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ランサムウェアをはじめとするサイバー脅威からの企業や
組織の保護が、日を追うごとに困難になっています。ネッ
トワーク境界によるセキュリティ対策には一定の効果があ
りますが、IoT（モノのインターネット）、モバイルデバイス、
BYOD、パブリック / プライベートクラウドサービスの導入
によって、攻撃対象が驚異的な速度で多様化し、変動して
います。

さらに、規模と巧妙さの両面における攻撃の継続的な進化
が、この問題をさらに複雑化させています。サイバー犯罪
の進化によって、犯罪者が巨額の利益を得るようになりま
した。たとえば、2016年にはランサムウェアが爆発的に増

加して、FortiGuard Labsが毎週公表している上位 5つの
マルウェアのリストに常に登場するようになり、身代金の
推定支払金額は 8億 5,000万ドルに上ると推定されていま
す。そしてこの数には、ダウンタイムや評判の低下による
ブランドへの影響に伴う被害は含まれていません。このよ
うな爆発的の増加の大きな理由として、サイバー犯罪のエ
コシステムの発達が挙げられ、それを裏付けるかのように、
RaaS（Ransomware-as-a-Service）やランサムウェアのア
フィリエイトプログラムが増加しています。1  企業組織は、
このような現状を考慮して、あらゆる攻撃対象を適切かつ
確実に保護する必要があります。

はじめに

1  フォーティネットセキュリティブログ（英文）： Ransomware-as-a-Service: Rampant in the Underground Black Market 

http://blog.fortinet.com/2017/02/16/ransomware-as-a-service-rampant-in-the-underground-black-market

1 はじめに

http://blog.fortinet.com/2017/02/16/ransomware-as-a-service-rampant-in-the-underground-black-market
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毎日のように届く迷惑メールは、誰にとっても頭の痛い問
題です。フィッシングメール、マルウェアの添付ファイル、
メールに埋め込まれたリンクを使ったランサムウェア攻撃
などの増加からもわかるように、Eメールは古くから多く
のサイバー犯罪に使われてきました。また、高度な脅威の
初期段階としても、よく使用されています。2016年には、
何らかの被害につながったマルウェアの 66％が Eメールに
よってインストールされたものであり、97％のランサムウェ
アはそのような方法で拡散したと推定する調査結果もあり
ます。

Eメール攻撃

アナリストは、Eメールのセキュリティは機能も成熟度も
すでに極めて高水準にまで発展しているとした上で、高度
な脅威や標的型攻撃に対する防御能力が、セキュア Eメー
ルゲートウェイの最大の差別化要素の 1つになっていると
指摘しています。過去 12～ 18か月間に、この分野のセキュ
リティをアップグレードしていない場合は、見直されるこ
とをお勧めします。これは、標的型攻撃やビジネスメール
詐欺（BEC）の高度なソーシャルエンジニアリングによる
脅威に加えて、さまざまな回避技術（復号鍵を必要とする
暗号化ペイロードなど）が次々と登場しているためです。

2 Eメール



企業のセキュリティ対策チームは、Eメールセキュリティを
定期的にアップグレードすることで、最新のサイバー犯罪で
使われる技術に対処できるようにしておく必要があります。

また面倒なことに、このような脅威は急速に進化を遂げて
いるため、既知とゼロデイの両方の感染を検知できる能力
が必要とされます。最近では、従来型の保護方法を強化す
る目的で、サンドボックス分析などの新しいテクノロジー
が Eメールゲートウェイに追加されるようになりました。

Eメールは、誰もが使用するビジネスに不可欠なコミュニ
ケーションツールであるため、規模や業界に関係なく、あ
らゆる企業や組織における最優先事項として対策を進める
必要があります。

*ご存じですか ?

 § フィッシングメールの 97%に、ランサムウェアが含ま
れています。

 § ベライゾンの報告によると、2016年にインストールさ
れたマルウェアの 3分の 2は、拡散方法として Eメー
ルが使用されていました。

 § 過去最大の情報漏えいは、たった 1回のクリックで発生
しています。2

2  Yahoo! Hack! How It Took Just One-Click to Execute Biggest Data Breach in History（英文） 
http://thehackernews.com/2017/03/yahoo-data-breach-hack.html

3 Eメール

http://thehackernews.com/2017/03/yahoo-data-breach-hack.html
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今日のビジネスに不可欠になった企業ネットワークは、同
時に面倒な問題を生み出す要素にもなりました。モバイル 

に対するニーズ、IoTデバイスの登場、プライベート /  

パブリッククラウドサービス（Amazon Web Servicesや
Microsoft Azureなど）の採用といったトレンドによって、
今日のネットワークはその範囲が拡大し、ボーダレス化が
進んでいます。そして、これらのインフラストラクチャの
無秩序な拡大化や複雑化が加速していることで、外部の攻
撃からの防御がますます困難になっています。

SaaSベースの感染に関する事実
ITプロフェッショナルを対象とした最近の調査では、ラン
サムウェアの感染が確認されたとして、以下のWebアプリ
ケーションが挙げられています。

 § Google Apps — 12%

 § Box — 6%

Webベースのエクスプロイト
（ネットワーク / インターネット）

 § Salesforce — 3%

 § Dropbox — 70%

 § Microsoft Office 365 — 29%

さまざまなユーザーがあらゆる場所からネットワークを利用
するようになったことで、常に変化する動的なネットワーク
境界に対応するネットワークセキュリティが必要とされるよ
うになりました。また、サイバー犯罪者は常にWebベース
のエクスプロイトを変えながら、ランサムウェアを含むマ
ルウェアを拡散させようとしていることから、このような
攻撃対象に対する脅威からの強力な保護機能が不可欠です。
FortiGuard Labsの報告にあるように、Eメールだけでな
く、Web経由でのドライブバイダウンロードも、ランサム
ウェアの拡散方法として広く使われるようになりました。3  

また、Webを使用してマルウェアをホスティングすれば、
攻撃者が瞬時にペイロードを変更することもできます。

3   フォーティネットセキュリティブログ： ランサムウェアから身を守るための 10の措置 
https://www.fortinet.co.jp/security_blog/160406-10-steps-for-protecting-yourself-from-ransomware.html

4 Web（ネットワーク / インターネット）

https://www.fortinet.co.jp/security_blog/160406-10-steps-for-protecting-yourself-from-ransomware.html


今日のビジネス環境には、次世代ファイアウォール、ネッ
トワークサンドボックス、さらにはネットワーク挙動分析
や偽のインフラストラクチャなど、より高度なツールも
使用したきめ細かい検査機能を追加する必要があります。
Webベースと Eメールの両方の脅威からの強力な保護機
能を併用することで、ネットワークに侵入しようとするマ
ルウェアの 99％を食い止めることができます。ただし、こ
ういった保護機能を追加することでネットワークセキュリ
ティの運用がさらに複雑化し、調整や管理が非常に困難に
なる可能性がある点にも注意する必要があります。

*ご存じですか ?

 § 平均で、ネットワークトラフィック全体の 3分の 2が
暗号化されています。

 § ベライゾンによって報告されたサイバー犯罪の 5大ベク
ターのうちの 3つは、ネットワークに関係するものです。

 § 87%の CIOが、SSL暗号化によって自社のリスクが高
くなると考えています。

 § 平均的な企業は、平均で 30種のクラウドサービスを使
用しています。

5 Web（ネットワーク / インターネット）



保護されていないWebアプリケーションは、ハッカーに
とってもっとも簡単に見つけられる侵入口であり、さまざ
まなタイプの攻撃に対して脆弱です。Webサイト、Webベー
スのアプリケーション、およびオンプレミスと IaaSの両方
でのインフラストラクチャツールは、過去にデータ漏えい
の原因となったことが立証されている脆弱性にさらされる
ことになります。攻撃者は、XSS、SQLインジェクション
などによってこのような脆弱性を悪用し、ネットワークに
侵入します。

03 保護されていない
Webアプリケーション

2017年にもすでに、FortiGuard Labsによる責任ある方法で
の公開によって、WordPress、Drupal、Joomlaなどで使用
されている一般的なオープンソースコードの重大な脆弱性が
明らかになっています。4 その後さらに、Apache Webイン
フラストラクチャなどの脆弱性も見つかっています。サイ
バー犯罪では、ネットワークへの侵入や水平移動、バックエ
ンドデータベースからの情報の不正取得などのさまざまな目
的で、脆弱なWebインフラストラクチャが悪用される可能
性があります。2016年には、Webサイトが攻撃されて身代
金を得る目的で暗号化される事件も数多く発生しました。5

4  フォーティネットセキュリティブログ（英文）： Analysis of PHPMailer Remote Code Execution Vulnerability（CVE-2016-10033） 
http://blog.fortinet.com/2017/01/05/analysis-of-phpmailer-remote-code-execution-vulnerability-cve-2016-10033

5  “Drupal” Ransomware Uses SQL Injection to Lock Drupal Websites（英文） 
http://sensorstechforum.com/drupal-ransomware-uses-sql-injection-lock-drupal-websites/

6 Webアプリケーション

http://blog.fortinet.com/2017/01/05/analysis-of-phpmailer-remote-code-execution-vulnerability-cve-2016-10033
http://sensorstechforum.com/drupal-ransomware-uses-sql-injection-lock-drupal-websites/


Webベースシステム（特に一般公開されているシステム）
をさまざまな用途や重要な業務に使用している企業組織
は、開発中に厳格なコードレビューを実施するだけでなく、
Webアプリケーションファイアウォール（WAF）とネット
ワークサンドボックスを使用して、このような攻撃対象を
保護する必要があります。これには、Eコマース、公的機
関（税金関係の役所など）、プロフェッショナル人材サービ
スなどの業務に携わる、あらゆる関係者が含まれます。

*ご存じですか ?

 § Webアプリケーションに対する攻撃は、データ漏えい
の最大の原因となっています。6

 § 最近発生した多くの攻撃事件で、ApacheとWordPress

の両方の脆弱性が明らかになっています。

 § 金融、公的機関、情報関連の業界が、2016年に Web 

アプリケーション攻撃でもっとも深刻な被害を受けてい
ます。

6  Verizon’s 2017 Data Breach Investigations Report（英文） 
http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017/

7 Webアプリケーション

http://www.verizonenterprise.com/verizon-insights-lab/dbir/2017/


04   
エンドポイントの弱点

サイバー犯罪では、組織の攻撃対象のあらゆる弱点が常に
標的になりますが、データが保存される最終的な目的地で
あるエンドポイントには、他の攻撃対象よりも強力で確実
な方法での保護が必要とされます。

エンドユーザー自身がエンドポイントの脆弱性の根本原因
となる可能性は高く、この脆弱性を解決するのは容易では
ありません。誰にでもソーシャルエンジニアリングを駆使
したマルウェアに惑わされる可能性があり、このような攻
撃では、常に戦術を変えながらエンドユーザーをクリック
などの操作に誘導しようとします。

エンドユーザーがネットワークに接続するすべてのデバイ
スが、セキュリティの問題の発生元となる可能性がありま
す。従業員のほとんどは、オンサイトとオフサイトの両方
で企業ネットワークにアクセスする必要がありますが、会
社のデータポリシーが常に守られるようにしない限り、エ
ンドポイントでセキュリティを保証することはできません。

種類も数も膨大なデバイスにおいて、高度な脅威からエン
ドポイントを保護するには、大きな困難を伴う可能性があ
ります。

8 エンドポイント



 § データが置かれているエンドポイントが、常に正しく識
別され、保護されているとは限りません。

 § 重要度の高いエンドポイントシステムは、可用性の理由
によって保護対象から外されていることも多く、結果と
してセキュリティが保証されなくなってしまうことも少
なくありません。

 § BYOD、契約社員の雇用増加などの結果として、会社の
規定を厳格に順守するエンドユーザーデバイスの数は減
少しています。

 § デバイス数が膨大なため、すべての接続デバイスで常に
セキュリティが保証されるようにすることが困難である
ケースもあります。

 § 企業ネットワーク外の公共インターネットにアクセスす
るデバイスのほとんどは、何らかの形で外部に公開され
ることになります。

このような困難な問題の解決には、最終的な（場合によっ
ては唯一の）手段である、ATP（高度な脅威からの保護）
が不可欠です。

*ご存じですか ?

 § 8億 5,000万ドルの身代金が、暗号化されたシステムを
回復する目的で 2016年に支払われました。

 § 毎月3万～5万台のデバイスが、そのようなランサムウェ
アに感染しています。

 § 平均的な企業組織では、4種類のマルウェア / ボットネッ
トが活動しています。

9 エンドポイント



ガートナーは最近のレポートで、「あらゆる組織が常に攻撃
の標的になる可能性があるという前提で、業務を遂行する
べきである」と指摘しています。7 そして、この eBookで
ご紹介した、ランサムウェア、身代金、あるいはその他の
いずれに関するデータも、この指摘が妥当であることを証
明しています。企業においては、この点を考慮して自社の
セキュリティ戦略を策定し、保護、検知、および減災の具
体的な方法の積極的な改善に努める必要があります。

エンタープライズ環境の効果的な保護は、ATP（高度な脅
威からの保護）によってさまざまな攻撃対象すべての保護
を保証することからはじまります。つまり、エンドポイン
ト（IoTを含む）からのトラフィック、オブジェクト、およ
びユーザーの行動はもちろん、ネットワークのエッジおよ
びコアまでのアクセス層、さらにはアプリケーションやパ
ブリッククラウドまでのすべての検査を、ビジネスの遂行
を妨げることなく実行可能な、あらゆる攻撃対象を考慮し
たセキュリティ対策が必要不可欠なのです。

さらに、グローバルの脅威インテリジェンス（研究・調査
機関から提供される、全世界で発見された脅威の情報）だ
けでなく、ローカルのインテリジェンス（組織内でリアル
タイムに発生した脅威の情報）も共有できる、強力なセキュ
リティコンポーネントを採用することが重要であり、この
ようなコンポーネントによって、単一の一体型システムと
しての連携した動作が可能になります。

それぞれのコンポーネントが独立して動作する環境には、
サイバー犯罪者に侵入を許すセキュリティギャップやサイ
ロが存在し、対応や減災に時間がかかります。導入された
すべてのコンポーネントを自動化することで、もっとも強
力な統合セキュリティが実現します。

複数ベンダーのコンポーネントであっても連携できる、
ATP（高度な脅威からの保護）のシームレスなエンドツー
エンドのセキュリティ戦略を実装することで、あらゆる攻
撃対象の保護を可能にする、もっとも効果的なアプローチ
が実現するのです。

おわりに

7  Security at the Speed of Digital Business（英文） 
http://www.gartner.com/smarterwithgartner/security-at-the-speed-of-digital-business/

10 おわりに

http://www.gartner.com/smarterwithgartner/security-at-the-speed-of-digital-business/
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