
 

 

 

 
 

セキュリティ認識実践ガイド 

在宅勤務におけるサイバーセキュリティ 
 

 

 

 



 
 

 

https://www.sans.org/security-awareness - All materials (c) SANS Institute 

要旨 

新型コロナウイルス対策として、多くの組織が従業員を在宅勤務に移行させています。これはリモート

ワークに関するポリシーや技術的環境、従業員の教育などの用意ができていない組織には難題かもしれ

ません。さらに、多くの従業員は自宅で仕事をすることに不慣れだったり、不安を感じている場合もあ

ります。本ガイドでは、そのような従業員ができるだけ安全な環境で在宅勤務ができるようにお手伝い

します。本ガイドの使用についてご質問がある場合は support@sans.orgまでお問い合わせください。 

御社の従業員は大きなストレスと変化の両方を体験し、組織の時間やリソースにも限りがあるでしょう

から、この戦略的ガイドではトレーニングをできるだけシンプルに構成しました。最も大きな損害が発

生する恐れがある、以下の重大なリスクに集中することをおすすめします。これはスタート地点とお考

えください。その他のリストまたはトピックを追加したい場合は、ぜひ追加してください。ただし、従

業員に求める対応やプロセス、テクノロジーが多くなるほど、その全てを実現する可能性は低くなると

いうことにご注意ください。 

 

本ガイドの使い方 

まず本ガイドの内容を読み、リンク先の資料を検討して、どのような選択肢があるかを把握してくださ

い。それぞれのリスクに対して様々な資料があり、組織の取り組みを促しトレーニングに使用できるよ

うになっています。これにより、組織のニーズや文化を考慮して、最も効果的と思えるものを選ぶこと

ができます。この文書を読んだ後は、本キットに付属のコミュニケーションテンプレートとファクトシ

ートを読むことで、現在達成しようとしている目標をよりよく理解できるでしょう。文書を読んだ 

後は、2つの主要なグループと連携が必要になります。 

1. セキュリティチーム: セキュリティチームと連携し、対処しようとしているリスクがどのようなもの

か、理解を深めましょう。本ガイドでは在宅勤務に伴う最も一般的なリスクを扱っていますが、何

がリスクとなるかは組織により異なります。セキュリティチームが最も陥りがちな過ちに、全ての

リスクを制御しようとして、おびただしい数のポリシーや要件で従業員を圧倒してしまうことがあ

ります。対処するべきリスクはなるべく減らしましょう。リスクを特定し、優先順位を決めたら、

そのようなリスクを抑えるための行動を確認してください。先述の通り、対応のための十分な時間

やリソースが組織にない場合は、以下の点に力をいれましょう。 

https://www.sans.org/security-awareness
mailto:support@sans.org
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2. コミュニケーション: 優先順位の高い人的リスクを特定し、そのようなリスクを管理するための行動

を決定した後、コミュニケーションチームと連携してリスク管理のための行動を従業員に教育しまし

ょう。効果的なセキュリティ認識プログラムには、コミュニケーションチームとの緊密な連携が不可

欠です。可能であれば、コミュニケーションチームの一員をセキュリティチームに常駐させることも

検討してください。従業員とのコミュニケーションにおいて、取り組みを促すコツは、トレーニング

を受けることで業務上のセキュリティを向上できるだけではなく、自宅のサイバーセキュリティ環境

を改善し、自身と家族を守るうえでも役立つという点を強調することです。 

上記の2つのグループとの連携により、従業員にとってセキュリティをできる限りシンプルなものにし 

て、モチベーションの向上を目指します。この2つは行動の変化を促すうえで重要な要素なのです。プロ

グラムを実行するのに必要なフィードバックとインプットを提供するスタッフで構成されるアドバイザ

リーボードを設置するのもよいでしょう。セキュリティチームとコミュニケーションチーム以外にも、

人事部と法務部との連携も望ましいでしょう。 

MGT433 デジタルダウンロードパッケージ 

SANS Instituteでは2日間のトレーニングコースを提供しています。MGT433: How to Build, Maintain 

and Measure a High-Impact Security Awareness Program （効果的なセキュリティ認識プログラム

の構築、維持および評価）。この集中講座には実用的なセキュリティ認識プログラムを構築するための

理論、スキル、枠組みおよびリソースが全て含まれ、人的リスクを効果的に管理・評価するためのノウ

ハウを学習できます。本ガイドの一部として、このコースのテンプレートのデジタルダウンロードパッ

ケージや計画リソースをご提供します。上記の資料は恐らくこのような取り組みのニーズを超えている

と思われますが、より大きな組織または複雑な取り組みの場合には役に立つでしょう。 

従業員からの質問への対応 

コミュニケーションとトレーニングに加えて、従業員からの質問に（可能であればリアルタイムで）答

えることができる何らかのITサービスまたはフォーラムを設置することを強くおすすめします。このよ

うなサービスの例として、専用のメールエイリアスやSkypeまたはSlackのチャットチャンネル、 

Yammerのようなオンラインフォーラムなどが挙げられます。他には、セキュリティ関連のネット配信

を週に数回、繰り返し配信するのも良いでしょう。このようにすれば、従業員がそれぞれの都合が良い

時間に配信に参加し、質問をすることもできるでしょう。できるだけセキュリティに親しんでもらい、

https://www.sans.org/security-awareness
https://behaviormodel.org/
https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
https://www.sans.org/selfstudy/course/how-to-build-security-awareness-program
http://mgt433.org/
http://mgt433.org/
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質問があれば対応するのが目的です。これは従業員と積極的に関わる素晴らしい機会というだけでな

く、セキュリティに親しんでもらうチャンスです。この機会を活用しましょう。効果的に取り組むため

に、そのようなチャンネルを管理したり、質問に答えるための専用のリソースが必要となることにご留

意ください。 

 

リスク＆トレーニング資料 

リモートワークを管理する上での主なリスクは3つあります。これはスタート地点であり、最も重要な意

味を持つものとなるでしょう。以下のそれぞれのリスクには複数の資料へのリンクがあります。各トピ

ックのコミュニケーションとトレーニングにご活用ください。組織の文化に照らし合わせて最も適切と

思われる資料を選べるよう、複数のコミュニケーション資料を用意しました。さらに、資料のほとんど

は多言語に対応しています。時間がなく資料の全てを確認することが難しい場合は、下記の2つの資料を

ご利用ください。 

1. 自宅から安全に仕事をするために ファクトシート（実践キットに同梱） 

2. 自宅のサイバーセキュリティ対応 動画（英語版） 他言語バージョンはこちら 

ソーシャルエンジニアリング 

リモートワークには様々なリスクがありますが、特に現在のような劇的な変化と緊急性を要する状況に

おいて最大のリスクとなるのはソーシャルエンジニアリング攻撃です。ソーシャルエンジニアリングと

は、攻撃者が標的を騙して間違った行動を誘発する心理的な攻撃です。現在のような変化と混乱の時期

はこうした攻撃にうってつけなのです。ソーシャルエンジニアリングとは何か、またその一般的な兆候

に気づく方法や、発見した場合に取るべき行動について従業員を教育することが対策の鍵となります。

フィッシングメールにのみ重点を置くのではなく、電話やメッセージ、SNS、フェイクニュースなどの

手法についても教育しましょう。このトピックについてトレーニングや復習を行うための資料は「ソー

シャルエンジニアリング サポート資料」フォルダーにあります。さらに SANS セキュリティ認識動画が

2 つ用意されていますのでリンクでご利用ください。こちらも多言語対応です。 

• ソーシャルエンジニアリング（英語版）他言語バージョンはこちら 

• フィッシング（英語版）他言語バージョンはこちら 

https://www.sans.org/security-awareness
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://ssahub.sans.org/folders/19qytvyc
https://ssahub.sans.org/folders/19qytvyc
https://cc.sans.org/api/previews/launch/4b52ce99-da2b-4a0f-9e56-1f1ed3dc5c68
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/api/previews/launch/89005129-b9f5-42af-a66b-06246bfa973a
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
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安全性の高いパスワード 

Verizon データ漏洩/侵害調査報告書（DBIR）に記載の通り、引き続き安全性の低いパスワードが世界的

な規模でデータ漏洩および侵害の主要な原因となっています。以下の 4 つの行動でこのリスクを管理で

きます。このトピックならびに 4 つの行動についてトレーニングや復習を行うための資料は「パスワー

ド」フォルダーにあります。 

 

• パスフレーズ（注 - 複雑なパスワードとパスワードの期限はいずれも廃止） 

• アカウントごとに固有のパスワード 

• パスワードマネージャー 

• 多要素認証（MFA）。二段階認証または二要素認証とも呼ばれます 

 

システムのアップデート 

第 3 のリスクは、従業員が使用する全ての機器で最新バージョンの OS やアプリケーション、モバイル

アプリをお使用しているかどうかです。個人のデバイスを使用している場合は、自動アップデートを有

効にする必要があるかもしれません。このトピックについてトレーニングや復習を行うための資料は

「マルウェア」または「家庭におけるサイバーセキュリティの構築」フォルダーにあります。 

 

その他検討すべきトピック 

• Wi-Fi: Wi-Fiアクセスポイントのセキュリティ確保。このトピックは家庭におけるサイバーセキュ

リティの構築の資料に掲載されています。また、動画家庭におけるサイバーセキュリティの構築

（英語版）の他言語バージョンはこちらにあります。 

• VPN: VPNとは？VPNを使用すべき理由について。  

VPNについてはOUCHニュースレターをおすすめします。 

• リモートアクセス: このトピックは自宅勤務ではなく、カフェや空港、ホテルなど、オフィス以外

の場所で仕事をする人向けです。トレーニング動画リモートアクセス（英語版）をご検討くだ 

さい。他言語バージョンはこちら。 

• 子供/訪問客: 家族や訪問客に仕事用のデバイスを使わせないというルールを徹底するには、トレー

ニング動画リモートアクセス（英語版）をご検討ください。他言語バージョンはこちら。 

https://www.sans.org/security-awareness
https://ssahub.sans.org/folders/b1bslq1y
https://ssahub.sans.org/folders/b1bslq1y
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/nist-has-spoken-death-complexity-long-live-passphrase
https://www.sans.org/security-awareness-training/blog/time-password-expiration-die
https://ssahub.sans.org/folders/esmmm1px
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://ssahub.sans.org/folders/a6r4a4cs
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://cc.sans.org/api/previews/launch/cc2cb028-089a-452e-8723-84d19591f074
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/virtual-private-networks-vpns
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
https://cc.sans.org/api/previews/launch/897a9764-5859-4ff7-9ecf-b283ee70a4d1
https://www.sans.org/security-awareness-training/deployment-kit-videos
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• 発見/対応: 従業員の在宅勤務注にインシデントが発生した場合に、報告を望みますか？その 

場合、どのタイミングで、どのような報告を望みますか？このトピックはハッキング資料に掲載さ

れています。 

OUCH ニュースレター 

プログラムをさらに補強するために、一般公開されているOUCHニュースレターの活用もご検討くださ

い。各号が20以上の言語に翻訳され公開されています。以下は在宅勤務におけるサイバーセキュリティ

をサポートするのにぴったりなOUCHニュースレターの一覧です。バックナンバーはオンラインの 

OUCHセキュリティ認識ニュースレターアーカイブでご覧いただけます。 

 

概要 

Four Steps to Staying Secure（セキュリティ確保のための 4 つのステップ） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/four-simple-steps-staying-secure 

 

Creating a Cybersecure Home（家庭におけるサイバーセキュリティ） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-cybersecure-

home 

 

ソーシャルエンジニアリング 

Social Engineering（ソーシャルエンジニアリング） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/social-engineering 

 

Messaging / Smishing（メッセージ/スミッシング） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/messaging-smishing-attacks 

 

Personalized Scams（パーソナライズされた詐欺） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/personalized-scams 

 

CEO Fraud（CEO 詐欺） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/ceo-fraudbec 

 

https://www.sans.org/security-awareness
https://ssahub.sans.org/folders/e9jkf8x4
https://sans.org/ouch
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/four-simple-steps-staying-secure
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-cybersecure-home
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2018/creating-cybersecure-home
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/social-engineering
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/messaging-smishing-attacks
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/personalized-scams
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/ceo-fraudbec
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Phone Call Attacks / Scams（電話攻撃/詐欺） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/phone-call-attacks-scams 

 

Stop That Phish（フィッシングの阻止） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish 

 

Scamming You Through Social Media（ソーシャルメディアを通じた詐欺） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-social-

media 

 

パスワード 

Making Passwords Simple（パスワードを使いやすくするために） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/making-passwords-simple 

 

Lock Down Your Login (2FA)（ログインのロックダウン（2FA）） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/lock-down-your-login 

 

その他 

Yes, You Are a Target（あなたが狙われています） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/yes-you-are-target 

 

Smart Home Devices（スマート家電） 

https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/smart-home-devices 

 

ヒント 

使いやすいフォーマットで共有できるヒント集です。 

• 自宅の無線ネットワークを保護する最も効果的な方法は、初期設定の管理パスワードの変更、

WPA2による暗号化を有効にし、無線ネットワークに安全性の高いパスワードを設定することで

す。 

https://www.sans.org/security-awareness
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/phone-call-attacks-scams
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/stop-phish
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-social-media
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/scamming-you-through-social-media
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/making-passwords-simple
https://www.sans.org/security-awareness-training/ouch-newsletter/2017/lock-down-your-login
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/yes-you-are-target
https://www.sans.org/security-awareness-training/resources/smart-home-devices
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• ベビーモニター、ゲーム機、テレビ、家電はもとより、自動車もホームネットワークにつながって

いるかもしれません。全ての機器が安全性の高いパスワードで保護され、OSが最新バージョンに

なっていることを確認してください。 

• OSとアプリケーションの両方が常にパッチ修正され、最新の状態に保たつことは、自宅のコンピ

ュータを保護するうえで最も効果的な方法の一つです。できるだけ自動アップデートを有効にして

おきましょう。 

• 究極的には常識こそが最良の防御です。メールや電話、オンラインメッセージの内容がおかしい、

怪しい、話がうますぎるといった場合は、攻撃かもしれません。 

• 各アカウントには安全性の高い固有のパスワードを設定してください。パスワード/パスフレーズ

を全て覚えられない？パスワードを安全に保管できるパスワードマネージャーの使用を検討しまし

ょう。 

• 二段階認証はアカウントを保護するうえで最良の方法の一つです。二段階認証とは、パスワードに

加えて、モバイルデバイスが生成する、またはモバイルデバイスに送信されるコードの両方を使用

する認証方法です。二段階認証に対応しているサービスにはGmailやDropbox、Twitterなどがあ

ります。 

• フィッシングとは、攻撃者が人を騙して有害なリンクをクリックさせたり、有害な添付ファイルを

開かせたりする攻撃方法です。緊急性をことさらに強調している、語法が怪しい、挨拶が「お客様

各位」など不特定多数を対象としているなどの特徴があるメールやメッセージには注意しまし 

ょう。 

 

計量化 

人々の家庭での行動を測定することはより難しいため、このような状況では行動の計量化は特に困難で

す。それに加え、一部の行動（Wi-Fi機器の保護など）は業務のためだけの行動。一方で、取り組みにつ

いては計量化が可能です。このように個人的または感情的なトピックはエンゲージメントが高く、他の

トピックよりもはるかに高い関心を得られることが分かっています。そのため、次のような計量化が役

に立つかもしれません。 

• インタラクション: いずれかのセキュリティチャンネルまたはフォーラムに質問や提案、サポート

https://www.sans.org/security-awareness
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要請などが来る頻度はどれくらいでしょう？ 

• シミュレーション: フィッシングやメールまたは電話を利用した手法で何らかのソーシャルエンジ

ニアリング攻撃のシミュレーションを行う。 

計量化方法の詳細なリストについてはMGT433 デジタルダウンロードパッケージからインタラクティブ

セキュリティ認識計量化マトリックスをダウンロードしてください。 
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ュリティ認識トレーニングの分野において20年以上もの経験を誇ります。彼は

honeynetを作り出し、Honeynet Projectを創設することで詐欺とサイバーインテリ

ジェンスの分野を切り開いてきたパイオニアです。Spitzner氏はSANSインストラク

ターとしてMGT433: Security Awareness（セキュリティ認識）と

MGT521: Security Culture（セキュリティ文化）のコースを開発しました。また、Spitzner氏はセキュ

リティに関する書籍を3冊出版しており、25か国以上でコンサルトとして活躍し、350を超える組織にお

いてセキュリティ認識や文化プログラムの構築に協力し、人的リスクの管理に役立てています。

Spitzner氏は積極的に情報発信を行い、Twitter（@lspitzner）にも投稿するほか、多数のコミュニティ

セキュリティ関連プロジェクトに携わっています。情報セキュリティ業界に入る前のSpitzner氏は、米

陸軍の即応部隊中の装甲部隊に将校として所属し、イリノイ大学でMBAを取得しました。 

https://www.sans.org/security-awareness
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https://sans.org/mgt433
https://sans.org/mgt521
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SANS Institute について 

SANS Instituteは共同研究・教育機関として1989年に設立されました。SANSは世界中の政府機関や商

業機関のプロフェッショナルに対してサイバーセキュリティのトレーニング及び認定を行う、最も信頼

される業界最大の機関です。高く評価されるSANSインストラクターは、200件を超える実地サイバーセ

キュリティトレーニングイベント、およびオンラインで60以上もの様々なコースを提供しています。 

SANS Instituteの関連団体であるGIACは、サイバーセキュリティのプロに求められる技能を35以上の実

践的サイバーセキュリティ認定で認証しています。地域公認の独立関連機関であるSANS 

Technology Instituteはサイバーセキュリティの修士号を授与しています。SANSは情報セキュリティコ

ミュニティに対し、コンセンサスプロジェクトや研究報告、ニュースレターなどの形で様々な無償のリ

ソースを提供するほか、インターネットの早期警告システムであるInternet Storm Centerを運営してい

ます。SANSの中心には、企業から大学まで、様々なグローバル組織を代表する多数のセキュリティ専門

家が所属しており、情報セキュリティのコミュニティ全体を支援するべく共同研究を行ってい 

ます。(https://www.sans.org) 

https://www.sans.org/security-awareness
https://www.sans.org/u/pL
https://www.sans.org/u/pL
https://www.giac.org/u/pQ
https://www.sans.edu/u/pV
https://www.sans.org/
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