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背景

~「セキュリティ」に対するRSUPPORTの視点 ~

遠隔サービス、便利なだけ安全である必要

RSUPPORTは、遠隔技術の専門企業として、遠隔サポート、遠隔コントロール、リモートビデオ会議など専

門的なB2B/B2C遠隔サービスを提供しています。これらの遠隔サービスの基本的な目的は、様々な産業分野

のお客様がそれぞれ置かれている環境の中で、有/無線で接続されたITサービスと各種デバイスをより「便利

に活用できるように」することにあります。

RSUPPORTの遠隔サービスが追求する 「便利さ」には、次の4つの要素が含まれています。

1. 簡単：どんな環境でも簡単に遠隔サービスを利用することができる。

2. 高速：接続されるまでの時間が短く、遠隔コントロール速度が速い。

3. 安定：場所やネットワーク環境に関係なくシームレスに遠隔接続を維持できる。

4. 安全：遠隔接続によって送受信される情報は、公開されないように保護する。

上記の4要素のうち、1番～3番は、RSUPPORTではなく他企業のサービスにも言えるかもしれません。しかし、

4番目の「安全」に関しては、技術的・組織的な支援はもちろん、物理的管理までを必要とするため、最も難

しい要素です。したがって、遠隔サービスの品質を見分ける最も重要な要素は「簡単」に「高速」で「安定」

して送受信されるデータをどのように処理するか、すなわちどれほど「安全か」です。

RSUPPORTは、この4要素をすべて含んだ遠隔サービスを提供するための技術とインフラを備えており、サー

ビスのすべての段階におけるセキュリティを考慮し、技術的・物理的・管理的側面から徹底したセキュリティ

対策を行っています。

技術セキュリティ

~ セキュリティ脆弱性の点検・保護対策の適用 ~

認証・アクセス

RSUPPORTの遠隔サポート認証に使用されている接続コードは、6桁の数字でランダムで提供されます。生成

された接続コードは、オペレータとの遠隔接続のために一度だけしか使用されないので、第3者による不正な

アクセスを防止することができます。また、すべての遠隔サポートセッションは、遠隔接続ページで他のユー

ザーの遠隔サポートリストを表示しません。

遠隔サポートシステムの管理者（例 コールセンター管理者）は、ユーザー（例 オペレータ）のネットワーク

や機器の位置を制限することができます。管理者は、管理ページで指定IPやIP グループ、MACアドレスを設定

登録することができ、ユーザーは、許可された場所でのみ遠隔サポートを開始することができます。また、管

理者はユーザーに等級別に直接制御、または間接制御権限を付与することができます。間接制御の権限を付与

されたユーザーは、マウス/キーボードの直接制御が制限され、レーザーポインターや描画ツールを使用して案

内したり、使用方法の指示を行うことができます。
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外部（例 外部サービス業者）から内部システムへの遠隔接続が必要な場合、安全な作業のために一回限りの

アクセス権を限定的に付与することができます。この場合、権限付与後の指定時間以内に一度回だけ接続す

ることが可能で、すべての遠隔操作ログが保存されます。また、OTPや電子メールを利用したユーザー二重

認証でより安全に利用することができます。

データ保護

接続情報を暗号化処理せずに平文（Plaintext）で送信すると、スニッフィング（Sniffing）によって ハッカー

に露出される危険性があります。安全なデータ転送のためには、ローカルで一次暗号化を介し、送信されるデ

ータのセキュリティ処理を行う必要があります。

RSUPPORTは、すべての遠隔セッションから伝達されたデータをEnd-To-Endで256-bit AES（Advanced

Encryption Standard）₁ 圧縮、暗号化して送信します。

遠隔サポートを行うためには、制御のために顧客の事前同意が必要で、顧客の事前同意を得た場合にのみ、画

面共有や遠隔サポートが可能になります。顧客が同意をした場合でも、遠隔サポート中にいつでもオペレータ

のキーボード/マウス制御権を回収することができます。また、遠隔サポート中にオペレータがファイル送受

信、画面録画/保存/キャプチャなどの機能を実行しようとする場合、事前同意とは別に顧客の追加同意を必要

とし、顧客データを安全に保護します。それだけでなく、遠隔サポートの終了後には、サポートを受けた顧客

PCの遠隔サポートモジュールを削除することができます。

遠隔サポート・制御のためのチャットや、ファイル送受信時にやり取りしたすべての記録はログとして記録さ

れ、サーバーに送信されて安全に管理されます。
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ネットワークセキュリティ

RSUPPORTのセキュリティサーバは、SSLウェブサーバー証明書を使用しています。遠隔サポート セッショ

ンへの接続時に強力な2048-bit SSL（Secure Sockets Layer）₂ 暗号化通信を提供しています。 SSLウェブ

サーバーの使用で、PCとサーバー間で送信されるすべてのデータに対して暗号化通信を提供することにより、

悪意のある攻撃者のスニッフィング（Sniffing）攻撃にも解読が不可能な状態で、安全な状態でデータを転送

します。

また、遠隔サービスサイトへアクセス時にHTTPS通信による安全なウェブアクセスを提供しており、遠隔サポ

ートのウェブサーバーは、外部からアクセス可能なページに重要なデータを保存しません。クライアントのPC

およびサーバーに最新のセキュリティパッチを適用し、メッセージ/リクエスト/応答などのセッションで誤っ

た再送信攻撃を防止するための方針を策定して適用しています。

物理セキュリティ

∼ データセンターの運営と管理 ~

部外者の侵入制御

RSUPPORTは、全世界にあるデータセンターを基盤としたRSUPPORT専用グリッド網を構成し、この網を

ベースにサービスを運営・管理しています。現在、RSUPPORTの中継サーバーは、日本、米国、韓国、ヨー

ロッパ（オランダ、アイルランド）、オーストラリア、ブラジル、シンガポール など8ヶ国の15ヶ所に位置し

ており、各データセンターは、24時間、7日、 365日、有人体制で運用されています。
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データセンターの出入り統制は生体認証セキュリティシステムで管理されており、情報セキュリティ管理者に

よって教育を受けた担当の技術者に限って出入り権限を与えます。また、出入り記録とCCTV撮影記録が3ヶ月

以上保存され、専用の運用端末についての詳細なアカウント管理と操作記録を保存し、より強力なセキュリテ

ィを維持しています。一般的な業務ネットワークから隔離された専用ネットワークを使用するので、外部の訪

問者は、出入りすることができません。

安全なサーバー運用

RSUPPORTの遠隔サービスは、グローバルレベルのクラウドサービスを使用するため、セキュリティ上の脅威

にも最も迅速かつ効率的に対処することができます。

RSUPPORTは、遠隔クラウドサービスを使用している顧客が常に安定してサービスを利用できるよう、万全の

対応システムを備えています。サーバーの構成を二重化し、天災地変によってデータセンターが不能の状態と

なったとしても、他のデータセンターを通して信頼性の高いサービスの提供が可能です。

管理セキュリティ

~ セキュリティシステムの樹立と運営 ~

個人情報保護

個人情報データに関する個人情報保護法を厳密に守ります。

RSUPPORTは、情報セキュリティ及び個人情報を管理する組織を別途運営しています。毎年プライバシーポリ

シー/ガイドラインを改正して年間計画に基づいて実行し、情報セキュリティの社内ルールを制定し、これを実

施しています。

情報セキュリティと個人情報管理に関する教育∙訓練を義務化し、情報関連組織の責任者と担当者に専門教育

（社内教育、外部講師による教育、外部教育など）を年2回実施しています。また、一般社員にもセキュリティ

意識を高めるための定期的な教育を行っており、情報管理業務に従事している社員は、正規雇用契約のみにす

ることで内部での攻撃リスクを最小化しています。

すべての情報システム機器（サーバー、クライアントPCなど）は、管理台帳及び資産データベースで管理して

おり、保有記録の媒体管理台帳を別途管理しています。

RSUPPORT社員が情報システムにログインするときは、必ずID（アカウント）とパスワードを使用したアクセ

ス認証を実施し、パスワード設定条件（文字、数字の組み合わせや桁数など）の変更頻度などの管理を 規則で

定めています。また、アクセスしたユーザーの等級に基づいて権限と資源（ディスクの空き容量、メモリ量、

帯域幅など）の使用を許可または拒否することができるように運営しています。

Rsupport - Security white paper
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セキュリティ標準基準コンプライアンス

RSUPPORTは個人情報保護の国内外セキュリティ標準規格に準拠し、次のような活動を行っています。

• 韓国国家保安技術研究所（NSRI）セキュリティガイドに準拠

RSUPPORTのすべての遠隔製品は、韓国国家保安技術研究所（NSRI）ソフトウェアの更新システムセキュリ

ティガイドに準拠し、すべてのモジュールは、電子署名に基づいて認証された情報のみ更新されます。

• パスワード一方向暗号化を提供

個人情報保護法関連の勧告で提示するSHA-2基盤のSHA-256ハッシュアルゴリズム₃ を使用しています。

• 安全なコーディングガイド（Secure Coding Guide） コンプライアンス

政府から提供される開発セキュリティガイドを遵守した開発及び検討を実施し、関連サイバーセキュリティ脅

威への対応と予防策を策定して適用しています。

• 10大ウェブセキュリティの脅威に対応 （OWASP）

毎年発表される10大ウェブ脆弱性に対応し、関連する脆弱性を排除して様々な検査ツールを使用した検査に万

全を期しています。

結論

~ 遠隔サービスの選択基準は「セキュリティ」∼

RSUPPORTは、技術/物理/管理側面の徹底したセキュリティ管理を使用し、顧客が最も便利で安全に遠隔サー

ビスを利用できるように心がけています。
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遠隔サポートサービスのセキュリティ設定： RemoteCall

• ワンタイム接続プログラム

一度接続に使われた接続プログラム（Exeファイル）は二度利用できなくすることで不正利用防止によるセ

キュリティ性を確保しています。

• セキュリティレベルの管理

管理者ページから、履歴データ保存期間やパスワードのセキュリティレベル、ログイン失敗時のロック設定な

どが可能です。

- パスワードのセキュリティレベルを3段階（弱・中・強）で調整することができます。

- パスワード使用期間を 30日、60日、90日を設定することができます。

- ログインに５回失敗すると、ログインを1分～60分までログインロックすることができます。

• プログラム共有

デスクトップを丸ごと共有するのではなく、共有したいプログラムだけ共有してお客様のプライバシーを尊重

しながら遠隔サポートをすることができます。

• 接続元の制限

オペレータ側のＰＣ環境のMacアドレスやIPアドレスの制限を掛けることで指定した場所以外からの接続を制

限することが可能です。

• 個人情報保護

セキュリティオプションを設定することで個人情報などが含まれた接続履歴を保存しなくすることができます。

• お客様同意機能

遠隔接続同意、マウス・キーボード操作同意、ファイル転送同意、画面保存同意、録画同意等を設定した上で、

お客様に承諾を得てから該当機能を利用することができます。
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• OneTimePassword

通常のログインIDとパスワード以外にワンタイムパスワード認証を設定して2段階認証による遠隔制御が可能

です。2段階認証による、ログインID、パスワードが第三者に流出した場合でもアクセスをブロックすること

ができます。

遠隔制御サービスのセキュリティ設定： RemoteView

• 遠隔制御時に遠隔地PCの画面ロック機能

遠隔制御時に遠隔地PCの画面をロックし、真っ黒な状態にすることができます。

• セキュリティレベルの管理

パスワードのセキュリティレベル（弱、中、強）の指定や、ログイン失敗時のロック設定などが可能です。

• アクセス時間制限

管理者が指定した時間帯以外にアクセスできない設定が可能です。

Appendix 2

• 接続元の制限

接続する側のMacアドレスやIPアドレスの制限を掛けることで指定した場所以外からの接続を制限することが

可能です。
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用語説明

• AES （Advanced Encryption Standard）₁

高度な暗号化標準（AES、Advanced Encryption Standard）は、2001年にアメリカ国立標準技

術研究所（NIST）によって制定された暗号化方式として暗号化/復号化の過程で同じキーを使用

する対称キーアルゴリズム。以前のDES（Data Encryption Standard）、3DESよりもはるかに

安全な暗号化を提供している。

• SSL （Secure Sockets Layer）₂

SSLはクライアントとサーバー間で情報を暗号化することにより、途中でハッキングによって情

報が流出しても、情報内容を保護することができるようにする。SSLは、アプリケーションと

TCP / IP間で動作し、データの暗号化、サーバーの認証、メッセージの整合性を提供する。

• SHA-2ベースのSHA-256 ハッシュアルゴリズム₃

SHA（Secure Hash Algorithm、安全なハッシュアルゴリズム）関数は、相互に関連する暗号的

ハッシュ関数の集まり。これらの関数は、アメリカ国家安全保障局（NSA）が1993年に初めて設

計し、アメリカ国家標準に指定されている。その中で、SHA-2ベースのSHA-256は、32ビット

ワードを使用するハッシュ関数であり、SHA-1またはSHA-0より暗号化的攻撃がより困難だと知

られている。

• DMZ₄

Demilitarized Zone。内部リソースを保護するために内部ネットワークと外部ネットワークの間

でアクセス制限を実行する領域のこと。

暗号化 復号化

暗号化データ
送信

安全なチャンネル：SSL暗号化通信

Appendix 3
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このマニュアルの中でご不明な点や、上記のサイトに収録されていない

質問については、ご購入先までご連絡ください。

2次緊急連絡先 – RSUPPORT株式会社

TEL: 03-3539-5761 営業時間：平日10:00～17:00(土日祝日除く) 

FAX: 03-3539-5762 

お問い合わせ: info_jp@rsupport.com 

Sales: sales.jp@rsupport.com 

住所：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-2-20 第3虎の門電気ビル


