際し、ビジネスにおいて同様の成長曲線を描いている企業にヒア
リングを行い、同社にベストな環境について視野を広げていったと坂部氏。
「自分たちが持っている知的財産となるデータの安全性をどう担保してい
くのかが大きな課題として顕在化しており、当初は情報漏えい対策を念頭
にスタートしました。具体的には、ISMS など情報セキュリティマネジメント

エンジニアの生産性を落とさず、
強固なAIアンチウイルスの防御をMac環境にも提供
ガバナンス強化に大きく貢献する「CylancePROTECT®」

ウォンテッドリー株式会社
住　　所	 東京都港区白金台5-12-7	MG白金台ビル4F
設　　立	 2010年9月
従業員数	 114人（2018年7月末時点）
事業内容	 ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営
U R L 	https://wantedlyinc.com/ja
業　　界	 	IT業界

●導入のきっかけ
	・分散統治していたエンドポイントセキュリティを中央集権型の管理体制へ移行
	・スケールしやすい環境づくりとともに、これまで以上のガバナンス強化を目指す
●環境
	・	日本、シンガポールや香港、ドイツなどグローバルあわせて100ライセンスを導入
●ソリューション
	・	macOS中心に、Windows	OSと混在した形で従業員が使うエンドポイントに
CylancePROTECTを展開

課題

❶　	分散統治からインフラチームによる中央集権型ITマネジメント
へ、スケールしやすい環境づくりに着手

❷　	全社統一のエンドポイント対策を実施することで、これまで以上
にガバナンスの強化を目指す

❸　	ユーザー端末のパフォーマンス低下を避け、生産性を重視した環
境づくりが必要に

効果

❶　	生産性を下げることなくセキュアな環境を手に入れた

❷　	運用に負担のかからない仕組みで、専任者不在であっても安定
運用が可能に

❸　	幅広いmacOSのバージョンに対応、Macユーザーの多い同社に
適した環境を整備
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選定ポイント

導入後の運用を意識した製品選定、 
決め手は＂わかりやすい UI＂

お客様に安心してサービスを提供するためにもセキュリティの強化は自社
の最優先課題と捉え、既存アンチウイルスソフトは利用したまま、次世代型
アンチウイルスソフトの導入を検討することにしたそうだ。

「具体的にはプロテクトキャット (CylancePROTECT®) を含む２製品で比較
検討を行いました。プロテクトキャット (CylancePROTECT®) は最初の印象
が良かったですね。とにかくUI が分かりやすい。逆に他方の製品は UI や
考え方が難しく、最後までその点がネックとなりました（柿内氏）」

比較検討する中で、性能面については、他方の製品もさほど劣っている
こともなかったが、運用面では、他方の製品はメニュー構成が直感的では
なくまたコンソールが英語ということもあり、誤操作の可能性が高い事を懸
念したそうだ。さらに、構築工程面では、他方の製品はサーバーの調達・
構築・チューニングを含めると数ヶ月かかるという点に対し、プロテクトキャット
(CylancePROTECT®) はエージェント展開だけで済むというスピーディさも
メリットに感じたそうだ。

そして、何よりの決め手になったのは、プロテクトキャット (CylancePROTECT®)
はすでに導入していた LanScope Cat のオプションということだった。「これ
まで使い慣れた LanScope Cat の操作ログで原因追跡が容易にできること
は非常に魅力的だったため、プロテクトキャット (CylancePROTECT®) の導
入を決めました（鈴木氏）」

導入効果

LanScope Cat で 
外部脅威・内部不正をまとめて対策

導入を決めた後は、導入前検証（POC）を行い、その後エージェントを
展開。最初は各 PC の検知結果を確認し、怪しいものかどうか都度判断、
手動で隔離していくという運用をしていた。それが完了した現在は全ての
PC を「自動隔離モード」に切り替えて運用。それにより業務側に影響が出
ていることもなく全て順調に稼働しているという。

外部脅威対策以外にも LanScope Cat を活用し内部不正対策の強化も
積極的に行なっているエスケイエム社。セキュリティツールを導入している
ことを社員にも告知したことで「PC の操作を見られている」という抑止効
果は大きいという。一方で、業務上 24 時間 PC を操作する拠点もあり、
そのような拠点は Web 閲覧をホワイトリストで運用するなどしてリスク回
避をしているそうだ。

以前は Web コンソールを定期的に見ていたが、最近ではアラームメール
を設定し、通知が来たらログを確認するという運用を行なっていると鈴木
氏。アラームの中でも、Web アクセスやファイル操作などなるべく絞って設
定をしているそうだ。「1 日に 20 〜 30 件のアラームが上がってきます。追
跡が必要なものはしっかり見ますが、日々の確認という点で言うと 1 日 5 分
程度なので、そんなに負荷は感じてないですね。Ver.9 からはプロテクトキャット
(CylancePROTECT®) のアラームも他のアラームと同様、メール通知ができ
るようになると聞いているので、バージョンアップしたら脅威アラームについ
ても同じ運用をしていきたいです（鈴木氏）」

今後

ミッションは 
「常に安全な IT 資産を社員に提供し続けること」

現在、PC インフラの集中化とセキュリティ強化を目的に、シンクライアント
化を進めているそうだ。各 PC を本社に一括集中させることで、離れている
拠点の PC も含め、工数をかけず且つ常に最新かつセキュアな状態に保て
る環境を目指しているとのこと。

「常に安全な IT 資産を社員に提供し続けること、提供した安全な IT 資産を活
用しての業務改善や業務改革を推進・牽引すること、この２つがミッションです。
そのためにもセキュリティ強化は継続的に取り組むべきテーマです。（柿内氏）」

また、ログの AI 分析などできたら・・・と期待ものぞかせる柿内氏。「今は
単一操作がルールに違反したらアラームになりますが、単一ではアラームに
引っかからない操作でも組み合わせや連続性を AI 解析して、一連の挙動
が怪しいという風に Cat が教えてくれるようになるといいですね。外から
の攻撃対策も重要ですが、合わせて内部からの漏えいや不正も気をつけ
ていかなければいけません。そのために、Cat がもっといろんな使い方が
できるようになることを期待しています（柿内氏）」

201804-CS008

株式会社エスケイエム
導入事例

建物のトータルマネジメントという視点で、清掃・設備メンテナンス・施設警備を主とした建物管理業務を中心に、不
動産管理・仲介、建築・営繕にいたるまで高品質なサービスを展開し、顧客の生産性を高める環境づくりと資産価値
の管理・保全に貢献を目指す、豊田自動織機グループの株式会社エスケイエム。従来のアンチウイルスソフトだけの備
えに不安を感じ、次世代型アンチウイルスソフトの導入を検討。社内のインフラ整備から業務システムの管理運用まで
一手に引き受けている経営管理部　副部長　IT 企画推進室　室長　柿内氏、IT 企画推進室　鈴木氏にお話を伺った。

株式会社エスケイエム様 
設立	 1992年7月17日
職員数	 約900名（2017年12月現在）
管理台数	 280台
業種	 サービス業
URL	 https://www.skm-t.co.jp/

経営管理部　副部長　IT企画推進室　室長　柿内 省三 氏（左） 
経営管理部　IT企画推進室　鈴木 啓 氏（右）

インタビュー

外部脅威・内部不正対策強化 
ミッションは「常に安全な IT 資産を社員に提供し続けること」

課題

会社の規模が大きくなり、 
従来のアンチウイルスソフトだけに危機感

以前は最小限のシステム導入のみだったが、会社の規模が大きくなってき
たこともあり、2013 年頃から社内プロジェクトを立ち上げ、基幹システムを
はじめとした情報システムを担う部隊として現在の情報システム部門を確
立。現在は、全国 20 拠点にある PC の管理をはじめ、インフラや業務
システムの管理・運用を４名体制でカバーしている。

セキュリティ対策としては、アンチウイルスソフトを導入していたものの、
社員のリテラシーの ばらつきもあり、また拠点数も多く目が届かない
ことからインシデントが発生するリスクは高いと以前から危機感を感じ
ていたという柿内氏。

実際、過去には１台だけではあるがウイルス感染の発生があったそうだ。
「感染元はインターネット経由だったことまではわかりましたが、具体的
な原因となる操作などを特定することはできませんでした。なので、的を射
た再発防止対策を取ることは難しく、PC のフォーマット以外にできる事はあ
りませんでした。（鈴木氏）」

プロテクトキャット (CylancePROTECT®) であれば、操作ログを確認する
ことで、何が原因で感染したのかを特定することができるため、いざという
時には心強い存在と語る鈴木氏。

株式会社エスケイエム 
経営管理部　副部長 
IT企画推進室　室長 

　柿内 省三 氏

株式会社エスケイエム 
経営管理部 

IT企画推進室 
　鈴木 啓 氏
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鍬田　CylancePROTECT の最も大きな特長は、マルウェア検知率の高
さにあります。CylancePROTECT では、マルウェアなど 5 億 種の検 体
を収集し、1 ファイルあたり最大 600 万個超の特徴を抽出。さらに AI ア
ルゴリズムであるディープラーニングを用いて、マルウェア検出アルゴリ
ズムを生成します。これにより、未知・既知にかかわらず 99.7％という 
高いマルウェア検知率を実現しているのです。

しかもメモリや CPU 使用率が低いため、PC に対する負荷が軽く、既
存のアプリケーションと競合することもほぼありません。また、パター
ンファイルの更新そのものがないため、「アップデートを忘れる」といっ
たこともありません。さらに管理はクラウド上のコンソールから行えて、
サーバーを構築する必要もない。高性能なうえに管理の手間も少ない
エンドポイントセキュリティ製品といえます。

事業部内の PC に導入し性能の高さを実感

パブリックセーフティソリューション事業部は、2015 年にサイバー
セキュリティ事業創出・研究活動拠点としてセキュリティイノベー
ションセンター（SIC）を設立。この製品をお客様に提供していくに
あたり、自社環境で効果と課題を実感する必要があると考え、SIC
内に実証環境を構築した。そこで、実際の攻撃に用いられたマル
ウェアを CylancePROTECT にスキャンさせる検証を行った結果、
漏れなく検知することを確認。その効果の高さを実感し、まず事業
部内の PC への導入を決定した。

鍬田　最初に、事業部のなかでもサイバーセキュリティーグループの
10 台の PC に CylancePROTECT を導入しました。インストールそのも
のは 1 台あたり 5 分もかかりません。私も実際にインストールして利用
していますが、PC への負荷が非常に低いと感じました。インストール 
した直後に PC 内のファイルをすべてスキャンするのですが、スキャン
が実行されていることを意識せずに終わりました。以前は PC での作
業中にパターンファイルの更新が始まると、文字入力が遅くなるなどの
問題が発生していましたが、そういったストレスがなくなりました。

10 台で確認して問題がなかったので、事業部内にある全 100 台の
PC に導入。何のトラブルもなくスムーズに運用がスタートできました。 
クラウド型の管理コンソールを活用して、多くの PC への導入をスピー
ディに進められるのも CylancePROTECT の特長です。

分析センターもバックアップし NEC グループの強みを発揮

同製品を販売開始を発表してからまだ数カ月にもかかわらず、すで
に 100 社を超える企業から問い合せがあり、提案や導入につながる
ケースも増えてきた。今後、同社では、独自のプロフェッショナル 
サービスも提供していく予定だ。

鍬田　当社ではこれまで培ったセキュリティ分野での知見を生か
し、マルウェアの分析を専門に行う分析センターを設けています。 
CylancePROTECT で検知したマルウェアの詳細を知りたいという 
ニーズに応えるため分析センターを活用していきます。

大島　社内においては、引き続き他部門への展開を図っていきます。

お客様に対しては、当社の全国の拠点や NEC グループの保守管理
サービス会社とも密接に連携しながら CylancePROTECT をご提案し、 
お客様のサイバーセキュリティ強化を支援していきたいです。

※ 本記事は、2017 年 4 月の取材時点の内容で構成しています。
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CylancePROTECT の特長

• 未知のマルウェア検知率 99.7％を達成
• マルウェア実行制御、メモリ保護、スクリプト制御、 

アプリケーション制御の４つのプロテクション機能
• 日々のシグネチャアップデート不要
• エンドポイント上で低負荷で動作 
• クラウド型の管理コンソールで管理の手間を軽減
• オフライン環境での利用も可能

NECソリューションイノベータ株式会社
パブリックセーフティソリューション事業部

導入事例

プロが選んだ 
全く新しいセキュリティ対策製品

NEC ソリューションイノベータの 3 事業本部のうち、国内外の官公
庁、公共機関、金融、医療、交通など社会インフラ領域に ICT ソリュー
ションを提供しているパブリック事業本部。そのなかでもパブリック
セーフティソリューション事業部は、国民の安全・安心で便利な社
会を支えるシステム基盤を提供している。そのサービスが停止すれ
ば国民生活に直接影響があるため、同事業部では、安全を保つた
めのセキュリティの提供に力を入れている。サイバーセキュリティに
精通したプロフェッショナル集団として、15 年以上にわたりこの分
野における知見を培ってきた。

セキュリティ分野の多種多様な製品・サービスを取り扱う同社が、
2016 年 9 月、米国 Cylance 社と販売パートナー契約を締結し、
国内販売を開始したのが、次世代エンドポイントセキュリティ対策
製品「CylancePROTECT」。

ハイレベルなマルウェア対策を実現できる製品として期待している。

大島　E メールを感染経路に特定の企業や団体を狙う「標的型攻撃」や PC
の動きを制限してから身代金を要求する不正プログラム「ランサムウェア」
など、サイバー攻撃の多くはエンドポイント、つまり PC まわりを狙ってきま
す。その PC を利用するユーザーのリテラシーにはばらつきがあるのが普通

標的型攻撃やランサムウェアなど日々進化するサイバー攻撃に備えるには、従来型のウイルス対策製品だけでは限界がありました。

そこに登場したのが、次世代型エンドポイントセキュリティ製品「CylancePROTECT」。

従来製品の問題を払拭し、未知の脅威に対しても完璧に近い予測防御を実現できる新しい製品です。

CylancePROTECTを提供するNECソリューションイノベータ パブリックセーフティソリューション事業部は、同製品を自部門にも導入。

実業務環境で導入から運用までを行い、そこで得た知見やノウハウを、お客様の高度なセキュリティ環境の実現に活かしています。

NEC ソリューションイノベータ株式会社 
パブリックセーフティソリューション事業部

本社	 東京都江東区新木場一丁目18番7号
事業内容	 ・	国や地方自治体など公共分野への	

ソリューション・サービスの提供
	 ・セキュリティソリューションの提供
従業員数	 110名
URL	 http://www.nec-solutioninnovators.co.jp/

▲  パブリックセーフティソリューション事業部のメンバー。 
左から3人目が事業部長 大島 直子、同2人目が事業部長代理 鍬田 健司

NECソリューションイノベータ
パブリック事業本部

パブリックセーフティ
ソリューション事業部

事業部長
大島 直子

インタビュー

です。たとえば、ウイルス対策製品をインストールしていたとしても、最新の
ウイルス情報を定義したパターンファイルの更新を怠ってしまったり、あやし
い添付ファイルを不注意に開いたりしてしまう人もいて、そこからマルウェア
感染や情報漏えいが起こる危険性は高いといえます。当社ではハードディス
ク暗号化ソリューションなどエンドポイント製品をいくつか販売していますが、
ウイルス対策やマルウェア対策を一段高いレベルで実現できる製品として、
CylancePROTECT の取り扱いを始めることにしたのです。

NECソリューションイノベータ
パブリック事業本部
パブリックセーフティソリューション事業部
事業部長代理
鍬田 健司

「CylancePROTECT」自社導入事例 
最先端のエンドポイントセキュリティ製品を業務部門に導入 
実運用で培ったノウハウをお客様に提供
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Cylance Japan株式会社 
〒100-6510 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング10F 
www.cylance.com/jp 
03-6386-0061 (代表)
©2017 Cylance Inc. Cylance® および CylancePROTECT® は、米国および諸外国における Cylance Inc. の登録商
標または商標であり、その使用には事前の書面による許可が必要になる場合があります。その他の商標の所有権
は各所有者に帰属します。

選定ポイント

未知のマルウェアに対処できるAIアンチウイルスという発想

　そんな状況の中で出会ったのが、Cylance Japan株式会社が提供している
AIアンチウイルスソリューション「CylancePROTECT」でした。「AIがマルウェア
ファイルの構造を機械学習しながら検知率を高めてくという発想は素晴らしい
と感じました。ただ、最初はAIについての理解がなかなか進まず、懐疑的な面
もあったのは正直なところ」と本音を語ります。しかし、実際に説明を聞いて理
解を深めていき、試用期間には一部のPCに導入して試してみた赤嶺氏。さまざ
まなファイルを開き、怪しいサイトを見に行くなどの評価を行ったことで、その
実力が実感できたといいます。「マルウェアはもちろん、ポップアップなどの疑わ
しいアドウェアも検知対象なので、何が問題ないアドウェアなのかを自社のポ
リシーに則り判断することができます。実際、マルウェアリスクとして多くのファ
イルがしっかり検知されていることがわかり、信頼できるものだということが改
めて理解できたのです」と赤嶺氏は評価します。
　また赤嶺氏が注目したのが、既知はもちろん未知のマルウェアについても
しっかり検知できる点でした。「第三者機関の資料を見ても、他社に比べて検知
率が圧倒的に高かった。さらに、単一機関からの情報だけではなく、実際社内
の検証結果でも圧倒的な検知率は証明されました。このソリューションであれ
ば、さらなるセキュリティ強化につながると考えたのです」と赤嶺氏。マルウェア
が持つ特徴点、いわゆるDNAをとらえた検知手法であれば、未知のマルウェア
であっても実行そのものを止めることができ、怪しいメールをクリックしてしま
ったとしても被害を未然に防げると赤嶺氏は判断したのです。
　さらに、ネットワーク帯域を占有する日々のシグネチャアップデートが不要
だという点も評価したポイントの1つです。「各拠点と本社の間はVPNによって
同一ネットワークとして構成しています。以前一斉にシグネチャアップデート
を実行した際には、ネットワークそのものに大きな負荷をかけてしまい、結果
として業務に支障が出てしまうこともあったのです」と赤嶺氏。実際には800
台あまりのPCがグローバルに展開されているが、以前はサーバーからの一斉
アップデートによって発生するネットワーク負荷を避けるべく、時間をずらして
アップデートするなどの調整作業が必要でした。しかし、CylancePROTECTであ
れば、クラウド上にあるコンソールからすべての環境が管理でき、エージェントソ
フトの更新頻度も少ない。「エンドポイント自体の処理も軽いため、業務に支障
なく管理者の負担軽減にもつながると考えたのです」と赤嶺氏は語ります。
　これらのポイントが高く評価され、同社のエンドポイントセキュリティの要と
して、CylancePROTECTが採用されることになるのです。

導入効果

環境の異なる海外拠点に対しても
強固なセキュリティ環境が構築できた

　 現 在 は 、クライアントP C を中 心 とした 8 0 0 台 の エンドポイントに
CylancePROTECTが導入されており、検討開始から導入まではわずか2カ
月、稼働後1カ月程度のチューニングを経て、今でも安定稼働を続けていま
す。EXEファイルをクリックしてトークンを入力するだけの簡単作業でインス
トールできるようになっていますが、詳しくない人に合わせてマニュアルを作
り直すなど工夫の甲斐もあって短期間での導入に成功しています。すでに従
来のアンチウイルスソフトはアンインストールされ、エンドポイントのセキュリ
ティはCylancePROTECTが担っている状況です。「導入後最初のディスクス
キャンでは、以前のソフトですり抜けていたマルウェアがPC内で見つかったこ
とも。今でもしっかりマルウェアを検知しており、その能力の高さを実感してい
ます」と赤嶺氏は評価します。
　日々の運用については、少しでもマルウェアの可能性があるものは隔離対
象にするなど閾値を高く設定しており、その後内容を確認した上で必要であ
れば開放するなどの運用フローとなっています。「導入した直後はアドウェア
が数多く検知され、その扱いについて設定を変更するなどの作業が多少発生
しましたが、今では日々の運用で特別な作業はほとんどありません。必要な
ファイルが検知対象になったという問い合わせに対応するぐらいで、運用管理

の手間もかかっていません」と赤嶺氏は評価します。
　ただしグローバルに拠点を持つ同社では、各国の状況に応じてセーフリス
トを作成する必要があります。「日本ではNGでも、中国では業務上必要なファ
イルもあります。それを見極めることは大変ではありますが、それがきちんと
エリアごとにクラウド上で細かく設定できるのはとても便利」と赤嶺氏。少ない
リソースでもセキュアな環境を維持したまま運用管理が可能になり、工数削
減にも大きく貢献していると評価します。また、今はマルウェアに関する問い合
わせもなくなったことで、ICT戦略室に所属するメンバーの心理的なストレス
軽減にもつながっているようです。「以前はセキュリティに詳しくないICT戦略
室のメンバーも総動員で現場からの問い合わせに対応せざるを得ない場面
も。今はそういったことも起こっておらず、心理的負荷の軽減と業務の効率化
が図れています。」と赤嶺氏。

　当初期待していなかった効果としては、PCの動作が早く感じられるよ
うになったことだと赤 嶺 氏 。「P Cの動 作 が多 少 遅いことがあっても、そ
の原因がアンチウイルスソフトにあると現場は思っていなかったようで
す。CylancePROTECTに入れ替えた途端にPCの処理が早くなり、驚きの声が
現場からも上がっています」。他にも、グローバルに展開している同社だけに、
世界的に拠点を展開しているCylanceに対する期待も高い。「現在は本社です
べて手配して運用管理を行っていますが、世界各国にサポート拠点があるこ
とは安心できる材料の1つ」と赤嶺氏は評価します。
　実際の導入コストは以前の仕組みに比べると割高な面はあるものの、運用
管理の負荷軽減も含め、試算できていない見えない部分での効果は実感して
いると赤嶺氏は語ります。「事業の失敗で損失金が一部出ても会社はつぶれ
ませんが、情報漏えいなど社会的責任が伴う大きな問題が発生すれば、会社
がどうなるかわかりません。セキュリティに対するコスト意識を高く持つべきと
いう経営判断に至りました」。

今後

サーバー環境も含めた拡張、業界団体にも積極的に情報発信

　今後については、事業規模の拡大に応じて増えていくであろうクライアント
PCに対してCylancePROTECTを適宜導入していきながら、基幹システムなど
サーバー周りにも展開していく予定です。「すでに一部導入しているサーバー
はあるものの、基幹システムについてはまだこれから。しっかりテスト環境を
用意したうえで検証し、導入していきたい」と赤嶺氏は語ります。
　また、今後も展開が期待される海外拠点については、現地の環境を考慮し
ながらセーフリストの検討を進めていく計画です。「海外の場合は現地でどん
なアプリケーションがインストールされるのかわかりません。各地の情報も共
有していきながら、ICT戦略室として管理しやすい形に持っていけるようにし
ていきたい」と赤嶺氏。他にも、赤嶺氏が参加しているJATAのITセキュリティ
特別委員会では、旅行業界全体のセキュリティ強化のためにさまざまな施策
に取り組んでいく計画ですが、今回の導入事例などを含めて積極的に情報発
信していきたいと今後について語っていただきました。

201704-CS001

システム構成

さまざまな個人情報を取り扱う旅行業界のセキュリティ強化に大きく貢献
未知のマルウェアにも対処できるAIアンチウイルス「CylancePROTECT®」

沖縄ツーリスト株式会社
導入事例

課題

旅行業界に求められるセキュリティ強化の動き

　沖縄を起点にしたインバウンド・アウトバウンド向け旅行商品の企画販売
を中核に、沖縄・北海道を中心としたレンタカー事業など幅広い観光旅行事
業を手掛けている沖縄ツーリスト株式会社。日本国内だけでなく、韓国や台
湾、シンガポールにも拠点を展開しており、日本を経由せずに海外拠点から
ニュージーランドに顧客を直接送客する“第三国観光”にも力を注いでいま
す。すでにレンタカー事業は多くの訪日観光客に利用されており、およそ利用
者の半数が訪日観光客という状況です。今後もグローバルにビジネスを展開
していくことで、さらなる事業拡大を図っていく計画です。

沖縄を起点に旅行プランを提案し、旅行事業やレンタカー事業などを手掛けている沖縄ツーリスト株式会社。パスポート番
号をはじめ、さまざまな個人情報を取り扱っている旅行業界では、企業のインフラをセキュアに保つことは経営的な観点から
も重要視されています。そんな同社もセキュリティ強化に向けてさまざまな施策に取り組んでいますが、今回新たに導入した
のが、従来のシグネチャベースのウイルス対策とは一線を画したAIアンチウイルスソリューション「CylancePROTECT」です。

課題

同業他社の情報漏洩事件を機に観光庁からのセキュリ
ティ指導が強化され、未知のマルウェアへの対処が急務

以前すり抜けていたマルウェアが発見されるなど、
検知率向上の効果を実感

インフラを管理している部門のリソース不足

マルウェアに関する問い合わせもなくなったことで、
インフラ部門の心理的負荷の軽減と業務の効率化を実現

1

1

2

2

住　　所　　沖縄県那覇市松尾1丁目2番3号
設　　立　　1958年（昭和33年）10月1日
従業員数　　662名
事業内容　　旅行代理業
https://www.ranrantour.jp/

業界　旅行業界

●導入きっかけ
未知のマルウェアに対する対策、リソースの効率配分、グローバル拠点
をまたいだ管理

●環境
800ライセンス

●ソリューション
CylancePROTECTを800端末と一部のサーバーに導入

沖縄ツーリスト株式会社 
ICT戦略室 沖縄 
室長 
赤嶺 貴彦 氏

インタビュー 　もともと旅行業界は、住所や氏名をはじめ、パスポート番号などさまざま
な形の個人情報を取り扱っており、セキュリティには十分配慮しなければな
らないとされる業界の1つ。同社でインフラを管理しているICT戦略室 沖縄 室
長 赤嶺 貴彦氏も、以前からセキュリティ強化に向けたさまざまな施策に取り
組んできましたが、2016年には大手旅行会社による大規模な情報漏えい事
件が発生。同社が所属する一般社団法人日本旅行業協会（以下、JATA）では
ITセキュリティ特別委員会が設置され、観光庁からセキュリティに関する指導
が強化されるなど、業界全体でさらなるセキュリティ強化に向けた動きが加
速していたと語ります。「実は以前からPCなどのエンドポイントにアンチウイ
ルスソフトを導入していたのですが、未知のマルウェアには対処できないこと
が指摘されており、新たな対策を講じる必要があると感じていたのです」と当
時を振り返ります。しかも、旅行業界で働く方のITリテラシは高いとはいえず、
現場主導での対処は期待できない部分も。「そうなるとICT戦略室で集中的
に対策・管理する必要が有りますが、海外拠点を含めてのICT戦略室による
管理は人的リソースが不足しており、対応に苦慮していたのです」と赤嶺氏。
　特に最近では標的型攻撃も増えており、普通の業務連絡に見せかけてマ
ルウェア付きのメールを送りつけてくるケースも少なくありません。「怪しい
メールを開かないということを全員に徹底するのは正直難しい。不審メール
に関する社内トレーニングは継続する必要がありますが、大前提として開い
てしまうことを念頭に対策を考えなければなりません」と赤嶺氏。しかし、実
際にウイルス対策ソフトを提供しているベンダであってもその対処は難しく、
なかなか同社にマッチした製品が見つからなかったと振り返ります。

効果
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評価テストで効果を実感
シンプルな操作性も好印象

なぜ、CylancePROTECT だったのでしょうか。

「複数の IT ベンダーに意見を聞いたところ、みなさんに CylancePROTECT
を薦められました。よく調べてみると、我々の課題にもマッチしていそう。
クローズド環境の PC にも有効と考えました。ただ、従来のソフトと比
べて価格は高いので、費用対効果を慎重に見極める必要がありました」

（由田氏）

同社では、CylancePROTECT の導入に向けて約 1 カ月の評価テスト
を実施。他の業務システムへの影響や、運用方法の確認を行いました。
テスト時の印象をお二人は次のように振り返ります。

「CPU は Celeron、メモリは 4GB といった標準スペックのノート PC に
インストールしても、動作が全く重くならないことに驚きました。管理
画面はシンプルでわかりやすく、マニュアル不要で直感的に操作できま
した」（野本氏）

「従来の課題だった、シグネチャの更新について毎日確認し、更新して
いない PC については対応を取る、という手間が CylancePROTECT で
は不要となりました。管理負荷を大幅に低減でき、費用対効果の高さ
を実感できました」（由田氏）

2017 年 夏 頃 に 検 討 を 開 始 し、10 月 に 評 価 試 験 を 実 施。 そし
て、2018 年 1 月 から段 階 的 に 行う PC のリプレイスに 合 わ せて、
CylancePROTECT を導入していくことが正式に決まりました。

1,500 台に及ぶ PCのチェックは
1日 15 分程度の作業で終了

実際の導入作業を進める過程では、マスター PC の環境を他の PC へ
クローニングする際に、CylancePROTECT の認証部分についてエラー
が出るという問題が発生しました。

「その時は NEC ソリューションイノベータに問い合わせて、素早いレス
ポンスで解決していただきました。PC の配布が直前に迫っていたので、
とても助かりました」（野本氏）

そして新しい PC を各社のユーザーに配布。受け取ったユーザーから
は特に不満の声などは上がってきていません。管理面では、想定した
通りに大幅な管理負荷の軽減が実現しています。

「CylancePROTECT 導入後、マルウェア等は見つかっていませんが、
いくつかの PUP（有害な可能性があるプログラム）や、悪意はないもの

の外部にデータ を送信するソフトが見つかりました。CylancePROTECT
がそれらを自動的に隔離するので、管理者は確認して、ホワイトリスト
に入れるのか、それとも削除するのか判断するだけ。対応に費やす時
間は、1 日平均 15 分くらい。導入直後でこの程度なので、今後慣れて
くれば、作業負荷はもっと少なくなるのではないでしょうか」（由田氏）

さらに、従来のソフトで発生していた「シグネチャ更新の際のネット
ワーク負荷の増大」も、CylancePROTECT にしてからは問題になって
いません。何よりも、セキュリティ対策全般のレベルアップ、コスト最
適化につながったと評価しています。

「エンドポイントは CylancePROTECT に任せておけば大丈夫なので、
Cylance を中心に他のセキュリティ対策を強化していけばよい。という
ように、ネットワーク全体のセキュリティ施策を立案しやすくなりました。
無駄な投資をせずに済むので、セキュリティ全体のコスト削減にもつな
がると考えています」（由田氏）

コストを抑えながらセキュリティレベルを高めたいという同社のニーズ
に、 CylancePROTECT はマッチした製品だったと言えます。今後の展
望について由田氏は次のように語ります。

「相鉄グループは電車・バスだけでなく多様な事業を展開しており、セ
キュリティはその継続に関わる重要な要件です。セキュリティベンダー
とも相談しながら、引き続き総合的なセキュリティ対策をブラッシュ
アップしていきたいです」

201809-CS009

▲  シェアードサービスグループシステム担当のメンバー 
左が係長 由田 淳司 氏 、右が主任 野本 慎也 氏 

相鉄ビジネスサービス株式会社  
導入事例

PC リプレイスに合わせて
AI 型のセキュリティ対策を検討

横浜駅を起点に神奈川県内に 2 路線が走る相鉄線。2019 年度以降、
東京都内の JR 線や東急線との相互直通運転を予定し、ますます利便
性が高まることが期待されています。その相鉄線を含む運輸業を中心
に、流通業、不動産業、ホテル業など幅広い事業を展開するのが相鉄
グループ様。2017 年には創業 100 周年を迎え、さらなる成長へ向け
て邁進しています。

そんなグループのシェアードサービスセンターとして、人事給与、経理、
総務、情報システムなどの間接業務を担っているのが、相鉄ビジネス
サービス様です。

同社では、グループ各社で使われる PC のうち約 1,500 台を、リース
期間満了に伴ってリプレイスすることになりました。そして、これに合
わせてエンドポイントにおけるセキュリティ施策の見直しを検討しまし
た。グループ各社の IT 環境整備・運用を担うシェアードサービスグループ
システム担当係長の由田淳司氏は、検討の背景をこう説明します。

「従来はシグネチャ型のウイルス対策ソフトを利用していましたが、いく
つかの課題を抱えていました。まず、未知の脅威に対してリスクがある
こと。シグネチャの更新は随時行っていましたが、セキュリティベンダー
が定義ファイルをリリースしてから、ユーザーの PC が更新作業を終え
るまでには、どうしてもタイムラグが生じます。そのため、もしゼロデ
イ攻撃を受けた場合、完全に防ぐことは難しいと感じていました」

グループ各社で使われる1,500台のPCをリプレイスするにあたり、エンドポイントにおけるセキュリティ対策の見直しを検
討した相鉄ビジネスサービス様。それまで利用していたアンチウイルスソフトの課題だった、管理負荷の高さや未知のマル
ウェア対応を解決できる手段としてCylancePROTECTを選択しました。
導入後は費用対効果の高さとともに、セキュリティ施策全般への好影響を実感しています。

相鉄ビジネスサービス 株式会社
本　　社 神奈川県横浜市西区北幸2-9-14
設　　立 2000年
事業内容  相鉄グループのシェアードサービスセンターとして、 

相鉄グループ各社の間接業務を担う。
資 本 金  3,000万円
従業員数 247名（2018年7月1日現在） 
U R L  https://www.sotetsu-group.co.jp/sbs/

相鉄ビジネスサービス株式会社
シェアードサービスグループ 
システム担当　係長　 
由田 淳司 氏 

インタビュー

従来製品の運用負荷について説明してくれたのは主任の野本慎也氏です。

「シグネチャを更新していない PC が見つかると管理画面にアラートが
出ます。すると管理者は、リモートで、あるいは担当者に電話して状
況を確認し、対応する必要があります。その作業に数十分から数時間
かかることもあり、大きな課題となっていました」

そこで同社では、シグネチャ更新の手間がなく未知のマルウェアにも対
応できる、AI 型ウイルス対策ソフトの導入を検討しました。いくつかの
製品を比較し、筆頭候補となったのが CylancePROTECT です。

相鉄ビジネスサービス株式会社
シェアードサービスグループ 
システム担当　主任　 
野本 慎也 氏 

シグネチャ更新の手間が不要になり管理工数が大幅に削減　　　　　
セキュリティ施策の全体最適化にも貢献

導入効果
❶  ウイルス対策にかける時間が 1 日 15 分程度になり、管理者の負担

が大幅に低減された。

❷  未知のマルウェアへの対策を強化できた。

❸  毎日の更新がないのでネットワークへの負荷も軽減された。

❹  スペックの高くない PC にインストールしても、処理速度は遅くなら
ない。

❺  セキュリティ施策全般の計画が立てやすくなった。

課題
❶  従来型のアンチウイルスソフトでは未知のマルウェアに対応できない。

❷  シグネチャの更新状況の確認など管理者の作業負荷が大きい。

❸  セキュリティ施策全般の投資を抑えたい。

▼
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課題 

未知のウイルスへの対応

LanScope Cat で内部不正対策を行い、外部脅威対策としてはアンチウ
イルスソフトを導入していたダスキン北陸。しかしここ数年、標的型攻撃や
ランサムウェアなど新たな外部脅威が世間で騒がれるようになり、たとえ
自分たちが注意をしていても、ちょっとしたことでインシデントにつながって
しまうことに怖さを感じていたという。会社や社員を守るため、未知の脅
威に対応できる製品を検討するようになったそうだ。

「ここに至るまでに、未知のウイルスにも対応する外部脅威対策ツール
をいくつも検討しましたが、「振る舞い検知でしっかり止まります」と言い
つつも、「他のアンチウイルスソフト（既知を検知するもの）も併用してく
ださい。」と言われ、疑問を感じました。」と堀氏は語る。

導入の効果 

内部不正・外部脅威対策をエンドポイントで実現

そんな中、エムオーテックスのセミナーで Cylance を知り、他の製品を
併用せずに、未知のウイルスを含め 99% 以上防御してくれるという点に魅
力を感じたという。さっそく社内の PC 数台に評価版を使ってみると、よく
ないプログラムがいくつか見つかり、既存アンチウイルスソフトではウイルス
を止められていなかった事に気づいたという。評価版を利用してすぐに、こ
れだけのウイルスを検知してくれるプロテクトキャット（CylancePROTECT）
に魅力を感じたが、他社の製品とは大きな価格差があった。

「正直、既存アンチウイルスソフトとプロテクトキャット（CylancePROTECT）
では価格に差がありました。でも、これは価格の問題ではないと思います。
他の製品を導入しても、別の製品と併用するとなると、結局費用は高くな
りますし、何よりもともと利用していた LanScope Cat で、外部脅威対策ま
でできるのは、管理者としては嬉しいです。」と堀氏。昨今、セキュリティ対
策として、様々な製品を入れて多層防御をすることが一般的になりつつある
が、その場合、管理が煩雑になりコストがかかる例も少なくない。ダスキン北
陸ではサーバーをクラウド化し運用をスリム化しているが、同様にエンドポ
イント管理を LanScope Cat に集約することで、リソース・コストの削減を
実現できている。

プロテクトキャット（CylancePROTECT）の導入（エージェントの展開）
は、LanScope Cat の配布機能を使って何の問題もなく完了した。最初は
PC 数台に入れて、フルスキャンで Adware が 10 個ぐらい見つかったという
が、その後は、自動隔離モードに設定。検知される数はそれほど多くなく、
運用面でも、特に問題は起きていないという。

「情報管理部門は 3 名いて、メインで私が担当しています。毎朝管理画
面を確認しています。時々、社員から新しいソフトを入れたけど使えないと
連絡が来ることもありますが、本当に必要な物は、連絡をもらってホワイト
リストに入れる運用にしています。」と堀氏。

今後の展望

常に柔軟な対応を!

社員へのセキュリティ教育についても話を伺った。

「情報漏えいなどのセキュリティ事故が起こる時は、最終的には何かし
ら人が関わっているので、教育は最重要だと思っています。ツールを入れ
ることで防げる対策はすでに実施しているので、ここから先に何かあった
場合は、やはり社員の行動がトリガーになってくると思います。そういった
ことを経営幹部含め社員にははっきりと言っていますので、ある意味、抑
止効果はあるかもしれませんね。」と堀氏は語る。

また、お客様を訪問することが多いため、個人情報などが入った伝票な
どを印刷するケースが多く、パソコンから個人情報が洩れるよりも、紙や
写真から情報が洩れることを懸念しているという。

「印刷を禁止してしまうと仕事にならないので、個人のリテラシーに任
せている部分はありますね。こういった部分含めて社員教育は重要になって
いると思います。（堀氏）」

日頃から、社内では社員に対してセキュリティの注意喚起をしており、
その中で自分の行動や、怪しいと感じたことなど不安がある人からは、相
談があるという。真面目に仕事をしていてもウイルスに引っかかってし
まったり、何の違和感もないメッセージが飛んできて、悪いものだと見抜
く事ができなくなってきている状況の中、社員が自ら相談してくれる事で、
事故を未然に防げる確率は高くなる。社員それぞれがセキュリティに対し
て危機感を持っていることが伺えた。

セキュリティ対策において、システムの面、社員の意識の面においても
レベルが高いと感じるダスキン北陸だが、セキュリティの課題や今後の展
望について、堀氏はこう語る。

「セキュリティは難しいですね。コストや利便性とのバランスをどうとる
か。また、人で出来ることは限界があるので、もっと自動化できるものは
自動化したいと思っています。ゴールはありませんが、常に新しいものも
出てくるので、柔軟に対応していきたいですね。」

▲ 管理コンソール（Web コンソール）のアラーム管理画面

導入の経緯

個人情報保護への対応と複数拠点の PC の一元管理

ダスキン北陸は、個人情報保護法に対応するため、2013 年に LanScope 
Cat を導入。それ以前にも同じような製品を導入し、資産管理やログ管理な
どを利用していたが、管理コンソールのレスポンスが悪く、なかなか改善さ
れない事などを理由に、LanScope Cat にリプレイスをしたという。当時の
経緯について課長の堀氏はこう語る。

LanScope Cat は、管理コンソール（Web コンソール）が使いやすいですね。

株式会社ダスキン北陸
導入事例

株式会社ダスキン北陸は、1965 年に創業以来、一貫して地域のお客様に快適空間を提案・サポートしてきた。「ビジ
ネスを通して世の中の、より多くの人々 に喜びのタネをまく」をモットーとし、一般家庭からオフィス、店舗、工場な
どの事業所、大規模施設まで、お客様への定期訪問を基本に、清掃用品・衛生 用品のレンタル・販売を展開するほ
か、プロの清掃サービスや家事代行サービス、害虫駆除、介護・福祉関連事業、各種物品レンタルなど幅広い事業を
展開、 お客様の暮らしの中に「べんり」と「あんしん」をお届けしている。個人情報保護法に対応するため、2013 年
に LanScope Cat を導入。現在は、石川県・富山県・福井県にある 28 拠点の PC 合計 170 台を本社で統合 管理し
ている。2018 年に外部脅威対策強化を目的にプロテクトキャット（CylancePROTECT）を導入。その経緯と効果に
ついてお話しを伺った。

特にレスポンスの速さでは、1 日のログを取得するのに、何十分もかかって
いたものがほんの数分で取得できるようになりました。また、USB や
DVD などのデバイス制御や許可もよりストレスなく使ってもらえるように
なりました。」

また、ダスキン北陸は、北陸 3 県に 28 拠点あり、各拠点で有するネット
ワークに繋がった PC 約 170 台を本社でまとめて管理をしている。拠点の数
が多くなると、資産管理をするにも、それぞれの拠点に足を運んで確認する
ことが必要となるため、まとめて管理をしている管理者には大変な作業とな
る。LanScope Cat を導入したことで、足を運ばなくても、時間をかけずに
遠隔で正確な PC の管理ができるため、業務の効率化に繋がったそうだ。

「以前は、他の資産管理ツールとエクセルでの台帳管理を行なっており、
二重管理となっていた部分がありました。現在は、資産管理やログ管理など
LanScope Cat1つで簡単に一限管理ができるという点が業務改善に繋がりま
した。その他、今、社内のパソコンを順次 Windows10 に入れ替えていますが、
その際に LanScope Cat のファイル配布を使って基幹システム等の EXE を配
布しています。時間もかからないですし、実行されたかどうかの確認も本社
にいながらできるので、助かっています。」と堀氏。

ログ管理についても、積極的に利用している。操作ログは不正な動き知
らせるアラーム設定をし、毎日 Web コンソールから不正な動きがないかを
確認しているがほとんどアラームは上がらないという。また、PC の電源管
理機能を使い長時間稼働している PC を確認するなど、勤怠や業務管理にも
LanScope Cat を役立てている。

LanScopeCat* とプロテクトキャット（CylancePROTECT）で 
エンドポイントのセキュリティ強化と運用のスリム化を実現

インタビュー

クリーンケア事業部
情報管理 課長　堀 浩一郎氏

株式会社ダスキン北陸 
社 員 数 	 306	名（2018年7月現在、派遣スタッフ含む）
管理台数	 171台
業　　種	 サービス業
U R L 	http://duskinhkr.com/
構　　成	 	IT資産管理・操作ログ管理・Webアクセス管理・デバイス制御・	

マルウェア対策

※当事例は CylancePROTECTを「プロテクトキャット」としてOEM販売いただく、エムオーテックス（株）のお客様の事例です。

* エムオーテックス株式会社の提供する統合型エンドポイントマネジメント
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株式会社前川製作所
導入事例

1924 年創業の前川製作所は、産業用冷凍機を中心にコンプレッサーなどを手がけ、産業用冷凍庫では国内トップ、冷
凍船用冷蔵庫ではグローバルで 80％のシェアを誇り、世界の産業を支えている。最近では最先端の冷凍技術で食品・
エネルギー・冷凍冷蔵・環境分野に拡張するなど、単なる冷凍機メーカーを超えて、熱の総合エンジニアリング会社
へと発展し、グローバルに展開している。 

現在は国内 60 拠点、PC3,000 台を４名体制で管理をしているが、PC の一元管理と外部脅威対策強化を目的に
LanScopeCat とプロテクトキャット（CylancePROTECT）を導入。その経緯と効果についてお話しを伺った。

株式会社前川製作所様 
設　　立	 1924年
職 員 数 	 4,563	名	（2017	年	12	月末現在、グループ会社を含む）
端 末 数 	 3,000台
業　　種	 製造業
U R L 	http://www.mayekawa.co.jp/ja/

インタビュー

ちょうどそのタイミングと合致したことが LanScope Cat 導入のきっかけとし
てあげられる。また、ちょうどその見直しのタイミングでランサムウェアの被
害に遭い、このことから IT 資産管理と外部脅威対策の強化を目的にツール
選定を行ったという。

ある時、とある支店でランサムウェアの感染が発生。のちの調査で、おそ
らくメールの添付ファイルを開いたことが原因で 150 名近い社員の業務が
1 日半止まってしまったという。

「弊社ではお客様先に数ヶ月常駐すること多いのですが、そうなると当時
入れていたアンチウイルスソフトのパターンファイル更新は社員任せになって
いました。もちろん、注意喚起は行っていましたが、現場までは届いていま

国内 60 拠点・3,000 台の PC 一元管理と強固なセキュリティを実現 
お金では決して買えない『信用』を守る！

導入の経緯・課題

資産の一元管理と外部脅威対策が命題

30 年以上、部門ごとの独立採算方式を採用していた前川製作所。

各部門が「株式会社」となって、どうしたら収益をあげられるのか、ど
ういった手法でお客様と関係性を築いていくのかなど、それぞれが代表権
をもち各部門の裁量に任せるという運営を行っていた。それは物を調達す
ることも例外ではなく、PC やソフトの購入も部門ごとに行っていたそうだ。

しかし、ちょうど 10 年前に採算・IT 含む資産管理を一本化するという大
きな方針転換があったという。 「体制や運営など様々な問題がありましたが、
IT 部門での課題は、何がどこにどれだけあるのかが全くわからないというこ
とでした。そこで、まずは社内の資産情報を集め、その上で購入権限を
取っ払い、基本的には IT 企画室を通さないと物販できないという状況
にすることが第 1 段階でした。」と山本氏は当時を振り返る。

台数も多く、手動管理では煩雑になることから何かツールを入れなくてはと
いうことで、最初はフリーの資産管理を導入。しかし、OS のバージョンアップ
に対応していなかったりと課題が多かったため、国産の資産管理ツールに乗
り換えたが、導入してみると提案時の内容とは異なり、Windows Update 
に対応するまでにかなり時間がかかったり、先に Update が走ってしまうとエ
ラーを起こし、業務ができなくなるという場面がしばしば発生していたという。

前川製作所では 5 年サイクルで、インフラを含めた見直しを行っているが、

コーポーレート本部 　ICT部門 情報化推進G 　山本 真 氏

Cylance	Japan株式会社	
〒100-6510	東京都千代田区丸の内1-5-1	新丸の内ビルディング10F	
www.cylance.co.jp	
03-6386-0061（代表）
©2018 Cylance Inc. Cylance® および CylancePROTECT® は、米国および諸外国における Cylance Inc. の登録商
標または商標であり、その使用には事前の書面による許可が必要になる場合があります。その他の商標の所有権
は各所有者に帰属します。

せんでした。結局バックアップから戻してことなきを得ましたが、毎回これを
やるわけにもいかず、また次に発生した際にこの程度の被害で済むとも限
りません。そこでこれらのランサムウェアにも対応できる製品を探し始めまし
た」と山本氏。

いくつかの会社から提案を受けたが、どこも複数の製品を導入するとい
ういわゆる多層防御がメインだったそうだ。また、「複数の製品を入れても
トータル的にこちらの方が安い」という提案も受けたが、今まで使ってい
た従来のアンチウイルスソフトが安すぎたこともあり、コストではなく本当
に止められるのかという性能面を重視したという。

「一度被害に遭ったこともあり、私たちが欲しいのは “今すぐ止められる”
ということでした。安かろう・・の二の舞にはなりたくない。守れるならコス
トをかけるべきだ、という思いでした。実際には人の意識というところが重
要になりますが、それを除いた部分で補えるとすれば、コストをかけてでも
CylancePROTECT を入れるべきだということで役員からも承認を得ることが
できました。」

CylancePROTECT の選定を終えた後、もう 1 つの課題でもあった資産
管理の製品選定を進めると、この 2 つの要件を満たせるのは「LanScope 
Cat」しかなかったという。

「Cylance の検知率の高さにも驚きましたが、実際に展示会に足を運んで、
LanScope Cat と CylancePROTECT の連携について説明を受けたときは、
ここまで追えるのかと驚きました。自分の中ではこの組み合わせしかないと
思っていたので、実際承認を得る時は『これをやらなかったらもう何を固め
ても無理ですよ。パソコンを持たずに紙でやりましょうという世界です』と説
明し、無事承認をもらうことができました。」と山本氏。

導入効果 1

WannaCry もしっかり防御

導入を決定した後も、他製品を併用した方がいいという提案もあったそう
だが、実際に入れてみると PC が起動しなくなるトラブルがあったこともあ
り、すぐにプロテクトキャット（CylancePROTECT）の一本化に踏み切った
という。

台数が多いこと、またお客様先に常駐している社員もいたため、クライ
アントの展開には時間がかかったが、今は PC のライフサイクルとして、最
初のキッティングの段階でクライアントをインストールすることで一元管理を
行なっている。

2017 年 5 月に世界中で話題になった WannaCry（ランサムウェア）も被
害に遭うことはなかったという。 導入初期に全てのソフトの仕分けを行い、
ホワイトリストを作成。その後は自動隔離モードで運用している前川製作所。

基本的には、ソフトの購入も ICT 部門が担っているため、新しいソフト
を購入する場合は、一度インストールし検証。独自の CAD ソフトなどが
引っかかった場合でも、ホワイトリスト登録をしてから渡すようにしている
ので、業務影響は出ていない。

では、LanScope Catの導入効果は具体的にどれほどと言えるのだろうか。

導入効果 2

お金では買えない “信用” を守る

「正直、お金ではないと思っています。確かに導入コストはかかりますが、
それよりもインシデントが起きたら・・・業務が止まるだけでなくお客様に
感染させてしまう可能性もあります。そうなると、迷惑をかけるだけでなく
これまで築いてきた信頼関係が一気に崩れてしまいますから。購入するとき
は、どうしても金額に目が行きがちですが、取り返しのつかないことになる

前に手を打った方がいいという考えです。交通事故で亡くなってしまったら、
どうやっても生き返らせることはできませんからね。」と語る山本氏。

安全をお金で買うというと言葉は悪いが、実際にそれで守れる “信用”
は決してお金で買えるものではないからだ。

具体的な効果も出ている。昨年監査を受ける際、LanScope Cat を導入
しこのように管理をしていると説明し、実際の管理画面も見せたことで、無
事監査をクリアすることができたそうだ。

「取引先に対しても、このようなセキュリティ対策をしていますと明示で
きるようになったことも良かったと思います。LanScope Cat や Cylance
がもっともっと有名になって導入していることがスタンダードになってくれた
らいいなと思っています。（山本氏）」

今後の展望

グローバルの一元管理体制と安定したインフラを提供

現在、USB メモリやフラッシュメモリの使用を禁止し、会社から支給しているスマホ
に限定しているという。

「スマホは暗号化を行なっているので、スマホへのデータの書き込み・持ち出しは
OK にしています。セキュリティは担保しつつ、利便性も確保することが大事だと考
えています。たまに従業員が個人で USB を買ってきて使っていたこともありますが、
LanScope Cat で把握できるため、その都度注意をしています。このあたりのツール
を整備していくことが次の課題ですね。また、LanScope Cat を入れれば 100％安
心ということはまずないと思っています。ヒューマンエラーは絶対にありますから。
ですから、環境を整えると同時に、社員への教育にも今後力を入れていきたいと
思っています。さらに、現在の管理対象は国内だけだが、海外 41 ヵ国 100 拠点
についても統合管理をしていく予定です。」と意欲を見せる山本氏。

201807-CS010

▲Catで海外拠点を管理するイメージ図

2014 年に創立 90 周年を経て、これからも社会に必要とされる「100 年
企業」を目指すために、単に製品やサービスを生み出すだけではなく、も
のつくりを通じて社会に貢献する企業を目指す前川製作所。そのための鍵
となるのが、（１）環境問題、（２）資源・エネルギー問題、（３）食糧・健
康問題、（４）仕事の質の向上、への取り組みだが、その取り組みに集中
できるのも、安全な環境を提供し続けているICT 部門あってこそなのである。
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業界　飲食業界

●導入きっかけ
マルウェア感染による業務への影響を未然に防ぐため、
エンドポイント対策の強化を検討

●環境
本部と店舗、グループ企業含めて
800ライセンスを導入

●ソリューション
タブレットを含むエンドポイントに
CylancePROTECTを展開

全国３００を超える店舗のセキュリティ強化を容易に実現、機会損失を防ぎ
ランサムウェア対策にも効果を発揮する「CylancePROTECT ®」
日本の味を大切にするハンバーガー専門店「モスバーガー」を展開する株式会社モスフードサービスでは、お客さまの利便
性を追求し、店舗オペレーションを簡素化すべくITによる支援を行っていますが、近年脅威が高まる未知のマルウェア対策と
して、エンドポイントにおけるセキュリティ対策の強化を実施。その重要な対策として採用されたのが、AI（人工知能）の技術
を活用した予測脅威防御「CylancePROTECT」です。

課題

効果

パターンマッチングによるウイルス対策では対処できない
セキュリティインシデントへの対策が急務に

環境の移行計画に伴うエンドポイント対策製品の見直し

1

ランサムウェアなどマルウェア対策の強化に成功、
セキュリティレベルの向上を実現1

セキュリティ対策を強化したことで、現場の機会損失を
防ぐことにも貢献3

2

インシデント対応時の外部委託先で発生するコストや
社内の情報システム部門の工数が不要になり、効率化に寄与2

住　　所　　東京都品川区大崎2-1-1　ThinkPark Tower 4階
設　　立　　1972年7月21日
従業員数　　1335人（2017年3月現在）
事業内容         ハンバーガー専門店「モスバーガー」の全国展開、その他飲食事業

http://mos.jp/

Interview

株式会社モスフードサービス
経営サポート本部
参事
永井 正彦 氏

株式会社モスフードサービス
経営サポート部
情報システムグループ
グループリーダー
藤井 応子 氏

株式会社モスフードサービス
経営サポート部
情報システムグループ

リーダー
黒﨑 美幸 氏

株式会社モスフードサービス

株式会社モスフードサービス
導入事例

CYLANCE_case_study_mosfood.indd   1 2017/09/04   19:35:03

インターネット インターネット

東京・本社
ファイア
ウォール

大阪事務所

社内パソコン

社内LAN社内LAN

ルーター
社内LAN

店舗ルーター

パソコン

AIアンチウイルスCylancePROTECTで高精度な脅威防御を実現

PCセグメントその他機器セグメント

その他機器

AIアンチウイルスCylancePROTECTで
高精度な脅威防御を実現

本社 店舗

CYLANCE_case_study_mosfood.indd   2 2017/09/04   19:35:04
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導入の経緯

LanScope Cat は会社のセキュリティ対策を示す証明書

2007 年当時、プロキシサーバーを入れて管理をしていたものの、必要な
情報が取れていなかったり、管理がしづらいこともあり、エンドポイント管理
のセキュリティ対策として LanScope Cat を導入。操作ログ管理をメインに、
IT 資産管理・ファイル配布などを活用している。近年、業界でも情報漏えい
対策やセキュリティ強化について厳しくなってきており、取引企業から情報漏
えい対策についてどんな取り組みをしているか問われることも多くなっている

株式会社森創
導入事例

株式会社森創は 1969 年の創業以来、パチンコ盤面の役物の設計・開発、及び盤面全体のトータルデザインをはじめ、
パチンコパチスロ機の木枠・筐体・特殊合板の製造販売を行ってきた。アミューズメント部品の分野にいることから、『遊
び心とクリエイティブな発想』この 2 軸を大切にし、ものづくりに力を入れている。本年度は新規事業としてディスプレ
イ関連の事業部を立ち上げ新たな分野へ参入するなど、事業拡大にも積極的だ。そんな森創が LanScope Cat を導入
したのは 10 年以上前にさかのぼる。現在では名古屋と東京の拠点、合わせて PC330 台を 3 名体制で管理している。
2018 年に外部脅威対策強化を目的にプロテクトキャット（CylancePROTECT）を導入。その経緯と効果についてお
話を伺った。

が、その際に「LanScope Cat など情報漏えい対策ツールを導入している」
という点は大きなポイントとなっているそうだ。

そしてこれまでの内部情報漏えい対策に加え、今回外部脅威対策の強化と
してプロテクトキャット（CylancePROTECT）を導入。その経緯について部
長の竹内氏はこう語る。

「これまでも外部脅威対策として、いくつかのアンチウイルスソフトを導入
してきましたが、費用が安価であることが導入の決め手になった製品では、
導入後に誤検知が多く業務を行う上で支障が出た為に、他の製品に乗り換
えることになりました。そんな中、ここ 2~3 年セキュリティに関する事件を
頻繁に目にするようになり、情報収集として様々なセミナーに参加する中
でプロテクトキャット（CylancePROTECT）を知ったのですが、他のアンチ
ウイルスソフトとは違うと感じました。これまで使っていた製品は、ウイル
スが発生した後にシグネチャを作って対策するのに対し、プロテクトキャット
（CylancePROTECT）は AI で既存はもちろん未知のウイルスも事前に検
知・隔離してくれる。一つ先に進んだ製品であると感じました。安ければ
それで良いというのは、以前に痛い目にあっているので、製品の更新のタ
イミングで、しっかり検証をしてプロテクトキャット（CylancePROTECT）
に決めました。（竹内氏）」。また、リーダーの安藤氏もプロテクトキャット
（CylancePROTECT）の性能が決め手の 1 つになったと語る。

「他にも AI を搭載した製品が出ていますが、実際にテストを進めると検知
しなかったという話も聞きます。やはり AI は学習（教師データ）の多さが重
要になってくると思いますが、プロテクトキャット（CylancePROTECT）は、
学習量が他の製品と比べて突出しています。さらに悪いパターンだけでなく、

LanScope Cat* はセキュリティの証
プロテクトキャット導入でこれまで気づけなかった潜在リスクをゼロに

インタビュー

管理部  
部長 竹内 佑介 氏

株式会社森創 
社 員 数 	 125	名（2018	年	6	月現在）
管理台数	 330台
業　　種	 製造業
U R L 	http://www.moriso.jp
構　　成	 	IIT資産管理、操作ログ管理、WEBアクセス管理、デバイス制御、	

マルウェア対策

※当事例は CylancePROTECTを「プロテクトキャット」としてOEM販売いただく、エムオーテックス（株）のお客様の事例です。

* エムオーテックス株式会社の提供する統合型エンドポイントマネジメント

Cylance	Japan株式会社	
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03-6386-0061（代表）
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良いパターンの学習もさせているので、正確なものが導き出せている。その
あたりも決め手になりました。（安藤氏）」

導入効果

プロテクトキャット（CylancePROTECT）導入で 
これまでわからなかった潜在リスクをゼロに

プロテクトキャット（CylancePROTECT）の導入（エージェント展開）は、
LanScope Cat の配布機能を使って比較的スムーズに完了できた。これま
でにインシデントが発生した事はないが、導入後、驚くほど Adware が検
知され、今まで気づいていなかった（すり抜けていた）だけで、いつ何が
おきてもおかしくない状況だったという怖さを感じたと倉田氏は振り返る。

「今まで何も被害にあわなかったのが幸いでした。プロテクトキャット
（CylancePROTECT）が入って、振る舞いなど、過去にないパターンが
しっかりと検知されていたり、人がチェックをして「これは大丈夫だろう」と
思ってしまうようなものもしっかり検知してくれるので安心感が違います。（倉
田氏）」それまで利用していた既存アンチウイルス製品の更新のタイミングの
関係で、他のウイルス対策ソフトとプロテクトキャット（CylancePROTECT）
を併用した時期もあったが、1 台のパソコンに 2 つの製品を入れることでの
弊害はなく、プロテクトキャット（CylancePROTECT）だけが検知している
ものが多くあり、精度の違いも改めて実感したという。

プロテクトキャット（CylancePROTECT）導入のメリットはこれだけでは
ない。導入以前は、何かあったときや、退職者が出た場合にその部門から
依頼を受けて、ログを活用しながら調査をしていたが、プロテクトキャット
（CylancePROTECT）の強みである外部脅威対策と操作ログ機能の連携
により、従来の操作ログ機能の活用頻度が上がったという。

「ウイルスの検知率ももちろんですが、何よりも LanScope Cat の操作
ログ機能と連携しているところが一番魅力的です。統合管理できるのは
管理者の立場からすると非常にありがたいですね。万が一インシデントが
発生した場合、これまでは、ウイルス対策ソフトで原因を特定した後に、
LanScope Cat に切り替えて調査しないといけなかったが、今は 1 つの画面
で感染経路まで特定できる。また、プロテクトキャット（CylancePROTECT）
は検知したタイミングですぐにメールで知らせてくれるので、すぐにその前後
のログを確認すれば、何かしら判断ができます。後から何日かさかのぼって
全員分のログを確認することを考えると、時間にしてもかなりの削減になり
ますし、解決や対策にむけてスピード感を持って動けることが大きいです。
また、Webアクセス管理機能を活用することで原因となるURL も特定でき、
今までよりもできることが増えたことは予想以上の効果でした。（安藤氏）」

導入直後のフルスキャンでは大量の検知があったため、検証や仕分けに
時間がかかったが、その後は落ち着き、今では 1 日 1 件程度検知されるぐ
らいに減っているという。

「検知されたものがウイルスなのか、 問題ないものなのか、 私たち
が判断して仕分けるのはハードルが高いと感じ、今はプロテクトキャット
（CylancePROTECT）を信じて、自動隔離モードに設定しており、自動
隔離されたものは、こちら側で検証して、問題なければホワイトリストに入
れるという運用をしています。（倉田氏）」自動隔離モードにすることで、業
務への影響も心配していたが、現場からの不満もなく順調に運用できてい
るそうだ。逆に、検知されたものをすべて自分たちで検証して判断をしてい
るとかなり時間を要することになるので、助かっていると倉田氏と安藤氏は
口を揃える。

今後の展望

適正なセキュリティポリシーと社員教育の両立

世間でも情報セキュリティへの関心が高まる中、森創内部でも、どこま
でやっていくのか、と経営陣から問われ、議論があったという。

「様々な意見があり、日々環境が変化する中で落としどころを見つけて
対策していくことが重要だと感じています。経営幹部もセキュリティ対策に
関しては理解があり、今回の導入にもつながった。」と竹内氏は振り返る。

当初は、顧客の情報はもちろん、製品の機密情報（設計書）など、情
報漏えいをさせないように厳しく管理することで仕事をする上での利便性が
低下することに抵抗があった社員もいたという。この点に対して、ツール
導入だけではなく社員への教育も重要だと考えている当社。実際に、数
年前からセキュリティ規定を見直し、ガイドブックを作成して、年に 2 回ほ
ど勉強会場を設けて、社員に説明しているそうだ。ここ最近では、スパム
メールの情報を発信するなど、社員のリテラシー向上に向けた取り組みを
実施したことで、数年前に比べて、社員の意識が大きく変わってきている
という。「“社員に対する教育” と “適正な社内ポリシー・ルールを決めて
運用していく” というところがしっかり両立出来れば、社員は守られた中で
安全に業務を進められると感じてくれるのではないかと思います。適正な
ルールは、何をもって適正というのかが難しいですが、そこを明確にし、
社員教育についても、セキュリティ対策に対して、社員が不満を持たずに

“当たり前” と思えるところまで意識レベルを上げていくことが理想です
ね」と安藤氏は語る。

このご時世、セキュリティについて何も考えていない、対策していないと
いう企業はないはずだが、考えて対策をしていてもそれを上回ることが起
きてしまうのが現状だ。利便性を確保しながら、セキュリティにどれだけ投
資をしてどこまでセキュリティを高めていくかということにゴールはない。今
年、正式にディスプレイ事業を立ち上げ、会社としてもこれまでと違った業
界にチャレンジしているが、その会社のセキュリティを担っている管理部も、
状況は常に変化しているという事を理解し、新たな情報やテクノロジーを取
り入れつつ、セキュリティを担保していくという挑戦が続いていく。

インタビュー

管理部 人事課 
リーダー 安藤 彰記 氏

管理部 人事課  
プロフェッショナル 倉田 英昭 氏

▲ 開放的にデザインされた特長的な森創のオフィス
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導入の経緯

ネットワーク分離によって顕在化した
パターンファイルの弊害

インターネットと庁内 LAN を分離させるネットワーク分離にいち早く取り
組むなど、総務省の方針に沿った対応を確実に行っている山梨県。情報セ
キュリティクラウドも、県下の全市町村担当者と協力して構築し、運用段階
に入っても定期的な会議や勉強会を開催するなど、セキュアな環境づくりに
向けた積極的な取り組みを行っている。

そんな山梨県における全庁的なネットワーク環境の構築や PC 調達をは
じめ、認証基盤や情報共有基盤の整備、セキュリティ強化などファンダメンタ
ルな IT インフラ領域の業務を手掛ける総務部 情報政策課 情報通信基盤
管理担当 副主査 高野 善博氏は、ネットワーク分離に伴って顕在化してい
た課題について説明する。「これまでパターンファイルを用いたアンチウイ
ルスソフトとともに、未知のマルウェアを意識して対応可能なふるまい検知
ソリューションをそれぞれ個別に導入し、互いに補完しあいながらセキュリ
ティ強化を図ってきました。しかし、2 年前に実施したネットワーク分離に
関する取り組みにより、インターネット経由でのパターンファイル更新が簡
単にできなくなってしまいました」と当時を振り返る。

実は、セキュリティ強化のためのアンチウイルスとふるまい検知について
も、検知されたものが問題あるか否か、影響がどの範囲にまで及ぶかを判
断するために必要な通信ログや操作ログの追跡だけでも、多くの時間と手

山梨県
導入事例

東京圏に隣接しながら富士山や南アルプスなど日本を代表する山々に囲まれ、県土の約 78％を森林が占めるほど
雄大な自然が数多く残る山梨県。2027 年にはリニア中央新幹線の開業が予定されており、大都市との多彩な交流
を生み出すことが期待されるなど、誰もが明るく希望に満ち安心して暮らせる社会の実現に向け、さまざまな施策に
取り組んでいる。

間がかかっていたという。「それぞれ異なるベンダーのソリューションだけに
管理も大変ですし、原因究明のために端末の操作ログが取得できる仕組み
も別途導入して調査する必要があります。できないことはありませんが、効
率的とは言えませんでした」と同課 課長補佐 矢崎 孝氏は説明する。費用
面も考慮するなかで、機能の集約と管理効率も向上の可能性を探っていた
という。

パターンファイル脱却と操作ログとの統合で運用負担を軽減！ 
ネットワーク分離など自治体特有の環境に対応できる
CylancePROTECT（プロテクトキャット）

山梨県

職 員 数 	 約3,600名
管理台数	 約4,200台
業　　種	 自治体
U R L 	http://www.pref.yamanashi.jp/

●目的
	外部脅威からのエンドポイントの保護、マルウェア等攻撃の防御、操作ログ解析
等原因究明の効率化

※当事例は CylancePROTECTを「プロテクトキャット」としてOEM販売いただく、エムオーテックス（株）のお客様の事例です。

インタビュー

総務部　情報政策課 
情報通信基盤管理担当 
課長補佐　矢崎 孝氏

インタビュー

総務部　情報政策課 
情報通信基盤管理担当 

副主査　高野 善博 氏
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平成30年度の選定 

操作ログと一体化した高度なセキュリティ対策

そこで、PC 更改のタイミングに合わせて、セキュリティに関する運用負
荷軽減につながる新たな環境を検討する中で注目したのが、Cylance（以
下、サイランス）の AI（人工知能）を利用する次世代マルウェア対策製品
CylancePROTECT だった。「パターンファイルの場合、年を経るほど配信
ファイルが大きくなり、ネットワーク的なストレスが発生していたのは事実。
定時スキャンがなかなか終わらないという課題もあり、新たな対策に向け
ての情報収集を行っていました。その過程で数理モデルを用いたサイランス
の先進的な技術を知り、興味を持ったことがきっかけです」と矢崎氏。

また、PC の操作ログ取得も含めた環境整備に CylancePROTECT を
OEM で提供するエムオーテックス株式会社（以下、MOTEX）のプロテクト
キャットであれば、サイランスの技術を搭載しながら PC の操作ログまで取
得可能となり、該当端末の特定や原因究明も含めて 1 つのソリューション内
でかなりの部分を完結させることが可能となる。「サイランスの場合、半年
から 1 年に 1 回ほど数理モデルの更新が発生しますが、半年前の数理モデ
ルでも最新のマルウェアに対応可能な実績があり、ネットワーク分離環境に
もマッチしていると考えたのです」と矢崎氏は説明する。

結果として、PC 更改プロジェクトにおいて、庁内のクライアント環境に
おけるセキュリティ対策の中核として CylancePROTECT が導入されること
になる。

導入の効果

ネットワークおよび運用負担の軽減が可能に、
原因特定の迅速化にも貢献

今回のプロジェクトでは、情報政策課が管理するおよそ 4200 台の PC に
CylancePROTECT が導入予定となっており、現在は 2019 年 2 月末の全庁
的な端末入れ替えのタイミングに向けて、チューニングも含めたテスト運用
を実施している段階にある。「事前検証の範囲ではありますが、現行のツール
に比べると、余計なものをひっかけていないという実感はあります。現行
の仕組みでは、C ドライブなどファイルの格納場所に依存して検知してしま
うこともあり、その都度ホワイトリストを追加したり設定し直したりする手間
がありました。CylancePROTECT でも過剰検知やホワイトリスト追加という
ケースはありますが、事前検証をしっかりやることで、運用の手間はこれま
でより削減できると思います」と高野氏は評価する。

矢崎氏はパターンファイル配信の考え方が変わってくることで、ネット
ワークの負荷軽減につながるだけでなく、未知の攻撃にも対処できる幅が

広がることに期待を寄せている。「運用管理の面では、何か気付いた時にい
かに短時間でその原因が特定できるか、被害拡大を防止できるかを常に意
識しています。大切なのは、発見した後の初動対応と原因の特定、影響範
囲の絞り込みをいかに短時間で行えるか、その意味ではいい環境が整備で
きると思っています」。以前であればログ解析まで含めた原因特定に 30 分
から 1 時間程度は必要だが、プロテクトキャットであれば数クリックで必要
な情報にたどり着くことができるようになる点も大きなポイントだという。「新
たなマルウェアに対する定義がいつのパターンファイルで配信されるか分か
らないため、これまでは定時スキャンが必須でしたが、今回は端末を配る
前にフルスキャンを実行し、あとはリアルタイム保護を実施するのみ。以前
は定時スキャンのタイミングも業務に影響がないよう調整が欠かせませんで
したが、その部分の負担が減ることを期待しています」と高野氏。

今回提案から導入支援まで全面的に支援を行っている MOTEX について
は、「積極的にコミュニケーションをとらせていただき、互いに包み隠さず
正直に話ができる関係を築くことができました。ネガティブなことも早めに
情報をいただくことで対処の仕方を変えられます。一つひとつに真摯にかつ
懸命に対応する姿にも感謝しています。」と矢崎氏は評価する。高野氏も「こ
れまでグレーな検知を行った際の判定で悩ましい場面もありましたが、導入
準備段階ではあるものの、検知したファイルや検知理由等の説明も迅速で
十分満足のいくものが得られています。理屈を知ることで我々も運用の精
度を高めていくことができます」と MOTEX の対応を評価する。

今後の展望

5年後を見据えながら運用、
県下の市町村にも情報共有を

今後については、まずは全庁的な PC 入れ替えのタイミングに向けて
チューニングを重ねていきながら、運用管理環境も含めてしっかり準備して
いきたいという。「運用負担の軽減や検知後の迅速な分析など、事前に描
いている効果が得られるか、しっかり実践の中で検証していきたい。また、
庁内の情報通信基盤を管理する立場からすると、5 年後に予定する次回の
PC 更改に向けてどのような選択ができるのか、仮想化技術の適用範囲拡
大も考慮しながら、検討していきたい」と力説する高野氏。

今回得られた運用ノウハウやその効果を、県下の市町村に対して情報共
有することも念頭に入れている。「担当者同士の集まりの中で、新しいアプ
ローチ方法については共有していきたい。同じ課題を抱えている市町村の
担当もいるはずで、今回の方法が従来とは視点を変えて見直すきっかけに
なるなど、何かしら参考になればいいと考えています。そのような話がで
きるようになるためにも、このプロジェクトを成功させて、新しい運用をス
タートさせることが当面の目標です」と矢崎氏。また、今後はテレワーク
やモバイルワークといった新しい働き方への取り組みも検討しているとのこ
とで、「働き方の変化における管理手法やセキュリティ確保の方法なども含
め、今後も Cylance と MOTEX の知見をお借りしたい」と最後に語った。

マイナンバー
事務系

LGWAN
接続系

インターネット
接続系

インターネット非接続環境

▲ ネットワーク構成▲ ネットワーク構成
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