
製品情報を守る
ファイル暗号化運用の成功事例
TotalFileGuard、IP-guardを活用したセキュリティ対策の事例をご紹介します。



ピコテクノロジーズ株式会社について
会社概要

設立 ： ２００９年３月
資本金： １，４００万円
代表者： 代表取締役 玉木正巳
所在地： 東京都品川区大崎５丁目１番５号 高徳ビル４階
取引銀行：みずほ銀行 / 三菱UFJ銀行 / 東日本銀行
業務内容：セキュリティツールの販売・保守・構築・運用支援、セキュリティ・コンサルティング

代表者 自己プロフィール

活動実績
○日本自動車部品工業会（JAPIA）セキュリティワーキング活動にオブザーバーとして参加
○韓国大邱広域市の永進専門大学でインターネットビジネスと著作権保護をテーマで講演
○ミャンマーのヤンゴン郊外にあるMICTパークにて、ミャンマー政府、金融関係者に対してITインフラで必要な情報セキュリティの
重要性について講演

新潟県生まれ。大学卒業後、日本電気（NEC）に入社。
技術営業としてコンピュータの販売に従事。その後、外資系ベンダーにてCAD／CAM／CAE／PDMやUNIXワー
クステーション、ハイエンド・サーバー、ネットワーク・ミドルウェア等の販売に携わる。
2009年ピコテクノロジーズ株式会社を設立し、情報セキュリティビジネスを展開



最近の情報漏洩関連記事（ニュース）

Trend Microの従業員が、顧客情報を不正に入手し、第三者に販売していたことがわかった。
サポート詐欺などに利用されたという。
組織内部より従業員が顧客データベースへアクセスし、データを窃取したもので、顧客の名前
やメールアドレス、同社サポートチケット番号のほか、一部電話番号を取得、第三者に売却し
ていた。同社海外法人が明らかにした。
外部からの不正アクセスではなく、内部よりアクセス制御を回避するなど、計画的に明確な犯
罪の意図を持って行われたものと同社は説明。売却されたデータは、同社サポート担当者にな
りすました詐欺行為に悪用された。
対象となるのは、同社コンシューマー製品の利用者で、約1200万人いる顧客の1％未満だとい
う。英語の話者を標的としており、おもに英語を母国語とする国のデータが取得されていた。
また企業や政府向け製品の顧客データがアクセスされた形跡などは確認されていないとしてい
る。

2019/11/06 (Security NEXT）

Trend Micro従業員が顧客情報を売却 - サポート詐欺に悪用



情報漏洩の原因分布
情報漏洩は、内部の人間が引き起こす割合が約8割で、外部からの悪意ある攻撃による割合は2割程度です。

その内部理由とは、管理ミス、誤操作、紛失などのヒューマンエラーであり、人災とも言っても過言ではありません。

不正アクセスは全体の５％にすぎません。

情報漏洩
の要因

誤操作：36.6％

管理ミス：28.7％

紛失・置き忘れ：15％

盗難：5.9％

不正アクセス：5％

その他：8.8％

36.6％

28.7％

15％

5.9％

5％
8.8％



インシデント発生による企業が被る不利益

取引先などから預かった機密情報を万一漏えいした場合は、取引先や、さらにはその先の顧客などから損害賠償
請求を受けるだけでなく、被害の大小にかかわらず、被害額の負担もしなければならなくなります。01
金銭の損失

情報セキュリティ上の事故を発生させると、その原因が何であれ、事故を起こした企業に対する管理責任が問わ
れ、社会的評価は低下します。

顧客の喪失

02

03 情報セキュリティ上の事故が発生すると、被害の拡大を防止するため、自社で運用しているサーバーの停止や、
インターネットへの接続の遮断などを行います。その結果、インターネットを通じた取引先からみると、営業を
停止しているのと同じ状態になるため、措置を講じている間は営業機会の喪失となります。

業務の喪失

04 情報セキュリティ対策の不備を悪用した内部不正が容易に行えるような職場環境は、従業員のモラル低下を招く
要因となります。また、従業員の個人情報が適切に保護されなければ、従業員から訴訟を起こされることも考
えられます。

従業員への影響



ログ収集とログ監査 PCの操作制御

シンクライアント ファイル暗号の活用

内部要因

内部要因に対する情報漏洩対策手法



製造業で多くの実績を持つファイル暗号化製品

IP-guard TotalFileGuard

ファイル暗号機能と記録・制御・資産管理機能
を合わせ持つ統合セキュリティソフト

ファイル暗号に特化したシンプルなセキュリティ
ツール



新種ウィルス対策のためのファイル暗号

全て作成時から
自動的に暗号化

ファイルサーバ

職員
職員

情報共有

暗号ファイルを利用

社外に渡す場合、手動で復号

平文ファイル

暗号ファイル 送付完了後、再度手動で暗号化

平文ファイルを受け取る

ソウル、北京、上海、香港、バンコク、シンガポール、
ジャカルタ、シドニー、ロンドン、パリ、フランクフルト、
ニューヨーク、ロサンゼルス、トロント、日本

■暗号対象アプリケーション
・MS Office
・メモ帳
・ワードパッド
・ペイント
・Adobe Reader
・Adobe Acrobat Pro
・File Maker Pro



中国工場の二次漏洩対策としてのファイル暗号

日本の設計部門

仕掛中のファイルも含め、全て
作成時から自動的に暗号化

クラウドストレージ
（大きいファイルの共有用）

アップロード

ダウンロード

中国の生産拠点

暗号ファイルのまま
閲覧・編集

小さいファイルはメール

■暗号対象アプリケーション
・HICAD
・AutoCAD Mechanical



預かりデータ保護のためのファイル暗号
お客様

受け取り担当者

預かりデータを
手動で暗号化

ファイルサーバ

社長及び役員

設計部門用
フォルダに入れる

設計部門

暗号ファイルを利用

作成時から
自動的に暗号化

社長及び役員用
フォルダに入れる

社長及び役員

暗号ファイルを利用

■暗号対象アプリケーション
・CADmeister (UNISYS)
・MS Office
・Adobe Reader



配布用マテリアルの保護のためのファイル暗号
日本の技術管理部門

全社的に利用する社内ポータル

アップロード

ダウンロード

教育用マテリアル
（資料セット）

完成後に手動で
暗号化

日本のユーザー部門

暗号ファイルを利用

ダウンロード

ダウンロード

ダウンロード

海外拠点

暗号ファイルを利用

暗号ファイルを利用

暗号ファイルを利用

■暗号対象アプリケーション
・MS Office
・Adobe Reader
・Movie Maker



回収不能ドキュメント保護のためのファイル暗号

OEAファイル（社外用暗号カプセル）を作成
※有効期限やキャプチャ制御を設定

技術管理部門
協力会社

OEAファイルを利用

× 期限が切れると
自動的に閲覧不可

技術文書



鉱山現場のPCの操作ログ収集

通信速度：最大100KB/sec

レジューム機能の有無
（レジュームとは、コンピュータの実行状態を保存して停止させ、次に使用するとき即座に停止
直前の状態に復帰する機能。特に、停止状態から操作可能な状態に復元する動作のこと）



紙ドキュメントの電子化に伴うセキュリティ対策

⚫ ユーザに特定ドキュメントの閲覧、印刷をさせたい。

⚫ ドキュメントを閲覧できる端末を限定したい。

⚫ ドキュメントを印刷できる端末を限定したい。

⚫ 印刷したときの電子透かしを入れたい

⚫ 複合機がメーカーが一社で統一できていないため、専用の仕
組みが必要



残業防止対策のための資産管理活用

17：30

定時30分前

●

PC上に第1メッセージ自動表示

18：00

定時

18：30 19：00
●

第2メッセージ自動表示

定時30分後

警告メッセージ自動表示

●

例：
19:00にPCが使用できなくなります
ので準備ください。
必要な場合はXXまでご連絡ください

●

PCをロック

定時60分後

：現在操作中 ：しばらく操作なし
（電源は入っている）

：電源が入っていない
（もしくは持ち出し等によりオフライン）

■PC起動状況の確認

■メッセージの表示 ■PCのロック ■時間や曜日を指定した自動抑止ポリシー



量子と量子力学

➢ 素粒子、原子、分子、電子、光子などのミクロの目に
見えない物質

➢ 量子力学は「状態の重ね合わせ」が前提

➢ 「観測するための接触」と「状態の収縮」



量子コンピュータ
一般的なコンピューターの動作原理
➢ 電圧の高低で「0」と「1」の2ビットで表現する。
➢ ビットで論理演算を行うという論理ゲートからなる。
➢ どんなプログラムも最終的にはビットの演算処理で実行される。

量子コンピュータの発想
➢ 量子は、いろんな状態が重なり合って存在しているため、その性質を利

用して、計算を一気に、全部同時に行う発想。

０

１

反転 １

０反転
０ １ 反転 １０

量子ビット

一般的なコンピュータ 量子コンピュータ



量子コンピュータと暗号技術

課題：
✓ 仕組みによって、できることや解の求め方が変わる。
✓ ノイズ対策が必要。
✓ プログラミング環境が必要

展望：
✓ 量子コンピュータは「因数分解」の計算に適してると言われている。
✓ 因数分解アルゴリズムが存在する。
✓ 因数分解の計算が実用的な速さで行えることで、暗号の解読も実用

的な速さで行えると言われている。

量子コンピュータはまだまだ発展途上

「量子暗号」といわれる暗号に期待



http://www.pico-t.co.jp
Mailto:Info@pico-t.co.jp

TEL:03-6403-0906


