
レピュテーション クローラー

レピュテーション クローラー
イメージの毀損、信用の失墜等、事業に直結する影響を受ける可能性があるリスクを可視化

簡易的かつ多角的なWebサイトアセスメント
Webサイトは高度化が進み、多種多様な機能を提供できる一方で、複雑化に伴うWebサイトの管理コスト
やリスクの増大が課題となっています。レピュテーション クローラーは従来の脆弱性診断とは異なり、通常
のWebアクセスで取得される情報の多角的な分析により、Webサイトの潜在的なリスクを明らかにします。

Surface Web に潜むリスク

Dark Web に潜むリスク

改ざん

Surface Web

メンテナンス

脆弱性 プライバシー

法制度 第三者視点

レピュテーション クローラーにより明らかになるリスク
脆弱性
Webサイト上で使用しているソフトウェアやアプ
リケーションに脆弱性が含まれると、攻撃に悪
用され、事業やユーザーに影響を与えるおそれ
があります。

メンテナンス
コンテンツのリンク切れやアプリケーション、ソフ
トウェアの設定不備は、ユーザビリティやセキュリ
ティに影響し、レピュテーションの低下を招くおそ
れがあります。

法制度
GDPRやCookie法により、個人情報の取り扱い
が厳しく規制されています。対応を怠ると、多額
の制裁金を支払わなければならないおそれが
あります。

改ざん
悪意のある攻撃者により、Webサイト内のコン
テンツを書き換えられる、不正なプログラムを
組み込まれ、事業やユーザーに影響を与えるお
それがありあます。

プライバシー
広告配信事業者のプログラムやアクセス分析
ツールの利用により、個人情報を意図せず収集
し、第三者に提供している可能性があります。

第三者視点
サードパーティーサービスにより、ブラックリスト
に掲載されたり、悪性判定されたりすると、レピ
ュテーションの低下を招くおそれがあります。

攻撃予告
悪意のある攻撃者や攻撃グループが、ダークウ
ェブ上に攻撃を予告する内容の書き込みをする
ことがあります。

情報漏えい
悪意のあるユーザーが入手した企業の機密情
報や個人情報を、ダークウェブ上で不正に売
買・公開しているおそれがあります。

Dark Web

情報漏えい 攻撃予告



レピュテーション クローラーのサービス概要
クライアントより提供いただいたWebサイトの情報（IPアドレスやドメイン名）を基に、アセスメントを実施
します。調査では、疑似攻撃やポートスキャンは行わず、通常のWebアクセスの範囲で分析を行います。
そのため、対象Webサイトへの影響は最小限であり、短時間で調査を実施することが可能です。
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 • IPアドレス

 • ドメイン

レポートの�付

1. 現状把握 2. 調査 3. 評価 4. 報告

アセスメント対象Webサイ
トの範囲、規模を把握
し、URL/IPアドレス リスト
を作成します。

URL/IPアドレス
のリスト

①入力

③収集データを分析

②対象へアクセスし 
    データを収集

対象Webサイト群

URL リストに基づき、ア
セスメントツールで調査
を実施します。

調査結果を分析し、想定脅
威の検討とリスクの定量
化を行います。

管理運用における課題の
抽出、および想定脅威へ
の対策検討と優先度付
けを行い、報告します。

レピュテーション クローラー
URL/IPアドレスのリストにブラウザを用いてアクセスし、Webサイト上のコンテンツ、およびコンテンツの実行結果
を収集します。収集したデータを分析し、セキュリティやプライバシーに係るリスクを評価します。

レピュテーション クローラー

Sample
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 • IP アドレスやドメイン�、URL から得られる�々なデータをセキュリティおよびプライバシー
の�点から�面的に��します。�三者からの見え�も�めた�価を��するため、�用の
失�やブランドイメージの�損への�策につながります。

レピュテーション クローラーの強み

収集したデータを多面的に分析

短時間でのアセスメントを実現

現行システムへの影響を最小限に

最新の攻撃手法 ・ Web 技術を追従

ペネトレーショ ンテスト

脆弱性診断 

ペネトレーションテストとの相違点
��システムをセキュリティおよびプライバシーの�点
からアセスメントする。ドメイン�や��書等、�々なデ
ータを�面的に��することにより、
脅�に晒されるリスクや現行�策状況の�価が目的と
なる。�三者によるレピュテーションを�めた��的な
�価ならびに�題抽�・��策��が見�める。

事前に��した攻�シナリオに基づき、��内のシステ
ムやネットワークにおけるセキュリティ�構をテストす
る。テスト��を�じた��可否の��が目的となる。
インシデントの未��止やセキュリティ��の�果測�
が見�める。

�知の脆�性情�等を活用し、��のWebサイトやサ
ービス、アプリケーション、プログラムを��する。
����における脆�性やバグの発見が目的となる。
脆�性の発生を�ぐことはもちろん、セキュアプログラ
ミングにおける�題抽�や��策��が見�める。

 •アセスメント��やアプローチを協�した�は、ツールによる自動�により、�時間で
アセスメントおよびレポーティングが可�であり、その�の��プロセスに時間を掛け
ることができます。

 •レピュテーション クローラーは、現行システムに�して�剰なアクセスやデータの��等を行わ
ず、一�ユーザー同�のアクセスをするため、��を�小�に�めたアセスメントを�現します。

 •��に�わせて、アセスメントアプローチや�査項目を柔�に�更することにより、�種��か
つ柔�な�価を�現できます。

 •日々�査しているサイバー攻�の��動向や技�トレンド、研�活動から得られた知見をク
ローラーに�り�れています。したがって、いち早く��の脅�に�する�策を��すること
ができます。

レピュテーション クローラー
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実社会への展開 研
究
開
発

※貴社および貴社の関係会社とデロイト トーマツ グループの関係において監査人としての独立性が要求される場合、
本サービス内容がご提供できない可能性があります。詳細はお問合せください。

デロイト トーマツ グループは、日本におけるデロイト アジア パシフィック リミテッドおよびデロイトネットワークのメンバーであるデロイト トーマツ合同会社
並びにそのグループ法人（有限責任監査法人トーマツ、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同
会社、デロイト トーマツ税理士法人、DT弁護士法人およびデロイト トーマツ コーポレート ソリューション合同会社を含む）の総称です。デロイト トーマツ グル
ープは、日本で最大級のビジネスプロフェッショナルグループのひとつであり、各法人がそれぞれの適用法令に従い、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、コ
ンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、税務、法務等を提供しています。また、国内約40都市に1万名以上の専門家を擁し、多国籍企業や主要な日
本企業をクライアントとしています。詳細はデロイト トーマツ グループWebサイト（ www.deloitte.com/jp ）をご覧ください。

Deloitte（デロイト）とは、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（“DTTL”）、そのグローバルネットワーク組織を構成するメンバーファームおよびそれらの関係法
人のひとつまたは複数を指します。DTTL（または“Deloitte Global”）ならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の
組織体です。DTTLはクライアントへのサービス提供を行いません。詳細は www.deloitte.com/jp/about をご覧ください。
デロイト アジア パシフィック リミテッドはDTTLのメンバーファームであり、保証有限責任会社です。デロイト アジア パシフィック リミテッドのメンバーおよび
それらの関係法人は、それぞれ法的に独立した別個の組織体であり、アジア パシフィックにおける100を超える都市（オークランド、バンコク、北京、ハノイ、香
港、ジャカルタ、クアラルンプール、マニラ、メルボルン、大阪、上海、シンガポール、シドニー、台北、東京を含む）にてサービスを提供しています。

Deloitte（デロイト）は、監査・保証業務、コンサルティング、ファイナンシャルアドバイザリー、リスクアドバイザリー、税務およびこれらに関連する第一級のサー
ビスを全世界で行っています。150を超える国・地域のメンバーファームのネットワークを通じFortune Global 500®の8割の企業に対してサービス提供をして
います。“Making an impact that matters”を自らの使命とするデロイトの約286,000名の専門家については、（ www.deloitte.com ）をご覧ください。

本資料は皆様への情報提供として一般的な情報を掲載するのみであり、その性質上、特定の個人や事業体に具体的に適用される個別の事情に対応するも
のではありません。また、本資料の作成または発行後に、関連する制度その他の適用の前提となる状況について、変動を生じる可能性もあります。個別の事案
に適用するためには、当該時点で有効とされる内容により結論等を異にする可能性があることをご留意いただき、本資料の記載のみに依拠して意思決定・行
動をされることなく、適用に関する具体的事案をもとに適切な専門家にご相談ください。
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デロイト トーマツ サイバー合同会社
Mail　ra_info@tohmatsu.co.jp
URL　www.deloitte.com/jp/dtcy
【国内ネットワーク】東京・名古屋・福岡

デロイト トーマツ サイバーセキュリティ先端研究所について
デロイト トーマツ サイバーセキュリティ先端研究所は、
「研究開発」をもって未来社会に貢献する新たな価値を創造する専門家集団です。

研�開発による戦�的技��域の開拓 
 •��情�／��問題
 •研�者の����奇�／自由な発想
 •攻�者の先を行く研�者の�点

�たな開�地へ播種（はしゅ）
 •�たなOpportunityの��
 •�在的な価�の発�・提�
 •��ソリューションの開発/提供

ミッション
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