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イントロダクション 

CIS ControlsTM は、システムとネットワークに対する最も一般的な攻撃を低減する、優
先順位付けされた一連のアクションであり、全体として多重防御のベストプラクティスを

構成しています。また、CIS Controls は IT 専門家のコミュニティによって開発されて
います。IT 専門家はサイバー防御者としての実体験を活かして、世界的に認められた
数多くのセキュリティベストプラクティスを生み出しています。開発に携わる IT 専門家
は、小売、製造、医療、教育、政府、防衛など、さまざまな業種から参画しています。   

現在、いわゆるサイバー防御の発達段階において、私たちは非常に興味深い時期を

迎えています。大規模なデータ損失、知的財産の盗用、クレジットカードの不正利用、

個人情報の盗難、プライバシー侵害、サービス拒否などが、サイバースペースでは日

常的な出来事になっています。 

そして、防御する側として私たちが利用できるものは非常に多く、セキュリティツールや

テクノロジー、セキュリティ標準、トレーニングや研修、認定資格、脆弱性データベース、

ガイダンス、ベストプラクティス、セキュリティコントロールカタログ、無数のセキュリティ

チェックリスト、ベンチマーク、推奨事項や勧告に至るまで、膨大な数にのぼります。ま

た、脅威への理解を助けるものとして、脅威情報フィード、レポート、ツール、警告サー

ビス、規格、脅威共有フレームワークなどが登場しました。その上になお、セキュリティ

要件、リスク管理フレームワーク、コンプライアンス体制、規定も存在します。セキュリテ

ィ担当者にとってみれば、インフラ保護のために必要な情報には事欠かないのです。 

ところが、こうしたテクノロジーや情報、およびその管理は、文字通り「膨大な選択肢に

よる混沌（Fog of More）」をもたらしています。オプションや優先事項、意見、要求が競
合することで、企業は麻痺し、重要な活動が妨げられてしまうおそれがあります。ビジ

ネスは複雑さの度合いを増し、依存度は拡大し、ユーザのモバイル化が進み、そして

脅威は進化していきます。新しいテクノロジーは大きなメリットはもたらしますが、それ

は同時に、データやアプリケーションが様々な場所に分散されることを意味し、その多く

は組織インフラの外に置かれることになります。このような複雑に相互接続した世界に

おいて、自社だけの問題としてセキュリティを検討できる企業などないのです。 

コミュニティとして、優先的活動の決定や相互サポートを目指して一致団結し、急速に

変化する問題と、無数とも言えるその対応策に臨む必要がありますが、それにあたって

持つべき知識やテクノロジーを最新に保ち続けていくには、一体どうしたらよいでしょう

か？取り組むべき最も重要な領域とは何なのでしょうか。企業はリスク管理プログラム

の充実に向けた第一歩をどう踏み出したらよいでしょうか。新たに起こる例外的脅威を

すべて追跡するのでも、基本事項を怠るのでもなく、むしろ基本事項のロードマップに

沿って、評価と改善の指針を得るにはどうしたらよいでしょうか。最も効果的な防御対

策とはどのようなものでしょうか。 

このような課題に対応することを目的とし、本 CIS Controls は開発され、現在推進さ
れています。当初は「Fog of More」を切り開く草の根活動として始まりましたが、現在
はあらゆる企業がとるべき最も基本的かつ重要な対応に重点を置いています。ここで

の価値は、知識とデータによって決定されます。これはすなわち、現在企業を悩ます攻

撃を防御し、警戒し、対処する能力を得ることにほかなりません。 
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CIS 主導の下、個人ユーザおよび団体の国際コミュニティによって、CIS Controls は
以下の趣旨で形作られてきました。 

� 攻撃と攻撃者に関する知見を共有し、根本的原因を特定し、これらの情報か

ら各種防御対策を策定する。 
� 実施例を文書化し、問題解決ツールを共有する。 
� 脅威の進化、攻撃者の能力、不正侵入のトレンドを追跡する。 
� 法規制フレームワークに CIS Controls を紐付け、全体的な優先事項を特定
して集中的に取り組む。 

� ツール、作業支援機能、翻訳を共有する。 
� 共通課題（初期アセスメント、実装ロードマップの策定など）を特定し、コミュニ

ティとして解決に取り組む。 

こうした活動が、単なる対策案に留まらない、高度に的を絞り優先順位付けされた対策

として、CIS Controls を形成しています。コミュニティ全体からなるサポートネットワーク
がこのような活動を実施、利用、拡張可能なものとし、業界や政府のあらゆるセキュリ

ティ要件に準拠しています。 

CIS Controls が効果的である理由：方法論
と貢献者 

CIS Controls は、実際に行われた攻撃や効果的
な防御対策から情報を収集し、エコシステム上の

あらゆる構成員（企業、政府機関、個人ユーザ）が

所属する多くのセクター（政府、電力、防衛、金融、

運輸、学術、コンサルティング、セキュリティ、IT）の
あらゆる担当者（脅威への対応者やアナリスト、技

術者、脆弱性診断者、ツール開発者、ソリューションプロバイダー、防御スタッフ、ユー

ザ、ポリシー策定者メーカー、監査者など）を交え、本コントロールを適用し運用するこ

とができるようにするべくとりまとめた知識が反映されています。こうした組織のトップ専

門技術者は、実際のサイバー攻撃に対する防御経験から得られた幅広い知識を蓄積

し、攻撃を防止または追跡する最良の防御テクニックをまとめた合意リストを作成しま

す。これにより、CIS Controls は、最もよく見られる攻撃から最も高度なサイバー攻撃
に至るまで、さまざまな攻撃を検知、防止し、またこれに対応し、被害を軽減する上で

最も効果的かつ具体的な技術対策をまとめたものとなっています。 

CIS Controls は、システムに対する初期のセキュリティ侵害をブロックするだけではな
く、すでにセキュリティ侵害を受けているマシンの検知や、攻撃者によるさらなる活動の

防止・阻止にも対応します。これらのコントロールで特定された防御対策は、デバイス

の設定強化で初期の攻撃対象範囲を狭め、セキュリティ侵害を受けたマシンを特定す

ることで組織ネットワーク内の長期的脅威に対処し、攻撃者によって埋め込まれた悪意

あるコードによるコマンド＆コントロールを阻止し、維持や改善が可能で、適応性と継続

性を備えた防御対応機能を確立します。 

  

The Center for Internet Security, Inc.
（CIS）は、サイバーセキュリティにおけ
るベストプラクティスの特定、開発、評

価、促進および維持、世界レベルのサ

イバーセキュリティソリューションの提

供、サイバーインシデントの回避や有

事の早期対応、さらに、サイバース

ペース上に信頼環境を実現するための

コミュニティ構築とその主導をミッション

とする、501c3 非営利組織です。 

詳しくは、 https://www.cisecurity.org/ 
をご覧ください。 



  

3 

CIS Controls には、5 つの重要なサイバー防御システムが反映されています。それら
の主な基本事項は次のとおりです。 

攻撃から防御を学ぶ：システムを侵害した実際の攻撃に関する知識を活用す

ることで、このような経験から継続的に学び、効果的かつ実用的な防御対策

を構築するための基盤を提供します。既知の攻撃を阻止できる効果が明らか

になっているコントロールだけを組み込みます。 

優先順位化：最大のリスク低減効果と、最も危険な脅威要因に対する保護が

得られ、かつ目的のコンピューティング環境に適切に実装できるコントロール

に対して、最初に投資を行います。 

測定とメトリクス：必要な調整を迅速に特定、実装できるようにする目的で組

織内でのセキュリティ対策の効果を測定するべく、経営幹部、IT 専門技術者、
監査担当者、セキュリティ担当者すべてが、理解できる共通メトリクスを確立

します。 

継続的な診断とリスク低減：現在のセキュリティ対策の効果をテスト、検証し、

次の段階での優先事項を推進するため、継続的な測定を実施します。 

自動化：防御を自動化することで、組織のコントロールおよび関連するメトリク

スに対する準拠度を、信頼性および拡張性の高い継続的な方法で測定でき

るようにします。 

導入にあたり 

CIS Controls は、組織が現在のセキュリティ状況を評価、改善するために取り入れる
ことのできる比較的少数のアクションリストであり、優先順位付けがなされ、入念な検討

を経てサポート体制が整えられています。また、「自社としては何をすべきか」から、より

大規模なセキュリティ対策の強化を目指した「一人ひとりが何を行わなくてはならない

か」へと課題を進化させています。  

ただし、その内容においても優先度においても、単一のソリューションがあらゆる状況

に対応できるというものではありません。各自のビジネス、データ、システム、ネットワー

ク、インフラストラクチャにとって不可欠な事項を理解し、事業や経営を成功に導く機能

に影響を与えるかもしれない攻撃者の活動を考慮しなくてはなりません。比較的少数で

あっても、すべてのコントロールを一度に実施することはできないため、評価、実装、お

よびプロセス管理の計画を策定する必要があります。  

セキュリティ対策を成功させるには、CIS Controls 1 から CIS Controls 6 までが不可
欠であり、これらが最初に実施されるべきコントロールであるとお考えください。これら

は「Cyber Hygiene」（サイバー予防策）と呼ばれ、攻撃から組織を守る強固な基盤を作
るために実施しなければならない基本事項です。例えばこれは、CIS Controls パート
ナーの  1 つである米国国土安全保障省（DHS）の  Continuous Diagnostic and 
Mitigation（CDM）Program（継続的診断およびリスク軽減プログラム）が取り入れてい
る方法です。オーストラリア通信電子（ASD）のパートナーが策定した「Essential Eight1」
（8 つの基本戦略） でも、同様の方法が提案されています。このドキュメントは、効果
が実証され高い評価を得ているサイバー防御対策集であり、CIS Controls とも密接に
                                                   
1 https://www.asd.gov.au/publications/protect/essential-eight-explained.htm 
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対応しています。また、US CERT（米コンピュータ緊急レスポンスチーム）の内容とも調
和しています。 

CIS Controls の現バージョン 

CIS Controls バージョン 6 のリリース（2015 年 10 月）では、ユーザニーズをより適
切に理解し、フィードバックを継続的に収集して、セキュリティ業界による CIS Controls 
のサポート方法を理解する手段を整えました。これにより、本書と CIS の補完製品に
おいてバージョン 7 の進化を推進しました。   

前述したサイバー防御の重要な信条に加えて、すべての CIS Control が明確、簡潔、
最新であるよう努めました。セキュリティコントロールを簡単に定義することは困難です

が、このバージョンははるかに簡単で管理しやすい実装、測定、自動化の基礎をなすと

考えています。  

CIS では、CIS Controls に関するフィードバックやアイデアに注意深く耳を傾けていま
す。特に、ユーザの多くはサイバーセキュリティプログラムに対する CIS Controls の
優先順位付けと段階的な調整について、さらに助言を求めています。このトピックはさ

らに検討する必要があるため、本書では触れずに近い将来、別途取り上げることにし

ます。この分野のニーズをより適切に把握するために、近くユーザ調査を行います。な

お 、 優 先 順 位 付 け に 関 す る フ ィ ー ド バ ッ ク や ア イ デ ア に つ い て は 、

controlsinfo@cisecurity.org にお送りいただければ幸いです。また、CIS WorkBench 
Community には、https://workbench.cisecurity.org/communities/71 からご参加い
ただけます。 

また、バージョン 6 からバージョン 7 に移行する企業向けに、移行作業を最小限に
抑えるための詳細な変更情報も提供しています。 

他の参考文献 

CIS Controls の真の力は、最善の実施案リストを作ることではなく、アイデアの共有お
よび総体的アクションを通して、セキュリティ強化を行う個人ユーザおよび企業からなる

コミュニティの経験を利用することにあります。  

そのため CIS は、私たち全員がお互いから学ぶための媒体および情報センターとし
ての役割を果たしています。バージョン 6 以降、CIS や業界全体から入手可能な補
完的な情報、製品、サービスが急増しています。以下の参考文献やその他補足資料に

ついては、CIS までお問合せください。 

� 本コントロールから正式なリスク管理フレームワーク（FISMA、ISO など）の幅
広いバリエーションへの変換 

� 企業での導入事例 
� CIS Controls バージョン 7 の測定とメトリクス 
� 小規模および中規模企業向けの情報  
� ベンダーのホワイトペーパーやその他本コントロールに対応している資料への

リンク  
� NIST Cybersecurity Framework と整合する文献 
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本書の構成 

本書の各コントロールの概要では、以下の要素を説明します。 

� 攻撃の防御や攻撃の存在を特定する際の CIS Control の重要性（このコント
ロールが重要である理由）と、このコントロールが実施されない状況が攻撃者

によってどのように悪用されるかを説明します。 
� 組織がコントロールを実装し、具体的なアクション（「サブコントロール」）をリス

ト化して記載します。 
� 実装と自動化を可能にする手順とツール。 
� 実装構成要素を示すサンプルのエンティティ関係図。 
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CIS Control 1:ハードウェア資産のインベントリとコントロール 

ネットワーク上のすべてのハードウェアデバイスを能動的に管理（インベントリ作成、追

跡、修正）し、アクセス権限を許可されたデバイスだけに付与します。また、許可されて

いないデバイスや管理されていないデバイスを検出し、これらのデバイスがアクセス権

限を取得することを防止します。 

この CIS Control が重要である理由 

世界中に潜んでいる攻撃者は、標的とした組織のアドレススペースを継続的にスキャ

ンし、新規システムや偶然に保護されていないシステムがネットワークに接続されるの

を待ち構えています。特に、ラップトップや個人所有のデバイスの持ち込み（BYOD）な
ど、企業ネットワークに接続したり切断したりを繰り返し、セキュリティが最新版に更新

されていないデバイス、あるいはすでに侵害されている可能性があるデバイスに関心

があります。ある日の夜にネットワーク上にインストールされ、翌日まで未設定のまま

適切なセキュリティ更新パッチが適用されずにいるハードウェアは、攻撃に利用されて

しまうことがあります。内部アクセスをすでに取得していれば、攻撃者はインターネット

からは見えないデバイスをも利用して、内部のピボットポイントや標的を物色します。攻

撃者のアクセスによって企業業務のセキュリティが影響を受けることを防ぐためには、

企業ネットワークに接続する追加システム（デモシステム、一時的テストシステム、ゲス

トネットワークなど）は慎重に管理されるか、あるいは隔離されなければなりません。 

大規模かつ複合的な企業では、複雑で急速に変化する環境を管理するという難題に

苦労しています。しかし、攻撃者は能力、忍耐力、意欲を示し、極めて大掛かりに私た

ちの資産の「インベントリとコントロール」を行い、機会をうかがっています。 

すべてのデバイスを管理コントロールすることは、システムのバックアップ、インシデント

レスポンス、復旧を計画、実施する上で重要な役割を果たすのです。 

CIS Control 1-20 

CIS Control 1:ハードウェア資産のインベントリとコントロール 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

1.1 デバイス 特定 
アクティブな資産

検出ツールを活用

する 

アクティブな資産検出ツールを活用し

て、組織のネットワークに接続されてい

るデバイスを特定し、ハードウェア資産

インベントリを更新します。 

1.2 デバイス 特定 
パッシブな資産検

出ツールを使用す

る 

パッシブな資産検出ツールを活用して、

組織のネットワークに接続されているデ

バイスを特定し、組織のハードウェア資

産インベントリを自動的に更新します。 

1.3 デバイス 特定 

DHCP ロギング
機能を使用して資

産インベントリを更

新する 

すべての動的ホスト構成プロトコル

（DHCP）サーバまたは IP アドレス管
理ツール上で DHCP ロギング機能を
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CIS Control 1:ハードウェア資産のインベントリとコントロール 

使用して、組織のハードウェア資産イン

ベントリを更新します。 

1.4 デバイス 特定 詳細な資産インベ

ントリを維持する 

情報を保管または処理する可能性のあ

る、すべての技術資産の正確かつ最新

のインベントリを維持します。このインベ

ントリには、組織のネットワークに接続さ

れているかどうかに関係なく、すべての

ハードウェア資産が含まれます。 

1.5 デバイス 特定 資産インベントリ情

報を維持する 

ハードウェア資産インベントリには、各資

産のネットワークアドレス、ハードウェア

アドレス、マシン名、データ資産所有者、

部門が記録され、ハードウェア資産がネ

ットワークへの接続を承認されているか

どうかを確認します。 

1.6 デバイス 対応 許可されていない

資産に対処する 

許可されていない資産がネットワークか

ら分離／隔離されていること、あるいは

インベントリが適時に更新されているこ

とを確認します。 

1.7 デバイス 保護 
ポートレベルでの

アクセスコントロー

ルを適用する 

802.1X 規格に準拠したポートレベルで
のアクセスコントロールを活用して、ネッ

トワークに対して認証できるデバイスを

制御します。許可されたデバイスだけが

ネットワークに接続できるように、認証シ

ステムをハードウェア資産インベントリ

データに紐付けます。 

1.8 デバイス 保護 

クライアント証明書

を活用してハード

ウェア資産を認証

する 

クライアント証明書を使用して、組織の

信頼できるネットワークに接続するハー

ドウェア資産を認証します。 

 

CIS Control 1:手順およびツール 

このコントロールには、ライフサイクル全体を通じてハードウェアのインベントリおよびす

べての関連情報を管理し把握するプロセスと符合した、技術面と手順面での活動が求

められます。これは、情報、ソフトウェア、ハードウェアを含むビジネスプロセスの各コン

ポーネントについて、情報や資産の管理責任者を置くことによるビジネスガバナンスに

もつながります。大規模で包括的な企業向け製品を利用して IT 資産インベントリを保
守する組織もあります。あるいは、適切なツールでネットワークを走査してデータを収集

し、結果をデータベースで独立管理している企業もあります。  

正確な最新の IT 資産情報を維持するということは、プロセスが常に動いているという
ことです。組織は、定期的にアクティブスキャンを実施し、ネットワーク接続デバイスを

識別するさまざまなパケットタイプを送信できます。こうしたスキャンを行うならば、ネット
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ワークのロード履歴と容量を確認して定期スキャンを行うのに適切な帯域幅があること

を、あらかじめ検証しなければなりません。  

インベントリスキャンを実施するに当たっては、スキャンツールが従来の ping パケット
（ICMP エコー要求）を送信し、特定 IP アドレスのシステムを識別することを目的とし
て ping 応答を待つことがあります。一部のシステムは、従来の ping に加えインバウ
ンド ping パケットをブロックするため、スキャナは伝送コントロールプロトコル（TCP）
の同期（SYN）または確認（ACK）パケットを利用して、ネットワーク上のデバイスを特定
することもできます。スキャナによっては、ネットワーク上にあるデバイスの IP アドレス
を特定したうえで、強固なフィンガープリント機能を使って検出されたマシンのオペレー

ティングシステムタイプを判別します。 

ネットワークを走査するアクティブスキャンツールに加え、ある種の資産識別ツールは、

ネットワークインタフェース上で受動待機して、デバイスがトラフィックを送出するとその

存在を感知します。このようなパッシブツールは、ネットワーク内の重要な場所にあるス

イッチスパンポートに接続できスイッチを通過するすべてのデータを表示します。そのた

め、これらのスイッチを経由して通信するシステムを特定できるチャンスを最大限に得

ることができます。 

また多くの組織は、スイッチやルータなどのネットワーク資産から、ネットワークに接続

されたマシンに関する情報を取得します。ツールは安全に認証され暗号化されたネット

ワーク管理プロトコルを使用して、ネットワークデバイスから MAC アドレスなどの情報
を取得できます。それらデバイスは、組織のサーバ、ワークステーション、ラップトップ、

およびその他デバイスの資産インベントリに紐づいています。MAC アドレスを確認した
ら、適切に構成されている認証システムだけをネットワークに接続できるよう、スイッチ

には 802.1x と NAC を実装する必要があります。 

ワイヤレスデバイス（および有線のラップトップ）は、定期的にネットワークに接続したり

切断したりするので、現在利用可能なシステムのインベントリは常に変動します。同様

に仮想マシンは、シャットダウンや一時停止時に資産インベントリで追跡することが困

難になることがあります。さらに、仮想プライベートネットワーク（VPN）技術を使ってネッ
トワークにアクセスするリモートマシンは、ネットワークに一時的に接続してから、切断

することがあります。IP アドレスを使用する各マシンは、物理マシンであっても仮想マ
シンであっても、組織の資産インベントリに登録されなくてはなりません。 
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CIS Control 1:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 2:ソフトウェア資産のインベントリとコントロール 

ネットワーク上のすべてのソフトウェアを能動的に管理（インベントリ作成、追跡、修正）

し、許可されたソフトウェアだけをインストールし、実行可能とします。許可されていない

ソフトウェアや管理されていないソフトウェアを検出し、不正なソフトウェアのインストー

ルと実行を防止します。 

この CIS Control が重要である理由 

攻撃者は標的とした組織を継続的にスキャンし、リモートから悪用可能な脆弱性を抱え

るバージョンのソフトウェアを探します。また、一部の攻撃者は、悪意のある Web 
ページ、文書ファイル、メディアファイル、およびその他のコンテンツを自身の Web 
ページや信頼できるサードパーティーサイトから配布します。疑いを持たない被害者が

脆弱なブラウザやその他のクライアント側プログラムを使用してこのコンテンツにアクセ

スすると、攻撃者は被害者のマシンを侵害し、長期にわたってシステムのコントロール

を可能にするバックドアプログラムやボットをインストールします。一部の巧妙な攻撃者

は、ゼロデイエクスプロイトを利用することがあります。ソフトウェアベンダーからはパッ

チがまだリリースされていない、存在が公になる前の脆弱性が利用されるのです。組織

に適用されているソフトウェアを適切に把握あるいは管理していない状態では、資産を

適切に保護することなどできません。 

こうした管理が不十分なマシンは、業務に必要のないソフトウェアを実行しているか（潜

在的なセキュリティ上の不具合を招く）、あるいはシステムのセキュリティが侵害された

後で攻撃者によって導入されたマルウェアを実行している可能性が高いのです。1 台
のマシンが悪用されてしまうと、そのマシンは攻撃者の足がかりとなり、侵害されたシス

テムとそこに接続する他のシステムからも機密情報が収集されるという例が多く見られ

ます。さらに侵害されたマシンは、攻撃者がネットワークおよびその連携ネットワーク全

体を移動するための拠点としても利用されます。このように攻撃者は、たった 1 台の
マシンを起点として急速に多くのマシンを侵害することがあります。完全なソフトウェア

インベントリを持たない組織は、脆弱なソフトウェアやマルウェアを実行しているシステ

ムを見つけることができず、問題の軽減や、攻撃者の一掃に取り組むことができません。 

すべてのソフトウェアを管理コントロールすることは、システムのバックアップ、インシデ

ントレスポンス、復旧を計画、実施する上で重要な役割を果たすのです。 

 

CIS Control 2:ソフトウェア資産のインベントリとコントロール 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

2.1 アプリケー

ション 特定 
許可されたソフトウ

ェアのインベントリ

を維持する 

業務目的のために、企業内で必要とさ

れているシステム上の許可されたすべ

てのソフトウェアの最新リストを維持しま

す。 

2.2 アプリケー

ション 特定 ソフトウェアがベン

ダーによってサ

ソフトウェアのベンダーが現在サポート

しているソフトウェアアプリケーションま
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CIS Control 2:ソフトウェア資産のインベントリとコントロール 

ポートされているこ

とを確認する 
たはオペレーティングシステムだけが、

組織の許可されたソフトウェアインベント

リに追加されていることを確認します。

サポートされていないソフトウェアは、イ

ンベントリシステムでサポートされていな

いものとしてタグ付けする必要がありま

す。 

2.3 アプリケー

ション 特定 
ソフトウェアインベ

ントリツールを活

用する 

組織全体でソフトウェアインベントリツー

ルを活用して、業務システム上のすべて

のソフトウェアのドキュメントを自動化し

ます。 

2.4 
アプリケー

ション 特定 
ソフトウェアインベ

ントリ情報を追跡

する 

ソフトウェアインベントリシステムは、組

織が許可したオペレーティングシステム

を含む、すべてのソフトウェアの名称、

バージョン、発行元、インストール日を追

跡する必要があります。 

2.5 
アプリケー

ション 特定 
ソフトウェアとハー

ドウェア資産インベ

ントリを統合する 

すべてのデバイスとそれに関連するソフ

トウェアとを一元的に追跡できるよう、ソ

フトウェアインベントリシステムを各関連

ハードウェア資産インベントリに紐付け

ます。 

2.6 アプリケー

ション 対応 
許可されていない

ソフトウェアに対処

する 

許可されていないソフトウェアが分離さ

れていること、あるいはインベントリが適

時に更新されていることを確認します。 

2.7 アプリケー

ション 保護 
アプリケーションの

ホワイトリストを活

用する 

許可されたソフトウェアだけが実行さ

れ、許可されていないソフトウェアはす

べて資産で実行されないようにするた

め、アプリケーションのホワイトリスト技

術をすべての資産に活用します。 

2.8 
アプリケー

ション 保護 
ライブラリのアプリ

ケーションホワイト

リストを実装する 

組織のアプリケーションホワイトリストソ

フトウェアでは、許可されたソフトウェア

ライブラリ（*.dll、*.ocx、*.so など）だけ
をシステムプロセスにロードできるように

する必要があります。 

2.9 
アプリケー

ション 保護 
スクリプトのアプリ

ケーションホワイト

リストを実装する 

組織のアプリケーションホワイトリストソ

フトウェアでは、許可されたデジタル署

名付きスクリプト（*.ps1、*.py、マクロな
ど）だけをシステム上で実行できるよう

にする必要があります。 

2.10 アプリケー

ション 保護 

リスクの高いアプリ

ケーションを物理

的または論理的に

隔離する 

物理的または論理的に隔離されたシス

テムを使用して、業務に必要であるが組

織のリスクを高めるソフトウェアを分離し

て実行する必要があります。 
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CIS Control 2:手順およびツール 

市販のホワイトリストツール、ポリシーまたはアンチウイルススイートや一般的なオペ

レーティングシステムに付属のアプリケーション実行ツールを組み合わせることで、ホ

ワイトリスト機能を実装できます。市販のソフトウェアと資産インベントリツールは一般

に入手可能で、現在、多くの企業で利用されています。これらツールの最も優れたもの

には、企業で利用される数百もの一般アプリケーションのインベントリチェックが用意さ

れています。インストールされている各プログラムについてパッチレベルで情報を取得

することによって最新バージョンであることを確認し、共通プラットフォーム一覧仕様に

見られるような標準アプリケーション名を活用します。 

ホワイトリストを実装している機能は、現在多くのエンドポイントセキュリティスイートに

組み込まれています。また、市販のソリューションでは、アプリケーションのホワイトリス

トとブラックリストとともに、アンチウイルス、アンチスパイウェア、パーソナルファイアウ

ォール、およびホストベースの侵入検知システム（IDS）と侵入防御システム（IPS）をバ
ンドルする傾向が高まっています。特に、ほとんどのエンドポイントセキュリティソリュー

ションは、特定の実行可能ファイル名、ファイルシステムの場所、暗号化ハッシュを調

べ、保護されたマシンでアプリケーションの実行を許可するかどうかを決定できます。こ

れらの中で最も有効なツールは、実行可能ファイルのパス、ハッシュ、または正規表現

マッチングに基づいたカスタムホワイトリストを提供します。一部には、特定ユーザが特

定時刻に特定プログラムのみを実行するための規則を管理者が定義できるようにする

グレイリスト機能も組み込まれています。 

CIS Control 2:システムエンティティ関係図 

 

  



  

13 

CIS Control 3:継続的な脆弱性管理 

継続的に新たな情報を取得、評価し、この情報に基づいて措置を講じることで、脆弱性

を特定して修復し、攻撃チャンスを最小限に抑えます。 

この CIS Control が重要である理由 

サイバー防御担当者は、新しい情報（ソフトウェア更新、パッチ、セキュリティ勧告、脅

威の報告など）が絶え間なく流入する状況で活動しなければなりません。脆弱性を理解

し管理することは継続して行わなければならない活動であり、長い時間と高い注意力、

そして多大なリソースを必要とします。  

攻撃者も同じ情報を入手できるため、新しい情報が得られてから修正が行われるまで

にできる隙を突かれてしまうことがあります。例えば、研究者が新たな脆弱性を報告す

ると、攻撃者（「武器化」、攻撃の開始、脆弱性を突く）、ベンダー（パッチまたはシグネチ

ャおよびアップデートの開発と公開）、および防御者（リスク評価、パッチの修正確認テ

スト、インストール）といったすべての当事者が競争を始めます。  

脆弱性をスキャンして発見された不具合にあらかじめ手を打たなければ、組織はコンピ

ュータシステムが侵害を受ける高い可能性にさらされてしまうことになります。防御者は、

修復の規模を組織全体に拡大し、競合する優先事項と突き合わせて対応を優先付け

する際に、特有の課題に直面し、場合によっては思わぬ副次的影響が発生することが

あります。  

 

CIS Control 3:継続的な脆弱性管理 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

3.1 アプリケー

ション 検知 
自動化された脆弱

性スキャンツール

を実行する 

SCAP に準拠した最新の脆弱性スキャ
ンツールを使用して、週単位またはそれ

以上の頻度でネットワーク上のすべて

のシステムを自動的にスキャンし、組織

のシステム上の潜在的な脆弱性をすべ

て特定します。 

3.2 
アプリケー

ション 検知 
認証済みの脆弱

性スキャンを実施

する 

認証済みの脆弱性スキャンは、各シス

テム上でローカルに実行されているエー

ジェント、またはテスト対象システム上の

昇格権限で構成されたリモートスキャナ

で実施します。 

3.3 ユーザ 保護 
専用のアセスメン

トアカウントを保護

する 

認証済みの脆弱性スキャン専用のアカ

ウントを使用します。このアカウントは、

その他の管理作業には使用してはなら

ず、また特定の IP アドレスで特定のマ
シンに関連付ける必要があります。 
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CIS Control 3:継続的な脆弱性管理 

3.4 
アプリケー

ション 保護 

オペレーティング

システムの自動化

されたパッチ管理

ツールを適用する 

ソフトウェアベンダーが提供する最新の

セキュリティ更新プログラムがオペレー

ティングシステムで実行されていること

を確認するために、自動化されたソフト

ウェア更新ツールを適用します。 

3.5 
アプリケー

ション 保護 

ソフトウェアの自動

化されたパッチ管

理ツールを適用す

る 

ソフトウェアベンダーが提供する最新の

セキュリティ更新プログラムがすべての

システムのサードパーティーソフトウェア

で実行されていることを確認するため

に、自動化されたソフトウェア更新ツー

ルを適用します。 

3.6 アプリケー

ション 対応 
バックツーバック脆

弱性スキャンを比

較する 

バックツーバック脆弱性スキャンの結果

を定期的に比較して、脆弱性が適時に

修復されていることを確認します。 

3.7 アプリケー

ション 対応 リスク評価プロセ

スを活用する 

リスク評価プロセスを活用して、発見さ

れた脆弱性の修復に優先順位を付けま

す。 

 

CIS Control 3:手順およびツール 

システムのセキュリティ設定評価には、多くの脆弱性スキャンツールが利用可能です。

リモート側で管理されるスキャンアプリケーションを利用した商用サービスが有効だと

認識済みの企業もあるでしょう。組織の複数部門、場合によっては組織全体にわたっ

て発見された脆弱性の定義を標準化するのに役立つよう、セキュリティの不具合を測

定し、業界で認知されている 1 つ以上の脆弱性、設定、およびプラットフォーム分類ス
キームや言語（CVE、CCE、OVAL、CPE、CVSS、XCCDF）を使用してカテゴリー化さ
れた脆弱性と問題にその不具合をマップする、脆弱性スキャンツールの利用をお勧め

します。 

ログイン認証情報なしで実行可能なスキャンより、スキャンシステムにユーザ認証情報

を使ってログインし設定を行えるツールの方が、より包括的なスキャンを実行すること

ができます。また、組織のシステムが多様化するとともに各ベンダーのパッチサイクル

も変動することになるので、スキャンアクティビティの頻度も合わせて増やさなくてはな

りません。 

脆弱性と誤設定をネットワーク全体にわたって検査するスキャンツールに加え、さまざ

まな無償・有償ツールでも、インストールされているローカルマシンのセキュリティ構成

と設定を評価することができます。こうしたツールは、許可されていない設定変更や、管

理者がうっかり入れ込んでしまったセキュリティの脆弱性を詳細に把握するのに役立ち

ます。 

効率的な組織であれば、脆弱性スキャナを課題管理チケット発行システムにリンクさせ、

問題の修正状況を自動的にモニタして報告し、低減されていない重大な脆弱性をより

高位の管理職レベルに対して可視化し、問題が確実に解決されるようにします。 
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最も効果的な脆弱性スキャンツールは、新旧のスキャン結果を比較し、時間経過ととも

に環境内の脆弱性がどのように変化したかを判別します。セキュリティ担当者は、これ

らの機能を利用して、毎月脆弱性の傾向分析を実施します。 

スキャンツールがパッチ未適用のシステムの脆弱性を見つけ出したら、セキュリティ担

当者は、システムのパッチ公開から、脆弱性スキャンの実行までに要した時間を測定し、

文書化する必要があります。この時間枠が、組織が設定した特定パッチの適用におけ

るベンチマークの限界を超えている場合、セキュリティ担当者は遅延を記録し、システ

ムとそのパッチについての逸脱が公式に文書化されていたかどうかを見極める必要が

あります。文書化されていなかった場合、セキュリティチームは経営層と協力して、パッ

チ適用プロセスを改善する必要があります。 

さらに、一部の自動化されたパッチ適用ツールは、ベンダーまたは管理者によるエラー

が原因で、特定のパッチを検知またはインストールしないことがあります。このために、

すべてのパッチチェックは、Web サイトで各ベンダーが発表したパッチリストとシステム
パッチ間で一致させる必要があります。 

 

CIS Control 3:システムエンティティ関係図 

 

  



  

16 

CIS Control 4:管理権限のコントロールされた使用 

コンピュータ、ネットワーク、アプリケーションの管理権限の使用、割り当て、設定を追

跡／管理／防止／修正するためのプロセスとツールです。 

この CIS Control が重要である理由 

管理権限の誤使用は、攻撃者が標的とする企業内に侵入するための主たる手段とな

ります。極めてよく使われる 2 つの攻撃テクニックがあり、これらはコントロールされて
いない管理権限を利用します。まず 1 つ目は、権限ユーザとして実行しているワーク
ステーションユーザを騙し、悪意のある電子メールの添付ファイルを開かせるか、悪意

のある Web サイトからファイルをダウンロードさせ開かせるか、または自動的にブラ
ウザを悪用する攻撃者コンテンツをホストしている Web サイトにアクセスさせるという
手口です。ファイルまたはエクスプロイトには実行可能コードが含まれており、このコー

ドは被害者のマシンで自動的に実行されるか、攻撃者のコンテンツを実行するようユー

ザを騙すことによって実行されます。被害者のユーザアカウントに管理権限が付与され

ている場合、攻撃者は、被害者のマシンを完全にコントロールし、キーストロークロガー、

スニファー、およびリモートコントロールソフトウェアをインストールして、管理者パス

ワードとその他の機密データを見つけ出すことができます。類似の攻撃は電子メール

で行われます。管理者がうっかり感染した添付ファイルを含む電子メールを開くことで、

他のシステムを攻撃するために使用されるネットワーク内の起点を得るという手口がこ

れにあたります。 

攻撃者が使用する 2 つ目の一般的テクニックは、管理ユーザのパスワードの推測ま
たはクラッキングによって権限を昇格させ、ターゲットマシンへのアクセスを取得します。

管理権限が厳密ではなく広く分散されている場合、または重要性の低いシステムで使

用されているパスワードと同一なら、攻撃者はより容易にシステムを完全にコントロー

ルすることができます。攻撃者が管理権限を侵害するための手段として利用できるアカ

ウントがより多く存在するためです。  

 

CIS Control 4:管理権限のコントロールされた使用 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

4.1 ユーザ 検知 
管理者アカウント

のインベントリを維

持する 

自動化されたツールを使用して、ドメイ

ンアカウントおよびローカルアカウントを

含むすべての管理者アカウントのインベ

ントリを作成し、許可されたユーザのみ

が昇格権限を持つようにします。 

4.2 ユーザ 保護 デフォルトのパス

ワードを変更する 

新しい資産を適用する前に、すべての

デフォルトパスワードを管理者レベルの

アカウントに対応した値に変更します。 
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CIS Control 4:管理権限のコントロールされた使用 

4.3 ユーザ 保護 
専用の管理アカウ

ントの使用を確認

する 

管理アカウントのアクセス権を持つすべ

てのユーザが、昇格アクティビティに専

用のアカウントまたはセカンダリアカウ

ントを使用していることを確認します。こ

のアカウントは、インターネット閲覧、電

子メールなどのアクティビティではなく、

管理アクティビティにのみ使用する必要

があります。 

4.4 ユーザ 保護 
固有のパスワード

を使用する 

多要素認証がサポートされていない場

合（ローカル管理者、ルート、サービスア

カウントなど）、アカウントはそのシステ

ムに固有のパスワードを使用します。 

4.5 ユーザ 保護 
すべての管理アク

セスで多要素認証

を使用する 

すべての管理アカウントアクセスで多要

素認証と暗号化されたチャネルを使用し

ます。 

4.6 ユーザ 保護 

すべての管理者タ

スクで専用のワー

クステーションを使

用する 

管理者がすべての管理者タスクや管理

アクセスを必要とするタスクをする際

は、専用マシンを使用していることを確

認します。専用マシンは組織の主要な

ネットワークからは分離され、インターネ

ットアクセスを許可しないようにします。

また、専用マシンは電子メールを読んだ

り、文書を作成したり、インターネットで

情報を閲覧したりといった用途には使用

されないようにします。 

4.7 ユーザ 保護 
スクリプトツールへ

のアクセスを制限

する 

ス ク リ プ ト ツ ー ル （ Microsoft 
PowerShell、Python など）へのアクセ
スを、これらの機能にアクセスする必要

がある管理ユーザまたは開発ユーザの

みに制限します。 

4.8 ユーザ 検知 

管理者グループの

変更時にログエン

トリを発行してア

ラートを送信する 

割り当てられた管理権限にグループが

追加または削除されたとき、ログエントリ

を発行してアラートを送信するようシス

テムを構成します。 

4.9 ユーザ 検知 

管理者アカウント

へのログイン失敗

時にログエントリを

発行してアラートを

送信する 

管理者アカウントへのログインが失敗し

たときに、ログエントリを発行してアラー

トを送信するようシステムを構成します。 

 

CIS Control 4:手順およびツール 

組み込みオペレーティングシステム機能は、個々のシステムでローカルまたドメインコ

ントローラ全体の両方で、スーパーユーザ権限を持つアカウントのリストを抽出できま
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す。高権限アカウントを持つユーザが、日常的な Web や電子メールの閲覧にそのア
カウントを使用していないことを確認するには、セキュリティ担当者が実行されているプ

ロセスのリストを定期的に収集し、Web ブラウザまたは電子メールブラウザが高権限
で実行されているかどうかを判別する必要があります。そのような情報収集は、高権限

ユーザがマシンで実行している何十にも及ぶ Web ブラウザや電子メールブラウザ、
文書編集プログラムを検索できるよう、短いシェルスクリプトを使ってスクリプト化するこ

とができます。一部の正当なシステム管理活動において、短期間ならこうしたプログラ

ムの実行が必要になることがありますが、管理権限で長期間または頻繁に使用してい

る場合は、管理者がこのコントロールに準拠していないことを示している可能性があり

ます。 

強固なパスワード要件を施行するに、最小のパスワード長を組み込みオペレーティン

グシステムの機能で設定し、ユーザが短いパスワードを選択することを防ぎます。複雑

なパスワードを強制する（パスワードを偽似乱数の文字列にするよう義務付ける）には、

組み込みオペレーティングシステムで設定するか、あるいはパスワードの複雑さを義務

付けるサードパーティーツールを適用しても構いません。 

システムおよびライフサイクルのコンテキストでは、パスワードの強度および管理（変更

頻度など）を考慮する必要があります。優れたリソースを以下に示します。  

� The NIST Digital Identity Guidelines（https://pages.nist.gov/800-63-3/） 
 

CIS Control 4:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 5:モバイルデバイス、ラップトップ、ワークステーションおよび 
サーバに関するハードウェアおよびソフトウェアのセキュアな設定 

攻撃者が脆弱なサービスや設定を悪用できないようにするため、厳格な設定管理およ

び変更管理プロセスを使用して、モバイルデバイス、ラップトップ、サーバ、およびワー

クステーションのセキュリティ設定を確立、実装し、能動的に管理（追跡、報告、修正）し

ます。  

この CIS Control が重要である理由 

メーカーやリセラーから納品された時点でのオペレーティングシステムやアプリケーショ

ンのデフォルト設定は、通常導入のしやすさや使いやすさに配慮されており、セキュリ

ティが考慮されていません。基本的なコントロール、空いているサービスおよびポート、

デフォルトアカウントやパスワード、古い（脆弱な）プロトコル、プリインストールされてい

る不要なソフトウェアなどはすべて、デフォルト状態では悪用される可能性があります。   

適切なセキュリティプロパティで構成設定を開発することは、個人ユーザの能力の域を

超えた複雑な作業であり、適切な判断には何百万通りもの分析が必要になる可能性

があります（以下の手順およびツールのセクションにセキュアな設定に関する参考リ

ソースが記載されています）。ソフトウェアの更新やパッチの適用、新たなセキュリティ

脆弱性の出現、あるいは、新規ソフトウェアのインストールや新しい運用要件への対応

に合わせて設定を「調整」するなど、こうした機会に伴ってセキュリティが「低下」するこ

とを避けるためには、強力な初期設定が施されインストールされていたとしても、継続

的な設定管理を行う必要があります。このように管理を行わなければ、ネットワークに

アクセス可能なサービスとクライアントソフトウェアの両方を悪用する機会を攻撃者に

与えてしまうことになります。  

 

CIS Control 5:モバイルデバイス、ラップトップ、ワークステーションおよび 
サーバに関するハードウェアおよびソフトウェアのセキュアな設定 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

5.1 
アプリケー

ション 保護 
セキュアな設定を

確立する 

許可されたすべてのオペレーティングシ

ステムおよびソフトウェアに関して、文書

化された標準のセキュリティ設定基準を

維持します。 

5.2 アプリケー

ション 保護 安全なイメージを

維持する 

組織の承認済み設定基準に基づいて、

企業内のすべてのシステムのセキュア

なイメージまたはテンプレートを維持しま

す。新規システムや既存システムが侵

害された場合は、それらのイメージまた

はテンプレートのいずれかを使用してイ

メージングする必要があります。 
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CIS Control 5:モバイルデバイス、ラップトップ、ワークステーションおよび 
サーバに関するハードウェアおよびソフトウェアのセキュアな設定 

5.3 アプリケー

ション 保護 
マスターイメージを

セキュアに格納す

る 

セキュアに設定されたサーバにマスター

イメージとテンプレートを格納する必要

があります。完全性モニタリングツール

を使用して、イメージに対して許可され

た変更のみを行うようにします。 

5.4 アプリケー

ション 保護 システム設定管理

ツールを適用する 

スケジュールされた定期的な間隔でシ

ステムに対し構成設定を自動的に実

施、再適用するシステム設定管理ツー

ルを適用します。 

5.5 
アプリケー

ション 検知 
自動化された設定

モニタリングシステ

ムを実装する 

Security Content Automation Protocol
（SCAP）準拠の設定モニタリングシステ
ムを使用して、すべてのセキュリティ設

定要素、カタログ承認済み例外を検証

し、許可されていない変更が発生した場

合にアラートを送信します。 

 

CIS Control 5:手順およびツール 

組織は、各ソフトウェアシステムのセキュリティベースラインを新規開発するのではなく、

公式に開発されたセキュリティベンチマーク、セキュリティガイド、チェックリストなどを入

念に吟味し、サポートが受けられるものを使って開発する必要があります。優れた参考

リソースを以下に示します。  

� The CIS Benchmarks™ Program（www.cisecurity.org） 
� The NIST National Checklist Program（https://nvd.nist.gov/ncp/repository） 

こうしたベースラインは、ローカルポリシーやローカル要件に合わせて拡大あるいは調

整が必要になります。ただし追って実施される審査や監査に向けて、逸脱とその根拠

は文書に記録しておかなくてはなりません。 

構成が複雑な企業では、1 つのセキュリティベースライン設定（企業全体のすべての
ワークステーションを対象とした 1 つのインストールイメージなど）を確立することが現
実的ではないか、または受け入れ難いことが起こりがちです。予定している適用（DMZ 
への Web サーバの導入と、内部ネットワークへの電子メールサーバまたはその他の
アプリケーションサーバの導入など）に伴うリスクや必要とされる機能に対応するため、

適切な強化に基づいて異なる標準イメージをサポートする必要が生じることがあります。

各標準イメージのセキュリティプロパティをより適切に理解、管理するためには、使用す

る標準イメージの数を最小限に抑えてください。ただしこの場合、組織は複数のベース

ラインを管理できる体制を整えている必要があります。  

市販あるいは無償の設定管理ツールを採用して、管理対象マシンのオペレーティング

システムやアプリケーションの設定を測定し、標準イメージ設定からの逸脱を特定する

ことができます。一般的な設定管理ツールは、各被管理システムにインストールされた

エージェントを組み合わせるか、または管理者認証情報で各被管理マシンにリモートロ
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グインすることでエージェントなしのシステムチェックをしています。また、リモートセッシ

ョンを開始し、一時エージェントまたはダイナミックエージェントをターゲットシステムに展

開してスキャンし、その後エージェントを削除するというハイブリッド方式が採用されるこ

ともあります。 

CIS Control 5:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 6:監査ログの保守、監視および分析 

イベント監査ログを収集、管理、分析します。これは、攻撃を検知、理解し、攻撃からの

被害を復旧する上で役立ちます。  

この CIS Control が重要である理由 

セキュリティロギングと分析が欠如していると、攻撃者の所在や悪意のあるソフトウェア、

マシンが受けた被害痕跡の隠ぺいを許してしまいます。システムが侵害されたことを被

害者が認識した場合でも、保護された完全なロギングレコードがなければ、攻撃の詳

細やそれに続く攻撃者の行動を知ることができません。しっかりとした監査ログがなけ

れば、いつまでも攻撃に気づくことができず、受けたダメージを修復することさえできな

いかもしれません。 

時としてロギングレコードが、攻撃を証明する唯一の証拠にもなります。多くの組織は、

コンプライアンス目的で監査記録をとります。しかし、こうした組織は監査ログをめった

に確認せず、システム侵害を認識していないという事実が、攻撃者に利用されてしまい

ます。未検査のログファイルに攻撃の証拠が記録されていたとしても、ログ分析プロセ

スが不完全であったり、プロセス自体が存在しなければ、攻撃者の存在は標的組織内

で誰にも知られることがないため、数ヶ月あるいは数年にもわたって被害者のマシンが

コントロールされてしまいます。 

 

CIS Control 6:監査ログの保守、監視および分析 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

6.1 ネットワー

ク 検知 
3 つの同期化され
た時刻ソースを活

用する 

ログ内のタイムスタンプが整合するよう

に、すべてのサーバとネットワーク機器

が定期的に時刻情報を取得する同期化

された時刻ソースを、少なくとも 3 つ使
用します。 

6.2 ネットワー

ク 検知 監査ロギングを起

動する 

すべてのシステムとネットワークデバイ

ス上でローカルロギングが有効になって

いることを確認します。 

6.3 
ネットワー

ク 検知 
詳細ロギングを有

効にする 

イベントソース、日付、ユーザ、タイムス

タンプ、送信元アドレス、宛先アドレス、

その他の有用な要素などの詳細な情報

を含めるために、システムロギングを有

効にします。 

6.4 
ネットワー

ク 検知 
ログ用の十分なス

トレージを確保す

る 

ログを格納するすべてのシステムに、生

成されるログ用の十分なストレージス

ペースがあることを確認します。 
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CIS Control 6:監査ログの保守、監視および分析 

6.5 
ネットワー

ク 検知 中央ログ管理 
分析と検討のために、適切なログが中

央ログ管理システムに集約されているこ

とを確認します。 

6.6 
ネットワー

ク 検知 
SIEM ツールまた
はログ分析ツール

を適用する 

ログ相関とログ分析のために、セキュリ

ティ情報イベント管理（SIEM）ツールま
たはログ分析ツールを適用します。 

6.7 ネットワー

ク 検知 定期的にログを検

討する 
定期的にログを検討し、異常や異常な

イベントを特定します。 

6.8 ネットワー

ク 検知 定期的に  SIEM 
を調整する 

定期的に SIEM システムを調整し、実
用的なイベントをより適切に特定して、イ

ベントノイズを低減します。 

 

CIS Control 6:手順およびツール 

無償または商用のオペレーティングシステム、ネットワークサービス、およびファイアウ

ォールテクノロジーのほとんどには、ロギング機能が備わっています。こうしたロギング

を実行して、ログを集中型ロギングサーバに送信する必要があります。ファイアウォー

ル、プロキシ、およびリモートアクセスシステム（VPN、ダイヤルアップなど）はすべて詳
細ロギング用に設定し、追加調査が必要な場合にロギングで得られるすべての情報を

保存しておかなくてはなりません。さらに、ユーザが適切な権限を持たないリソースにア

クセスしようとしたときにアクセスコントロールログを作成できるよう、オペレーティングシ

ステム（特にサーバのオペレーティングシステム）を設定する必要があります。こうした

ロギングが実施されているかどうかを評価するには、ログを定期的にスキャンして、

CIS Control 1 で作成した資産インベントリと比較し、ネットワークにアクティブに接続さ
れている各管理対象項目が定期的にログを生成していることを確認しなければなりま

せん。 

ログの確認を目的とした SIEM ソリューションなどの分析プログラムは有益ですが、監
査ログを分析するために採用されている機能は、個人による大まかな検査を含め、非

常に詳細にわたります。続いて行われる手作業の検査における監査ログの有用性は、

実際の相関ツールのおかげです。こうしたツールは巧妙な攻撃の特定に役立つことが

あります。ただし、これらのツールは、熟練した情報セキュリティ担当者とシステム管理

者の代用となる万能薬ではありません。自動化されたログ分析ツールを使用したとして

も、攻撃を特定して理解するためには、時として人間の専門知識と直感が必要になりま

す。 
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CIS Control 6:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 7:電子メールと Web ブラウザの保護 

攻撃者が Web ブラウザや電子メールシステム利用者の行動を操作して行う攻撃の
対象範囲や機会を最小限に抑えます。  

この CIS Control が重要である理由 

Web ブラウザや電子メールクライアントは、技術的な複雑性や柔軟性が高く、ユーザ
や他のシステムおよび Web サイトと直接的なやり取りがあることから、侵入や攻撃の
入口として非常によく使われます。ユーザを惑わし欺くコンテンツを作ってリスクを大幅

に高める行動を取らせ、悪意のあるコードの注入や重要データの漏えい、その他の攻

撃を可能にします。これらのアプリケーションは、ユーザが信頼できない環境とやりとり

するための主な手段であるため、エクスプロイトコードとソーシャルエンジニアリングの

潜在的なターゲットとなります。  

 

CIS Control 7:電子メールと Web ブラウザの保護 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

7.1 アプリケー

ション 保護 

完全にサポートさ

れているブラウザ

と電子メールクライ

アントのみの使用

を確認する 

完全にサポートされている Web ブラウ
ザと電子メールクライアントのみ組織内

で実行可能であることを確認します。ベ

ンダーから提供される最新のブラウザと

電子メールクライアントのみ使用するの

が理想的です。 

7.2 アプリケー

ション 保護 

必要のない、ある

いは許可されてい

ないブラウザまた

は電子メールクラ

イアントのプラグイ

ンを無効にする 

許可されていないブラウザや電子メー

ルクライアントのプラグイン、もしくはアド

オンアプリケーションをアンインストール

するか無効にします。 

7.3 
アプリケー

ション 保護 

Web ブラウザと
電子メールクライ

アントにおいてスク

リプト言語の使用

を制限する 

許可されたスクリプト言語のみがすべて

の Web ブラウザと電子メールクライア
ントで実行できることを確認します。 

7.4 
ネットワー

ク 保護 

ネットワークベース

の  URL フィルタ
を維持および適用

する 

組織から承認されていない Web サイ
トへの接続を制限するネットワークベー

スの URL フィルタを適用します。この
フィルタリングは、仮想的であろうとなか

ろうと各システムに適用します。 

7.5 ネットワー

ク 保護 
URL カテゴライズ
サービスに登録す

る 

URL フィルタが最新の Web サイトカ
テゴリー定義に更新されるように URL 
カテゴライズサービスに登録します。分
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CIS Control 7:電子メールと Web ブラウザの保護 

類されていない Web サイトはデフォル
ト設定でブロックします。 

7.6 ネットワー

ク 検知 
すべての URL リ
クエストのログを取

得する 

悪意のある可能性のあるアクティビティ

を特定し、インシデントハンドラーが侵害

されている可能性のあるシステムを特

定するのを補助するために、オンサイ

ト・モバイルデバイス問わず、各組織の

システムからのすべての URL リクエス
トのログを取得します。 

7.7 
ネットワー

ク 保護 
DNS フィルタリン
グサービスの使用 

DNS フィルタリングサービスを使用し
て、既知の悪意のあるドメインへのアク

セスをブロックします。 

7.8 
ネットワー

ク 保護 
DMARC を実装し
て受信者側の検証

を有効にする 

有効なドメインの電子メールが偽装また

は改ざんされる可能性を減らすために、

Sender Policy Framework（SPF）、
Domain Keys Identified Mail（DKIM）
規格、Domain-based Message 
Authentication, Reporting and 
Conformance（DMARC）ポリシー／検
証の順に実装します。 

7.9 ネットワー

ク 保護 不要なファイルタイ

プをブロックする 

ファイルタイプが組織のビジネスにとっ

て不要な場合は、組織の電子メール

ゲートウェイに到着するすべての電子

メールの添付ファイルをブロックします。 

7.10 ネットワー

ク 保護 

すべての電子メー

ルの添付ファイル

をサンドボックスで

実行する 

サンドボックスを使用して、悪意のある

活動を伴うインバウンド電子メールの添

付ファイルを分析およびブロックします。 

 

CIS Control 7:手順およびツール 

Web ブラウザ  

サイバー犯罪者はさまざまな方法で Web ブラウザを不正利用することができます。
脆弱なブラウザのエクスプロイトにアクセスでき、パッチを適用していないブラウザでブ

ラウズされた場合に、これらの脆弱性を不正利用できる悪意のある Web ページを作
成される可能性があります。また、ブラウザ内の脆弱性が利用できない場合は、幾つも

の一般的な Web ブラウザプラグインが標的にされ、ブラウザにフックされるか、ある
いはオペレーティングシステムに直接フックされる可能性があります。これらのプラグイ

ンは、環境内のその他のアプリケーションと同様に、更新が必要なものを把握するだけ

でなく、ユーザがこれらのプラグインやアドオンの一部に潜んでいる可能性のあるマル

ウェアをインストールする確率を減らすためにも管理および制御する必要があります。

マルウェアがインストールされるのをより困難にするには、ブラウザの設定を単純化し、
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アドオン／プラグインのインストール機能を低下させ、特定の種類のコンテンツが自動

実行されないようにします。  

普及度の高いブラウザは、フィッシングやマルウェアサイトのデータベースを利用して、

最もよく見られる脅威に対抗しています。必ずコンテンツフィルタとポップアップブロッ

カーを有効にしてください。ポップアップは目障りというだけでなく、埋め込みマルウェア

を直接ホストしたり、あるいはソーシャルエンジニアリングの技法でユーザを欺いて何

かをクリックさせてしまいます。既知の悪意のあるドメインのブロックを強化するには、こ

れらの Web サイトへのアクセスをネットワークレベルでブロックできるように、DNS フ
ィルタリングサービスに登録することも検討します。  

電子メール 

電子メールは、人がコンピュータを使って行う中で最も双方向性の高い作業の 1 つで
あり、適切な行動を推奨することが技術的な設定に劣らず重要になります。  

スパムフィルタリングツールを利用すれば、お使いのネットワークに入ってくる悪意のあ

るメールを大幅に減らすことができます。Domain-based Message Authentication, 
Reporting and Conformance（DMARC）プロセスを利用すれば、スパムやフィッシング
行為の減少につながります。暗号化ツールをインストールして電子メールや通信を保

護することで、ユーザやネットワークベースのセキュリティレイヤーをさらに増やすこと

ができます。送信者に基づいてブロックするだけでなく、ユーザが業務に必要な特定の

ファイルタイプだけを許可することも有益です。これには、電子メールで受信するファイ

ルタイプを把握し、プロセスが中断しないようにさまざまな事業部とある程度のやりとり

が必要です。  
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CIS Control 7:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 8:マルウェア対策 

企業内の複数ポイントで悪意のあるコードのインストール、感染拡大、実行をコント

ロールし、自動化機能を活用して迅速な防御対策の更新、データ収集、修正を可能に

します。 

この CIS Control が重要である理由 

マルウェアは、システム、デバイス、データを攻撃することを目的として作成されたソフト

ウェアのことを指し、インターネットを利用する上で避けて通るこのとのできない脅威で

す。すばやく移動と変化を繰り返し、エンドユーザのデバイス、電子メールの添付ファイ

ル、Web ページ、クラウドサービス、ユーザによる操作、リムーバブルメディアなど、さ
まざまなポイントから侵入します。最近のマルウェアは、防御対策を回避し、防御対策

そのものを攻撃あるいは無効にします。  

マルウェアの防御対策は、こうしたダイナミックな環境において、大規模な自動化、迅

速な更新、そしてインシデント対応のようなプロセスとの統合を通じて機能するようにし

なければなりません。マルウェアの移動を検知して止めるか、マルウェアの実行をコン

トロールするため、攻撃点となる可能性がある複数のポイントにマルウェア防御対策を

適用する必要があります。エンタープライズエンドポイントセキュリティスイートは、すべ

ての管理対象システムにおいて、すべての防御対策がアクティブであり、最新であるこ

とを確認できる管理機能を備えています。  

 

CIS Control 8:マルウェア対策 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

8.1 デバイス 保護 
集中管理されたア

ンチマルウェアソフ

トウェアを活用する 

集中管理されたアンチマルウェアソフト

ウェアを活用して、組織のワークステー

ションおよびサーバのそれぞれを継続

的に監視および防御します。 

8.2 デバイス 保護 

アンチマルウェア

ソフトウェアとシグ

ネチャが更新され

ていることを確認

する 

組織のアンチマルウェアソフトウェアが

スキャンエンジンとシグネチャデータ

ベースを定期的に更新していることを確

認します。 

8.3 デバイス 検知 

オペレーティング

システムの悪用防

止機能を有効にす

る／悪用防止技術

を適用する 

オペレーティングシステムで利用可能な

データ実行防止（DEP）、アドレス空間
配置のランダム化（ASLR）などの悪用
防止機能を有効にします。あるいは、さ

まざまなアプリケーションや実行ファイ

ルに保護を適用するように構成できる適

切なツールキットを導入します。 

8.4 デバイス 検知 取り外し可能なメ

ディアのアンチマ

取り外し可能なメディアの挿入時または

接続時に、そのメディアに対してアンチ
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CIS Control 8:マルウェア対策 

ルウェアスキャン

を構成する 
マルウェアスキャンを自動的に実行する

ようにデバイスを構成します。 

8.5 デバイス 保護 

デバイスがコンテ

ンツを自動実行し

ないように設定す

る 

取り外し可能なメディアのコンテンツを

自動実行しないようにデバイスを設定し

ます。 

8.6 デバイス 検知 
アンチマルウェア

ロギングを集中管

理する 

分析およびアラートを送信するために、

すべてのマルウェア検知イベントを企業

のアンチマルウェア管理ツールとイベン

トログサーバに送信します。 

8.7 
ネットワー

ク 検知 
DNS クエリのロギ
ングを有効にする 

既知の悪意のあるドメインを検索するホ

ストを検知するために、ドメインネームシ

ステム（DNS）クエリのロギングを有効に
します。 

8.8 デバイス 検知 
コマンドライン監査

ロギングを有効に

する 

Microsoft PowerShell や  Bash など
のコマンドシェルのコマンドライン監査ロ

ギングを有効にします。 

 

CIS Control 8:手順およびツール 

組織は自動化機能を利用して、常に最新のアンチウイルスシグネチャを維持します。エ

ンタープライズエンドポイントセキュリティスイートに組み込まれている管理機能を使用

して、アンチウイルス、アンチスパイウェア、およびホストベースの IDS 機能がすべて
の管理対象システムでアクティブになっていることを確認します。組織は自動化された

アセスメントを毎日実行して結果を確認し、上記のような保護が有効になっていないシ

ステム、および最新のマルウェア定義がないシステムを見つけ、リスクを低減します。  

悪意のあるアプリケーションをブロックすることだけが、このコントロールの役割ではあ

りません。ログの収集にも重点を置き、組織の環境内で発生したことを把握することが

できます。そして、これには、MicroSoft PowerShell や Bash など、さまざまなコマン
ドラインツールでロギングが有効になっていることを確認することが含まれます。悪意

のある行為者がさまざまな手法を繰り出すなかで、その多くが検知される可能性を最

小限に抑えるために「live-off–the-land（環境寄生型）」アプローチをとり始めています。
したがって、ロギングを有効にすることで、組織がイベントの発生方法、内容、状況を常

に把握することが大幅に容易になります。  
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CIS Control 8:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 9:ネットワークポート、プロトコル、およびサービスの制限および 
コントロール 

攻撃者に対して脆弱性が利用可能である期間を最小限に抑えるため、ネットワーク接

続デバイスのポート、プロトコルおよびサービスの継続的な運用を管理（追跡／コント

ロール／修正）します。 

この CIS Control が重要である理由 

攻撃者は、リモートからアクセス可能で、攻撃に弱いネットワークサービスを探します。

よく見られる例には、設定が不完全な Web サーバ、メールサーバ、ファイル・プリント
サービス、特定のサービスに対するビジネスニーズもなくさまざまなデバイスにデフォ

ルトでインストールされるドメインネームシステム（DNS）サーバがあります。多くのソフ
トウェアパッケージでは、メインソフトウェアパッケージのインストール時に、各サービス

が自動的にインストールされ、有効にされますが、サービスが有効になっていることが

ユーザや管理者に通知されません。攻撃者は、こうしたサービスを洗い出し、サービス

の悪用を試みます。多くの場合はデフォルトのユーザ ID とパスワード、もしくは広く普
及しているエクスプロイトコードを悪用しようとします。 

 

CIS Control 9:ネットワークポート、プロトコル、およびサービスの制限および 
コントロール 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

9.1 デバイス 特定 

アクティブなポー

ト、サービス、プロ

トコルを資産イン

ベントリに関連付

ける 

アクティブなポート、サービス、プロトコ

ルを資産インベントリ内のハードウェア

資産に関連付けます。 

9.2 デバイス 保護 

承認済みのポー

ト 、プロ ト コル 、

サービスのみが稼

働していることを確

認する 

検証済みの業務要件に対応したシステ

ムのネットワークポート、プロトコル、

サービスのみが各システムで稼働して

いることを確認します。 

9.3 デバイス 検知 
自動化されたポー

トスキャンを定期

的に実施する 

すべてのシステムに対して自動化され

たポートスキャンを定期的に実施し、シ

ステム上で許可されていないポートが検

知された場合にアラートを送信します。 

9.4 デバイス 保護 

ホストベースのファ

イアウォールまた

はポートフィルタを

適用する 

明示的に許可されるサービスとポートを

除くすべてのトラフィックをドロップするデ

フォルトの拒否ルールを使用して、ホス

トベースのファイアウォールまたはポー

トフィルタツールをエンドシステムに適用

します。 
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CIS Control 9:ネットワークポート、プロトコル、およびサービスの制限および 
コントロール 

9.5 デバイス 保護 
アプリケーションフ

ァイアウォールを

実装する 

サーバに送信されるトラフィックを確認・

検証するために、アプリケーションファイ

アウォールを重要なサーバの前に設置

します。許可されていないトラフィックは

ブロックして、ログを取る必要がありま

す。 

 

CIS Control 9:手順およびツール 

ポートスキャンツールを使用して、一連の対象システムにおいてどのサービスがネット

ワーク上で稼働しているかを判別します。優れたポートスキャナは、ポートを判別するこ

とに加えて、そのポートで稼働するサービスとプロトコルのバージョンを特定するように

設定できます。サービスとそのバージョンのリストは、資産管理システム内のサーバと

ワークステーションごとに、組織で必要なサービスのインベントリと突き合わせて比較さ

れます。最近これらのポートスキャナに追加された機能としては、前回のスキャン以降

にネットワーク上のスキャン済みマシンで行われたサービスの変更を判別して、セキュ

リティ担当者が時間経過による相違を特定できるようにするものもあります。 

CIS Control 9:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 10:データ復旧能力 

本プロセスとツールは、重要情報を適切にバックアップするとともに、実証済みの手法

でタイムリーに情報を復旧します。 

この CIS Control が重要である理由 

攻撃者がマシンを侵害する場合、その多くは設定とソフトウェアに大きな変更が加えら

れます。侵害されたマシンに格納されているデータに対してわずかな手を加え、汚染情

報で組織の有効性を脅かす攻撃者も存在します。信頼できるデータ復旧能力を持たな

い組織にとって、マシンに加えられたすべての影響を取り除くことは、攻撃者を発見で

きたとしても非常に困難になってしまう可能性があります。 

 

CIS Control 10:データ復旧能力 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

10.1 データ 保護 
自動化されたバッ

クアップを定期的

に確認する 

すべてのシステムデータが自動的にバ

ックアップされることを定期的に確認しま

す。 

10.2 データ 保護 
システムバックアッ

プを完全に実施す

る 

システム全体の迅速な復旧を可能にす

るために、組織の主要システムのすべ

てがイメージングなどのプロセスを通じ

て、完全なシステムとしてバックアップさ

れていることを確認します。 

10.3 データ 保護 
バックアップメディ

アのデータをテスト

する 

バックアップが正しく動作することを確認

するため、データ復旧プロセスを実行し

てバックアップメディアのデータ完全性を

テストする作業を定期的に実行する必

要があります。 

10.4 データ 保護 バックアップを保護

する 

バックアップの保管時、およびバックアッ

プをネットワーク上で移動するときに、物

理セキュリティまたは暗号化によってバ

ックアップが正しく保護されるようにしま

す。これには、リモートバックアップやク

ラウドサービスなどが含まれます。 

10.5 データ 保護 

バックアップに少な

くとも 1 つの宛先
があり、それが継

続的にアドレス指

定可能ではないこ

とを確認する 

すべてのバックアップには少なくとも 1 
つのバックアップ先があり、このバックア

ップ先がオペレーティングシステム呼び

出しによって継続的にアドレス指定可能

ではないことを確認します。 
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CIS Control 10:手順およびツール 

テストチームは四半期に 1度（あるいは、新規バックアップ機器の購入時は必ず）、テス
トベッド環境でシステムバックアップの復元を試行することで、無作為にバックアップサ

ンプルを評価しておくべきです。復元されたシステムを検査し、バックアップからのオペ

レーティングシステム、アプリケーション、およびデータがすべて完全で機能しているこ

とを確認する必要があります。 

マルウェアに感染してしまったら、復元プロセスでは、感染前のバックアップバージョン

を使用しなければなりません。  

CIS Control 10:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 11:ファイアウォール、ルータ、スイッチなどの 
ネットワーク機器のセキュアな設定 

攻撃者が脆弱なサービスや設定を悪用できないようにするため、厳格な設定管理およ

び変更管理プロセスを適用してネットワークインフラの機器設定を確立、実装し、能動

的に管理（追跡、報告、修正）します。 

この CIS Control が重要である理由 

メーカーやリセラーから納品された時点でのネットワークインフラ機器のデフォルト設定

は通常、導入のしやすさや使いやすさに配慮されており、セキュリティが考慮されてい

ません。起動しているサービスや空いているポート、デフォルトのアカウント名（サービ

スで利用するアカウントを含む）、デフォルトパスワード、古い（脆弱な）プロトコルのサ

ポート、あらかじめインストールされている不要なソフトウェアなどは、すべてデフォルト

の状態では悪用される可能性があります。ネットワーク機器のセキュアな設定の管理

は 1 回限りではなく、設定項目や許可されたトラフィックフローも定期的に再評価する
プロセスです。特定の業務にユーザが必要とするからという理由で例外を設けてしまう

と、ネットワークデバイスは設定上の安全性が徐々に低下し、攻撃者に付け込まれてし

まいます。時として、例外は適用されてから不要になり、そのまま放置されることがあり

ます。また、例外を設けるセキュリティリスクが、関連する業務要件に照らし合わせて正

しく分析されず、測定されない場合もあり、このようなリスクは時間の経過に伴ってその

安全性が変化することもあります。攻撃者は、脆弱なデフォルト設定や、ファイアウォー

ルルールセットのギャップまたは矛盾、ルータ、スイッチのセキュリティホールを探し、防

御を突破して侵入するために悪用します。脆弱性を悪用してネットワークに侵入し、ネッ

トワークのトラフィックをリダイレクトし、送信中の情報を傍受します。その結果、攻撃者

は機密データへのアクセス権を取得し、重要な情報を改ざんし、場合によっては侵害し

た 1 台のマシンを使用してネットワーク上の信頼できる別のシステムを装います。 

 

CIS Control 11:ファイアウォール、ルータ、スイッチなどの 
ネットワーク機器のセキュアな設定 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

11.1 
ネットワー

ク 特定 
ネットワーク機器

の標準セキュリテ

ィ設定を維持する 

許可されたすべてのネットワーク機器に

ついて、標準の文書化されたセキュリテ

ィ設定基準を維持します。 

11.2 
ネットワー

ク 特定 
トラフィックの設定

ルールを文書化す

る 

ネットワーク機器に対して、トラフィックの

通過を許可するすべての設定ルール

は、各ルールの特定された業務上の理

由、そのビジネスニーズの責任を負う特

定の個人の名前、ニーズの予期される

期間とともに、設定管理システムに文書

化する必要があります。 
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CIS Control 11:ファイアウォール、ルータ、スイッチなどの 
ネットワーク機器のセキュアな設定 

11.3 ネットワー

ク 検知 

自動化されたツー

ルを使用して標準

の機器設定を検証

し、変更を検知す

る 

使用中のネットワーク機器ごとに定義さ

れている、許可されたセキュリティ設定

とすべてのネットワーク機器の設定を比

較して、逸脱が発見された場合にアラー

トを送信します。 

11.4 ネットワー

ク 保護 

すべ ての ネ ッ ト

ワーク機器上でセ

キュリティ関連の

更新をインストー

ルするときには、

常に最新の安定し

たバージョンをイン

ストールする 

すべてのネットワーク機器上でセキュリ

ティ関連の更新をインストールするとき

には、常に最新の安定したバージョンを

インストールします。 

11.5 
ネットワー

ク 保護 

多要素認証および

暗号化されたセッ

ションを使用してネ

ットワーク機器を

管理する 

多要素認証および暗号化されたセッショ

ンを使用して、すべてのネットワーク機

器を管理します。 

11.6 
ネットワー

ク 保護 

すべ ての ネ ッ ト

ワーク管理者タス

クで専用のワーク

ステーションを使

用する 

ネットワークエンジニアがすべての管理

者タスクや昇格タスクをする際は、専用

マシンを使用していることを確認します。

専用マシンは組織の主要なネットワーク

からは分離され、インターネットアクセス

を許可しないようにします。また、専用マ

シンは電子メールを読んだり、文書を作

成したり、インターネットで情報を閲覧し

たりといった用途には使用されないよう

にします。 

11.7 ネットワー

ク 保護 

専用ネットワークを

介してネットワーク

インフラストラクチ

ャを管理する 

ネットワークインフラの構成管理は、業

務ネットワークとは異なる管理用のセグ

メントを通じて行う必要があります。

VLAN を別にするか、できれば物理的
に完全に異なるネットワークを使用しま

す。 

 

CIS Control 11:手順およびツール 

一部の組織では、商用ツールを使用してネットワークフィルタリングルールを評価し、自

組織の基準と整合しているか矛盾があるかを評価します。このようなツールには、ネッ

トワークフィルタリングの自動妥当性チェック、ネットワーク機器で意図しないサービス

を許可する可能性があるルールセットの検索機能、アクセスコントロールリスト（ACL）
のエラー検索機能などを備えています。ファイアウォールルールセット、ルータの ACL、
その他フィルタリングに大きな変更を行うたびに、これらのツールを使って再評価を行

います。 
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CIS Control 11:システムエンティティ関係図 

 

  



  

39 

CIS Control 12:境界防御 

異なる信頼レベルのネットワーク間を流れる情報の中から、セキュリティ上問題となる

データを検知／防止／修正します。 

この CIS Control が重要である理由 

DMZ システムだけでなく、ワークステーションやノート PC などインターネットからネッ
トワーク境界を介してコンテンツを取得できるシステムは、すべてインターネットを介して

攻撃者からの攻撃を受ける可能性があります。犯罪グループや国家が組織的に攻撃

を行う場合、まず始めに境界システムやネットワークデバイス、およびインターネットに

アクセスするクライアントマシンの設定やアーキテクチャ上の脆弱性を利用して、組織

内部へのアクセスを試みます。そして、これらのマシンの操作を乗っ取ることで、組織内

のより深い場所に入り込み、情報の盗聴、改ざんを行い、あるいは組織内ホストに対し

攻撃を仕掛けるべく常駐態勢を作り上げます。加えて、多くの攻撃はエクストラネットと

も呼ばれるビジネスパートナーとのネットワーク間で行われます。こうして攻撃者は、エ

クストラネットの境界にある脆弱なシステムを悪用して、ある組織のネットワークから別

のネットワークへと渡り歩きます。 

侵害されたマシンへの攻撃とその証拠を探すことでコンテンツを監視し、ネットワーク境

界からトラフィックのフローを制御するためには、ファイアウォール、プロキシ、DMZ 境
界ネットワーク、およびネットワークベースの IPS と IDS を利用して、境界防御を多
層化する必要があります。また、インバウンドトラフィックとアウトバウンドトラフィックの

両方をフィルタにかけることが重要です。 

組織内や組織間の相互接続性が拡大し、無線テクノロジーが急速に普及した結果、内

部ネットワークと外部ネットワーク間の境界線がなくなりつつあることに注意する必要が

あります。これら不鮮明な境界は、攻撃者が境界システムをバイパスしながらネット

ワーク内へのアクセスを取得することを許してしまいます。ただし、不鮮明な境界であっ

ても、有効なセキュリティの適用は、異なる脅威レベル、ユーザセット、データ、コント

ロールレベルを持つネットワークを区別するよう慎重に設定された境界防御に、依然と

して依存しています。内部ネットワークと外部ネットワークの境界が不鮮明になりつつあ

る状況でも、境界ネットワークの効果的な多層防御は、攻撃の成功数低減に役立ち、

境界制限をバイパスするための方法を考案した攻撃者に対し、セキュリティ担当者が

集中して対処することを可能にします。 

 

CIS Control 12:境界防御 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

12.1 ネットワー

ク 特定 
ネットワーク境界

のインベントリを維

持する 

組織のすべてのネットワーク境界の最

新インベントリを維持します。 

12.2 
ネットワー

ク 検知 信頼できるネット

ワーク境界を越え

信頼できる各ネットワーク境界の外側か

ら定期的にスキャンを実施し、境界を越
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CIS Control 12:境界防御 

た許可されていな

い接続をスキャン

する 

えてアクセス可能な許可されていない接

続を検知します。 

12.3 ネットワー

ク 保護 
既知の悪意のある 
IP アドレスとの通
信を拒否する 

既知の悪意のあるインターネット IP ア
ドレスまたは未使用のインターネット IP 
アドレスとの通信を拒否し、各組織のネ

ットワーク境界で信頼できる必要な IP 
アドレス範囲にのみアクセスを制限しま

す。 

12.4 
ネットワー

ク 保護 
許可されていない

ポートを介した通

信を拒否する 

許可されていない TCP ポートや UDP 
ポート、またはアプリケーショントラフィッ

クを介した通信を拒否し、許可されたプ

ロトコルだけが各組織のネットワーク境

界でネットワーク内外のネットワーク境

界を越えることができるようにします。 

12.5 
ネットワー

ク 検知 

モニタリングシステ

ムを設定してネット

ワークパケットを記

録する 

モニタリングシステムを設定して、各組

織のネットワーク境界で境界を通過する

ネットワークパケットを記録します。 

12.6 ネットワー

ク 検知 
ネットワークベース

の IDS センサー
を適用する 

ネットワークベースの侵入検知システム

（IDS）センサーを適用して、異常な攻撃
メカニズムを探し、各組織のネットワーク

境界でこれらのシステム侵害を検知しま

す。 

12.7 ネットワー

ク 保護 
ネットワークベース

の侵入防御システ

ムを適用する 

ネットワークベースの侵入防御システム

（IPS）を適用して、各組織のネットワー
ク境界で悪意のあるネットワークトラフィ

ックをブロックします。 

12.8 
ネットワー

ク 検知 

ネットワーク境界

上のデバイスで 
NetFlow 
Collection を適用
する 

ネットワーク境界上のすべてのデバイス

で NetFlow データおよびロギングデー
タの収集を有効にします。 

12.9 
ネットワー

ク 検知 

アプリケーション層

でフィルタリングす

るプロキシサーバ

を適用する 

インターネット間のすべてのネットワーク

トラフィックが、許可されていない接続を

フィルタリングするように設定されたアプ

リケーション層の認証済みプロキシを通

過することを確認します。 

12.10 ネットワー

ク 検知 
プロキシでネット

ワークトラフィック

を解読する 

境界プロキシで暗号化されたすべての

ネットワークトラフィックを解読してから、

コンテンツを分析します。ただし、組織は

トラフィックを解読せずにプロキシ経由で

アクセスできる許可されたサイトのホワ

イトリストを使用できます。 
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CIS Control 12:境界防御 

12.11 ユーザ 保護 

すべてのリモート

ログインに多要素

認証の使用を義務

付ける 

組織のネットワークへのすべてのリモー

トログインに、送信するデータの暗号化

と多要素認証の使用を義務付けます。 

12.12 デバイス 保護 

すべてのデバイス

をリモート管理して

内部ネットワーク

にログインする 

組織のネットワークにアクセスする場

合、事前にネットワークにリモートログイ

ンしているすべてのデバイスをスキャン

して、各組織のセキュリティポリシーが

ローカルネットワークデバイスと同じ方

法で実施されていることを確認します。 

 

CIS Control 12:手順およびツール 

このコントロールに含まれている境界防御は、CIS Control 9 に基づいて構築されてい
ます。追加の推奨事項は、全体的なアーキテクチャとインターネットと内部ネットワーク

境界点の両方の実装に重点を置いています。ネットワークに入った侵入者の多くは最

も重要なマシンを標的にしようとするため、内部ネットワークの分割がこのコントロール

の中心となります。通常、内部ネットワークの保護は、内部の攻撃者に対する防御を目

的として施されるものではありません。ネットワーク間で基本レベルのセキュリティ分割

を構築して、プロキシとファイアウォールで各セグメントを保護することでも、侵入者によ

るネットワークの他の部分へのアクセスを大幅に低減することができます。 

無償または商用の IDS とスニファーを利用して、このコントロールの 1 つの要素を実
装し、非武装地帯（DMZ）と内部システムを標的にした外部ソースからの攻撃、および
内部システムから DMZ またはインターネットに対して行われた攻撃を探し出すことが
できます。情報セキュリティ担当者は、これらのセンサーに対して脆弱性スキャンツー

ルを実行することで定期的にセンサーをテストし、スキャナトラフィックが適切なアラート

を挙げることを確認しなければなりません。キャプチャされた IDS センサーのパケット
を、毎日自動化スクリプトを利用して確認し、ログのボリュームが予期したパラメータ内

にあること、またログが正しくフォーマットされていて破損していないことを確認する必要

があります。 

さらに、Hypertext Transfer Protocol（HTTP）プロキシをバイパスする HTTP トラフィ
ックを探すため、パケットスニファーを DMZ に適用しなければなりません。トラフィック
を定期的に、例えば週に 1 回 3 時間サンプリングすることによって、情報セキュリテ
ィ担当者はソースも宛先も DMZ プロキシではない HTTP トラフィックを検索すること
ができます。このようなトラフィックは、プロキシ使用の要件がバイパスされていることを

示します。 
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CIS Control 12:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 13:データ保護 

データの不正持ち出しを防止し、不正に持ち出されたデータの影響を低減し、機密情

報の機密性と完全性を確保するためのプロセスとツールです。 

この CIS Control が重要である理由 

データは多くの場所に散在しています。暗号化、完全性保護、データ損失防止の技術

を組み合わせて使用することが、このようなデータの保護を実現する最良の方法です。

組織内でクラウドコンピューティングとモバイルアクセスへの移行が進んでいくに伴い、

データ侵害の影響を低減する一方で、データの不正持ち出しを制限し、不正持ち出し

の発生が報告されるよう十分な対応をとることが重要です。 

最重要データを慎重に特定して、内部ネットワーク上で公開されている重要性の低い

情報と切り離す措置をとっていない組織があります。多くの環境において社内ユーザは、

すべてか、あるいはほとんどの重要資産にアクセスできます。機密性の高い資産には、

物理システムを管理制御するシステム（例：SCADA）が含まれていることもあります。
攻撃者は、こうしたネットワークに侵入すると、ほとんど阻止されることなく重要情報を

たやすく見つけて持ち出すか、物理的損害を与えるか、運用を妨害することができてし

まいます。例えば、過去 2 年で見られた注目度の高いいくつかの侵害事例では、はる
かに重要性が低いデータと同一サーバに格納され同じアクセスレベルが設定されてい

る機密データに対し、攻撃者はアクセスすることができています。また、企業ネットワー

クへのアクセスを利用して物理資産にアクセスし、損害を与えた例もあります。 

 

CIS Control 13:データ保護 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

13.1 データ 特定 
機密情報のインベ

ントリを維持する 

組織の技術システムが保管、処理、送

信するすべての機密情報（オンサイトま

たはリモートサービスプロバイダーにあ

るものを含む）のインベントリを維持しま

す。 

13.2 データ 保護 

組織が定期的にア

クセスしない機密

データやシステム

を削除する 

組織が定期的にアクセスしない機密

データやシステムをネットワークから削

除します。これらのシステムは時折シス

テムを必要とする事業部からネットワー

クから隔離されたスタンドアロンシステ

ムとして使われるか、完全に仮想化され

必要な時まで電源を切られている必要

があります。 

13.3 データ 検知 

許可されていない

ネットワークトラフ

ィックを監視および

ブロックする 

ネットワーク境界上に自動化されたツー

ルを適用し、機密情報の許可されてい

ない転送を監視およびブロックして、情
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CIS Control 13:データ保護 

報セキュリティの専門家にアラートを送

信します。 

13.4 データ 保護 

許可されたクラウ

ドストレージまたは

電子メールプロバ

イダーへのアクセ

スのみを許可する 

許可されたクラウドストレージまたは電

子メールプロバイダーへのアクセスのみ

を許可します。 

13.5 データ 検知 
暗号化の許可され

ない使用を監視お

よび検知する 

組織の外へ出るトラフィックをすべて監

視して、暗号化の許可されない使用を

すべて検知します。 

13.6 データ 保護 

すべてのモバイル

デバイスのハード

ドライブを暗号化

する 

許可された全ディスク暗号化ソフトウェ

アを使用して、すべてのモバイルデバイ

スのハードドライブを暗号化します。 

13.7 データ 保護 USB デバイスを
管理する 

USB ストレージデバイスが必要な場合
は、特定のデバイスを使用可能にする

ために、エンタープライズソフトウェアを

使用してシステムを設定する必要があり

ます。そのようなデバイスのインベントリ

はメンテナンスされる必要があります。 

13.8 データ 保護 

システムの取り外

し可能な外部メデ

ィアの読み取り／

書き込み設定を管

理する 

そのようなデバイスをサポートするため

の業務要件がない場合は、取り外し可

能な外部メディアにデータを書き込まな

いようにシステムを設定します。 

13.9 データ 保護 
USB ストレージデ
バイスのデータを

暗号化する 

USB ストレージデバイスが必要な場合
は、そのようなデバイスに保存されてい

るすべてのデータを暗号化する必要が

あります。 

 

CIS Control 13:手順およびツール 

重要なのは、何が機密情報なのか、どこに存在するのか、そしてアクセスする必要が

あるのは誰なのかについて、組織が理解するということです。組織は機密レベルを得る

ために、データの主なタイプと組織に対する全体的な重要度をリスト化してまとめる必

要があります。この分析を用いて、組織全体のデータ分類スキームを作成します。組織

は、「機密」、「企業秘密」、「公開」などのラベルを定義し、そのラベルに従ってデータを

分類する必要があります。プライベート情報を特定したら、侵害された場合に組織が受

ける影響に基づいてさらにプライベート情報を分類することができます。 

データの機密性を特定したら、ビジネスアプリケーションとこれらのアプリケーションを

格納しているサーバを特定するデータのインベントリやマッピングを作成します。続いて、

同じ機密レベルのシステムが同一ネットワークに配置され、異なる信頼レベルのシステ
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ムからは分離されるよう、ネットワークを分割しなければなりません。可能であれば、フ

ァイアウォールで各セグメント間に配置しアクセスをコントロールします。   

データへのアクセスは、業務要件と Need‐to‐Know に基づく必要があります。ユーザ
グループごとに業務要件を策定し、その業務を遂行するためにグループがアクセスす

る必要がある情報を判別します。要件に基づいて、各業務に必要なデータセグメントま

たはサーバにのみ、アクセス権を付与する必要があります。また、アクセスを追跡し、

データが不適切にアクセスされたインシデントをセキュリティ担当者が調査できるように

するには、サーバの詳細ロギングを有効にする必要があります。 

CIS Control 13:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 14:Need‐to‐Know に基づいたアクセスコントロール 

許可された分類に基づき、どのユーザ、コンピュータ、アプリケーションが重要な資産

（情報、リソース、システムなど）へのアクセスを必要とし、アクセス権限を持つべきであ

るかに関する正式な決定内容に従い、これら資産への保護されたアクセスを追跡／制

御／防止／修正するためのプロセスとツールです。 

この CIS Control が重要である理由 

データを暗号化することで、万が一データが侵害された場合でも、重要なリソースなし

では平文にアクセスできないことが保証されます。ただし、何よりもまず、データ不正持

ち出しの脅威を低減するコントロールを導入しなければなりません。多くの攻撃がネット

ワークを介して行われる一方で、機密情報が格納されているラップトップやその他デバ

イスの物理的盗難が絡む攻撃もあります。しかも多くの場合、被害者はデータの流出

を監視していなかったため、機密データがシステムから流出していたことに気づきませ

ん。攻撃者への流出を最小限に抑えるため、ネットワーク境界間の電子的および物理

的データ移動は、細心の注意が払われなければなりません。 

組織が保護されたデータまたは機密データに対するコントロールを失うことは、事業運

営にとって深刻な脅威となり、場合によっては国家の安全を揺るがす脅威にもなり得ま

す。窃盗やスパイ活動の結果として一部のデータが漏えいするか損失する場合、これ

らの問題の大部分は、データの正しい取扱いを十分に理解していないこと、効果的な

ポリシーアーキテクチャが欠落していること、そしてユーザエラーに起因しています。特

に記録保全の実践が適切でないか存在しない場合、訴訟中の電子情報開示などの正

当な活動の結果としてさえ、データ損失が発生することもあります。 

データの移動や保存に際してデータの暗号化を採用することで、データ侵害を低減で

きます。これが機能するのは、暗号化処理に関連するプロセスと技術が適切に管理さ

れている場合です。この例として、さまざまなデータ保護アルゴリズムに使用される暗

号鍵の管理があります。鍵の生成、使用、破棄のプロセスは、NIST SP 800‐57 など
の標準で定義されている実証済みプロセスに基づいている必要があります。 

社内で使用する製品に、広く知られ綿密に検査された暗号アルゴリズムが、NIST の
規定どおりに実装されていることを十分に確認する必要があります。また、データ保護

の強度の点で組織が遅れをとらないようにするため、社内で使用するアルゴリズムと鍵

のサイズを毎年評価することをお勧めします。 

データをクラウドに移行する組織では、クラウドのマルチテナント環境でデータに適用さ

れるセキュリティコントロールを理解し、暗号化コントロールと鍵のセキュリティを適用す

る上で最も適切な手続きを決定することが重要です。可能であれば、ハードウェアセキ

ュリティモジュール（HSM）などの保護されたコンテナに鍵を保管することをお勧めしま
す。 

「データ損失防止」（DLP）は、コンテンツの詳細な検査と集中型の管理フレームワーク
によって、使用中のデータ（エンドポイントアクション）、移動中のデータ（ネットワークア

クション）、および保存データ（データストレージ）の特定、監視、および保護する人、プ

ロセス、システムを対象とした包括的な取り組みを指します。過去数年にわたり、関心

の対象と投資の対象が、ネットワーク保護からネットワーク内のシステム保護および
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データ自体の保護へと顕著に変化しています。DLP コントロールはポリシーに基づい
ており、機密データの分類、企業全体での機密データの発見、コントロールの強化、さ

らにポリシーへの準拠を確実にするためのレポート作成と監査を含んでいます。 

 

CIS Control 14:Need‐to‐Know に基づいたアクセスコントロール 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

14.1 ネットワー

ク 保護 
機密性に基づいて

ネットワークをセグ

メント化する 

サーバ上に保存されている情報のラベ

ルまたは分類レベルに基づいてネット

ワークをセグメント化し、分離された仮

想ローカルエリアネットワーク（VLAN）
上のすべての機密情報を発見します。 

14.2 ネットワー

ク 保護 

VLAN 間でファイ
アウォールのフィ

ルタリングを有効

にする 

VLAN 間でファイアウォールのフィルタ
リングを有効にし、許可されたシステム

だけが特定の業務上必要なその他のシ

ステムと通信できることを確認します。 

14.3 
ネットワー

ク 保護 
ワークステーション

同士の通信を無効

にする 

ワークステーション同士のすべての通信

を無効にし、プライベート VLAN やマイ
クロセグメンテーションなどの技術によっ

て、攻撃者の能力（横方向に移動し周

辺システムを侵害する能力）を制限しま

す。 

14.4 データ 保護 
送信するすべての

機密情報を暗号化

する 

送信するすべての機密情報を暗号化し

ます。 

14.5 データ 検知 

アクティブな検出

ツールを活用して

機密データを特定

する 

アクティブな検出ツールを活用して、組

織の技術システムが保管、処理、送信

するすべての機密情報（オンサイトまた

はリモートサービスプロバイダーにある

ものを含む）を特定し、組織の機密情報

インベントリを更新します。 

14.6 データ 保護 
アクセスコントロー

ルリストによって情

報を保護する 

システム上に保管されているすべての

情報は、ファイルシステム、ネットワーク

共有、クレーム（Kerberos チケット内に
入れる情報）、アプリケーションやデータ

ベースのアクセスコントロールリストを使

用して守られています。これらの管理は

許可されたユーザのみが必要に応じ情

報にアクセスできるという原則を徹底さ

せます。 

14.7 データ 保護 

自動化されたツー

ルによってデータ

へのアクセスコント

ロールを適用する 

ホストベースのデータ損失防止などの自

動化されたツールを使用して、データが

システムからコピーされた場合でもデー

タへのアクセスコントロールを適用しま

す。 
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CIS Control 14:Need‐to‐Know に基づいたアクセスコントロール 

14.8 データ 保護 
保存されている機

密情報を暗号化す

る 

情報にアクセスするためには、ツールを

使用して、保存されているすべての機密

情報を暗号化します。このツールには、

オペレーティングシステムに組み込まれ

ていない第二の認証メカニズムが必要

です。 

14.9 データ 検知 

機密データへのア

クセスや変更の詳

細ロギングを適用

する 

機密データへのアクセスや変更の詳細

な監査ロギングを適用します（ファイル

完全性モニタリング、セキュリティ情報イ

ベントモニタリングなどのツールを使

用）。 

 

CIS Control 14:手順およびツール 

社内での暗号化と鍵の管理をサポートし、クラウドおよびモバイル環境で暗号化コント

ロールを実装するための商用ツールを利用することができます。  

鍵管理に関連するライフサイクルプロセスと役割および責務の定義は、組織ごとに実

施しなければなりません。 

不正持ち出しの試行を発見したり、機密情報を保持している保護されたネットワークに

関連するその他の疑わしいアクティビティを検知するには、商用の DLP ソリューション
が利用可能です。こうしたツールを導入している組織は、ログを注意深く調査し、組織

から機密情報を承認なしに伝送しようとする試行（正常にブロックした試行も含む）が検

出されたなら、これを追跡しなければなりません。   
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CIS Control 14:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 15:無線アクセスコントロール 

本プロセスとツールは、無線ローカルエリアネットワーク（WLAN）、アクセスポイント、
無線クライアントシステムのセキュリティの使用状況を追跡／管理／防止／修正する

ために利用されます。 

この CIS Control が重要である理由 

大規模なデータ窃盗は、攻撃者が物理的な建物の外部から組織への無線 LAN アク
セスを取得することから始まり、組織内部のアクセスポイントに無線接続することで組

織のセキュリティ境界をバイパスします。出張者が所持する無線クライアントは、空港

やカフェにある公衆無線ネットワークの利用中に、リモートエクスプロイトによって日常

的に感染します。こうして悪用されたシステムは、その後に標的となる組織のネットワー

クに再接続した際、バックドアとして利用されます。ネットワーク上に許可されていない

無線アクセスポイントが発見されたという事例は後を絶ちません。これらは内部ネット

ワークへ無制限にアクセスできるように埋め込まれ、時には隠されているのです。直接

の物理接続を必要としないため、無線デバイスは、攻撃者が標的とする環境への長期

のアクセスを維持する上で便利な攻撃手段なのです。 

 

CIS Control 15:無線アクセスコントロール 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

15.1 ネットワー

ク 特定 

許可された無線ア

クセスポイントのイ

ンベントリを維持す

る 

有線ネットワークに接続されている許可

された無線アクセスポイントのインベント

リを維持します。 

15.2 
ネットワー

ク 検知 

有線ネットワーク

に接続されている

無線アクセスポイ

ントを検知する 

ネットワーク脆弱性スキャンツールを設

定し、有線ネットワークに接続されてい

る許可されていない無線アクセスポイン

トを検知して、アラートを送信します。 

15.3 
ネットワー

ク 検知 
無線侵入検知シス

テムを使用する 

無線侵入検知システム（WIDS）を使用
して、ネットワークに接続されている許

可されていない無線アクセスポイントを

検知して、アラートを送信します。 

15.4 デバイス 保護 

必要がない場合は

デバイス上の無線

アクセスを無効に

する 

業務目的がないデバイス上の無線アク

セスを無効にします。 

15.5 デバイス 保護 
クライアントデバイ

ス上の無線アクセ

スを制限する 

無線による業務が不可欠なクライアント

マシン上で無線アクセスを設定し、許可

された無線ネットワークへのアクセスの

みを許可し、その他の無線ネットワーク

へのアクセスを制限します。 
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CIS Control 15:無線アクセスコントロール 

15.6 デバイス 保護 

無線クライアントの

ピアツーピア無線

ネットワーク機能を

無効にする 

無線クライアントのピアツーピア（アドホ

ック）無線ネットワーク機能を無効にしま

す。 

15.7 
ネットワー

ク 保護 

Advanced 
Encryption 
Standard（AES）を
活用して無線デー

タを暗号化する 

Advanced Encryption Standard（AES）
を活用して、送信する無線データを暗号

化します。 

15.8 ネットワー

ク 保護 

相互認証、多要素

認証を義務付ける

無線認証プロトコ

ルを使用する 

無線ネットワークで相互認証、多要素認

証 を 義 務 付 け る  Extensible 
Authentication Protocol-Transport 
Layer Security（EAP／TLS）などの認
証プロトコルを使用していることを確認し

ます。 

15.9 デバイス 保護 
デバイスへの無線

周辺アクセスを無

効にする 

デバイス（Bluetooth、NFC など）の無
線周辺アクセスは、業務目的で必要な

場合を除き、無効にします。 

15.10 
ネットワー

ク 保護 

個人所有のデバイ

スや信頼できない

デバイス用に個別

の無線ネットワー

クを構築する 

個人所有のデバイスや信頼できないデ

バイス用に個別の無線ネットワークを構

築します。このネットワークから企業へ

のアクセスは、信頼できないアクセスと

して扱われ、フィルタリングと監査を受け

る必要があります。 

 

CIS Control 15:手順およびツール 

有効な対策をとっている組織では、商用の無線侵入検知システムとともに、無線スキャ

ン、検知、発見ツールを実行しています。 

さらに、セキュリティチームは、施設の境界内からの無線トラフィックを定期的にキャプ

チャし、無償および商用の分析ツールを利用して、無線トラフィックの伝送に使用されて

いるプロトコルあるいは暗号化が、組織に義務付けられているよりも弱いものであるか

どうかを判別しなければなりません。弱い無線セキュリティ設定を使用しているデバイ

スが特定された場合、そのデバイスが組織の資産インベントリに含まれていることを確

認すべきであり、こうしたデバイスはよりセキュアに再設定するか、あるいは組織ネット

ワークへのアクセスを拒否する必要があります。 

また、セキュリティチームは、有線ネットワーク上でリモート管理ツールを用い、管理対

象システムに接続されている無線機能やデバイスに関する情報を取得しなければなり

ません。 
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CIS Control 15:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 16:アカウントの監視およびコントロール 

システムアカウントおよびアプリケーションアカウントのライフサイクル（アカウントの作

成、使用、休止、削除）を能動的に管理し、攻撃者に悪用される機会を最小限に抑えま

す。 

この CIS Control が重要である理由 

攻撃者は、アクティブでない正規ユーザアカウントを見つけ出して悪用し、正規ユーザ

になりすますことを頻繁に行うため、セキュリティ担当者による攻撃活動の発見を難しく

してしまいます。契約を終了した請負業者や従業員のアカウント、またレッドチームテス

ト用に正式に設定されながらその後削除されていないアカウントがたびたびこうした方

法で悪用されます。さらに、一部の悪意のある社内関係者や元従業員が、契約満了後

にシステムログに残されていたアカウントにアクセスして、承認外の行為や、場合によ

っては悪意ある行為を目的として組織のコンピュータシステムと機密データへのアクセ

スを維持していることがあります。 

 

CIS Control 16:アカウントの監視およびコントロール 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

16.1 ユーザ 特定 
認証システムのイ

ンベントリを維持す

る 

各組織の認証システム（オンサイトまた

はリモートサービスプロバイダーにある

ものを含む）のインベントリを維持しま

す。 

16.2 ユーザ 保護 集中型認証ポイン

トを設定する 

可能な限り少ない集中型認証ポイント

（ネットワーク、セキュリティ、クラウドシ

ステムなど）を使用して、すべてのアカ

ウントのアクセスを設定します。 

16.3 ユーザ 保護 多要素認証を義務

付ける 

オンサイトで管理されているか、サード

パーティープロバイダーによって管理さ

れているかに関わらず、すべてのシステ

ム上のすべてのユーザアカウントに対し

て多要素認証を義務付けます。 

16.4 ユーザ 保護 
すべての認証情報

を暗号化またはハ

ッシュする 

保管時にすべての認証情報を暗号化ま

たはソルトを付けてハッシュします。 

16.5 ユーザ 保護 
ユーザ名と認証情

報の送信を暗号化

する 

すべてのアカウントユーザ名と認証情報

がネットワーク上で送信される際に暗号

化チャネルを介していることを確認しま

す。 

16.6 ユーザ 特定 アカウントのインベ

ントリを維持する 

認証システムによって構造化されたす

べてのアカウントのインベントリを維持し

ます。 
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CIS Control 16:アカウントの監視およびコントロール 

16.7 ユーザ 保護 
アクセスを取り消

すプロセスを確立

する 

従業員または請負業者の解約時または

業務変更時にアカウントを即時に無効

にすることで、システムアクセスを取り消

すプロセスを確立して、そのプロセスに

従います。これらのアカウントを削除す

る代わりに無効にすることで、監査証跡

を保持できます。 

16.8 ユーザ 対応 
関連付けされてい

ないアカウントをす

べて無効にする 

ビジネスプロセスやビジネスオーナーに

関連付けられないアカウントをすべて無

効にします。 

16.9 ユーザ 対応 休止アカウントを

無効にする 
一定期間使用しないと休止アカウントを

自動的に無効にします。 

16.10 ユーザ 保護 
すべてのアカウン

トに有効期限があ

ることを確認する 

すべてのアカウントに有効期限が設定さ

れていることを確認し、一般ユーザに変

更が加えられないようにします。 

16.11 ユーザ 保護 

未使用期間の経

過後にワークス

テーションセッショ

ンをロックする 

標準の未使用期間の経過後にワークス

テーションセッションを自動的にロックし

ます。 

16.12 ユーザ 検知 

無効化されたアカ

ウントにアクセスし

ようとする試みを

監視する 

監査ロギングによって無効化されたアカ

ウントにアクセスしようとする試みを監視

します。 

16.13 ユーザ 検知 

アカウントへのロ

グイン行動の逸脱

にアラートを送信

する 

時間帯、ワークステーションの場所、所

要時間など、ユーザが通常のログイン

行動から逸脱した場合にアラートを送信

します。 

 

CIS Control 16:手順およびツール 

ほとんどのオペレーティングシステムには、アカウントの利用情報を記録する機能が組

み込まれていますが、こうした機能は時としてデフォルトで無効になっています。機能が

備わっていて有効であったとしても、デフォルトではシステムアクセスに関して細部にわ

たる詳細が提供されるわけではありません。セキュリティ担当者は、アカウントアクセス

に関するより詳細な情報を記録するようシステムを設定し、社内開発のスクリプトや

サードパーティーのログ分析ツールを利用することで、情報を分析することができ、さま

ざまなシステムのユーザアクセスをプロファイルすることができます。 

アカウントは入念に追跡しなければなりません。休止アカウントはすべて無効にして、

最終的にはシステムから削除する必要があります。アクティブなすべてのアカウントは、

システムの許可されたユーザにトレースバックされ、多要素認証を使用する必要があり

ます。さらに、攻撃者がシステムを利用して組織から情報を抜き取る可能性を最小限に
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抑えるため、一定時間システムを利用していないユーザはログアウトされなければなり

ません。 

CIS Control 16:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 17 ～ 20 for V7 に関する特記事項 

l CIS Control 17:セキュリティ意識向上トレーニングプログラムを実施する 
l CIS Control 18:アプリケーションソフトウェアセキュリティ 
l CIS Control 19:インシデントレスポンスと管理 
l CIS Control 20:ペネトレーションテストおよびレッドチームの訓練 
 

上記のすべてのトピックは、サイバー防御プログラムの重要な基本的役割ですが、CIS 
Controls 1 ～ 16 とは性質が異なります。これらには多くの技術的要素が含まれてい
ますが、コントロールとしての技術よりも人やプロセスに重点を置いています。企業全

体にわたって検討する必要があるため、CIS Controls 1 ～ 16 と同様に広く浸透して
います。成功する測定とメトリクスは、技術的なデータ収集によるものではなく、プロセ

スの手順と結果に関する調査によってさらに促進されます。また、これらはそれぞれに

独立した多数の文献やガイダンスがすでに存在する複雑なトピックです。   

したがって、CIS Controls 17 ～ 20 を次のように紹介します。まず、各分野の効果的
なプログラムにとって不可欠であると考えられる少数の要素を各 CIS Control ごとに
特定します。次に、各トピックをより包括的に扱うためにプロセスとリソースについて説

明します。優れた商用リソースが多数存在しますが、可能な限り、公開されている非営

利のリソースを提示します。参考文献に示されたアイデア、要件、プロセスは、商用市

場でも十分に支持されています。  
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CIS Control 17:セキュリティ意識向上トレーニングプログラムを実施する 

組織内のすべての職務について、事業とそのセキュリティに不可欠な職務を優先しな

がら、企業防衛に必要とされる具体的知識、スキル、能力を洗い出します。その上で、

現状との差を評価し不足を特定するための全体計画を作成し実施します。そして、セ

キュリティポリシー、組織計画、トレーニングおよびセキュリティリテラシープログラムを

通じて改善を進めます。 

この CIS Control が重要である理由 

サイバーセキュリティとは主として技術上の課題であると考えられがちですが、人間の

行動もまた、企業にとっての成否を左右する重要な要素を構成しています。システムの

設計、実装、運用や利用、管理に関するどの段階においても、人間が重要な役割を果

たしています。例えば、システム開発者やプログラマは、システムライフサイクルの早い

段階に根本的な脆弱性を改善できる機会を理解していないかもしれません。IT 運用専
門スタッフは、IT のアーティファクトやログに含まれるセキュリティの問題に気づかない
可能性があります。エンドユーザは、フィッシングなどのソーシャルエンジニアリングス

キームに感染しやすいかもしれません。セキュリティアナリストは、新しい情報の波につ

いていくのが大変です。経営層やシステム担当者は、全体的な運用／ミッションのリス

クでサイバーセキュリティが担う役割を測ることができず、適切な投資判断をするため

の妥当な方法を見出せないかもしれません。 

攻撃者は、組織にこうした課題があることを熟知しており、これを悪用する不正行為を

計画します。例えば、不用心なユーザを狙って正常なメールに見せかけたフィッシング

メールを用意周到に作成する、セキュリティポリシーとテクノロジーのギャップに着目し

実際は施行されていないポリシーを悪用する、パッチの適用やログの定期確認が行わ

れる前を狙って攻撃する、セキュリティ上重要ではないと判断され管理が不十分なシス

テムを踏み台としたりボットとして悪用する、といったことを行います。 

こうした基本的脆弱性に対処する手段を持たずして、いかなるサイバー防御の取組み

もサイバーリスクに対して有効とは言えません。逆にいうと、関係者に適切なサイバー

セキュリティの習慣を持たせれば、大幅に組織のセキュリティを向上させることができる

のです。 

 

CIS Control 17:セキュリティ意識向上トレーニングプログラムを実施する 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

17.1 該当なし 該当なし 
スキルギャップ分

析を実施する 

スキルギャップ分析を実施して、従業員

が身につけていないスキルや行動を理

解し、この情報によって基本となる教育

ロードマップを構築します。 

17.2 該当なし 該当なし 
トレーニングを実

施してスキルギャ

ップを解決する 

トレーニングを実施して、特定したスキ

ルギャップに対処し、従業員のセキュリ

ティ行動に良い影響を与えます。 
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CIS Control 17:セキュリティ意識向上トレーニングプログラムを実施する 

17.3 該当なし 該当なし 
セキュリティ意識

向上プログラムを

実施する 

組織のセキュリティを確保するうえで不

可欠な行動やスキルを、全従業員が理

解し発揮できるように、セキュリティ意識

向上プログラムを作成して定期的に実

施します。組織のセキュリティ意識向上

プログラムは、継続的かつ魅力的な方

法で伝達する必要があります。 

17.4 該当なし 該当なし 
意識向上のコンテ

ンツを頻繁に更新

する 

組織のセキュリティ意識向上プログラム

が頻繁に更新され（少なくとも年  1 
回）、新しい技術、脅威、基準、ビジネス

要件に対応していることを確認します。 

17.5 該当なし 該当なし 

セキュアな認証に

関するトレーニン

グを従業員に実施

する 

セキュアな認証の有効化と活用の重要

性に関して、従業員にトレーニングを実

施します。 

17.6 該当なし 該当なし 

ソーシャルエンジ

ニアリング攻撃の

特定に関するト

レーニングを従業

員に実施する 

フィッシング、電話詐欺、偽装電話など、

さまざまな形態のソーシャルエンジニア

リング攻撃を特定する方法に関して、従

業員にトレーニングを実施します。 

17.7 該当なし 該当なし 

機密データの取り

扱いに関する ト

レーニングを従業

員に実施する 

機密情報を特定して適切に保管、転

送、アーカイブ、破棄する方法に関し

て、従業員にトレーニングを実施しま

す。 

17.8 該当なし 該当なし 

意図しないデータ

暴露の原因に関す

るトレーニングを従

業員に実施する 

モバイルデバイスの紛失やオートコンプ

リートによる間違った相手への電子メー

ル送信など、意図しないデータ暴露の原

因を認識するよう、従業員にトレーニン

グを実施します。 

17.9 該当なし 該当なし 

インシデントの特

定と報告に関する

トレーニングを従

業員に実施する 

インシデントの最も一般的な指標を特定

し、そのようなインシデントを報告できる

よう、従業員にトレーニングを実施しま

す。 

 

CIS Control 17:手順およびリソース 

組織全体に対する有効なトレーニングプログラムとは、従業員のトレーニングについて

考えられていることと合わせて、組織全体としてセキュリティポリシーと導入されている

技術を考慮していることが必要です。セキュリティポリシーに技術的な対策とその測定

を取り入れ、理解のギャップを解消するためにトレーニングを実施します。技術的コント

ロールはシステムやデータを保護し、従業員が誤った行動をとる機会を最小限に抑え

ます。また、技術的コントロールを適切に実行することで、技術的に管理できない概念

やスキルに重点を置くことができます。  
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サイバー防御トレーニングを効果的なプログラムにするには、少なくとも年 1 回実施し
ます。以下の重要な要素によって、継続的にプロセスを改善します。 

� トレーニングは職務や職責に応じて、従業員が必要とする具体的な行動やス

キルに基づき、指定、調整、特化します。 
� トレーニングは周期的に繰り返し、効果を測定してテストを行い、定期的に更

新します。 
� セキュリティに関する優れた行動やスキルの根拠を含めることで、意識を高め、

リスクの高い回避策を阻止します。 

このコントロールで提示するアクションでは、適切なトレーニングプログラムの重要な要

素を特定しています。このトピックのより包括的な説明については、効果的なセキュリテ

ィ意識向上プログラムの構築に役立つ、以下のリソースを参照されることをお勧めしま

す。 

� NIST SP 800-50 Infosec Awareness Training 
https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-50/final 

� ENISA https://www.enisa.europa.eu/publications/archive/copy_of_new-
users-guide（これは 2010 年発行のかなり古いドキュメントですが、ヨーロッ
パのリソースのため幅広いユーザ層に適しています）。 

� EDUCAUSE https://library.educause.edu/search#?q=security%20awaren
ess%20and%20training 

� NCSA https://staysafeonline.org/ 
� SANS https://www.sans.org/security-awareness-training/resources 

CIS Control 17:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 18:アプリケーションソフトウェアセキュリティ 

ソフトウェアにおけるセキュリティ上の脆弱性を防止、検知、修正するため、社内開発ソ

フトウェアと社外調達したソフトウェアすべてのセキュリティライフサイクルを管理します。 

この CIS Control が重要である理由 

Web ベースのアプリケーションソフトウェアやその他のアプリケーションソフトウェアで
見つかった脆弱性は、しばしば攻撃者に悪用されます。脆弱性の原因には、コードの

誤記、論理エラー、未達成要件、異常や不測の状況に対するテストの未実施など、さま

ざまな点が挙げられます。具体的なエラーの例として、ユーザ入力のサイズをチェック

していない、不要だが悪意のある可能性がある文字シーケンスを入力ストリームから

除去していない、変数の初期化とクリアを行っていない、ずさんなメモリ管理でソフトウ

ェアの一部が不具合を起こし、関係のない（セキュリティ上より重要な）部分にまで影響

を及ぼしてしまうことなどがあります。  

このような脆弱性に関する膨大な公開情報および非公開情報は、攻撃者にも防御者に

も入手可能であり、このような脆弱性を「武器化（weaponization）」して、エクスプロイト
の作成を可能にするツールや技術が出回っています。攻撃者は、脆弱なマシンのコン

トロールを取得するために、バッファーオーバーフローや構造化照会言語（SQL）インジ
ェクション攻撃、クロスサイトスクリプティング、クロスサイトリクエストフォージェリ、コー

ドのクリックジャックといった特定のエクスプロイトを使用できます。ある攻撃では、SQL 
インジェクションによって 100 万を超える Web サーバが、これらのサイトの閲覧者を
マルウェアに感染させる悪意あるエンジンに変えられました。この攻撃では、州政府お

よび他の組織の信頼できる Web サイトが攻撃者によって侵害され、これらの Web 
サイトにアクセスした何十万ものブラウザにマルウェア感染を引き起こしました。多くの 
Web アプリケーションおよび Web 以外のアプリケーションの脆弱性が定期的に発見
されています。 

 

CIS Control 18:アプリケーションソフトウェアセキュリティ 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

18.1 該当なし 該当なし 
セキュアなコーディ

ングプラクティスを

確立する 

使用されているプログラミング言語や開

発環境に適したセキュアなコーディング

プラクティスを確立します。 

18.2 該当なし 該当なし 

すべての社内開発

ソフトウェアで明示

的なエラーチェック

が実行されている

ことを確認する 

社内開発ソフトウェアの場合、すべての

入力（サイズ、データ型、許容される範

囲またはフォーマットを含む）に関する

明示的なエラーチェックが実行され、文

書化されていることを確認します。 

18.3 該当なし 該当なし 取得したソフトウェ

アが引き続きサ

組織の外部から取得したすべてのソフト

ウェアのバージョンが、開発者によって引

き続きサポートされていること、または開
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ポートされているこ

とを確認する 
発者のセキュリティ推奨事項に基づいて

適切に強化されていることを確認します。 

18.4 該当なし 該当なし 

最新の信頼できる

サードパーティーコ

ンポーネントのみ

を使用する 

組織が開発するソフトウェアには、最新

の信頼できるサードパーティーコンポー

ネントのみを使用します。 

18.5 該当なし 該当なし 

標準化され、広範

に検討された暗号

化アルゴリズムの

みを使用する 

標準化され、広範に検討された暗号化

アルゴリズムのみを使用します。 

18.6 該当なし 該当なし 

ソフトウェア開発担

当者がセキュアな

コーディングのト

レーニングを受けて

いることを確認する 

すべてのソフトウェア開発担当者が、特

定の開発環境や業務向けのセキュアな

コードを書くトレーニングを受けているこ

とを確認します。 

18.7 該当なし 該当なし 
静的および動的

コード解析ツール

を適用する 

静的および動的解析ツールを適用し

て、内部開発されたソフトウェアについ

てセキュアなコーディングプラクティスが

順守されていることを確認します。 

18.8 該当なし 該当なし 

ソフトウェア脆弱性

の報告を受理して

対処するプロセス

を確立する 

外部エンティティがセキュリティグループ

に連絡する手段を提供するなど、ソフト

ウェア脆弱性の報告を受理して対処す

るプロセスを確立します。 

18.9 該当なし 該当なし 
本番環境と非本番

環境を分ける 

本番環境と非本番環境それぞれに別個

の環境を維持します。監視下にない状

況で開発者が本番環境へアクセスでき

ないようにします。 

18.10 該当なし 該当なし 
Web アプリケーシ
ョンファイアウォー

ルを適用する 

一般的な Web アプリケーション攻撃に
対して、Web アプリケーションを通過す
るすべてのトラフィックを検査する Web 
アプリケーションファイアウォール

（WAF）を適用することによって、Web 
アプリケーションを保護します。Web 
ベースではないアプリケーションでは、

特定のアプリケーションタイプ用のアプ

リケーションファイアウォールが使用可

能な場合は、そのようなアプリケーショ

ンファイアウォールを導入する必要があ

ります。トラフィックが暗号化されている

場合は、デバイスを暗号化の背後に配

置するか、または分析の前にトラフィック

を復号できる必要があります。いずれの

オプションも適切ではない場合は、ホス

トベースの Web アプリケーションファイ
アウォールを導入する必要があります。 

18.11 該当なし 該当なし データベースに標

準の強化設定テン

データベースを使用するアプリケーショ

ンについては、標準の強化設定テンプ
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プレートを使用す

る 
レートを使用します。重要なビジネスプ

ロセスの一部であるシステムもすべてテ

ストする必要があります。 

 

CIS Control 18:手順およびリソース 

アプリケーション（社内開発アプリケーションまたは社外調達したアプリケーション）のセ

キュリティは、社内全体のポリシー、技術、各ユーザの役割をカバーする包括的なプロ

グラムを必要とする複雑さを伴います。  

すべてのソフトウェアは脆弱性を定期的にテストする必要があります。アプリケーション

の脆弱性をスキャンする運用プラクティスについては、CIS Control 3 の「継続的な脆
弱性管理」内に集約されています。ただし、最も効果的なアプローチは、外部取得ソフト

ウェアの完全なサプライチェーンセキュリティプログラムと、内部開発ソフトウェアのセキ

ュアソフトウェア開発ライフサイクルを実装することです。これらの側面はこのコントロー

ルで対処されます。 

社内で開発されたソフトウェアまたは契約をもとに外部で開発されたソフトウェアの場合、

アプリケーションソフトウェアの効果的なプログラムは、ライフサイクル全体にわたって

セキュリティに対処し、要件、トレーニング、ツール、テストを確立するための当然のこと

として、セキュリティを組み込む必要があります。最新の開発サイクルや開発手法では、

逐次的アプローチは不可能です。承認基準には、アプリケーション脆弱性テストツール

を実行し、既知のすべての脆弱性を文書化する要件が必ず含まれている必要がありま

す。ソフトウェアは完璧ではないと考えても間違いないため、開発プログラムはバグ報

告と修復を本質的なセキュリティ機能として計画する必要があります。  

取得されたソフトウェア（商用、オープンソースなど）については、アプリケーションのセ

キュリティ基準を評価基準の一部とすべきであり、ソースのソフトウェアプラクティス、テ

スト、エラーの報告と管理を理解する努力が必要です。可能であれば、サプライヤーに

対して、標準の商用ソフトウェアテストツールまたはサービスを使用し、最新のバージョ

ンに既知の脆弱性が存在しないという証拠を示すよう要求します。 
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このコントロールにおけるアクションは、アプリケーションソフトウェアセキュリティを強化

するための具体的かつ優先度の高い手順を示しています。また、このトピックを詳しく

解説している、以下の優れたリソースの活用をお勧めします。  

� The Open Web Application Security Project（OWASP）  
OWASP は、アプリケーションセキュリティに関する豊富なソフトウェアツール
とドキュメントを作成および共有するオープンコミュニティです。

https://www.owasp.org 
� Software Assurance Forum for Excellence in Code（SAFECODE）  

SAFECODE は、実績あるソフトウェアのセキュリティ、完全性、信ぴょう性に
関する各プラクティスについて、業界における幅広い採用を創出および奨励し

ています。https://www.safecode.org/  

CIS Control 18:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 19:インシデントレスポンスと管理 

組織の情報と信頼を保護するため、攻撃を迅速に検知し、損害を効果的に食い止め、

攻撃者の存在を根絶し、ネットワークとシステムの完全性を復元するためのインシデン

トレスポンス基盤（計画、明確な役割、トレーニング、コミュニケーション、管理／監督）

を策定、実装します。 

この CIS Control が重要である理由 

サイバーインシデントは日常的に発生しています。十分な資金があり、先進の技術を導

入している大規模な企業でさえ、頻発する攻撃とその複雑性への対応に苦慮していま

す。企業に対するサイバー攻撃とは、「もし起こったら」ではなく「いつ起こるか」という問

題なのです。 

インシデントが発生してから、企業が正しく事態を理解し、管理し、復旧できるようにす

る適切な手順や報告、データ収集、管理責任、法的措置、コミュニケーション戦略を策

定するようでは遅すぎます。インシデントレスポンス計画がなければ、組織は初期段階

で攻撃を発見できないばかりか、攻撃が検知された場合においても、損害を最小限に

抑え、攻撃者の存在を根絶し、セキュアな方法で復旧するための適切な手順に従うこ

とができません。結果として、攻撃者はさらに大きな影響を組織に与え、より深刻な損

害を引き起こし、より多くのシステムを侵害し、そしておそらくは、有効なインシデントレ

スポンス計画が実施されている場合に比べてより多くの重要な情報を流出させるでしょ

う。 

 

CIS Control 19:インシデントレスポンスと管理 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

19.1 該当なし 該当なし 
インシデントレスポ

ンス手順を文書化

する 

担当者の役割とインシデントのハンドリ

ング／管理のフェーズを定義するインシ

デントレスポンス計画書が作成されてい

ることを確認します。 

19.2 該当なし 該当なし 

インシデントレスポ

ンスのための役職

と職務を割り当て

る 

コンピュータおよびネットワークのインシ

デントを処理するための役職と職務を特

定の個人に割り当て、解決に至るまでイ

ンシデント全体の追跡と文書化を確実

に行います。 

19.3 該当なし 該当なし 

インシデントハンド

リングをサポートす

る管理担当者を指

名する 

重要な意思決定の役割を果たすことに

よってインシデントハンドリングプロセス

をサポートする管理担当者と交代要員

を指名します。 

19.4 該当なし 該当なし 

インシデントの報

告に関する組織全

体の基準を策定す

る 

システム管理者およびその他の従業員

が異常な事象をインシデントハンドリン

グチームに報告するために必要な時

間、そのような報告のための仕組み、お
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よびインシデント通知に含める情報の種

類に関する組織全体の基準を策定する

必要があります。 

19.5 該当なし 該当なし 

セキュリティインシ

デントを報告する

ための連絡先情報

を維持する 

法執行機関、関連する政府機関、ベン

ダー、ISAC パートナーなど、セキュリテ
ィインシデントの報告に使用するサード

パーティーの連絡先情報を収集および

維持します。 

19.6 該当なし 該当なし 

コンピュータの異

常とインシデントの

報告に関する情報

を公開する 

全従業員を対象に、インシデントハンド

リングチームへのコンピュータの異常と

インシデントの報告に関する情報を公開

します。そのような情報は、普段から従

業員意識向上活動に組み込む必要が

あります。 

19.7 該当なし 該当なし 

担当者に対してイ

ンシデントシナリオ

セッションを定期的

に実施する 

インシデントレスポンスに携わる従業員

に対して、インシデントレスポンス訓練シ

ナリオを定期的に計画および実施し、現

実の脅威に対応するための意識向上と

安心感を維持します。訓練では、ツール

とデータを使用して通信チャネル、意思

決定、インシデントレスポンダーの技術

的能力をテストする必要があります。 

19.8 該当なし 該当なし 

インシデントスコア

リングおよび優先

順位付けスキーマ

を作成する 

組織に対する既知の影響または潜在的

な影響に基づいて、インシデントスコアリ

ングおよび優先順位付けスキーマを作

成します。スコアを活用して、ステータス

更新およびエスカレーション手順の頻度

を定義します。 

 

CIS Control 19:手順およびツール 

詳細なインシデントレスポンス手順の定義後に、インシデントレスポンスチームは、定

期的なシナリオベースのトレーニングに参加し、組織が直面する脅威と脆弱性に合わ

せて細かく調整された一連の攻撃シナリオに取り組む必要があります。これらのシナリ

オは、チームメンバーがインシデントレスポンスチームにおける各自の役割を理解し、

インシデントレスポンスに備える助けとなります。訓練やトレーニングのシナリオでは、

計画やプロセスのギャップ、および予期しない依存関係を特定することは避けられませ

ん。 
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このコントロールにおけるアクションは、企業セキュリティを強化するための具体的かつ

優先度の高い手順を示していますし、それらは包括的インシデントレスポンス計画に組

み込まれるべきものです。また、このトピックを詳しく解説している、以下の優れたリソー

スの活用をお勧めします。 

� CREST Cyber Security Incident Response Guide 
CREST は、サイバー防御のさまざまなトピックに関するガイダンス、基準、情
報を提供しています。 
https://www.crest-approved.org/wp-content/uploads/2014/11/CSIR-
Procurement-Guide.pdf 

CIS Control 19:システムエンティティ関係図 
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CIS Control 20:ペネトレーションテストおよびレッドチームの訓練 

攻撃者の目的と活動をシミュレーションして、組織の防御対策（技術、プロセス、担当

者）の全体的な強度をテストします。 

この CIS Control が重要である理由 

防御設計と意図、実装、保守が適切であっても、その間にあるギャップが、攻撃者に悪

用されてしまいがちです。例として、脆弱性が公表された後にベンダーからパッチが公

開され、そして実際に各マシンにインストールされるまでの時間差があります。その他

の例としては、善意から策定されたのみで実施メカニズムがないポリシー（特に、ユー

ザによるリスクの高いアクションを制限するための拘束力がないポリシー）、すなわち、

適切な設定がネットワークへの接続と切断を繰り返すマシンに適用できていない状態

であったり、さらには、複数の防御ツール間の相互作用や、セキュリティに影響する標

準的なシステム運用での相互作用を理解できていない状態などがあります。 

適切な防御姿勢を実現するには、効果的なポリシーとガバナンス、技術面での強固な

防御、および従業員による適切なアクションに関する包括的なプログラムが必要です。

テクノロジーが継続的に発展し、新しい攻撃者のノウハウが定期的に表れる複雑な環

境では、組織はその防御対策を定期的にテストし、ペネトレーションテストを実施するこ

とでギャップを洗い出し、対応態勢を評価する必要があります。 

ペネトレーションテストは、社内で特定可能な脆弱性を見つけ出し評価することから始

めます。次に、攻撃者が特に組織のセキュリティ目標（特定の知的財産の保護など）を

どのように妨害できるか、または特定の攻撃側の目標（秘密のコマンドコントロールイン

フラストラクチャの確立など）がどのように達成されるかを明らかにするテストを設計、

実行します。判明した結果から、さまざまな脆弱性のビジネスリスクについて深く理解で

きます。 

レッドチームの訓練は、組織の対応態勢の改善、防御担当者に行うトレーニングの改

善、および現在のパフォーマンスレベルの検査を目的として、組織のポリシー、プロセ

ス、防御対策全体にわたって取り組みます。独立したレッドチームは、脆弱性の存在、

すでに実施されている防御対策および低減コントロール、さらには将来の実装のため

に計画されている防御対策および低減コントロールの有効性に関する価値のある客観

的な見識を提供できます。 

 

CIS Control 20:ペネトレーションテストおよびレッドチームの訓練 

サブコント

ロール 資産の種類 セキュリティ
機能 コントロールタイトル コントロールの説明 

20.1 該当なし 該当なし 
ペネトレーションテ

ストプログラムを確

立する 

無線、クライアントベース、Web アプリ
ケーションの攻撃など、あらゆる種類の

複合型攻撃を組み込んだペネトレーショ

ンテストプログラムを確立します。 

20.2 該当なし 該当なし 定期的な外部およ

び内部ペネトレー

定期的な外部および内部ペネトレーショ

ンテストを実施して、企業システムを悪
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ションテストを実施

する 
用するために使用できる脆弱性と攻撃

の経路を特定します。 

20.3 該当なし 該当なし 
定期的に レ ッ ド

チームの訓練を実

施する 

定期的にレッドチームの訓練を実施し

て、攻撃を特定して阻止できるか、また

は迅速かつ効果的に対応できるかにつ

いて、組織の準備状況をテストします。 

20.4 該当なし 該当なし 

保護されていない

システム情報や成

果物の有無に関す

るテストを組み込

む 

攻撃者にとって有用な保護されていな

いシステム情報や成果物が存在してい

るかどうかを確認するためのテストを組

み込みます。確認対象はネットワーク

図、構成ファイル、古いペネトレーション

テストのレポート、パスワード、システム

運用に重要な情報を含む電子メールや

文書などを含みます。 

20.5 該当なし 該当なし 

本番環境で一般に

テストできない要

素のテストベッドを

作成する 

特定のペネトレーションテストと、監視コ

ントロールやデータ獲得、その他のコン

トロールシステムに対する攻撃など、本

番環境で一般にテストできない要素に

対するレッドチームによる攻撃テストの

ために、本番環境を模倣したテストベッ

ドを作成する必要があります。 

20.6 該当なし 該当なし 

脆弱性スキャン

ツールとペネトレー

ションテストツール

を連携して使用す

る 

脆弱性スキャンツールとペネトレーショ

ンテストツールを連携して使用します。

脆弱性スキャンの評価結果に基づい

て、ペネトレーションテストを実施しま

す。 

20.7 該当なし 該当なし 

ペネトレーションテ

ストの結果が、公

開されていて機械

処理が可能な形式

で文書化されてい

ることを確認する 

可能な際には常に、公開されていて機

械処理が可能な形式（SCAP など）でレ
ッドチームの活動結果を記録します。長

期にわたってレッドチームの訓練の結果

を比較できるように、結果を判別するた

めの採点法を検討します。 

20.8 該当なし 該当なし 

ペネトレーションテ

ストに関連するア

カウントをコント

ロールおよび監視

する 

ペネトレーションテストの実施に使用す

るユーザアカウントとシステムアカウント

が、正当な目的に限って使用されること

と、テスト終了後に除去されるかまたは

通常の機能に戻ることを確認するため、

これらのアカウントをすべてコントロール

および監視する必要があります。 
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CIS Control 20 手順およびリソース 

これまで、ペネトレーションテストとレッドチームテストは、以下の目的で実施されてきま

した。  

� 通常、意思決定者に企業の脆弱性を納得させるために、攻撃に関する「印象

的な」デモンストレーションとして。  
� 企業における防御対策の正しい運用をテストするための手段として（「検証」）。

そして、  
� まず何よりも、企業が適切な防御策を構築できているかをテストするため（「検

証」）。  

一般に、こうした類いのテストは高価かつ複雑で、リスクを招くおそれがあります。これ

らのテストが大きな価値をもたらすのは、基本的な防御対策がすでに施行されており、

包括的かつ継続的なセキュリティ管理／改善プログラムの一部として実施される場合

に限られます。テストイベントは、パッチの適用や設定管理などの防御対策を、企業が

適切に実施できていないことを発見するための非常に高価な手段です。  

ペネトレーションテストとレッドチームの分析に対する取組みの範囲とルールは、各組

織において明確に定義されなければなりません。そのようなプロジェクトの範囲には、

少なくとも組織の最重要機密情報が格納されているシステムと本番稼働用処理機能を

備えたシステムを含める必要があります。その他重要度の低いシステムも、より重要度

の高い標的を侵害するための踏み台として利用されることがないかどうかを確認する

ためにテストするとよいでしょう。ペネトレーションテストとレッドチームの分析に関する

作業ルールには、少なくともテストの日数、期間、全体的なテスト方法が記載される必

要があります。 

このコントロールにおけるアクションは、企業のセキュリティを強化し、ペネトレーション

テストとレッドチームプログラムに組み込むべき、具体的かつ優先度の高い手順を示し

ています。また、セキュリティテストの計画、管理、報告をサポートするには、このトピッ

クを詳しく解説している、以下の優れたリソースの活用をお勧めします。  

� OWASP Penetration Testing Methodologies 
https://www.owasp.org/index.php/Penetration_testing_methodologies  

� PCI Security Standards Council 
https://www.pcisecuritystandards.org/documents/Penetration-Testing-
Guidance-v1_1.pdf 
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CIS Control 20 システムエンティティ関係図 
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あとがき 

ボランティアの非営利団体である CIS は、新たなトピックやサイバーセキュリティの創
造的ガイダンスの手段を常に探求しています。ボランティアへのご興味や、ご質問、ご

意見、あるいは本書に関してお気づきの点がございましたら、

controlsinfo@cisecurity.org までお知らせください。   

本書に記載されているツールやその他の製品はすべて情報提供のみを目的としてお

り、CIS が特定の企業、製品、技術を推奨するものではありません。 

 

連絡先 

CIS 
31 Tech Valley Drive 
East Greenbush, NY 12061 
518.266.3460 
https://www.cisecurity.org/  
controlsinfo@cisecurity.org 


