盗難を完全に阻止する :
モバイル データを保護する
モバイル デバイスは毎日、紛失したり盗まれたりしています。
デバイスと一緒に企業データが持っていかれないようにしてください。
企業のモバイル データを保護することは、ビジネスの鉄則です。
それはまた、バックアップとリカバリ、安全なファイル共有、コンプライアンスと e ディスカバリー、
アナリティクス、そして盗難を完全に阻止する強力なセキュリティとデータ消失防止を含む
多機能プロセスでもあります。
暗号化、IP アドレス追跡、遠隔消去、位置情報取得、アクセス制御を適用することに加え、
これらすべてを一元化されたポリシーベース管理と自動検出で行います。

モバイル デバイスは、その性質上、紛失や盗難のリスクにさらされています。
そのリスクを管理することはモバイル セキュリティの中核を成すものですが、
適切なツールなくしてそれはうまくいきません。
企業データにアクセスできるリモート デバイスとモバイル デバイスがどれほど
多いのか、考えてみてください。会社が支給したものであれ BYOD ( 私物デ
バイスの業務使用 ) であれ、従業員は 1 人あたり平均 3 台のモバイル デバイ
スを持っています。これでは、持ち運ばれるデバイスが多すぎて、セキュリティ
も大きく低下してしまいます。セキュリティ違反の最大の問題は、ノート PC
です。通常、ユーザーは作業ファイルをハード ディスクに保存しているため、
ノート PC を紛失すると、そのデータを見てみたいと思う人物の格好の餌食に
なってしまいます。

CIO Spotlight: Controlling Data
Risk in the BYOD Onslaughti
BYOD 時代にリスクを低減しデータを
保護するために知る必要がある
5 つの分野についてお読みください。

その結果、世界中でデータ漏洩が増加し続けていますが、その多くは紛失し
たか盗まれたノート PC が原因です。 2014 年に Ponemon Institute が世界
中の企業を対象に行ったある研究によると、1 企業の平均損害額は 350 ドル
であり、これは 2013 年と比較して 15% 増だったことが明らかになりました。
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2015 年度版の同研究では、米国での機密レコード漏洩 1 件あたりの平均損害
額は 217 ドル であり、漏洩 1 件あたりの平均損害額は 650 万ドルに急増した
と報告されています。 これらのデータ漏洩がすべてモバイル デバイスで起
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こったわけではありませんが、多くの場合はモバイル デバイスが原因でした。
重大なデータ漏洩は、だれにでもどこでも起こり得ます。 2014 年には、
ある恨みを抱いていたコカコーラ社の従業員が、アトランタ本社からノート

PC を盗みました。それらのノート PC には、暗号化されていない HR レコード
が保存されており、サプライヤー、作業者、契約業者など 70,000 人分を超
える個人データが漏洩しました。
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漏洩レベルは、壊滅的なものでした。レコードには、社会保障番号、住所、氏名、
運転免許証番号、その他の多くの詳細事項が記載されていたのです。これら
すべてが、簡単に手の届く所にありました。
空港、ホテル、自宅、そして HQ でもモバイル デバイスを監視するように従
業員に伝えるだけでは、決して十分ではありません。悪意のある人物に対して
自分のデバイスを透過的に保護しながら、従業員が自由に仕事を行なう方法
が必要です。
さいわいにも、その技術は出回っています。その見つけ方をご説明しましょう。

必要とされる機能と確実に必要な機能
モバイルおよびリモート エンドポイント ソリューションが、ますます人気を博
しています。それらには、シンプルなソリューション セットからモバイル保護
プラットフォームに至るまで、幅広い機能があります。弊社では、後者をお勧
めします。データ保護からセキュリティのコンプライアンスまで、さまざまな
機能が連携して、完全なモバイル保護が得られるためです。
ソリューション セットが備えていなければならない重要な機能を確認しまし
ょう。まずは、窃盗未遂犯に断念させるきめ細かいファイル暗号化です。
位置情報と IP アドレス ログは、盗難者がデータを入手する前に、紛失したか
盗まれたノート PC を見つけるための機能です。遠隔消去は、デバイスがどう
しても見つからないときにファイルを消去する機能です。ポリシーは、必要な
ときにはいつでもどこでもセキュリティ アクションを自動化するためのもの
です。それでは、詳しく見ていきましょう。

2

1 Ponemon Institute, “Ponemon Institute Releases 2014 Cost of Data Breach:Global Analysis,” 2014
2 Analyst Ponemon Institute, “Ponemon Institute Releases 2015 Cost of Data Breach:Global Analysis,” 2015
3 InfoSecurity, “74,000 Data Records Breached on Stolen Coca-Cola Laptops,” 2014

1: 暗号化 - 盗まれたデータの読み取りを防止
2014 年、医療業界では記録的な数の HIPAA 違反が発生しました。この違反
の約 79% は、紛失したか盗まれたコンピューターと USB ドライブが原因でし
た。そのすべてで、データは暗号化されずに保存されていたのです。
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暗号化こそ、データがどこにあろうと、セキュリティで保護されていることの
明白な保証です。ファイアウォールの外にあるデータをセキュリティで保護す
るには、これが絶対に必要不可欠です。世間では、デバイスを盗難から保護
することが重要とされますが、盗難と紛失は常に起きています。暗号化により、
窃盗犯がデータにアクセスできたとしても、それを読み取れないようにするこ
とができます。
最高のセキュリティを実現するため、HIPAA や SOX などの業界と政府の規制
に従う暗号化製品を選択してください。今回の議案では、FIPS 140-2 セキュ
リティ規格が該当します。また、
フォルダーとファイル レベルで選択的に機能し、
かつ IT 設定ポリシーとエンド ユーザーがファイルを暗号化できるようにする
きめ細かい暗号化機能を探してください。

2: アクセス制御 - 偽名を使っていないかどうかを確認
大半の従業員は、弱いパスワードを設定し、パスワードを変更することはほと
んどせず、したとしても 1 桁追加するだけです。このようなパスワードは、
パスワード破りのプロでなくても簡単に破ることができます。2 要素認証 (2FA)
または SSO のような多層式ログイン システムを使うことで、モバイル パスワー
ドは破られにくくなります。

2FA でデータ セキュリティを強化して、サインインしている人物が偽物ではな
いと確信できるようにしてください。 2FA では、ユーザー ID とパスワードに
加えて、本人の携帯電話や小型認証デバイスにのみ送信されたテキスト コー
ドなど、2 層目の認証が必要です。

2FA がなくてもアクセスを制御するための別の方法は、セキュア シングル サ
インオン (SSO) です。 SSO は、別の仕様を使って開発者が実装する概念です。
ウェブ上で最もよく知られているものの 1 つが SAML です。 SAML 構成
では、ブラウザー ユーザーの資格情報をユーザーが要求したサービス プロバ
イダーにすぐには渡さず、まずは独立したアイデンティティ プロバイダー (IdP)
を通じて実行します。 IdP は、Active Directory やその他のアクセス サービ
スを使って資格情報をチェックします。その後、資格情報をサービス プロバイ
ダーに渡し、サービス プロバイダーが再度チェックします。ユーザーがログイ
ンを許可されるのは、これにパスしたときのみです。

3: 遠隔消去 - 見られる前にデータを削除

「脅威、脆弱性、ビジネス プロ
セスのギャップが次々と発見
されて複雑さを増す一方で、
新しいソリューションも同じ
くらいのスピードで生み出されて
います。セキュリティの世界では、
立ち止まっているヒマはありま
せん。企業のモビリティ アーキ
テクチャが適切な BYOD プログ
ラムも用意し、技術者がより
スムーズに応答、コラボレー
ション、生産活動をおこなえる
ようにしなくてはならないような
状況では、特にそうだと言える
でしょう。」
Israel Lifshitz
“Reducing Risk:How to Make BYOD Safer”
Security Magazine, 2015

ノート PC が紛失したり盗まれたりするリスクは、常に存在します。失われたノー
ト PC にある企業データを選択的に消去して、そのリスクを軽減してください。
自動遠隔消去は、デバイス所有者にあまり人気がないため、選択的消去がで
きるツール セットを選びましょう。 IT 部門は、ノート PC が前回サーバーと接
続して以降経過した時間に基づいて、遠隔消去を自動的に開始するポリシー
を設定することができます。
できれば、IT 部門を呼び出すことなくユーザー自身がセキュアなデータ消去
を開始できるようにすべきです。いずれにしても、遠隔消去ではコンテンツを
削除するだけでなく、
ブロックをゼロで埋め尽くします。そうすれば、泥棒はデー
タ リカバリ ツールを使っても、削除されたコンテンツを見ることはできなくな
ります。

4 PrecyseSource, “The Cause of a Data Breach – Lost/Stolen Laptops or a Security Design Flaw,” 2014
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4: 位置情報 - 盗難者がデータを入手する前にノート PC を見つけ出す
位置情報機能は、ノート PC の場所を特定するために役立ちます。たとえば、
セキュリティ ソフトウェアは、サーバー アクセス レコードを作成するために IP
アドレスに自動的にログインするのに対して、位置情報機能はノート PC の地
理的位置を突き止めます。
ノート PC が紛失したか盗まれたと報告された場合、管理者は最後に使用され
た場所を突き止めます。ノート PC の正体を郵便番号より狭い範囲で絞り込む
ことができる位置情報ソフトウェアを探してください。郵便番号自体は、失わ
れたノート PC を見つけるのにはあまり役に立ちません。そのソフトウェアで、
位置と印が付いた地図が示されます。

5: ポリシーベースの自動化 - 眠っている間もデータをセキュリティ保護
モバイル セキュリティのコントロールとスケーラビリティを維持するには、
自動化が最も重要です。セキュリティ自動化には、サーバーのアクセス時間に
基づいた基準応答の設定、選択的または完全な遠隔消去、およびユ
ーザー、役割、データ優先度に基づく暗号化が含まれます。

データがセキュリティで保護されて
ii
いるか
この情報画像を見て、BYOD 戦略を
見直すときに考慮する必要がある
9 つのポイントをご確認ください。
今すぐ見る

モバイル デバイスに個別のセキュリティ変更を加えるのではなく ( 明らかに不
可能です )、IT はコントロール ポリシーに簡単な変更を加えます。
もう一つの便利な自動化ツールは、自動デバイス検出です。リモート ユーザー
が 3 台以上のデバイスを所有するのは、決して珍しいことではありません。ノー
ト PC、タブレット、そしてスマートフォンを所有するだけで目的を達成します。
従業員 1 人あたり 2 ～ 4 台のデバイスに、貴社の従業員数を掛け算してみ
れば、セキュリティで保護する必要があるリモート デバイスが数百から数千台
に達することはすぐにわかります。これは、手作業では到底不可能であるため、
ソリューションの自動化ツールに信頼できる自動検出機能が内蔵されているこ
とを確認してください。

次に何をするべきか
リモート デバイスは、会社の所有物であるか、もしくはそうではないかです。
一部の企業アドバイスでは、CIO に会社から BYOD デバイスを撤去することを
勧めています。
このアドバイスは、先見の明がなく、結果的には効果がありません。従業員
たちは既に仕事と私生活の区別があいまいになり始め、会社が善意をもって
対応してもこの状況は変わりません。前にも述べたように、モバイル デバイ
スが会社の所有物であろうとなかろうと、企業はセキュリティで保護できなけ
ればなりません。
適切なモバイル セキュリティ ツールなら、これができます。最高のモバイル
保護ツールなら、さらに多くのことができます。

「ノート PC、タブレット、
スマートフォンなど、最先端の
モバイル デバイスで日夜多くの
コンテンツが作成、編集、共有
されている現在、アクセス可能性、
セキュリティ、保護に対する
懸念が広がっています。
このデータの大半は極秘である
か、機密の企業情報です。
その結果、データ保護の要件は
急速に変化しており、エンド
ポイント保護も必須対応事項に
なっています。」
Eric Burgener
IDC5

4 51 Research, “Backup to the Future,” April 2014
5 Gartner, “Magic Quadrant for x86 Server Virtualization Infrastructure,” July 2015
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Commvault エンドポイント データ保護
セキュリティと DLP の面では、Commvault エンドポイント セキュリティ機能で、ファ
イルとフォルダーを暗号化して、ノート PC を紛失したりデータ漏洩があったときで
も不正アクセスを阻止します。このソフトウェアには、ドライブ全体または保護デー
タ セットを遠隔消去する機能があるため、データが悪用されることはありません。

IP アドレス監視と位置情報機能により、ノート PC が最後にサーバーにサインオンし
た位置をストリート レベルまで突き止めることができます。

• グローバル モバイル セキュリティを効果的に管理するポリシーを使用して、セキュ
リティ コストとリスクを低減します。

• 会社全体のデータ漏洩とセキュリティリスクにさらされることを防止します。
• Active Directory と役割ベースのアクセス制御 (RBAC) に基づくシングル サイン
オンで、ユーザー アクセスを効果的にセキュリティ保護します。

• バックアップと階層パフォーマンスに影響を及ぼすことなくデータを暗号化し、
ポリシーに基づいてファイルとフォルダーを選択的に暗号化します。
最後に、Commvault のフル エンドポイント プラットフォームでモバイル保護を拡張
してください。エンドポイント バックアップとリカバリ、e ディスカバリーとコンプラ
イアンス、セキュアなファイル共有とコラボレーション、および視覚的アナリシスも
提供する統合プラットフォームでは、セキュリティは決定的に重要な機能の 1 つ
です。

リソース
i http://commvau.lt/1LmGFn2
ii http://commvau.lt/1M4qh5e

5 IDC, “The Critical Need for Data Protection,” 2014

Commvault® ソフトウェアでエンドポイントおよびモバイル デバイスを保護する方法の詳細については、
commvault.com/solutions/endpoint-data-protection にアクセスしてください。
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