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次々に発見されるセキュリティホールやウイルスの情報量は

膨大で専門的なため、もらさず収集するには時間と労力が必要

になるが、他の業務の合間に日々のセキュリティ情報をひとつ

ずつチェックして理解し、必要な情報かを判断するのは困難で

ある。こうした時間と労力を軽減する目的で、セキュリティ関

連情報源をユーザの代わりにチェックして、分析・整理し、

Webとメールでタイムリーに情報を提供する「セキュリティ

情報サービス」が充実してきた。以下では、近年、サービスが

続々と登場し、協業や提携により進化し、また、サービスレベ

ルが向上している「セキュリティ情報サービス」の現状を紹介

する。

システム管理者やネットワーク管理者がセキュリティ対策を

施す上で欠かせないのが日々の情報収集である。仮にWebサ

ーバ用ソフトウェアのIISやApacheに新しいセキュリティホ

ールが発見され、それを知らずに放置しておけば、非常に危険

であり、不正アクセスの餌食になる可能性が高く、その場合、

企業活動にダメージを与えるばかりか、場合によっては、企業

イメージさえも著しく低下させる。これは企業としてあっては

ならないことであり、そうならないためには、すばやく正確な

情報を入手し、適切な対処をする必要がある。セキュリティホ

ールやウイルスの情報源にはOSやアプリケーションのベンダ

や、CERT/CCのようなセキュリティ専門機関のWebサイト、

セキュリティ専門家が参加するメーリングリストなどがあり、

これらは無償で提供される情報が多いが、情報の量は膨大、内

容は専門的で、中には間違った情報が含まれる可能性もある。

システム管理者やネットワーク管理者が、他の業務の合間に

日々のセキュリティ情報を1つずつチェックして理解し、必要

な情報かを判断するには多くの時間と労力が必要である。加え

て最新の情報は英語で公開されており、専門用語が多いことも

あって読みこなすのに苦労する。また、日々の情報だけでも非

常に多くある中で、過去の情報にまでさかのぼって必要な情報

を集めることは非常に困難である。この現状を踏まえて、セキ

ュリティ情報を整理して提供するサービスが登場し、その内容

も充実してきている。

1. はじめに

セキュリティ情報サービスの現状
The Present State of Security Services

水上　勇人
Hayato Mizukami

今日では、社会経済全般において情報通信ネットワークへの依存度は増しており、個人や個別企業のセキュリ

ティ侵害だけにとどまらず、情報通信ネットワーク全体を脅かす侵害事例が発生している。ウイルス情報、セキ

ュリティホール情報などのネットワークセキュリティ情報は、日々発見や報告があり、更新され、現在も増え続

けている。その結果、ネットワークセキュリティ情報の収集、チェック作業はインターネットを安全に利用する

ためには必須であり、怠ることのできないものになっている。

本論文では、ネットワークセキュリティ情報の収集に欠かせない主要な「セキュリティ情報サービス」（有償）

の現状をサービスごとに紹介していき、サービス選択時の重要ポイント等について述べる。

概要

2. ネットワークセキュリティに
関する情報収集の現状



65

40周年記念
第2号

I N T E C  T E C H N I C A L  J O U R N A L 2003

セキュリティ情報サービスの最大のメリットはセキュリティ

の専門家が集めた信頼のおける情報をすばやく得られることで

ある（図1参照）。以下では主なサービスの仕組みと特徴を示す。

①セキュリティデータベースの作成

セキュリティ情報サービスのベンダは、数多くのサイトや

メーリングリストからセキュリティホールに関する情報を集

め、その信頼性をチェック、危険度の高さで段階別に分類す

る。セキュリティ情報サービスのベンダはセキュリティホー

ルの概要や対処法を日本語で記述し、データベースに登録す

る。登録されるプロダクトはどのサービスも非常に充実して

おり、エンタープライズで利用されているソフトウェアに関

しては、オープンソースの物も含めて網羅されている。また、

新しいプロダクトも随時追加されている。

②セキュリティ情報メール配信

多くのサービスでは、随時登録される情報の中で、あらか

じめユーザ企業がシステムに登録しているOSやアプリケー

ションと一致する場合、登録情報がフィルタリングされて、

ユーザに関係のある情報のみを対象としたメールが配信され

ている。フィルタリング機能のないサービスでは、緊急度・

重要度の高いセキュリティホール情報が随時配信されている。

③セキュリティ情報Webページの閲覧

ユーザ企業はこれまでに発見されたセキュリティホールを

Webページで一覧する機能を利用して、OSやアプリケーシ

ョン名でセキュリティ情報データベースからセキュリティ情

報を検索、入手できる。

主なセキュリティ情報サービスの特徴を表1に示す。またサ

ービスごとの詳細は、4章全体を通して示していく。

特徴は独自の分析レポートを併せて提供する点である。過去

のウイルスやクラッキングの傾向を分析して今後どのようなウ

イルスやクラッキングが流行するかを予測したり、不正アクセ

スの事件を報告したりする。また、こうした情報に加えて、ク

3. セキュリティ情報サービスのしくみ

4. 主なセキュリティ情報サービス

セキュリティ専門 
組織やベンダ 

CERT/CC

Bugtraq

Microsoft

IPA

◆セキュリティホールの報告

◆パッチ提供の通知

◆攻撃ツールの紹介

［英語と日本語］

◆セキュリティホールの詳細

◆パッチの入手先と適用方法

◆攻撃ツールの有無と危険性

［日本語］

ユーザー企業

メーリングリスト Webサイト 

セキュリティ情報の収集

最新情報を受信

セキュリティ情報サービスベンダ

危険度の高さで

段階別に分類

概要や対処法を

記述［日本語］

信用性を

チェック

ユーザが利用するOSやアプリで 

フィルタリング OSやアプリ名で検索

セキュリティ情報

データベース

①

② ③

図１　セキュリティ情報サービスの仕組みと情報の流れ（２）

4.1 iALERT（アイディフェンスジャパン社）

特
集
2



ラッカグループやテロリストの動向や米国のセキュリティ関連

の政策をまとめたレポートを提供する。iALERTの目的は「組

織が持つデータやネットワークへの攻撃を回避/緩和する情報

の提供」である。このため、セキュリティ情報だけでなく、現

在進行中のコンピュータセキュリティ関連事件、法律/規格な

どの情報も提供している。また、2002年には提供ベンダの

アイディフェンスジャパン社に新たに資本参加したインテリジ

ェントウェイブ社がシステム開発と技術支援の面で、また伊藤

忠テクノサイエンス（CTC） 社がこれらに加え教育事業や各

種サービスの販売を中心にパートナー関係を強めた。アイディ

フェンスジャパン社はさらに、伊藤忠商事社との間でパートナ

ーシップ契約を交わしていた米ファウンドストーン社と提携を

結んだ。これに基づき同社は、ファウンドストーン社が開発し、

システムのセキュリティ診断・分析および脆弱性管理を自動的

に行うソフトウェア「Foundscan」の提供を開始し、新たな

セキュリティ脅威への対応を支援していく。iALERTのサービ

スはメールでの情報提供のみである「iALERT Mail」と、メ

ール以外にWebを使って過去の情報を閲覧、検索できる

「iALERT」の二つがある。ライセンス契約の最小単位は2ユ

ーザで、1ユーザのみでの分割はできない。また、情報再配布

オプションやサイトライセンスなどもある。

セキュリティ情報データベースの内容は日欧米に渡る政府機

関および民間企業から提供される情報、更にインフォセック社

が独自に調査分析した情報により日々拡張されており、扱う情

報は、「ハードウェア、ソフトウエア（OS、アプリケーショ

ン）の技術的脆弱性情報」、「新種のウイルス情報やハッカーコ

ミュニティの予兆情報等、システムやネットワークに対し危機

脅威を与える可能性のある脅威情報」、「クラッキングや情報漏

えいなどのセキュリティ関連事故情報」、「サイバーセキュリテ

ィに関する統計情報、トレンド情報を集めたレポート情報」の

4つである。ウイルスやクラッカの攻撃に対するメールでの早

期警告や、ユーザ企業間で不正アクセス事件の詳細をユーザ企
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4.2 JISAC（インフォセック社）

 サービス名 iALERT JISAC Secure Cube SIDfm SNSDB 
Symantec DeepSight  

       Alert Services

提供ベンダ アイディフェンス 
ジャパン社 

インフォセック社 NRIセキュア 
テクノロジーズ社 

ソフテック社 ラック社 シマンテック社 

提供情報 セキュリティホール、
ウイルス、クラッカや
テロリストの動向、セ
キュリティ政策の動
き、統計分析レポート 

セキュリティホール、
ウイルス、不正アクセ
ス事件、分析レポート 

セキュリティホール、
ウイルス、技術動向な
どの分析レポート 

セキュリティホール、
ウイルス、セキュリテ
ィ関連ニュースのリン
ク、ソフトのバージョ
ン情報 

セキュリティホール、
ウイルス 

セキュリティホール、
ウイルス 

日本語化にかかる時間 
（最も遅くて） 

1営業日 1営業日(週末は緊急
性のあるものだけ)

4～5時間 1営業日（週末は緊急
性のあるものだけ） 

1営業日（週末は緊急
性のあるものだけ） 

備考欄の協業により、日
本語化を予定している 

日本語版ソフトの情報 ○ ○ ○ ○ ○ 現在は英語版のみ 

危険度の評価 3段階 5段階または3段階 4段階 3段階 5段階 10段階 

メールの配信頻度 毎日（緊急性のあるも
のは随時） 

随時 随時 毎日（緊急性のあるも
のは随時） 

随時か毎日まとめてか
を選択可 

随時 

評価用ライセンス メールのみ（2週間） なし あり（1ヶ月） あり（2週間） あり（1週間） なし 

価格 2ユーザ： 180万円/
年、メールのみは2ユ
ーザ：120万円/年　

4ユーザ：300万円/
年 他 

1法人：5万円/月 1ユーザ：8万円/年　
他 

Subscriber's license：
5ユーザ24.7万円/年 
他 

1ユーザ：60万円/年
　他 

備考 資本参加したインテリ
ジェント ウェイブは
システム開発と技術支
援の面で、CTCはこ
れらに加え教育事業や
各種サービスの販売を
中心にパートナー関係
を強める 
(2002/11/6)

バガボンド社の発行す
る国内最大規模のセキ
ュリティ情報サービス
「Scan Security 
Wire」とセキュリテ
ィ情報サービス分野に
おいて提携した 
(2003/3/31)

クライアントPCの状
況を監視し、管理者に
通知するエージェント
により、管理者は専用
の画面で対策状況を一
元的に把握できるサー
ビスを追加した 
(2003/6/16） 

ユーザ企業側にデータ
ベースを置き、さらに
低価格化するサービス
であるSIDfm Portal
と、セキュリティ情報
を管理対象システムに
応じて関連づけて、情
報セキュリティ脆弱性
状況を自動的に管理で
きるSIDfm Enterprise
を開始した 

ライセンスは管理者用
と閲覧者用の2種類で、
SNSDB Professional 
(Subscriber's license: 
5ユーザ49万円/年)
では、独自の検証によ
る情報も提供している 

日立情報システムズと
日本市場への販売を目
的に協業し、サービス
の日本語化、セミナー
やイベント等のマーケ
ティング活動を共同で
実施する 
(2003/6/3)

Webサイトでの 
検索機能 

製品名、バージョン、
危険度による検索 

製品名、バージョン、 
危険度による検索 

製品名、危険度などで
検索 

製品名、バージョン、
危険度、登録時期、キ
ーワードによる検索 

製品名、バージョン、
キーワード、アドバイ
ザリIDによる検索 

ベンダ名、製品名、 
アドバイザリIDによる
検索 

メール配信での 
フィルタリング機能 

× 
（2003年中に追加予定） × 

OS、アプリケーショ
ン、危険度などで選別 × 

OS、アプリケーショ
ンなどで選別 

ベンダ、OS、危険度、
アプリケーション、バ
ージョン 

表１　主なセキュリティ情報サービスの特徴



業同士で共有できる点が特徴である。情報共有においては、イ

ンフォセック社が被害者から情報提供を受け、企業名などが特

定できないように修正してから、他のユーザ企業に配信する。

実際の攻撃手法の情報を共有して被害の再発を防ぐことを狙い

としている。インフォセック社ではユーザ企業への啓蒙をすす

め、公開件数を増やしていく考えである。また、2003年に

はバガボンド社のセキュリティ情報サービス Scan Security

Wire（有償メールマガジン） と提携し、海外情報等に強みを

持つJISACのサービスに、国内情報に強いScan Security

Wireの情報を加えることにより、国内で最も網羅性の高いセ

キュリティ情報サービスの実現を目指している。ライセンス体

系はベーシック、ブロンズ、シルバー、ゴールドの4つがあり、

それぞれ4、10、50、100枚の電子証明書が配布され、利

用者1名につき、1枚の電子証明書が必要になる。

Secure CubeもiALERTと同様に、独自の分析レポートを

併せて提供している。また、NRIセキュアテクノロジーズ社の

海外駐在員から米国やヨーロッパにおけるセキュリティ動向の

最新レポートや、国内の情報セキュリティの技術や制度におけ

る最新の情報も提供している。その他、ウイルスへの対処法や、

セキュリティパッチの適用方法などをエンドユーザにもわかり

やすく記述した情報を提供するため、全社員に対して、Web

ブラウザのパッチ適用を指示する際などにも利用できるだろ

う。さらに、セキュリティ教育として初心者向け教育コンテン

ツを用意し、情報セキュリティ意識啓発、基本的な知識の取得

を目指す内容になっている。教育コンテンツについては現時点

で他のサービスには取り入れられていないため、新たな試みで

あるといえるだろう。検査・管理に関するオプションとしてエ

ージェント（検査）機能があり、個々の端末に対して随時情報

収集（OSやアプリケーションのバージョン、パッチの適用状

況）が行われる。収集された情報は整理され、システム管理者

がWebを通して社内の状況を把握できる。組織内全体のセキ

ュリティ対策の進捗や特定のマシンのセキュリティパッチ漏れ

やセキュリティ脆弱性などを確認できる。基本料金からの課金

は必要としているプロダクトの組み合わせ（フィルタ）毎に行

われ、1フィルタを追加するごとに追加料金2千円がかかる。

基本料金に1フィルタ分は含まれている。なお、1フィルタ内

で 選 択 可 能 な プ ロ ダ ク ト に 制 限 は な い 。 例 え ば 、

WindowsOS利用者・管理者を対象にWindows向けフィルタ

をひとつと、UNIX利用者・管理者を対象にUNIX系OS向けフ

ィルタをひとつつくり、運用するといった利用が考えられる。

インターネット上に流れる各種情報を収集し、それを日本語

化してユーザに提供している。CERTなどが公開したセキュリ

ティホール情報に加えてOSベンダやウイルス対策ベンダが発信

するリリース、各社のニュースサイトが提供するセキュリティ

関連ニュースなどを発信している。セキュリティホール情報に

ついては、独自の分析レポートや第4.5節で紹介するSNSDB

ほどの詳しい検証情報は提供しないが、セキュリティホールの

概要、影響を受ける環境、確認･検証方法と対策方法、情報収

集源といった必要最低限の情報がわかりやすく記されており、

他社に比べて圧倒的に安い価格で提供している。セキュリティ

情報サービス開始時期は1999年であり、日本で最初に開始

したセキュリティ情報サービスである。また、通常はセキュリ

ティ情報サービスベンダ側にあるデータベースを、ユーザ企業

側に置いて企業間で1時間おきにhttpプロトコルを用いて同期

をとり、ユーザ単位ではなく、企業単位でサービスを提供する

SIDfm Portalのサービス（情報の内容はSIDfmと同じ）を

2003年より開始した。企業単位でセキュリティ対策を行い

たい場合や、セキュリティ情報を共有するセキュリティ情報ポ

ータルとしての利用に適している。なお、料金は500人まで

は一律50万円でそれ以上は問い合わせが必要。さらに、セキ

ュリティ情報を提供するだけにとどまらず、データベースに登

録されている最新のセキュリティホール情報をユーザ企業の管

理対象システムの OS、アプリケーションに応じて関連づけて、

個々のシステムの情報セキュリティ脆弱性状況を自動的に管理

できるサービスであるSIDfm Enterpriseも2002年より提供

している。SIDfm Enterpriseでは、あらかじめサービス提供

サーバで各管理対象サーバが使用しているOSやアプリケーシ

ョンなどをあらかじめ登録しておくと、サーバごとに適用すべ

きパッチの一覧が表示される。パッチ適用情報を管理する機能

を備え、管理対象サーバの危険度を数値で表示する。これによ

り、セキュリティ管理業務の現場では、管理担当者が不在の場

合や、マシンの拠点間が遠距離に点在しているなど、管理者間

の連絡不足により迅速な対応が取れないことがある場合、複数

の管理担当者間、複数のマシン拠点間のセキュリティホール対

策状況をどこからでも把握することが可能になる。さらに、実
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4.4 SIDfm（ソフテック社）

特
集
2

4.3 Secure Cube
（NRIセキュアテクノロジーズ社）



際にマシンをメンテナンスする管理担当者間や、あるいはそれ

らを統括する者との間の情報共有が容易になり、組織的な情報

セキュリティリスク管理が行える。サーバ数に応じた料金体系

で、最小単位は10ホストで15万円となっている。

各ソフトウェアメーカーから発信された情報やラック社が独

自に発見・収集した情報を統合して、日本語で参照・利用でき

るようにしている。2002年5月にリリースされた SNSDB

ver.2では、データベースに登録してあるセキュリティホール

情報から、入手したいセキュリティホール情報を簡単に検索で

き、かつ MySNSDB というユーザカスタマイズ機能を追加し、

入手したいプロダクト （例:Windows と Internet Explorer

等） を登録することにより、より早くセキュリティホール情

報を入手出来るようになった。ソフトウェアやOS別での検索、

ソフトウェアメーカーが情報する情報に付加される番号（ID）

やキーワード、OSやアプリケーションによる検索機能を備え、

メーカーの異なる製品に共通するセキュリティホールに関する

情報が相互に参照できるようになっている。技術指向が強いこ

とが特徴で、SNSDBの1ランク上のサービスであるSNSDB

Professionalでは、重大なセキュリティホールが発見される

と、ラックが日本語環境での再現性、影響度、問題の解決方法

などを検証して、データベースに登録した情報を参照できる。

現在のところ、技術的に最も信頼が高いといわれている有償サ

ービスである。ただし、ウイルスやクラッキングや情報漏えい

などのセキュリティ関連事件、セキュリティ関連ニュースなど

は提供せず、セキュリティ情報だけを提供している。ライセン

ス体系はManager's License（管理者）とSubscriber's

License（閲覧者）の2種類が用意されていて、2年目からの

更新費用は初年度の2割引になる。

脆弱性情報をいち早く提供することで、攻撃が実際に企業に

到達する前の時点で管理者が対抗措置を展開し、攻撃を未然に

阻止できるようにしている。また、高度なカスタマイズ機能も

用意されているため、管理者は、企業固有の環境に関連したア

ラートのみを受け取れるように設定することができる。1番の

特徴は主要なインターネット・セキュリティの専門機関であ

る、Symantec Security Responseが24時間365日体制

で脆弱性の動向を常時監視している情報の提供を受けることが

きる点だろう。しかし、現時点では情報は英語のままで、日本

語版ソフトウェア（OS、アプリケーション）の情報提供も行

っていない。今年に入って日立情報システムズと日本市場への

販売を目的に協業し、サービスの日本語化、日本語版ソフトウ

ェア情報の追加、セミナーやイベント等のマーケティング活動

を共同で実施する予定で、日本市場にも目を向け出しており、

今後が注目される。ライセンス契約の最小単位は2ユーザで、

1ユーザのみでの分割はできない。また、ユーザのメールアド

レスを追加できるオプションがあり、1アドレスあたり年間で

12万円。

近年、続々と登場したセキュリティ情報サービスは、協業、

提携、バージョンアップなどを行いながら、ますます充実して

きている。サービスの違いは日本語版ソフトの情報があるか、

また、情報提供の速さや独自の分析レポートの有無、独自の検

証結果の提供などがある。分析レポートではクラッカグループ

の動向や今後流行しそうな不正アクセス手法などを報告し、マ

シンごとにパッチの適用状況を管理できるサービスも出てきて

いる。また、料金はベンダによってかなりの差がある。

一口にセキュリティ情報といってもさまざまなものがあるた

め、サービスを選択するにはシステム管理者、ネットワーク管

理者として、または一般ユーザとしてどの情報が欲しいのかを

明確にしておくことが重要である。次にサービスの特徴を把握

した上で選択すると良いだろう。今後もセキュリティ情報サー

ビスは充実していくことが予想されるが、システム管理者やネ

ットワーク管理者が単に情報を利用し、セキュリティホールに

対応するだけではなく、社内全体のセキュリティに対する意識

の啓発やセキュリティに関する教育を考慮に入れてサービスを

選択、利用することも必要になってくるだろう。

なお、弊社では、ソフテック社のSIDfm Portalのサービス

を利用してセキュリティ情報を収集し、試行的にシステムの運

用、管理を行っている。導入後の最大のメリットとして、的確

な情報を迅速に入手できるようになったことがあげられる。情

報データベースには、セキュリティホールの概要、影響を受け

る環境、確認方法/検証、対処方法、関連情報（リンク集など）

があり、すべて日本語で提供されていて、わかりやすく書かれ

ているため、セキュリティホールの情報を的確に入手できる。
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5. おわりに

4.6 Symantec DeepSight Alert 
Services（シマンテック社）

4.5 SNSDB（ラック社）



さらに、過去3年分のセキュリティ情報については、検索機能

が充実しているため、関連する情報を容易に確認できるように

なっている。また、セキュリティ情報の社内展開は、社内に設

置したセキュリティ情報Webサイトをセキュリティ情報ポー

タルサイトとして利用しており、セキュリティ情報収集のポイ

ントを統一することができた。メールに関しては、フィルタリ

ング機能はないものの、1日に1度、データベースに登録され

た情報のサマリメールと緊急時に随時配信される速報・緊急メ

ールを利用して情報収集を行っている。
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