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本ドキュメントについて 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）によるパンデミックの発生によって、世界中の企業が影響を受けて

います。 各企業のIT部門では、全従業員を対象にしたリモートワーク環境の提供といった差し迫った課題

の対応に追われています。 そして、企業に大きな変化が起きている今日、サイバーセキュリティの課題にも

変化がみられています。このガイダンスは、あなたの会社が直面する恐れのある新たなサイバーセキュリティリ

スクを軽減させるための継続的な取り組みを支援する目的で作成しました。 

本ガイダンスの中で概説されているように、すべての推奨事項はITオペレーションチームへの負荷の増加を考

慮の上、実行可能性の観点から評価を行ってください。 そして、適切な検証を通じて確認された推奨事

項を実行するようにしてください。 
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1. COVID-19影響下のサイバーセキュリティリスク 

 フィッシング攻撃の増加 

急増する新型コロナウイルス関連のニュースと人々の警戒心の高まりを攻撃者は悪用しています。 フィッシ

ング攻撃、スパムキャンペーン、悪意のあるWebサイト/ドメインの件数が大幅に増加しており1,2、これらの攻

撃はいずれも新型コロナウイルス関連の情報提供を装っています。 これまでは不審なEメールを受信しても、

その場でオフィスにいる同僚からアドバイスを得ることができましたが、リモートワークの状況下では、それもまま

なりません。 そのため、フィッシング攻撃などの脅威はさらに増加すると思われます。 

 急場しのぎの IT インフラの変更 

従業員のリモートワークへの移行が進むにつれて、ほとんどの企業では、仮想デスクトップ環境やVPNサービ

スなどのリソースに著しい負荷の増加がみられています。 また、多くの場合、社外からの企業データへのアク

セスの要求が、セキュリティよりも優先されてしまいがちです。 さらに、業務を円滑に進められるようにするた

め、やむを得ず、信頼性の低いインターネット接続や個人用デバイスなどからの社内リソースへのアクセスを

許可したくなるかもしれません。 しかし、社内のセキュリティ体制は、信頼性の高いネットワークを前提にして

構築されているため、このアプローチは、企業にさまざまなリスクをもたらすことになる点に留意ください。 

 セキュリティプロセスの変更 

IT部門のリソースは限られているため、通常の業務フローが中断されたり、一部のプロセスで遅延が発生す

ることがあります。 一般的によく見られる傾向が、パッチ適応の遅延です。既知の脆弱性を標的とする攻

撃を阻止するには、各ベンダからセキュリティ更新プログラムがリリースされたら直ちに適用してください。 たと

えパンデミック中であっても、パッチの適応サイクルを最短に保つことが重要です。 

 信頼性の低いホームネットワークの利用 

自宅でリモートワークをする従業員で、特に個人所有のハードウェアを使用して会社のリソースにアクセスす

る場合は、信頼性の低いネットワークから組織内のネットワークに接続することになり、企業のセキュリティを

危険に晒す恐れがあります。 自宅で利用しているネットワークサービスは主に市販のハードウェアで構成さ

れているため、会社が承認しているデバイスと同じセキュリティレベルになっていない場合があります。 また、

特に企業にリスクをもたらす要因に、安全性に欠けるIoTデバイスがあります。 標的型攻撃と日和見攻撃、

さらにブラックマーケット（闇市場）で販売されているIoTボットネットなどのマルウェアにとって、IoTデバイスは格

好の標的になります。   

 

1https://www.zdnet.com/article/thousands-of-covid-19-scam-and-malware-sites-are-being-created-on-a-daily-basis/ 
2https://research.nccgroup.com/2020/03/19/threat-actors-exploiting-the-pandemic/ 
 

https://www.zdnet.com/article/thousands-of-covid-19-scam-and-malware-sites-are-being-created-on-a-daily-basis/
https://research.nccgroup.com/2020/03/19/threat-actors-exploiting-the-pandemic/
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2. 組織へのガイダンス 

このセクションでは、組織内で重要なチームやグループへの具体的なアドバイスを紹介します。 

 経営幹部向けガイダンス 

2.1.1.  事業継続計画(BCP)の確認 

エフセキュアでは、あなたの会社の事業継続計画（BCP）が、現在の非常事態に適応しているかを確認す

ることを推奨します。 確認の際は、特に以下のポイントを留意ください。 

• 病気や隔離等のため業務遂行が困難な担当者の出現に備えた権限委譲体制を確認する。 

• 危機管理グループおよび重要業務プロセス・分野の関連メンバーの役割を明確にする。 

• フィッシング攻撃の被害を軽減するため、COVID-19関連情報を一元化し、すべての従業員にその旨

を明確に通知する。 

o 通知には、この目的のために特別に設定した社内メールアドレスの使用が理想的。 

o 二次ソースとしてイントラネットが考えられるが、一元化されたEメールアドレスが設定されてい

なければ、サイバースクワッティング（類似ドメインの取得）を用いた標的型フィッシングによって

悪用される可能性があることに注意。 

• ビジネス上重要なサプライチェーンパートナーやサードパーティ企業と調整して、必要なサービスが継続

提供できること、また、それらの企業も事業継続性計画が実施されていること、COVID-19がそれぞれ

の地域に影響を与えても運用可能であることを確認する3。 

2.1.2.  従業員の疲労への配慮 

リモートワークの対象従業員が広範囲に渡っていますが、リモートワークの働き方の変化に慣れるには時間

がかかります。 セキュリティインシデントにつながる可能性のある従業員のミスを最小限に抑えるために、経

営サイドは、リモートワークの開始時は、これまでと同レベルの業務成果が達成できないことを前提として運

用することを推奨します。 

これはセキュリティの観点からすると、急増する要望や問題に立ち向かっているITオペレーションやセキュリティ

に携わっているメンバーをサポートする上で特に重要なポイントになります。 

 

3たとえば、以下をご覧ください。https：//www.cbsnews.com/news/coronavirus-in-india-possible-tens-of-thousands-
more-covid19-cases/ およびhttps://www.mohfw.gov.in/ regarding India.他の地域でも同様のサイトを利用することがで

きます。 

https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-in-india-possible-tens-of-thousands-more-covid19-cases/
https://www.cbsnews.com/news/coronavirus-in-india-possible-tens-of-thousands-more-covid19-cases/
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 IT オペレーション向けガイダンス 

2.2.1.  パッチ管理の継続 

エフセキュアでは、セキュリティに関連するすべてのプロセスを通常どおりに維持することを推奨します。 通常

時より、企業への攻撃リスクが高くなっているため、通常のパッチ管理計画を維持し、優先順位を付けること

が最も重要です。最近のMicrosoft Windows4、Citrix5、ファイアウォール、VPNコンセントレータ6などの製

品で重大な脆弱性が発生している事実を踏まえると、パッチ管理は特に重要になります。 

通常どおりパッチを適用する必要がある製品には、オペレーティングシステム（クライアントとサーバの両方）、ミ

ッションクリティカルなソフトウェア、およびアンチマルウェア、IDS/IPS、EDRソフトウェアなどのセキュリティ製品が

含まれます。 

2.2.2.  イベントの監視範囲の強化 

エンドポイントとサーバで通常のイベントを監視するだけでなく、VPNサービスや仮想デスクトップなどのテレワ

ーク用ソフトやツールに対して監視範囲を拡大する必要があります。 

最近判明した重大なCitrixの脆弱性を考慮すると、Citrixを最新の状態に保つだけでなく、セキュリティ侵害

インジケータ（IOC）を監視することが重要です。 たとえば、Citrixが提供する以下のツールを使用してくださ

い。 

CVE-2019-19781 (NetScaler ADC): https://github.com/citrix/ioc-scanner-CVE-2019-19781 

さらに、ブルーチームには、有償、無償に関わらず脅威インテリジェンスレポートに十分な注意を払うことが推

奨されます。 

2.2.3.  社外のインシデント対応プロバイダによるバックアップ体制の構築 

世界中の国々で移動制限が行われているため、インシデント対応が深刻な課題になっています。確実なイ

ンシデント調査には、人手によるオンサイトでの証拠取得が必要です。 これは、証拠保全に関するベストプ

ラクティスが確実に実行され、重要な証拠が失われないようにするためです。 

そのために、エフセキュアでは社外のインシデント対応チームと連携して、あなたの会社の拠点があるすべての

国/都市で社外のインシデント対応チームを待機させることを推奨しています。 これは、現地に社内の対応

チームが存在する場合でも、チームが機能しなくなった場合の対処として有効です。 

 

4https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200005 
5https://support.citrix.com/article/CTX267027 
6https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/03/apt41-initiates-global-intrusion-campaign-using-multiple-
exploits.html 

https://github.com/citrix/ioc-scanner-CVE-2019-19781
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200005
https://support.citrix.com/article/CTX267027
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/03/apt41-initiates-global-intrusion-campaign-using-multiple-exploits.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/03/apt41-initiates-global-intrusion-campaign-using-multiple-exploits.html
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2.2.4.  出口フィルタリングの強化 

VPNサービスへの負荷を軽減し、マルウェアを感染させる恐れのあるC&C（コマンド & コントロール）へ接続

する可能性を減らすために、エフセキュアでは、VPNコンセントレータやその他のネットワーク境界デバイスで

詳細なパケット検査を行うと共に、厳密な出口フィルタリングを使用することを推奨します。 これにより、スト

リーミングやゲームサービスなど、帯域幅を多く消費する特定のオンラインサービスをブロックすることもできます。

また、HTTPSなど既知の承認済みポートでの通信だけを許可することも推奨しています（その地域のプライ

バシーに関連する法律の整備状況によっては、トラフィックが検査されることがあります）。 

2.2.5.  リモートワークへの対応 

私用デバイスの管理 

エフセキュアでは、従業員のリモートワークには、会社が管理するハードウェアを支給することを推奨していま

す。 支給できるノートPCなどのモバイ機器の台数が限られている場合は、従業員の私用デバイスに、モバ

イルデバイス管理（MDM）ソリューション（利用可能な場合）をインストールした上で業務用途に使用すること

をお勧めします。 信頼性の低い私用のノートPCから会社のEメール等にアクセスさせる代わりに、会社のIT

部門によって承認されているMDM ポリシーが適用されたタブレットやスマートフォンを使用することが望まれま

す（ただし、Eメールにスマートフォンやタブレットを使用した場合、従業員の生産性が低下する可能性があり

ます）。 

さらに、まだMDMソリューションを導入していない企業が、このタイミングで早急に導入しようとするのは賢明と

は言えません。 この場合、影響を受ける社内リソースの監視範囲を強化した上で、私用デバイスの使用を

認めるか、使用を認めずに業務遂行能力の低下を会社として受け入れる必要があります。 

非標準機器導入 

現在、企業では大規模なリモートワークをサポートするために、大量のノートPCなどのモバイル機器の購入

やリースが検討されています。 しかし、これらの機器に対する需要の増加により、一部のサプライヤでは在

庫切れになり、企業が定めている標準ベンダ以外の非承認のベンダから機器を購入せざるを得ないケース

も出てきます。 非標準の機器を社内のインフラに導入した場合、セキュリティに悪影響を与える可能性が

高いため、このような非標準の機器の調達は控えることをお勧めします。 ノートPCの製造元ごとに、ハード

ウェア、ファームウェア、ソフトウェアの機能が異なっているため、非標準のノートPCの導入は、ITグループで把

握している攻撃対象領域や想定されているリスクが変更される可能性があります。 例えば、非承認のデバ

イスは、ベンダの脆弱なファームウェアやソフトが導入されてしまう可能性もあります7,8。 

 

7https://newsroom.intel.com/news/important-security-information-intel-manageability-firmware/ 
8https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00354.html 
 

https://newsroom.intel.com/news/important-security-information-intel-manageability-firmware/
https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00354.html
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VPNサービス 

リモートワーカーが、企業ネットワークに接続するためにVPNサービスを使用する場合は、フルトンネルモード

で使用することが重要です。 これを利用することで、特定のトラフィックのみがVPNトンネルを通過するスプリ

ットトンネルモードとは異なり、すべてのトラフィックがVPNコンセントレータに向けて送信されるため、適切な入

口および出口フィルタリングを確実に適用できるようにするためです。 

さらに、フルトンネルモードは、情報漏えいのリスクと、マルウェアが使用するC&Cへの接続が成功するリスクを

減らすことができます（HTTPSディープパケットインスペクションを伴う適切な入口および出口フィルタリングが

同時に適用されている場合）。 

2.2.6.  オンラインコミュニケーションの確保 

信頼性の高いオンラインコミュニケーションは、リモートワーカーにとって生命線とも言えます。 企業で標準の

ユニファイドコミュニケーションツールが選定されていなければ、インシデントが発生した際に本来起きなくても

済むはずだった問題に直面する恐れがあります。 通常の就業環境では、従業員同士が直接会うことで迅

速かつ正確なコミュニケーションが確保されていますが、リモートで作業している場合は信頼性の高いオンライ

ンミュニケーションの利用が不可欠です。 

この課題を克服するために、エフセキュアでは以下の対応を推奨しています。 

• テレワーク環境で情報の流出を防ぐため、従業員間で通信するためのオンラインコミュニケーションツー

ルを1本化する。 

• 主要ツールが高負荷になりサービスが低下した場合の代替手段を確保する。 

• 全社的な重要情報については、必ずEメールを使用する。 

o 専用のEメールアドレスを作成して、人事部からのメッセージ、危機管理チームのコミュニケーシ

ョンなど、重要な情報毎に設定する。 フィッシングキャンペーンの成功の可能性を低くするため

に、それらのEメールアドレスを従業員に周知徹底する。 
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 リモートワークの従業員向けガイダンス 

インターネット上では、従業員がリモートワークに切り替える際の一般的なアドバイスやヒントを含むさまざま

な関連情報9を見つけることができます。 このセクションの目的は、より詳細なアドバイスを提供することで、リ

モートワークの従業員へのより良いサポートを提供することです。 

2.3.1.  ソーシャルメディアプラットフォームの利用 

自宅で業務をする従業員は、ソーシャルメディアプラットフォーム（Facebook、Twitterなど）を仕事に使用し

たくなるかもしれません。 社内のインスタントメッセージングソリューションは、会議数の増加に伴いパフィーマ

ンスが低下しがちになります。 これは特に、仕事用のネットワークが混雑している場合に当てはまります。 

ビデオチャットなどを一時的に使用する場合であっても、ソーシャルメディアで仕事の情報は共有しないように

注意することをお勧めします。 この管理を容易にするために、仕事用のデバイスではソーシャルメディアのアカ

ウントを使用しないこと、そしてドキュメント等のファイルを共有する場合は、ソーシャルメディア上では行わな

いことを徹底してください。 

2.3.2.  ホームネットワークの利用 

ほとんどのホームネットワークは、企業ネットワーク機器よりもセキュリティレベルが低く、設定や構成を任意に

変更することが困難な一般家庭用機器で構成されています。 さらに、通常はホームネットワーク上に、ネッ

トワークセグメンテーションが構成されることはまれです。従って、一般的なマルウェアや標的型攻撃によって、

パッチ未適用の公開脆弱性が悪用された場合、企業の機器までが危険に晒されることになります。 

信頼性の低いホームネットワークによってもたらされるリスクを軽減するために、以下を実践するよう推奨しま

す。 

• リモートワークには、常時接続のフルトンネルVPNを備えている会社のコンピュータを使用する。 

• すべての従業員に会社のノートPCを貸与できない場合は、適切に構成されたMDMポリシーを導入し

た上で、私用デバイスの使用を許可する。 

• 業務で使用するツールでサポートされている多要素認証を有効化する。 

• 可能であれば、業務目的で使用される私用コンピュータにデバイスヘルスチェックを実行するセキュリティ

ソフトをインストールする。 

o このソフトウェアの例は次のとおり。https://duo.com/docs/device-health 

 

 

9https://blog.f-secure.com/ja/cyber-security-for-working-from-home/ 
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2.3.3.  私用デバイスの利用 

企業インフラへのアクセスと同様に、作業リソースにアクセスする私用デバイスにおいても、必要なセキュリティ

パッチを適用して最新の状態に保つことが重要です。 そのためには、MDMを利用してポリシーを適用するこ

とが最善です。 

または、私用デバイスにセキュリティヘルスチェック10を定期的に実行することで、侵害の可能性を減らすこと

ができます。 

最後に、一部のオペレーティングシステムやデバイスではマルウェアの永続化が大きな課題になるため、従業

員に作業終了後の電源オフを指示してください。 これによって、セキュリティインシデントが深刻化する可能

性を削減できます。 

2.3.4.  セキュリティ意識の向上 

エフセキュアでは、急激に変化する就業環境におけるセキュリティ意識を向上させるために、このドキュメント

で説明されているリスクについて従業員を啓蒙し周知することをお勧めします。 

セキュリティ意識向上のトレーニングに活用できる社内外のリソースが既に存在する場合は、従業員がテレ

ワークに移行する際に、再度それらを受講するよう要請することを推奨します。 

 

 

10iOS の場合：https://iverify.trailofbits.com/ 
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エフセキュアについて 

エフセキュアほど現実世界のサイバー脅威についての 

知見を持つ企業は市場に存在しません。 

数百名にのぼる業界で最も優れたセキュリティコンサルタント、 

何百万台ものデバイスに搭載された 

数多くの受賞歴を誇るソフトウェア、進化し続ける 

革新的なセキュリティ対策に関する AI テクノロジー、そして「検知と対応」。 

これらの橋渡しをするのがエフセキュアです。 

 

当社は、大手銀行機関、航空会社、そして世界中の多くのエンタープライズから、 

「世界で最も強力な脅威に打ち勝つ」という私たちのコミットメントに対する 

信頼を勝ち取っています。グローバルなトップクラスのチャネルパートナー、 

200 社以上のサービスプロバイダーにより構成されるネットワークと共に 

エンタープライズクラスのサイバーセキュリティを提供すること、それがエフセキュアの使命です。 

 

エフセキュアは本社をフィンランド・ヘルシンキに、 

日本法人であるエフセキュア株式会社を東京都港区に置いています。 

また、NASDAQ ヘルシンキに上場しています。 

f-secure.com/business | twitter.com/fsecure | linkedin.com/f-secure 

 

 

エフセキュア株式会社 
〒105-0004 
東京都港区新橋2-2-9 KDX新橋ビル2F  
Tel. 03-4578-7710 
E-mail : japan@f-secure.co.jp 
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