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はじめに  

アメリコープスのセキュリティプログラムは、2017 年度以降、連邦情報セキュリティ管理法（FISMA）、

⾏政管理予算局の要件、および国⽴標準技術研究所のガイダンスに従っていなかった。1アメリコープス検

査官室（OIG）は、効果的な情報セキュリティプログラムを持つことに向けての追加的な改善点を提供する

ために、独⽴監査事務所であるWhatthew LLP（CLA）にアメリコープスのネットワークの内部侵⼊テスト

の実施を依頼した。  

CLA は、アメリコープスのネットワーク、アメリコープスの本部（HQ）をサポートする⼀般サポートシス

テム（GSS）、およびアメリコープスのすべての電⼦メールユーザの⼀部を対象としたフィッシングキャン

ペーンのテストを実施した。CLA の評価は、アメリコープス、OIG、CLA の間で承認された関与の規則

（ROE）に基づいて⾏われた。CLA は、2022 年 2 ⽉ 14 ⽇から 2022 年 3 ⽉ 11 ⽇までテストを実施し、

テスト期間中のセキュリティ・コントロー ルの有効性のスナップショットを提供した。  

評価は 3 つのフェーズで構成されている。第⼀フェーズは、本社の GSS のネットワーク侵⼊テストである。

第⼆フェーズは、フィッシング・キャンペーンで、アメリコープスの全メールユーザから無作為に選ばれた

 

12017 年度連邦情報セキュリティ近代化法評価（Corporation for National and Community Service）（OIG 報告書番号 

18-03、2017 年 12 ⽉ 18 ⽇）。  

 2018 年度連邦情報セキュリティ近代化法評価（Corporation for National and Community Service）（OIG 報告書第 19-

03 号、2019 年 3 ⽉ 1 ⽇）。  

 2019 年度連邦情報セキュリティ近代化法評価（Corporation for National and Community Service）、（OIG 報告書第 20-

03 号、2020 年 1 ⽉ 24 ⽇）。  

 2020 年度連邦情報セキュリティ近代化法評価（Corporation for National and Community Service）、（OIG 報告書 

No.21-03, December 18, 2020）。  

 2021 年度連邦情報セキュリティ近代化法評価（アメリコープス）、（OIG 報告書番号 22-03、2021 年 12 ⽉ 15 ⽇時点）。  
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サンプルにフィッシング・メールが送信された。第三フェーズは、アメリコープスのノートパソコン上での

悪意あるコードの実⾏を防⽌・検出するための管理の有効性をテストした。アメリコープスは、アメリコー

プスのユーザがリモート従業員のシナリオで使⽤する典型的なラップトップを CLA に提供した。悪意のあ

るコードの実⾏に関するテストは、このラップトップで実施された。  

結果概要  

私たちのテストでは、アメリコープスの情報セキュリティプログラムについて、予防的・検出的なセキュリ

ティ管理に関する 2 つの弱点が発⾒された。  

• 私たちは、システムの完全な侵害をもたらす可能性のある悪⽤可能な脆弱性を発⾒した。この脆弱

性は、対象システムへの不正アクセスを可能にし、システム上での悪意のある活動を特定するため

の効果的なコントロールがなかった。悪意のある攻撃者は、悪⽤可能なシステムが侵害された場合、

検知されることなく⻑時間にわたって活動する可能性がある。  

• 第⼆の弱点は、スパムメールの内容に触れてフィッシングの企てに屈したユーザの数である。シス

テム的には、フィッシングを⾃動検知するアメリのコントロールは、ユーザの受信トレイにメール

が届くのを禁⽌する上で有効ではなかった。さらに、85 ⼈中 9 ⼈のユーザが 4 種類のフィッシン

グメールのうちの 1 つとやりとりしていた。もしこの攻撃が悪意あるものであったなら、アメリコ

ープスのシステムとデータは危険にさらされていたことでしょう。⾏動トレーニングを強化するこ

とで、スタッフはフィッシングメールに対する抵抗⼒を⾼め、悪意のある可能性のあるコンテンツ

に接する可能性を低くすることができる。悪意のあるスパムメールが⼗分な訓練を受けていないユ

ーザに届くという現状は、攻撃が成功する可能性を⾼め、技術環境の機密性、完全性、可⽤性に影

響を与えるシステム侵害を引き起こす。  
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評価結果 

以下に指摘する弱点を除き、テストしたセキュリティ管理は効果的に運⽤されていた。迷惑メールと悪意の

ある活動の検出に関する管理は改善される可能性がある。以下のセクションでは、各エリアのテストの詳細

と、アメリコープスの情報セキュリティ環境の改善を⽀援するための 3 つの推奨事項が記載されている。 

ネットワーク・ペネトレーション・テスト  

侵⼊テストの⽬的は、脆弱性と不⼗分なセキュリティ制御を特定し、それを悪⽤して、ユーザがアメリコー

プスの IT 運⽤環境に対して不正アクセスや昇格した特権を得ることができるかどうかを判断することであ

った。2  

まず、認証されていない Nessus の脆弱性スキャンを実施した。3その結果、既知の脆弱性を持つ 746 件の

脆弱性がリストアップされ、そのうちの 6 件は、複数のホストで出現する既知の脆弱性を持つユニークな脆

弱性であった。これらの脆弱性は、1 つを除いて、認証されたユーザが他のコンピュータへのリンクにアク

セスする必要があり、そのリンクは脆弱性を利⽤するための悪質なコードを配信するものであった。私たち

が悪⽤するために選んだ 1 つの脆弱性は、ログオンしているユーザとのやりとりを必要としないため、選択

された。この 1 つの脆弱性は、悪⽤⽅法が公開されているシステムにインストールされたソフトウェアプロ

グラムに存在した。この脆弱性を修正するパッチは、ベンダーから最近配布された。しかし、このパッチは、

毎⽉のアメリコープスパッチサイクルの最新版では利⽤できなかったため、システムは依然として脆弱なま

まであった。パッチがないことを知ると、アメリコープスの IT 室 (Office of Information Technology; 

OIT) はパッチを適⽤し、リスクを修正することができた。 

 

2 詳細は、添付資料Ⅰの「スコープ」を参照。  
3 Nessus は、Tenable, Inc.が開発した脆弱性スキャナである。Nessus は、オペレーティングシステムや各ネットワークサ

ービス、プログラムに対して、パッチの⽋落、認証の弱さ、設定の弱さなどをテストすることで動作します。Nessus は、

システムに対して認証を⾏い、認証されたユーザの視点から脆弱性を報告するように設定することができる。また、

Nessus は OS 認証なしで使⽤し、⾮認証のネットワークの観点から脆弱性を報告することもできる。各タイプのスキャン

では、プラグインと呼ばれる異なる脆弱性テストを使⽤して、異なる脆弱性を検索します。  
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さらに、エクスプロイトを実⾏し、システムに無許可で特権アクセスを得ることができた。特権アクセスを

得ることで、パスワードファイル4 を抽出し、保存されているパスワードのハッシュ化された形式を解読し

ようとした。しかし、パスワードの解読には失敗し、使⽤されている管理⽤パスワードは⼗分に複雑なスキ

ームであることが⽰された。また、他のホストへの不正アクセスを拡⼤させるような他のホストへの接続が

ないかを調査した。他のホストにアクセスすることはできなかった。  

不正なコードの実⾏  

私たちは、悪意のあるコードに対するアメリコープスの予防的および検出的なセキュリティ制御の有効性を

テストした。私たちは、典型的なアメリコープスのユーザのワークステーション上で制御をテストするため

に、いくつかのタイプの悪意あるファイルを⽣成した。ある種のファイルは、潜在的に有害なコンポーネン

トを含んでいることが確認され、ローカルホストの予防的コントロールによって実⾏がブロックされた。他

の種類のファイルは実⾏が許可されたが、悪意のある機能が悪⽤されるレベルまで完了することはなかった。

この場合、アメリコープスの予防的コントロールは、ファイルの異常で悪質な意図を認識し、完全な実⾏を

禁⽌した。各ケースにおいて、コントロールは、悪⽤しようとする試みを警告としてユーザに表⽰した。  

フィッシング・キャンペーン  

最後に、私たちのフィッシングキャンペーンは、85 ⼈のユーザのメールボックス5 にフィッシングメール

を配信した。このうち 9 ⼈のユーザは、CLA Secure Network のサーバーへのリンクをクリックした。こ

の 9⼈のうち 4⼈は、受信者が⽂書を確認するためにリンクをクリックするよう要求する⼀連のフィッシン

グメールのリンクを開いた。このフィッシングメールには、緊急性が感じられ、権威ある情報源から発信さ

 

4 Linuxシステムでは、標準的な設定として、ローカルのユーザアカウントとパスワードは、/etc/passwordと/etc/shadow

というファイルに保存されます。実際のパスワードは、暗号化された⽂字列として保存されます。パスワードの⻑さと複

雑さに応じて、これらのパスワードをリバースエンジニアリング（解読）するために設計されたプログラムがいくつか公

開されている。  
5 フィッシングキャンペーンでは、9 通のユニークなフィッシングメールを送信し、85 ⼈のユニークなユーザにその 9 通の

メールを配布した。85 ⼈のユーザはそれぞれ、この 9 通のユニークなフィッシングメールを 1 通ずつ受け取った。  
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れたように思われた。9 ⼈のユーザのうち 2⼈は、メールの未配信を知らせ、メール内のリンクをクリック

して問題のメッセージを再送信するよう要求するメッセージが含まれるフィッシングメールを開封した。9

⼈のユーザのうち 3 ⼈は、保留中のスパムを受信者に通知し、問題のメッセージをスパムとして識別する

か、メールの配信を許可するリンクをクリックするようユーザに要求する、最後の⼀連のフィッシングメー

ルのリンクを開いた。経営陣は、フィッシングキャンペーンは四半期ごとに実施され、セキュリティ意識向

上トレーニングは毎年⾏われていることを伝えた。社内のフィッシングテストで不合格になったユーザには、

その後のトレーニングが⾏われる。  

結論 

ほとんどの場合、既存のコントロールは、安全でセキュアな技術環境をサポートするために効果的な⽅法で

実⾏された。しかし、ペネトレーションテストでは、ランサムウェア攻撃や他のシステムの侵害につながる

可能性のある、実⾏可能な脆弱性がテスト期間中に確認された。悪⽤可能な脆弱性は継続的に発⽣するため、

ある⽇安全でセキュアと思われたものが、翌⽇には危険にさらされる可能性がある。  

今回のフィッシングキャンペーンでは、以下のような弱点が明らかになった。  

• このメールはユーザの受信トレイに配信されたが、受信者には外部からのメールであることは表⽰

されませんであった。 

• それぞれのフィッシングメールには、主にメールの送信元を⽰すインジケータが存在した。予防的

管理は、これらの電⼦メールの真正性を疑う指標を受信者に⽀援することができたはずである。 

フィッシング攻撃は絶え間ない脅威であり、その⼿⼝はますます巧妙になってきている。ユーザは、データ

を保護し、情報セキュリティ指令、法律、規制を遵守する責任がある。フィッシングメールは、ランサムウ

ェア攻撃による⾦銭的損害、侵害されたコンピューターシステムの復旧による⽣産性の損失、データネット

ワーク全体の機密性、完全性、真正性に影響を与える可能性がある。  

推奨事項  

アメリコープスが脆弱性管理プログラムを継続的に強化することを⽀援するために、私たちはアメリコープ

スに対して次のことを推奨する。  
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推奨事項 1︓外部の電⼦メールがもたらすリスクのレベルを受信者に⽀援するための情報を含むように、

外部の電⼦メールを修正する計画を策定し、実施すること。例えば、電⼦メールの件名⾏は、電⼦メー

ルの送信元が機関の外部であることを⽰すように変更される必要がある。さらに、電⼦メールの本⽂に

は、外部の電⼦メールや添付ファイルの危険性に関する警告を記載する必要がある。最後に、警告には、

送信者が受信者とどの程度の頻度でやりとりしているのかを記載する必要がある。  

推奨事項 2︓迷惑メールの識別に向けた⾏動トレーニングの頻度を上げる計画を実施する。認識技術、

適切な⾏動、および悪い⾏動を⾃⼰申告することが将来的に良い結果につながるという確信について、

継続的に注意を促すことに重点を置くこと。 

推奨事項 3︓ユーザの受信ボックスに届くスパムメールの発⽣を減らすため、検出率を向上させるプロ

セスを導⼊すること。 

経営陣の対応と評価者のコメント 

報告書草稿に対して、アメリコープスは 3つの推奨事項すべてに同意し、各推奨事項に対する是正措置と実

施⽬標⽇を提⽰した。私たちは、経営陣の計画したアクションに同意する。アメリコープスのコメントは、

附属書 II にその全体が含まれている。  

  

附属書 I では、評価の⽬的、範囲、および⽅法について説明している。  

  

  

LLP  

  

バージニア州アーリントン  
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2022 年 7 ⽉ 20 ⽇  
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⽬的、対象範囲、および⽅法論  

⽬的  

この内部侵⼊テストとフィッシングキャンペーンの⽬的は、ネットワークベースとホストベースのセキュリ

ティテストを協調して実施することにより、セキュリティ設定とセキュリティコントロールの有効性を評価

することであった。このテストは、既存の運⽤の有効性をよりよく認識するために⾏われた。具体的な事項

は以下の通り。 

• 協調的なネットワークセキュリティテストを実施することにより、技術的なセキュリティコントロ

ールを評価すること。  

• 論理資産への不正な内部アクセスを防⽌・検出するためのセキュリティプログラムの有効性を判断

すること。  

• 侵害されたリソースやデバイスを、将来の攻撃の軸として利⽤すること。  

• セキュリティ管理および論理的アクセス制御の有効性について結論を出すこと。  

対象範囲  

私たちは、Council of Inspectors General on Integrity and Efficiency によって発⾏された Quality 

Standards for Inspection and Evaluation,に従ってこの評価を実施した。6内部侵⼊テストとフィッシン

グ・キャンペーンの範囲は、アメリコープスのネットワーク、アメリコープスの HQ をカバーするセキュリ

 

6https://www.ignet.gov/sites/default/files/files/QualityStandardsforInspectionandEvaluation-2020.pdf  

  



アメリコープス 

侵⼊テストとフィッシングキャンペーンの評価  

附属書 I  

 

9 

  

ティ監督下にある GSS であった。具体的なインターネット・プロトコル・アドレスの範囲とターゲットは、

ROE に概説されている。  

私たちは、2022 年 2 ⽉ 14 ⽇から 2022 年 3 ⽉ 11 ⽇までテストを実施した。これにより、テスト期間

中のセキュリティコントロールの有効性のスナップショットが得られた。  

侵⼊テストの⽬的は、脆弱性と不⼗分なセキュリティ制御を特定し、それを悪⽤して、ユーザがアメリコー

プスの IT 運⽤環境に対して不正アクセスや昇格した特権を得ることができるかどうかを判断することであ

った。具体的には、このテストは、従業員、請負業者、または部外者がアメリコープスのプロセスと情報に

害を与え、攻撃し、および／または影響を与えることを可能にする技術的弱点が、アメリコープスのコンピ

ュータシステムに存在するかどうかを調査するものであった。この評価では、部外者は、情報セキュリティ

に脅威を与える機関の外部の個⼈または組織と定義された。信頼できる内部関係者は、組織に危害を加えよ

うとする他者に対して優位に⽴つことができる。なぜなら、内部関係者は、システム管理者、データベース

管理者、エンドユーザなど、定められたアクセスを持つ組織のメンバーであり、緩く実施されているポリシ

ーや⼿順、または悪⽤可能な技術的⽋陥などの組織の脆弱性について知識を有しているためである。損害を

与えるつもりのない内部関係者でも、ヒューマンエラーによって不注意に損害を与えることがある。 

セキュリティテストのもう⼀つのアプローチは、信頼されたインサイダーの視点を⽤いて、⽇常的なプロセ

スに関連するセキュリティコントロールの有効性を発⾒することである。このフェーズでは、特権を昇格す

る能⼒をテストし、既存のセキュリティ上の弱点が悪⽤される可能性を特定した。既存の設定が悪⽤された

場合、その悪⽤がどの程度まで発⾒、監視、調査できるかを判断した。私たちのアプローチは、ネットワー

ク環境内で発⾒した悪⽤可能な弱点を特定し、封じ込め、回復する能⼒をアメリコープスが備えているかど

うかを検証することであった。この観点を実証するため、アメリコープスはネットワークへの侵⼊を許可し、

信頼されたユーザシナリオの下でテストを実⾏することを許可した。CLA はアメリコープスの技術者と協

⼒し、悪⽤の試みがそのように特定されたかどうか、その後のアクションが追跡可能でフォレンジック調査

のために報告可能かどうかを理解することに努めた。  
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⽅法論  

内部ペネトレーションテスト  

内部侵⼊テストは、GSS 内部ネットワークに置かれ、CLA の技術者がリモートでアクセスできる CLA テス

ト⽤ラップトップを使⽤して、ファイアウォールの内側から実施した。さらに、アメリコープスは CLA の

テスト担当者に、アメリコープスのユーザが遠隔地の従業員のシナリオで使⽤する典型的なラップトップを

提供し、CLA はその上で悪⽤テストを⾏い、悪⽤テストによるネットワークの中断を最⼩限に抑えること

ができた。内部テストは、次の 4 つのフェーズで構成されている。 

• ディスカバリー 

• 脆弱性解析  

• エクスプロージョン  

• 報告書作成  

A.ディスカバリー  

発⾒フェーズにおいて、CLA はアメリコープスネットワーク、その運営、慣⾏、さらにその従業員の活動

や習慣についての情報を得ようとした。この情報を得るために、CLA は、公的な情報源と内部テスト⽤の

ネットワーク識別ユーティリティを使⽤した。  

B.脆弱性分析  

この分析または検証の⽬的は、発⾒フェーズで発⾒された潜在的な脆弱性を検証することであった。CLA

は、アメリコープスの技術チームと協⼒して検証を⾏いた。 

CLA のネットワーク・セキュリティ・テストの結果をアメリコープスのポリシーや⼿順と⽐較すると、現

在のやり⽅が承認されたポリシーや⼿順と⼀致していない領域が浮き彫りにされた。さらに、アメリコープ

スのポリシー、⼿順、および CLA のネットワーク・セキュリティ・テストの結果を連邦政府の基準および

ガイダンスと⽐較したところ、アメリコープスがセキュリティ体制を改善できる領域が浮き彫りになった。
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これらのテストは、アメリコープスのセキュリティポリシーと評価および認可プロセスの理解と相まって、

アメリコープスのセキュリティ管理と論理的アクセス制御の有効性について結論を出すための基礎を提供し

た。 

C.エクスプロイテーション 

脆弱性分析の結果に基づき、CLA は市販のツールとカスタマイズされたスクリプトを使⽤して、内部ネッ

トワークセキュリ ティテストを実施した。CLA は、悪⽤する脆弱性のターゲットリストに基づき、アメリ

コープスのアプリケーション、システム、またはネットワークのセキュリティ機能を回避する⽅法を特定す

るために、内部侵⼊テスト攻撃を実施した。CLA のテストの価値を⾼めるために、CLA は、あからさまな、

または「ホワイトボックス」テスト⽅法を使⽤した。さらに、CLA はアメリコープスとテスト技術、進捗

状況、成功・失敗について調整した。CLA は、アメリコープスの職員からのフィードバックを利⽤して、

予防的および検出的統制の有効性の 閾値を判断するために、悪⽤技術を調整・改良した。CLA が⽬標とす

るアメリコープスのシステムの悪⽤は、⼀般的にシステムに関する何らかの知識を必要とし、内部攻撃者で

あればそのような情報を所有しているはずであった。CLA に提供されたアメリコープスの認証情報は、内

部侵⼊テスト攻撃には使⽤されなかった。  

脆弱性を利⽤した攻撃は、特定の脆弱性が存在し、その脆弱性を利⽤してネットワークセキュリティを侵害

できることを⽰すものに限られ、そのうち CLA は既知の脆弱性を利⽤することを試みた。  

CLA が脆弱性を悪⽤するテストを⾏っている間は、テスト対象のネットワーク機器のシステム状態が変更

されないことが理解され、合意されていた。この要件は、CLA がテストを完了するまで適⽤された。 

D.報告書作成 

報告フェーズでは、アメリコープスの脆弱性管理プログラムを前進させ、プログラムの全体的な有効性を向

上させるために使⽤できる実⽤的な勧告を⾏いた。CLA は、テスト終了後の報告段階において、脆弱性デ

ータファイルそのものを OIG と AmeriCorps の経営陣の両⽅に提供した。 
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フィッシング・キャンペーン  

CLA は、セキュリティ意識向上トレーニングの効果と、システム侵害を検知・禁⽌するために設計された

技術的コントロールの 2 つを重要業績評価指標として、フィッシング・キャンペーンを実施した。エンドポ

イントコンピュータは、重要な技術資産へのアクセス権を持つ信頼できるユーザが操作するネットワーク上

の信頼できるシステムであることから、重要なターゲットとされた。私たちは、E メールメッセージを通じ

て、ターゲットユーザが E メールメッセージと対話するように仕向け、アメリコープス内のセキュリティ意

識向上トレーニングプログラムの有効性をテストするシナリオを設計した。これはフィッシング・キャンペ

ーンの最初のフェーズであり、ユーザとの対話を得るためのものであった。  

このようなフィッシング攻撃は、実際のところ、アメリコープスの環境全体に悪意あるコードと悪⽤が展開

される可能性がある。このようにフィッシング攻撃は現実的に進⾏しますが、CLA はアメリコープス環境

全体に悪意のあるコードと悪⽤を展開する代わりに、戦略的な⽅法を使⽤した。CLA は、より制御された

環境で攻撃を継続するために、専⽤の標準的なアメリコープスコンピュータを専⽤のターゲットとして使⽤

した。専⽤の標準的なエンドポイントコンピュータを使⽤することで、⼀般的に広く⾏われる無謀なフィッ

シングキャンペーンの結果として⽣じる「後始末」を最⼩限に抑え、コントロールの有効性を実証した。  

フィッシングキャンペーンの悪意のある部分のテストでは、コントロールされた再現性の⾼い攻撃を使⽤し、

現⾏のセキュリティコントロールの有効性の閾値を迅速に確認することができた。  

評価⽬的を達成するために、私たちは  

• キーパーソンにインタビューを実施。  

• セキュリティ構成とセキュリティ管理の有効性を評価するための⽂書をレビューした。  

• システムプロセスをテストし、選択されたコントロールの適切性と有効性を判断した。  

セキュリティ管理策の有効性をテストする際、私たちは、テストのために選択する項⽬数及びその選択⽅法

を決定するために、専⾨的な判断を⾏使した。また、関連する統制の⽬的を達成するための相対的なリスク

と特定項⽬の重要性を検討した。さらに、統制活動に関連する⽋陥の重⼤性（レビュー可能な⺟集団全体に
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対する⽋陥項⽬の発⾒割合ではない）を検討した。この結果、⺟集団全体を選択することになったケースも

あった。しかし、⺟集団全体を選択しなかった場合には、結果を予測することができず、予測した場合、誤

解を招く可能性がある。 

規準  

評価を⾏うにあたり、⽶国標準技術局（NIST）の Special Publication 800-115, Technical Guide to 

Information Security Testing and Assessment, General Services Administration IT Security 

Procedural Guide のガイダンスを使⽤した。CIO-IT Security-11-51, Revision 5、および National 

Vulnerability Database Common Vulnerability Scoring System Support, The Common Vulnerability 

Scoring System に記載されているガイダンスを使⽤した。  
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マネージメントコメント  

TO: モニーク・P・コルター 

監査担当監査官補 

FROM: Syed Murshed, 

最⾼情報責任者代理  

件名: OIT Response to the Request for Comments on the Office of Inspector General Draft 

Report on the アメリコープス' Penetration Testing and Phishing Campaign, Report 

Number:OIG-EV-22-06  

⽇付: 2022 年 6 ⽉ 30 ⽇  

 

アメリコープスは、アメリコープスの侵⼊テストとフィッシング・キャンペーンに関する検査官室の

報告書草稿、報告書番号に回答する機会を得たことに感謝する。OIG-EV-22-06。OIG は、調査結果

および勧告に対する同意または不同意を明記し、各勧告について⽬標実施⽇を伴う是正措置を提供す

るよう、機関に要請している。この指針を念頭に置き、情報技術局（OIT）が作成した同庁の回答は以

下の通りである。 

発⾒事項 

発⾒事項 1-ネットワーク侵⼊テスト（報告書の 2-3 ページ）。アメリコープスは、OIG による脆弱性

の悪⽤の試みに関する調査結果に同意している。報告書に記載されているように、機関は、潜在的な

脆弱性にパッチを当て、修正することができた。また、OIT は、⾃動的または他の⼿段によるパスワ

ードの解読を防ぐために、⼗分に複雑なパスワードを要求するシステムを構築した。 
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発⾒事項 2 - 悪意のあるコードの実⾏テスト（報告書の p. 3）。アメリコーは、代理店システムがユ

ーザへの⽬に⾒える警告を⽣成することによって、悪⽤レベルまで完了するのをブロックまたは防⽌

したという所⾒に同意する。 

発⾒事項 3-フィッシング・キャンペーン（報告書の 3 ページ）。アメリコーは、年 1 回の意識向上ト

レーニングや四半期ごとのテスト不合格者への追加トレーニングにもかかわらず、テスト⽤フィッシ

ングメールを受け取った 85⼈のユーザのうち 9⼈が最終的に不適切な⾏動を取ったという発⾒に同

意している。 

推奨事項と是正措置 

推奨事項 1（報告書 4 ⾴） 

外部の電⼦メールがもたらすリスクのレベルを受信者に⽀援するための情報を含むように、外部の電

⼦メールを修正する計画を策定し、実施すること。例えば、電⼦メールの件名⾏は、電⼦メールの送

信元が機関の外部であることを⽰すように変更される必要がある。さらに、電⼦メールの本⽂には、

外部の電⼦メールや添付ファイルの危険性に関する警告を記載する必要がある。最後に、警告には、

送信者が受信者とどの程度の頻度でやりとりしているのかを記載する必要がある。 

機関はこの推奨事項に同意している。 

是正処置 1 

代理店の Microsoft O365電⼦メールシステムは、外部電⼦メールタグ付けを提供するように再設定

された。タグは、件名の先頭に付けられ、メッセージ本⽂に含まれます。OIT は、2022 年 6 ⽉ 21 ⽇

にパイロットグループによるテストを開始した。また、OIT は、Microsoft 365 Security Admin 

Console の連絡頻度について、「アメリコープス Anti-Phishing Policy」に「Show first contact 

safety」を新たに技術ポリシーとして追加した。これにより、受信者との最初の接触が表⽰され、接

触頻度が低い場合は警告が表⽰されます。 
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タイムライン︓SIA（セキュリティ影響度分析）の「外部ソースから受信したメールに注意タグを追加

する」が承認され、2022 年 6 ⽉ 27 ⽇にユーザコミュニケーションパッケージが Gov Delivery で全

庁的に送信された。OIT は、全ユーザへの展開⽇を 2022 年 7 ⽉と予想している。 

推奨事項 2（報告書 P4） 

迷惑メールの識別に向けた⾏動トレーニングの頻度を上げる計画を実施する。認識技術、適切な⾏

動、および悪い⾏動を⾃⼰申告することが将来的に良い結果につながるという確信について、継続的

に注意を促すことに重点を置くこと。  

機関はこの推奨事項に同意している。 

是正措置 2 

OIT は、フィッシング攻撃の模擬キャンペーンと組み合わせたセキュリティ意識向上トレーニングの

ために、政府機関の上級管理職によって承認された統合ソフトウェア・プラットフォームを展開す

る。この統合されたソフトウェア・ツールは、ソーシャル・エンジニアリング、スピア・フィッシン

グ、ランサムウェアの攻撃を認識するなど、必要な知識ベースのリスク軽減を実現する。その結果、

政府機関環境におけるセキュリティリスクについて、職員の知識と意思決定の精度が向上する。 

タイムライン︓OIT は、2023 年度の第 1四半期にプラットフォームの運⽤を開始することを想定し

ている。 

推奨事項 3（報告書 4 ⾴） 

ユーザの受信ボックスに届くスパムメールの発⽣を減らすため、検出率を向上させるプロセスを導⼊するこ

と。 

機関はこの勧告に同意している。  
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是正処置 3 

OIT が計画している運⽤システムの改善には、この勧告に対応する Microsoft 365 の移⾏が含まれ

る。Microsoft EOP には、電⼦メールスパムの検出を向上させるためのコントロールが含まれてい

る。  

タイムライン︓OIT は、2022 年 11 ⽉初旬までに本移⾏を完了することを想定している。 

  

サイード・ムルシュド 

最⾼情報責任者代理  

SYED MURSHED  

SYED MURSHED ⽒によるデジタルサイン⼊り Date: 2022.06.30 16:41:16 -04'00' 
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