「クレジット情報」を守る最新セキュリティソリューション
既に脅威となっている「Weｂスキミング」や「オンラインスキミング」、「フォームジャッキング攻撃」、
「Magecart（メイジカート）攻撃」など、サードパーティスクリプトを介して侵入する新たな
セキュリティリスクに対してリアルタイムな防御を提供します！

従来のアプローチでは、ライブの顧客ウェブセッションに対するこれらの攻撃を阻止することができません！
●

企業は、ウェブサイトを通じて膨大な量の顧客データ及びペイメントデータを収集していますが、ほぼ全てのウェブサイトに影響を及ぼす普遍的な欠陥によ
り、データがライブの顧客ウェブセッション中にさらされます。

●

必須アナリティクスの提供、並びに顧客エクスペリエンス、顧客エンゲージメント、及び顧客コンバージョンの強化を行うためにウェブサイトに統合された無
許可のサプライチェーンパートナー（サードパーティ）は、このデータに完全にアクセスできるようになりますが、攻撃者はこれらのパートナーに不正アクセス
し、パートナーのアクセスをエクスプロイトして、この規制されたデータを窃取します。

●

ライブの顧客ウェブセッションからのデータ窃盗につながる攻撃からウェブサイト及びその訪問者を保護する、全く新しい独自のソリューション（特許）を提
供します。

クライアント側ウェブセキュリティのマーケットリーダーである Source Defense 社が開発した特許を有する独自のVICE （ Virtual iframe
Containment Enclosure プラットフォーム) により、業界で唯一の「リアルタイム阻止ソリューション」を提供します。
VICEは、従来及び既存のサイバーセキュリティソリューションでは防ぐことのできない、
ウェブサイトのサプライ・チェーン・アタックを防ぎます！

ブラウザセッション攻撃の概要

Website
Server

侵害
攻撃者がサードパーティサーバに
不正アクセスする。

Secured
セキュアな領域

攻撃者
セキュアでない領域

ウエブサーバ

フォースパーティ
サーバ

データ窃取
Analytics
ソーシャル
Server

TLS /
SSL

メディアサーバ

Ad
Serve
広告サーバ
r

Firewall / WAF

Social Media
解析サーバ
Server

攻撃者により変更されたコ
ンテンツがウェブサイト訪
問者にサービスされる。
ウエブサイト訪問者のブラウザ
（顧客データ及びペイメントデータは
ウェブサイト上で作成されます）

●

サードパーティ
のサーバ

コンテンツがサードパーティJavaScript
で改善・充実される。

普遍的な脆弱性

一般に、ウェブサイトは、コードと数十社の外部ウェブサイトサプライチェーンベンダーのツール(サードパーティのJavaScriptツール)を統合します。
これらのツールは、説得力のあるコンテンツ、非常に重要なアナリティクス、並びに顧客エンゲージメント及び顧客コンバージョンを支援する機能を提供しま
す。これらのツールは、オンラインコマースにとって非常に重要であり、ウェブサイトの品質及びビジネスの成功と切っても切れないものです。
しかし、これらのツールは安全ではなく、場合によっては無許可のこれらの外部エンティティは、ライブの顧客ウェブサイトセッション中にウェブページ全体へ
の制御されないアクセスを行います。この欠陥は、ウェブサイト所有者が、ウェブサイトサプライチェーンベンダーがどのデータにアクセス可能であるかを制御
したり、こうしたアクセスをエクスプロイトしようとするハッカーを制御することによって防ぐことが可能です。
ウェブページ及びユーザセッション中に送信される全てのデータへの制御されないアクセスは、ウェブサイトのセキュリティに侵入してPII 「Personally
Identifiable Information」(個人を特定できる情報)及びペイメントデータを抜き取るための安易な経路を脅威アクターに提供します。
脅威アクターは、高度にセキュア化されたウェブサイト所有者の防御を直接標的とする代わりに、最も抵抗の少ない経路を進み、ウェブサイトサプライチェー
ンの最弱リンク、脆弱性のあるサードパーティベンダーのセキュリティインフラを標的とします。
（※サードパーティJavaScriptとは、サードパーティベンダから入手できるスクリプトであり、顧客エクスペリエンスをエンリッチ化し、アナリティクスを強化し、広告を介してサイトを収
益化するためにウェブサイトに埋め込まれるスクリプトを指します。サードパーティスクリプトは、パワフルな機能を提供しますが、一方でプライバシー、セキュリティ、パフォーマンス、
及びページ挙動に対するリスクをもたらします）。
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●

既に特許を有する業界で唯一の「リアルタイム阻止ソリューション」によって、他のアプローチでは不可能な
サードパーティスクリプトの脆弱性を突いた攻撃を防御！

Source Defenseは、サードパーティJavaScriptベンダによってもたらされる脆弱性及び攻撃を阻止すると同時にウェブサイト拡張を可能
にすることに重点を置いた、全く新しいアプローチを提供します。
Source Defenseは、今までに類を見ない切り分け/セグメント化の技術によって、完全自動化された機械学習が支援するルール及びポリシーのセットを活用し、
このセットが、ウェブサイト上で動作する全てのサードパーティJavaScriptコードのアクセス及び許可を制御します。
・ウェブサイトセキュリティインシデント又は侵害に関連するリスク及びコストを回避する
・ウェブページからスクリプトを切り分けてサードパーティのアクセス及び制御を制限する許可を実施することによって、サイトのコンテンツ及び完全性を
保証する
・サードパーティJavaScriptが意図されたウェブサイトエクスペリエンスのみを提供できること、これらのJavaScriptツールを悪意のあるデータ抽出又は
ウェブサイト改変に利用できないようにすることを確実にすることによって、ウェブサイトの有効性を促進する
全ての外部サードパーティJavaScriptは、ウェブページに開発者レベルのフルアクセス(即ち、DOMアクセス)を行うことができます。
その結果として、ウェブサイト所有者は、サードパーティJavaScriptがユーザセッション中にどのようにウェブページを変更し、ウェブページと対話する かを制
御することができません。
攻撃者は、サードパーティベンダー(又はリンクしたフォースパーティ)のセキュリティ防御を突破すると、外部サードパーティサーバからクライアント側ブラウ
ザに直接サービスされるコードを変更又は置換します。多くの場合、これらの変更は、データ抜き取りの手段として、カードスキミングの追加、又はコードの
フォームジャッキングを伴います。
●

課題
・普遍的な脆弱性： サードパーティ統合を介したウェブサイト拡張は、リスクを生じ、データプライバシーに影響を及ぼす
・クライアント側のセキュリティが存在しない： 組織は、顧客のウェブサイトエクスペリエンスの2分の1を保護するだけでも最大限の注意を払う
・ウェブコマースの加速化： ウェブサイト拡張のスピードでセキュリティを維持することは、効果のないリスク軽減又は組織内の衝突をもたらす

・データプライバシー： サードパーティ統合によってもたらされるリスクのせいで、GDPR(EU一般データ保護規則)及び迫り来るカリフォルニア州データプラ
イバシーフレームワークを含む現在のプライバシー要件を順守することができない

主な機能と特長

運用の簡易性

リアルタイム阻止
顧客データ窃盗及びウェブサイトカードスキミング
を阻止する

データプライバシー
ライブの顧客ウェブセッション中にデータが漏洩
したり盗まれたりしないようにする

デジタルチャネル強化：
・サードパーティのウェブサイトツールをセキュア
に利用し、意図されたウェブサイトエクスペリエン
スのみを提供、これらのJavaScriptツールが悪意
のあるデータ抽出又はウェブサイト改変に利用さ
れないようにする。

• エージェントの分散なしで、迅速且つ容易に展
開する
• ロータッチシステム は管理をほとんど必要としな
い
• サイレント/クワイエットシステム はリアルタイム阻
止に依拠して、アラートを最小限に抑える
• トランスペアレントに動作する
• 既存のセキュリティシステムとシームレスに統合
する
・ PCI / HIPAA / GDPRコンプライアンス

攻撃タイプ:
•
•
•
•
•
・
•
•
・
・
・
・

ペイメントカードスキミング(Magecart)
フォームジャッキング
スクリーンスクレイピング
ウェブインジェクション
コンテンツの改ざん
キーロギング
クリックジャッキング
マルウェア/ランサムウェア/フィッシング
水飲み場型攻撃
マルウェアとランサムウェアの配布
フィッシング
ウェブサイト の改ざん

MageCart攻撃による被害例

JULY 2019
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Source Defenseの「リアルタイムサンドボキシングソリューション」
業界初！

全てのサードパーティのウェブサイトコードを切り分けてサンドボックス化することによって、ウェブサイトサプライ
チェーンパートナーを管理・制御し、顧客データ及びペイメントデータが不正アクセスされてハッカーによってエ
クスプロイトされるというセキュリティ違反を阻止することができます。
攻撃者

AWS

MageCart

セキュアな領域

ウェブスキマー
フォームジャッキング

Firewall / WAF

ウエブサーバ
TLS /
SSL

レポート
インター
ネット
サード/フォースパー
ティのサーバ

● 主な特長及びメリット

・顧客データの窃盗、ウェブサイトカードスキミング、及びクロスサイト
スクリプティング(XSS)を阻止する
・ウェブサイト改変を阻止する
・顧客データプライバシー及びコンプライアンスを順守する
・ウェブサイトの運用上/管理上の負担を低減する

ユーザブラウザの各ページに対して仮想
ぺージ上でアルタイムサンドボキシングを
行いサードパーティの疑わしいスクリプト
を検出、ユーザデータを防御します！

気付いてからでは遅い！
ユーザには見えない「Weｂスキミング」や「オンラインスキミング」、「フォームジャッキング攻撃」、「Magecart（メイジカート）攻撃」の検出は
殆んど被害後のケースです！

貴社のWEBサイトが、今どれほど危険な「サードパーティスクリプトの脆弱性があるかチェックしてみませんか？
無料で下記のリスクレポートを提供します（御客様への影響はありません）。
このSourceDefenseのリスクレポートは、JavaScript統合とWebサイトを強化するサードパーティツール
によってもたらされるセキュリティとリスクへの影響についての洞察を提供します。

●

管理されていないサービスと露出レベル（例）

リスク
レポート

※ リスクレポートは
無料です！

これらのJavaScriptはハッカーが悪用する可能性があります

計28のサード
パーティによる
JavaScript

これらは、サイトのエクスペリエンスとユーティリティを充実させるために組織が
Webページに統合することを選択したサービス（サードパーティのJavaScript）
です。
これらのサービスには、ハッカーがブラウザエクスペリエンスを変更してデータ
を制限したり、Webサイトのパフォーマンス、エクスペリエンス、収益化に影響
を与えたりするために悪用する、Webサイト訪問者のブラウザセッションへの特
権とクライアント側アクセスが付与されます。

脅威レベルの凡例

疑わしい振る舞い
タイプ

疑わしいスクリプト

潜在的な被害

入力フィールドへ
のアクセス

フォームの作成、
入力

ページクリック

計305の深
刻な脅威

フォーム送信

※他

・スクリプトサマリ
・スクリプトMAP
等
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Q&A
1) サードパーティスクリプトとは何ですか?
サードパーティJavaScriptとは、サードパーティ ベンダから入手できるスクリプトであり、顧客エクスペリエンスをエンリッチ化するか、
アナリティクスを強化するためにウェブサイトに埋め込まれるスクリプトを指します。実際、全てのページリクエストの50%以上がサード
パーティコールです。
2) なぜサードパーティスクリプトが危険なのですか?
サードパーティJavaScriptがページ上に含まれる時はいつでも、これらのスクリプトがリモートサーバからブラウザに直接ロードされるので、セキュリティリスク
が内在しています。こうした統合は、ファイアウォール及びWAFを含む、ウェブサイト所有者の従来のセキュリティインフラを完全に回避します。
これらのJavaScriptコンポーネントは、一度ロードされると、ウェブページに完全にアクセスできます。これらのJavaScriptコンポーネントは、ウェブページを変
更し、(フォームを含む)ウェブページ上の全ての情報にアクセスすることができ、キーストロークを記録することさえできます。
3) ファイアウォール、WAF及びセキュア接続がありますが、安全ではないのですか?
ファイアウォール、WAF、セキュア接続及び多くの他のソリューションは、内部サーバ、及びブラウザとこれらの内部サーバとの間の通信をセキュアにすること
に重点を置いています。上記で定義したように、サードパーティスクリプトはユーザのブラウザ上で実行されますが、リモートサーバから呼び出されます。
このクライアント側接続は、ブラウザセッションのサーバ側をセキュアにするために組織が展開するセキュリティ機能の完全に外側で動作します。
4) サイトが現在この攻撃ベクトルに対するリスクにさらされているかどうかを知るにはどうすればいいですか?
サードパーティJavaScriptで動作する現在のあらゆるウェブサイトは、この攻撃ベクトルを受けやすい状態になっています。現在では、数十のサードパーティ
JavaScript統合を含まないウェブサイトを見つけることは困難です。実際、全てのページリクエストの50%以上がサードパーティコールです。一般に、使用する
サードパーティスクリプトが多いほど、リスクにさらされる程度が高くなります。
5) DASTがこの攻撃ベクトルを見つけられないのはなぜですか?
DASTとは動的アプリケーションセキュリティテスト(Dynamic Application Security Testing)の略であり、通常、DASTはプリプロダクション環境上でアクティブで
あり、ライブのサイトをカバーしていません。数人がライブのサイト上でDASTを実行すれば、数人分のユーザプロファイルがシミュレートされますが、このソ
リューションを拡張して全てのウェブセッションを監視/検出することはできません。
6) RASPがこの攻撃ベクトルを見つけられないのはなぜですか?
RASPとはランタイムアプリケーション自己保護(Runtime Application Self-Protection)の略であり、RASPは、Java仮想マシン及び.NET共通言語ランタイム上の
みに存在します。RASPは実際のライブのサイト上では動作しないので、サードパーティはRASPの検出範囲外になります。
7) 単に機密ページから全てのサードパーティJavaScriptを削除できないのは何故ですか?
理想的な世界であればそうすることが可能ですが、競争力を保ちたければ、ウェブページ上でサードパーティを統合することが必要になります。
サードパーティは、エクスペリエンスをエンリッチ化し、有用なアナリティクスを提供するからです。
8) このソリューションはサイトのパフォーマンス、安定性、及び挙動に影響を及ぼしますか?
Source Defenseソリューションは、展開及び管理が簡単であるように設計されています。このソリューションに同期する小さいコンポーネントがありますが、追
加されるレイテンシは約100msです。このソリューションは、もたらされたサードパーティレイテンシをコンテンツから切り分けるように動作し、複数のサード
パーティJavaScript統合をロードすることによるレイテンシの影響を軽減します。
9) このソリューションを統合するのにかかる時間はどのくらいですか
統合はシンプルです。2行のJavaScriptをサイトのヘッドセクションにコピー/ペーストするだけです。
10) システムの設定は難しいですか?
当社の専門家及び機械学習を利用して、貴社向けにシステムを設定することができます。カスタム構成が必要な場合、管理コンソールがそのためのツール
を提供します。
11) システムには継続的な管理/監視が必要ですか?
システムはロータッチであるように設計されています。システムを管理する必要があるのは、新規のサードパーティをサイトに統合する時だけです。
12) システムは拡張しますか?
はい。システムは、冗長化を備えた強力なCDNを運用する拡張に対応するように構築されています。
13) 現在サイトが非準拠であるのはなぜですか?
動作しているウェブサイトは、準拠した動作を保証することができません。サードパーティJavaScriptベンダは処理される全てのデータに対する無制限のアク
セス権限及び可視性を利用できるので、これらのウェブサイトは接続のプライバシーを保証することができないからです。
サードパーティJavaScriptベンダがウェブサイト上に統合されている限り、本質的に顧客データプライバシーを順守していないことになります。








Source Defenseは、どの業界にも
適用可能ですが、上位のターゲッ
トとしては、右記が挙げられます。

●

金融
保険
eコマース
旅行及び発券
ソーシャル
ヘルスケア

ソースディフェンス社 ( 本社イスラエル、設立：2014）

Source Defenseは、クライアント側ウェブセキュリティのマーケットリーダーであり、特許を有する独自のVICE （ Virtual iframe Containment Enclosure プラット
フォーム) により、業界で唯一の「リアルタイム阻止ソリューション」によって、既存のサイバーセキュリティソリューションでは防ぐことのできない、ウェブサイトの
サプライ・チェーン・アタックを防ぐことができます！
文中の社名、商品名等は各社の商標、又は登録商標で
す。
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増え続ける「ウェブスキミング攻撃」や「MageCart （メイジカート） 」 など、サードパーティスクリプトを
介して侵入する新たなセキュリティリスクから貴社のWEBサイトを守ります！

Case Study

評価から全ての子会社への拡張まで、殆ど労力をかけずに展開！
Skyline 社（カナダ)は、不動産投資、買収、及び土地開発を専門とする
資産が約5憶ドルの上場会社です。

「Source Defenseは保護
レイヤの追加を極めてス
ムーズに行います！」

「テストから完全展開への
移行の決定は容易でした。
このサービスは、
その価値を迅速且つ的確
に証明しました。」
「 Skyline 社 （ カ ナ ダ ） は 、
Source Defense 社 と 共 に
ウェブサイトの保護エリア
を拡大し、当社の子会社の
全てをカバーすることを決
定しました。」

「Skyline社は、これまで手に負えなかったセキュリティリスク及びプライバシー
リスクから企業ウェブや顧客（ウエブへの訪問者）、及び従業員を保護する
ために、Source Defense社の特許を有する
V.I.C.E.（Virtual iframe Containment Enclosure）サービスを選択しました」
-------- Skyline社の会長兼社長--------投資会社として、Skyline社は、全てのリスク、特に（自社内セキュリティ圏外の）サード
パーティスクリプト※を介して侵入する新たなセキュリティリスクから事業及び利益を保
護することを強く意識し、そのことに関心を持っていました。
（※サードパーティスクリプトとは、サードパーティベンダから入手できるスクリプトで、サイトを収益
化するためにウェブサイトに埋め込まれるJavaScriptを指します。パワフルな機能を提供する一方
でプライバシー、セキュリティ、パフォーマンスやページ挙動に対するリスクをもたらします）。

Skyline社のミッションは、ビジネスの混乱やコンプライアンスの問題からビジネスや顧
客を保護することです。又、ビジネスが顧客へより重要な情報を提供するためにサード
パーティとますます相互依存するようになるにつれて、そのような密接な関係がもたら
すリスクを管理する態勢を整えることがより重要になってきています。
このような問題に至急対処するため、Skyline社は最初にSource Defense社のV.I.C.E.
サービスのPOC: Proof-of-Concept（概念実証）を評価しました。
Skyline社の会長兼社長は、
「このサービスのテストに要したのは2週間未満でしたが、重要なことは、当社のチーム
の時間を数時間しか必要としませんでした。
Source Defense社は全ての作業を行い、我々から幾つかの情報を提供するだけで、
非常に有益なコンサルティングの間に包括的な報告及び解析を提供してくれました。
短時間で成功したPOCの後、Skyline社は自社の企業ウェブサイトにSource Defense社
のV.I.C.E.を完全に展開することを直ちに決定しました。
テストから完全展開への移行の決定は容易でした。
このサービスは、その価値を迅速且つ的確に証明しました。
しかし、本当に驚いたのは、
実際にこれが如何に労力を掛けないものであるか、ということでした」
-------上記会長兼社長---------Source Defense社のチームは、当社のテスト段階からカットオーバーへの移行を
2日未満で行いました。」とSkyline社の同会長兼社長は述べています。

評価と結果：
・新しい独自のセキュリティ、顧客プライバシー、及びコンプライアンスのソリューションの簡単で迅速な評価
・エレガントなシステム及びプロセスの設計による、ほとんど労力を要さない展開
・全ての子会社を保護するための容易な拡張
Skyline社でのSource Defense社プロジェクトの成功を受けて、Skyline社はカバレッジを全ての子会社の企業ウェブサイトに
拡大することを決定しました。
「Source Defense社が阻止したサードパーティに由来するリスク及び脅威を検討した後、また最初の展開が如何に労力を要さないものであったかを考
慮した時、Skyline社は、Source Defense社と共に当社の作業を拡大し、当社の子会社の全てをカバーすることを明確に決定しました。
このプロジェクトの第1の波が迅速且つ容易であったのと同様、この第2の波は当社のチームの時間もリソースもほとんど必要としませんでした」
-------- Skyline社の会長兼社長---------

● ソースディフェンス社

( 本社イスラエル、設立：2014）
Source Defenseは、クライアント側ウェブセキュリティのマーケットリーダーであり、特許を有する独自のVICE （ Virtual iframe Containment Enclosure プ
ラットフォーム) により、業界で唯一の「リアルタイム阻止ソリューション」によって、既存のサイバーセキュリティソリューションでは防ぐことのできない、ウェブ
サイトのサプライ・チェーン・アタックを防ぐことができます！
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「新規のサードパーティスクリプトの検討及び追加を行うのに苦労して
いましたが、今ではこれらのタスクを数分で完了することができます！」
Case Study

実質的に運用効率を高めながらセキュリティを追加する
ディアハーストリゾート (Deerhurst Resort)(「ディアハースト」)は、ナショナルジオグラフィックトラベラー(National Geographic Traveler)誌の「ベストオブザ
ワールド2012(Best of the World 2012)」が推薦した訪れるべき場所の1つであるオンタリオ州の有名な「コテージカントリー」でのバカンスや短期休暇向けの
通年の保養地です。ディアハーストは、楽しさいっぱいの家族バカンス、通年の短期休暇及び会議に最適です。
ディアハーストは、企業ウェブサイトを立ち上げる時に、最も魅力的な顧客エクスペリエンス を提供しようと努力しました。
この目標に向けて、ディアハーストは、社内開発することができないクリティカルなウェブサイトのコンテンツ、コンポーネント、及び機能を提供するために、外
部のサードパーティに依拠しています。
これらのサードパーティはメリットを提供したものの、ディアハーストはこれらのサードパーティスクリプト※を管理するという運用課題に悩まされることになりま
した。多くの他の組織と同じように、ディアハーストには、ウェブサイト上でのこれらのサードパーティスクリプトの追加、削除及び変更を行うための面倒で時
間のかかる多部門間プロセスがありました。通常、これらのサードパーティの追加は、ディアハーストの顧客エクスペリエンス及び解析機能を強化するため
にマーケティング部門によって要求されます。
（※サードパーティスクリプトとは、サードパーティベンダから入手できるスクリプトで、サイトを収益化するためにウェブサイトに埋め込まれるJavaScriptを指します。
パワフルな機能を提供する一方でプライバシー、セキュリティ、パフォーマンスやページ挙動に対するリスクをもたらします）。

しかし、これらのサードパーティスクリプトは、「一旦ウェブサイト上に含まれると、直ちにウェブページ全体にほぼ無制限にアクセスできる」ので、ディアハー
ストのセキュリティ部門は、1つ1つのサードパーティスクリプトを使用前に検討・承認しなければなりませんでした。
更に悪いことに、これらのサードパーティスクリプトを実際に実装/削除するのに必要な作業はR&D部門によって実施されていました。新規のサードパーティ
を追加するプロセスは、数週間又は数カ月もの単位で測られる場合がある のが一般的でした。
この運用課題及び長期にわたるサードパーティスクリプト管理タイムラインにより、ディアハーストは最も魅力的なウェブサイトエクスペリエンスを顧客へタイム
リーに提供することができなくなりました。これは、顧客の期待の変化に対する季節毎のウェブサイトの変更又は対応が希望していたよりも遅いということを
意味していました。競争の激しいリゾート/バカンス業界において、最新/動的ではないことは、新規客及び常連客を差別化して常に引き付けるディアハー
ストの能力を制限していました。
Source Defense社がこの運用プロセスを数カ月から数分に短縮する能力をディアハーストに提示した時、他のソリューションでは不可能な価値を見出しまし
た。Source Defense社の特許を有するV.I.C.E. （Virtual iframe Containment Enclosure）サービスにより、ディアハーストはウェブサイト上で使用されるこれら
のサードパーティスクリプトをリアルタイムで管理できるようになりました。
V.I.C.E.サービスは、サードパーティスクリプト毎に挙動及び権利を管理するポリシー及びコントロールを各サードパーティに適用し、ディアハーストが承認し
たアクションのみを実行することを各サードパーティに許可します。このレベルのコントロールにより、ディアハーストのセキュリティ部門は新たなレベルの快
適さと自信を得られます。
ディアハーストの幹部は、
「Source Defenseが当社のサードパーティを制御しているので、当社のセキュリティの見直しが簡略化されました。
実際には、当社が使用するサードパーティ毎にSource Defenseがデフォルトポリシーを自動的に適用するので、当社が必要とする作業量が劇的に減少 しま
した。新規のサードパーティの検討及び追加を行うのに苦労していましたが、今ではこれらのタスクを数分で完了することができます。このおかげで、他のセ
キュリティの取り組みに焦点を向けることができます」
とコメントしています。
更に「セキュリティ部門は、Source Defenseによって運用効率を実現する唯一の部門ではありません。かつては新規のサードパーティをウェブサイトに追加
するプロセスを担っていたディアハーストのR&D部門は、今ではもはや、このプロセスに必要ですらありません」。

「当社がウェブサイト上で使用するサードパーティの管理をSource Defenseに任せて非常に安心しています。これまでは、新規のサードパーティを追加する
というこれらの要求の各々を実行することは、チームが他の大規模プロジェクトに集中できなくなるため、チームから重荷と見なされていました。
今では、Source Defenseが、いつマーケティング部門 が新規のサードパーティを追加したかを自動的に検出し、デフォルトポリシーを新規のサードパーティ
に自動的に適用しています。今後、R&Dチームがこれらの雑用に必要とされることは絶対にありません」
と明言しています。

「Source Defenseのおかげで、他のセキュリティの取り組みに焦点を向けることができます」
●

メリット

● ソースディフェンス社

- 時間のかかる多部門間プロセスを簡略化することによって、ウェブサイトの変更及び強化をより迅速に行う
- 運用上の負担を追加することなしにセキュリティを改善する
- 現行の時間のかかる反復的なタスクを簡略化することによって、運用効率を高める

( 本社イスラエル、設立：2014）

Source Defense社は、クライアント側ウェブセキュリティのマーケットリーダーであり、特許を有する独自のVICE （ Virtual iframe Containment Enclosure プラットフォーム) により、
業界で唯一「リアルタイム阻止ソリューション」を可能にし、既存のサイバーセキュリティソリューションでは防ぐことのできない、ウェブサイトのサプライ・チェーン・アタックを防ぐことが
できます！
(TEL) 03-5817-3655 (代)
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増え続ける「ウェブスキミング攻撃」や「MageCart（メイジカート）」など、サードパーティスクリプトを
介して侵入する新たなセキュリティリスクから顧客データ及び支払データを保護します！

Case Study
Cleanly社(Y Combinator 社の投資先)は、ボタン1つで 配達してくれるオンデマンドのドライクリーニング/ランドリーサービスのトップ企業です。
Cleanly社のアプリを使用して集荷を予約すると、Cleanly社の専門スタッフ が衣類を集荷し、24時間以内にきれいな衣類がきちんと畳まれて自宅に戻って
きます。現在、Cleanly社は、サンフランシスコ、ニューヨーク、ブルックリン、及びワシントンD.C.を含む主要な米国市場でサービスを提供しています。

「優れた設計の ソリューションを理解・実装するのに1時間しかかかりませんでした」
Cleanly社のCTOであるアレックス・プローバー(Alex Prober)氏は、ハッカーができるだけ多くの個人データを手に入れようとしているインターネット対応の世
界に存在するセキュリティリスクを十分に理解しています。顧客の支払に応じるだけではなく、訪問サービスも提供する企業として、Cleanly社は個人情報及
び支払情報を保護することに専心しています。プローバー氏は、この課題に専門的に備えています。
IDF(Israeli Defense Force：イスラエル国防軍)情報軍出身 、イスラエルの大手銀行数行の顧問、及びIDFの極秘 インターネットサイトの顧問としての同氏の
専門知識は、ミリタリーグレードのセキュリティ、防御対象の銀行に必要とされる頑強さ、及びインターネット対応アプリケーションの感度の中核をなしています。
プローバー氏は次のように警告しています。
「現在、ハッカーはもはや、高度なハッキング技術に依拠することを必要としていません。ほぼ全ての企業ウェブサイトには、機
密性の高いウェブサイトがレンダリングされるクライアントマシン上での防御がありません。企業ウェブサイトがクライアントマシン
上でレンダリングされるとき、企業ウェブサイトは多数のサードパーティスクリプト ※にも依拠します。これらのスクリプトは企業によ
る防御の外にあるリモートサーバ上でホストされており、企業はスクリプトが行うことについてどうすることもできません。
（※サードパーティスクリプトとは、サードパーティベンダから入手できるスクリプトで、サイトを収益化するためにウェブサイトに埋め込まれる
JavaScriptを指します。パワフルな機能を提供する一方でプライバシー、セキュリティ、パフォーマンスやページ挙動に対するリスクをもたら
します）。

一般的な無害のサードパーティスクリプトについて、更にはFB/Google/Bingのような信頼されているサードパーティスクリプトに
ついて考えてみましょう。
これらの多数のスクリプトをウェブサイトに配置すると、それぞれのスクリプトが別のスクリプトを呼び出すことがあります。
この別のスクリプトがまた別のスクリプトを呼び出します。こうしたことが連鎖反応を引き起こし、最終的には未知数のサードパー
ティが企業ウェブサイトにアクセスするという複雑な混乱をもたらします。
それらのスクリプトのうちの1つをハッキングするだけで 、情報が露出します。これらのスクリプトのうちの何れかは、ウェブサ
イト所有者であるかのように、ウェブサイト全体に無制限にアクセスすることができます。
どのサードパーティスクリプトをサイト上で実行しているか知っていますか?正直に言えば、誰も知っていません。
自社及び顧客のデータが露出すると何が起こるでしょうか?侵害を見つけるのにどのくらいの時間がかかるでしょうか?
そもそも侵害を見つけられるでしょうか?
この特有で遍在的な脅威ベクトルに対する最初で唯一の管理/防止ソリューションを提供するSource Defenseを検討した時、
私はたちまち、このようなエレガントなソリューションが存在するということに驚かされました。
そしてすぐに、私はSource Defenseをできる限り迅速に実装することを決めました。
Source Defense社の特許を有する優れた設計のソリューションを理解・実装するのに1時間しかかかりませんでした。
当社側では何の変更も行わず、実装自体には労力を要しませんでした。このグレースフルな展開プロセスの後、
今ではCleanly社は、当社のウェブサイトにアクセスするあらゆるサードパーティを完全に制御しており、1つ1つのサードパーティ
スクリプトが何を見て何をすることができるかを決定・制御することができます！
我々Cleanly社は、このような製品に非常に満足しています。
私は、この脅威環境において、「我々全員が、大小に関わらず自社ウェブサイトのセキュリティや、ウェブサイトが収集できる
機密性の高い、場合によっては規制された顧客データの重要性に目を向けなければならない」 と思っています。
脅威のランドスケープ及びコンシューマ技術の世界が進化するにつれて、R&Dチームも進化しなければなりません。
R&Dはもはや、単なる研究開発ではなく、将来を設計しています。そして、安全な未来は良い未来です。

ソースディフェンス社 ( 本社イスラエル、設立：2014）
Source Defense社は、クライアント側ウェブセキュリティのマーケットリーダーであり、特許を有する独自のVICE （ Virtual iframe Containment Enclosure プ
ラットフォーム) により、業界で唯一「リアルタイム阻止ソリューション」を可能にし、既存のサイバーセキュリティソリューションでは防ぐことのできない、ウェブサ
イトのサプライ・チェーン・ アタックを防ぐことができます！
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