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相次相次相次相次ぐぐぐぐ情報漏情報漏情報漏情報漏えいえいえいえい事件事件事件事件、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも攻撃攻撃攻撃攻撃できるできるできるできる環境環境環境環境 (1/2)
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相次相次相次相次ぐぐぐぐ情報漏情報漏情報漏情報漏えいえいえいえい事件事件事件事件、、、、誰誰誰誰でもでもでもでも攻撃攻撃攻撃攻撃できるできるできるできる環境環境環境環境 (2/2)
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データデータデータデータ漏洩対策漏洩対策漏洩対策漏洩対策のののの実態実態実態実態

出典： ベライゾン ビジネス発行「2011年度版 データ漏洩・侵害調査報告書」より
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_ja_xg.pdf

。
漏洩事件の82%は、事件その
ものを自分自身で発見出来
ていない。
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データベースデータベースデータベースデータベースへのへのへのへの対策対策対策対策はははは必須必須必須必須

出典： ベライゾン ビジネス発行「2011年度版 データ漏洩・侵害調査報告書」より
http://www.verizonbusiness.com/resources/reports/rp_data-breach-investigations-report-2011_ja_xg.pdf
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リスクリスクリスクリスク管理管理管理管理のののの視点視点視点視点からからからから対策対策対策対策がががが必要必要必要必要

～させない = 予防的対策
・ ファイアーウォール
・ ID管理、暗号化 etc.

モニターする = 発見的対策
・ アクティビティー監視
・ ログ管理

メットライフアリコ
http://www.metlifealico.co.jp/about/other/2009/pdf/090911.pdf



InfoSphere Guardiumのののの概要概要概要概要
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Guardium三大機能三大機能三大機能三大機能：：：： 記録記録記録記録、、、、警告警告警告警告、、、、集計集計集計集計・・・・レポートレポートレポートレポート

100%アクセス監視

リアルタイムセキュリティー

監査対応レポートテンプレート
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Guardiumのののの特長特長特長特長

• 優優優優れたれたれたれたレポーティングレポーティングレポーティングレポーティング機能機能機能機能
– 70707070種類以上種類以上種類以上種類以上のののの標準標準標準標準レポートレポートレポートレポート

テンプレートテンプレートテンプレートテンプレート
– ドリルダウンドリルダウンドリルダウンドリルダウンしてしてしてして詳細調査詳細調査詳細調査詳細調査

• セキュアセキュアセキュアセキュア、、、、独立独立独立独立したしたしたしたプラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム
– 完全完全完全完全ににににプロテクトプロテクトプロテクトプロテクトされたされたされたされたアプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンス
– 職務権限職務権限職務権限職務権限のののの分離分離分離分離

S-TAP
Collector

• ネットワークネットワークネットワークネットワーク アプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンス ++++ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア ドライバードライバードライバードライバー
– ゼロインパクトゼロインパクトゼロインパクトゼロインパクト（（（（既存環境既存環境既存環境既存環境、、、、データベースデータベースデータベースデータベースにににに負荷負荷負荷負荷なしなしなしなし））））
– アラートアラートアラートアラート & & & & ブロッキングブロッキングブロッキングブロッキング

• マルチプラットフォームマルチプラットフォームマルチプラットフォームマルチプラットフォーム対応対応対応対応
– 多数多数多数多数ののののDBMSDBMSDBMSDBMSややややOSOSOSOSををををサポートサポートサポートサポート
– パッケージアプリパッケージアプリパッケージアプリパッケージアプリ、、、、自社開発自社開発自社開発自社開発アプリアプリアプリアプリにもにもにもにも対応対応対応対応

Custom appsCustom appsCustom appsCustom apps
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ネットワークネットワークネットワークネットワーク

アプリアプリアプリアプリ
サーバーサーバーサーバーサーバー DB管理者管理者管理者管理者

DBサーバーサーバーサーバーサーバー

Q1: 全全全全てのてのてのてのDBアクセスアクセスアクセスアクセスをををを監視監視監視監視したしたしたした
いいいい場合場合場合場合、、、、どこでやりますかどこでやりますかどこでやりますかどこでやりますか?

Q2: エージェントエージェントエージェントエージェントをををを入入入入れるれるれるれる場合場合場合場合どのどのどのどの
ようなようなようなような実装実装実装実装がががが効果的効果的効果的効果的ですかですかですかですか?

Q3: 監査証跡監査証跡監査証跡監査証跡ログログログログはどこではどこではどこではどこで保存保存保存保存しししし
ますかますかますかますか?

スパニングスパニングスパニングスパニング／／／／
ミラーポートミラーポートミラーポートミラーポート

暗号化暗号化暗号化暗号化アクセスアクセスアクセスアクセス、、、、
ローカルアクセスローカルアクセスローカルアクセスローカルアクセス

取得出来取得出来取得出来取得出来ないないないない

•DBMS固有固有固有固有のののの

ログログログログをををを見見見見るるるる

•シェアメモリシェアメモリシェアメモリシェアメモリをををを
サンプリングサンプリングサンプリングサンプリング

•全全全全アクセスアクセスアクセスアクセスををををOS

カーネルレベルカーネルレベルカーネルレベルカーネルレベル
でででで監視監視監視監視、、、、コピーコピーコピーコピー

ﾊﾊﾊﾊﾟ゚゚゚ﾌｫｰﾏﾝｽﾌｫｰﾏﾝｽﾌｫｰﾏﾝｽﾌｫｰﾏﾝｽがががが
２２２２‐‐‐‐３３３３割低下割低下割低下割低下

99%ではではではでは
不十分不十分不十分不十分

ローカルエージェントローカルエージェントローカルエージェントローカルエージェント

A1：：：： ローカルエージェントローカルエージェントローカルエージェントローカルエージェント

A2: OSでのでのでのでの監視監視監視監視
DBサーバサーバサーバサーバ内内内内

任意任意任意任意ののののサーバサーバサーバサーバ

アプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンス
（（（（外部外部外部外部アクセスアクセスアクセスアクセス不可不可不可不可））））

DB管理者管理者管理者管理者がががが

消去消去消去消去、、、、改竄可能改竄可能改竄可能改竄可能

アクセスアクセスアクセスアクセス権限権限権限権限をををを
持持持持っているっているっているっている人人人人
がががが消去消去消去消去、、、、 改改改改
竄可能竄可能竄可能竄可能

A3：：：： アプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンス

データベースデータベースデータベースデータベースのののの監査監査監査監査をどうやってをどうやってをどうやってをどうやって行行行行うかうかうかうか？？？？
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フォレスターフォレスターフォレスターフォレスター社社社社によるによるによるによる評価評価評価評価

� 14ののののベンダーベンダーベンダーベンダーをををを、、、、116項目項目項目項目でででで評価評価評価評価

� 10のののの大項目大項目大項目大項目のののの内内内内、、、、5項目項目項目項目でででで満点評価満点評価満点評価満点評価

– パフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスパフォーマンスとととと拡張性拡張性拡張性拡張性

– ユーザビリティーユーザビリティーユーザビリティーユーザビリティー

– 監査監査監査監査のののの詳細度詳細度詳細度詳細度

– リアルタイムアラートリアルタイムアラートリアルタイムアラートリアルタイムアラート

– アプリケーションアプリケーションアプリケーションアプリケーションへのへのへのへの対応対応対応対応

The Forrester Wave is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester Wave are trademarks of Forrester 

Research, Inc. The Forrester Wave is a graphical representation of Forrester's call on a market and is plotted using a detailed 

spreadsheet with exposed scores, weightings, and comments. Forrester does not endorse any vendor, product, or service 

depicted in the Forrester Wave. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are 

subject to change.

Source: “The Forrester Wave™: Enterprise Database Auditing 

and Real-Time Protection, Q4 2007” (October 2007)
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Guardium がががが標準標準標準標準でででで対応対応対応対応するするするする業界規制業界規制業界規制業界規制（（（（PCI DSSのののの例例例例））））

Guardium ののののソリューションソリューションソリューションソリューションPCI のののの要件要件要件要件

� 3: 保存保存保存保存されたされたされたされたデータデータデータデータのののの保護保護保護保護 • CVV/PIN データの変更を自動的に検知する

• 自動的に、機密データを発見し、グループ化する

� 6: 安全性安全性安全性安全性のののの高高高高いいいいシステムシステムシステムシステムのののの運用運用運用運用
� 変更管理

• 全ての外部コンフィギュレーションファイルの変更を関しし、
警告（アラート）を出す

• 実際のDB変更作業と、申請･承認情報を自動的にマッチ
ングする（Remedy, Peregrine等変更管理システムと連携, …)

� 7: データデータデータデータへのへのへのへのアクセスアクセスアクセスアクセスのののの制限制限制限制限 • 特権ユーザーを含め、ユーザー、アプリケーション、サブ
ネット等からのアクセスを制限、管理

� 8: アクセスアクセスアクセスアクセスできるできるできるできるユーザーユーザーユーザーユーザーにににに
一意一意一意一意ののののIDをををを割当割当割当割当てるてるてるてる

• 使い回しIDの検知と、新規作成IDの検知

• 特別なベンダーIDの利用を制限

• ログイン失敗の検知と一定回数を超えた失敗後のアクセス制限

� 10: アクセスアクセスアクセスアクセスのののの追跡追跡追跡追跡とととと監視監視監視監視 • いつ、誰が、何を、どうやって、アクセスしたか、詳細な監査
証跡を作成

• アクセス監視情報の自動レポート生成

� 11: システムシステムシステムシステムととととプロセスプロセスプロセスプロセスのののの定期定期定期定期
テストテストテストテスト

• 全てのDBファイル（含むコンフィグファイル、OSファイル、
シェルスクリプト等）の整合性の監視



Guardiumのののの機能機能機能機能
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データデータデータデータ漏洩漏洩漏洩漏洩リスクリスクリスクリスク軽減軽減軽減軽減、、、、監査対応効率化監査対応効率化監査対応効率化監査対応効率化のためにのためにのためにのために

1. 発見発見発見発見：：：：機密機密機密機密データデータデータデータがどこにあるかがどこにあるかがどこにあるかがどこにあるか

� 把握出来ていないデータベース・サーバがあるかどうか

� 把握出来ていない機密データがあるかどうか

2. 分析分析分析分析：：：：リスクリスクリスクリスクがどこにあるかがどこにあるかがどこにあるかがどこにあるか

� データベースが安全に設定されているかどうか

� セキュリティ設定の強化及びロックダウン（設定変更の監査）

3. 監視監視監視監視：：：：ルールルールルールルールがががが順守順守順守順守されているかされているかされているかされているか

� コントロールが順守されているかどうか

� 監査レポート作成とチェック

継
続
化
・自
動
化



Page � 1

１１１１．．．．発見発見発見発見

データベースの検出

Guardium
エージェントレスエージェントレスエージェントレスエージェントレス
ネットワークスキャンネットワークスキャンネットワークスキャンネットワークスキャン
10.10.9.*

クレジットカードデータの検出

検出されたクレジットカードデータ
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１１１１．．．．発見発見発見発見

Guardium エージェントレスエージェントレスエージェントレスエージェントレス
ネットワークスキャンネットワークスキャンネットワークスキャンネットワークスキャン
10.10.9.*

� 自動化

– 検出されたクレジットカードが入っているテーブルを
自動的に監視リストに追加

– 機密データの検出作業を定期実行のワークフローと
して定義
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２２２２．．．．分析分析分析分析

Guardium
脆弱性診断脆弱性診断脆弱性診断脆弱性診断
＆＆＆＆ 設定設定設定設定ののののロックダウンロックダウンロックダウンロックダウン

� 以下の視点で設定をチェック
1. データベースレベルの設定チェック
2. OSレベルの設定チェック

3. ユーザ行動の分析

� 業界基準準拠した脆弱性診断テスト
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２２２２．．．．分析分析分析分析

分析結果に基づく設定の強化
� 失敗したテストについては改善方法を提示

� 設定変更の監視（ロックダウン）

� もちろん、分析もワークフローに組み込み、自動化！

設定設定設定設定ファイルファイルファイルファイルのののの変更監査変更監査変更監査変更監査
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２２２２．．．．分析分析分析分析

アプリケーショ
ンサーバ

10.10.9.244

データベース
サーバ

10.10.9.56

本番アプリサーバ以外
からアクセス？

詳細な監査ログを記録
するとともに担当者にメ
ールでアラート！
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２２２２．．．．分析分析分析分析

SQLをををを保留保留保留保留

接続接続接続接続をををを切断切断切断切断！！！！

ポリシーポリシーポリシーポリシー違反違反違反違反:

接続接続接続接続をををを切断切断切断切断

特権ユーザ: 

System

SQL発行発行発行発行

アプライアンスアプライアンスアプライアンスアプライアンスにににに
対対対対してしてしてしてポリシーポリシーポリシーポリシーをををを
チェックチェックチェックチェック

Oracle, DB2, 

MySQL, Sybase,  

etc.

“DBMS ソフトウェアは一般的に管理者からのアクセスからデータを保護する手段を持っていない。

つまり、データベースに保管された機密情報はいつでもDBAに見られる可能性がある” Forrester, 

“Database Security: Market Overview,” Feb. 2009

切断切断切断切断されたされたされたされた接続接続接続接続

外部DBA

S-GATE

機密オブジェクト
へアクセス：
select * from 

credit_card;

SQLコマ

ンド

オブジェク
ト

ユーザ

切断（同時にア
ラート）

アクション

SELECTグループ

%credit%

Adminグループ
（SYSTEMなど）

条
件
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３３３３．．．．監視監視監視監視

Guardium
監視監視監視監視、、、、アラートアラートアラートアラート、、、、
レポートレポートレポートレポート

• PCI & SOX アクセラレータ

• アプリケーションモニタリング (SAP, EBS, 

Cognos, Peoplesoft, etc)

• 特権ユーザアクセス、機密オブジェクトを監視
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３３３３．．．．監視監視監視監視

Guardium
監視監視監視監視、、、、アラートアラートアラートアラート、、、、
レポートレポートレポートレポート

�変更管理システムで承認された作
業内容と実際のDBへの作業内容を
比較

�申請・承認内容と違った作業がDB
に行われた場合は、アラートやレ
ポート上に表示
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データデータデータデータ漏洩漏洩漏洩漏洩リスクリスクリスクリスク軽減軽減軽減軽減、、、、監査対応効率化監査対応効率化監査対応効率化監査対応効率化のためにのためにのためにのために
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End

ご清聴ありがとうございました



Page � 11

ワークショップ、セッション、および資料は、IBMまたはセッション発表者によって準備され、それぞれ独自の見解を反映したものです。それらは情報提供の目的
のみで提供されており、いかなる参加者に対しても法律的またはその他の指導や助言を意図したものではなく、またそのような結果を生むものでもありません。
本プレゼンeーションに含まれている情報については、完全性と正確性を帰するよう努力しましたが、「現状のまま」提供され、明示または暗示にかかわらずい
かなる保証も伴わないものとします。本プレゼンテーションまたはその他の資料の使用によって、あるいはその他の関連によって、いかなる損害が生じた場合も、
IBMは責任を負わないものとします。 本プレゼンテーションに含まれている内容は、IBMまたはそのサプライヤーやライセンス交付者からいかなる保証または表
明を引きだすことを意図したものでも、IBMソフトウェアの使用を規定する適用ライセンス契約の条項を変更することを意図したものでもなく、またそのような結果
を生むものでもありません。

本プレゼンテーションでIBM製品、プログラム、またはサービスに言及していても、IBMが営業活動を行っているすべての国でそれらが使用可能であることを暗
示するものではありません。本プレゼンテーションで言及している製品リリース日付や製品機能は、市場機会またはその他の要因に基づいてIBM独自の決定
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