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UTMの基本概念
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１．UTMとは
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◆UTMとは

昨今のインターネットを通じた「脅威」は多様化しており、その「脅威」に対抗するためには、ファイヤウォー
ルだけでなく、アンチウイルスやアンチスパム、IPS／IDSなどの様々なセキュリティ機能を駆使して対策を施
す必要があります。

しかしながら複数のセキュリティ機能を導入するために、別々の製品・システムを導入するのではコストが
積み重なり、企業にとって導入・維持が困難になります。

そこで登場したのが複数のセキュリティ機能を統合した「UTM（統合脅威管理）」です。
企業は「UTM」を導入することで、インターネットを通じた脅威を総合的に対策することができます。

インターネット 企業

UTM（統合脅威管理）

外部からの脅威 内部からの脅威

ウイルス、トロイの木馬、ワーム、スパイウェア、
ボットネット、アドウェア、キーロガー、
スパム／フィッシング、スキャン、DoS攻撃
etc..

ウイルス、トロイの木馬、ワーム、スパイウェア、
ボットネット、アドウェア、キーロガー、
スキャン、DoS攻撃、ファイル交換ソフト
スパイウェア／フィッシングサイトアクセス etc..



２．UTMのネットワーク構成
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◆UTMのネットワーク構成

UTMはインターネットからの通信と企業内ネットワークからの通信の両方を監視する装置です。
よって企業内ネットワークのルーター直下に設置する必要があります。

インターネット

ルーター UTM

ファイルサーバ

HUB

パソコン

パソコン

パソコン

プリンタ／複合機

モバイル端末

アクセスポイント

企業内ネットワーク

企業内のIT機器とインターネットへの
通信を監視可能な位置へ配置

一部のIT機器しか監視できない
位置への配置はNG



３．UTMのメリット/デメリット
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◆UTMのメリット
①UTMのほとんどがアプライアンス製品のため、ソフトウェアのインストールが不要となり、導入が容易。

②1台で複数のセキュリティ機能を導入できるので、導入コストを抑えることができる。

③1台で複数のセキュリティ機能を提供しているので、保守サポートを1社から受けられる。

④複数の製品で構成されているセキュリティ機能より、ネットワーク接続問題が発生した場合の
調査が簡単。（UTMの撤去もしくは他製品への入替で問題の切り分けが可能）

◆UTMのデメリット
⑤セキュリティ機能を1つにまとめているため、システムダウン時にインターネットへの接続が出来ない。

⑥製品によって対応しているセキュリティ機能やその性能がまちまちであり、一部の機能だけ拡張
するなどの対応が取りづらく、導入時の製品選択が重要となる。

⑦インターネットと社内の通信を監視する役割なので、PCへ直接接続するUSBメモリからのウイルス
感染などは防げない。（PCのセキュリティソフトも合わせて導入が必須）
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UTMの主な機能
■アンチウイルス
■アンチスパム
■Webフィルタリング
■アプリケーション制御（P2P）
■IDS/IPS
■ファイアウォール

- UTM BASIC MANUAL -



４．アンチウイルス①
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◆アンチウイルスとは？
UTMにおけるアンチウイルスとは、コンピューターに感染することでプログラムやファイルを破壊してしまう
コンピュータウイルスをダウンロードしたり、インターネットに拡散することを未然に防ぐ機能です。

コンピュータウイルスにはいくつもの種類や亜種があり、全世界のネットワーク上で日々増加しています。
UTMなどのセキュリティ機器は、この増加に対応できるようパターンファイル（シグネチャ）を自動更新
する機能を兼ね備えています。

◆コンピュータウイルスの感染経路
ウイルスの感染経路として多いのは、インターネットの不正なサイトからダウンロードしたものによる
感染やメールの添付ファイルによるものです。UTMはインターネットとの通信を監視しますのでパターン
ファイルにマッチングしたコンピュータウイルスの通信を阻害することが可能です。

なおコンピュータウイルスには、OSやソフトウェアのセキュリティホール（システムの欠陥）をついて
コンピューターに侵入するタイプもあり、UTMでは阻害できないケースもあるため、最新バージョンの
OSやソフトウェアを使用することもセキュリティ上必須の対策となります。
（Windows XPは使用しない、OSの更新プログラムを最新にする、など）



４．アンチウイルス②
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◆コンピューターウイルスに感染すると･･･
一旦ウイルスに感染するとパソコンに様々な異常が起きるケースが多くあります。
例えば、いつも使用しているソフトウェアや業務ファイルの表示がおかしくなったり、開けなくなったり、
いつの間にか削除されていることもあり、企業に多大な被害を与えることになります。

また見た目は何も異常は起きなくとも、ウイルスの添付されたメールを取引先やお客様に勝手に
送りつけたり、パソコンに保存されているファイルの情報が外部に流出することもあり、この場合は
感染したことに気づくのが遅れて、被害が拡大するケースも多くあります。

◆ウイルスの増加対策
ウイルスは全世界で日々増加しており、増加したウイルスに対応するためには
パターンファイルを更新することで対応していますがイタチゴッコです。
パターンファイルやOSのセキュリティパッチが適用される前にうける攻撃のことを
「ゼロデイ攻撃」と呼び、被害も大きくなる傾向があります。

これに対してセキュリティ機器側でも、ウイルスの特有の挙動を検知する「ヒューリスティック検知」や
攻撃されてもいい仮想環境でファイルを動作させて挙動を分析する「サンドボックス」といった未知の
ウイルスを検出するセキュリティ機能があります。
（注意）「ヒューリスティック」「サンドボックス」は未知のウイルスを100%検知できるものではありません。



５．アンチスパム
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◆スパムメールとは？
スパムメールとは、受信者の意向を無視して無差別に送信されるメールのことです。インターネットの
普及に合わせて宣伝目的で広く使われており、メール使用者にとっては通常のメールよりもはるかに多く
届くなどの問題で、社会問題となっています。

またスパムメールの内容は有料サイトや不正なサイトであるフィッシングサイト（詐欺）への誘導で
あったり、アクセスすることでスパイウエア（情報収集用のウイルス）をダウンロードしてしまうなど
セキュリティ上の問題が多々あります。
※スパムメールのメール削除依頼や、配信停止の連絡は逆効果です。そのメールアドレスが有効であることを伝える行為となります。

◆アンチスパムとは？
アンチスパムとはスパムメールを特定し処理する機能のことです。UTMの場合、メールの題名にスパム
メールであることを追記処理し、ユーザが使用しているメーラーの自動振り分け機能で、通常のメールと
スパムメールをフォルダ分けすることが可能になります。（スパムメールの削除はしません）
※メールサービス業者のアンチスパム機能の場合、通常メールだけを配信し、スパムメールと検知されたものはWebメールサイト
のみで確認できるサービスがあります。UTMはメーラーでの処理が必要となりますので、提案時は誤解の無いよう説明が必要です。

UTM
通常メール

スパムメール判定 スパムメール
フォルダ

業務メール
フォルダ

メーラーに格納

スパム
判定
処理



６．Webフィルタリング
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◆Webフィルタリング（URLフィルタリング）とは？
Webフィルタリング機能とは、危険なWebサイトや業務に関係ない不適切なWebサイトへのアクセス
を制限する機能です。
制限する方法については１つ１つのWebサイトを登録する「ブラックリスト」方式だけでなく、
特定のカテゴリでまとめて一括設定するなど、設定する方が容易に対応できる仕組みとなっています。

【カテゴリ例】
アダルト／脆弱性のあるサイト／金融／ギャンブル／ゲーム／フィッシングサイト／スパムサイト／ショッピング
／ソーシャルネットワーク（SNS）／違法なサイト／P2P／チャット／掲示板 etc..

◆Webフィルタリングの効果！
Webフィルタリングの効果としては、以下のものが挙げられます。
■Webサイト閲覧からのウイルスやスパイウェアの侵入を減らせた
■従業員が業務へ集中できるようになり作業効率がアップした
■従業員が悪質なネット犯罪に巻き込まれる心配が減った
■動画サイトを禁止したことでネットワーク負荷が減って、ネットワークアクセスが早くなった
■家庭のネットワークと共用のため、子供にアクセスして欲しくないアダルトサイトを禁止にした



７．アプリケーション制御（P2P対策）
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◆アプリケーション制御（P2P対策）とは？
アプリケーション制御機能とは、パソコンにインストールした特定のアプリがインターネットと通信する
ことを識別し禁止することができる機能です。
例えばWinnyやShare、PerfectDarkといったP2Pソフト（ファイル共有ソフト）や動画アプリの
ネットワーク通信を阻害することでアプリを正常に動かなくすることができます。

【アプリケーション制御例】
P2Pソフト／ネットワークゲーム／ネットバンキング／リモートデスクトップ／SNSソフト／メッセンジャーソフト etc..

◆アプリケーション制御の効果！
アプリケーション制御の効果としては、以下のものが挙げられます。
■ファイル交換によるウイルスやスパイウェアの侵入リスクを除外できた
■ファイル交換による個人情報や企業機密情報の漏えい対策になった
■従業員が業務へ集中できるようになり作業効率がアップした
■動画アプリを禁止したことでネットワーク負荷が減って、ネットワークアクセスが早くなった
■家庭のパソコンが業務と共用のため、子供が勝手にファイル共有ソフトを使用することでの
情報漏洩リスクを除外できた

※Webフィルタリングと同じような効果ですが、インターネットに接続する手段が異なりますので企業のセキュリティとしては
両方の対策がより効果的です。



８．IDS/IPS
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◆IDS/IPSとは？
IDS/IPSとは不正侵入検知・防御システムのことです。インターネットからの悪意のある不正アクセス
だけでなく、社内ネットワークからの機密情報を外部に不正に公開するといった悪質な行為（ウイルス感
染などで勝手に送信）も検知して企業の情報を守ります。

IDSとIPSでは各々検知したあとの動作が異なります。

IDS（不正侵入検知） ･･･ 検知後、管理者に警告（メール通知など）はするが、防御はしない
IPS（不正侵入防御） ･･･ 検知後、直ちに問題のある通信（トラフィック）を遮断する防御措置をとる

◆IDS/IPSで検知・防御可能な攻撃は？
IDS/IPSではファイアーウォールでは検知できない通常のネットワーク通信と、異常なネットワーク通信
を見分ける機能を有しています。異常な通信のパターン（シグネチャ）に合致した通信を検知・防御
し、主に以下のような攻撃に対応が可能です。
■DoS攻撃 ・・・ 悪意のある人（クラッカー）が攻撃対象のWebサイトや企業ネットワークへ、ツールなどを

使用し大量の通信を行うことで、ネットワーク負荷を増大させて機能を停止させる攻撃手法
■DDoS攻撃 ・・・ 不特定多数のウイルスに感染したパソコンから、攻撃対象のWebサイトや企業ネットワークへ

自動で接続を行うことで、ネットワーク負荷を増大させて機能を停止させる攻撃手法
■ワーム ・・・ 自身を複製して他のパソコンに拡散するマルウェア（有害なソフト）で、パソコンには感染せず

独立したプログラムとしてパソコンに有害な影響を与える攻撃方法



９．ファイアウォール
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◆ファイアウォールとは？
ファイアウォールとは、ネットワーク通信に含まれる「送信元のIPアドレスとポート」「送信先のIPアドレスと
ポート」を監視し、その通信を通過させるかどうかをポートの開け閉めで制御しています。

ポートはインターネットとの通信を行うドアのようなもので0から65535まであり、ファイアウォールは通常
使用しないポートを閉じることで不正な通信を遮断します。

◆ファイアウォールが無いとどうなるか？
パソコンにインストールされるソフトウェアの中には、P2Pファイル共有ソフトのように、通信を待ち受けて
いる機能（サーバ機能）を持つものがあります。その場合、常にポート（ドア）が開いている状態と
なり、ソフトウェア側に脆弱性があると、それを悪用してパソコンの情報を盗み出されたり、パソコンを
乗っ取られてしまうことがあります。

許可された通信

許可されていない通信
Firewall



１０．UTMの機能差分
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◆UTMの機能差分
UTMは様々なメーカーが製品を出しており、その製品に備わっている機能や性能にもメーカー独自の
解釈、定義があり容易に比較することは難しい装置です。
よって以下の項目をチェックし選定・提案することが重要です。

①インターネット通信速度
UTMは複数のセキュリティ機能を有し、インターネット通信をスキャンする過程で通信速度に
負荷がかかります。いくら性能の良いセキュリティ装置でも、通信の速度が遅ければ業務に影響を
きたすケースが考えられます。UTMには機能毎にスループットと呼ばれる通信速度の指標があり
ますので考慮することが重要です。

②UTMの標準機能が備わっているかどうか
UTM自体に重要なセキュリティ機能であるアンチウイルス／アンチスパム／Webフィルタリング／
アプリケーション制御／IDS／IPS／ファイアウォールの機能が備わっているかどうかが重要です。
またヒューリスティックやサンドボックスのように未知のウイルスへの対応機能も重要です。

③会社の規模に応じた機器を選ぶ
会社の規模にあった製品の選定が必要です。UTMは機器毎にユーザ数の指標があります。

インターネット接続のスループット比較例

機能 A社 B社 C社

ファイアウォール 1Gbps 1.5Gbps 240Mbps

アンチウイルス 150Mbps 50Mbps 95Mbps

IPS 300Mbps 200Mbps 100Mbps

すべてのセキュリティ機能を
有効にするともっとも低い値が
インターネット通信のボトル
ネックになります。



１１．セキュリティソフトとの違い
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◆セキュリティソフトとの違い
UTMはパソコン本体をガードするセキュリティソフトとは違い、インターネットへの出入り口を
監視する装置です。マンションで例えると、UTMはエントランスのセキュリティで、セキュリティ
ソフトはマンション各戸のドアや窓の鍵になります。

セキュリティソフト
でドアと窓を防御

エントランスセキュリティ
（UTM）でマンション
内への侵入を防御！

セキュリティソフト
が未更新だと

家の中まで泥棒が
侵入！

①企業のセキュリティ対策はUTMと
セキュリティソフトの2種類の鍵で
ダブルガード対策が必須！

②USBメモリや外付けHDDからの
防御はセキュリティソフトが必要！

③共用部設備の防御はUTMが必要！

エントランスセキュリティ
（UTM）未導入・未対応だ
とマンション内に泥棒が侵入！

窓からの侵入
（USBメモリ）
は各戸の窓の
カギでないと
防げません！

共用部の設備（
ファイルサーバやカ
メラ）はエントラン
スセキュリティでない
と防げません！

！！

！
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インターネットからの
脅威における事例

- UTM BASIC MANUAL -



１２．事例（ウイルス被害例（１））
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◆最近の有名なウイルス
【.VVVウイルス】
2015年の年末に話題となったウイルス。スパムメールへの添付ファイルや脆弱性のあるサイトへの
アクセスにて感染したと考えられています。このウイルスは暗号型ランサムウェアの一種で、侵入した
コンピューター内のファイルを暗号化し、使用できなくした上で、元に戻すことと引き換えに身代金を
要求します。

◆感染してしまった場合に考えられる影響
■会社の業務ファイルが暗号化され、ファイルを開けずに業務がストップしてしまう。
■顧客データファイルが暗号化され、ファイルを開けずにすべての顧客データを失ってしまう。
■メールデータが暗号化され、メールを開けずに顧客とのやり取り履歴を失い、取引先への信用も失ってしまう。
■感染したデータをファイル共有サーバへ格納してしまい、ファイル共有サーバのすべてのファイルを失ってしまう。

◆必要な対策
■UTMのアンチウイルスでWebからのウイルスダウンロードを阻害すること。
■UTMのアンチスパムでスパムメールを特定し、悪意のある添付ファイルを開かせない対策をとること。
■UTMのWebフィルタリングで脆弱性のあるサイトへのWebアクセスを未然に防ぐこと。
■アプリケーション制御でファイル交換ソフトによるウイルスの流入を防ぐこと。
■セキュリティソフトの導入で、悪意のあるファイルの操作を監視すること。
※上記対策をおこなったからとしてウイルスは100%防げるものではありませんのでご注意ください。

対策に有効なUTM機能 アンチウイルス／アンチスパム／Webフィルタリング／アプリケーション制御



１２．事例（ウイルス被害例（２））
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◆実際にあったウイルス被害ニュース

◆会社で運用しているホームページがいつのまにか情報を改ざんされて、ウイルスをばら撒く
Webサイトとして不特定多数の人に迷惑をかけていた。
◆身代金要求に応じたが、暗号化を解除することは出来なかった。

こんな運用、要注意です！！

◆昔作った会社のホームページをそのままにしてある。

◆海外のサイトは閲覧しないから、ウイルスなんかに
感染しないよ。（日本のページがウイルス発信する
踏み台になりうる）



１３．事例（スパムメール被害例）
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◆スパムメールによるフィッシング詐欺
フィッシング詐欺では、クレジットカードや銀行（インターネットバンキング）のメールを装って、IDや
パスワードの情報を盗み出すWebサイトへの誘導が数多く報告されています。
またインターネットオークションのIDとパスワードを盗まれて、オークション詐欺に利用されてしまう
ケースや、SNSのアカウントが乗っ取られて勝手に投稿されるなどの被害もあります。
（フィッシング詐欺で平成25年に報告のあった被害額は、14億円にもなります：警視庁調べ）

◆IDやパスワードの情報が流出した場合に考えられる影響
■盗まれたクレジット情報でインターネットショッピングされてしまう。
■盗まれたクレジット情報で偽造カードを作られてしまう。
■銀行口座の預金がすべて引き出されてしまう。
■インターネットオークションのアカウントが不正に利用され、身に覚えの無い
容疑で警察から事情聴取を受けることになってしまう。
■会社のSNSが乗っ取られ、勝手に不正なメッセージを送られてイメージダウンになってしまう。

◆必要な対策
■UTMのアンチスパムでスパムメールを特定し、悪意のある添付ファイルを開かせない対策をとること。
■メールのリンクを不用意にクリックしないよう社内教育を行うこと。
■セキュリティソフトの導入で、フィッシング詐欺対応の製品を導入すること。
※上記対策をおこなったからとしてフィッシング詐欺を100%防げるものではありませんのでご注意ください。

対策に有効なUTM機能 アンチスパム



１４．事例（P2Pソフト被害例）
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◆P2Pソフトによる被害
P2Pソフト（ファイル共有ソフト）は暴露ウイルスとの組み合わせでパソコンにある情報をインターネット
上に情報漏えいさせる脅威のひとつです。一度インターネット上に広がった情報を完全に削除することは
出来ないため、半永久的に被害が続くこととなります。

よくある被害例は、会社のパソコンでファイル共有ソフトを使用したことで、業務ファイルが漏えいして
しまうケースや、家族の誰かが勝手にPSPソフトを使用してしまったために起こるケースがあります。
またP2Pソフトでやり取りするファイルは、映画や音楽ファイルなどの著作権への権利侵害にあたり、
無自覚のうちに違法アップロードすることにもなります。

◆P2Pソフトの使用でおこる問題
■社用パソコンに入っている個人情報、顧客情報、機密情報がインターネット上に拡散してしまい、
場合によっては、情報を漏えいしてしまった顧客や取引先への損害賠償金が発生する。
■著作権のあるファイルを違法にアップロードしてしまい、警察に捕まってしまう。

◆必要な対策
■UTMのアプリケーション制御でP2Pソフト通信を阻害し、ソフトを使用できなくすること。
■P2Pソフトの使用がどのような結果をもたらすか、社員だけでなく家族にも教育すること。
■セキュリティ対策の無い社用パソコンの持ち出しや、自宅へのファイルの持ち出しを行わないこと。
※上記対策をおこなったからとしてP2Pソフトによる被害を100%防げるものではありませんのでご注意ください。

対策に有効なUTM機能 アプリケーション制御



１５．事例（不正アクセス被害例（１））
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◆不正アクセスによる被害
不正アクセスによる被害は様々な被害を受けることになります。

【DoS攻撃、DDoS攻撃の場合】
外部に公開しているWebサーバがネットワークの負荷により
停止させられてしまうことで、会社は顧客に提供するサービスの
継続が出来なくなります。

【ワームなどのマルウェアの場合】
ワームは独立したプログラムであるため、様々な問題を起こすことが可能です。例えば、パソコンの
データが自動で外部に送信されたり、バックドアと呼ばれる侵入経路を確保され、迷惑メール
（スパムメール）の送信や、他のパソコンを攻撃するための踏み台として利用されるケースがあります。

◆必要な対策
■UTMにてIPSの機能を導入し、不正アクセスによる自動防御を行うこと。
■UTMのアンチウイルス、アンチスパム機能、Webフィルタリング、P2P対策にて
マルウェアの社内ネットワーク侵入を防ぐこと。
■セキュリティソフトをパソコンに導入し、マルウェアの感染を防ぐこと。
※上記対策をおこなったからとして不正アクセスによる被害を100%防げるものではありませんのでご注意ください。

対策に有効なUTM機能 アンチウイルス／アンチスパム／Webフィルタリング／アプリケーション制御／IDS・IPS



１５．事例（不正アクセス被害例（２））
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◆実際にあった不正アクセス被害ニュース

◆PCを乗っ取られて、勝手に襲撃・殺人予告を出され、任意同行を受けることになった。
◆意図はしていないが、犯罪に加担することになってしまった。
◆本人の名前や、会社名で犯罪が行われたため、風評被害を受けることになった。

こんな人、要注意です！！

◆あまりインターネットは使わないから
セキュリティはPCソフトだけでいいよね。

◆知らない人からのメールだから、添付ファイル
開いて確認してみようかな。
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END
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