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BitLocker のセキュリティ機能を強化し、管理負担を軽減する
「SecureDoc Enterprise Server」
新型コロナウイルス感染拡大の防止策として、テレワークを活用する企業がますます増加しています。しかし、社外に持ち出され
るノート PC の増加にともない、情報漏えいのリスクが拡大しており、セキュリティ強化が急務の課題となっています。そうした中で、
Windows OS に標準搭載されているディスク暗号化機能「BitLocker」を活用する企業が急増していますが、その効果を十分
に発揮させるためには、専用の管理ソリューションが不可欠となります。本書では、BitLocker の活用に関する課題と、その管理ソ
リューションであるウィンマジックの「SecureDoc Enterprise Server（以下、SES という）」 がもたらすメリットについて解説します。

テレワークの推進とともに
コンピュータのセキュリティ強化が急務の課題に
時間や場所の制約を受けることなく、柔軟な働き方を実現するテレワーク。「働き方改革」を実現する有効策として普及の兆しを
見せていましたが、新型コロナウイルス感染拡大の防止の観点から、テレワークの導入が多くの企業において喫緊の課題へと転じ
ています。

しかし、テレワークの推進によってオフィスから自宅などへ持ち出されるノート PC の台数が急速に増えるとともに、盗難や紛失による
情報漏えいのリスクが拡大しています。万が一、盗難や紛失によって、コンピュータ内に保存された顧客情報などの重要なデータが
漏えいしてしまった場合、大きな損害を被るだけでなく、顧客や取引先、さらには社会的信用も失いかねません。

テレワークを実施していくにあたり、自社のノート PC に関するセキュリティ対策の状況を改めて見直すとともに、不足している部分が
あれば必要な対策を施さなければなりません。そうしたノート PC の情報漏えい対策の 1 つとして注目を集めているのが、「ディスク
暗号化」です。これはコンピュータのディスク（HDD や SSD）に暗号化を施すことで、万が一、紛失や盗難にあっても第三者に保存
されたデータを読み取られないようにするものです。

Windows OS 標準搭載のディスク暗号化機能
「BitLocker」があれば情報漏えい対策は万全︖
Windows 10 への切り替えに伴い、Windows OS に標準搭載されているディスク暗号化機能「BitLocker」を利用する企業が増え
ています。BitLocker は Windows 標準の暗号化機能であり、コストをかけずに暗号化を導入できること、強固な暗号化アルゴリズム
（AES）を採用していることなどから、コンピュータの情報漏えい対策の一環として企業での活用が広がっています。しかし、BitLocker 

の利用に際しては、幾つかの課題点も指摘されています。

ユーザエクスペリエンスと不正攻撃に関する課題
通常、暗号化されたディスクをユーザが使用する場合、Windows OS 起動前の「プリブート認証」で暗号化をアンロックする必
要がありますが、BitLocker はプリブート認証を省略する設定が可能です（TPM の認証のみ）。PC 起動時にプリブート認証を
必ず使用する設定にすると、認証を通過するまで OS を含めデータの暗号化状態が維持され、通過できない場合は OS すら
起動できません。プリブート認証はセキュリティを維持するための重要な要素なのです。しかし、BitLocker プリブート認証および 

Windows へのサインインで、パスワード（PIN）を 2 度入力することが煩わしく感じ、BitLocker のプリブート認証画面を省略する
設定（TPM のみの認証）を行っている企業は少なくありません。TPM 認証はディスクをデバイスから抜かれた場合には有効な対
策となりますが、コンピュータの電源を入れると、自動でディスク暗号化は解除され、Windows が起動する状態まで進んでしまい
ます。そのため、悪意のある攻撃者は Windows のサインイン画面で不正なパスワード入力を試行することができてしまいます。そ
の際、攻撃者による連続的なパスワード入力は TPM（セキュリティチップ）により制限されますが（許容回数はメーカーにより異な
る）、パスワードロックはかからないため、時間をかければ何回でも不正なパスワード入力が可能です。
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暗号化状態の強制力に関して
BitLocker は、OS 標準の機能のため、Windows の管理者権限でログインすると、暗号化を無効にすることができます。情報セ
キュリティ的には、エンドユーザのアカウントに管理者権限を付与しない運用が必須となります。しかし、デバイス所有者の業務によっ
ては Windows の管理者権限が必要な場合もあり、エンドユーザのアカウントに管理者権限を付与されている企業も少なくありま
せん。

暗号化状態の監視・把握に関して
Active Directory のポリシーで、キー管理などは可能ですが、サーバで一元管理できないためノート PC を紛失あるいは盗難
にあった場合、IT 管理者はその PC が暗号化されていたのか、暗号化されていなかったのかを把握できません。上記の通り、
Windows の管理者権限があれば BitLocker を無効化し、復号することができてしまいます。

ユーザサポートに関して
BitLocker では、ユーザが PIN を忘れた場合、コンピュータを起動させるためには、48 桁からなる「回復キー」の入力が必要にな
ります。Active Directory を導入し、それに属していれば管理サーバに回復キーを集約させることは可能ですが、ワークグループ環
境の場合、回復キーの個別管理が必要となります。その場合、コンピュータ 1 台 1 台ごとに回復キーを個別に管理しなければなり
ません。ユーザが PIN を忘れた場合、IT 管理者は都度、煩雑な手順を経てユーザのサポートを行わなければなりません。当然のこ
とながら、コンピュータの台数が増加すればするほど管理負担も増えることになります。 

また、コンピュータのハードウェア構成に何らかの変更が発生した場合も、「回復キー」を求められることがあります。2 in 1 のようにモ
ニターが分離できるようなコンピュータを使用している場合には、頻繁に回復キーの入力を求められる可能性があり、IT 管理者に
予期せぬ負担が増加します。

ディスク暗号化は確実に実行され、かつ、それが正しく維持されているかどうか常時管理されてこそ、初めて効力を発揮します。連
続的なパスワードクラック攻撃を避けられない、強制力が低く、管理が不十分な対策では万全とは言えません。「BitLocker を利
用しているから、リモートワークに移行しても当社は安全」という声も少なからず聞かれますが、十分な対策と管理がなされていなけ
れば、万全のセキュリティ対策が施されているとは言えないのです。

BitLocker の効果的な活用を支援する
管理ソリューション「SecureDoc Enterprise Server」
これまで解説してきた課題を解決し、BitLocker を利用したさらなるセキュリティの強化と管理性の向上を図るものが、ウィンマジッ
クの「SecureDoc Enterprise Server（SES）」です。

SES のクライアントソフト（SecureDoc）に実装されている SecureDoc for BitLocker Management（SDBM）の機能により、
BitLocker のセキュリティ機能を強化し、管理負担を軽減することが可能です。その優位性について①セキュリティの強化、②管
理機能の向上、③コンプライアンス遵守のシンプル化、の ３ つの観点から解説します。

Whitepaper

“ディスク暗号化は確実に実行され、かつ、それが正しく維持されているかどうか常時管理されてこ
そ、初めて効力を発揮します。連続的なパスワードクラック攻撃を避けられない、強制力が低く、
管理が不十分な対策では万全とは言えません。「BitLocker を利用しているから、リモートワーク
に移行しても当社は安全」という声も少なからず聞かれますが、十分な対策と管理がなされていな
ければ、万全のセキュリティ対策が施されているとは言えないのです。” 
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① セキュリティの強化

プリブート認証
ウィンマジック独自の SecureDoc のプリブート認証によって、データをより安全に保護するための多くの機能を提供します。プリブート
認証では、パスワード入力の許容回数を設定でき、設定回数を超えて失敗したことを検知すると、その ID をロックします（注1）。

使い慣れたプリブート認証を使用したい場合は、BitLocker のプリブート認証を使用することも可能です。

この場合、Windows へのログインパスワードの入力が設定回数を超えて失敗したことを検知すると、BitLocker のプリブート認証
画面を TPM のみの認証で省略する設定となっていたとしても、BitLocker のプリブート認証を強制的に表示させます（注2）。プリ
ブート認証を実行することで、電源投入後にそのまま Windows が起動してディスク暗号化が解除される状態を防ぐことが可能です
（図）。

さらに、ポリシーで設定した期間内（例えば 5 日間内）に、SES との通信がなければパソコンをロックさせることも可能です（注3）。
プリブート認証、Windows へのサインインと、パスワード（PIN）を 2 度入力することが煩わしく感じる場合には、シングルサインオンの
機能を提供しています。プリブート認証で認証に成功すると、Windows アカウントに自動サインオンします（注4）。

（注1） 解除方法は、SES 管理者とのチャレンジレスポンスによる復旧。
（注2） ロックアウトされると、デバイスは自動で再起動され、解除するには、BitLocker パスワードの入力が必要。
（注3） SecureDoc プリブート認証の場合、解除方法は、SES管理者とチャレンジレスポンスによる復旧。BitLocker のプリブート認証の場合は、

回復キーが必要。
（注4） BitLocker のプリブート認証の場合は、デフォルトユーザのみ。

タンパープロテクション
本機能によって、BitLocker の無効化を不可とし、暗号化状態を維持・継続させることが可能です。
Windows の設定画面から BitLocker のアイコンを表示させない設定を施せるほか、パソコンに習熟したユーザがコマンドライン
を使って解除しようとしても、コマンドを無効にしておくこともできます。たとえ Windows の管理者権限があったとしても、復号化や
SecureDoc をアンインストールをすることはできません。

これらの機能群によって、万が一、ノート PC を紛失、あるいは盗難されたりしても、保存されているデータが第三者に漏えいするリス
クを大幅に軽減できます。
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暗号化状態での
パスワード入力

プリブート認証を表示させない場合 プリブート認証を表示させる場合
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暗号化解除状態
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自動起動
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誰が起動させても
自動認証により、
そのままOSが起動

認証情報を
知っている人だけ、
OSの起動が可能

図︓認証する段階の違いによって大きく異なる堅牢性
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② 管理機能の向上
SecureDoc は、既に BitLocker で暗号化されたデバイスへのインストールと、まだ BitLocker の設定がされていないデバイスへ
のインストールの両方をサポートします。どちらもサイレントインストールによって、インストール中に入力や選択をユーザに求めません 
（注5）。IT に習熟していないユーザでも簡単にインストールが行えるため、迅速かつ確実な展開が可能です。

SES 管理者は管理コンソールを通じて、すべての SecureDoc クライアントでの BitLocker の暗号化状態を把握したり、リモートか
ら設定を変更できるほか、各 PC の回復キーの自動バックアップも可能です。

ユーザのパスワード失念時の対応では、通話でチャレンジレスポンス操作（16 進）を実施し、ユーザによるパスワードの再設定を 

サポートできます（注6）。

また、Active Directory を利用している企業であれば、既存の「OU（Organizational Unit）」を SES の管理サーバ上に展開
し管理が行えます。Active Directory を利用していない場合でも、SES コンソール上に管理フォルダを作成、フォルダごとにデバイ
スを登録したり、セキュリティポリシーを設定したりすることも可能です。

SES のサーバに高スペックなハードウェアは不要であり、Web ベースの管理コンソールもサポートしているため、外部からのネットワーク
接続が可能な場合、IT 管理者は社外からでも管理およびユーザサポートが行えます。

（注5） SES と通信できる環境において
（注6） SecureDoc のプリブート認証を使用しているデバイスにおいて

③ コンプライアンス遵守のシンプル化
SES には、SecureDoc クライアントに関するセキュリティインシデントが発生した場合の暗号化状態の把握と証明をシンプルに 

行うための機能が用意されています。暗号化されたすべてのデバイスの状態を一元的に確認できるので、規制当局による情報開
示要請への対応や、規制への遵守の実証を迅速に行うことが可能です。
例えば、レポーティング機能では、SES の Web コンソールを介して、SecureDoc のインストールバージョン情報の確認、BitLocker 

を用いたパソコンの暗号化状況をグラフィカルに視認できます。また、改ざん防止監査機能により、ノート PC が紛失したり盗難に
あったりした場合にも、紛失時に暗号化機能が無効になっていないかどうかを確認、証明することができます。このほか、説明責任
とフォレンジックを 目的として、管理者がリカバリキーを開くたびに、その管理者の操作ログを記録する機能も提供されています。

情報こそが企業競争力の源泉
暗号化を軸にセキュリティ強化を支援
上記以外にも、メディア暗号やファイル暗号、USB 接続デバイスの制御、社外に持ち出さないデバイスに関しては、プリブートネットワーク
認証によるセキュリティ強化も可能で、SES および SecureDoc の機能は多岐に渡ります。

SecureDoc は、自社内に管理サーバ（SES）を設置して運用するオンプレミス型の形態のほか、ウィンマジックのパートナー企業から 

SaaS 型のマネージメントサービスとしても提供されています。「もっと運用負荷を軽減したい」という企業であれば、そうしたアウトソーシン
グサービスを利用するのも有効でしょう。

ウィンマジックは創業以来、暗号化の仕組みをよりシンプルに、より使いやすくするためのソリューションを提供することで、企業のセキュ
リティ強化を支援し続けてきました。SES は BitLocker の運用を効率化するとともに、さらなるセキュリティ強化を実現したいと考える 

企業にとって、最適なソリューションとなるものです。
ディスク暗号化は情報漏えいに対して有効なソリューションですが、暗号化が維持されるように正しく管理されていなければ、その有効
性を大きく損なわれてしまいます。言うまでもなく、今や情報は企業にとっての重要な財産であり、競争力の源泉となるものです。今後も
テレワークの活用がますます加速していく中で、企業価値を高め、取引先や顧客との信頼を維持していくためには、万全な情報漏え
い対策の推進が不可欠です。
SES は、BitLocker だけでなく、ハードウェアレベルで暗号化された自己暗号化ドライブ（TCG Opal）や、Linux デバイスの暗号化、
Mac FileVault2 もサポートしています。コンピュータを介した情報漏えいをはじめ、もしセキュリティに関して何か悩みや不安を抱えてい
るのであれば、ぜひ一度、ウィンマジックにご相談ください。

ウィンマジック ・ジャパン株式会社
〒 105-0022 東京都港区海岸 1-2-3 汐留芝離宮ビルディング 21階　 
TEL.03-5403-6950 FAX.03-5403-6953

sales.jp@winmagic.com ｜ www.winmagic.com/jp
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