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安全でハイブ
リッドな職場
を描く
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セキュリティはデジタル ビジネ

スにとって欠かせないものになり、

IT とセキュリティ チームは今ま

で以上に密接に連携し、IT アーキ

テクチャ全体で脅威と脆弱性を積

極的に特定しています。2021 

Global Digital Trust Insights の調

査では、回答した組織のほぼすべ

て (96%) が、パンデミックにより

サイバー セキュリティ戦略を調

整する予定であると報告していま

す。前年、そう回答した組織は

25% でした。2

サイバー セキュリティの脅威は常

に進化し、デジタル ビジネスにお

けるセキュリティの役割はますま

す重要になっています。企業は脆

弱性を積極的に特定し、組織全体

でリスクを緩和する必要がありま

す。デスクトップ、ノート PC、

タブレットなどの社員が使用する

デバイスについて、安全なエンド

ポイントの保護戦略に連携して取

り組むということは、最新のセ

キュリティ ソリューション、クラ

ウドベースの展開、最新のデバイ

ス管理ツールを検討することを

パンデミックにより、私たちの働

き方、ビジネスの方法、顧客の

ニーズを満たす方法が根本的に変

わりました。今、デジタル導入の

曲線はペースが落ちるどころか、

加速しています。

ハイブリッド ワークの登場によ

り、長期的に社員、データ、エン

ドポイントの安全をどのように確

保するかといった、新たな問題を

考える必要が出てきました。ハイ

ブリッド ワークは、すべての組

織にとって全体的な移行を意味し、

エンドポイント セキュリティに

新たなアプローチが求められてい

ます。

デジタル転換と変化する職場は、

2 つの交わるトレンドを浮き彫り

にしました。それが、エンドポイ

ント デバイスの多様性と量、場

所を問わずデータとシステムを保

護する必要性です。PwC の CIO 

Pulse Survey の回答者の半分以上

が、サイバー セキュリティとプ

ライバシーのレジリエンスの改善

を最優先事項として評価したのも

当然です。1

意味します。チップからクラウド

まで、インテルを搭載した

Microsoft Surface は、最も安全な

デバイス機能を考慮し、顧客の変

化するニーズを満たすために革新

を続けています。

最新のエンドポイント保護には、

デバイス ファームウェアからク

ラウドまで、ライフサイクルのす

べてのフェーズでレイヤー化され

た取り組みを行う、最新のセキュ

リティ アプローチが必要です。

デバイスのセキュリティが、エン

ドポイント内から展開、再展開、

破棄、そしてエンドポイント デ

バイスへのあらゆるアクセス ポ

イントまでカバーするようにしま

す。この e ブックでは、最新のエ

ンドポイント戦略を形成する 3 つ

の柱の概要を紹介します。



UEFI はミニ オペレーティング シ

ステムで、その仕事はメインのオ

ペレーティング システムをロー

ドすることです。ほとんどのイン

テル搭載 Surface PC の UEFI は、

Microsoft が積極的に開発、保守

を行い、Windows Update for 

Business で自動的に更新がプッ

シュされるようになっています。
3これにより、重要なセキュリ

ティ アップデートが適宜行われ

るだけでなく、適用されやすく

なっています。

TPM と UEFI だけでなく、ハード

ウェア ベースの内蔵セキュリ

ティ機能がより安全な土台を提供

しています。3 インテル Total 

Memory Encryption は、さらに

コールドブート アタックなど、

デバイス メモリへの物理的な攻

撃からデータを守ります。

Microsoft Surface などの最新の

Windows デバイスには、洗練さ

れた成熟したハードウェアと

ファームウェアが含まれており、

これらはデバイスを守るために設

計されています。これらのデバイ

スは、シリコンに直接統合された

インテル® プロセッサのハード

ウェア対応セキュリティ機能を使

用し、コンピュート スタックの

すべてのレイヤーを保護していま

す。最適なセキュリティ戦略は、

エンドポイントのセキュリティに、

チップからクラウドまで対応する

完全なアプローチを活用してい

ます。

TPM と UEFI の役割について知る

セキュリティに最も重要な 2 つの

デバイス コンポーネントが、ト

ラステッド プラットフォーム モ

ジュール (TPM) と Unified 

Extensible Firmware Interface 

(UEFI) です。

TPM は、物理改ざんや変更や干

渉しようとする悪意のあるソフト

ウェアに対抗する暗号プロセッサ

です。TPM は、暗号キーを生成

し、保存し、使用を制御すること

ができます。また、データをすば

やく簡単に暗号化し、許可された

個人のみがアクセスできるように

します。
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数字で見る

50 億
ひと月にデバイスで検
出される脅威の数。4 

3 Surface Go および Surface Go 2 はサードパーティの UEFI を使用しており、DFCI をサポートしていません。
DFCI は現在、Surface Pro 7+、Surface Laptop Go、Surface Book 3、Surface Laptop 3、Surface Pro 7、および
Surface Pro X でご利用いただけます。Surface の UEFI 設定の管理については、こちらをご覧ください。
4The evolution of Microsoft Threat Protection June update、Microsoft Security ブログ、2019 年

#1 エンドポイントセキュリティはハードウェアから

エンドポイントデ
バイスがハードウェ
アレベルでのセ
キュリティを考慮し、
効率的に重大な脆弱
性ポイントを緩和す
るようにすること。

重要なポイント



これはストレージ用に暗号化され

た NTFS の代替データ ストリーム

を使用した、Windows ドライ

バーレベルのルートキットです。

この脅威に対抗するため、インテ

ルを搭載した Surface デバイスは

メジャー ブートと呼ばれる業界

標準を使用しています。これは、

アンチマルウェア製品がロードさ

れる前に実行できるプロセスで、

ブート プロセスが侵入を受けな

いようにします。さらに、インテ

ル・ブート・ガードは、ウイルス

や悪意のあるソフトウェア攻撃か

らシステムのプレ OS 環境を保護

します。埋め込まれたマルウェア

による OS への侵入を防ぐために、

インテル OS Guard は、オペレー

ティング システムがアプリケー

ション コードを直接実行するの

を制限することができます。

安全に起動する

UEFI と TPM を搭載した PC を起

動する場合、TPM に保存された

証明書のうち信頼できる証明書と

一致するデジタル署名があるか、

ブートローダーがチェックされま

す。このプロセスはセキュア

ブートと呼ばれ、ブート時に不正

なソフトウェアが実行されないよ

うに設計されています。

デバイス メーカーは通常、独自

の証明書、UEFI オーサーの証明

書、Microsoft が提供する証明書

を持つ TPM をプリロードします。

Windows 認定の PC は、認定を受

けるためにデフォルトでセキュア

ブートを有効化している必要があ

ります。こうした対策は、ブート

段階でのマルウェアやブート ソ

フトウェアの物理改ざんに対して

大きな保護力を発揮します。こう

した危険でほぼ目に見えない攻撃

は、出回り続けています。5

ブート段階での保護はこれに留ま

りません。攻撃者は、Windows 

ブートの早い段階で起動するよう

に設計された悪意のあるソフト

ウェアで、デバイスに侵入しよう

とすることもあります。その例が

ZeroAccess で、
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数字で見る

4 億
5020 万
デスクトップ、ノート PC、
ワークステーション、タブ
レッドなど、2020 年に出荷
された PC デバイスの合計。
6 

5 Dark Reading、2020 年 10 月
6 「The Surge in PC Shipments Is Not Over with Solid Growth Expected During the Holiday 

Quarter and into 2021, According to IDC」、IDC プレスリリース、2020 年 12 月

OS のブート前に実
行される高度なマル
ウェアは真の脅威で
あり、排除するのが
難しいことがある。
インテル搭載の

Microsoft Surface 
デバイスに見られる
ような、セキュリ
ティテクノロジー
におけるベストプラ
クティスと最新技術
により、まずその感
染を防ぐことがで
きる。

重要なポイント
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https://www.darkreading.com/threat-intelligence/rare-firmware-rootkit-discovered-targeting-diplomats-ngos-/d/d-id/1339110
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Manager (SCCM) により、このプ

ロセスを管理し、できるだけすば

やくユーザーに更新を提供するこ

とができます。

つまり、古く、安全でない製品を

破棄して、古いエンドポイントと

Microsoft Surface デバイスなどの

最新デバイスを交換し、古い

最新の状態に保つことの

重要性

オペレーティング システムとア

プリケーション ソフトウェアの

更新は、エンドポイント セキュ

リティに関する適切な計画に欠か

せません。Windows Update for 

Business と Microsoft System 

Center Configuration

ソフトウェア バージョンを

Office 365 と交換するなど、最新

バージョンに変えるべきだという

ことです。最新のデバイスとソフ

トウェアは、自動的に安全かつ最

新に保たれます。
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#2 アクセス制御を強化する

知っているもの:

通常はパスワード。

持っているもの:

デジタル認証、スマート

カード、その他のハード

ウェア トークンなど。

ユーザー自身:

指紋や顔認証などの生体

認証。

従来の要素タイプ:

ページ 6

ほとんどの組織の場合、社員のデ

バイスの主な保護手段はパスワー

ドです。しかし、攻撃者が侵入し

やすいエントリー ポイントを作

るという認証の問題に対して、パ

スワードが最善の解決方法でない

ことは明らかです。

新しいテクノロジーでは、パス
ワードがほぼ必要なくなります。
最終的に、ID ディレクトリからパ
スワードを完全に排除できるよう
になります。つまり、重要な脆弱
性を排除できます。

認証要素が複数ある場合、特に要
素の種類が複数になると、認証は
さらに強力になります。

多要素認証では、攻撃者がネット
ワークの最初の入口を確保するた
めによく使用するフィッシングな
ど、さまざまな形式の攻撃リスク
を大幅に減らすことができます。

他にもさまざまな既存の方法で、
パスワードの制限なく、認証を強
化することができます。 これには
生体認証やスマートカードなどが
あります。



生体認証 -あなた固有のもの

生体認証製品は、改善され、利用

しやすくなっています。インテル

® 搭載の Microsoft Surface には

Windows Hello for Business が含

まれており、生体認証または PIN 

でユーザーを認証するオプション

が提供されています。こうした資

格情報はデバイスと結び付けられ、

TPM に保存されます。PIN または

生体認証のいずれかを使用できる

ということは、生体認証を使用で

きない場合 (たとえば、指紋認証

に使用した指に絆創膏を貼ってい

るなど)、代わりに PIN を使用で

きるということです。なお、

Microsoft は生体認証データをク

ラウドに保存しません。

法人向け Windows Hello が保護

するデバイスにアクセスするには、

デバイスと PIN または生体認証が

必要になります。PIN は通常デバ

イスごとに異なります。複数のデ

バイスで同じ PIN を使用すること

は避け、PIN が漏洩した場合の損

害を抑えます。
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数字で見る

140 億ドル
2020 年のグローバルなエンドポイン
ト セキュリティ市場の価値。2021-

2026 年の間に 8.0% のCAGR が見込
まれている。7 

7 Endpoint Security Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact and Forecasts (2021-2026)、Mordor 

Intelligence、2020 年

生体認証は、認証の
強力な形式。パス
ワードを忘れたり、
ハードウェアトー
クンを失くしたりし
ても、あなたの顔が
なくなることはあり
ません。

重要なポイント
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8 Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk、Ponemon Institute、2020 年 1 月

スマートカードと FIDO 認証

「持っているもの」認証の最強の

形式が、暗号ハードウェア トー

クンです。これらの安価なデバイ

スには、安全な秘密鍵でデータに

デジタル署名を行う暗号プロセッ

サが含まれています。鍵は、対応

する公開鍵を持つシステムによっ

て検証されます。この方法で保護

されたノート PC やその他のデバ

イスは、ハードウェア トークン

がなくては使用できません。この

アプローチは、暗号化されていな

いデータを持つノート PC を失く

したり、盗まれたりしたときに起

こる問題を軽減します。

認証要素として、USB キーのよう

なポータブル デバイスに保存さ

れたデジタル証明書を使用するこ

とは可能ですが、この分野で最先

端のものは、

数字で見る

51%
の組織が、使用中のエンド
ポイント セキュリティ ソ
リューションが高度な攻撃
の検出に有効でないため、
脅威の特定に無力だと述べ
ている。8 

FIDO デバイスはデ
バイスを必要とする
が、最先端の安価な
認証手段である。

重要なポイント

USB を介してシステムに接続する

Client to Authenticator Protocols 

(CTAP) 標準と FIDO2 認証標準を

使用した小さなハードウェア デ

バイスです。FIDO (「Fast Identity 

Online」) 標準は FIDO Alliance が

定義したものです。この業界組織

のミッションは、パスワードに代

わるより安全な認証標準を開発す

ることです。

多くの企業が FIDO 認定製品を提

供しています。それらの一部には

指紋リーダーが組み込まれており、

簡単な「ユーザー自身」の認証と

鍵の「持っているもの」認証を組

み合わせることができます。

Windows Hello for Business が保

護するデバイスにアクセスするに

は、デバイスと PIN または生体認

証が必要になります。
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エンドポイント セキュリティは、

展開から破棄までデバイスのライ

フサイクル全体で問題となります。

ハードウェア デバイスの展開と

管理では、かつて IT チームがサ

ポートしているすべてのデバイス

について、システム イメージの

作成と保守を行う必要がありまし

た。また、個別のシステムについ

ては、社内またはデバイス メー

カーの技術者がハードドライブを

ワイプし、ユーザーに送る前に適

切なオペレーティング システム

イメージを適用して、承認された

ソフトウェアとポリシーが設定さ

れるようにする必要がありました。

どこからでもデバイスを展開

インテリジェント クラウド サー

ビスでは、この時間のかかる作業

が不要になります。たとえば、

Windows Autopilot は、IT チーム

とユーザーのために、デバイスの

ライフサイクルの全ステージを自

動化します。デバイスは、メー

カーから顧客に直接発送されます。

機器が購入され、ハードウェア

ベンダーが新しい機器のハード

ウェア ID を含むファイルを送っ

た時から、セキュリティ プロセ

スが始まります。 IT チームは、

Active Directory 管理者アカウン

トを使用して、それらの ID を

Windows Autopilot 展開サービス

にアップロードし、組織のデバイ

スの所有権を要求します。展開プ

ロファイルが Autopilot に作成さ

れ、デバイスに割り当てられます。

最新のエンドポイント セキュリティの 3 つの柱

8 Third Annual Study on the State of Endpoint Security Risk、Ponemon Institute、2020 年 1 月

#3 エンドポイントのライフサイクルを管理する

数字で見る

896 万ドル
IT チームおよびエンドユーザーの生産性の
損失や情報アセットの盗難によって発生す
る、エンドポイントへの攻撃が成功した場
合の平均コスト。8 

システムイメージの維持
は、セキュリティの問題
に関係なく、IT チームの
負担である。クラウド
ベースの展開は、プロセ
スをスピードアップさせ、
デバイスのセキュリティ
を強化する。

重要なポイント

ページ 9
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デバイスを失くしたか、盗まれた、

もしくは別のユーザーに割り当てら

れてしまった場合、IT チームは、

Microsoft Intune を使用してデバイ

スをワイプすることもできます。ワ

イプ後、購入時の状態にリセットさ

れ、セットアップのためにもう一度

適切な資格情報が求められます。

迅速で簡潔なセットアップ

ユーザーがデバイスを受け取り、

インターネットに接続した時から、

セットアップが始まります。

Windows Autopilot は、デバイス

があなたの組織に属していること

を認識し、そのために作成された

セットアップ体験を提供します。

この時点で、デバイスは管理のた

めに Microsoft Intune で設定され

ます。Intune はポリシーとソフト

ウェアをデバイスにプッシュし始

めます。展開プロファイルは、す

でに構成や登録に関連するよくあ

る質問の多くに回答しているので、

それらを回避できます。数回のク

リックで、デバイスは使用できる

状態になり、システムへの攻撃

ルートの多くを回避できます。

セットアップで合理化されるセ

キュリティ

インテル® 搭載の Microsoft 

Surface PC と同様に、ハードウェ

アで許可されている場合、IT チー

ムはセットアップの一環として各

機能を有効または無効にできます。

コンピュータが USB デバイスな

どからブートできるかを問わず、

これにはカメラ、Micro SD カー

ド、Bluetooth、LTE などが含まれ

ます。Microsoft Surface デバイス

では、この機能を Surface 

Enterprise Management Mode 

(SEMM) と呼びます。このアプ

ローチは、リモート アクセスの

トロイの木馬や、攻撃者がデバイ

ス コンポーネントの制御を奪う

といった手段の影響を最小限に抑

えます。

製品のライフサイクルの
全ステージで、エンドポ
イントを強化するチャン
スがあります。インテル
搭載のMicrosoft Surface 
PC に含まれるWindows 

Autopilot と SEMM と
いった優れたツールによ
り、IT チームは各フェー
ズで堅牢なセキュリティ
プラクティスを自動化で
きます。

重要なポイント
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先に進む道を
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どれほど能力の高いハッカーも、

阻止することが可能です。そうす

るためには、ハッカーがたどるす

べてのステップに障害物を配置す

ることです。

エンドポイントで、ライフサイク

ルの開始から徹底的にデバイスを

管理し、ユーザーが必要としない

権限を削除し、ソフトウェアの全

レベルにアップデートを迅速に適

用し、転送中および保存されてい

るデータを暗号化することで、実

現できます。

最新のエンドポイント システム

とそれらを管理するためのソフト

ウェアにより、ユーザーの

IT 産業は、多層防御に代わるもの

はないと身をもって知っています。

ハードウェア ベースのセキュリ

ティを実装することは、ソフト

ウェア ベースのアプローチを補

強するベストプラクティスとして

広く知られています。まず、1 つ

の層で、システムや重要なデータ

の侵害につながりうる穴を塞ぎま

す。それを 2 層、3 層と重ねてい

くことで、強固なセキュリティが

実現します。

セキュリティをどれほど厳重にし

た企業でも侵入されることがあり

ますが、それと同様に、

仕事を制限することなく、そう

いったコントロールを行うことが

できます。インテルと Windows 

Autopilot などの管理システムを

搭載した Microsoft Surface PC は、

そうしたテクノロジーの最先端

です。

インターネットに接続する限り、

難攻不落のものはありませんが、

最新のツールとベストプラクティ

スによって、どんな規模のビジネ

スも、攻撃者やユーザーのエラー

の両方に対して

最高レベルの守りを確保すること

ができます。

見つける
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• サイバー泥棒に、USB ドライ
ブから新しいオペレーティン

グ システムが起動されないよ
うにしているか?

• UEFI の設定が変更されないよ
うにしているか? 

次の一歩を踏み出す

チップからクラウドまで、インテ

ル プロセッサを搭載した
Microsoft Surface PC はすべての
レイヤーで内蔵セキュリティを提
供しています。そのため、コン

ピュート スタックの全レイヤーで、
最も優れた、合理的なセキュリ

以下の質問を自問する

• 現在のセキュリティ対策は十

分か? 
• デバイスにハードウェア対応
のセキュリティ機能は含まれ

ているか? 

• ノート PC のハードドライブは、
TPM の鍵を使用してデバイス
レベルで暗号化されているか? 

• デバイスへのサインインに多

要素を要求しているか? 

ティを実装していると自信を持つ

ことができます。

認定 Microsoft Surface リセラーと
して、幅広いデバイス、サービス、
サポートを提供し、お客様の組織

で Surface を展開できるよう支援
します。資金繰りから、展開、販

売後のテクニカル サポート、エン
ドユーザー トレーニングに至るま
で、お客様のビジネス ニーズを満
たすソリューションを
設計しますので、ぜひお問い合わ

せください。

連絡先: [Reseller contact info] ここにパートナーのロゴ
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