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会社概要



商号
サイバートラスト株式会社

Cybertrust Japan Co., Ltd.

設立 2000年6月1日

代表者 代表取締役社長 眞柄 泰利

資本金 5億4千16万円

主要株主

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

SBテクノロジー株式会社

株式会社大塚商会

株式会社オービックビジネスコンサルタント

株式会社サンブリッジ

セコム株式会社

大日本印刷株式会社

日本電気株式会社

株式会社日立製作所

株式会社ラック

事業所 本社（六本木一丁目）、松江ラボ

事業内容

サイバートラスト株式会社

認証・セキュリティ事業 IoT事業 Linux/OSS事業

国内電子認証局の運用

電子認証の専門性

IoT 事業開発・グローバル協業 グローバル標準

組込みLinux

IoT 電子認証

Linux/OSS の専門性

専用機器・組込み開発

ITインフラを支えるLinux提供

認証・セキュリティ事業とLinux/OSS事業の組み合わせで IoT 時代のデファクトスタンダードへ



サイバートラスト株式会社

パブリック証明書

SSL/TLSサーバ証明書
• SureServer / SureServer EV

S/MIME署名証明書
• SureMail

認証局アウトソーシング
• サイバートラスト マネージドPKI

クライアント証明書
• サイバートラスト パーソナル ID
• サイバートラスト デバイス ID

iTrustサービス
• 本人確認サービス
• 電子署名用証明書
• リモート署名サービス

脆弱性診断
• Webアプリケーション診断
• ネットワーク診断
• ペネトレーションテスト

情報セキュリティコンサルティング
• 情報資産リスクアセスメント
• 規程策定支援
• 内部・外部監査支援
• WiFi/盗聴器/IoTセキュリティ調査

EV SSL/TLS 証明書
国内シェア#1

➢ 総臣認定J-LIS事業者
➢ デバイスID1.25Mil台の実績

主要な業界リーダの
セキュリティポリシー開発

WebTrust 認定事業者

WebTrsutとはAICPA(米国公認会計士協会)とカナダ勅許会計士協会によって共同開発された国際
的な電子商取引認証局監査プログラムです。適正な運用監査のみならず事業継続性を重視してお
り、災害時等不慮の事故においても事業継続性を担保する事業運営を行っております。

電子認証サービス 情報セキュリティ対策

サイバートラストは、日本初の商用電子認証局として20年以上にわたり提供している認証・セキュリティサービス
と、ミラクル・リナックスのカーネル技術やオープンソースソフトウェア（OSS）の知見を応用したオンプレミス、
クラウド、組込み領域向けの Linux/OSS サービスを展開しています。

地域産業
貢献

地域に根差した企
業のみなさまに対
し、その地域特有
の課題を解決し、
地域の力を高める
ことで、産業活性
化に対しても貢献
いたします



テレワーク・共同利用型オフィス等に対するサイバートラストの取り組み



テレワークとは

テレワーク

情報通信技術（ICT）の利用により、時間・空間を有効に活用する多様な就労・作業形態のことで、

「在宅勤務」「モバイルワーク」、サテライトオフィスなどの「共同利用型オフィス」を利用する形態の

総称を「テレワーク」と呼びます。

近年では、欧米で認知されている「バケーション」＋「テレワーク」＝「ワーケーション」の考えも主

流となり、国内でも多くの「コワーキング」ベースの共同利用型オフィスが増えています。

コワーキング



テレワークにおけるセキュリティリスク

政府から出された「テレワーク推奨」により働き方が大きく変わりました。

テレワークは事業継続性やワークライフバランスの実現、雇用や労働力の創出などのメリットがある反面、

社外から社内システムに接続したり、社内から社外に個人情報や重要な書類、デバイス等の資産を持ち出す

事からセキュリティリスクが高まっております。

社内システムによる堅牢なセキュリティ対策

ATTACK

想定していなかった新たなセキュリティリスク発生が増加

ATTACK

なりすまし盗難・紛失

通信を盗聴
マルウェアメールの送信



サイバートラストの取り組みについて

共同利用型オフィス等を運営・管理する事業者は、テレワーク利用者に対して安全にネットワークを提供する

ために、定めたセキュリティ方針に基づき、通信機器、WiFi電波に脆弱性が潜在していないか、定期的に確認

を行う必要があります。サイバートラストではこの取り組みに必要なセキュリティ基本対策を、「共同利用型

オフィス等で備えたいセキュリティ対策について」をはじめとした各ガイドラインに基づいて支援しています。

ポリシー
方針・規約文書策定

ネットワーク
脆弱性診断

設備
情報資産管理
リスクアセスメント

各分析・評価により共同利用型オフィス等の
リスクとセキュリティ対策を見える化

GAP評価

ISMS（ISO/IEC 27001:2014）
情報セキュリティマネジメントシステム(JIS Q 27001)

PMS（JIS Q 15001：2017）
プライバシーマーク制度

リスク対策



事例



事例：島根県松江市

ホテルラウンジ、ゲストハウス、有形文化財施設の一部をコワーキングスペースとして利用開始する
にあたり、「共同利用型オフィス等で備えたいセキュリティ対策について」および総務省ガイドライ
ン等に基づいた利用規約の整備と入退室管理や通信機器の物理的対策、ネットワークに対する技術的
脆弱性診断を実施し、潜在していたリスクを洗い出しセキュリティ対策を講じました。

検査手法①：情報セキュリティ対策チェック（監査）

ポリシー・規約が策定され、個人情報管理、情報廃棄、通信・設備上に
おいて順守されているか、セキュリティリスクが発生していないか、対
策が適切か確認 規約策定およびアドバイザリも実施

管理体制（セキュリティポリシー）

セキュリティポリシーの策定

利用規約の作成・利用者からの同意

事故発生対応マニュアルの整備

トレーニング・定期チェック

最新のセキュリティ情報の収集・確認

入退室管理・利用者情報

利用者の本人確認

個人情報の適切な管理

Webサイトの適切な管理

利用ログの取得・管理

ネットワーク機器（アクセスポイント等）

最新ファームウェアの適用

管理者パスワードの適切な設定

無線LANアクセスポイントの適切な設定

無線LANアクセスポイントのパスフレーズの設定と管理

利用者の端末間通信の禁止設定

業務用ネットワークとの分離

アクセスログの適切な管理

物理設備（ロッカー等） オンライン（Web）会議等の音声利用のための場所の確保

●利用規約の策定（イメージ）



事例：島根県松江市

取得する個人情報や施設内の情報資産（ネットワーク機器等）の運用・管理状態を直接確認した結果に対して、事業者
リスクと利用者が安心・安全に利用するために必要な対策ポイントをご説明しました。

脅威の原因

紛失・盗難 盗聴・流出

（利用者の意識）
⚫ 端末や文書の紛失・盗難
⚫ 置き忘れ
⚫ 意図的な放置（一時的な離席等）
⚫ 画面のぞき見

（事業者の対策不備）
⚫ 無線LANが非暗号化
⚫ 無線LAN機器のファームウェアの

アップデートが未実施
⚫ 無線LANパスワード設定が無し
⚫ 偽アクセスポイントに接続
⚫ 施設範囲外からの大量通信（ゲーム等）

・利用規約の制定（利用者へ公開し注意喚起と同意取得）
・ネットワーク機器のアクセス権限管理（パスワード設定など）
・ネットワーク機器の脆弱性管理（アップデートと定期的な診断など）
・ネットワーク機器の設置場所の見直し（利用者が触れない場所）
・WiFi暗号強度の強化（OPEN、WEPの禁止）
・WiFi接続パスワードの設定、複雑化（単語NG）、定期的な更新

最重要：コワーキングにおいては利便性ではなく、「安全性」を確実にする

損害賠償、事業停止、加害者として訴訟対象
事業者リスク

対策



事例：島根県松江市

検査手法③：WiFi脆弱性検査

施設内や敷地外に存在するアクセスポイントを対象に、無線通信
の暗号強度、脆弱な設定が無いか調査。無線LAN環境における盗
聴、なりすまし(アクセスポイント)、不正侵入の可能性を確認

FW
Internet

サーバ NW機器 業務端末 検査事業者

内部ネットワーク

オ
ン
サ
イ
ト

検査事業者

検査事業者

敷地外

施設内

共同利用型オフィス等

不明AP

安全

脆弱な公衆AP

オンサイト

リモート

検査手法②：ネットワーク脆弱性検査

ネットワーク機器およびサーバー、OS、データベース、ミドル
ウェアに対して、既知の脆弱性やセキュリティ上危険な設定がさ
れたパラメーターなど不正侵入の要因となる要素を調査



事例：島根県松江市

ネットワーク脆弱性検査

ホストのスキャン
ポートスキャン

実行中のサービスの検出

ネットワークサービスの脆弱性

DNSに関する調査

メールサーバに関する調査

FTPに関する調査

Windowsネットワークサービスに関
する調査

SNMPに関する調査

SSHサーバに関する調査

データベースサーバに関する調査

各種OSの脆弱性
Windowsの既知の脆弱性

その他各種OSの既知の脆弱性

悪意あるソフトウェア
バックドアの調査

P2Pソフトウェアの調査

ネットワーク機器の脆弱性 各種ネットワーク機器の既知の脆弱性

WiFi脆弱性検査
アクセスポイントのスキャン

SSIDをブロードキャストしているア
クセスポイントの検出

アクセスポイントの調査

電波到達範囲の調査

アクセスポイントの脆弱性 脆弱な設定のアクセスポイントの調査

基準：IPA、OWASPをはじめとしたセキュリティ機関の勧告に基づいた検査項目

テレワーク利用者が通信の情報漏洩等に対して安心して業務利用できるように、事業の機密性・完全性・可
用性において必要な対策事項を提示しました。弱い暗号方式や推測が容易なパスワードの設定、ファーム
ウェアのアップデート等を実施し、対策状況を定期的に確認・維持する体制を構築しました。



事例：ゆがふいんおきなわ

欧米で認知されている「バケーション」＋「テレワーク」＝「ワーケーショ
ン」での旅客を沖縄で誘致しようと、ホテルの1Fをコワーキングスペースに
リノベーション

お客様に安心して仕事をしていただくために、ネットワークセキュリティを
確保するため、ネットワーク脆弱性検査を実施

また、ホテル宿泊者や地域の会社員、住民等の不特定多数のユーザーがWiFi
を利用するため、WiFi脆弱性検査を実施

■ネットワーク脆弱性検査
・東京からのリモートではなくコワーキングスペースから直接診断
・セグメンテーション、ポートスキャンをはじめ、WAN側から各種管理画面にアクセスできないか、
ソフトウェアの設定に不具合がないか、などを診断

■WiFi脆弱性検査
・コワーキングスペースに設置したWiFi機器の設定、暗号・電波状態、構成などの脆弱性をチェック
・ホテルエリアの既存WiFiとの整合やMan in the Middle の可能性なども確認

https://www.cybertrust.co.jp/case/onnason-ci-diagnosis.html

https://www.cybertrust.co.jp/case/onnason-ci-diagnosis.html


まとめ



まとめ

Act

改善

Plan

策定

Do

運用

Check

評価

✓ネットワーク、システムの
脆弱性検査と対策

✓情報資産の脅威発生の特定
と対策

✓第三者評価（監査）
によるリスク対策見
直し

✓基本方針、利用規約の策定、
継続的見直し

✓信頼性の対外的発信

✓事業影響のある情報資産
の把握と管理

✓従業員の意識・モラル・
マナー向上情報資産管理

社員教育

リスクアセス
メント

脆弱性診断

ポリシー
基本ルール
策定

監査

各事例での取り組みにおいて、各事業者の経営者・オーナー様が率先して現場対応を行い、結果に対して真摯

に対策計画と遂行を実施いただきました。「共同利用型オフィス等で備えたいセキュリティ対策について」基

本対策に基づいた対応を行うことにより、情報セキュリティPDCAサイクルに則した活動にも発展し、テレ

ワーク利用者が安心・安全に利用できる環境が整備できると考えます。

セキュリティリスクの低減、防止には経営層の積極的参加から始めることが重要



ご参考

2017年：IoTビル脆弱性診断
https://www.cybertrust.co.jp/case/iotdiagnosis-takenaka.html

2019年：コワーキングスペースにおけるセキュリティ対策（ネットワーク診断・WiFiセキュリティ調査）
https://www.cybertrust.co.jp/case/securitydiagnosis-yugafinn.html

2019年：IoT工場盗聴調査
https://www.cybertrust.co.jp/case/security-inspection-case01.html

2020年：大日本印刷（DNP）とテレワーク環境の情報漏えいリスクを可視化するサービス開始
https://www.cybertrust.co.jp/security-consulting/package/telework.html

2020年：テレワーク継続のためのセキュリティコンサルティング
https://www.cybertrust.co.jp/case/securityconsulting-case02.html

2020年：新型コロナ禍におけるコワーキング施設開所に向けたリモート診断

https://www.cybertrust.co.jp/case/onnason-ci-diagnosis.html



留意事項

本資料に記載されている法人・企業名、製品名、サービス名は、各法人・各企業の商標もしくは登録商標です。
その他本資料に記載されているイラスト・ロゴ・写真・動画・ソフトウェア等は、当法人または第三者が有する知的財産権やその他の権利により守られております。
お客様は、当法人が著作権を有するコンテンツについて、特に定めた場合を除き、複製、改変、頒布などをすることはできません。
本資料に記載されている情報は予告なしに変更されることがあります。また、時間の経過などにより記載内容が不正確となる場合がありますが、当法人は、当該情
報を更新する義務を負うものではありません。

信頼とともに


