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Application risk analysis 
アプリケーション リスク分析 

Application latest version 
アプリケーション 最新バージョン 

セキュリティリスクグラフ表示、セキュリティ情報 

概要、セキュリティホール出現件数の推移、事件

ニュース件数の推移、フィルタアイテムに関するリ

スク分析リンク 

最新アドバイザリ情報 一覧表示、関連セキュリティ

ホール情報 リンク、検索機能(テキスト検索, 期間指

定検索, 提供元による検索) 

各アプリケーションリリース情報一覧、検索機能(テ

キスト検索, 期間指定検索)、アプリケーションとそ

のバージョンに関わるセキュリティホール情報のリ

ンク 

セキュリティリスクチャート、フィルタ別 高リスク因

子の件数表示、個別リスク指標の詳細とパッチ情報の

登録日、フィルタ別セキュリティホール一覧、フィル

タ別セキュリティホール概要一覧表示 

主要アプリケーション一覧とその最新バージョン名と

リリース日付の表示、ベンダーによる製品ページのリ

ンク 

最新セキュリティホール情報一覧表示、検索機能(テ

キスト検索, 期間指定検索, ソフトウェア名による検

索)、最近閲覧したセキュリティホールの表示 

各ソフトウエアの脆弱性の発現傾向とその脅威性分

布表示、各ソフトウエアの詳細バージョンとリリー

ス日、各ソフトウエアバージョンに存在するセキュ

リティホール件数の表示、セキュリティホール一覧

と概要一覧の表示 

最新ウイルス情報 一覧表示、検索機能(テキスト検索

, 期間指定検索)、アンチウイルスベンダーによる分

類(エフ・セキュア, コンピュータアソシエイツ, シマ

ンテック, ソフォス, トレンドマイクロ, マカフィー) 

最新ニュース 一覧、検索機能(テキスト検索, 期間指

定検索)、ニュース分類(警告・注意情報, トピック, 

技術情報, 統計)、キーワードによる分類(情報漏洩, 

ワンクリック/フィッシング詐欺, 不正アクセス, 

Windows, Mac OS, 企業・官公庁におけるセキュリ

ティ) 
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SIDfm は 1999年サービス開始。 約1,500 社の利用実績 
 

 

日々、公開されるセキュリティホールの管理は SIDfm にお任せ下さい。 

 

煩雑になりがちなセキュリティ対策の作業を SIDfm がサポートします。 

 

 

 

  「 システムに関係があるセキュリティホールで、一番危険なものはどれ？ 」 

  「 攻撃コードはあるの？ 」 

  「 セキュリティホールが公開されてから、どのくらい経過している？ 」 

  「 対策をしないままだと、どんなリスクが高まるの？ 」 

 

 

 

 

SIDfm は日々のセキュリティに関する ギモン を解決する独自サービスです。 

 

・650種類以上のOS / アプリケーションをカバー(2013年7月現在)。 

・最新のセキュリティ情報を、メールでお届けします。 

・CVSS によりリスクの「見える化」を実現。強力な絞込み検索機能も提供。 

・OSやアプリケーションの最新バージョンと、ベンダのサポート期間(EOL)を公開。 

・セキュリティ情報一覧の CSVダウンロード機能付属。 

・ヘルプデスクサポート対応完備（SIDfm Personalご契約の場合は有料オプション） 

 

 

 

ご利用の環境に最適なライセンス体系もご用意しております。 

 

是非ご覧ください。 

SIDfmは日本で最も利用されている 

セキュリティホールマネジメントサービス です 

1999年 日本初のサービス 

ご利用実績数 1,500 以上 セキュリティホール マネジメント サービス 

Security hole Management Service 

SofTek
2 SIDfmカタログ11



不正アクセス被害を受ける企業はますます拡大しています。セキュリティ対策の根本であるセキュリ

ティの脆弱性情報をいち早く入手し、確実に対策を実行することの重要性が見直されています。 

しかし、ほとんどの方は、セキュリティ脆弱性情報はどうやって入手して管理したら良いのだろう？と

頭を悩ませています。SIDfmなら、安心＆簡単です。 

特徴 1 

条件設定(フィルタ) メール自動配信 放置リスクの評 対応レポート作成 

●  わかりやすい脆弱性情報の提供と、サポート体制を完備 

●  取扱いアイテム（OS/アプリケーション）数は650種類 (2013年7月現在) 

     （ http://www.softek.co.jp/SID/function/software.html にて公開中） 

●  SIDfmは、日本初のセキュリティ情報サービス(1999年よりサービス開始) 

●  1,500組織以上での利用実績 

特徴 2 

企業内の基幹サーバで 

利用するOS・Appを登録 

対応・回避を実施後、 

報告書テンプレートで簡単

レポート作成 

基幹サーバに関わる 

危険セキュリティホール

情報を自動通知 

セキュリティホールによ

るセキュリティリスクを

瞬時に評価できます 
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ひと目で判るグラフ 
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●

    

       

       

       

 

 

●

    

社内の潜むセキュリティリスクを常に知っておきたい。 

だけど、こんな事で悩んでいませんか？ 

英語が判らない！ 

パッチは適用するべき？ 

毎日サイトを

チェックするの

は大変 

日本語でまとまった 

情報はないのか！ 

約650種類のOS/App

を網羅。1,500組織で

の利用実績で安心！ 

専門用語もわかりやすく解説。 

不明な点や、相談したいときは、 

専用サポート窓口をご利用下さい。 

 

※ SIDfm Personal にはヘルプデ

スクが付いておりません 

セキュリティホールは、 

リクス別に分類できます 

● 情報漏えいに繋がる 

● 業務妨害に繋がる 

● 情報改ざんに繋がる 

Excel レポート 

作業の記録も簡単です 

回避策でOK？ 

誰かに相談できないだろうか？ 

情報収集が大変 

最新情報をメールでお届け 
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セキュリティ事故の多くは、システムのセキュリティホールの修正プログラム(修正パッチ)を適用する

だけで、未然に防ぐことができます。 

システムを構成している OS /アプリケーションの一覧リストを作成して、SIDfm のフィルタに登録し

ておけば、いつでも SIDfm から最新のセキュリティホール情報をお届けします。 

サーバの OS と アプリケーションを登録しま

しょう。 

 

● 情報をまとめて配信するサマリタイプなら、 

    配信のタイミングを以下から選べます。 

       ・毎時間 

       ・毎日 

       ・毎週の特定曜日 

 

 

● セキュリティ情報を個別に配信するタイプなら、 

    メールで詳細な情報をお届けします。 

専用サポート窓口をご利用下さい。 

フィルタ機能 
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クリック 

フィルタに登録設定されたセキュリティホール情報をサマライズしてメールでお知らせします。 

 

メールには、複数のセキュリティ情報が記載されていますので、その中から気になるセキュリティ

ホール情報を選び クリックして詳細なセキュリティホール情報をご覧ください。 

アラートメール機能 
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セキュリティホールの概要、影響を受けるバージョン、対処方法など内容すべてをメールで受け取

ることができます。メールクライアントのソート機能と組み合 わせて、危険度の高いセキュリ

ティホールから優先的に対処することができます。Webにアクセスすることなくセキュリティ対処

に必要な情報だけを入手可能 です。この機能は、SIDfm Bizだけのオリジナル機能です。 

HTMLメール機能（SIDfm Biz 限定） 
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rpm パッケージ番号での検索や、Internet Explorer の「緊急」だけの検索に加えて、CVSS 値

の攻撃元や攻撃コードの有無による絞込みなどにより、組織にとって真に重要なリスクをあぶり

出します。 

柔軟・豊富な検索機能 
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SIDfm なら、管理する方の作業状況が一目で分かるレポートを簡単に作成することができます。 

ソフテックが無料で公開・提供する「report-

sample.xls」と、SIDfm からセキュリティホール一覧を 

CVS ダウンロードすれば、報告書の作成が簡単に。 

 

報告書で表示するときには、セキュリティホールの一覧と

どんなリスクの属性(業務妨害, 情報漏洩, 情報改竄)がある

のかアイテムごとに分類されていますので、報告書の作成

が楽になります。 

色合いや、報告する内容を自分のスタイルにあ

わせてカスタマイズして、その状態を保存して

おけば、いつでも自分だけの報告書の作成がで

きるようになります。 

CSV出力機能 
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SIDfm で公開されたセキュリティホールに関する質疑対応を致します。たとえば、セキュ

リティホール情報の内容が専門的すぎて理解できない、自分の環境に照らし合わせて不明な

点がある、等の場合にお問合せいただけます。 

 

ヘルプデスクは平日の9:30～12:00, 13:00～17:30で受け付けています。 

(平日:土曜、日曜、祝祭日および年末年始の12/29～1/4を除いた日) 

 

ヘルプデスク(SIDfm Personal のみオプション購入が必要です) 

セキュリティコンサルタントが対応致します。 
 
インシデント制・チケット制ではありませんので、ご安心下さい。 
 
セキュリティに関するお悩みについてもご相談を承ります。 
(すべてのご質問への回答を保証するものではございませんので、予めご了承ください) 

ご質問回答例集  

http://www.softek.co.jp/SID/guide/helpdesk.html 

ご質問と回答例のサンプルを公開しております。 

ご質問例 「Apache のセキュリティホールに対する修正方法の確認について」 

 

作業対象サーバでは現在mod_headersを利用していないため、設定を行う事ができません。apacheデフォ

ルトではRange ヘッダが有効になっているため、無効にするにはmod_headersをインストールしてRange

またはRequest-Rangeをunsetする必要があるという認識であっていますでしょうか。mod_headers がな

い場合、セキュリティホールの影響を受けない、という意味ではないですよね？  

ご質問例「セキュリティ監査で指摘された Apache のセキュリティホールへの対処方法の確認について」 

 

セキュリティホールの回避策として、セキュリティホール診断を受けた際、ベンダーよりカスタムエラーペー

ジの設定を行うことが有効である旨回答をいただきましたが、この点について御社はどのように考えられます

か。有効な回避策になりうるとした場合に、一般的な手順等何か有効な情報ををお持ちであればご教示いただ

けますと幸甚です。 
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SIDfm には、まだここではご紹介しきれない機能が沢山あります。 

くわしくは、SIDfm のウェブサイトでチェックしてください。 

Security calendar 
セキュリティカレンダー 

サポート終了期間情報 

EOL 

セキュリティニュースとリンク 

Security news and link 
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グループ(5～10人)でセキュリティホール対策・システム運用を行っている組織、グループ向けライセンス。 

グループ間で共有ができる「グループフィルタ」機能が利用できます。  

• 標準で 5個の SIDfm Personal ID が付属しています（オプション追加は 1 ID 単位で可能。1 ID 追加 年額60,000円（税別））。 

• 各 ID 毎に、Personal フィルタが 5つ付属。Personal フィルタに登録できるアイテム数は最大10個。（5フィルタ×10アイテム）  

• 「グループフィルタ」が標準で 10 個付属しています。各グループフィルタの登録アイテム数は最大10個（ 10フィルタ×10アイテム ）。 

SIDfm 情報のライセンスを受けていない他の人や組織に情報を提供できる2次利用権付きライセンス。 

SIDfm から送信されるメールをクリエィティブコモンズ「表示-改変禁止」の条件下で自由に利用できます。Group 向けの機能はすべて

使用できます。データセンタなど他の組織からシステムを預かっていて、セキュリティ情報を提供したい場合に最適です。  

• SIDfm Group ライセンスと同等な機能に加え、セキュリティ情報の「二次利用権」が付加されたもの。  

• 標準で 5個の SIDfm Personal ID が付属しています（オプション追加は 1 ID 単位で可能。1 ID 追加 年額30,000円（税別））。 

組織内のユーザへ情報の共有、通知を行いたい場合のライセンスです。Group 向けの機能はすべて使用できます。SIDfm へアクセスする 

IP アドレスによって認証を行なう為認証があることを意識させません。 

• ログインなしで組織内のどなたでも SIDfm 情報を閲覧可能。  

• グループ内でフィルタリング情報を共有できる「グループフィルタ」が標準で10個付属。各フィルタの登録アイテム数は最大10個。  

• 管理者用途で、5個の Personal ID をバンドル。  

 

セキュリティホール対策・システム運用を行っている方へのシングル・ユーザ(ご登録ユーザ名固定）ライセンス。 

･ フィルタ（Personal フィルタ）は 2 つ付属（オプションで最大 5 個まで拡張可能）。 

･ フィルタに登録できるアイテム(ソフトウェア/プロダクト)数は、最大 5 個（オプションで最大 10個まで拡張可能）。 

･ 複数ユーザで ID を共同利用はできません。また登録ID名（メールアドレス）は、エイリアス名で登録することはできません。 

･ ヘルプデスクはオプションとなります。 

年額 80,000円(税別) 

年額 400,000円(税別)より 

年額 700,000円(税別)より 

オープンプライス(お問合わせください） 

1 ID 

5 ID 

情報共有 

アクセス Free 

ライセンス 
情報提供OK! 
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）。 

● 用語解説 

[ 危険度 ] …セキュリティホールの危険度をHigh / Medium / Low の 3段階で表します。 

High  システムの管理権限 (root/Administrator/SYSTEM など) の奪取およびルータや 

 ファイアウォールなどでのフィルタリング対策が困難な場合など 

Medium  システムの管理権限以外の奪取およびリモートからのサービス妨害 (DoS/DDoS) など  

Low  ローカルにおいて特殊な環境もしくは限定された条件でのみ影響を受ける場合や情報の 

 漏洩など 

[ 影響範囲 ] …セキュリティホールの影響範囲を表します。 

リモート システムにログインしなくても、攻撃を行うことができるセキュリティホール 

ローカル  システムにログイン後、攻撃を行うことができるセキュリティホール 

クライアント  ウェブブラウザなどのクライアントプログラムが影響を受けるセキュリティホール  

http://www.softek.co.jp/SID/function/software.html にて取り扱いソフトウエア・プロダクトの

一覧をご覧いただけます。 

● SIDfm に登録されているソフトウェア・プロダクト 全650種類  (2013年7月現在)  
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