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お客様 

アプリケーション データ 

Web アプリケーションフレームワークやラ
イブラリを含む 

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む） 

• アカウント管理 

• チューニング 

• 障害対応 

cloudpack 

ミドルウェア 運用ツール 

OS 

 

AWS 

• セキュリティ設定（ファイアウォール含む） 

• ネットワーク設定 

• アカウント管理 

• パラメータチューニング 

• 監視 / バックアップ/ 障害対応 

AWS 

• ファシリティ 

• 物理セキュリティ 

• コンピュートインフラ 

• ストレージインフラ 

• ネットワークインフラ 

• 仮想化レイヤー 

第2 章 はじめに 

2.1 cloudpack とは 

 
cloudpack は、アマゾン ウェブ サービス（AWS）の導入設計、環境構築、運用までをトータ

ルでサポートするマネージドホスティングサービスです。 

 
AWS を知り尽くし、その可能性を最大限に引き出せる cloudpack のスタッフが、Amazon 

Elastic Compute Cloud（Amazon EC2） や Amazon Simple Storage Service（Amazon 

S3）をはじめとする AWS  のプロダクトを、構築はもちろんのこと、 

24 時間サポートや、サービス監視、バックアップなどの作業代行や技術サポートをスピーディ

ーかつ丁寧に行い、お客様のさまざまな運用負荷を可能な限り軽減します。 

 
お客様が、これまで悩みの種だったサーバー周りに関するさまざまな課題から解放され、本

来取り組むべきビジネスの課題に専念できるためのサービス、それが cloudpack です。 

 

2.2 クラウド時代のシステム開発とシステム運用 

 
AWS の登場によって、システム開発や運用に対する考え方も大きく変わってきています。 

セキュリティにおける「責任共有モデル」 
 

AWS や  cloudpackが提示する「責任共有モデル」（Shared Responsibility Model）は、ク

ラウド運用の発展から生まれてきた考え方の一つです。 

 
cloudpack は AWS クラウドインフラストラクチャを基盤にシステムを構築し、お客様は 

cloudpack  が構築したシステム上で業務アプリケーションを運用することになりますので、

セキュリティ上の責任はお客様と cloudpack と AWS の三者による分担となります。 

 

 
ホストオペレーティングシステムや仮想レイヤーから、サービスが運用されている施設の物理セ

キュリティにおけるさまざまなコンポーネントの操作、管理、コントロールは、AWS によっ

て行われ、AWS インフラストラクチャ上にcloudpack が構築したシステムにおけるセキュ

リティは cloudpack が保護いたします。cloudpack  が構築したシステム上で運用される業

務アプリケーションおよびデータのセキュリティについてはお客様ご自身で保護していただく

必要があります。 
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従来のオンプレミス（構内設置）環境ではすべてについてセキュリティを確保する必要があ

ったことと比較すると、cloudpack ご利用のお客様については、ご自分でセキュリティを確

保していただく範囲が限定されることを意味いたします。 

ベストプラクティスによるシステム開発とシステム運用 
 

AWS と cloudpack はクラウドシステム運用の長い経験から、それぞれに数多くのベストプ

ラクティスを蓄積しています。 

 
cloudpack は AWS が提供するベストプラクティスに従ったシステムを構築し、cloudpack の持

つベストプラクティスに従ってお客様の環境を運用しています。 

 
従来はインフラストラクチャから業務アプリケーションまですべてにおいてお客様ご自身による

運用ノウハウの蓄積が必要でしたが、cloudpack ご利用のお客様は、お客様が利用される

業務アプリケーションの範囲に集中してノウハウの蓄積をしていただければ良いことを意味い

たします。 

 
このように、システム構築、運用、セキュリティについて、お客様、cloudpack、AWS がそ

れぞれに役割と責任を分担することで、より少ない労力で、より早く、求めるものが得られる

時代になったといえます。 

 

2.3 本ホワイトペーパーについて 

 
本ホワイトペーパーは、cloudpack    がご提供する『securitypack』の詳細をご紹介し、お

客様とcloudpack   との間で円滑な業務遂行を実現することを目的にご提供するものです。 

 
対象読者 : 

 
• 『securitypack』をご利用中のお客様 

• AWS でのシステム構築や AWS へのシステム移行が決定している方 

• AWS でのサーバーサイドセキュリティ実現方法についてご検討中の方 

• 企業や組織のセキュリティ担当者様 
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第3章 クラウド時代のセキュリティ 

3.1 多発するセキュリティ攻撃とその被害 

 
今日、多くの組織や企業のビジネス活動においてインターネットは不可欠なものとなっていま

す。その一方で、政府機関や企業の重要情報がインターネット経由で流出し、悪用されたとい

うニュースがテレビや新聞で報道されることも珍しくなくなってきています。 

 
インターネットにおける犯罪は、地理的な制約が少ない、具体的な被害がすぐにはわかりづら

い、経済的な利益の規模が大きいという特徴があり、急速にその被害規模が拡大してきてい

ます。特定の企業を狙う「標的型攻撃」が増加しているだけでなく、その攻撃拠点を確保する

ための「無差別攻撃」も少なくはありません。「無差別攻撃」では、脆弱性を持つ企業サイ

トや個人サイトを自動化された攻撃ツールで次々と拠点化していくため「自分のところは狙わ

れないだろう」という考えは現在においては非常に危険であると言えるでしょう。 

 
インターネット上の脅威には多様なものがあり、技術の進展とともに変化してきていますが、

情報処理推進機構（IPA）が 2016 年 11 月に公表した「情報セキュリティ10 大脅威 

2016」（https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html）においては、                 上

位 3 つに以下の脅威を例示しています。 

 
• インターネットバンキングやクレジットカード情報の不正取得（1 位） 

• 標的型攻撃による情報流出（2 位） 

• ランサムウェアを使った詐欺・恐喝（3 位） 

 
これらの脅威における攻撃拠点やランサムウェアの感染元として、セキュリティ強度の低い 

Web サイトなどが利用されている状況です。 

 
Web サイトをセキュリティ強度が低いままインターネット上に公開することは、そのサイトを

ご利用いただいたお客様やビジネスパートナーに直接大きな被害をもたらすだけでなく、その

サイトを運営する組織や企業のブランドや信頼性を大きく損ね、事業継続性にも大きな痛手を

もたらす可能性があるのです。 

 

3.2 クラウド時代のセキュリティ 

 
多発する攻撃に対して、従来のオンプレミス環境ではその防御機構のすべてを自前で設計・構築

し、かつ最新の攻撃に対処できる状態で運用し続ける必要がありました。そのためには、予め

工数と予算を見積り、専門的な人材を組織内部で確保することが求められました。 

 
パブリッククラウドにおいては、クラウド事業者が提供するインフラ設備や環境のセキュリテ

ィはクラウド事業者に任せることができるため、すべてを自前で守る必要はなくなりました。

また、クラウドの利用においてはリソースを使用した分だけコストがかかるため、立ち上げ段階

におけるセキュリティに対する作業工数や費用を最小に抑えることが可能になってきています。 

 
さらに、AWS ではクラウドセキュリティのベストプラクティスが公式ドキュメントなどで確立さ

れています。AWS を活用したシステムの構築・運用実績が豊富な cloudpack では、このベ

ストプラクティスを熟知したエンジニアが、お客様のシステム特性に合わせてセキュアに設計、構

築した AWS 環境上でお客様のサーバーを運用しています。 

 
例えば、アクセス集中などの負荷によるサーバーの処理能力の低下はセキュリティ強度を下げ

る要因になります。cloudpack では、AWS が提供するトラフィック制御・アクセス制御・キャッ

シュなどの多彩なサービスや機能を適切に配置することでお客様のサーバーに対す 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html
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リクエスト 

キャッシュ不要の  キャッシュを 大規模・複雑な

アクセス 活用するアクセス  アクセス 

Shield 

（エキスパート

サービス） 

ELB CloudFront 

（ロードバランサー） （CDN） 

AWS WAF 

セキュリティグループ 
S3 

ログの保全 

Web サービス 

CloudWatch 
Logs 

EC2 インスタンス 

API 操作

ログの保全 
CloudTrail 

る負荷およびサーバーの処理能力の適正化を行っています。 

 
また、侵入者はサーバーのログを消去・改ざんすることでその痕跡を消去し、ログの完全性を

損なわせます。cloudpack では、お客様に必要なログを AWS 環境上で保全するご支援

を行っています。 

外部へのアクセス 外部からのアクセス 
 

図 3.1 クラウド時代のセキュリティ（AWS におけるベストプラクティスの一例） 

ELB 

自動でスケールすることで負荷を吸収すると同時に、成立したリクエストのみをバックエンドの

サーバーに送信します。プロトコルの仕様を悪用するような、成立しないリクエストは結果

的に遮断されます。 

Amazon CloudFront 

キャッシュ応答することで、バックエンドのサーバーへの過剰な負荷を軽減します。また、成立

したリクエストのみをオリジンサーバーに送信するため、成立しないリクエストは結果的に遮

断されます。 

AWS WAF（AWS Shield Standard） 

最も頻繁に発生する一般的なインフラストラクチャ（レイヤー 3 およびレイヤー 4）への攻

撃を、インラインで組み込まれた自動緩和技術で防御することができます。 

AWS WAF（AWS Shield Advanced） 

ELB、CloudFront で実行されるウェブアプリケーションを標的にした攻撃に対するさらに高

度なレベルの保護として、AWS WAF Standard に付属している一般的なネットワークおよ

びトランスポートレイヤーの保護に加えて、AWS Shield Advanced では、大規模で洗練さ

れたDDoS 攻撃に対する追加の検出および緩和策とほぼリアルタイムの可視性を提供します。 

Amazon S3 

サーバー上のログを S3 に格納し、削除や上書きを制限することでログを適切に保全します。 

Amazon Cloudwatch Logs 

サーバー上のログを Cloudwatch Logs に随時転送することでログを保全します。 
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AWS Cloud Trail 

AWS コンポーネントへの操作をすべて記録し、AWS コンポーネントに対して不正な操作

が行われた記録を保全します。 

 
cloudpack では、AWS の最新サービスを活用し、お客様のサーバー（EC2 インスタンス） 

の周辺環境をセキュアに設計・構築・運用しています。 
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第4 章 AWS のセキュリティベストプラクティスを
補完する「securitypack」 

cloudpack の熟達したエンジニアがセキュリティベストプラクティスを実践して構築した 

AWS 環境は、サーバーの外側までは適切に保護してくれますが、サーバー内部のアプリケーショ

ンやミドルウェアまでを保護することはできません。このため、正常な通信を装った攻撃、お

よびアプリケーションやミドルウェアの脆弱性を狙う攻撃に対しては、別途セキュリティ面を補

完する手段が必要となります。 

 
cloudpack では、サーバー内部のセキュリティを保護するオールインワン製品「Trend 

Micro  Deep   Security」（以下「、Deep   Security」）を活用したサーバーサイドセキュリティ構

築支援・運用・監視サービス「securitypack」をご提供いたします。 
 

外部へのアクセス 外部からのアクセス 
 

 

図 4.1 AWS のセキュリティベストプラクティスを補完する「securitypack」 

 
securitypack   をご利用いただくことで、cloudpack  の実績豊富なエンジニアの支援により

適切なサーバーサイドセキュリティを短期間・低コストで実現することができます。また導入後

も、攻撃に対する監視および緊急性の判定やインシデント対応について適切な支援を受ける

ことができます。 

 

4.1 「securitypack」とは 

 
「securitypack」は、お客様の EC2  環境への Deep Security のインストールや DSaaS 

の設定に加えて、365日24時間体制で Deep Security  のセキュリティアラートの監視（不正

プログラム対策、侵入検知、変更監視、セキュリティログ監視）および運用・保守を行う

cloudpack のオプションサービスです。 

 
https://cloudpack.jp/service/option/securitypack.html 

リクエスト 

キャッシュ不要の  キャッシュを 大規模・複雑な

アクセス 活用するアクセス  アクセス 

Shield 

（エキスパート

サービス） 

ELB CloudFront 

（ロードバランサー） （CDN） 

AWS WAF 

セキュリティグループ 
S3 

ログの保全 

Web サービス 

CloudWatch 

Logs 

EC2 インスタンス 

API 操作

ログの保全 
CloudTrail 

サーバー内部の保護 マネジメントサーバーの管理（DSaaS） 
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セキュリティアラートを検知した際には、cloudpack が調査と対策のご提案をし、AWS 上

のお客さまのインフラを脅威から守るご支援を致します。 

 
「securitypack」は、お客様のサーバー1  台から導入でき、管理サーバーも不要なため、ス

モールスタートが可能です。 

「securitypack」のサービス内容初期

構築 

お客さまのAWS 環境においてDeep Security の構築を行います。加えて、不正プログラ 

ム対策 / 侵入検知 / 変更監視 / セキュリティログ監視のためのルール設定も cloudpack 

が代行します。 

運用保守 

Deep Security のルール追加や変更などの設定をcloudpack が代行いたします。さらに、 

cloudpack のエンジニアが 24 時間 365 日体制で Deep Security のアラート監視を行い、

アラートが確認された場合はお客さま指定の連絡先に連絡します。加えて、Deep 

Security のアラート検知状況のレポートを定期的に送付いたします。 

「Deep Security」とは 
 

「Deep  Security」は、物理・仮想・クラウドのそれぞれの環境におけるセキュリティ課題を解

決する、総合サーバーセキュリティソリューションです。 

不正プログラム対策（ウィルス対策） 

サーバーにウイルスが感染することを防止します。ウイルスがサーバーに侵入しようとした際に

検出するリアルタイム検索や、毎週 / 毎日など事前に設定した時間に検索を行うスケジュー

ル検索によりサーバーをウイルス感染から保護します。 

変更監視 

特定の領域（特定ファイルやレジストリ値など）でシステムに変更がないかを監視します。 

セキュリティログ監視 

システムログ内の特定タイプのイベントを監視し、たとえば一定時間内に認証失敗イベントが特

定回数発生した場合にアラートを発令することができます。 

DPI（Deep Packet Inspection） 

EC2 上で発信および受信されるネットワークトラフィックの実際のコンテンツを分析し、下記の

保護が可能となります。 

侵入防御（IDS/IPS） 

EC2 上で発信および受信されるネットワークトラフィックの実際のコンテンツを分析し、脆弱性

に対する既知もしくは未知の攻撃から保護します。 

Web アプリケーション保護 

EC2 上で発信および受信されるネットワークトラフィックを分析し、クロスサイトスクリプテ

ィングおよび SQL インジェクションなどの脆弱性を突いた攻撃から保護します。 
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4.2 「securitypack」を活用するメリット 

短期間での導入 
 

Deep Security の導入には、ソフトウェアのインストール作業から始まり多くのセキュリテ

ィ項目の設定が必要なため、かなりの工数や時間を取られることになります。さらに、お

客様環境に適切なセキュリティ設定を実現するためには、セキュリティや Deep 

Security に関する高度な知識が不可欠です。 

 
「securitypack」では、Deep   Security   に精通したcloudpack   スタッフがお客様環境への

導入作業をおよびチューニングを行うことにより、最短の期間と最小の工数でお客様環境のセ

キュリティ強度を向上させ、お客様のビジネス速度を加速いたします。 

お客様環境に最適なセキュリティの実現 
 

cloudpack は、2012  年から現在まで多数の  Deep  Security を運用しており、豊富な運

用経験と運用実績を有しています。さらに、長年にわたり蓄積した多数の検知情報や対応記録

に基づくデータを解析し、セキュリティの動向や傾向の把握を継続的に行なうことで、お客様

のサーバーに最適な Deep Security の設定やチューニングを実現しています。 

 
cloudpack には、Deep Security の概要提案に必要なスキルを習得していることを認

定する資格制度「Trend Micro Certified Security Expert for Deep Security」の認定

を取得しているスタッフが在籍しています。「securitypack」では、経験豊富な Deep 

Security スペシャリストがお客様のサービスの特性に合わせてDeep Security  の設定および

チューニングをいたします。 

cloudpack の安心サポート 
 

cloudpack    では、「securitypack」ご利用のお客様に対するサポートサービスをご提供す

る窓口として、cloudpack サポートデスクを設置しています。 

 
cloudpack サポートデスクの監視センターでは、365 日  24  時間体制で  Deep  Security の

セキュリティアラートの監視（不正プログラム対策、侵入検知、変更監視、セキュリティログ

監視）を行い、セキュリティアラートを検知した際にはその緊急性を判定し、お客様へのご

連絡および対応のご支援を行います。さらに、Deep Security 専門チームが、Deep 

Security セキュリティデータベースの更新（通常は 1 週間に 1 回、緊急時は随時） を精査

し、随時チューニングを実施することでセキュリティ監視およびアラート対応の適正化を行い

ます。 

 
お客様単独では継続が難しいセキュリティの調査活動およびセキュリティ設定のチューニング

を、お客様に代わって実施する「強いセキュリティチーム」。それが cloudpack サポートデスク

です。 

 

4.3 「securitypack」活用によるサーバーサイドセキュリティの強化 

 
お客様のサーバーを安全に運用するためには、セキュリティを維持するために必要な機能の導

入・保守、サーバーの脆弱性対応、攻撃の監視などを日常的に実施し、緊急時にはその状況

を把握して適切に対処する必要があります。 

1. 一般的なサーバーサイドセキュリティ 
 

お客様が自力でサーバーのセキュリティを維持する場合は、セキュリティに必要な機能の実装、

日常的な監視や脆弱性への対応などすべての作業をお客様にて実施していただく必要 
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リクエスト アクセス 

お客様監視システム 

Web サービス 

 
EC2 インスタンス 

リクエスト アクセス 

Deep Security 

Web サービス 

 
EC2 インスタンス 

不正通信パケットの破棄 

不正侵入の検知・通知（IDS） 

不正侵入に対する防御（IPS） 

 

があります。 

 
実現するためには、セキュリティに関する幅広い専門知識と、高度なサーバー構築技術、セキ

ュリティアラートに 24 時間対応ができる要員の確保が必要となります。 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

図 4.2 サーバーサイドセキュリティ（一般的な例） 

 

 

 

 

 

お客様 

 

2. Deep Security を利用したサーバーサイドセキュリティ 
 

お客様が自力で Deep  Security を導入する場合、Deep  Security が提供する機能により

サーバーのセキュリティ強度は向上しますが、Deep Security の導入作業や保守作業、セキ

ュリティアラートの受信や緊急性の判定などすべての作業をお客様に実施していただく必要があ

ります。 

 
実現するためには、セキュリティに関する幅広い専門知識と、セキュリティアラートに 24 時間

対応できる要員の確保が必要となります。 
 

外部への
アクセス 

外部からの
アクセス 

 

インシデント発生時の

対応指揮 

システムの運営に関する

判断・決定 

お客様監視アラート

受信時の緊急性判定 

お客様監視システム

アラート対応 

 

お客様 

 

ネットワークアクセス制御 
（セキュリティグループ） 

お客様監視環境の

運用・保守 

お客様環境の復旧作業など EC2インスタンスの運用 

 

図 4.3 サーバーサイドセキュリティ（Deep Security 利用） 

3. securitypack により実現するサーバーサイドセキュリティ 
 

securitypack をご利用の場合、導入作業および保守作業、セキュリティアラートに対する 

24 時間監視についてcloudpack サポートデスクが対応いたします。 

インシデント発生時の

対応指揮 

システムの運営に関する

判断・決定 

お客様監視アラート

受信時の緊急性判定 

お客様監視システム

アラート対応 

不正通信パケットの破棄 

不正侵入の検知・通知（IDS） 

不正侵入に対する防御（IPS） 

 

Web アプリケーション防御 

構成変更の検知 

不正プログラムの検知 

ログの監視 

 

ネットワークアクセス制御 
（セキュリティグループ） 

お客様監視環境の

運用・保守 

お客様環境の復旧作業など EC2インスタンスの運用 

 

Web アプリケーション防御 

構成変更の検知 

不正プログラムの検知 

ログの監視 

 

外部への 

アクセス 

外部からの 

アクセス 
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securitypack 

リクエスト アクセス 

Deep Security 

cloudpack 

Web サービス 

 
EC2 インスタンス 

お客様にご対応いただく必要があるのは、主に以下のご判断およびご対応となります。 

 
• システムの運営に関する判断・決定 

• インシデント発生時の対応実施判断・対応の実施 

 

外部への
アクセス 

外部からの
アクセス 

 
 

お客様 

 
お客様監視アラート

受信時の緊急性判定 

お客様監視システム

アラート対応 

 

 

Web アプリケーション防御 
不正通信パケットの破棄 

構成変更の検知 
不正侵入の検知・通知（IDS） 

不正プログラムの検知 
不正侵入に対する防御（IPS） 

ログの監視  

 

ネットワークアクセス制御 
（セキュリティグループ） 

お客様監視環境の

運用・保守 

お客様環境の復旧作業など EC2インスタンスの運用 

 

 

図 4.4 サーバーサイドセキュリティ（securitypack 利用） 

 

4.4 お申し込みと導入の流れ 

 
securitypack のお申し込みと導入の流れは下記の図のようになります。 

 

1週間～ 2～4週間 
 
 

図 4.5 お申し込みと導入の流れ 

 
ご契約から運用開始まで、概ね 2 〜 4 週間の期間が必要となります。 

Step1. お問い合わせ 
 

まず、「AWS 導入相談、お見積りについてのお問い合わせ」（https://cloudpack.jp/ 

contact/form/ ）より、以下の内容でお問い合わせをお願いいたします。 

 

項目 記載事項 

お問い合わせ種別 AWS 導入相談 

お問い合わせ内容 サービス名: securitypack 

ご利用開始希望日 : 

会社名: 

お名前 : 

ご連絡先電話番号 : 

ご連絡先メールアドレス : 

 
1営業日以内に、cloudpack 営業担当よりご連絡いたします。 

STEP.4 

構築フェーズ 

（チューニング含む） 

ヒアリングシートの記入 

サーバーサイドセキュリティ設計 

STEP.2 事前準備（お客様） 

STEP.3 

ご契約 

STEP.1 

お問い合わせ 

 
 

STEP.5 

運用フェーズ 

インシデント発生時の

対応指揮 

システムの運営に関する

判断・決定 
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Step2. 事前準備 
 

ご契約前に以下のご準備をお願いいたします。 

作業 担当者 作業の詳細 

1. サーバーサイドセキュリ

ティ設計 

お客様側ご担当者様 お客様のサービス設計に従い、

サーバーサイドセキュリティの設

計を決定いたします。 

詳細は「5.2.  securitypack サー

バーサイドセキュリティ設計ガイ

ドライン」をご参照ください。 

2. ヒアリングシートの記入 お客様側ご担当者様 1 で決定したお客様のサーバーサ

イドセキュリティ設計に従い、ヒ

アリングシートへの記入をお 願い

いたします。詳細は「5.3. ヒアリ

ングシートのご記入」をご参照く

ださい。 

Step3. ご契約 
 

お申し込み後、所定の手続きを経て、正式にご契約いただきます。 

Step4. 構築フェーズ 
 

ご契約後、お客様側の担当者様とcloudpack スタッフとの間での進捗管理ツールとして、 

「構築プロジェクト用 Backlog」のご提供を開始いたします。構築フェーズでは、この「構築プ

ロジェクト用 Backlog」で情報共有を行いながら、以下の作業を進めていきます。 

 

作業 担当者 作業の詳細 

1. Deep Security 環境の

構築 

cloudpack スタッフ お客様にご提出いただいたヒア

リングシートの内容に従い、お

客様のサーバー環境に Deep 

Security を導入し、初期設定を

行います。 

2.Deep Security の仮運用 お客様側ご担当者様

お よ び cloudpack 

スタッフ 

サーバー上の Deep Security を実

際に稼動させ、設定のチューニン

グを行いながら仮運用を約 2 

〜 3 週間行います。 

3. 運用フェーズへの移行 お客様側ご担当者様

お よ び cloudpack 

スタッフ 

お客様とcloudpack スタッフで

調整の上、運用フェーズへの移行

作業を行います。 

 
構築フェーズの詳細については、「第６章 securitypack の導入（構築フェーズ）」をご参照く

ださい。 

Step5. 運用フェーズ 
 

運用フェーズへの移行により、お客様は Deep Security によるサーバーの保護および 

cloudpack サポートデスクによる24 時間 365 日のアラート対応を受けることができます。 

 
お客様側の担当者様とcloudpack サポートデスクとの間での依頼管理ツールとして、「運用

プロジェクト用 Backlog」のご提供を開始いたします。運用フェーズでは「、運用プロジェ 
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cloudpack お客様 

Deep Security環境の検知ルール取

り扱い方針の決定（構築時） 

サービスに関する情報の確定 

関係者への情報共有

報告会開催 

インシデント対応のご支援

お客様環境の復旧支援など 

インシデント対応

対応実施判断 

Deep Security アラート受信時の緊

急性判定・ご連絡 

Deep Security アラート監視 

Deep Security 環境の運用・保守 

Deep Security 環境の構築 

クト用 Backlog」から各種ご依頼やお問い合わせいただくことができます。 

 
運用フェーズの詳細については、「第７章 securitypack の運用（運用フェーズ）」をご参照

ください。 

 

4.5 「securitypack」における責任共有モデル 

 
「securitypack」のご利用においては、お客様とcloudpack で責任を共有いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

図 4.6 securitypack 責任共有モデル 

 
securitypack  では、Deep   Security   の利用に必要な下記の構築および運用をcloudpack が

行います。 

構築 

• Deep Security 環境の構築 

運用 

• Deep Security 環境の運用・保守 

• Deep Securityアラート監視 

• Deep Securityアラート受信時の緊急性判定・ご連絡 

• インシデント対応（お客様のご指示により、保全、攻撃遮断、復旧の作業を実施いたしま

す。原因究明や証拠保全などのフォレンジックに関する作業を除きます） 

• お客様環境の復旧支援などのアドバイス 

 
お客様には、Deep Security の適切な利用に必要な下記のご判断および決定をお願いいた

します。 

構築 

• サービス・アプリケーションに関する情報の確定（お客様のサービス概要や仕様など） 

• 利用するDeep Security 機能の選択 

• Deep Security 環境の検知ルール取扱い方針の決定（cloudpack がご支援いたします） 

システムの運営に関する判断・決定 

Deep Security 環境の検知ルール取

り扱い方針の決定（運用時） 

お客様作業やサービス構成変更の

ご連絡 

通
常
対
応 

緊
急
時
対
応 

構
築
フ
ェ
ー
ズ 

運
用
フ
ェ
ー
ズ 
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運用 

• システムの運営に関する判断・決定 

• Deep Security 環境の検知ルール取扱い方針の決定（cloudpack がご支援いたします） 

• インシデント対応（お客様のご指示に基づき、cloudpack がご支援いたします） 

• お客様作業やサービス構成変更のご連絡 

 
cloudpack は、上記の分担に基づいて、お客様の Deep  Security  環境の構築および運用

に必要なご支援をいたします。 

 
インシデント対応の内容につきましては、「7.2 セキュリティアラート対応」の「Step3. イン

シデント対応（お客様）」、および「Step4.  インシデント対応（cloudpack  サポートデス

ク）」を参照ください。 
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第5章 securitypack 導入の事前準備 
5.1 サーバーサイドセキュリティの基礎知識 

 

サーバーサイドにおけるセキュリティを確保するために、これまで多くの防御技術が開発され

てきました。 

 
本章では、外部からユーザーのアクセスがある Web サービスを例として、従来のネットワーク

型サーバーサイドセキュリティ技術の基礎知識を、図 5.1 のように「外部からのアクセス」、 

「外部へのアクセス」、「サーバー内部」の 3 つのセクションに分けて解説していきます。 

外部へのアクセス 外部からのアクセス 

 

図 5.1 サーバーサイドセキュリティ技術の全体像 

（ネットワーク型サーバーサイドセキュリティ技術） 

1. 外部からのアクセスに対するセキュリティ技術 
 

外部から Web サーバーに対する攻撃は、インターネットの普及期から多く発生しており、図 

5.2 のように多くの防御技術が発達してきました。 
 

攻撃者 防御技術 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 5.2 外部からのアクセスに対するセキュリティ技術 

ファイアウォール 

ファイアウォールは、一般的に自社ネットワークの境界面に設置するセキュリティ機器で、機密性

の高いネットワークをインターネットのようなオープンなネットワークから分離します。 

不正サイト ユーザー 

ブロック 

リクエスト アクセス 

自社ネットワーク 

ファイアウォール 

IDS/IPS 

管理者 

フォワードプロキシ WAF 

リクエスト 

Web サーバー 

 
     サーバー内部  

ログの監視 

不正なプログラムの検知 

構成変更の通知 

不正侵入に対する防御（IPS） 

不正侵入の検知・通知（IDS） 

不正な通信パケットの破棄 

ネットワークアクセス制御 

Web アプリケーションの防御 ホワイトリスト 

ネットワークレベルの攻撃 
ファイアウォール ネットワーク 

外部 API など 

Web アプリケーションへの攻撃 
WAF Web アプリケーション 

Web サーバーへの攻撃 
  Web サーバー 

IDS/IPS 

OS への攻撃 
OS 
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ネットワークアクセス制御 

通信パケットに記述された送信元や送信先をチェックし、あらかじめ設定されているルール

に従って通過させるかどうかを判定します。たとえば、ユーザがアクセスできるように外部から

の HTTP 通信は許可する一方で、特定の管理者しか利用しない SSH などの通信は特定の IP 

アドレスからのもの以外は拒否するルールを設定することで、ネットワークレベルにおいて適切

なアクセスコントロールを行うことができます。 

 
AWS においてはセキュリティグループを利用することで同等の機能を実現することができま

す。 

不正な通信パケットの破棄 

不正な意図を持って送られてきたパケットには、通常の通信によるものと異なる特徴を持つ場

合があります。このような特徴を持つパケットを破棄するようにファイアウォールで設定するこ

とができます。 

 
不正な通信パケットの破棄により、不正に細工されたパケットが Web サーバーに到達しな

いようにすることができます。 

 
ただし、ペイロードと呼ばれるデータの中身は監視しないため、正常なアクセス要求とサービス

妨害のための要求を区別できない場合があります。 

 
セキュリティ設計によっては、不正な通信パケットの破棄をファイアウォールではなく IDS/ 

IPS で行う場合があります。 

IDS/IPS（侵入検知・防御） 

IDS や IPS は、一般的にファイアウォールより内部に設置するセキュリティ機器で、OS やミ

ドルウェアなどのプラットフォームを狙った不正な侵入を検知し、必要に応じて防御を行います。 

 
攻撃の判定は、多くの場合「シグニチャ」という特定の通信パターンに合致するか否かを基準

としており、OS やミドルウェアに対する攻撃は一般的には IDS/IPS で検知・防御します。 

不正侵入の検知・通知（IDS） 

IDS（Intrusion Detection System）は、OS やミドルウェアに対して不正な侵入を試みる

通信を検知して管理者に通知します。検知できる範囲が幅広い一方で、検出件数が多数にな

ると管理者の負担も大きくなります。 

不正侵入に対する防御（IPS） 

IPS（Intrusion  Prevention   System）は、OS  やミドルウェアに対して不正な侵入を試みる

通信に対して自動的に防御を行います。管理者の負担は軽減できますが、誤検出に対して防

御を行った場合に正常なアクセスを遮断してしまう可能性があります。 

 
OS やミドルウェアに対する攻撃は、一般的には IDS/IPS で検知・防御します。 

WAF（Web アプリケーション・ファイアウォール） 

WAF は、一般的に Web サーバーの前段に設置するセキュリティ機器で、Web アプリケーシ

ョンの脆弱性を狙った不正なアクセスから Web アプリケーションを保護します。 

Web アプリケーションの防御 

WAF では、Web アプリケーションに対するアクセスのペイロードをチェックし、一般的に下

記のような不正アクセスを遮断します。 

 
• 脆弱性のスキャンおよび悪用 
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• コンテンツやデータの改ざん 

• マルウェアやフィッシングサイトの設置 

• 本来外部に提供すべきではないデータの送信 

2. 外部へのアクセスに対するセキュリティ技術 
 

Web API や RSS などの発達により、Web サービスが外部に情報にアクセスするケースが増

えるとともに、サーバーからのアクセスを不正なサイトに誘導する攻撃が増加してきています。

ここでは、外部へのアクセス制御で一般的に利用される「フォワードプロキシ」について解説

します。 

フォワードプロキシ 

フォワードプロキシは、自社ネットワークのインターネットへの出口付近に設置するプロキシサー

バーで、機密性の高いネットワークに設置されたクライアント PC やサーバーなどが、オープン

なネットワークであるインターネットにアクセスするときに、そのアクセス処理を代理します。 

不正なサイトへのアクセス防止 

セキュリティの観点においてフォワードプロキシはアクセス制御のために利用されます。クライ

アントPC やサーバーなどにおいて外部へのアクセスはフォワードプロキシを経由するように

設定し、フォワードプロキシにおいては許可したサイト以外へのアクセスを遮断するように設定

することで、クライアントPC やサーバーを不正利用の脅威から保護します。フォワードプロキ

シを利用して不正なサイトへのアクセスを防止することにより、不正なプログラムによる感染

や情報漏洩リスクを抑制することができます。 

3. サーバー内部のセキュリティ技術 
 

Web サーバー内部では、一般的に以下のようなセキュリティ技術を利用した監視や対策が行

われています。 

構成変更の検知 

サーバー上のシステムやコンテンツなどのファイルを監視し、これらが変更されたことを検知し

ます。 

 
特定のファイルや機能を監視し、何らかの変更が行なわれた場合に管理者に通知することで、

攻撃者や内部の関係者によって重要なファイルや機能が変更されたことに管理者が気付くこと

ができます。これにより、攻撃者による不正な改ざんや、作業ミスなど意図しない変更などを

早期に発見し迅速に対応することができます。 

不正なプログラムの検知 

不正プログラムがサーバーに侵入することを防止するために、不正プログラムを検知・駆除す

ることで、サーバー上で不正なプログラム（ウィルス）が活動することを防止します。この機

能は、一般的には、ウィルス検出用のエージェントとウィルスデータベースを組み合わせることで

実現しています。 

 
ウィルスの検知には、ウィルスがサーバーに配置され用途するタイミングで検知する「リアルタ

イム検知」と、管理者が設定した時刻にスキャンすることで検知する「スケジュール検知」の 2 

種類があります。 

リアルタイム検知 

不正なプログラムがファイルシステムへ書き込みをしようとする動作をブロックする機能で、

商用のセキュリティ製品では一般的に提供されています。ファイル I/O を監視する仕組み

のため、ファイルサーバーやログサーバーなどファイルシステムへのアクセスが頻繁なシステ

ムではオーバヘッドが大きくなります。 
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スケジュール検知 

システム上に不正プログラムが存在しないか定期的にチェックします。スケジュール検知は、

リアルタイム検知を補完する目的で以下のように利用します。 

 
• 最新のウィルスデータベースを利用して再チェックを行う。 

• リアルタイム検知のオーバヘッドを回避するための代替手段として利用する。 

• セキュリティ製品導入前から稼動していたサーバーに対してウィルスチェックを行う。 

ログの監視 

OS やアプリケーションのログを監視し、サーバー上で異常が発生している場合は管理者に通

知を行います。 

 
ログの監視により、サービスに重大な影響を及ぼすシステム異常やサービス障害などを早期に

発見し迅速に対応することができます。 

4. パブリッククラウドにおけるサーバーサイドセキュリティ 
 

サーバーサイドのセキュリティを実装する方法として、セキュリティ製品の設置位置によって 

「ネットワーク型」と「ホスト型」の 2 種類に分類することができます。 

 
従来のオンプレミスにおけるシステム構成では、図 5.1 のようなネットワーク型のセキュリティ

製品を利用することが多く見られました。近年は、パブリッククラウドの普及に伴い、図 5.3 の

ように Web サーバーなどのホスト内部で稼動する「ホスト型」のセキュリティ製品を活用する

動きが強まってきています。 
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外部へのアクセス 外部からのアクセス 

 

図 5.3 ホスト型のセキュリティ設計 

ホスト型サーバーサイドセキュリティの特徴 

ホスト型のセキュリティ製品では、そのホスト（Web サーバー）を保護するために必要な機

能がオールインワンパッケージで提供されています。 

 
最新の技術動向に合わせた最適なサーバーサイドセキュリティ機能を低コストかつ短期間で導

入できるという大きなメリットがあります。このような製品の特徴を活かすことで、ホスト型サ

ーバーサイドセキュリティでは、各 Web サーバー（ホスト）が提供するサービスそれぞれに

最適化したセキュリティを実現することができます。 

 
ネットワーク型セキュリティ設計においてはネットワーク全体のトラフィック特性に合わせた最

大公約数的な設定にならざるを得ませんが、ホスト型セキュリティ設計では、必要な時に必

要なセキュリティ機能を柔軟かつ迅速に適用することができるのです。 

パブリッククラウドとホスト型サーバーサイドセキュリティ 

ホスト型サーバーサイドセキュリティでは、セキュリティ関連の処理が各サーバー（ホスト） に分

散します。 

 
サービスの成長に伴いトラフィックが増加した場合には、サーバーの台数を増やす「スケールア

ウト」や、サーバー1 台あたりの処理能力を向上させる「スケールアップ」など、サーバー能力の

増強を即時に行うことで、セキュリティ強度を下げることなく迅速にサービス能力を向上させ

ることができます。このことは、サーバー（インスタンス）の増強および削減を随時行うこと

ができるパブリッククラウドとホスト型サーバーサイドセキュリティは極めて相性が良いことを

意味します。 

 
従来のネットワーク型のセキュリティ設計では、利用する各セキュリティ製品が高価で導入に時

間がかかる上に、トラフィックが増加するとセキュリティ製品の処理能力が逼迫し、正常に処理

できなくなるケースもありました。迅速な対応やサービスのスケーラビリティが求められる機会が

増えてきた現在において、パブリッククラウドと共にホスト型サーバーサイドセキュリティを活

用することは、ビジネスを加速する上で有効な選択であると言えます。 

 
なお、サーバーの「スケールアウト」対応および「スケールアップ」対応に必要な各セキュリテ

ィ製品のコストは、その製品のライセンス形態に依存しますので、あらかじめご確認をお願

いいたします。 

不正サイト ユーザー 

ブロック 

リクエスト アクセス 

パブリッククラウド 

フォワードプロキシ 

ファイアウォール 

IDS/IPS 

管理者 

WAF 

Web サービス 

Webサーバー（ホスト） 
ログの監視 

不正なプログラムの検知 

構成変更の通知 

不正侵入に対する防御（IPS） 

不正侵入の検知・通知（IDS） 

不正な通信パケットの破棄 

ネットワークアクセス制御 

Web アプリケーションの防御 

ホワイトリスト 

外部 API など 
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不正サイト 外部 API など ユーザー お客様 

ブロック 

リクエスト アクセス 

サービス概要の把握 

ホワイトリスト フォワードプロキシ 
通常連絡体制 

 

緊急連絡体制 

セキュリティグループ 

 

IDS/IPS 
「侵入防御」機能 

Deep Security の利用 

WAF 

システム構成の把握 「不正プログラム対策」機能 

Web サービス 
ログ設定 

Webサーバー（ホスト）  
Web サービスの保護方法 

EC2 インスタンスタイプ 

「変更監視」機能 

「セキュリティログ」機能 

5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン 
 

AWS 環境においてDeep Security を効果的に利用するためには、AWS および Deep 

Security の製品仕様に合わせたサーバーサイドセキュリティ設計が必要となります。 

 
ここでは、AWS およびDeep Security の利用を前提としたWeb サーバーのホスト型サーバ

ーサイドセキュリティについて、設計上のポイントと securitypack が推奨する設定について

解説します。 
 

外部へのアクセス 外部からのアクセス 
 

利用ポート番号 

HTTPS 通信の復号場所 

同時最大 TPC 接続数 

ファイアウォール実現方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4 ガイドラインの全体像（ホスト型サーバーサイドセキュリティ） 

 
A. お客様のサービス概要の把握 

 

お客様のサービスがどのような目的でどのように利用されるかを把握することは「何をどのよう

に守るか」というセキュリティ設計の根幹を決定する上で最も重要なこととなります。ここでは、

よく使われる「5W1H（What/Why/When/Where/Who/How）」を使ったサービス概要の

把握についてご紹介します。 

When（いつ） 

サービスの利用時間帯を把握することは、セキュリティ攻撃を検知する上で有効です。例えば、

平日の昼間にしか利用されないサービスに対して、夜間や休日に大量のアクセスがあれば何

かおかしいということがわかります。 

 
お客様のサービスが 24 時間利用されるのか、平日昼間だけ利用されるのかなど「いつ使わ

れるのか」を明確にすることをお奨めいたします。 

Where（どこから） 

サービスに対する正常なアクセスがどこから来るべきかを把握することは、セキュリティ攻撃か

どうかを判断する上で有効です。例えば、社内や営業拠点からのみ使うことを想定しているサ

ービスに対して、通常時であればアクセスがないはずの場所から多数のアクセスがあれば何

かおかしいということがわかります。 

 
お客様のサービスが特定の IP アドレスからのみアクセスがあるのか、国内からだけアクセス

があるのか、インターネットのどこからでもアクセスがあるのか、など「どこからアクセスがあ

るのか」を明確にすることをお奨めいたします。 
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Who（だれが） 

サービスを利用する正常なユーザがだれかを把握することは、セキュリティ攻撃かどうかを判

断する上で有効です。例えば、会員向けのサービスに対して、会員数や会員の活動時間帯と比

較して不自然な大量アクセスがあれば何かおかしいということがわかります。 

 
お客様のサービスを特定のユーザが利用するのか、不特定のユーザが利用するのか、など 

「だれが利用するのか」を明確にすることをお奨めいたします。 

Why（何の目的で） 

サービスに対するアクセス元がどのような目的を持っているかを把握することは、セキュリティ

攻撃かどうかを判断する上で極めて重要です。例えば、情報提供が主な用途となっているサー

ビスに対して、不自然な更新操作や大量のデータ取得などの挙動があれば何かおかしいという

ことがわかります。 

 
お客様のサービスを利用する目的が製品情報の閲覧や検索をすることなのか、会員情報や営

業成績情報を更新することなのかなど、「何の目的で利用するのか」を明確にすることをお

奨めいたします。 

What（どのようなデバイスを使い） 

サービスに対するアクセス元がどのようなシステムやデバイスかを把握することは、どのような

セキュリティリスクがあるかを把握する上で有効です。例えば、特定のスマートデバイスが対象

のサービスの場合、そのスマートデバイスの脆弱性発見は、世界規模でのセキュリティ攻撃を

引き起こす可能性があります。 

 
お客様のサービスに対してアクセスするデバイスがパソコンなのか、スマートデバイスなのか、

IoT 機器など人間以外が利用するデバイスなのか、など「どのようなデバイスを使ってアクセス

してくるのか」を明確にすることをお奨めいたします。 

How（何をする） 

サービスに対してアクセスするユーザが行う主要な操作を把握することは、セキュリティ攻撃か

どうかを判断する上で重要です。例えば、記事の投稿が中心のサービスにおいて、大量のデー

タがダウンロードされていれば何かおかしいということがわかります。 

 
お客様のサービスにおける主要な操作が、データの入力（アップロード）なのか、データの

取得（ダウンロード）なのか、特徴的な操作は何か、など「ユーザが何をするか」を明確に

することをお奨めいたします。 

 
以上のように、お客様のサービスの「5W1H」を整理することで、サービスの特徴やセキュリ

ティ上の検討ポイントが明確になります。これは、お客様のサービスに最適なセキュリティ設計を

実現する上で大きな助けとなります。 

B. 外部からのアクセス設計 
 

外部からWeb サービスへのアクセスをホスト型サーバーサイドセキュリティで保護するため

には、以下の 4 点を考慮することが重要となります。 

 
• どのプロトコルでサービスを提供するか（利用ポート番号の決定） 

• 暗号化通信の復号をどこで行うか（HTTP 通信の復号場所の決定） 

• どの程度の同時アクセスを通常のサービス要求とみなすか 

（同時最大 TCP 接続数の決定） 

• サーバーへのどのようなアクセスを許可するか（ファイアウォール実現方法の決定） 
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B.1 利用ポート番号の決定 

Deep Securityは、Webサーバーで稼動する各サービスについて、標準ポート（例:HTTP サービ

スは 80/TCP、HTTPS サービスは 443/TCP）の利用を前提として主要な機能が設計されて

います。このため、Deep Security でEC2 インスタンスを保護する場合は、EC2 インスタン

ス上で稼動する各サービスは標準ポートを利用することをお奨めいたします。 

 
外部に対して標準ポート以外を利用してサービスを提供する必要がある場合は、ELB のリス

ナーを独自ポート番号で作成することをお奨めいたします。 

図 5.5 利用ポート番号の決定 

B.2 HTTPS 通信の復号場所の決定 
 

AWS をご利用の場合、HTTPS 通信によって暗号化された通信を Web サービス側で復号す

る手段として、ELB（ロードバランサ）で行う方法と、EC2 インスタンス（Web サーバー） で

行う方法の 2 種類があります。 

 
securitypack では、Deep  Security  の機能を安定的にご利用いただくために、ELB（ロード

バランサ）で復号する方法を推奨しています。 

図 5.6 HTTPS 通信をELB（ロードバランサ）で復号（構成例 : 推奨） 

 
EC2 インスタンス（Web サーバー）で HTTPS 通信を復号する場合、Deep Security、ま

たはWeb サーバーのご利用において制約があります。詳細については、cloudpack スタッフ

にお気軽にご相談ください。 

ユーザー 

独自のポート番号 

利用ポート番号の変換 

一般的なポート番号 

EC2 

ユーザー 

HTTPS 

復号処理 

HTTP 

Web サービス 

EC2 アクセス処理 
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図 5.7. HTTPS 通信をEC2 インスタンス（Web サーバー）で復号（構成例 : 非推奨） 

B.3 同時最大 TCP 接続数の決定 
 

Deep Security は、EC2 インスンタンスに対するリクエストとそのレスポンスで発生する 

TCP セッションの同時接続数が設定値を超過した場合、システムを保護するために超過分の

TCP セッションを破棄します。この破棄は、TCP セッションの同時接続数（リクエストとレ

スポンスの合計）が設定値以下に減少するまで継続します。 

 
このため、Deep Security で  EC2 インスタンスを保護する場合は、正常なサービスにおけ

る同時最大 TCP 接続数を事前に決定する必要があります。 

cloudpack では、一般的な Web サービスにおける同時最大 TCP 接続数としてEC2 インス

タンス1 台あたり 4,000 セッションを推奨しています。 

 
同時最大 TCP 接続数が 4,000 を超えることが見込まれる場合は、cloudpack スタッフに

お気軽にご相談ください。 

B.4 ファイアウォール実現方法の決定 
 

securitypack では、EC2 インスタンス環境におけるファイアウォールとして、AWS が提供

する「セキュリティグループ」の利用を推奨しています。 

 
セキュリティグループは、AWS の仮想マシンホスト上に実装されたファイアウォール機能で、 

EC2 インスタンスに対する通信をフィルタリングすることができます。セキュリティグループで許

可された通信のみが EC2 インスタンスに到達するため、ホスト内部でファイアウォールを実現

する場合と比較してサーバーリソースを効率的に利用できることになります。 

 
セキュリティグループのルールは、定められた上限数を超えて設定することができないため、

複雑なフィルタリングルールを設定する場合は OS のファイアウォール機能（iptables など）

を併用する必要があります。この場合、アクセス負荷の高いルールをセキュリティグループで

設定し、アクセス負荷の低いルールを OS などのファイアウォール機能で設定するなど、フ

ィルタリングによる EC2 インスタンスへの負荷を抑制する工夫が別途必要となります。 

 
セキュリティグループの上限数については、AWS の公式ドキュメントをご参照ください。 

 
Amazon VPC の制限（セキュリティグループ）: http://docs.aws.amazon.com/ja_ 

jp/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_ Appendix_Limits.html#vpc-limits- security-

groups 

ユーザー 

HTTPS 

Web サービス EC2 

アクセス処理 

復号処理 

http://docs.aws.amazon.com/ja_
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C. 外部へのアクセス設計 
 

Web サービスへの不正アクセスのうち一部のものは、Web サービスの情報を不正なサイト

へ送信しようとします。このような挙動を回避するためには、外部へのアクセスを許可する対

象を一覧化した「ホワイトリスト」を作成し、それ以外のサイトへのアクセスを遮断する必要が

あります。 

 
EC2 インスタンスから外部の Web サービスやAPI などにアクセスする必要がある場合、 

securitypack ではフォワードプロキシとホワイトリストを利用したシステム構成を推奨してい

ます。 

 
フォワードプロキシおよびホワイトリストの詳細については、cloudpack スタッフにお気軽

にご相談ください。 

D. サーバー設計 
 

ホスト型サーバーサイドセキュリティで Web サーバーを保護するには、以下の 4 点を考慮す

ることが重要となります。 

 
1. サーバーのシステム構成を把握する。（システム構成の把握） 

2. サーバーの挙動をどのように把握するか。（ログ設定の決定） 

3. サーバー上のサービスをどのように保護するか。（Web サービス保護方法の決定） 

4. サーバーには十分な処理能力があるか。（EC2 インスタンスタイプの決定） 

D.1 サーバーのシステム構成の把握 
 

Deep Security では、サーバー上の特定のリソースを監視し、そのリソースに何らかの変更が

あった場合に検知します。 

 
その検知が正常な変更なのか、不正な変更なのかを判断するためには、事前に正しいシステ

ム構成を把握しておくことが必要です。万が一攻撃により復旧が困難な状況に陥った場合でも、

システム構成が適切に把握できていれば早期に復旧することが可能となります。 

 
お客様のシステムが攻撃を受けた際の影響調査では、導入しているプラットフォーム（OS） お

よびミドルウェア、そのバージョンを把握していることが早期対応の助けとなります。 

ソフトウェアの導入方法に関する注意点 

ソースコードからのビルドや配布ファイルの展開によるソフトウェアの導入は、そのソフトウェ

アの存在および稼動の把握を難しくし、サーバーのセキュリティ強度に悪影響を与える場合

があります。securitypack では、yum などの OS が標準で提供するパッケージ管理シス

テムによるソフトウェア導入を推奨しています。 

 
商用製品やお客様の事情により OS 標準パッケージ管理システムを利用せずにソフトウェア

を導入される場合は、その対象ソフトウェアを一覧化し、標準パッケージ管理システムを利用

しない理由を整理することをお奨めいたします。 

Linux カーネルに関する注意点 

Linux 環境においては、Deep Security  の導入可否を確認するためにLinux  カーネルのバ

ージョンを把握することが必要となります。カスタムカーネルを使用している Linux 環境で

は Deep Security は動作しませんのでご注意ください。 
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D.2 変更監視すべきファイルなどの特定 
 

Deep Security では、サーバー上の特定のファイルやディレクトリ、レジストリなどを監視し、

何らかの変更があった場合に検知します。 

 
適切な変更監視を行うためには、システム構成を正しく把握し、通常は変更することがないア

プリケーションやミドルウェアのエンジン、および認証情報などを特定する必要があります。 

 
頻繁に変更が発生するログファイルやデータベースファイル、ファイルサーバーのデータは変更監

視の対象としては適切ではありません。変更の監視が必要な部分を特定することで、過剰なサー

バーリソースの浪費と膨大な変更検知による運用負荷の発生を防ぐことができます。 

 
OS に関するファイルの変更監視については、cloudpack が推奨設定をご用意しています。お

客様環境において独自に監視すべきファイルやディレクトリについては、事前に特定をお願い

いたします。 

 
cloudpack  推奨設定の詳細については、本ガイドライン「E.3『変更監視』機能の利用」を

ご参照ください。 

D.3 ログ設定の決定 
 

Deep Security では、サーバーで実行中の OS やアプリケーションによって生成されたログ

やイベントを監視し、セキュリティ上の問題を検知します。このため、ログの記録およびロー

テーションが正常に行われている必要があります。 

 
通常は、OS 標準のログ設定およびログローテーション設定で問題ありません。 

D.4 Web  サービス保護方法の決定 
 

特定の組織向けのコンテンツや構築中のコンテンツ、各種ツールの管理者向け機能などが 

Web サーバー上に存在する場合、その保護設定を行うことが重要となります。 

アクセス制御機能の活用 

アクセス元の IP アドレスおよびアクセス先のコンテンツについてアクセス制御を行う場合、 

Web サーバーアプリケーションが提供するアクセス制御機能（例 :Apache の .htaccess など）

を利用することをお奨めいたします。 

 
従来よく利用されていた「ベーシック認証」は、現在においては攻撃者にとって攻撃コストが

極めて低く、設定するパスワードによっては、容易に破られてしまう可能性があるため、そのご利

用については特にご注意ください。やむを得ず「ベーシック認証」を利用する際は、通信を暗

号化した上で、桁数を12 桁以上設定する、大文字小文字数字記号を混在させる等の措置を

検討してください。 

管理者向け機能の保護 

Web サービスにおいて以下のような管理機能をご利用の場合は、その管理機能について最低

限の保護設定を行うことが重要です。 

 
• コンテンツマネジメントシステムの管理機能（WordPress など） 

• システム管理ツール（phpMyAdmin など） 

 
本ホワイトペーパーでは、WordPress の保護設定について、「付録 4  ご参考 :WordPress 

の保護設定」で概要をご紹介しています。ぜひご参照ください。 



Trend Micro Deep Security 運用 ホワイトペーパー 27  

D.5 EC2 インスタンスタイプの決定 
 

t2.small などの小規模な EC2 インスタンスタイプは、負荷状況によってはサーバーリソース

が不足し、Deep Security の動作に支障が発生する場合があります。 

Deep Security はパケット検査の際に連続したメモリ領域を要求するため、空きメモリの断片

化などにより利用可能な領域が不足するとアプリケーションのセッションが切断される場合が

あります。サービス通信を阻害するなどの影響を避けるため、スペックにやや余裕がある

m3.medium 以上の EC2 インスタンスタイプの選択を強く推奨いたします。 

 
Deep Security のシステム要件については「付録2. Deep  Security に関する情報」を参照

ください。 

E. Deep Security の利用に関する設計 
 

Deep Security を効果的に利用するためには、あらかじめ Deep Security の主要な機能や

オプションの利用方針を決定することが重要となります。 

 
• 「侵入防御」機能の利用 

• 「不正プログラム対策」機能の利用 

• 「変更監視」機能の利用 

• 「セキュリティログ監視」機能の利用 

E.1「侵入防御」機能の利用 
 

Deep Security では、Web サーバーや Web アプリケーションに存在する既知の脆弱性も

しくはゼロデイの脆弱性に対する攻撃などからサーバーを保護することができます。 

 
securitypack では「侵入防御」機能の利用を推奨しています。 

 
「侵入防御」機能には以下の 2 つのモードがあります。 

検知モード（IDS） 

不正な侵入を試みる通信を検知し、通知します。システムの保護は行いません。 

 
securitypack では、構築フェーズにおける仮運用の期間中は「検知モード」で侵入防護機

能を動作させます。 

防御モード（IPS） 

不正な侵入を試みる通信を遮断することで、システムを保護します。検出モード（IDS）と検知

内容・負荷の違いはありません。 

 
securitypack では、運用フェーズ移行後は「防御モード」で侵入防御機能を動作させます。 

 
「侵入防御」機能を適切に動作させるためには、以下の事項を明確にし、Deep Security の

設定に反映する必要があります。 
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パケットフォワーディング機能を活用したソフトウェア 

EC2 インスタンスにおいて以下の製品を利用している場合は、別途設定が必要となるため、 

cloudpack スタッフに事前にご連絡ください。 

 
• iptables（Docker） 

• firewalld 

• Windows ファイアウォール 

デフォルトポートを使用していないミドルウェア 

Deep Security の標準設定では、主なミドルウェアのデフォルトポートを監視します。利用ポ

ートを変更してご利用の場合は、ご指定のポートを監視するよう設定いたします。 

特殊な攻撃対策が必要なサービス 

データベースや入力フォームなどを有するサイトは、SQL インジェクションおよび XSS（クロ

スサイトスクリプティング）の攻撃を受ける可能性が常にあります。 

 
これらの攻撃への対策として、事前に専門会社によるセキュリティ診断を受けられる事を強

くお奨めいたします。 

 
Deep Security では上記のサイトを保護するルールが用意されていますが、正常な通信へ

の影響を抑制するために検知条件を緩和する場合には、攻撃通信を検知できないこともあ

ります。また、誤検知を抑止するためにルールのチューニングに関するお客様のご協力が必要

となります。 

 
特殊な攻撃への対策に関する詳細およびセキュリティ診断専門会社のご紹介については、 

cloudpack スタッフにお気軽にご相談ください。 

 
「侵入防御」機能には以下のオプションがあります。 

推奨設定の検索 

サーバー内をスキャンし、保護するサーバーに必要なルールを自動的に設定することで、サー

バー内の構成に準じて必要とされるルールを不足なく適用することができます。また、対象サー

バーに不要なルールを適用しないことにより誤検知の可能性を軽減します。 

 
securitypack では、原則として「推奨設定の検索」オプションの有効にしています。「推奨設

定の検索」オプションにより、セキュリティ保護と利便性の両立を実現できます。 

E.2「不正プログラム対策」機能の利用 
 

Deep Security では、実行型のウィルス、スパイウェア、トロイの木馬などの不正プログラム

からサーバーを保護することが可能です。 

 
securitypack では「不正プログラム対策」機能の利用を推奨しています。 

 
「不正プログラム対策」機能には以下のオプションがあります。 

リアルタイムスキャン 

ファイルの読み取り/ 書き込みが発生した際にそのファイルについてスキャンを行います。 

securitypack では「リアルタイムスキャン」オプションの利用を推奨しています。 

 
ファイルの読み取り/ 書き込みが多いシステムの場合、CPU 負荷が上昇する可能性がある

ため、リアルタイムスキャンの対象から除外し後述の定期スキャンにて補完することができま

す。お客様のセキュリティポリシーに則したご利用をお奨めいたします。 
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リアルタイムスキャンに対応しているプラットフォームについては「付録 2. Deep Security に関

する情報」をご参照ください。 

定期スキャン 

毎日定刻にあらかじめ決められた範囲のファイルに対してスキャンを行います。 

 
定期スキャンのご利用は、お客様のセキュリティポリシーおよびサーバーのスペックによってご

判断いただく必要があります。また、定期スキャンのご利用においては以下についてご留意

ください。 

 
• 処理時間はファイル数に応じて変化します。一般的な    CentOS（m3.medium）において

は、CPU 負荷は 40% 程度消費し、40 分程度かかります。 

• EBS（gp2）を有するインスタンスで本機能を使用した場合、I/O クレジットを消費する可

能性があります。 

• 定期スキャンの実行時間帯は、サービスによる高負荷が見込まれる時間帯とは別にするこ

とを推奨いたします。 

 
定期スキャンを利用する場合はご希望の開始時刻（1 日 1 回）をご指定ください。変更監視

スキャンと開始時刻と重ならないよう、間隔を空けることをお奨めいたします。 

E.3「変更監視」機能の利用 
 

Deep Security では、サーバー上の特定のリソースに関する変更を監視することができます。 

 
以下のサーバー上のリソースのハッシュ値を比較し、その追加・変更・削除が行われた際に、アラ

ートを通知します。 

 
• インストール済みのソフトウェア 

• ファイル、ディレクトリ 

• レジストリキー、レジストリ値 

 
securitypack では、以下のリソースの追加・変更・削除に対する「変更監視」機能の利用を

推奨しています。 

Linux 環境の場合 : 

/etc/pam.d/* 

/bin/* 

/sbin/* 

/usr/bin/* 

/usr/sbin/* 

/etc/ssh/* 

/etc/passwd 

/etc/group 

/etc/shadow 

/etc/resolv.conf 

/etc/hosts 

/usr/bin/crontab 

/var/spool/cron/* 

/etc/cron.d/* 

 
Windows 環境の場合 : 対象サーバーの構成に応じた推奨設定による監視 

 
「変更監視」機能のご利用においては、以下についてご留意ください。 
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• cloudpack 標準の  CentOS（m3.medium）にて CPU 負荷は 40% 程度消費します。 

• 幅広い範囲を監視対象とした場合、負荷によりシステム動作に影響が発生する場合がありま

す。すべてのディスクを監視対象とした場合、CPU100％が 24 時間以上継続し、30 万件の変更

がレポートされた事例があります。 

• リソースに対する変更内容を文字列単位で確認することはできません。必要がある場合は

システム変更管理の実施を別途ご検討ください。 

• 変更監視は、標準で1 日1 回の定期タスクにて行います。 

• リソースに対する変更がすべて検知されますため、変更を実施する際は、cloudpack サポー

トデスクへの事前・事後のご連絡が必要となります。詳しくは、本書「7.4 ご連絡・お問い合

わせ」の「お客様作業のご連絡」を参照ください。 

E. 4「セキュリティログ監視」機能の利用 
 

Deep Security では、OS やアプリケーションのログを監視し、異常が発生している場合は

管理者に通知を行うことができます。 

 
securitypack では、OS  へのセキュリティ侵害を試みるログの監視を対象とした「セキュリテ

ィログ監視」機能の利用を推奨しています。 

F. 連絡体制 
 

Web サービスを適切に保護し、緊急時に迅速に対応するためには、連絡体制の考慮が重要

となります。 

F.1 通常連絡体制 
 

Web サービスを適切に保護するためには、該当サービスについて窓口となる連絡先を決定

し、以下を明確にする必要があります。 

 
• 連絡先メールアドレス（通常時） 

• 連絡先電話番号（通常時） 

 
Deep Security の運用に関するご連絡や変更監視・セキュリティログ監視のアラート検知時

などに、cloudpack スタッフよりご連絡させていただきます。 

 
ご担当部署内での、情報共有フローについても必要に応じて作成していただくことをお奨めい

たします。 

F.2 緊急連絡体制 
 

万が一、セキュリティに関する緊急事態が発生した場合に備え、緊急対応時の窓口となる連絡

先を決定し、以下を明確にする必要があります。 

 
• 連絡先メールアドレス（緊急時） 

• 連絡先電話番号（緊急時） 

 
セキュリティ攻撃などによりお客様のサービスやサーバーに影響が発生した場合に、 

cloudpack スタッフよりご連絡させていただきます。 

 
ご担当部署および社内での緊急連絡フローや、インシデント・レスポンスに関する意思決定

フローについても作成していただくことをお奨めいたします。 

 
インシデント・レスポンスの参考情報については、「付録 1. 参考となる情報やドキュメント」を

ご参照ください。 
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G. 設計上の留意点 
 

Deep Security で提供しているさまざまなセキュリティ監視機能は、セキュリティ監視に特化

しているためサービス監視の代替となるものではない点にご留意ください。 

 
例えば、定期的にプロセスが再起動するアプリケーションが存在する場合、サービスレベル

では正常ですが、Deep Security は  PID の変化を検知して改ざんと判断する可能性があり

ます。 

 
サービス監視については、別途実施する必要があります。 

5.3. ヒアリングシートのご記入 
 

securitypack  では、お客様のサーバーサイドセキュリティ設計に従い、Deep   Security の

構築および運用を行います。securitypack を効果的にご利用いただくために、事前にお客

様環境についてご確認いただき、ヒアリングシートへのご記入をお願いしています。 

 
cloudpack は、お客様のヒアリングシートをもとに、適切な Deep  Security  の構築およ

び迅速な導入を実現いたします。 

Step1. ヒアリングシートの入手 
 

「securitypack ヒアリングシート」は、以下からダウンロードしていただくことができます。

https://cloudpack.jp/pdf/securitypackHearingSheet.zip 

 
「securitypack  ヒアリングシート」の記載事項については「付録  3.「securitypack」ヒア

リングシート」をご参照ください。 

Step2. ヒアリングシートへのご記入 
 

「securitypack ヒアリングシート」に、お客様環境に関する情報のご記入をお願いいたします。 

 
各記載事項の詳細については「5.2. securitypack  サーバーサイドセキュリティ設計ガイドラ

イン」をご参照ください。 

Step3. ヒアリングシートのご送付 
 

ご記入いただいた「securitypack  ヒアリングシート」は、securitypack  のお申し込み時に

下記までご送付をお願いいたします。 

 
securitypack 営業担当：sales+dsaas@cloudpack.jp 

 
所定の手続きを経て正式にご契約いただいた後、cloudpack スタッフより構築フェーズに関

するご連絡をいたします。 

 
ヒアリングシートについてご不明点がありましたら、お気軽に securitypack 営業担当までお

問い合わせください。 

mailto:sales%2Bdsaas@cloudpack.jp
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第6 章 securitypack の導入（構築フェーズ） 

ご契約後、お客様側の担当者様とcloudpack スタッフとの間での進捗管理ツールとして、 

「構築プロジェクト用 Backlog」のご提供いたします。構築フェーズでは、この「構築プロジェ

クト用 Backlog」で情報共有を行いながら、以下の作業を進めていきます。 

 
1. Deep Security 環境の構築 

2. Deep Security の仮運用 

3. 運用フェーズへの移行 

 

 

 

  

 

 

 
仮運用継続 

 

 

 

 

 

 

 

図 6.1 構築フェーズの流れ 
 

構築フェーズにおける分担 
 

「securitypack」の構築においては、「securitypack     責任共有モデル」に基づき、お客様

とcloudpack で以下の通り分担を行います。 

 

分担項目 担当 

サービス情報の取りまとめ お客様 

サーバー情報の取りまとめ cloudpack 

利用するDeep Security 機能の選択 お客様 

Deep Security 環境の構築 cloudpack 

Deep Security 環境の検知ルール取扱い方

針の決定 

お客様（cloudpack がご支援をいたしま

す） 

Deep Security 環境のチューニング作業 cloudpack 

仮運用期間中の Deep Securityアラートメ

ール受信 

お客様および cloudpack 

運用フェーズへの移行判定 お客様および cloudpack 

運用フェーズへの移行作業 cloudpack 

 
 

6.1 Deep Security 環境の構築 

 
ヒアリングシートを元に、お客様のサーバー環境に Deep Security を導入し、初期設定を

行います。 

ご契約締結 

 
Deep Security の導入・初期設定 

 
 

仮運用開始 

 

チューニング・対応 

 

仮運用状況のご報告 

運用フェーズへ移行 

移行日程の決定 

運用フェーズ 

移行判定の実施 

環
境
構
築 

仮
運
用 

移
行
判
定 
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構築作業の日程は、Deep Security を導入するサーバー環境の動作状況に応じて以下のよ

うに決定いたします。 

構築中のサーバーにDeep Security を導入する場合 
 

原則としてご契約から 3 営業日以内に実施いたします。サーバーの構築状況によって作業予

定日が変動する場合があります。 

 
cloudpack スタッフより、作業予定について Backlog  でご連絡をいたしますので、ご確認

の上ご回答をお願いいたします。 

稼働中のサーバーにDeep Security を導入する場合 
 

日程調整の上で導入日程を決定いたします。 

 
シングル構成の場合は、数時間程度のサービス停止が必要となります。Deep Security の導

入および設定に1〜2 時間程度かかる他、お客様による確認作業の時間が必要となります。 

 
cloudpack スタッフより、作業日程調整について Backlog  でご連絡をいたしますので、ご

確認の上ご回答をお願いいたします。 

 
検証サーバーを利用した事前検証は別途承っておりますので、お気軽にご相談ください。 

 

6.2 Deep Security の仮運用 

 
導入作業の完了後、サーバー上の Deep Security を実際に稼動させ、設定のチューニング

を行いながら仮運用を実施いたします。 

仮運用の開始 
 

Deep Security のチューニングを行うために、本番もしくは本番相当のテスト用のアクセス

（正常なトラフィック）が必要となります。 

 
正常トラフィックの開始時期は Backlog でご連絡をくださいますようお願いいたします。折

り返し、cloudpack スタッフから仮運用の開始日程についてご案内いたします。 

仮運用中の Deep Security の機能利用 
 

仮運用期間中の Deep Security は、侵入防御を除くすべての機能を運用フェーズと同様の

設定で運用いたします。 

 
侵入防御は誤検知・過剰検知による正常通信の阻害が発生しないように検知モードで運用

を行います。 

仮運用中の Deep Security の動作 

機能 Deep Security の動作 

侵入防御 仮運用動作（検知のみ） 

変更監視 本番動作（警告） 

セキュリティログ監視 本番動作（警告） 

不正プログラム対策 本番動作（防御） 
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仮運用中のアラートメール通知 
 

仮運用期間中の Deep Security アラートメール（以下「アラートメール」は、運用フェーズ

と同様にお客様に通知いたします。 

 
仮運用期間中のアラートメール配信を希望されない場合は、その旨お知らせください。 

仮運用中のセキュリティアラート対応 
 

仮運用期間中に検知されたアラートについては、原則として営業日対応となります。夜間休日

に発生したアラートについては、翌営業日対応となります。 

 
サービス構築中のサーバーで発生した変更監視アラートについては、構築作業上の変更による

アラートが多数上がるため、緊急性「低」として取り扱い、アラート対応は行いません。 

 

アラート種別 構築中環境 運用中環境 

侵入防御 営業日対応 営業日対応 

変更監視 緊急性「低」として取り扱い 営業日対応 

セキュリティログ監視 営業日対応 営業日対応 

不正プログラム対策 営業日対応 営業日対応 

 
運用フェーズに移行後は、サポートデスクのサービスレベルにて即時対応を実施いたします。 

 
セキュリティアラート対応の詳細については、「7.2 セキュリティアラート対応」をご参照くだ

さい。 

 

6.3 Deep Secutiry のチューニング 

 
仮運用中および運用フェーズにおいては、以下のようなチューニングを実施いたします。 

侵入防御 

通常は、Deep Security により侵入防御が適切に行われますが、お客様のサービスにおけ

る正常通信が Deep Security に侵入として検知される可能性があります。正常通信につい

て侵入防御の誤検知や過剰検知が発生する場合は、お客様と協議の上で設定を調整します。

設定調整後、1週間の経過観察を行います。 

変更監視 

お客様による変更作業やシステムの動作により、Deep Security の監視対象であるシステ

ム上のリソースに変更が行われると、Deep Security はセキュリティインシデントとして変更

アラートを通知いたします。運用作業やシステムの動作によって変更監視に関する検知が頻繁

に発生する場合は、お客様と協議の上で設定を調整します。 

セキュリティログ監視 

システムの正常な動作のうち、認証エラーやシステムエラーなど OS へのセキュリティ侵害の

可能性がある動作については、Deep Secutiry によって攻撃として検知される可能性があ

ります。システムの正常動作によってセキュリティログ監視に関する検知が頻繁に発生する場合

は、お客様と協議の上で設定を調整します。 

不正プログラム対策 

通常は、Deep Security により不正プログラム対策が適切に行われますが、お客様のサービ

スにおける正常なデータが Deep Security に不正プログラムとして検知される可能性 
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はゼロではありません。正常なデータについて不正プログラム対策の誤検知が発生する場合は、

お客様と協議の上で設定を調整します。 

 

6.4 運用フェーズへの移行 

 
仮運用開始後 2 週間経過時点で、cloudpack スタッフからお客様に対して、チューニング

状況と今後の見通しをご報告いたします。ご報告の結果、お客様および cloudpack の双方

が本番運用可能と判定した場合、運用フェーズへの移行を行います。 

 
運用フェーズへの移行判定 

 

運用フェーズへの移行には、以下の 2 つの判定を満たす必要があります。 

1. cloudpack 側判定 

• 発生している誤検知や過検知について、その取り扱いが Backlog 上で決定していること。 

• 最終設定変更から1 週間経過観察ができていること。 

• お客様の対応待ちチケットがゼロになっていること。 

2. お客様側判定 

cloudpack 側判定結果に基づき、運用フェーズへの移行についてご了承いただけること。 

 
cloudpack スタッフより、移行判定について Backlog  でご連絡を差し上げますので、ご確

認の上ご回答をお願いいたします。 

運用フェーズへの移行日程の確定 
 

お客様から移行のご了承をいただいた後、運用フェーズへの移行日程の調整を行います。 

cloudpack スタッフより、移行日程の調整について  Backlog  でご連絡を差し上げますので、

ご確認およびご回答をお願いいたします。 

 
標準では、平日午前 11 時に運用フェーズへの移行を行います。日時についてはご希望により、

休日や他の時間帯での実施も可能です。 

運用フェーズへの移行 
 

移行日に、運用フェーズへの移行を行います。 

 
• 侵入防御を検知モードから防御モードに切り換えます。 

• cloudpack サポートデスクに業務の引き継ぎを行います。 

• 仮運用期間中のアラートメール配信を停止していた場合は、配信を開始いたします。 

 
移行完了後は、cloudpack サポートデスクがお客様をサポートいたします。運用フェーズの

詳細については、「第７章 securitypack の運用（運用フェーズ）」をご参照ください。 
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第7章 securitypack の運用（運用フェーズ） 

7.1 cloudpack サポートデスク 

 
cloudpack サポートデスクは、以下のような運用体制により、お客様のシステムで稼動する

Deep Security をお客様とともに運用いたします。 

お客様（システムオーナー） 

お客様のシステムの運営に関する責任を有し、維持運営に関して判断および決定を行います。 

監視センター 

平常時の監視および障害発生時に一次切り分けおよび復旧作業を行います。監視センターで解

決できない場合は、専門の担当（サポートセンター）に対してエスカレーションを行います。 

サポートセンター 

お客様のシステムで稼動する Deep Security に関わる構築業務と専門的な運用・保守業務

を行います。セキュリティアラートの発生時には二次切り分けおよびお客様の復旧支援などを

行います。 

 
サポートセンターは、営業時間内対応をカバーする構築・二次運用グループ（Deep 

Secutiry 専門チームを含む）に属するエンジニアにより構成されます。 
 

図 7.1 cloudpack サポートデスクの運用体制 

 
cloudpack  のお客様窓口である「cloudpack  サポートデスク」では、ご提供するサポート

サービスに対する信頼性および透明性を高めるために、サービスレベル合意（SLA）および

サービスレベル目標（SLO）を定義し、公開しています。 

 
サービスレベ ル の定 義および cloudpack サポートデスクの詳 細については、 

「cloudpack サポートデスク ホワイトペーパー」（https://cloudpack.jp/whitepaper/ 

supportdesk.html ）をご参照ください。 

運用フェーズにおける分担 
 

「securitypack」の運用においては、「securitypack    責任共有モデル」に基づき、お客様と

cloudpack で以下の通り分担を行います。 

サポートデスク 
（24 時間365日） 

障害ご連絡 

監視センター 

エスカレーション 

お客様 

お問い合わせ/ ご依頼 

（お電話 /Backlog） 

サポートセンター 

平日対応 10:00-19:00 

休日夜間対応 ベストエフォート 

cloudpack サポートデスク

0120-799-989 



Trend Micro Deep Security 運用 ホワイトペーパー 37  

分担項目 担当 

システムの運営に関する判断・決定 お客様 

お 客 様 のシステムで 稼 動 する Deep 

Security の運用・保守 

cloudpack 

Deep Security 環境の検知ルール取り扱い

方針の決定 

お客様（cloudpack がご支援をいたしま

す） 

Deep Security 環境のチューニング作業 cloudpack 

Deep Securityアラートメール受信 お客様および cloudpack 

Deep Security アラート受信時の緊急性判

定・ご連絡 

cloudpack 

Deep Security アラート受信時のインシデ

ント対応（お客様） 

お客様（cloudpack がご支援をいたしま

す） 

Deep Security アラート受信時のインシデ

ント対応（cloudpack） 

cloudpack（お客様のご判断により実施い

たします） 

お客様環境の復旧支援などのアドバイス cloudpack 

お客様作業やサービス構成変更のご連絡 お客様 

 

7.2 セキュリティアラート対応 

 
cloudpack サポートデスクでは、お客様がご利用中の  Deep  Security  各機能により発生

したアラートに対して、以下の対応を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7.2 セキュリティアラート対応フロー 

Step1. アラート発生 Deep Security アラートメール 

（対応せず終了） 

Backlog＋電話 

Backlog 

緊急性：低 緊急性：中 緊急性：高 

cloudpack 

お客様 

Backlog でご報告 

Backlog でご指示 

cloudpack 

Backlog で対応完了のご連絡 

Deep Security アラートメール 

緊急性：全 緊急性：全 

Step2. 緊急性判定 

Step3. インシデント対応 
（お客様） 

Step4. インシデント対応 
（cloudpack） 

Step5. 対応の完了 



Trend Micro Deep Security 運用 ホワイトペーパー 38  

Step1. Deep Security アラートの発生（Deep Security） 
 

Deep  Security がセキュリティに関する異状を検知した場合、お客様とcloudpack サポート

デスクにアラートメールが通知されます。 

Step2. アラートの緊急性判定（cloudpack サポートデスク） 
 

cloudpack サポートデスクは、受信したアラートメールを基に、お客様環境の調査を行いま

す。調査の結果、緊急性に応じて以下の通りご連絡いたします。 

緊急性：「高」の場合 

Backlog でご連絡後、お客様の緊急連絡先に電話連絡いたします。 

緊急性 :「中」の場合 

Backlog でご連絡いたします。 

緊急性 :「低」の場合 

アラートメールのみでのご連絡となります。 

 
cloudpack サポートデスクは、受信したアラートメールの緊急性について、以下の基準により

判定いたします。 

緊急性 : 高 

• 侵入防御機能によって、攻撃者の意図通りの攻撃が成功し、セキュリティ侵害が発生してい

ると疑われる場合 

• 変更監視機能によって、お客様から事前の作業実施連絡がない監視対象リソースの変更を検

知し、他機能の検知状況との総合的評価の結果、セキュリティ侵害が発生していると疑わ

れる場合 

• セキュリティログ監視機能によって、サーバーへの不正侵入を試みる動作を検知し、他機能

の検知状況との総合的評価の結果、セキュリティ侵害が発生していると疑われる場合 

• 不正プログラム対策機能によって、ウィルスなどを検知し、他機能の検知状況との総合的評

価の結果、セキュリティ侵害が発生していると疑われる場合（同時に多数のウィルスを検知

した場合を含みます。） 

• 影響範囲の広い深刻な脆弱性が発見され、実際に攻撃の予兆が報告されるなど、緊急性

の高い事象が発生した場合（アラートメールによる通知が無い場合を含みます。） 

緊急性 : 中 

• 侵入防御機能によって、未対応の脆弱性を対象とした攻撃通信を検知したが攻撃自体は失

敗している場合 

• 侵入防御機能によって、サービス上の正常な通信について攻撃通信と誤検知した可能性が

高い場合 

• 変更監視機能によって、お客様から事前の作業実施連絡がない監視対象リソースの変更を検

知し、他機能の検知状況との総合的評価の結果セキュリティ侵害の可能性が低いものと判

断した場合 

• セキュリティログ監視機能によって、パスワード間違いや操作ミスによるアカウントロックな

どを検知し、他機能の検知状況との総合的評価の結果、セキュリティ侵害が発生していない

ものと判断した場合 

• 不正プログラム対策機能によって、ウィルスなどの検知および駆除が実行され、他機能の検

知状況との総合的評価の結果、セキュリティ侵害が発生していないものと判断した場合 

緊急性 : 低 

• 侵入防御機能によって、対応済み脆弱性を対象とした攻撃通信を検知した場合 

• 侵入防御機能によって、存在しない URI や無効なリクエストなどの攻撃通信を検知した 
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が攻撃が成立していない場合 

• 侵入防御機能によって、お客様へご連絡済みの未対応の脆弱性を対象とした攻撃通信を

検知したが攻撃自体は失敗している場合 

• 変更監視機能によって、事前にご連絡にあった作業に関わる変更を検知した場合 

• セキュリティログ監視機能によって、ユーザやグループ作成などの作業に関わるセキュリティ

イベントを検知した場合 

• DSaaS において一時的なアラートが発生した場合（オフラインやアップデートの失敗） 

Backlog でのご連絡内容 

緊急性「高」もしくは「中」と判定した場合、cloudpack サポートデスクは以下の情報 

Backlog でお客様にご連絡いたします。 

 
• 検知した攻撃に対するcloudpack の見解 

• アラートの内容 

 
攻撃内容や状況によっては、以下の情報をご提供する場合があります。 

 
• 考えられる影響（ご参考） 

• 今後のご対応（ご参考） 

Step3. インシデント対応（お客様） 

緊急性「高」の場合 

cloudpack サポートデスクが、お客様環境に関するアラートメールについて緊急性「高」と判

定した場合、直ちに Backlog でご連絡のチケットを作成し、電話でのご連絡を行います。 

 
cloudpack サポートデスクからのご連絡後、Backlog  の情報をご参照の上、速やかにお客

様のセキュリティポリシーおよびインシデントレスポンスポリシーに従って対応の実施をお願い

いたします。 

cloudpack によるインシデント初動活動支援 

cloudpack  のサポートデスクは、「securitypack  責任共有モデル」の分担によって、お客

様指示の下、インシデント・レスポンスの初動対応をご支援いたします。 

お客様担当者への情報共有 

直ちにサポートセンター（お客様担当エンジニアを含む）に発生状況を共有し、お客様の

初動対応へのご支援を準備いたします。 

保全・攻撃遮断・復旧のご支援 

お客様のご指示により、保全・攻撃に対する遮断・復旧作業を実施いたします。 

 
作業の詳細については「Step4. インシデント対応（cloudpack  サポートデスク）」をご参照

ください。 

お客様による初動活動 

インシデント・レスポンスの初動対応のうち、以下の事項についてはお客様によるご判断・ご対

応をお願いいたします。 

関係者への情報共有 

インシデント発生時は関係者への迅速な連絡が重要です。お客様の必要に応じて、以下の

ような関係各所への連絡を実施ください。 

 
• 社内の関係者、関係部門へのご連絡 
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• 監督省庁、警察機関へのご連絡 

• JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC）などのセキュリティ関連機関へのご連絡事

前に必要な連絡先および連絡フローを整備しておくことをおすすめいたします。 

システムに関するご判断・ご対応 

インシデント発生時は、お客様のシステムに関係する判断およびご指示を明確かつ迅速に行

うことが重要となります。インシデントの状況に応じて、以下のような作業の判断・対応を実

施する必要があります。 

 
• サービス停止・再開のご判断 

• アクセスログの解析 

• アプリケーション、コンテンツデータの改修・復元の実施 

復旧に向けた専門的な作業 

インシデント発生時は、インシデント対応の専門家の適切な支援を得ることが重要となりま

す。インシデントの内容に応じて、以下のような対応の判断・実施をご検討ください。 

 
• 専門調査会社への調査依頼 

• 報告会の実施 

cloudpack への情報共有 

cloudpack では、お客様によるご対応内容について適宜 Backlog  のチケットに追記いただ

くことを推奨しています。 

 
チケットへの記載情報は、お客様環境のセキュリティ最適化への重要な基礎資料となります。

cloudpack サポートデスクでは、いただいた情報をもとにお客様へのサポート品質の向上

に努めております。 

緊急性「中」の場合 

cloudpack サポートデスクが、お客様環境に関するアラートメールについて緊急性「中」と判

定した場合、Backlog でご連絡のチケットを作成し、メールでのご連絡を行います。 

 
cloudpack  サポートデスクからのメール受信後、Backlog  の情報をご参照の上、速やかに

お客様においてご確認をお願いいたします。 

 
お客様によるご対応内容については、適宜Backlog のチケットに追記をお願いいたします。 

緊急性「低」の場合 

cloudpack サポートデスクが、お客様環境に関するアラートメールについて緊急性「低」と判

定した場合、アラートメールの通知のみとなります。 

 
この場合、お客様は特にご対応いただく必要はありません。 

Step4. インシデント対応（cloudpack サポートデスク） 
 

cloudpack  サポートデスクは「securitypack   責任共有モデル」の分担によって、お客様

指示のもと以下のご支援いたします。 

保全のご支援 

お客様のご指示により、以下のような保全作業を実施いたします。 

 
• 現状の保全（マシンイメージの取得） 

• マシンイメージの直近バックアップ保全（ローテーションからの除外） 
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• ログデータ（アクセスログなど）の外部ストレージへの保全 

攻撃遮断のご支援 

お客様のご指示により、以下のような遮断作業を実施いたします。 

 
• 攻撃元 IP アドレスからのアクセス遮断（ネットワークアクセス制御によるブロック） 

• サービスポートのアクセス遮断（セキュリティグループによるブロック） 

• 不審なプロセスの停止 

• サーバーのサービス停止（インスタンスの一時停止） 

復旧作業のご支援 

お客様のご指示により、以下のような復旧作業を実施いたします。 

 
• 設定変更、アップデート - パッチ適用作業 

• AMI バックアップからの復元作業 

 
各作業の実施ご依頼は、Backlog のチケットにその旨のご返信をお願いいたします。折り返

し cloudpack サポートデスクより作業に関するご連絡をいたします。 

 
上記以外の特殊なご依頼については、費用も含めて別途ご相談ください。 

Step5. 対応の完了 
 

セキュリティアラートへの対応は、Backlog のチケットのステータスをお客様が「完了」に変

更していただくことで終結いたします。適切なアラート管理のために、Backlog チケットの

「完了」化についてご協力をお願いいたします。 

 

7.3 運用フェーズにおける Deep Security のチューニング 

 
securitypack では、運用フェーズにおいても随時監視設定のチューニングを実施し、誤検

知の回避など、お客様環境に最適なセキュリティ監視を実現いたします。 

 
チューニングの詳細については、「6.3 Deep Secutiry のチューニング」をご参照ください。 

 

7.4 ご連絡・お問い合わせ 

 
cloudpack サポートデスクでは、お客様作業に関するご連絡やお客様ご利用の 

「securitypack」に関するお問い合わせを受け付けています。 

 
ご連絡・お問い合わせは、プロジェクト管理ツール「Backlog」上で、以下の項目を記載し

たチケットの起票をお願いいたします。チケットに記載されたご依頼内容を確認後、原則とし

て標準日数以内に対応いたします。（cloudpack  サポートデスクが特段の事情があると判断

した場合を除きます。） 

お客様作業のご連絡 
 

「securitypack」ご利用のお客様環境において作業を実施される場合、Deep    Security の

変更監視機能に影響する可能性があるため、事前に cloudpack サポートデスクまで 

Backlog  でご連絡をお願いいたします。標

準日数（サービスレベル目標）: 1営業日 
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Backlog によるご連絡方法 

項目名 内容 

種別 作業連絡 

作業に必要な詳細情報 作業の種類（追加 / 変更 / 削除） 

作業予定日時 

作業概要 

変更対象ミドルウェア、ディレクトリ・ファ

イル（可能であれば） 

（ 作業内容が後述の「変更監 視に影響す

る作業の例」に類する場合、Deep 

Security の監視に影響があるため詳しく

ご記載ください） 

 

「変更監視に影響する作業の例」として以下のものがあります。 

 
• サーバーの停止や再起動（再起動でファイルの書き換えが発生するため） 

• ユーザ作成・変更・削除 

• パスワード変更 

• crontab/ タスクスケジューラ作成・変更 

• ミドルウェア導入・アップデート 

• 各種設定ファイル変更 

サービス構成変更のご連絡 
 

「securitypack」ご利用のお客様環境においてサービス構成の変更を実施される場合、Deep  

Security  の監視機能全般に影響する可能性があるため、事前にcloudpack  サポートデスク

まで Backlog でご連絡をお願いいたします。 

 
cloudpack スタッフが事前調査および調整を行い、必要がある場合は監視設定のチューニ

ングを実施いたします。 

 
標準日数（サービスレベル目標）：5 営業日 

Backlog によるご依頼方法 

項目名 サービス変更連絡 

種別 サービス変更連絡 

作業に必要な詳細情報 作業の種類（追加 / 変更 / 削除） 

作業予定日時 

作業概要 

変更対象ミドルウェア、ディレクトリ・ファ

イル（可能であれば） 

（特にDeep Security の監視に影響がある

部分について詳しくご記載ください。） 

 

「Deep Security の監視機能全般に影響する作業の例」として以下のものがあります。 

 
• バーチャルホストの追加、削除 

• サーバーの役割変更 

• コンテンツ内容の総入れ替え 

• CMS（コンテンツマネジメントシステム）の追加 
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脆弱性診断実施のご連絡 
 

「securitypack」ご利用のお客様環境において脆弱性診断を実施される場合、Deep 

Security の侵入防御機能や WAF 機能および正常なサービス通信に影響する可能性があ

るため、事前にcloudpack  サポートデスクまで  Backlog  でご連絡をお願いいたします。 

 
標準日数（サービスレベル目標）：5営業日 

Backlog によるご依頼方法 

項目名 サービス変更連絡 

種別 脆弱性診断の実施 

作業に必要な詳細情報 作業の種類（追加 / 変更） 

脆弱性診断の実施日、実施時間帯

送信元 IP アドレス 

脆弱性診断の対象 

 

運用フェーズでは、Deep Security が防御モードで稼動しているため、多くの攻撃通信は

遮断されることにご留意ください。Deep Security をバイパスした脆弱性診断の実施をご

希望される場合は、cloudpack  サポートデスクまで別途ご相談ください。お客様のシステム

構成に応じた適切な脆弱性診断を実施できるようにご支援いたします。 

 
なお、脆弱性診断の実施時間中に検知した Deep Securityアラートについては、誤検知 / 過

剰検知判定をいたしません。 

securitypack の運用に関するお問い合わせ 
 

アラートメールに関するご質問など、securitypack の運用フェーズにおける各種お問い合わ

せについては、cloudpack サポートデスクまで Backlog でご連絡をお願いいたします。 

 
標準日数（サービスレベル目標）：5営業日 

Backlog によるご依頼方法 

項目名 サービス変更連絡 

種別 securitypack の運用に関するお問い合わせ 

作業に必要な詳細情報 お問い合わせ内容 



Trend Micro Deep Security 運用 ホワイトペーパー 44  

第8 章 securitypack の導入事例 
事例 1 : 企業ホームページをホストするWeb サーバーへの Deep Security の実装 

 

事例1では、「5.2  securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」に沿って企

業ホームページをホストするWeb サーバーへの Deep Security を実装した事例を紹介しま

す。 

(A) お客様構成の把握 

企業が提供するプロダクト情報や IR 情報を掲載する公式ホームページをホストする Web サ

ーバーです。ホームページを閲覧する利用者は、プロダクトの購買者や投資家で、パソコンや

スマートフォンを使ってプロダクト情報や IR 情報を参照します。ホームページには個人情報等

の機微な情報はホストされていません。 

（B） 外部からのアクセス設計 

AWS のセキュリティベストプラクティスは、サーバーサイドから遠い部分での防御を推奨して

います。cloudpack は、CloudFront と ELB  を盾とし、SecurityGroup  で  EC2 と RDS 

への接続を制限する構成を提案しました。SSL の復号化は ELB で行い、Deep 

Security での通信検査を可能としています。 

（C） 外部へのアクセス設計 

企業ホームページは、個人情報などの機微な情報を保有していないことから、フォワードプロ

キシサーバー等によるアクセス先の制限は行いませんでした。保護する対象の重要度によって、

セキュリティポリシーに照らして必要なところに投資することで、より効率的なシステム運営を

することができます。 

（D） サーバー設計 

企業ホームページのコンテンツは、CMS（コンテンツマネジメントシステム）で生成されて

います。Web サーバーは、CMS の実行基盤として、標準的な Linux サーバーとパッケー

ジデータベースから導入したミドルウェアを構成しました。Web サーバーを稼働させる EC2 

は、ある程度の負荷が捌けるよう余裕を持ったサイズを用意しています。加えて、 

cloudpack は  Web サービスの保護として、CMS  のセキュリティ対応を提案しました。 

CMS のセキュリティ対応の詳細は、「付録 4. ご参考 : WordPress の保護設定」をご参照

ください。 

（E） Deep Security の利用に関する設計 

Web サービスは、インターネットからの不特定多数の通信を受けるため、CloudFront と 

ELB を通過してきた通信に対しては、「E. Deep Security の利用に関する設計」に挙げる機

能をすべて利用し保護します。変更監視は、動的に更新される CMS のコンテンツ部分には

向かないため、OS、ミドルウェアの構成を監視することとしました。 

 
このように、セキュリティ製品ですべてを賄おうとするのではなく、各所の構成や設定の積み重

ねにて全体のセキュリティをデザインすることで、TCO を最適化することができるものと言

えます。 
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外部へのアクセス 外部からのアクセス 
 

図 8.1 企業ホームページをホストする Web サーバーへの Deep Security の実装 

 
用語解説 

 

本事例文中の用語、および図に示す各アイコンの説明と、それらが果たすセキュリティの構成

について、以下に示します。 

（1） CloudFront 

CloudFront は、CDN（Content Delivery Network）機能を提供します。大量のリクエス

トをキャッシュ応答することで、高速なレスポンスとバックエンドシステムへの負荷軽減を実現

しますが、同時に成立しないリクエストをバックエンドに流さない盾の役割を果たします。 

（2） ELB 

ELBは、SSL アクセラレータ機能とネットワーク層のロードバランシング機能を提供しますが、

同様に成立しないリクエストをバックエンドに流さない盾の役割を果たします。 

（3） EC2 

EC2 は、AWS における仮想サーバーで、OS、ミドルウェア、アプリケーションをオンプレミ

スのサーバーと同様に利用することができます。OS、ミドルウェアの監視・運用・保守は、 

cloudpack に委託することができ、利用者はアプリケーションに集中することができます。加え

て、Deep  Security を導入し、適切に運用することで、OS やミドルウェアの脆弱性への攻撃

の遮断や OS へのセキュリティ侵害を検知することができます。EC2 を保護することで、結

果として後方に配置するデータベースを保護することができます。 

リクエスト 

AWS WAF CloudFront 

（CDN） 

ELB 

（ロードバランサー） 

セキュリティグループ 
S3 

Web サービス ログの

保全 CloudWatch 
Logs 

EC2 インスタンス 

API 操作

ログの保全 
CloudTrail 

RDS 

サーバー内部の保護 マネジメントサーバーの管理（DaaS） 
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（4） RDS 

RDS は、AWS が提供するマネージド型データベースです。利用者は、RDS を使用することで、

データベースを稼働させるインフラの管理やパッチ適用作業、フェイルオーバーのオペレーション

から開放されます。RDS をインターネットから到達しないサブネットに配置し、Security  Group 

にてサービスサーバーからのみ通信を許可するよう制限することで、外部からデータベースを

隠蔽することができます。 

事例２: REST API システムへの Deep Security の実装 
 

事例2 では、「5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」に沿ってAPI 

Gateway を経由したREST API をバックエンドサーバーで処理するシステムへ Deep 

Securityを実装した事例を紹介します。 

（A） お客様構成の把握 

ウェアラブルデバイスから送信される生体情報を蓄積したデータベースから、管理者の要求

（REST API）に応じて生体情報の集計データを返すシステムです。システムの利用者は、生体

情報の管理者で、特定の場所に設置されているパソコンやサーバーに設定した専用アプリケーシ

ョンを使って、生体情報の集計データをリクエストします。システムには、ウェアラブルデバイ

スの利用者を直接特定する個人情報は、ホストされていません。 

（B） 外部からのアクセス設計 

AWS のセキュリティベストプラクティスは、サーバーサイドから遠い部分での防御を推奨していま

す。cloudpack は、CloudFront とALB に設定したAWS WAF で、送信元 IPとサービスの利

用者を示す特定情報でフィルタし、SQL  Injection 攻撃を遮断するルールセットの利用を提

案しました。また、CloudFront とALB に加えて、API Gateway を盾としつつ、Security 

Group で EC2 とRDS への接続を制限する構成を提案しました。SSL の復号化は ALB 

で行い、Deep Security での通信検査を可能としています。 

（C） 外部へのアクセス設計 

システムは、個人情報などの機微な情報を保有していないことから、フォワードプロキシサー

バー等によるアクセス先の制限は行いませんでした。保護する対象の重要度によって、セキュリ

ティポリシーに照らして必要なところに投資することで、より効率的なシステム運営をすること

ができます。 

（D） サーバー設計 

システムは、標準的な Linux サーバーとパッケージデータベースから導入したミドルウェアを

構成しました。Web サーバーを稼働させるEC2 は、ある程度の負荷が捌けるよう余裕を持

ったサイズを用意しています。 

（E） Deep Security の利用に関する設計 

システムは、特定の利用環境からの通信のみを受け付けますが、ALB を通過してきた通

信に対しては、「E. Deep Security の利用に関する設計」に挙げる機能をすべて利用し保

護します。AWS WAF は、アプリケーション層の攻撃に対して保護しますが、Deep 

Security とは検知する手法が異なるため、重ねて利用することで、攻撃通信を検知する可能

性が向上します。 

 
このように、一つのセキュリティ製品で賄うのではなく、各所の構成や設定の積み重ねること

で、全体のセキュリティを向上することができるものと言えます。 
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外部へのアクセス 外部からのアクセス 

図 8.2 REST API システムへの Deep Security の実装 
 

用語解説 
 

本事例文中の用語、および図に示す各アイコンの説明と、それらが果たすセキュリティの構成

について、以下に示します。 

（1） CloudFront（または ALB）+ AWS WAF 

システムに流入する通信を送信元 IP とサービス固有文字列で制限し、バックエンドのデータ

ベースを SQL Ingenction 攻撃から保護する目的で、CloudFront と ALB に AWS 

WAF を設置します。CloudFront は、CDN（Content Delivery Network）機能を提供

しますが、成立しないリクエストをバックエンドに流さない盾の役割を果たします。ALB 

（Application Load Balancer）は、SSL アクセラレータ機能とアプリケーション層のロー

ドバランシング機能を提供しますが、同様に成立しないリクエストをバックエンドに流さない盾

の役割を果たします。 

（2） API Gateway 

API Gateway は、稼働中のシステムが保有するデータやアプリケーション、ビジネスロジッ

クにアクセスする、アプリケーションの玄関として振る舞う API を作成できます。API 

Gateway は、定義されている通信以外を処理しないため、定義に当てはまらないリクエスト

をバックエンドに流さない盾の役割を果たします。 

（3） REST API 

下記の REST の原則に則った、API（Application Protocol Interface）です。 
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サーバー内部の保護 マネジメントサーバーの管理（DaaS） 
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• ステートレスなクライアント / サーバープロトコル 

• すべての情報（リソース）に適用できる「よく定義された操作」のセット 

• リソースを一意に識別する「汎用的な構文」 

• アプリケーションの情報と状態遷移の両方を扱うことができる「ハイパーメディアの使用」

REST API の利用そのものは、セキュリティとの直接の関係はないため、アプリケーション側

でのセキュリティ対処が必要となります。 
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付録 1 参考となる情報やドキュメント 

各種ガイドライン 

経済産業省 

• クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライン : 

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004-1.pdf 

• ク ラ ウ ド セ キ ュ リ テ ィ ガ イ ド ラ イ ン 活 用 ガ イ ド ブ ッ ク : 

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004-3.pdf 

• 関 連 ニ ュ ー ス リ リ ー ス（2013/03/14）: 

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004.html 

情報処理推進機構（IPA） 

• 情 報 セ キ ュ リ テ ィ 10 大 脅 威 2016: 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html 

• 「 安 全 な ウ ェ ブ サ イ ト の 作 り 方 」 : 

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html 

 
 

インシデント・レスポンスに関する参考情報 

JPCERT コーディネーションセンター（JPCERT/CC） 

• インシデント対応とは？ : https://www.jpcert.or.jp/ir/ 

• インシデントの報告 : https://www.jpcert.or.jp/form/ 

 
 

付録2 Deep Security に関する情報 

• Trend Micro Deep Security サ ポ ー ト ウ ェ ブ : 

http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/enterprise/ds/top.aspx?cm_re=Sup- 

_-ds-_-esupporttop_suptop 

• Trend Micro Deep Security as a Service 公 式 サ イ ト : 

https://www.trendmicro.co.jp/jp/business/products/tmdsaas/ 

• Trend Micro Deep Security as a Service サ ポ ー ト ウ ェ ブ : 

http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/enterprise/dsaas/top.aspx 

 
DSaaS のログの保存期間は、サービス仕様に準じます。 

 
• （参考情報）【更新】Trend Micro Deep Security as a Service イベントログ保存期

間 変 更 の お 知 ら せ : 

https://app.trendmicro.co.jp/SupportNews/NewsDetail.aspx?id=2806 

ご参考 : Deep Security のシステム要件（9.6 SP1） 
 

Deep Security Agent  を導入するには、お客様ご利用のインスタンス（サーバー）が下記

のシステム要件を満たす必要があります。 

 
メモリ：512MB 

ディスク容量（EBS）：5GB 

 
securitypack では、m3.medium 以上のインスタンスクラスのご利用を推奨いたします。 

http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004-1.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004-3.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004-3.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004.html
http://www.meti.go.jp/press/2013/03/20140314004/20140314004.html
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2016.html
http://www.ipa.go.jp/security/vuln/websecurity.html
http://www.jpcert.or.jp/ir/
http://www.jpcert.or.jp/form/
http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/enterprise/ds/top.aspx?cm_re=Sup-
http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/enterprise/ds/top.aspx?cm_re=Sup-
http://www.trendmicro.co.jp/jp/business/products/tmdsaas/
http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/enterprise/dsaas/top.aspx
http://esupport.trendmicro.com/ja-jp/enterprise/dsaas/top.aspx
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• （ 参 考 情 報 ）Deep Security の シ ス テ ム 要 件 : 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/business/products/tmds/#requirement 

 
Linux 環境の場合は、カーネルをカスタマイズしていないこともシステム要件となります。 

 
• （ 参 考 情 報 ） サ ポ ー ト す る Linux カ ー ネ ル に つ い て : 

http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-JP/1098600.aspx 

 
ご参考: 不正プログラム対策におけるリアルタイムスキャンに対応しているプラットフォーム 

 

• Amazon Linux（64 bit） 

• Windows 

• Red Hat 5、6、7（32/64 bit） 

• CentOS 5、6、7（32/64 bit） 

• SUSE 10 SP3、SP4（32/64 bit）、SUSE 11 SP1、SP2、SP3（32/64 bit） 

 
プラットフォーム毎の対応機能の最新情報は、トレンドマイクロ Q&A ページ「Deep 

Security Agent / Virtual Appliance 対 応 機 能 一 覧 」（http://esupport. 

trendmicro.com/solution/ja-JP/1313399.aspx ）をご参照ください。 

 

付録3    「securitypack」ヒアリングシート 

「securitypack」ヒアリングシートは「、securitypack」を効果的にご利用いただくために、    事

前にお客様環境についてご確認いただきたい事項をまとめたものです。 

 
ご記入いただいた「securitypack  ヒアリングシート」は、securitypack  のお申し込み時に

下記までご送付をお願いいたします。 

 
securitypack 営業担当：sales+dsaas@cloudpack.jp 

 
所定の手続きを経て正式にご契約いただいた後、cloudpack スタッフより構築フェーズに関

するご連絡をいたします。 

 
cloudpack は、お客様のヒアリングシートをもとに、適切な Deep  Security  の構築およ

び迅速な導入を実現いたします。 

お客様情報 
 

お客様・ご担当者様についてご記入ください。 

項目 記入欄 備考 

会社名  お客様の会社名（登記上の

正式名称）をご記入くださ

い。 

ご担当部署名  ご担当部署名をご記入くだ

さい。 

ご担当者様氏名  ご担当者様のご氏名をご

記入ください。 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/business/products/tmds/#requirement
http://www.trendmicro.co.jp/jp/business/products/tmds/#requirement
http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-JP/1098600.aspx
http://esupport.trendmicro.com/solution/ja-JP/1098600.aspx
http://esupport/
http://esupport/
http://esupport/
mailto:sales%2Bdsaas@cloudpack.jp
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ヒアリング 1. お客様サービスの概要 
 

「5.2. securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」の「A. お客様サービスの

概要」での検討結果を基に、お客様サービスの概要についてご記入ください。 

 

項目 記入欄 備考 

When（いつ） 
 

システムの利用時間帯な

どをご記入ください。（例 : 

24 時間 / 平日昼間、など） 

Where（どこから） 
 

どのようなところからシス

テムにアクセスがあるかご

記入ください。（例 : 社内 / 

インターネット / 不特定も

しくは特定の IP アドレス、

など） 

Who（だれが） 
 

どのようなユーザがシステ

ムを利用するかご記入くだ

さい。（例 : 特定ユーザ/ 

不特定ユーザ、など） 

Why（何の目的で） 
 

ユーザがどのような目的 を

もってシステムにアクセス

するかご記入ください。 

（例 : 製品情報の閲覧およ

び検索、など） 

What（どのような

デバイスを使い） 

 
システムに対してアクセス

するユーザがどのようなデ

バイス（例 : クライアント） 

を利用するかご記入くださ

い（。PC/ スマートデバイス、

など） 

How（何をする） 
 

システムに対してアクセス

するユーザは主にどのよう

な操作をするかご記入くだ

さい。（例 : 記事の投稿 / 

ドキュメントのダウンロー

ド、など） 
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ヒアリング 2. 外部からのアクセス 
 

「5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」の「B. 外部からのアクセス

設計」での検討結果を基に、外部からのアクセスについてご記入ください。 

 

項目 記入欄 備考 

利用ポート番号 
 

利用ポート番号をご記入く

ださい。 

例 : 80/TCP（HTTP の場

合）、443/TCP（HTTPS

の場合） 

HTTPS 通信の復号場所 ELB / EC2 HTTPS 通信をご利用の場

合はご選択ください。 

同時最大TCP 接続数 
 

標準では 4000（リクエス

トとレスポンスの合計）と

なります。 

ファイアウォールの実現方法 セキュリティグループのみ / 

セキュリティグループ + OS 

ご選択ください。 

外部からのアクセスに関す

るご要望 

 
必要に応じてご記入くださ

い。 

 
ヒアリング 3. 外部へのアクセス 

 

「5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」の「C. 外部へのアクセス設

計」での検討結果を基に、外部へのアクセスについてご記入ください。 

 

項目 記入欄 備考 

外部へのアクセスの有無 有 / 無 ご選択ください。 

フォワードプロキシの必要

性 

有 / 無 ご選択ください。 

ホワイトリストの有無 有 / 無 ご選択ください。 

外部へのアクセスに関する

ご要望 

 
必要に応じてご記入くださ

い。 

 
ヒアリング4. サーバー情報 

 

「5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」の「D. サーバー設計」での

検討結果を基に、サーバー情報についてご記入ください。 
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D.1 サーバーのシステム構成 

項目 記入欄 備考 

ご利用プラットフォーム Red Hat 5 、6 、7 

CentOS 5、6、7（32/64 

bit） 

Amazon Linux 

Windows 2012、2008 

Windows 2003 

Ubuntu 14、12 

その他 

サーバーでご利用の OS を

ご選択ください。対応 OS 

は、Trend Micro Deep 

Security の「システム

要 件 」（ http://www. 

trendmicro.co.jp/jp/ 

business/products/ 

tmds/#requirement ） 

をご参照ください。 

OS 標準パッケージシステ

ムにより導入したミドルウ

ェア・バージョン 

 
サーバー上で稼動するミド

ルウェア、そのバージョン

をご記入ください。（OS 標

準パッケージシステムによ

り導入したもの） 

OS 標準パッケージシステ

ムによらずに導入したミド

ルウェア・バージョン 

 
サーバー上で稼動するミド

ルウェア、そのバージョン

をご記入ください。（OS 標

準パッケージシステムによ

らず、ソースからのビルド

や配布ファイルの展開によ

り導入したもの） 

カーネルバージョン 

（Linux） 

 
Linux    カーネルのバージ

ョンをご記入ください。 

（Linux の場合） 

カーネルのカスタマイズ 

（Linux） 

カスタムしている / カスタ

ムしていない 

Linux カーネルをカスタマ

イズしている場合、Deep 

Security はご利用いただ

けません。 

サーバーのシステム構成に

関する留意点 

 
上記以外のサーバー上のリ

ソースおよび構成について

必要に応じてご記入くださ

い。 

D.2 変更監視すべきファイルなど 

項目 記入欄 備考 

お客様環境において独自

に監視すべきファイルや

ディレクトリ 

  

D.3 ログ設定 

項目 記入欄 備考 

ログ設定 OS 標準/ カスタマイズ有り ご選択ください。 

カスタマイズの内容 
 

ログ設定で「カスタマイズ

有り」をご選択の場合、そ

の内容をご記入ください。 

http://www/
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D.4 Web サービスの保護方法 

項目 記入欄 備考 

保護すべき Web サービス

管理機能の有無 

有 / 無 ご選択ください。 

保護すべき Web サービス

管理機能の名称 

 
必要に応じてご記入く

ださい（。WordPress、 

phpMyAdmin など） 

Web サービスの保護方法 
 

必要に応じてご記入くださ

い。（アクセス元による制

御など） 

WordPress 環境の

保護状況 

 
WordPress をご利用の場

合は、保護状況をご記入く

ださい。 

D.5 EC2 インスタンスタイプ 

項目 記入欄 備考 

利用インスタンスタイプ 
 

m3.medium 以上のインス

タンスタイプをご記入くだ

さい。 

 

ヒアリング 5. Deep Security 利用機能の選択 
 

「5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」の「E.Deep  Security の利

用に関する設計」での検討結果を基に、Deep Security の利用についてご記入ください。 

E.1「侵入防御」機能の利用 

項目 記入欄 備考 

侵入防御 利用する（推奨） 利用しない場合は、「利用 し

ない」とご記入ください。 

パケットフォワーディング

機能を活用したソフトウェ

アの有無 

有 / 無 ご選択ください。 

デフォルトポートを使用し

ていないミドルウェア 

有 / 無 ご選択ください。 

特殊な攻撃対策が必要な

サービス 

有 / 無 ご選択ください。 

侵入防御に関するご要望 
 

必要に応じてご記入くだ

さい。 
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E.2「不正プログラム対策」機能の利用 

項目 記入欄 備考 

不正プログラム対策 利用する（推奨） 利用しない場合は、「利用 し

ない」とご記入ください。 

リアルタイムスキャン 利用する / 利用しない ご選択ください。 

定期スキャン 利用する / 利用しない ご選択ください。 

定期スキャン開始時刻 
 

定期スキャンを利用する場合

はご希望の開始時刻（1 日 1 

回）をご指定ください。他の

監視機能と開始時刻  と重な

らないよう、間隔を空けるこ

とをお奨めいたします。 

不正プログラム対策に関す

るご要望 

 
頻繁な書き込みのあるファ

イルやディレクトリがござ

いましたら、必要に応じて

ご記入ください。 

E.3「変更監視」機能の利用 

項目 記入欄 備考 

変更監視 利用する（推奨） 利用しない場合は、「利用

しない」とご記入ください。 

定期スキャン開始時刻 
 

定期スキャンを利用する場

合はご希望の開始時刻（1 

日 1 回）をご指定ください。

変更監視スキャンと開始時

刻と重ならないよう、間隔

を空けることをお奨めいた

します。 

変更監視に関するご要望 
 

securitypack 推奨設定と異

なる設定が必要な場合は、

その詳細についてご記入く

ださい。 

E.4「セキュリティログ監視」機能の利用 

項目 記入欄 備考 

セキュリティログ監視 利用する（推奨） 利用しない場合は、「利用 し

ない」とご記入ください。 

セキュリティログ監視に関

するご要望 

 
必要に応じてご記入くだ

さい。 
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ヒアリング 6. お客様の連絡体制 
 

「5.2 securitypack サーバーサイドセキュリティ設計ガイドライン」の「F.  連絡体制」での検

討結果を基に、連絡体制についてご記入ください。 

 

項目 記入欄 備考 

連絡先メールアドレス（通

常時） 

 通常のご連絡メールの送

信先をご記入ください。 

連絡先電話番号（通常時）  平日日中のご連絡先をご

記入ください。 

連絡先メールアドレス（緊

急時） 

 緊急メールの送信先をご

記入ください。 

連絡先電話番号（緊急時）  緊急時のご連絡先をご記

入ください（。24 時間 365 

日、ご連絡する可能性があ

ります。） 

ヒアリングシートの不明点について 
 

ヒアリングシートについてご不明点がありましたら、下記までご連絡をお願いいたします。 

 
securitypack 営業担当：sales+dsaas@cloudpack.jp 

 
 

付録4 ご参考: WordPress の保護設定 

WordPress をご利用の場合は、最低限の保護設定を行うことが重要となります。 

 
下記のセキュリティ対応がなされているかをご確認ください。これらの対応がなされていな

い場合、Deep Security を導入しても十分に保護できない場合があります。 

1. 最新バージョンの利用 

WordPress の最新バージョンの利用を強く推奨いたします。 

 
2. プラグインの利用 

WordPress のプラグインの脆弱性を狙った攻撃は数多く存在します。以下を実施することで、

脆弱性に該当する可能性を低減することができます。 

 
• 使用するプラグインを少なくする。 

• プラグインの最新バージョンを利用する。 

• 1 年以内にバージョンアップされているなど継続的に保守されているプラグインを選択する。 

3. 管理画面の保護 

WordPress の管理画面は、常に攻撃者の脅威に晒されています。 

 
以下のいずれかを実施されていることを確認してください。 

• 管理画面へアクセス可能な IP アドレスを制限する措置を講じている。 

• 管理画面への接続 URL やポートを標準と異なるものに変更している。 

• 管理画面へのログインを複雑にするプラグインを使用している。（多要素認証、一定回数の試

行でロックなど） 

mailto:sales%2Bdsaas@cloudpack.jp
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• 管理画面のログインユーザはデフォルト以外のものを使用し、強固なパスワード（12 桁大

文字小文字英数記号混在）を設定している。 

 
WordPress の重要ファイルについては、外部からのアクセスを制限もしくは拒否することも、

重要なセキュリティ対策となります。 

アクセス制限が必要なファイル 

• /wp-login.php 

• /wp-config.php 

• /wp-admin 配 下 

アクセス拒否が必要なファイル 

• /readme.html 

• /license.txt 

ご参考 : 狙われやすい WordPress のプラグインとテーマ例 

猛威を振るうRIG Exploit Kit の全貌と対策（CYBER GRID VIEW Vol.3 / 2017 年 02 月 

02 日）: https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20170202_001203.html 

http://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20170202_001203.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://cloudpack.jp/ 

 
お問い合わせ 

 
sales@cloudpack.jp 

0120-677-989 

 
運営 アイレット株式会社 

東京都港区虎ノ門 1-23-1 

虎ノ門ヒルズ森タワー 7F 

http://www.iret.co.jp/ 

http://cloudpack.jp/
mailto:sales@cloudpack.jp
http://www.iret.co.jp/

