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　BIMIとは、DMARCによって適切であると認定されたメールにロゴを表
示する仕組みです。DMARCとは、SPFとDKIMによる認証を利用してな
りすましメールを防止する仕組みです。DMARC判定・レポート機能は当
社製品Mail Defenderにも実装されています。
　SPFとは、送信元がドメイン詐称をしていないかを、受信側が検証する
仕組みで、ドメイン所有者は、予めIPアドレスをSPFレコードとして
DNSサーバーに登録します。受信側のサーバーは、DNSサーバーにSPF
レコードを要求し、送信元IPアドレスを照合することで、なりすましを検
知します。
DKIMとは、メールが改ざんされていないかを検証する仕組みです。送信
者は、予め電子署名検証用の公開鍵をDNSサーバーに登録し、秘密鍵を用
いてメールに電子署名を付与します。受信側のサーバーは、DNSサーバー
に公開鍵を要求し、電子署名を検証することでメールの改ざんを検知しま
す。なお電子証明書を利用した電子署名方式はS/MIMEと呼ばれます。
　なりすましや改ざんが行われたメールをどう処理させるかドメイン所有
者側が指定できるのがDMARCという技術です。ドメイン所有者は、予め
SPF・DKIM認証に失敗したメールを受信側がどう扱うべきか（何もしな
い・隔離・拒否）を示すポリシーをDNSサーバーに登録します。受信側の
サーバーは、メールの認証に失敗した場合、DNSサーバーに登録されて
いるポリシーに従いメールを処理します。また認証失敗レポートを送出す
る仕組みも存在します。なお、SPFやDKIMに未対応のドメインも多く、
DMARCがないからといって不審なメールとは言い切れないのが実情です。
DMARCによる認証結果を可視化する仕組みがBIMIです。ドメイン所
有者は、予めDNSサーバーにBIMIレコードとしてロゴの所在を登録しま
す。受信側のサーバーは、DNSサーバーよりBIMIレコードを取得し、
DMARCによる認証を通過したメールに対し
ロゴを表示します。これにより、受信者は
信頼できるメールを簡単に見分けることが
できます。
　BIMIは未だ導入が進んでおらず、黎明期
の技術と言えます。しかし、自社のなりす
ましを防ぐだけでなく、ロゴを表示するこ
とによりブランドイメージを強化できるな
どメリットが大きく、今後注目されること
が予想されます。
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～工場セキュリティガイドラインのポイント解説～

～工場セキュリティガイドラインのポイント解説～

講師

Zoom
開催

参加費
無料

佐々木 弘志 氏

お申し込み・詳細はこちら
https://www.plott.co.jp/webinar_info/special221107.html

製造業のサイバーセキュリティ

製造業のサイバーセキュリティ

ご担当者様 必見！
情報セキュリティ対策 DX推進 工場管理

ゼロトラスト

～外部からのファイルを自動で検知し、消毒・無害化～ 
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プロット 10 開発部のKさんの趣味はパン屋巡り。今回は、コンビニやスーパーなどで売られてい開発部のKさんの趣味はパン屋巡り。今回は、コンビニやスーパーなどで売られてい
る袋パンとは違う魅力について語ってもらいました。る袋パンとは違う魅力について語ってもらいました。
技術部のEさんの趣味はドライブ。今回は、偶然出会う景色も魅力というドライブにつ
いて語ってもらいました。

『ドライブ』編

－－－ドライブにハマったきっかけは何ですか？
Eさん　大学生の頃、友人と旅行に行くた
めに車を運転したことがきっかけです。車
の免許を取得した当時はあまり車の運転が
好きではなかったのですが、運転する機会
が多くなっていくにつれて自然と好きに
なっていきました。
　ドライブが好きになり始めた頃は、友人
と一緒に楽しむことが大半でしたが、最近
は一人で気ままにドライブするのも悪くな
いと感じ始め、更にドライブの魅力を実感
することができています。
－－－ドライブの魅力はなんですか？
Eさん　運転しているときのわくわく感や、
目的地に着いた時の達成感です。普段見る

ことのない景色を運転しながら楽しんだり、休憩中に眺めたりすると心が休まります。また、
運転中は体力を使うので、長距離を運転していると辛さを感じる場面もありますが、これを
乗り越えて目的地まで到着した時にはこの上ない達成感や充実感を感じることができます。
－－－ドライブの中で特にこれがお気に入りというのはありますか？
Eさん　目的地だけ設定して、ドライブ中の経路などは特に考えずに運転することです。もちろ
んナビアプリなどは使用しますが、最初から最後までナビ通りにいくのではなく、途中で気にな
る場所を見つけたら寄っていったり、大きな橋を見つけたらなんとなく渡ってみるなど、自分の
気の赴くままに行動していきます。そうすると、新しい発見があったり、自分が思ったよりも意
外と楽しかったりして、結果的に貴重な時間を過ごせるので、おすすめです。
－－－ドライブを始めて何か変わったことはありますか？
Eさん　今までは、観光をすることがあまり好きではなかったのですが、ドライブが好きになっ
てからは、きれいな景色やほかの地域の風景を見るなど、観光することが好きになりました。ド
ライブとはあまり関係なくなってしまいますが、いつか海外の景色や風景を直接自分の目で見て
感じてみたいと思っています。
－－－最後にひとことお願いします
Eさん　現在は実家の車やレンタカーで
ドライブしていますが、将来は自分の車
を購入して、まだ行ったことのない、日
本中のいろんな所にドライブしてみたい
と考えています！

『ドライブ』編132
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侵入防止アプリ
エンドポイント セキュリティ

」リリース「



2022年9月17日(土)、第16回社員総会を開催いたしまし
た。今年は3年ぶりに大阪へ全社員が一同に会し、1年の振
り返りと来期に向けた方針共有を行いました。

File Defender 侵入防止アプリは、これまで多くの企業で採用されてきた従来の境界型セキュリティで
はなく、ゼロトラストの概念に基づき、エンドポイント（端末）に取り込まれる全てのファイルを自動
で検知し無害な状態に変換することで、外部脅威から端末を守るセキュリティソリューションです。

File Defender 侵入防止アプリなら、アプリをインストールするだ
けでファイル流入の監視が始まり、様々な経路から取り込んだファ
イルを即座に消毒（無害化）。効率的かつ強力にエンドポイントを防
御することが可能です。

　今回は、社員間のコミュニケーションの推進をテーマに研修発表会も行
いました。チーム毎にお題を考えて発表を行ったほか、各チームの発表後
に他チームが質問内容をその場で話し合って考えて頂く形式をとりました。
プロットの今ある技術に留まらず未来を見据えた上で、今後どのようなサ
ービスや製品を生み出していけるのかを考え、各チームが発表を行いまし
た。発表のお題に関しては、年々重要度が高まっている「個人情報保護」
や近年注目度の高い「メタバース」などの発表がありました。
　研究発表会を通じて、社員それぞれが経営者視点で考える機会が生まれ、
部署の垣根を越えて様々なコミュニケーションを行う良い機会になったか
と思います。
　今期は業務効率化を行うべく一部社内体制も転換いたします。新サービ
スの提供や、常にお客様目線を取り入れた機能追加なども随時行い、より
多くのユーザー様の業務運用をお手伝いできればと思っております。今後
ともプロットへのご愛顧のほど、何卒よろしくお願いいたします。

ファイアウォール
VPN

業務サーバー
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（自宅）
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不正侵入検知
（IPS/IDS）
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ゼロトラストセキュリティ従来の境界型セキュリティ

業務サーバー（情報資産）

社 内

社 外

全て信用
できない

テレワーク
（自宅）

エンドポイントに流入するファイルをFile Defender 侵入防止アプ
リが常時監視。ファイルを検知すると、自動的にファイル無害化処
置を施し無力化します。（特許第6671693号）

独自のファイル無害化（CDR）エンジンで原本性を損なわずに高
速で無害化処理を実施。Excel、WordなどのOffice系ファイル
から、一太郎やCADファイルやZIPファイルなど様々な形式に対
応しています。
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BEFORE AFTER

ライセンス数 初期費用 年額費用

100ライセンス

300ライセンス

500ライセンス

1000ライセンス

2000ライセンス

110,000円

550,000円/年

1,650,000円/年

2,750,000円/年

5,500,000円/年

11,000,000円/年

価格は全て消費税率10%の総額表示です。

※ 1ライセンス5,000円/年となります。
※ 追加ライセンスは10ライセンスずつ可能となります。

3 つの特徴

PCに流入するファイルを検知して
自動的に無害化

500以上の公的団体で採用されている
無害化エンジン搭載

価格

第16回 社員総会レポート

ネットワーク環境に手を入れること
なく、容易にエンドポイント対策

※ 最低契約ライセンスは100となります。
※ 1ライセンスあたり同一ユーザーで3端末までインストール
　 可能です。
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詳しくはこちら　 https://www.f-defender.jp/es/
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