エンドポイントセキュリティ対策で妥協をせずに
USB メモリのアクセスを許可する方法
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はじめに
1996 年 1 月の USB 1.0 仕様の正式リリースは、周辺機器ベンダとエンドユーザーの両方にとって、均一で
便利で汎用的な新しいデバイスの時代の幕開けでした。25 年後の今も、USB は各リヴィジョンとの後方
互換性を維持し、サーバーからスマートフォンまでのコンピュータハードウェアのインターフェイスの
要として現役であり続けています。
USB のシンプルなプラグアンドプレイ方式や、次々と発表されるより高速な仕様
によって、USB ポータブルストレージは大成功した製品のひとつへと進化しまし
た。しかしこのような利便性には、データセキュリティ面で代償が伴います。現
在の社会では、ホストコンピュータ上でエンドポイント保護などの適切なツール
を使用し、適切なデータ保護規程を施行しなければ、ポータブル USB ストレー
ジを無頓着に使用するユーザーが、自分や他の人を潜在的なデータ漏えいの危険
にさらしてしまい、結果としてそのエンドユーザーが大きな被害を受けるだけで
なく、企業や政府全体が侵入被害に遭う可能性もあります。
ホスト環境の保護に加えて、USB メモリも、パスワード保護やデバイス上のハードウェア暗号化によっ
て防衛する必要があります。これにより、非常に堅牢な侵入対策ができます。この記事では、安全に
USB メモリを使用するためのベストプラクティスについてご説明するとともに、USB メモリの概要につ
いても詳しく見ていきます。
ツールと実施規程を組み合わせた対策が理想的であるとはいえ、最優先に重視すべき項目は、USB メモ
リの暗号化機能およびハードウェアコンポーネントの堅牢性です。これらの機能は金融から、医療、
製造、国防まで幅広いセクターで有用です。また、リモートワークを行う場所にアクセス可能なネット
ワークがない場合や、ネットワークの脆弱性や実用性に問題がありアクセスできない場合にも重要な
役割を果たします。
USB ハードウェア暗号化メモリには幅広い種類のセキュリティ機能があり、さまざまな認証規格があり
ます。その属性やカスタマイズの可能性について検討し、あらゆる種類の機密環境でセキュリティを
守る方法をご紹介して、スタンドアロンソリューションへの適合性をご説明します。
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ポートの権限：USB ストレージへのエンドポイント管理
データ損失防止ソフトウェアの適用
ここ数十年の間、アンチウイルスおよびアンチマルウェアアプリケーションが、ほぼ基盤といっていいレベ
ルでセキュリティ保護を提供し、ダウンロード時やデバイスの取り付け時に自動スキャンやレポート作成、
または不審なコンテンツへの措置を行ってきました。次世代アンチウイルス（NGAV）ソフトウェアによる
保護は、ここから一歩前進しています。NGAV では継続的に更新されるウイルスシグネチャのデータベース
だけに頼るのではなく、未知の脅威を特定して軽減する機械学習および行動検知機能を追加しています。
しかし搭載されている武器はこれだけではありません。ユーザー周辺機器などから攻撃があった場合の
対策がほしい方には、USB ポートなどのアクセスポイントへのあらゆる種類のアクセスを拒否する手段
を提供するエンドポイント管理データ損失防止（DLP）ソフトウェアがあります。
セキュリティのため「すべてのポートをブロックする」という姿勢は、確かにリスク
を排除できますし、状況によっては望ましいやり方ですが、このようなポリシーはし
ばしば、あまり効果を発揮できず、望まない結果に終わることがあります。
しかし一部の IT 管理者は、ユーザー機器にある USB ポートを開放したいというリク
エストを拒否する方を好みます。エンドポイントで開放を拒否すれば、エンタプライ
ズファイアウォール経由で直接アクセスさせることができるからです。このような用
心は理解できますが、USB ストレージのアクセスを許可するかどうかという課題に関
しては、特定の前提条件さえ守れば、この特権を与えても重大なセキュリティ問題に
はなりません。
必須の要件は、アンチウイルス／アンチマルウェアソリューション上で脅威検出スキャンを行う機能
や、すべてのユーザーエンドポイントを中央で監視・管理できる機能のあるエンドポイント管理アプリ
ケーションスイートです。
通常、このような基本的なアプローチはさまざまな形で、McAfee MVision、Sophos Intercept X、Symantec
Endpoint Security、Trend Micro Smart Protection、WinMagic SecureDoc など多くの人気ベンダの統合ソリュー
ションに実装されています。

ホワイトリストの細かい調整
USB ストレージデバイスのセキュリティ保護については、必要な保護レベルに応じて
手法が展開されています。シンプルでありながら効果的なアプローチには、各ベンダ
ID（VID）と製品 ID（PID）の値を活用して、USB ストレージデバイスをホワイトリス
トに入れる方法があります。すべての USB 周辺機器に言えることですが、各メーカー
には固有の VID がありますが、PID は新製品がリリースされるたびに変更されます。
ホワイトリストに入れる際に、メーカーの VID のみを使用すると、今まで製造された
USB デバイスがすべて許可されてしまい、範囲が大きくなりすぎてセキュリティが低
下します。PID を使用するとさらに細かい調整ができ、特定のモデルのみにホストシ
ステムへのアクセスを許可できます。
これは改良点ですが、まだ理想的ではありません。USB ストレージデバイスが広く普及
しており、認可されたモデルと一致するデバイスをユーザーが自分用に購入できるた
めです。この点を留意して、Kingston Technology ではオーダーメイドソリューションを
提供し、USB ストレージデバイスの厳密なセキュリティ対策を可能にしています。
カスタマイズプログラムでは、ひとつの組織だけに固有のカスタム PID プロファイル
を入手でき、さまざまな Kingston 暗号化 USBメモリ フラッシュドライブを作成して、
このプロファイルを適用できます。カスタム PID の付いたデバイスを展開する企業
は、ホワイトリストを簡素化できるだけでなく、セキュリティを大幅に強化することもできます。一見同じデバイ
スを従業員が個人で購入しても、カスタム PID と一致しないため、アクセスを拒否されます。
カスタム PID を使用すると、IT 管理者は新しい USB ストレージデバイスを迅速かつ容易に実際の業務で利用可能に
できますが、もっときめ細かく管理したい場合の代替手段として、Kingston 暗号化 USBメモリ ドライブでは、個々
のデバイスのシリアル番号を使用する方法もあります。この設定には、エンドポイント管理スイートを使用して、
それぞれ固有のデバイスのシリアル番号を登録する必要があります。まず最初に、IT スタッフによるプロセスが必
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要なため、Kingston から各注文ごとのシリアル番号一覧を提供できます。この一覧は常に英数字データで、順番に
ソートされていません。この手法を選択すると、個々のドライブの所有者に応じた非常に柔軟なポリシー運用が可
能になり、さらに、フォレンジック IT シナリオにおいて非常に有益なデバイス来歴追跡を正確に行えるようになる
という長所もあります。一部の Kingston ドライブでは、ケースにシリアル番号と電子スキャン用バーコードが記載
されていますが、他のデバイスでもカスタマイズにより社名入りケースにバーコードとシリアル番号を追加できま
す。これらのアイテムはドライブ追跡に使用できます。
デフォルトでは、エンドポイント管理システムが、ポートのブロックおよびホワイトリストへの追加用に VID/PID へ
のアクセスを提供します。Kingston では、USB ストレージデバイスの使用を促進する際に、お客様のご事情に合わせ
て創造的なポリシーを実現できるように、これらの機能の汎用的な活用方法を提供しています。適切な識別方法を
確立した場合、全員に対して「すべてのポートをブロックする」姿勢は単純すぎるだけでなく、不要になります。

リモートユーザー向けの安全でコンプライアンスに沿ったソリューション
セキュリティの面で、ホワイトリストによるデバイス管理は問題の半分のみを取り扱うにすぎません。言い換え
ると、これはソリューションの半分にすぎません。
USB ストレージデバイスは便利でシンプルなため、円滑にデー
タを移動するために携帯性を重視する多くの企業や機関にとっ
て、欠かせないものになっています。ほとんどの環境ではコン
プライアンスや IT 衛生管理などの理由で、データ移動のような
作業用にスタッフに暗号化 USB メモリを携帯させることが必要
です。ポータブルストレージには、パスワード保護機能とデバ
イス暗号化機能を組み合わせて利用して、デバイスの紛失や盗
難の際、および脆弱性の高い場所での置き忘れの際に機密デー
タへのアクセスを防止する保護機能が搭載されています。
暗号化技術にさまざまなものがあるように、このソリューショ
ンも皆同じではなく、特にソフトウェアとハードウェアの暗号
化ソリューションを比較した場合、違いがはっきりわかりま
す。ではどちらが良いのでしょうか？それはお客様のニーズに
よって違うため、もう少し厳密に「どちらがより安全でしょう
か？」と質問してみましょう。
基本的に、ソフトウェア暗号化は予算重視の選択で、小規模
な運用をする一部のセクターでは十分です。また、移動する
データの機密性はあまり高くないと考えており、それよりも
ポリシー遵守に関心の高い企業にも適しています。
しかしソフトウェア暗号化の手法では、暗号化作業を実行する
コンピュータに依存するクライアントアプリケーションが必要なため、それが弱点にもなりかねません。つま
り、依存関係にあるため、ソフトウェア暗号化ストレージデバイスの安全性はホストコンピュータと同じにな
ります。
万一ハッカーがコンピュータのメモリにアクセスした場合、暗号化／復号化キーを嗅ぎつけるおそれがあるた
め、悪用される危険が高まります。また、暗号化ファイルへのアクセスとコピーが可能な場合にパスワードに
よるアクセス保護が不要なため、ドライブに入っているデータがブルートフォース攻撃の対象になる場合もあ
ります。
ソフトウェアベースの暗号化機能には時々ソフトウェアの更新が必要であり、IT 要員の負担が増えるため、実装
が複雑になる場合もあることにも留意してください。特に大きな短所として、異なるプラットフォームでドライ
ブを利用する際に問題が発生し、いらいらした従業員がソフトウェア暗号化機能を完全に削除してしまうことが
あります。ドライブのユーザーは、暗号化されたドライブのデータをコンピュータに一旦コピーし、ドライブを
非暗号化ドライブにフォーマットし直してから、データをドライブにコピーして戻すことができます。この時点
で、データは安全ではなくなり、漏えいに対して完全に脆弱になります。これでは USB メモリのセキュリティが
事実上無効化されてしまうため、個人情報保護関連の法規制の遵守の観点から容認できません。
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オンチップ暗号化：堅固で迅速なソリューション
反対に、ハードウェア暗号化 USB メモリでは、専用プロセッサがドライブそのものに組み込まれており、これが暗号
化を管理するため、コンピュータとは独立して機能します。パスワードへのブルートフォース攻撃から守るため、暗
号化プロセスは常にオンの状態で、暗号化データへのアクセスやデータのコビーは不可能です。
Kingston のエンタプライズおよびミリタリーグレードのハードウ
ェア暗号化 USB メモリでは、XTS モードで AES 256 ビット暗号化
を活用しています。世界各国で認可を受けている暗号化技法の
AES 256 ビットでは、堅牢なデータ保護を提供しています。XTS モ
ードでは暗号化／復号化プロセスの異なる段階で、２つの異なる
キーを使用するため、データの暗号化を２回行うのと同じ効果が
あります。
使用の際には、暗号化キーをドライブコントローラの乱数発生機
構から取得し、ユーザーのパスワードをアンロックします。認証
はデバイスの暗号ハードウェア内部で行われるため、BadUSB、
コールドブート攻撃、悪意あるコード、ブルートフォース攻撃な
どのよくある攻撃手段から暗号化キーや他の重要なセキュリティ
機能が保護されます。
ハードウェア暗号化の利用を開始してすぐにわかる利点は、ホス
トコンピュータで暗号化タスクをオフロードする必要がないた
め、ドライブのパフォーマンスがソフトウェア暗号化ドライブに
比べて格段に良いことです。すべてがドライブ内で完結
Kingston IronKey D300S などのハードウェア暗号化 USB メモリは、
パスワードで保護されたデバイスで、購入時にはすでに暗号化されています。使用する際、最初は書き込み防止ラン
チャーボリュームのみが見えます。これにパスワードの認証とメイン暗号化ストレージボリュームのアンロックに使
用するアプリケーションが含まれているためです。この手順により、ホスト PC 上のドライバまたはソフトウェアの
インストールを回避します。
さらに Kingston ハードウェア暗号化 USB メモリには、デバイス内のファームウェアの改ざんを防止するデジタル署名
付きファームウェアドライバが搭載されています。この追加セキュリティ層によって、USB デバイスファームウェア
特有の脆弱性を悪用する BadUSB などの攻撃から保護します。USB ファームウェアの脆弱性とは、ホストコンピュー
タ上でコマンドや不正なコードをひそかに実行できてしまうというものです。
もちろん、「すべてのポートをブロックする」手法であれば、BadUSB のリスクを制限できますが、そのような時代
遅れのや慣行で生産性を犠牲にする理由はあるでしょうか？上で強調したとおり、シンプルな調達および展開手順を
踏んでハードウェア暗号化 USB デバイスを導入すれば、ポータブルストレージデバイスを使用しながらセキュリティ
の高い環境を維持することは可能です。

リモートワークでのセキュリティ維持とコンプライアンス
リモートワーカーが会社の安全な作業環境から遠く離れ、保護
を受けられない今、戦略を見直し、新たな目線で優先度を考え
る必要があります。
リモートセキュリティ計画の観点から、従業員が文書をアップ
ロードまたは検索する際に、インターネット経由でサーバーに
アクセスさせるためだけに、彼らのノートパソコンの USB ポー
トをブロックすることに利点はあるでしょうか？道路上では、
セキュリティと信用性の低い Wi-Fi アクセスポイントなどの
オープンインターネットアクセスしか利用できず、そのために
さまざまな危険を招き、漏えいの可能性が増大します。なり
すましによるデータ傍受や監視、中間者（MitM）攻撃、ネッ
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トワーク盗聴などの脅威は、サイバー犯罪者によって利用され、ますます巧妙化するハッキング手法のごく一部で
す。VPN ですら、侵入されたことがあります。
企業ネットワークからインターネットに接続している個所は、もうひとつのエンドポイントに過ぎず、もともと外
部にさらされているために非常に脆弱で、標的にされやすいエントリーポイントです。リモートアクセス用にこれ
を開放すると、特に機密データに関するセキュリティリスクも運ばれることになります。
パスワード保護とハードウェア暗号化 USB メモリによって、リモートワーカーの認証を行うと、潜在的なネット
ワークの脆弱性を効果的に解消することができます。しかしこのようなプロビジョニングを行うには、入手可能な
USB メモリについて詳しく調査し、それぞれのリモートワーク環境のニーズに合うかを検討する必要があります。
これには、ドライブ容量や、シリアル番号の記録を取るかどうかなど、たくさんの考慮事項があり、かんたんには
選択できません。この場合、デバイス自体の物理的構造が重要です。

改ざん防止機能：絶対外せないオプション
ここでの主な問題は、ハードウェア暗号化 USB メモリに改ざん防止機能があるかどうかです。改ざんなど
の干渉に対するデバイスの安全性は、FIPS 140-2 などの規格に反映されており、暗号方式を使用しない時
のドライブの物理構造のレジリエンスを評価するためにいくつかのレベルが設けられています。
これに関連して FIPS-197 認証では、データセキュリティ要件
がミリタリーグレードレベルほど高くないエンタプライズ
向けの Kingston DataTraveler® Vault Privacy 3.0 などのハード
ウェア暗号化属性とデバイスを評価しています。これらの
デバイスはやや価格が下がりますが、物理的なドライブ改
ざん防止機能はありません。
FIPS 140-2 Level 3 認証では、デバイス改ざん対策のための展
開手法がミリタリーグレードに格付けされます。Kingston で
はこれらの FIPS 140-3 Level 3 ドライブを世界各国の企業、政
府自治体および国防関係に供給しています。さまざまな防護
手段を提供するために、非常に硬いコーティングを形成する
エポキシ樹脂が使用されています。もっとも基本的な用途で
は、エポキシ樹脂を使用し、非常に堅牢な不正防止シールで
ケースを保護しています。Kingston DataTraveler 4000G2DM で
はこの手法を使用して、コストと効果のパランスを取りなが
ら物理的保護と暗号セキュリティを組み合わせています。
保護の必要なドライブ回路すべてのコーティングや、内部コンポーネントの接着のため、内部にエポキシ
樹脂を使用していますので、さらに防護性能が強化されています。金属製のケースを開こうとしても非常
に困難で、最終的には内部のチップや他のコンポーネントが壊れてしまい、ドライブが機能しなくなりま
す。このように硬くて不透明なエポキシ樹脂が使用されているため、重要なコンポーネントの改ざんはほ
ぼ不可能です。Kingston IronKey D300S や S1000 などのデバイスには、この追加セキュリティ対策が含まれ
ており、Kingston DataTraveler 2000 キーパッドドライブにも搭載されています。
これらのデバイス保護は物理的手段のみにとどまらず、Kingston IronKey S1000 では改ざん防止機能がさら
にレベルアップされています。IronKey S1000 では、内部暗号チップにより物理的改ざんを検出可能で、
デバイスに電源が入るとただちにドライブが使用不能になります。機密ファイルへのアクセスと転送に
ハードウェア暗号化 USB ストレージデバイスを活用すれば、リモート業務をスムーズに行い、出先でも
セキュリティを効果的に保証できますので、たいへん実用的です。
お客様特有のニーズやユースケースに合わせた作業に十分かどうか確認するため、USB メモリのハード
ウェアとセキュリティ機能を必ず調査してください。ケースバイケースでそれぞれの USB メモリを検討
してください。信用のある認定制度を意思決定の指針として役立てることができます。どのような優先
順位でも、Kingston では、一般的なコンプライアンスから幅広いハードウェア暗号化 USB メモリソリュー
ションとカスタマイズオプションを、ご利用しやすい価格帯で提供しています。
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安全第一：ネットワークがなければ、問題もない
在宅勤務が広がり続ける今、もはやオフィスには境界
がありませんが、多くの企業でリモートアクセスによ
る脆弱性の問題が浮上しています。多くの企業は非常
に早くからこの問題に直面し、在宅勤務の増加に対応
するためのセキュリティ向上策を求めています。
在宅勤務が広がり続ける今、もはやオフィスには境界
がありませんが、多くの企業でリモートアクセスによ
る脆弱性の問題が浮上しています。多くの企業は非常
に早くからこの問題に直面し、在宅勤務の増加に対応
するためのセキュリティ向上策を求めています。
さまざまな業界におけるこのようなニーズのサポート
に関して、ハードウェア暗号化 USB ストレージデバイ
スはすでに十分に確立しており、いくつかの理由で
ネットワーク経由のデータ転送が非実用的であるか、
望ましくない場合にセキュアなソリューションを提供
します。
金融セクタでは、企業の行動とコンプライアンスにつ
いて、監督機関からデータを要求されることがしばし
ばあります。投資や市場取引など極秘のバンキング活
動について正確な詳細情報が記載されている機密文書
を伝送する際に、ネットワークを使用することは、曝
露の危険があまりにも高く、考えられません。シンブ
ルで効果的なソリューションは、ハードウェア暗号化
USB メモリに入れてこの情報を届けることです。

やるべきことと、してはいけないこと
✔ コンプライアンスに沿った安全なドライブを使用し、
展開するたびにニーズに合致したドライブを調達するため
に仕様を検討すべきです。
✖ 雑多な個人所有デバイスを使用する BYOD（Bring Your
Own Device）ポリシーを社内で採用してはいけません。
暗号化されていないドライブを紛失した場合、財務面でも
会社の評判についても大きな痛手があります。
✔ エンドポイント管理スイートを展開し、明確なホワ
イトリスト機能のあるハードウェア暗号化 USB メモリを
使用すべきです。
✖ 何事もなりゆきに任せてはいけません。オンプレミ
スおよびリモートワークの要件を適切に評価すべきです。
✔ セキュリティ問題に関するスタッフ研修を実施すべ
きです。会社がセキュリティ侵害から守られ続けること
は、スタッフにとっても利益になります。
✖ セキュリティが重荷になってはいけません。ユーザー
が勝手に別のやり方を探すようになり、シャドー IT ソ
リューションが使用されるようになります。全員対象の
ポリシーがどんな場合にも適用されるからと言って、すべ
ての状況で適切なわけではありません。職場は変化してお
り、適切なソリューションを選択すれば、新しいポリシー
を開発し施行できます。

医療環境では毎日のように、セキュリティ USB メモリ
を使用してファイルの受け渡しをしています。このや
り方はまた、医師やコンサルタントがファイルを分析する際、調査のために参照する際、医療研究のために症例を
提示する際などに便利です。さらに、医療用画像処理装置などのネットワークへのアクセスがないか、ネットワー
クにアクセスすると安全でないプロプライエタリシステムに関して、実用的なニーズがあります。コンプライアン
スに沿ったハードウェア暗号化 USB メモリを使用すると、ファイルをどこか別の場所で使用するために、容易に運
ぶことができます。
このような状況では、Kingston DT2000 が活躍します。OS に依存しないドライブであるため、パスワードを入力する
ためのランチャーボリュームはありませんが、その代わりに、どのプラットフォームでも使用できるようにデバイ
スをアンロックする英数字キーパッドが付属しています。さまざまな用途に使えるハードウェア暗号化 USB メモリ
ですので、製造セクタでも使用できます。たとえばオペレーショナルテクノロジー（OT）プラットフォームによる
機械制御用に、IT 研究開発分野で作成されたアプリケーションを安全に移行できます。Linux も搭載された混合環境
での運用には、DT2000 は入手可能な中ではもっとも明快なセキュリティソリューションです。
法執行機関でも、ハードウェア暗号化 USB ストレージデバイスには重要な役割があります。事件ファイルや画像
などの証拠を保護し、現場の調査員、捜査陣、法科学チームなどと安全に受け渡しができます。Kingston では、外
部ケースに内部シリアル番号とバーコードを印刷して提供できますので、さらに利点があります。ドライブを発
行してカタログにまとめると、シンプルかつ容易に追跡できます。手操作でシリアル番号を記録するのと同様に
容易で、バーコードをスキャンするのと同様に迅速ですので、監査や在庫管理が容易になります。Kingston IronKey
D300S、D300SM および S1000B/E ドライブで標準の機能ですが、他にも Kingston カスタマイズプログラムの対象の
ハードウェア暗号化モデルであればご利用可能です。
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セキュリティとストレージモビリティ：最新技術
パスワード保護、ハードウェア暗号化、改ざん防止機能、きめ細かいエンドポイントホワイトリスト、
ミリタリーグレードの FIPS 140-2 Level 3 認証、ひと目でわかる記録などの機能は、Kingston USB メモリに
標準装備されており、すぐに展開することができます。
これらの堅牢なセキュリティ対策により、ホスト環境でも USB メモリとその中のデータの安全が守られ
ます。たとえ仕様書に書かれた項目が魅力的でも、調査をせずに適当にモデルを選ぶと、要件の厳しい
一部の組織にもぴったり合うとは限りません。
独立系メーカーとして、Kingston ではお客様にご満足いただくため、さまざまなオプションをご提供し
ています。Kingston カスタマイズプログラムはシームレスなユーザーエクスペリエンスをお届けできる
ように設計されており、先進的なソリューションをご利用いただけます。
セキュリティ向上のためのカスタマイズでは、ホワイトリスト用にその企業専用の USB PID を供給しま
す。ランチャーアプリケーションのセキュリティプロファイルもカスタマイズ可能で、連絡先や会社詳
細から、パスワードのヒントの有効化やパスワード試行回数上限の決定まで、15 種類のプリファレンス
を使用できます。社外向けに、企業ブランド（共通ロゴ）を印刷したり、企業専用のドライブにブラン
ドカラーなどさまざまな色をお選びいただくことができます。ドライブの最小発注数は、50 個から承っ
ております。すべての機能には、デバイス展開用に手間のかからない統合手順が提供されています。
USB ストレージのセキュリティ保護に適したエンドポイント管理アプリケーションがない場合は、社内の
Kingston ドライブをすべて管理したい企業向けに、パスワードのリモートリセットなどの管理ソリュー
ションがあります。
USB は広く普及し便利なため、これまで各種の将来技術に対応してきており、多くの業務にも USB スト
レージの即時対応力や利便性が今も役立っています。いつでもご利用でき、いつでも安全なセキュリ
ティ保護付き USB メモリは、すぐにその良さをおわかりいだけるシンプルなソリューションです。

リモート環境でネットワークデータ漏えいに悩みたくないなら、Kingston USB ハードウェア暗号化ストレ
ージデバイスを使えば安心です。
Kingston について詳しくは、kingston.com/encrypted をご覧ください。具体的な質問がある場合は暗号化
USB 専門家までご相談ください。
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