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コンピュータ・システム技術に関するレポート 

 

米国国立標準技術研究所 (NIST) の情報技術研究所（ITL）は、国家の測定・標準インフラのための技術的

リーダーシップを示すことにより、米国の経済と公共福祉を推進します。ITL は、情報技術の進化や生産

的な使用を可能とするために、テスト、テスト技法、参照データ、理論実装の証明、技術分析等を開発し

ます。ITL は、連邦情報システムでの国家セキュリティ関連情報以外でも、セキュリティやプライバシー

保護のための、費用対効果の高い、管理基準、運営基準、技術基準、物理的基準やガイドラインの開発等

をも責務とします。特別刊行物 (Special Publication) 800 シリーズは、ITL の研究、ガイドライン、及び情

報システム・セキュリティにおけるアウトリーチ活動、およびその産業界、政府機関、教育機関との共同

活動等について報告するものです。 

  

 

概 要 

 

アプリケーション・ホワイトリストは、組織内での使用が許可されているアプリケーションおよびアプリ

ケーション・コンポーネントのリストです。アプリケーション・ホワイトリスト技術は、ホスト上での実

行が許可されるアプリケーションを制御するために、ホワイトリストを使用します。この技術は、マルウ

ェア、未ライセンスのソフトウェア、その他不正ソフトウェアの実行阻止を支援します。本刊行物は、ア

プリケーション・ホワイトリストの基礎に関して、組織の理解促進を目的としています。また、セキュリ

ティ展開ライフサイクルを通じたホワイトリスト技術の計画・実施について説明します。 

 

 

キーワード 

 

アクセス制御、アプリケーション制御、アプリケーション・ホワイトリスト、情報セキュリティ、ソフト

ウェア・セキュリティ、ホワイトリスト  
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概 要 (Executive Summary)                   

 

アプリケーション・ホワイトリストは、明確に定義されたベースライン (原文：baseline)に従いホスト上で

の存在・動作が許されたアプリケーションおよびアプリケーション・コンポーネント（ライブラリ、設定

ファイル、等）のリストです。ホスト上でのアプリ実行やインストール許可について制御するアプリケー

ション・ホワイトリストを実行する技術を、ホワイトリスト・プログラム、アプリケーション制御プログ
ラム、アプリケーション・ホワイトリスト技術等と呼びます。アプリケーション・ホワイトリスト技術

は、マルウェア等の不正ソフトウェアの実行阻止を目的としています。既知の不正な動きを止めて、その

他すべてを許可するウイルス対策ソフトウェア等のセキュリティ技術とは異なり、アプリケーション・ホ

ワイトリスト技術は、既知の正当な動きを許可し、その他すべてを止めるように設計されています。本刊

行物は、アプリケーション・ホワイトリストの基礎的理解や運用に向けた計画の支援を目的とします。 

 

以下の推奨事項を実行することで、連邦省庁や機関における、より効果的かつ効率的なアプリケーショ

ン・ホワイトリスト運用が促進されるでしょう。 

  

ホスト OSに組み込まれたアプリケーション・ホワイトリスト技術の検討 

 

比較的容易かつ廉価なソリューションである点に鑑み、組織は、特に集中管理されたデスクトップ、ラッ

プトップ、サーバ用として、これら技術を検討すべきです。組込み型の（原文：built-in）アプリケーショ

ン・ホワイトリスト機能が存在しない、または不適切と判断される場合には、代替案として堅牢な集中管

理機能を備えたサード・パーティのソリューション検討が考えられます。 

  

より洗練されたアプリケーション・ホワイトリスト属性（原文：attributes）に対応する製品の使用  

 

属性選択は、主にセキュリティ、継続性 (原文：maintainability)、使用感の適切なバランスの実現に関する問

題です。ファイル・パス、ファイル名、ファイル・サイズ等の単純な属性は、ファイル活動を厳格に制限

する厳しいアクセス制御が施されていない限り、それら単独で使用されるべきではありません。他の属性

とそれらを組み合わせることには、多くの場合で重要な利点が認められます。デジタル署名／発行者と暗

号ハッシュ技術の組み合わせは、一般的に最も正確で包括的なアプリケーション・ホワイトリスト性能を

もたらしますが、使いやすさと継続性の要件は、組織に大きな負担をかけることになります。 

  

監視モードによる将来のアプリケーション・ホワイトリスト技術のテストの実施  

 

実際にソリューションを導入する前に、それがどのように動作するのか、監視モードでテストすることを

強く推奨します。このテストにおいては、更新インストール等ソフトウェアの変更に対してソリューショ

ンがどのように反応するのか、慎重に評価すべきです。例えば、OS や他のアプリケーションにセキュリ

ティ更新をインストールするに際して、アプリケーション・ホワイトリスト機能を無効化しなければなら

ない等の場合には、そのソリューションは適切とはいえないでしょう。  

  

段階的アプローチによるアプリケーション・ホワイトリスト導入計画の検討 

  

展開の成功には、明確な、段階的計画と実装プロセスが必要です。展開のための段階的アプローチは、不

測の問題を最小限に抑え、潜在的な問題の早期発見を可能とします。また、このアプローチは、刻々と変

化する大組織で新技術を採用したり、新技術の進歩を取り入れること（原文：incorporating advances in new 

technology）を可能にします。本刊行物で紹介されるセキュリティ推奨技術に加え、アプリケーション・ホ

ワイトリストを採用している組織は、情報システムのために推奨される管理、運営、技術制御について説

明する NIST Special Publication（SP）800-53 Revision 4,“Security and Privacy Controls for Federal 

Information Systems and Organizations”で紹介される推奨事項も参考にすべきです。  

  

  



原文帰属：NIST (National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce 

翻訳：ハミングヘッズ株式会社 

 

6 

 

Reprinted courtesy of NIST (Translated by Humming Heads, Inc. in Tokyo, Japan) 

 

アプリケーション・ホワイトリストの展開可能性評価におけるアプリケーション・ホワイトリスト実行環

境の分析 

 

ホワイトリストは、集中管理され、かつアプリ稼働が一定している（原文：have a consistent application 

workload）ホスト上に実装するのが現実的です。アプリケーション・ホワイトリストのソリューションは、

一般的に、セキュリティの重要性が機能性を上回る環境で推奨されます。典型的な管理下におけるホワイ

トリスト採用の適否は、ホストがどの程度厳格に管理されるべきか、及びどの程度のリスクに直面してい

るかにより左右されます。典型的な管理環境下でのアプリケーション・ホワイトリスト展開を検討する組

織は、ホワイトリスト・セキュリティによる利点が運用へのマイナス影響を上回るものか、リスク評価を

行うべきです。また、彼らは、大企業におけるウイルス対策ソフトや侵入検知ソリューション管理等の場

合と同様に、管理およびアプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションを維持する専任スタッフが

必要となることに留意すべきです。メンテに必要な訓練を受けた職員を維持できるような組織で実装すべ

きです。 
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１．はじめに                

 

1.1 目的と範囲  

 

本刊行物は、（アプリケーション制御としても知られる）アプリケーション・ホワイトリストについて、

組織での基本的理解を促進することを目的とします。電子メール、ネットワーク通信、モバイル・コー

ド・ホワイトリスト等、その他のホワイトリスト形式は本刊行物の対象外です。 

  

1.2 対象読者  

 

本資料は、セキュリティ管理者、技術者、管理者、及びその他アプリケーション・ホワイトリスト技術に

ついて導入、テスト、実装、保守等を担当する方を対象とします。 

  

1.3 文書構成  

 

本刊行物は、以下のセクションと付録で構成されています。  

 

 セクション２は、アプリケーション・ホワイトリストの基礎を紹介します。  

 

 セクション３は、セキュリティ展開のライフサイクルを通じた、アプリケーション・ホワイトリスト

技術の計画と実施について紹介します。  

 

 付録 A は、アプリケーション・ホワイトリスト技術の使用をサポートする基準やガイドラインを紹介

します。 

 

 付録 B は、アプリケーション・ホワイトリスト技術をモバイル・プラットフォームに適用する際の考

慮事項について説明します。  

 

 付録 C は、本資料で使用されている頭字語・略語を定義します。  

 

 付録 D は、本刊行物における参考文献を列挙します。 
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２．アプリケーション・ホワイトリストの基礎               

             

ホワイトリストとは、ホスト、電子メール・アドレス、ネットワーク・ポート番号、ランタイム・プロセ

ス、システム上での存在・活動が許可されるアプリケーション等、個別実在 (原文：discrete entities)のリスト

を指します。ブラックリストは、不正活動として既に認識された個別実在のリストです。グレイリスト
は、未だ不正として確立されておらず、ホワイトまたはブラックのいずれに分類すべきか更なる情報が必

要となる個別実在のリストです。ホワイトリスト、ブラックリスト、グレイリストは、主に、アクセス制

御の形式として使用されます。ホワイトリストに分類される活動は許可され、ブラックリストに分類され

る活動は許可されません。グレイリストの扱いは、その実体により異なります。グレイリストの扱い方

は、ユーザに判断を委ねる、管理者に事前セキュリティ評価を委ねる、等が考えられます。 

  

アプリケーション・ホワイトリストは、明確に定義されたベースラインに従い、ホスト上での存在が許可

されたアプリケーションおよびアプリケーション・コンポーネント（ライブラリ、設定ファイル、等）の

リストです。アプリのインストールや実行許可について制御するアプリケーション・ホワイトリストを実

行する技術をホワイトリスト・プログラム、アプリケーション制御プログラム、またはアプリケーショ
ン・ホワイトリスト技術と呼びます。アプリケーション・ホワイトリスト技術は、マルウェアその他の不

正ソフトウェアの実行阻止を意図しています。不正な動きのみ止めてその他を全て許可するブラックリス

トを採用するウイルス対策等のセキュリティ技術とは異なり、ホワイトリスト技術は不正でないと認識さ

れた動きのみ許可し、その他を全て止めるよう設計されています。 

  

本セクションでは、アプリケーション・ホワイトリストの基本を紹介します。第１に、アプリケーショ

ン・ホワイトリストにより軽減されうる脅威の類型、及びアプリケーション・ホワイトリストの種類につ

いて紹介します。次に、アプリケーション・ホワイトリスト技術の利用可能な運用ランタイム・モードの

種類について説明します。本セクションでは、アプリケーションのアクセス制御ではなく、アプリケーシ

ョン・ホワイトリスト技術を採用すべき理由についても説明します。最後に、環境ごとの展開の違いやア

プリケーション・ホワイトリストの関連効果を検討して締めくくります。 

  

2.1 脅 威  
 

前述のように、アプリケーション・ホワイトリスト・ソフトウェアは、特定のホスト上の使用が許可され

ていないアプリのインストールや実行を阻止します。これにより、マルウェアやその他の不正ソフトウェ

アが起こし得る複数の脅威類型が軽減されます。 

  

悪意コードとしても知られるマルウェアは、データ窃取・破壊、破壊・侵入目的プログラムの起動、被害

者データ・アプリ・OS の機密性・統一性・有効性を攻撃する目的をもって、他のソフトウェア（例え

ば、OS、アプリ等）に密かにインストールされるアプリケーションを指します1。今日の脅威の多くは、

マルウェアを基礎として、ホストへの感染を試み（不正コードのインストール）、データ窃取その他の不

正行動を実行します。アプリケーション・ホワイトリスト技術は、適切に設定されれば、そうしたマルウ

ェアの実行（多くの場合はインストールの試みから）を阻止できます。アプリケーション・ホワイトリス

トは、マルウェア対策として、従来のウイルス対策ソフトやその他の伝統的なマルウェア対策セキュリテ

ィと比較して極めて効果的です。今日のマルウェアの脅威は益々カスタマイズされ、標的型とされ、従来

の検知技術を無力とするため、アプリケーション・ホワイトリスト技術は重要です。 

 

アプリケーション・ホワイトリスト技術により軽減され得るその他の脅威類型として、その他の未許可ソ

フトウェア（マルウェア以外のソフトウェア）が挙げられます。こうしたソフトウェアは複数の問題を引

き起こします。例えば、これらソフトウェアは、管理されていない脆弱ソフトの導入を誘引し、そのソフ

トがホスト攻撃用として攻撃者によって使用されることが考えられます。また、これらソフトウェアは、

不正ソフトウェアのインストールや、ライセンス契約違反等の法的問題も引き起こします。 

                                                      
1この定義は、NIST Special Publication (SP) 800-83 Revision 1, Guide to Malware Incident Prevention and Handling for Desktops and 

Laptops (July 2013)で用いられる定義に基づきます。http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-83rl. 
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アプリケーション・ホワイトリストは、特に、ユーザによる無権限インストールやアプリ実行が禁止され

た端末で、脅威を阻止するために使用され得ます。例えば、ユーザにウェブページ参照だけが許されるキ

オスク・ワークステーションが挙げられます。ここでは、特定の Web ブラウザと、許可されたアプリケ

ーション・ベースのセキュリティ制御（ウイルス対策ソフトウェア）以外の全てのアプリのインストー

ル・実行が禁止されます。別の例としては、ユーザに許可されたアプリケーションが全てプリ・インスト

ールされているノートパソコン、またはユーザに追加アプリのインストールや無効化に関する管理者権限

が与えられていないようなノートパソコンが挙げられます。また、アプリケーション・ホワイトリスト

は、マルウェアが他のホスト（例えば、管理者のラップトップ）からサーバに拡散することが懸念される

場合には、特にサーバにとっても有用です。 

 

2.2 アプリケーション・ホワイトリストの種類 
 

本セクションでは、アプリケーション・ホワイトリストの種類について説明します。分析可能なアプリケ

ーション・ファイルおよびフォルダ属性、実行可能ファイル、ライブラリ、スクリプト等の扱われるアプ

リケーション・リソースの種類、ホワイトリスト作成技術等について説明します。 

  

2.2.1 ファイルとフォルダの属性  
 

アプリケーション・ホワイトリストは、以下のような様々なアプリケーション・ファイルやフォルダ属性

に基づいています2。  

 

 ファイル・パス (File path)。これは最も一般的な属性で、特定のパス（ディレクトリ／フォルダ）に

含まれる全てのアプリケーションを許可します。実行されるディレクトリ内の全ての不正ファイルを

許可するため、とても脆弱な属性です。しかしながら、パスが、ファイルの追加や修正のために管理

者のみに許可される厳格なアクセス制御で保護される場合は、より強固な属性になります。パスは、

別々に登録されるパス内のファイルを要求しないことで有益となり得ます。全ての追加アプリケーシ

ョンやパッチをホワイトリストに更新する必要性が減少するからです。  

 

 ファイル名 (Filename)。この属性は、アプリケーション・ファイル名として、それ自身で使用する

にはあまりに一般的です。ファイルが感染したり、ファイルが差し替えられた場合には、その名前は

変更されず、ホワイトリストの下で実行されます。また、攻撃者は、単純にホスト上に不正ファイル

を置いて良性ファイルとして同じ名前を使用することができます。こうした弱点のため、この属性は

それ単独で使用されるべきではなく、むしろその他の属性と組み合わされるべきです。例えば、厳格

なアクセス制御下にあるファイル名とパスを結合させたり、デジタル署名（後述）とファイル名を結

合させるべきです。  

 

 ファイル・サイズ (File size)。この属性は、典型的には、ファイル名のような他の属性との組み合わ

せでのみ使用されます。ファイル・サイズを監視することで、サイズがオリジナルと異なるアプリケ

ーションが不正バージョンであると推認できます。しかしながら、攻撃者は、良性ファイルと同じ長

さの不正ファイルを作ることができます。デジタル署名や暗号ハッシュのような属性は、ファイル・

サイズより特有なファイル特定となります。可能な限り、これらがファイル・サイズの代わりに使用

されるべきです。 

 

 デジタル署名または発行者 (Digital signature or publisher)。アプリケーション・ファイルにおい

て、発行者のデジタル署名が進んできています。デジタル署名は、受取人による、アプリケーショ

                                                      
2 この属性リストは、全てを含んでいるという意味ではありません。また、技術進歩に伴い新たな属性が出現することも考えられま

す。その他の属性として、名前、エディション、バージョン、バンドルの一環か否か等、インストールされたソフトウェア・アプリ

ケーションに関する特有の情報を定義するソフトウェア特定タグ (software identification tags; SWID tags) があります

（http://tagvault.org/swid-tags/）。 
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ン・ファイルが真正で改ざんされていないことの確認を可能とする、信頼性が高い固有な価値をもた

らします。残念ながら、多くのアプリケーション・ファイルでは、未だ発行者による署名が行われて

いません。そのため、発行者が提供したデジタル署名のみでは、属性としてあまり実効性がありませ

ん。アプリケーション・ホワイトリストによっては、デジタル署名の証明の代わりに発行者の身分検

証を根拠としています。これは、信頼できる発行者からのアプリケーションは信頼できるとの前提に

基づいています3。この前提は、ソフトウェア・ベンダーが複数のアプリケーションを有しており、

組織が実行されるアプリケーションの制限を望む場合には、誤っている可能性があります。また、発

行者の検証された身元に頼ることは、既知の脆弱性がある古いソフトウェアの実行を許可することに

なるだけです。他方で、ホワイトリストを発行者の身元に基づかせる利点として、新しい発行者（例

えば、ソフトウェアベンダー）が存在するときや発行者が署名キーをアップデートしたときに、ホワ

イトリストは更新を必要とするのみという点があります4。  

  

 暗号ハッシュ (Cryptographic hash)。暗号ハッシュは、暗号が厳格で、ハッシュが良性ファイルと

関連付けられていることが知られる限りで、アプリケーション・ファイルのために信頼性の高い、固

有価値を提供します。暗号ハッシュは、ファイルが置かれる場所、付された名前、どのように署名さ

れたか等にかかわらず、正確です。しかしながら、暗号ハッシュは、例えばアプリケーションがパッ

チされたときは、そのパッチされたバージョンは異なるハッシュを有することになるため、こうした

ケースでは、パッチはデジタル署名を通じて正当と判断されるべきです。その上で、暗号ハッシュが

ホワイトリストに追加されるべきです。なお、更新されたアプリケーションの新たなハッシュととも

にホワイトリストが継続的に更新されない場合には、ソフトウェアが正しく機能しない重大なリスク

が生じることに留意する必要があります。また、もしホワイトリストが既知の脆弱性を有する古いソ

フトウェアのハッシュを取り除く更新を継続的に行わない場合は、脆弱なソフトウェアが起動してし

まう重大なリスクがあります。  

 

上記議論が示す通り、属性選択は、セキュリティ、継続性 (原文：maintainability)、使いやすさの適切なバラ

ンスを実現する問題です。ファイル・パス、ファイル名、ファイル・サイズ等、よりシンプルな属性は、

ファイル行動を厳しくする厳格なアクセス制限がない限り、それ単独で使用されるべきではありません。

また、他の属性と組み合わせて使用する場合には、重要な利点を生ずることが多くあります。デジタル署

名／発行者と暗号ハッシュ技術の組み合わせは、一般的に最も正確で包括的なアプリケーション・ホワイ

トリスト効能をもたらしますが、使いやすさと継続性の要求については組織に大きな負担を与えます。 

  

2.2.2 アプリケーション・リソース  

 

アプリケーション・ホワイトリストは、ほとんどの場合、実行ファイルの監視と関連付けられます。しか

しながら、ほとんどのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、実行ファイルに限らず、ライブラリ、

スクリプト、マクロ、ブラウザー・プラグイン（またはアドオン、拡張機能）、設定ファイル、アプリ関

連レジストリ（Windows Host）のようなアプリケーションに関連する少なくとも複数の他のタイプを監

視する能力も有します。この監視の精度は、アプリケーション・ホワイトリスト技術によって大きく異な

ります。例えば、一部の技術では、スクリプト・クラスの全体のみ (例えば、JavaScript)5 許可または禁

止でき、その他の技術ではスクリプト・クラスの個々のスクリプトを許可・禁止できます。 

  

  

                                                      
3 内部アプリケーションについては、組織は、外部発行者からのキー (原文：signing key) に頼るのではなく、信頼の根を固定するた

めに（原文：anchor its root）独自の内部向けキーを発行できます。 
4 代替アプローチとして、ソフトウェア・ベンダと組織がそれぞれのアプリケーションにサインし、両者とも真正で組織により承認さ

れたことを示す、相互サインを適用する方法があります。 
5 一般的に、これはアプリケーションが、スクリプト自体をブロックしているのではなく、スクリプト言語の実行可能ファイルを阻止

していることを意味しています。 
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2.2.3 ホワイトリストの生成とメンテナンス  

 

ホストのアプリケーション・ホワイトリストを作成するには、2つの主要な方法があります。１つは、既

知の正当アプリの性格についてベンダーが提供する情報、及び組織特有のアプリ（社内カスタムアプリ）

の性格について組織内で作成される情報を使用することです。他方は、よく知られたベースラインを構築

するためにクリーンなホスト (原文：clean host)6上のファイルをスキャンすることです7。  

  

アプリケーションが更新される場合（例えば、パッチを適用）や新しいアプリがインストールされる場合

を除き、どちらの方法も効果的です。ホワイトリスト情報を提供するベンダーは、パッチや新たなアプリ

を入手し、ファイルの特徴を記録し、消費者に適切な対応情報を提供しなければなりません。組織が独自

のホワイトリスト情報を構築している場合は、当該組織は、バッチや新たなアプリを取得し、ファイルの

特徴を記録し、その新しい情報に基づきホワイトリストを更新し、新たな参照ベースラインとすべく、既

知のベースラインをやり直す必要があります。これらの方法は、パッチを瞬時に、また特に自動的にあて

る組織にとっては、遅延問題を引き起こす可能性があります。すなわち、パッチされたソフトウェアは既

知のソフトウェアとみなされ、実行が禁止される可能性があります。ファイル・パスや発行者等、一部の

属性は一般的にパッチごとに変更されません。そのため、そうした属性を用いるホワイトリストはそれほ

ど頻繁に更新される必要はなく、遅延も少なくなります。 

  

更新で起こりうるこれら問題を回避するために、ほとんどのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、

保守オプションを用意しています。例えば、多くの技術は、管理者が特定のサービス（例えば、パッチ管

理ソフトウェア）を信頼更新者（原文：trusted updaters）とすることを許容します。これは、ホストで追加さ

れたり修正されるファイルは自動的にホワイトリストに追加されることを意味します。同様のオプション

は、指定された信頼発行者（例えば、ソフトウェア・ベンダー）、ユーザ（例えば、システム管理者）、ソ

ース（例えば、信頼できるネットワーク・パス）、およびホワイトリストを更新することができる他の信

頼できるエンティティ (原文：trusted entity)の指定としても存在します。 

 

一部のアプリケーション・ホワイトリスト技術で使用可能な別のオプションとしては、レピュテーショ

ン・サービスの使用があります。こうしたサービスは、サービス、発行者、その他の外部エンティティが

一般的に良性または不正コンテンツと関連しているか否かを判断します。これは、単にグレイリストに追

加して後続の手動処理に委ねるのではなく、アプリケーション・ホワイトリスト・ソフトウエアが関連サ

ービスや発行者の評判に基づき、新規または修正されたファイルをどのように扱うかについて意思決定す

ることを可能とします。  

  

2.3 アプリケーション・ホワイトリストのモード  

 

ほとんどのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、2つの動作実行モードを用意しています。  

 

 監視モード (Audit mode) では 、ホワイトリストに存在しないものも含め、全ての実行を許可し、

それらの動きをログに記録します。このモードは、のちの分析のための継続的な監視プロセスデータ

を提供します。 

 

 実行モード (Enforcement mode) では、ホワイトリストに登録されたアイテムの実行を許可し、ブ

ラックリストに登録されたアイテムの実行を禁止します。実行モードには、ホワイトリストまたはブ

ラックリストに登録されていないアイテムの扱いの違いに応じて、異なる形式があります。これらの

形式には、次のものがあります。 

  

                                                      
6 “Clean host”とは、完全にパッチされたセキュリティ・ベースライン・イメージから新たに構築されたホスト等、エンド・ユーザに

アクセスされたことがないOS がインストースされたホストを意味します。ホワイトリスト作成にあたり、クリーン・ホスト以外を使

用することは、マルウェアをホワイトリスト・ソフトウェアにうっかり分類してしまう重大なリスクをはらんでいます。 
7 NIST は、法廷調査目的で使用されるアプリケーション・ファイルのメタデータを保有する National Reference Library (NSRL)を主催

しています。より詳しくは、http://www.nsrl.nist.gov/ご参照。 

http://www.nsrl.nist.gov/


原文帰属：NIST (National Institute of Standards and Technology), U.S. Department of Commerce 

翻訳：ハミングヘッズ株式会社 

 

6 
 

Reprinted courtesy of NIST (Translated by Humming Heads, Inc. in Tokyo, Japan) 

○ ホワイトリスト実行モード (Whitelist enforcement) では、ホワイトリストに登録された

もののみ許可し、それ以外の全てを禁止します。 

 

○ ユーザ・モード (User promoting)では、ユーザ（または、管理者の場合もあり）に対し

て、ホワイトリスト／ブラックリスト未登録ファイルの実行許可または禁止を委ねます。 

 

○ ブラックリスト・モード (Blacklist enforcement)では、ブラックリストに登録されたアイ

テムの実行は禁止するものの、それ以外の全ての実行を許可します。 

  

監視モードで実行されるアプリケーション・ホワイトリスト技術は、あくまで参考です。このモードで

は、マルウェアや不正な実行ファイルのログが記録されますが、それらを止めることはできません。監視

モードは、組織が実行モード移行前に技術評価し微調整することを支援するために、主として、アプリケ

ーション・ホワイトリスト技術が初めて展開される際に利用されるよう意図されています。 

 

多くのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、モード設定用の大まかなオプションを有しています。

多くの機能を監視モードで実行させると同時に、ある機能を実行モードで機能するよう設定できる場合も

あり得ます。たとえば、OS システムファイル変更は（実行モードで）禁止されつつ、Windows レジスト

リ変更は（監視モードで）許可されることもあり得ます。いくつかの商品は、複数の実行モードをサポー

トし、監視対象の異なるタイプごとに個別の設定を可能とします。 

 

2.4 アプリケーション・ホワイトリスト技術の用途  

 

セクション２「はじめに」で述べたように、アプリケーション・ホワイトリスト技術の主目的は、アプリ

ケーション・アクセス制御を可能にする、すなわち不正ソフトウェアの実行阻止にあります。しかしなが

ら、多くのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、以下のような他目的でも使用できます。  

 

 ソフトウェア・インベントリ (Software inventory)。アプリケーション・ホワイトリスト技術は、

各ホストにインストールされたアプリケーションの目録（原文：inventory）やバージョンの維持を可能

とします。これにより、組織は、未ライセンス・アプリや禁止アプリ等の不正アプリを特定すること

が可能となります。また、「間違った」バージョンのソフト（古すぎる、新しすぎる）を特定するこ

とも可能です。このソフトウェア・インベントリは、特定ホストにおける、改造アプリ、不正アプ

リ、マルウェア、未知のアプリの発見等、フォレンジック調査としても有用です。 

 

 ファイル整合性監視 (File integrity monitoring)。ほとんどのアプリケーション・ホワイトリスト技

術は、アプリ・ファイルを変更しようとする行為について、頻繁かつ継続的な監視を行えます。その

他の技術では、ファイル変更の防止が可能です。また、変更を防止できないにしても、変更が加えら

れたことを直ちに報告する技術もあり得ます。 

 

 インシデント・レスポンス (Incident response)。ホスト上のインシデントに対応する組織は、ある

ホスト上の不正ファイルの特徴を捉えることができ（例えば、暗号化ファイルのハッシュを生成す

る）、同様の危険にさらされている他のホスト上の同一ファイルをチェックするためにホワイトリス

ト・アプリケーション技術を利用することが考えられます。 

  

一部のアプリケーション・ホワイトリスト技術は、次のような追加機能をも有します。 

 

 ポータブル・ストレージ・デバイスのアクセス制御機能：ファイル読み込み／書き込み／リムーバブ

ル・メディア上のファイルの実行等の制限、暗号化されたファイルのみ実行許可、特定のシリアルナ

ンバーのドライブのみ使用許可。 

  

 メモリ保護機能：主に、ストレージのファイルではなく、メモリ上のファイルに直接影響を及ぼす特

定の攻撃（例えば、バッファ・オーバーフロー）を止める機能。ほとんどのアプリケーション・ホワ
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イトリスト技術は、ストレージ内のファイルのみに焦点を当て、メモリのファイルの改変／悪用防止

を確実なものとしていません。 

  

 ソフトウェア・レピュテーション・サービス：あるアプリケーションがどのようなソフトとバンドル

されることが多いのか確認したり、あるアプリケーションが重要なセキュリティ・リスクをもたらす

ものとして知られているのか調べることが可能です。  

  

 マルウェア対策技術の統合。例えば、ウイルス対策スキャンエンジンやその他のマルウェア分析製品

とともに、オンラインのスキャナでグレイリストのファイルを実行して、不正コンテンツの特定を試

みることです。マルウェア分析製品は、アプリケーション・ホワイトリストの意思決定プロセスに通

知することができます。  

 

2.5 運用環境の違い  

 

NIST SP 800-70 Revision 2, National Checklist Program for IT Products-Guidelines for Checklist Users and 

Developers8で説明されるように、運用環境により大きな違いが生じます。これらの違いは、アプリケーシ

ョン・ホワイトリスト技術を選択・展開する上で重要です。運用環境の主要類型は、以下の通りです。 

  

 スタンドアロン (Standalone)。スモールオフィス／ホームオフィス（Small Office/Home Office; 

SOHO）とも呼ばれるスタンドアロン環境は、私的・ビジネス目的で使われる小型の非公式 (原文：

informal) なコンピュータ・インストールを指します。技術的及びビジネス的（または経済的）理由か

ら、スタンドアロン環境のホストは、一般的には遠隔管理されません。スタンドアロン環境は、典型

的には安全性で最も劣ります。 

 

 管理対象（Managed）。大企業 (Enterprise) とも呼ばれる管理対象環境は、典型的には、集中管理

された IT 製品（例えば、ワークステーションやサーバ）からなるハードウェアとソフトウェアのス

イートで構成される大規模な組織体制を有しています。こうした環境の管理体制では、IT 製品におけ

る様々な設定について、管理者の集中制御が可能となります。サポートされかつ大部分で均質な管理

対象環境の性格上、典型的には、管理対象環境は、スタンドアロン環境と比較して、機能的により制

限された設定を施すことがより容易です。  

 

 セキュリティ特化-機能制限（カスタム） (Specialized Security-Limited Functionality (Custom))。

カスタム環境では、機能とセキュリティの度合いがスタンドアロンや管理対象環境に適合しないシス

テムが含まれています。セキュリティ特化-機能制限（SSLF）は、極めて制限的でセキュアなカスタ

ム環境です。通常は、最高の脅威と関連した影響を持つホスト向けです。SSLF 環境のホストは攻撃

やデータを晒す高いリスクを有しているため、機能性よりもセキュリティに高い優先度があります。  

 

2.6 アプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションの評価  

 

アプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションの展開可能性について評価する最初のステップは、

ホストが動作することになる環境の分析です。一般的に、スタンドアロン環境は集中管理できないことか

ら、同環境にホワイトリストを実装することはできません。SSLF 環境が直面する高いリスクに鑑み、アプ

リケーション・ホワイトリストは、一般に SSLF 環境ホストへの実装を強く推奨します。管理対象環境で

の適合性は、ホストがどの程度強く管理されているか、及びそれらが直面するリスクの程度によります。

管理対象環境でアプリケーション・ホワイトリストの導入を検討している組織は、アプリケーション・ホ

ワイトリストによってもたらされるセキュリティ上の利点が操作上のマイナス影響を上回るか否かを判断

するために、リスク評価を実施すべきです。また、大企業向けウイルス対策・侵入検知ソリューション管

理の場合と同様に、アプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションの管理・維持に関する専任職員

                                                      

8 http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-70-rev2.pdf 
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が必要となることに留意すべきです。 

 

特定の環境にとりアプリケーション・ホワイトリスト技術が有益だと判断された後は、次のステップとし

て、どの技術が実現可能かを検討します。ソリューション管理における相対的容易さや追加コストの低さ

に鑑み、組織は、特に集中管理されたホスト（例えば、デスクトップ、ラップトップ、サーバ）向けに

は、既に OS に組み込まれたアプリケーション・ホワイトリスト技術を検討すべきです。組み込まれたア

プリケーション・ホワイトリスト機能が存在しない場合や、それが不適当と判断される場合、代替手段と

して、強固な集中管理機能を有するサード・パーティのソリューションの検討が考えられます。訓練され

た必要職員をソリューションのメンテナンスに配置でき、また組込み型アプリケーション・ホワイトリス

トを保有する組織では、一般的に、最低でも監視モードで、アプリケーション・ホワイトリストを採用す

べきです。  

 

導入がありうるアプリケーション・ホワイトリスト技術について、それがどのように動作するか確認する

ために、ソリューション実装前に監視モードでテストすることを強く推奨します。このテストでは、その

ソリューションが、更新インストール等のソフトウェアにおける変更に対して、どのように反応するか徹

底した評価も行うべきです。OS や特定のアプリケーションについてセキュリティ更新をインストールす

るためにホワイトリストを無効にしなければならない、等の場合には、そのアプリケーション・ホワイト

リスト技術は不適切と判断されるかもしれません。 

 

2.7 追加考慮事項  

 

本セクションでは、導入がありうるアプリケーション・ホワイトリスト技術ソリューションの有効性を評

価するに際して、組織が検討すべき追加の考慮事項について説明します。  

 

ソリューションの有効性検討
（Effectiveness Consideration） 

追加説明 
(Further Explanation) 

 

ソリューションの回避容易性 

ソリューション回避が容易な場合、未承認ソフトウェアを実行するためにソリ

ューション回避するユーザが存在しえ、また、マルウェアがホスト上で起動す

るよう設定上の弱点が利用され得ます。 

ソリューションの複雑性（ハッシ

ュ・ベース、署名ベース、等） 

一般的に、ソリューションが複雑になるほど、攻撃者にとり抜道の発見が困難

となります。比較的単純なソリューションは、偽陽性と偽陰性を最小化する機

能を欠きます。他方、より複雑なソリューションは、管理運営上の経費をより

要します。 

関連費用の要否・内容 導入費用のみならず、その後の運用費用についても検討することが重要です。

ソリューションの導入・運用費用は大きく異なることがあります。 

通常パフォーマンスに及ぼす影響 アプリケーション・ホワイトリストの使用は、一般的には、ホストの性能を大

きく鈍化するという観点からは、ユーザに認識されません。 

 

ビジネス／任務に及ぼす影響 

ソリューションが偽陽性を最小化しない場合、正規ソフトウェアの起動が頻繁

に阻止されてしまうでしょう。ソリューションが偽陰性を最小化しない場合に

は、マルウェア感染がより生じやすくなるでしょう。これら両者の状況は、関

連ホストの価値によっては、組織の任務に重大な影響を及ぼすでしょう。 

ユーザと管理者の両者にとっての

使いやすさ 

使いやすいソリューションは、使用者の混乱を最小限にするために偽陽性を最

小化するのみならず、ソフトウェアがインストールや実行を阻止された場合に

ユーザや管理者に関連情報を提供します。 

 

長期運営で考慮すべき事項 

新たなアプリケーションが追加されたり、既存アプリケーションが更新された

場合に、ホワイトリストを適宜更新していくには、技術的困難を伴ったり、運

営関連費用を要することがあります。ホワイトリストによって、他と比べてよ

り頻繁な更新を必要とします。しかしながら、必要なメンテ量は、ソリューシ

ョンの有効性とのバランスで決せられるべきです。より多くのインシデントを

防止する高度なメンテナンス・ソリューション（原文：higher-maintenance 

solution）は、インシデント修復費用を含むため、脅威を止める点で効果がより

限定的なメンテナンス・ソリューション（原文：lower-maintenance solution）と比

較して、長期で見たときは実際にはより低額となり得ます。 
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3．アプリケーション・ホワイトリストの計画と実装               

 

本セクションでは、エンド・ユーザのデバイスに対するアプリケーション・ホワイトリスト技術の計画・

実装に関する考慮事項について説明します。他の新技術の導入の場合と同様、アプリケーション・ホワイ

トリスト技術の計画・実装は、段階的アプローチ（原文：Phased Approach）で説明されるべきです。展開の成

功は、明確で段階的な計画と実施プロセスに従うことによって実現されます。導入における段階的アプロ

ーチは、予期せぬ問題を最小限に抑え、潜在的な問題を早期に特定することを可能とします。このモデル

は、また、新技術の取り入れ（原文：incorporating advances in new technologies）や、刻々と変化する大企業での技

術導入を可能とします。以下は、計画・実施フェーズの一例です。  

 

1. ソリューションの計画（Initiate the Solution）。第一段階は、アプリケーション・ホワイトリ

ストの現在および将来のニーズを特定すること、性能、機能性、セキュリティの要件を指定す

ること、及び必要な方針（原文：policies）を確定することです。 

  

2. ソリューションの設計（Design the Solution）。第二段階は、アプリケーション・ホワイトリ

スト・ソリューションの設計面の全てを含みます。例えば、構築での考慮（原文：architectural 

considerations）、ホワイトリスト管理、暗号方針、ソリューション自体のセキュリティ事項等が

あります。 

 

3. プロトタイプの実装とテスト（Implement and Test a Prototype）。次の段階は、ラボやテス

ト環境で、設計されたソリューションのプロトタイプを実装・テストすることです。テストの

主目的は、ソリューションの機能性、管理、パフォーマンス、セキュリティを評価する点にあ

ります。 

 

4.   ソリューションの展開（Deploy the Solution）。テストが完了し、すべての問題が解決された

ら、次の段階は、全社を通じたアプリケーション・ホワイトリスト技術の段階的展開です。 

 

5.   ソリューションの管理（Manage the Solution）。ソリューションが展開された後は、そのラ

イフサイクルを通じた管理となります。管理には、運用上の問題に関するソリューション・メ

ンテナンスやサポートが含まれます。ソリューションに改良や重要な変更が加えられる場合に

は、ライフサイクル・プロセスが繰り返されます。 

 

同様の基本ステップは他のセキュリティ技術でも実施されているため、本資料では、計画・実装プロセス

について深くは説明していません。本セクションでは、アプリケーション・ホワイトリスト技術に特有の

考慮事項に集中します9。これら考慮事項は、包括的ではなく、またここでリストアップされないセキュリ

ティ要素は重要でない又は必要でないと示唆するものではありません。本刊行物で紹介される以下のセキ

ュリティ推奨に加え、アプリケーション・ホワイトリスト技術を導入する組織は、影響力カテゴリに基づ

く情報システムについて最小限の推奨管理、運用、技術制御を定義する、NIST Special Publication (SP) 

800-53 Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and Organizations10におけ

る推奨に従うべきです。 

 

3.1 計画 (Initiation)  

 

この段階の目的は、アプリケーション・ホワイトリストに関する現在と将来のニーズを識別し、これらニ

ーズが最もよく満たされる方法を決定することです。アプリケーション・ホワイトリストにおいて考慮さ

れるべき固有要件として、以下のものがあります。  

                                                      
9 セクション３では、アプリケーション・ホワイトリスト技術の計画と実装についてのみ紹介し、ソリューションの終了 (原文：

retirement)等、その他のフェーズについては説明しません。それらフェーズではアプリケーション・ホワイトリストに特有な点は存

在しないからです。組織は、ソリューションの終了その他フェーズにおいては、単純に既存のプロセスに従えば足ります。 
10 http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r4 
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 外部要件 (External Requirements)。組織は、アプリケーション・ホワイトリストを必要としている

他者による監視 (原文：oversight)や審査 (原文：review)の対象となることがあります。 

 

 システムとネットワーク環境 (System and Network Environments)。必要な機能を備えた適切なア

プリケーション・ホワイトリスト・ソリューションを選択するために、組織のシステムとネットワー

ク環境の特性を理解することが重要です。以下の点が考慮されるべきです。 

 

〇 アプリケーション・ホワイトリストを必要とするデバイスの特性、特にオペレーティング・シ

ステム (OSs) とアプリケーション、及び 

 

〇 アプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションが結合されるかもしれない他のシステムの

インタフェースの技術的属性、例えば、集中ロギング・サーバ (原文：centralized logging servers) と

セキュリティ情報、及びイベント管理（SIEM）ソフトウェア等。 

  

組織の要件分析の結果は、監視される必要があるアプリケーションまたはアプリケーション・コンポーネ

ント（実行可能ファイル、ライブラリ、レジストリエントリ、コンフィギュレーション・ファイル、等）

の種類、アプリケーション・ホワイトリストによって保護されるべき脅威の種類（セクション 2.1）、及び

セキュリティ、利便性、継続性のバランスをとるために使用されるべきアプリケーション・ホワイトリス

ト、のタイプによって決定されるべきです。例えば、組織は、一方でリスクの低いクライアントのシステ

ム上で未承認アプリケーション・コンポーネントの実行を（止めるのではなく）監視しつつ、他方でリス

クの高いクライアント・システム上で、すべての未承認アプリケーション・コンポーネントの実行を止め

ることを決定することができます。こうした決定は、組織方針で設けることができるでしょう。 

  

分析のその他の結果は、アプリケーション・ホワイトリスト技術それ自体の要件のドキュメントであり、

セキュリティ機能（例えば、認証、暗号化、鍵管理）、性能要件、管理要件（信頼性、相互運用性、およ

び拡張性）、技術そのもののセキュリティ、使いやすさ、および保守要件（例えば、アップデートの適

用）を含みます。 

  

多くの場合、一つの（原文：single）アプリケーション・ホワイトリスト製品は、組織のニーズの全てを満た

すことはできません。例えば、すべてのプラットフォームで動作する適切な製品が存在しないにもかかわ

らず、組織は、複数の異なる OS が起動しているデバイス上のアプリケーションを監視する必要があるか

もしれません。また、OS によっては、組み込まれたアプリケーション・ホワイトリスト技術を有してい

るかもしれません。組織は、この問題について、複数の製品を取得する、古いデバイスを交換する等、い

くつかの方法によって解決できます。効果的なソリューションは、可能な限り、アプリケーション監視の

対象となるべきエンドユーザ・デバイスの全タイプに向けられたものであること、及びウェーバーとリス

ク管理プロセス（原文：a waiver and risk management process）は、識別されたソリューション（原文：identified 

solutions）では説明できない通常でないケース向けであることが理解されなければなりません。 

 

アプリケーション・ホワイトリストの難しい（原文：challenging）プラットフォームの例として、モバイル・

デバイス11と産業制御システム(ICS)12が挙げられます。モバイル・デバイス使用の主な利点の 1つは、

様々なアプリケーションを簡単、迅速、安価（多くの場合無料）に取得できることです。残念ながら、こ

の特徴（原文：philosophy）は、多くの場合で、モバイル・デバイスにアプリケーション・ホワイトリストを

実装することを実現不可能にしています。モバイル・デバイスがデスクトップやラップトップのように厳

しく管理されており、企業がサポートしているアプリ・ストアから承認されたアプリのみの取得が認めら

れる場合には、ホワイトリストの実効性が認められるかもしれません。しかし、エンド・ユーザがコント

                                                      

11 モバイル・デバイス・セキュリティの詳細については、NIST SP 800-124 Revision 1, Guidelines for Managing the Security of Mobile 

Devices in the Enterprises (http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-124r1）ご参照。 
12 ICS の詳細については、NIST SP 800-82, Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security (http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-

82r2) にてご覧頂けます。 

http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r2
http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r2
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ロールする、管理されていないモバイル・デバイス向けとしては、本執筆時点では、ホワイトリストは選

択肢とならないでしょう。  

 

ICS は、他のコンピュータ・デバイスと異なり、機密性よりも有用性が強く望まれるため、ホワイトリス

トにとっては難しい（原文：challenging）プラットフォームともいえます。ICS はサイバー攻撃を含め何が起

こっているかにかかわらず、正常に機能し続けることが重要です。アプリケーション・ホワイトリスト

は、良性のアプリケーションの実行をうっかり阻止してしまうことがあり得るため、ICS 向けに使用する

には慎重な分析および実行可能性のテストが必要となります。ICS に関連するその他の問題は、それらが

しばしば導入したいアプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションがサポートしていない異型プラ

ットフォームを使用している点です。しかしながら、ICS は特定の機能のために使用され、特定の ICS ソ

フトウェアでのみ動作するため、実際にはダイナミックで異種混在環境におけるよりもホワイトリストが

容易です。 

 

3.2 設計（Design）  

 

ニーズが特定され、適切なアプリケーション・ホワイトリスト技術が決定したら、次の段階は、ニーズを

満たすソリューションを設計することです。これら設計上の決定を誤ると、アプリケーション・ホワイト

リストの実装は、失敗しやすくなります (原文：susceptible to compromise)。アプリケーション・ホワイトリス

トに特に重要であるソリューション設計の主要事項は、次の通りです。 

  

 暗号法（Cryptography）。暗号法は、アプリケーション・ホワイトリスト技術の少なくとも 3 通りの

方法で使用されています。1) ファイルや他のアプリケーション・コンポーネントの暗号化ハッシュ

を生成・検証するため、2) ファイルのデジタル署名を検証するため、そして、3) 個々のホストと中

央管理の通信（例えば、インストール済みアプリケーションやそのバージョンのリストを暗号化す

る）。これらすべての機能のため、連邦政府機関は、連邦情報処理標準（FIPS）が承認した、または

NIST が推奨する検証済み暗号モジュールに含まれるアルゴリズムを使用しなければなりません13。組

織は、将来より強固なアルゴリズムや鍵サイズが利用可能となった場合に、ソリューションがいかに

容易に更新できるのか検討する必要があります。  

 

 ソリューション・アーキテクチャー (Solution architecture)。アプリケーション・ホワイトリスト技

術のアーキテクチャーは、アプリケーション・ホワイトリスト・サービスを提供するためのデバイス

とソフトウェアの選択、及び管理サービスのような既存ネットワーク・インフラ内の集中要素の配置

に言及します。ほとんどのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、集中管理ソリューションとし

てのみ動作します。個々のホスト上にホワイトリストの写しがあるかもしれませんが、企業の管理は

集中管理されています。個々のエンドユーザ・デバイスは、アプリケーション・ホワイトリストの施

行や監視を提供するソフトウェアを有していなければなりません。構造の設計はコンポーネント配

置、冗長性、信頼性、相互運用性を備えなければなりません。 

 

 ホワイトリスト管理 (Whitelist management)。セクション 2.2.3 で 述べられたように、ホワイトリ

スト管理は、信頼できる発行元、ユーザ、アップデータ等の確立を含みます。組織は、これらの信頼

できる主体（原文：trusted entities）を慎重に選択すべきです。なぜなら、この選択の妥協（原文：

compromise）はアプリケーション・ホワイトリストの妥協、ひいてはホスト保護の妥協に繋がりかねな

いからです。しかしながら、信頼主体の特定を誤ると、パッチ・インストールによって更新されたフ

ァイルがアプリケーション・ホワイトリストによって自動的に信頼されない場合のように、操作上の

問題を引き起こす可能性が高くなります。 

  

3.3 プロトタイプのテスト (Prototype Testing) 
 

                                                      
13  暗号化アルゴリズムとモジュールの検証済み実装の詳細については、 

それぞれ、http://csrc.nist.gov/groups/STM/cavp/ 及び http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/ご参照。 

http://csrc.nist.gov/groups/STM/cmvp/
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ソリューション設計後、次のステップは、設計のプロトタイプを実装し、テストすることです。理想的に

は、実装とテストは、まずはラボやテスト・デバイス上で実行されるべきです。製品デバイス（原文：

production devices）には、テスト最終段階のソリューションだけが実装されるべきです。プロトタイプ・ソ

リューションの評価項目には、以下の項目等があります。  

 

 アプリケーション制御機能 (Application control functionality)。基本的な機能は、プロトタイプの

テスト中に確認されなければなりません。例えば、ホワイトリストに登録されたアプリケーションの

実行を許可すること、ブラックリストに掲載されたアプリケーションの実行を阻止すること、ホワイ

トリストに登録されたアプリケーションへの変更を検出すること、が挙げられます。これら機能は、

パッチその他の更新をインストールすること、実行可能ファイルを手動で修正すること、アプリケー

ション制御ポリシーが適切に施行されており容易には回避できないことを確認するためにアプリケー

ションに変更を加えること、によって検証されるべきです。   

 

 管理 (Management)。管理者は、ソリューションのすべてのコンポーネントを効果的かつ安全に構

成・管理できるべきです。管理上の懸念として、アプリケーション・ホワイトリスト・ソフトウェア

のパッチ／更新の効果、ソフトウェア設定変更（例えば、暗号アルゴリズムまたは鍵サイズの変更）

の効果、及び暗号鍵の管理の効果等があります。その他の重要な管理上の懸念としては、ホワイトリ

ストがパッチをどのように準備（原文：accommodate）するのか等、ホワイトリスト生成及び維持があり

ます。 

 

 ログ／警告 (Logging/alerting)。履歴記録、警告、データ管理機能は、組織の方針や戦略に従って

適切に機能しなければなりません。 

 

 パフォーマンス (Performance)。ソリューションは、通常時およびピーク時に十分な性能を発揮で

きなければなりません。多様なデバイス、OS、アプリケーションを組み込んでテストすべきです。 

 

 実装のセキュリティ (Security of the implementation)。アプリケーション・ホワイトリスト技術自

体に、攻撃対象となる脆弱性や弱点が存在しえます。高度のセキュリティが必要な組織では、アプリ

ケーション・ホワイトリストに対して広範な脆弱性評価を行うべき場合があります14。 

 

ホスト上にアプリケーション・ホワイトリストのソフトウェアをインストールする前に、組織はマルウェ

アの有無を確認するためにホストをスキャンし、検出されたマルウェアの駆除またはホストの再構築を実

施すべきです。スキャンによって、ホワイトリスト作成過程でマルウェア・ファイルが含まれていないこ

とを確認することになります。また、組織は、完全にパッチされていること、その他の必要なセキュリテ

ィ・コントロールがインストール・設定されていること等、ホストの OS が適切な状態にあることを確認

しなければなりません。OS が適切な状態にない場合には、アプリケーション・ホワイトリスト技術によ

ってもたらされるはずのホスト保護が弱められる結果となるでしょう。 

  

3.4 展開 (Deployment) 

 

テストが完了し、すべての問題が解決されたら、計画・実装の次の段階として、ソリューションの展開が

あります。コンポーネントが production に配備されている場合、まずは、アプリケーション・ホワイト

リストを少数のホスト上で使用すべきです。一度に多数のホストで展開すると、管理サーバの許容を超え

たり、稼働率喪失を通じた障害を引き起こす可能性があります。発生する問題の多くは、複数のホストで

発生する可能性があります。そのため、広範な展開前に対処できるよう、テスト・プロセス中または最初

のホストに展開するときのいずれかに、そうした問題を特定してしまうとよいでしょう。段階的な展開

は、管理者が全社的展開の前にソリューションの影響を評価し、問題を解決する機会を提供します。ま

                                                      
14 セキュリティのテストと評価の基礎についての詳細は、NIST SP 800-115, Technical Guide to Information Security Testing and 

Assessment (http://csrc.nist.gov/publicaions/nistpubs/800-115/SP800-115.pdf)ご参照。 

http://csrc.nist.gov/publicaions/nistpubs/800-115/SP800-115.pdf
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た、こうした展開は、ITスタッフ（例えば、システム管理者、ヘルプデスク）やユーザのトレーニング時

間や実装の運用ライフサイクルに慣れるための時間を確保します。 

  

展開時に発生する問題のほとんどは、他の大規模な IT 導入の際に起こる問題と同様です。本刊行物で述べ

た潜在的な問題に加えて、その他の典型的な問題としては、エンド・ユーザがアプリケーション・ホワイ

トリスト・ソフトウェアを発見し、無効化してしまうことがあります。多くの製品では、ユーザがホワイ

トリストの実行を容易に発見できないよう、ステルス・モードで実行されます。 

  

3.5 管理 (Management) 
  

計画・実装の最終段階は、最も長く続きます。ソリューションの管理は、配備されたソリューションの運

用や、アプリケーション・ホワイトリスト・アーキテクチャ、方針、ソフトウェア、その他のソリューシ

ョン・コンポーネントを維持すること等からなります。典型的なアクションの例は、次の通りです。  

 

 新規または更新アプリケーションが含まれるようにホワイトリストを更新する 

 

 テストする、及びアプリケーション・ホワイトリストのソフトウェアにパッチを適用する 

 

 追加プラットフォームにアプリケーション・ホワイトリストを展開する 

 

 重要な管理業務を実行する  

 

 要件の変更に応じた方針を採用する 

 

 運用・セキュリティ問題のコンポーネントを監視する  

 

 アプリケーション・ホワイトリストが正しく機能していることの確認テストを定期的に行う  

 

 定期的な脆弱性評価を行う  

 

組織は、継続的なホワイトリストの更新に特に注意を払う必要があります。（ほとんど、でないなら）多

くのホワイトリスト・アップデートは自動化され得るものの、管理者は、出現する脅威を特定し、偽陽性

や偽陰性を修正できるよう、必要な場合には速やかに手動アップデートができるよう備えるべきです。ま

た、組織は、グレイリストを監視し、それらを適宜ホワイトリストやブラックリストに移動すべきです。 
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付録A - セキュリティとコンプライアンスのマッピング         

 

本付録では、アプリケーション・ホワイトリスト技術の使用をサポートするスタンダードやガイドライン

の対応付け (原文：mapping)を紹介します。 

  

NIST Special Publication 800-53 Revision 4, Security and Privacy Controls for Federal Information 

Systems and Organizations15  

 

 コントロール CM-7（最小機能）、制御強化 5（承認済ソフトウェア/ホワイトリスト）：「組織は、 

  

(a) [割当（原文：assignment）：組織が定義するソフトウェアで情報システム上での実行が認め

られたもの] を識別します、  

 

(b) 情報システム上で認められたソフトウェアのみ実行されるよう、全拒否・例外的許可の

ポリシーを採用します、および  

 

(c) 許可されたソフトウェア・プログラムのリストをレビュー、更新します [割当：組織で

定められる頻度]」 

 

重要インフラのサイバーセキュリティ改善に向けた枠組み、バージョン 1.016 
 

 サブカテゴリ PR.IP-117：「情報技術／産業制御システムのベースライン設定が構築、維持されます。」

これは、それぞれのシステム上で、どのアプリの起動が認められるのか決定することを意味します。  

  

 サブカテゴリ PR.PT-318： 最小機能の原理を採用することで、システムやアセットへのアクセスが制

御されています。これは、サブカテゴリ PR.IP-1 によって確立されたホワイトリストの運用を意味し

ます。 

 

効果的なサイバー・ディフェンスに向けた重要なコントロール、バージョン 5.119 

 

 重要コントロール２：許可されたソフトウェアのみがインストールされ、実行可能となり、そして、

無許可または管理されていないソフトウェアの発見、インストールや実行の阻止を目的とする、許可

および無許可ソフトウェアのインベントリ：「ネットワーク上の全てのソフトウェアの積極的な管理

（目録、追跡、修正）（原文：inventory, track, and correct）。」 

  

                                                      
15 http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-53r4 

16 http://www/nist.gov/cyberframework/ 

17 PR.IP は、Protect: Information Protection Processes and Proceduresを意味し、次のように定義されます。「（目的、適用範囲、役

割、責任、経営陣のコミット面と、組織間の調整等について規定する）セキュリティ方針、プロセス、手順は、情報システムと資産

保護を管理するために採用されています。」 
18 PR.PTは、Protect: Protective Technology (PT)を意味し、次のように定義されます。「技術セキュリティ・ソリューションは、システ

ムやアセットのセキュリティや回復力を確実にするプロテクトの略：保護技術（PT）。これは以下のように定義されています。「技術

的セキュリティ・ソリューションは、関連方針、手順、契約等に合致するシステムや財産の回復力を確実にするように管理されてい

ます。」 
19 http://www.counciloncybersecurity.org/critical-controls/reports/ 
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付録 B -モバイル・プラットフォームへのアプリケーション・ホワイトリスト適用       

  

本付録では、モバイル・プラットフォーム（例えば、スマートフォン、タブレット）にアプリケーショ

ン・ホワイトリストを適用する際の考慮事項について説明します。本執筆時において、典型的なスタンド

アロンのアプリケーション・ホワイトリスト技術は、一般的にモバイル・デバイスで使うことはできませ

ん。代わって、アプリケーション・ホワイトリストは、２つの方法のいずれかによって実現され得ます。

すなわち、携帯端末管理（MDM）／モバイル・アプリケーション管理（MAM）、またはエンタープライ

ズ・アプリケーション・ストアのいずれかの方法です。  

 

MDM / MAM  

 

MDM20と MAM 技術とは、危殆化からモバイル・デバイスを保護するためのセキュリティ制御に関する一

式技術（原文：suites of security controls）のことです。MDM と MAM 技術は、多くの場合、アプリケーショ

ン・ホワイトリスト機能を組み込ませます。MDM と MAM 技術は典型的には一元管理されているので、

これら技術は、モバイル・デバイスへのホワイトリスト機能の導入について比較的容易な方法を提供しま

す。しかしながら、この環境でアプリケーション・ホワイトリストに依存することの欠点として、モバイ

ル・アプリケーションは常に変化し、新しいアプリケーションが次々にリリースされることが挙げられま

す。アプリケーション・ホワイトリスト・ソリューションをそうした絶え間ない変化へ対応させ続けるこ

とは極めて困難でしょう。 

 

エンタープライズ・アプリケーション・ストア  

 

クライアントベースのアプリケーション・ホワイトリスト技術の代替として、エンタープライズ・アプリ

ケーション・ストアがあります21。特に、モバイル・デバイスに MDM を導入しているような多くの組織

では、彼らのユーザがアプリのダウンロードやインストールが許されるアプリ・ストアを制御していま

す。これは、組織によってアプリ・ストアへ含めることを許可されたアプリケーションのみがユーザによ

ってアクセスされ得るので、アプリケーション・ホワイトリストの形を効果的に提供します。ホワイトリ

ストに関してアプリ・ストアに依存することに関連してメンテの問題がありますが、それは、分散される

（最新のアプリやアプリ・アップデートを認識するために無限のモバイル・デバイスを設定する）のでは

なく、集約（アプリを一度承認しアプリ・ストアにポストします）されています。 

 

  

                                                      
20 NIST SP 800-124 Revision 1, Guidelines for Managing the Security of Mobile Devices in the Enterprise 

(http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-124r1). 
21 NIST SP 800-163, Vetting the Security of Mobile Applications (http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-163). 
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付録 C – 頭字語と略語            

  

本ガイドで使用される頭字語・略語の定義は、以下の通りです。 

  

FIPS  Federal Information Processing Standard（連邦情報処理標準）  

FISMA  Federal Information Security Modernization Act（連邦情報セキュリティ近代化法）  

ICS  Industrial Control Systems（産業用制御システム） 

IT  Information Technology（情報技術）  

ITL  Information Technology Laboratory（情報技術研究所） 

MAM  Mobile Application Management（モバイル・アプリケーション管理） 

MDM  Mobile Device Management（モバイル・デバイス管理） 

NIST  National Institute of Standards and Technology（国立標準技術研究所） 

NSRL  National Software Reference Library（国立ソフトウェア図書館） 

OMB   Office of Management and Budget（行政管理予算局）  

OS  Operating System（オペレーティング・システム）  

SIEM Security Information and Event Management（セキュリティ情報及びイベント管理）  

SP  Special Publication（特別刊行物）  

SSLF   Specialized Security-Limited Functionality（セキュリティ特化-機能制限） 
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