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現代の「Any-to-
Any」の世界に生きる

サイバー犯罪者は、個人がさまざまなデバイスを使用して、分散されたクラウド サービス
を利用するネットワーク環境の中にあるビジネス アプリケーションにアクセスしているこ
とを逆手に取り、現代の「Any-to-Any」の世界で急速に拡大する攻撃対象を巧みに利用
しています。2013 年版の シスコ セキュリティ レポートは実際のデータに基づいてグロー
バルな脅威の傾向を取り上げ、企業や政府機関が将来に向けてセキュリティの状況を向
上させるために役立つ考察と分析を提供します。このレポートは、専門家による調査と、
2012 年に収集されたデータに重点を置いて、シスコ全体から収集されたセキュリティ情
報を組み合わせたものです。
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デバイス、 
クラウド、 
および
アプライアンスの
結び付き

Any-to-Any の世界と Internet of 
Everything は、急速に展開されてい
る接続性とコラボレーションの革命
です。これは、デバイス、クラウド、およ
びアプライアンスの結び付きです。
この進化は想定外ではないはずですが、
企業側では、Any-to-Any の世界を切り
抜けなければならない現実に対して、特
にセキュリティ面で、その準備がしっか
りと整っていない状況です。

「Any-to-Any の最も重要な点は、ユー
ザがエンタープライズ ネットワークを通
じてビジネスにアクセスする機会が急速
に減少していることです。ネットワークの
あらゆるインスタンスに、あらゆる場所
から、あらゆるデバイスによって接続す
るケースが増え続けています。スマート
フォン、タブレットなどインターネット対
応のデバイスが、パブリック Software-
as-a-Service（SaaS）クラウド、プライ
ベート クラウド、ハイブリッド クラウド
など、あらゆる場所で実行されているア
プリケーションに接続しようとしていま
す」と、シスコのセキュリティ & ガバメ
ント グループのシニア バイス プレジデ
ント、クリス・ヤングは述べています。

同時に、現在進行形で進化していること
がもう 1 つあります。それは、「Internet 

of Everything」の形成に向けた着実な動
きです。これらは、次の各要素をインテ
リジェントにつなげていきます。
• 人：ソーシャル ネットワーク、人口密集
地、デジタル エンティティ

• プロセス：システム、ビジネス プロセ
ス

• データ：World Wide Web、情報
• モノ：物理的世界、デバイス、オブジェ
クト 

「ネットワークのあらゆるインスタ
ンスに、あらゆる場所から、あ
らゆるデバイスによって接続する
ケースが増え続けています。イン
ターネット対応のスマートフォン、
タブレットなどのデバイスは、ど
こにいても動かすことができるア
プリケーションに接続しようとし
ています」
クリス・ヤング、シニア バイス プレジデント、 
セキュリティ & ガバメント グループ、シスコ
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Internet of Everything では、「Internet of 
Things（モノのインターネット）」1 を基盤
にネットワーク インテリジェンスを加え
ることで、これまでまったく共通性のな
かったシステムを集約し、オーケストレー
ションと可視性を実現します。Internet 
of Everything における接続には、モバ
イル デバイスまたはノート PC やデスク
トップ PC によるものだけでなく、オンラ
イン化によって急速に普及し始めている 
Machine-to-Machine（M2M）接続もそ
の対象になっています。これらの「モノ」
は多くの場合、家庭用暖房システム、風
力タービン、自動車など、私たちが日々
当然のように使用し、従来はネットワー
クへ接続する対象であるとは考えられな
かった物を指します。

Internet of Everything は、将来的な状
態ではありますが、Any-to-Any の問題
を考慮すると、さほど遠い将来のことで
はありません。Internet of Everything も
企業へセキュリティ上の課題を投げかけ
ますが、同時に新たな機会をもたらしま
す。「Internet of Everything が拡大すれ

ば、驚くべきことが起きます。インターネッ
ト上で、人、プロセス、データ、モノな
どさまざまな要素が拡大し、互いが融合
していくと、ネットワークを介したつなが
りによる関連性が増し、今までにない価
値が生み出されます。最終的に Internet 
of Everything は、新たな可能性や豊か
な体験に加え、かつてない経済的なチャ
ンスを政府自治体、企業、そして個人
にもたらすことでしょう」と、シスコの 
Distinguished Engineer、ナンシー・カ
ムウィンジェットは述べています。

クラウドによって複雑化する
セキュリティ
Any-to-Any または Internet of 
Everything のコンテキストにおいて、企
業システムを管理する手段としてクラウド
化が普及すると、広範なアプリケーショ
ン、デバイス、およびユーザのセキュリティ
確保がさらに困難になります。シスコが
まとめたデータによれば、世界中のデー
タセンターにおけるトラフィック量は、今
後 5 年間で 4 倍になると予想されてお

り、その中で最も急速に増加しているの
がクラウド データです。2016 年までに
は、世界のクラウド トラフィックが、デー
タセンターのトラフィック全体の 3 分の 
2 近くを占めるようになると考えられま
す。

変化を続けるネットワーク エッジの 1 ヵ
所にファイアウォールを適用するような
断片的なセキュリティ ソリューションで
は、デバイス、ネットワーク、クラウド間
を常に移動し続けるデータのセキュリティ
は確保されません。組織にとって「王冠
の宝石」（ビッグデータ）を収めるデータ
センターの中においても、仮想化は例外
ではなく、むしろ普通になりつつあります。
仮想化とクラウド化に伴うセキュリティ上
の課題に着手するには、セキュリティ ポ
スチャについて再考する必要があります。
新しいパラダイムを反映させるために、境
界をベースにしたコントロールや、アクセ
スとセキュリティの封じ込めという従来の
モデルを変化させて、新しいビジネス モ
デルを確立しなければなりません。

ネットワークに接続する社員 
とデータ プライバシー
Any-to-Any の接続を複雑にしている
もう 1 つの要素は、若いモバイル ワー
カーの存在です。このグループに属する
人は、どこにいても、どんなデバイスを
使っていても、仕事ができるべきだと考
えています。今年度版の シスコ セキュ
リティ レポート（2013 年）では、『2012 
Cisco Connected World Technology 

Report』 の内容を取り上げています。こ
れは、世界中の大学生と若いプロフェッ
ショナルの間で、仕事、テクノロジー、
セキュリティに対する意識に変化につい
て、2011 年に実施された調査をまとめ
たものです。

最新の調査では、セキュリティに対す
るこうした人材の姿勢についてさらに掘
り下げ、特にプライバシーについて、ま
た従業員が勤務中にインターネットを
自由に使用することに対して、企業がど
の程度干渉できるかについて注目してい
ます。『2012 Cisco Connected World 
Technology Report』 では、オンライン 
プライバシーが依然としてユーザの懸念
事項であるのか調査されています。

データ分析と世界におけるセ
キュリティの動向
シスコ セキュリティ レポート（2013 年）
では、実施した調査に基づいて、Web 
のマルウェアとスパムの傾向に関する詳
細な分析結果をまとめています。「シャ
ドーエコノミー」の内部ではここ数年、

「インターネット上で、人、プロセス、
データ、モノなどさまざまな要素
が拡大し、互いが融合していくと、
ネットワークを介したつながりによ
る関連性が増し、今までにない価
値が生み出されます」 
ナンシー・カムウィンジェット、シニア エンジニア、
シスコ

Any-to-Any の接続を複雑にして
いるもう 1 つの要素は、若いモバ
イル ワーカーの存在です。このグ
ループに属する人は、どこにいて
も、どんなデバイスを使っていて
も、仕事ができるべきだと考えて
います。

世界中のデータセンターにおけるト
ラフィック量は、今後 5 年間で 4 
倍になると予想されていますが、そ
の中で最も急速に増加しているの
がクラウド データです。2016 年
までには、世界中のクラウドのトラ
フィックが、データセンターにおけ
るトラフィック全体の 3 分の 2 近く
を占めるようになると考えられます。
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ますます高度な手法が開発されている一
方で、シスコの調査によれば、サイバー
犯罪者はユーザに対するセキュリティ侵
害の手段として、既知の基礎的な手法に
依存していることも分かっています。

ここ 1 年間の分散型サービス不能
（DDoS）攻撃の増加も、サイバー犯罪で
旧来の手法が復活する傾向を示す一例と
言えるでしょう。DDoS 攻撃は、インター
ネット サービス プロバイダー（ISP）を
麻痺させ、ターゲットとなった Web サイ
トとのトラフィックを中断させますが、企
業の多くではもう何年も、IT セキュリティ
の対象としての優先度は低いままでした。
しかし知名度の高い数社（米国の金融機
関を含む 2）を対象にした最近のセキュ
リティ攻撃によって、いかなるサイバー セ
キュリティの脅威でも、対策を講じてい
ない組織に壊滅的な影響や回復不能な
損害をもたらす可能性があることが明ら
かになりました。したがって、事業継続
管理計画を策定しようとする企業は、破
壊的なサイバー イベントにどのように対
応し、回復を図るのか、その方法を検討
することが求められます。そのようなサイ
バー イベントの形態としては、企業に対
する DDoS 攻撃や、インターネットに接

続された製造設備が突然オフラインにな
る事態、地下犯罪組織による高度な多段
攻撃、あるいは未だ経験をしたことのな
い事態などもあり得ます。

「IT セキュリティに関する問題が何年にも
わたって必要以上に騒ぎ立てられてきた
一方で、政府や企業、社会が直面する
脅威は著しく複雑化かつ高度化していま
す。サイバー犯罪は、もはや単なる頭痛
の種やビジネス経費の一部ではすまされ
ない状況です。私たちは、サイバー犯罪
によってもたらされる経済的損失が、情
報技術によって得られる経済的利益を凌
駕しようとする転換点に直面しています。
健全な社会に対してサイバー犯罪が及ぼ
す損害を軽減するために、新たな認識と
アプローチが必要であることは明白です」
と、シスコのシニア バイス プレジデント
兼最高セキュリティ責任者であるジョン 
N. スチュアートは述べています。

「政府や企業、社会が直面する脅威は著しく複雑化かつ高度化しています」 
ジョン N. スチュアート、シニア バイス プレジデント兼最高セキュリティ責任者、シスコ 
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エンドポイント 
の多様化

「Any-to-Any」の進化は、すでにイン
ターネットに接続している膨大な数
のデバイスに影響を及ぼしています。 
2012 年には、このようなデバイスの
数が世界規模で 90 億台を超えるま
でになりました。3 
現在接続されているモノは、物理世界に
存在する物の 1 % 足らずであることを
考えると、「接続されていないものを接
続する」ことには計り知れない可能性が
残されています。4インターネットにはす
でに 500 億個のモノが接続されていま
すが、2020 年までには、コネクション数
が 13,311,666,640,184,600 にまで膨
れ上がると予測されています。ここにも
う 1 つのモノが追加されると（500 億 + 
1）、コネクション数はさらに 500 億増え
ます。5 

「すべてのモノ」を構成する要素は、スマー
トフォンから家庭用暖房システム、風力
タービン、自動車まで広がります。シスコ
のインターネット ビジネス ソリューショ
ン グループのチーフ フューチャリストで
あるデイブ・エバンズは、エンドポイント
急増の概念を次のように説明しています。
「近い将来、あなたの自動車が Internet 
of Everything に接続されたとします。こ
のとき、インターネットに接続されている
モノの数は単に 1 つ増えるだけです。こ

こで、あなたの車と接続される可能性の
ある、他のさまざまな要素について考え
てみましょう。たとえば、他の車や信号、
自宅、整備士、天気予報、警告標識、さ
らには道路自体など、たくさんのモノと
のつながりが生み出されます」6

「近い将来、あなたの自動車が 
Internet of Everything に接続され
たとします。このとき、インター
ネットに接続されているモノの数は
単に 1 つ増えるだけです。ここで、
あなたの車と接続される可能性の
ある、他のさまざまな要素につい
て考えてみましょう。たとえば、他
の車や信号、自宅、整備士、天気
予報、警告標識、さらには道路自
体など、たくさんのモノとのつなが
りが生み出されます」
デイブ・エバンズ、チーフ フューチャリスト、 
シスコ
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図 1：Internet of Everything
「Internet of Everything」は、人、プロセス、データ、モノがつながるインテリジェントな世界です。

Internet of Everything では、「つながっ
ていること」が最も重要になります。コ
ネクションの数ではなくコネクションの
種類が、人、プロセス、データ、モノ
とのつながりに価値を作り出します。最
終的には、コネクションの数がモノの数
を凌駕するようになります。7Internet of 
Everything に伴う新たなコネクションの
爆発的な増大は、主に IP 対応デバイス
の増加によって促進されていますが、世
界のブロードバンドの普及と IPv6 の出
現もそれを後押ししています。Internet 
of Everything がもたらすセキュリティ上
のリスクは、高度につながった世界への
距離をますます縮める Any-to-Any の
エンドポイントの急増だけでなく、悪意
のあるユーザが、さらに侵入経路を利
用してユーザ、ネットワーク、データの
セキュリティを脅かす可能性にも関連し
ています。また、新たなコネクション自
体もリスクの原因になっています。それ
は、リアルタイムの保護を必要とする移
動中のデータがさらに増えるためです。
これには、企業が継続的に収集、保存、
分析するビッグ データの増大も含まれ
ます。

「Internet of Everything が急速に具体化
していることから、セキュリティの専門
家は、エンドポイントとネットワーク境界
の単純なセキュリティ保護から視点を変
えていくことを考えなければなりません。
デバイス、コネクション、コンテンツ タ
イプ、アプリケーションなどはいずれも
膨大な数になり、さらに増加し続けるこ
とになります。この新しい状況では、ネッ
トワーク自体が、企業が多様な環境に対
してポリシーとコントロールを拡張でき
るセキュリティ パラダイムの一部になり
ます」と、クリス・ヤングは述べています。

Internet of Everything では、「つながっていること」が最も重要になります。
コネクションの数ではなくコネクションの種類が、人、プロセス、データ、
モノとのつながりに価値を作り出します。

「Internet of Everything が急速に
具体化していることから、セキュリ
ティの専門家は、エンドポイントと
ネットワーク境界の単純なセキュリ
ティ保護から視点を変えていくこと
を考えなければなりません」
クリス・ヤング、シニア バイス プレジデント、 
セキュリティおよび政府機関グループ、シスコ
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Cisco BYOD の最新情報
世界各国に 70,000 人の従業員を擁するシスコは、エンドポイントの多様化という現象を熟知してい
ます。2 年前に、個人所有デバイスの持ち込み（BYOD）についてルールを定めたシスコでは、組織
内で使用されるモバイル デバイスの増加率が 79 % に達しました。

2011 年のシスコ セキュリティ レポート 8では、まずシスコで展開されている BYOD の過程を分析し
ました。これは、「仮想化された企業体」に向けて進行中の広範な移行の一部でした。数年間に渡る
計画の最終段階への到達までに、シスコの企業データの安全は保たれたまま、場所やサービスへの
依存から解き放たれるでしょう。9 

2012 年、シスコは会社全体で約 11,000 台のスマートフォンとタブレット コンピュータを追加しまし
た。これは、1 ヵ月に約 1,000 台のインターネット対応デバイスを追加したことになります。「2012 
年の終わりには、組織内で約 60,000 台のスマートフォンやタブレットが使用されるようになりまし
た。これには、14,000 台近い iPad が含まれます。これらは、すべて Bring Your Own（BYO）でし
た。つまり、シスコのモバイルは、BYO の時代になったというわけです」と、シスコ IT モビリティ サー
ビス を監督するシニア マネージャのブレッド・ベルディングは言います。

シスコで最も増加したデバイスは、Apple iPad でした。「3 年前には、この製品は存在すらしていなかっ
たことを思うと、面白いですね。今では、シスコの従業員は、14,000 台以上の iPad を個人の用途
と業務関連の用途の両方に毎日使用しています。従業員はスマートフォンの他に iPad も使っている
のです」と、ベルディングは付け加えています。

スマートフォンについては、シスコで使用されている Apple iPhone の数は 2 年前の約 3 倍に増加し、
約 28,600 台になりました。シスコの BYOD プログラムには、RIM BlackBerry、Google Android、
および Microsoft Windows デバイスも含まれています。従業員は、個人のデバイスでアクセスする会
社のデータを選択し、それと引き換えにセキュリティ コントロールに関する同意を行う必要があります。

図 2：シスコのモバイル デバイスの導入

たとえば、個人のデバイスで電子メールとカレンダーをチェックしたい従業員は、リモート ワイプ、暗
号化、およびパスフレーズが適用されるシスコのセキュリティ プロファイルを取得する必要があります。

ソーシャル サポートは、当初からシスコの BYOD プログラムでは重要な要素でした。「私たちは、自社
の BYOD サポート プラットフォームとして、企業のコラボレーション プラットフォームである WebEx 
Social を非常に多く利用しており、これによって大きなメリットが得られました。以前よりはるかに多
くのデバイスをサポートしていますが、同時に、サポート ケースの数は最も少なくなりました。私たち
の目標は、従業員がデバイスを持ち込んだら、Cisco Identity Services Engine（ISE）を使用してセ
ルフプロビジョニングを行い、Meeting Center、Jabber、および WebEx Social を含めた中心的な 
WebEx コラボレーション ツールを設定できるようにすることです」と、 ベルディングは述べています。

同氏によれば、シスコにおける BYOD の次のステップは、物理的なネットワークと仮想インフラスト
ラクチャの両方で、すべてのユーザ アクティビティとデバイスに対する視認性と制御を向上させると
同時に、ユーザ エクスペリエンスを向上させることです。「ユーザ エクスペリエンスについて配慮する
ことは、IT トレンドのコアになるコンシューマ化です。私たちは、この概念を私たちの組織に適用し
ようと考えています。これは、絶対にやらなければならないことです。現在、私たちが目撃しているの
は、ユーザの「IT 化」だと考えています。ユーザがデバイスを仕事で使えるかどうか尋ねるのは、す
でに過去のことです。今では、ユーザも企業をセキュアに保つ必要があるのは理解していますが、ユー
ザ エクスペリエンスは低下させないで欲しいと思っています」と、ベルディングは語っています。

「サポート対象のデバイスはこれまでより大幅に増加していますが、サポー
ト ケースの数は減少しました。我々の目標は、従業員がそれぞれ好きな
デバイスで Cisco Identity Services Engine（ISE）を使ったセルフ プロビ
ジョニングを行い、Meeting Center、Jabber、WebEx Social などの主
要な WebEx コラボレーション ツールをセットアップできるようにするこ
とです」
ブレット・ベルディング、IT モビリティ サービス担当シニア マネージャ、シスコ

iPhone

iPad

BlackBerry

Android

その他

合計

プラットフォーム

2010 年
12 月

2011 年
12 月

2012 年
12 月
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多数の
クラウドに
存在する
サービス

世界中におけるデータセンター  
トラフィックが増大しています。Cisco 
Global Cloud Index によれば、世界の
データセンター トラフィックは今後 5 
年間で 4 倍になり、2011 年から 2016 
年にかけての年平均増加率（CAGR）は 
31 % になると予測されています。10

このような大幅な増加の中で、最も急
速に増大しているのがクラウド データ
です。世界のクラウド トラフィックは今
後 5 年間で 6 倍になり、2011 年から 
2016 年にかけて年 44 % 増加すると見
込まれています。実際に世界のクラウド 
トラフィックは、2016 年までに、データ
センター トラフィック全体の3 分の 2 近
くを占めるようになると予測されていま
す。11 

クラウド トラフィックのこの爆発的な増
大を受けて、企業の情報管理能力が問
われています。クラウドでは、管理系統
があいまいになります。データセンター
を所有および運用していない組織は、ク
ラウド データの周囲にセーフティ ネッ

トを配置できるでしょうか。ネットワー
ク エッジが定義できなければ、ファイア
ウォールやウイルス対策ソフトウェアな
どの基本的なセキュリティ ツールでさえ
適用できないのではないでしょうか。

セキュリティ上の問題がどれほど提示さ
れても、ますます多くの企業がクラウド
の恩恵を享受しようとすることは間違い
ありません。一旦クラウド化を採用すれ

世界のクラウド トラフィックは今
後 5 年間で 6 倍になり、2011 年
から 2016 年にかけて年 44 % 増
加すると見込まれています。
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ば、プライベートなデータセンター モデ
ルに戻る可能性は少ないでしょう。コス
ト削減、従業員のコラボレーション向上、
生産性向上、二酸化炭素排出量削減な
ど、組織にとってクラウドの可能性は大
きなものがある一方、ビジネス データ
とプロセスをクラウドに移行することで、
企業には次のようなセキュリティ リスク
が発生します。

ハイパーバイザ 
仮想マシンを作成して実行するこのソフ
トウェアのセキュリティが侵害されると、
複数のサーバで大規模なハッキングや
データ流出が発生する可能性がありま
す。仮想化によって管理とアクセスが容
易になれば、ハッキングも容易になると
いうことです。（「ハイパージャッキング」
によってコントロールされた）不正なハイ
パーバイザによって、サーバが完全にコ
ントロールされる場合もあります。12 

参入コストの低減 
仮想化によって、仮想プライベート サー
バ（VPS）などのサービスを提供するた
めの参入コストが低減されました。その
結果、従来のハードウェア ベースのデー
タセンター モデルに比べて、迅速かつ
安価に、犯罪活動にも簡単に利用できる
インフラストラクチャが拡大しています。
Bitcoin（P2P ベースの仮想通貨）や追
跡が困難なその他の支払い方法を使って
購入することで、地下組織の犯罪活動を
目的とした即時売買に利用できる多数の 
VPS サービスなどがその例に挙げられま
す。仮想化によってインフラストラクチャ
が安価で簡単に提供されるようになりま
したが、活動に対する取り締まりは皆無
かまたはそれに近い状態です。

仮想アプリケーションの「分離」
仮想アプリケーションは、使用する物理
的リソースから分離されているため、企
業が従来型のセキュリティ アプローチ
を適用することがさらに困難になってい
ます。IT プロバイダーは、必要に応じて
リソースを移動できる柔軟性の高いサー
ビスによって、コストの最小化を図って
います。これに対してセキュリティ グルー
プは、セキュリティ ポスチャが類似する
サービスを関連付けて配置し、セキュリ
ティ レベルが低いその他のサービスと
の分離を行います。

「仮想化とクラウド コンピューティング
には BYOD と似たような問題がありま
すが、まったく新たな問題も発生してい
ます」と、Virtuata の前最高経営責任
者（CEO）、ジョー・エプスタイン氏は述
べています。同社は 2012 年にシスコが
買収した企業で、データセンターとクラ
ウド環境で仮想マシン レベルの情報セ
キュリティを保護する革新的な技術を提
供しています。「価値の高いアプリケー
ションやデータが、データセンターを中
心に移動しています。そのため、仮想ワー
クロードの概念が企業に不安を与えてい
ます。仮想環境では、実行しているデー
タの信頼性をどのように確保すればよい
のでしょうか。現時点ではそれができて
いないのが実情です。そのような不確実
性が、クラウドの導入にとって大きな障
害になっているのです」と、エプスタイ
ン氏は続けています。

しかし、エプスタイン氏は、企業が仮想
化とクラウドを無視することは極めてむ
ずかしいと考えています。また、同氏は
次のように語っています。「世界はあらゆ
る物を共有しようとしています。あらゆ
る物が仮想化され、共有されることにな
るでしょう。プライベート データセンター
を運用しているだけでは、この状況に対
応できません。IT はハイブリッド クラウ
ドに向かっているのです」

膨らみ続けるクラウドと仮想化の問題に
対する答えは、適応型および応答型のセ
キュリティです。エプスタイン氏によれば、
その場合のセキュリティは、基盤となる
データセンター ファブリックにシームレ
スに統合された、プログラム可能な要素
でなければなりません。さらに、セキュ
リティはデータセンター導入後に追加す
るのではなく、設計フェーズで組み込む
必要があります。

（「ハイパージャッキング」によって
コントロールされる）不正なハイ
パーバイザによって、サーバが完全
にコントロールされる場合もありま
す。

「仮想化とクラウド コンピューティ
ングには BYOD と同様の問題があ
りますが、まったく新たな問題も
発生しています... 価値の高いアプ
リケーションとデータが、データセ
ンターを中心に移動しています」
ジョー・エプスタイン、前最高経営責任者（CEO）、
Virtuata 
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業務と
個人的な
用途の融合
ミレニアム世代と 
職場環境

現代の従業員、特に若い「ミレニアム世
代」は、時間や方法を問わず、任意のデ
バイスを使用して自由に Web を閲覧
したいと考えています。そして、このよう
な自由が雇用者によって制限されるこ
とを望まないため、セキュリティ担当者
に対する要求は増大しています。
『2012 Cisco Connected World 
Technology Report』 によれば、回答者
の 3 分の 2 が、会社から支給されたデ
バイスを使用した従業員のオンラインで
の行動を追跡すべきでないと考えていま
す。つまり従業員は、雇用者が業務上そ
のようなモニタリングは行っていないと
考えています。オンラインでの行動を雇
用者が追跡してもかまわないと答えたの
は、調査対象の従業員のうち 3 分の 1 
（34 %）にすぎません。

会社所有のデバイスを使用したオンライ
ンでの行動を雇用者が追跡していると答
えたのは、回答者の 5 人に 1 人だけで、
46 % はそのような追跡はなされていな

いと回答しています。最新の Connected 
World の調査結果によれば、ミレニアム
世代は雇用者が従業員のオンラインでの
行動を追跡することに、大きな抵抗を感
じています。それは、自分の組織ではそ
のような追跡が行われていないと報告し
た回答者についても同様です。

会社所有のデバイスを使用したオ
ンラインでの行動を雇用者が追跡
していると答えたのは、回答者の 
5 人に 1 人だけで、46 % がその
ような追跡はなされていないと回
答しています。
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セキュリティ担当者にとっての課題の観
点から見ると、従業員が会社支給のデバ
イスでできると考えていることと、個人
的な用途について IT が実際に指示して
いるポリシーとの間には、隔たりがある
ように思われます。10 人中 4 人の回答
者が、会社支給のデバイスは業務活動で
のみ使用するように指示されていると答
えています。また 4 分の 1 の回答者は、
会社支給のデバイスを業務以外の用途に
使用することが許可されていると答えて
います。ただし、調査対象の IT プロフェッ
ショナルのうち 90 % が、会社支給のデ
バイスを個人的な用途に使用することを
禁止するポリシーを策定していると述べ
ています。一方 38 % が、従業員がポリ
シーに違反して業務の他に個人的な用途
に使用していると答えています （これら 
BYOD の課題に対するシスコのアプロー
チについては 16 ページを参照）。

プライバシーとミレニアム 
世代
『2012 Cisco Connected World 
Technology Report 』によれば、ミレニ
アム世代は、インターネットによって個人
のプライバシーが過去のものになった事
実を受け入れています。調査対象の若い
世代の 91 % の消費者が、プライバシー
の時代はすでに終わり、情報のプライバ
シーをコントロールすることができない
と考えていると回答しています。回答者
の 3 分の 1 は、自身について保存され
キャプチャされたデータについては、心
配していないと報告しています。

ミレニアム世代は一般的に、オンライン
の人格とオフラインの人格は、異なると
考えています。45 % は、当該のアクティ
ビティによってこれらの人格は異なると考
えており、36 % は、これらの人格はまっ
たく異なるものであると考えています。
これらの人格がまったく同じであると考え
ているのは 8 % だけでした。

若い世代の消費者は、Web サイトが自
身の情報のプライバシーを保護してくれ
ることについて高い期待値を持っていま
す。大規模なソーシャル メディアやコミュ
ニティ サイトとデータを共有するほうが
匿名性を得られて、より安心であると感
じています。46 % は、特定の Web サイ

トで情報のセキュリティが保護されるこ
とを予期しており、17 % は、ほとんどの 
Web サイトで自身の情報のプライバシー
が保護されていることを信頼していると
述べています。ただし 29 % は、Web 
サイトでの情報のプライバシー保護を信
頼していないだけでなく、セキュリティと
個人情報盗難について大きな懸念を抱い
ています。これと比較して、従業員が誰
で何をしているかというコンテキストを
持っている雇用者とデータを共有すると
いう考えがあります。

「ミレニアム世代はこれから職場環境に
入り、情報および関連するセキュリティ
に対して新たな業務慣行と姿勢を持ち
込もうとしています。この世代は、プラ
イバシーの終焉を認識しています。プラ
イバシーは実質的に機能しなくなってお
り、このパラダイムの中で組織は運営さ
れなければなりません。この概念は、そ
れ以前の世代にとっては脅威になりま
す。しかし組織は、従業員に情報セキュ
リティに関する教育を行うことで、リス
クに対する意識を喚起し、データ セキュ
リティの範囲内で情報を共有してオンラ
イン ツールを活用するために最善な方法
を提示することもできます」と、シスコ 
EMEAR のセキュリティ セールス ディレ
クター、アダム・フィルポットは述べてい
ます。

従業員が会社支給のデバイスで
できると考えていることと、個
人的な用途について IT が実際
に指示しているポリシーとの間
には、隔たりがあるように思わ
れます。

「ミレニアム世代はこれから職
場環境に入り、情報および関
連するセキュリティに対する新
たな業務慣行と姿勢を持ち込
もうとしています。この世代は、
プライバシーの終焉を認識し
ています。プライバシーは実
質的に機能しなくなっており、
このパラダイムの中で組織は
運営されなければなりません。
この概念は、それ以前の世代
にとっては脅威になります」
アダム・フィルポット、ディレクター、 
EMEAR セキュリティ セールス部門、 
シスコ
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ソーシャル メディアの虚偽情報について企業が意識を高めな
ければならない理由
ジャン・ゴードン・コシエンダ 
グローバル脅威アナリスト、シスコ

ソーシャル メディアは、多くの企業にとってプラスの効果をもたらしています。顧客や参加者たち
と Twitter や Facebook を通じて直接つながる機能は、多くの組織がオンラインのソーシャル イ
ンタラクションを介してブランド認知を構築することを後押ししています。

確かに、このコミュニケーション方法は、ダイレクトで高速ですが、その反面、ソーシャル メディ
アでは不正確な情報や人を欺く情報もあっという間に拡散されます。たとえばテロリストが、道路
や電話回線を混乱させたり、人を危険な状況に追い込む意図で、虚偽的なツイートを使用して地
上攻撃を仕掛けるという状況設定も容易に想像できます。1 つの例として、今年の夏にインド政府
は何百もの Web サイトをブロックしてテキストを抑制しました。13 これは、特定の写真やテキスト 
メッセージの投稿に対処して、インド北東地域の平穏を回復するためでした。そのときは噂が原因
で、パニックになった何千人もの季節労働者によって、鉄道やバスが溢れかえりました。

同様のソーシャル メディア虚偽情報攻撃は、市場価格にも影響を及ぼしています。ロイター社の 
Twitter フィードが乗っ取られ、アレッポで自由シリア軍が壊滅したと報じました。数日後には、
ある Twitter フィードが悪用され、騙されたロシアの上級外交官が、シリア大統領バシャー・アル・
アサドが死亡したとツイートしました。そして、これらの報道が取り消される前に、国際市場の原
油価格が急騰したのです。14

セキュリティ担当者は、ソーシャル メディアに対して、このように動きが急速で被害の大きい投稿
に注意する必要があります。自社に向けられたものであればなおさらです。マルウェアからのネッ
トワーク保護、従業員へフィッシング詐欺について警告することや、輸送ルートの変更、従業員に
対して安全に関するアドバイスを行うには、迅速な対処が求められます。セキュリティ担当の幹部
が何よりも避けたいのは、経営陣に緊急の報告を行って、後で虚報であったことが判明することで
す。

虚偽の情報に対する第一の予防措置は、複数の情報筋を通じて情報の真偽を確認することです。
かつてはジャーナリストがこの仕事を担い、情報を吟味した上でニュースとして提供していました。
しかし、最近では多くのジャーナリストが私たちと同じ Twitter フィードから情報を得ています。
複数の人間が同じ情報に騙されると、それが正しい情報だと、容易にリツイートしてしまいます。

迅速な対処を必要とする情報に対しては、昔ながらの「嗅覚」を働かせるのが最適かもしれません。
情報が突飛であると思われる場合は、伝達や引用を行う前に立ち止まって考えることが必要です。15

迅速な対処を必要とする情報に対しては、昔ながらの「嗅覚」を働かせ
るのが最適かもしれません。情報が突飛であると思われる場合は、伝達
や引用を行う前に立ち止まって考えることが必要です。
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ビッグ データ
今日の企業における 
ビッグ データの意義

ビジネスの世界では、「ビッグ データ」
が大きな注目を集めています。これは、
企業が生成、収集し、保存している膨
大な情報の中から、分析の「金脈」を掘
り出せる可能性を秘めています。
『2012 Cisco Connected World 
Technology Report』 では、ビッグ デー
タのトレンドが企業、特に IT チームに
及ぼす影響を調査しました。この調査に
よれば、世界の約 4 分の 3（74 %）の
組織がすでにデータを収集して保存し、
経営層がビッグ データの分析によってビ
ジネス上の意思決定を行っています。さ
らに IT 部門の回答者の 10 人中 7 人
が、今後 1 年以内に自社と IT チームに
とってビッグ データが戦略的な優先事
項になるであろうと回答しています。

モバイル性、クラウド、仮想化、エン
ドポイント急増など、ネットワーキング
のトレンドの発展または出現によって、
ビジネスにおけるビッグ データと分析
の機会がさらに拡大すると考えられま
す。しかし、ビッグ データにはセキュ
リティ上の懸念があります。2012 年の 

Connected World の調査結果によれ
ば、回答者の 3 分の 1（32 %）が、セキュ
リティ要件とデータおよびネットワーク
の保護が複雑化すると考えています。こ
れは、ビッグ データの情報量があまり
に膨大であり、アクセスの方法も多岐に
わたるためです。つまり、ビッグ データ
によって、企業のセキュリティ チームと
セキュリティ ソリューションが対応しな
ければならない方向性と切り口が増大す
るというわけです。

世界の約 74 % の組織がすでに
データを収集して保存し、経営層
がビッグ データの分析によってビ
ジネス上の意思決定を行っていま
す。
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ビッグ データによってセキュリティが複
雑化すると回答した IT 担当者の割合
が高かったのは、韓国（45 %）、ドイツ
（42 %）、米国（40 %）、メキシコ（40 %）
でした。IT 担当者の 3 分の 2 を超える
（68 %）回答者が、セキュリティを確保
するには、IT チーム全体が自社のビッ
グ データに関する戦略策定に参加して
主導すべきであると考えています。シス
コ セキュリティ インテリジェンス オペ
レーション（SIO）の脅威研究担当ディ
レクター、ギャビン・リードは次のよう
に述べています。「ビッグ データはセキュ
リティを複雑にするわけではなく、可能
性を広げているのです。シスコでは、イ
ンシデントの検出と制御を開始できるプ
ラットフォームを構成する 2.6 兆個の記
録データを毎日収集および保存します」 

企業がビッグ データをしっかりと管理
し、その価値を最大限に利用できるよう
に設計されたソリューションの導入には、
いくつか課題が残されています。回答者
は、その理由として予算がない、ビッグ 
データを研究する時間がない、適切な

ソリューションがない、IT 担当者がいな
い、IT の専門知識がない、などを挙げ
ています。全体のほぼ 4 分の 1 の回答
者（23 %）は、自社でビッグ データを
効果的に使用できない原因は、専門知
識や人材の不足であるとしています。こ
れは、専門家が業界にもっと参加して、
この分野のトレーニングを受ける必要が
あることを示しています。

また、2012 年の Connected World に
よる調査では、回答者の 50 % がビッグ 
データを活用するにはクラウドが鍵にな
ると答えています。回答者は、ビッグ デー
タを価値ある事業にするには、クラウド
計画に沿った展開が必要であると考えて
います。この意見は、中国（78 %）とイ
ンド（76 %）において顕著で、回答者の 
4 分の 3 以上が、クラウドを活用しなけ
れば、ビッグ データの活用を軌道に乗

せることができなかったと考えています。
つまり、この調査では、クラウドの導入
がビッグ データの活用率とそれによる利
益に影響を与えることを示しています。

また、半数を超える IT 関連の回答者
は、社内におけるビッグ データの議論で
は、まだ実りのある結論が出ていないと
しています。市場がようやくビッグ デー
タをどのように役立て、分析し、戦略的
に使用するか、その理解に努めている段
階であることを考慮すると、この結果は
驚くに値しません。しかし、一部の国で
はビッグ データの議論が、結果として戦
略、方向性、およびソリューションを形づ
ける有意義な決断につながっています。
回答者の半分以上がこのように回答した
中国（82 %）、メキシコ（67 %）、インド
（63 %）、およびアルゼンチン（57 %）
では、社内におけるビッグ データの議論
は、順調に進行しており、具体的な取り
組みや結論が得られつつあるとしていま
す。

2012 年の Connected World Report の
回答者の 5 分の 3 は、ビッグ データに
よって自国と自国の経済が世界的な市場
でさらに強い競争力を得られると考えて
います。

ビッグ データが、セキュリティを
複雑にすると考えている IT 回答者
率が高い国は、韓国、ドイツ、米国、
およびメキシコでした。

ビッグ データの議論が、戦略、方
向性、およびソリューションを形づ
ける有意義な決断につながってい
る国もあります。回答者の半分以
上がこのように回答した中国、メ
キシコ、インド、およびアルゼンチ
ンでは、社内におけるビッグ デー
タの議論は、順調に進行しており、
具体的な取り組みや結論が得られ
つつあるとしています。

企業がビッグ データをしっかりと
管理し、その価値を最大限に利用
できるように設計されたソリュー
ションの導入には、いくつか課題が
残されています。回答者は、その
理由として予算がない、ビッグ デー
タを研究する時間がない、適切な
ソリューションがない、IT スタッフ
がいない、IT の専門家がいない、
などを挙げています。
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エクスプロイト
の現状
驚くべき場所に潜む 
危険 

多くのセキュリティ専門家やオンライン 
ユーザの大規模コミュニティは、危険
な Web マルウェアに遭遇する可能性
が高い場所に関する先入観を持ってい
ます。
一般的には、マルウェアをホストしてい
る可能性が高いのは、違法な薬物や偽
ブランド品を販売するサイトなど、違法
行為を行っているサイトであると信じられ
ています。しかし、シスコのデータでは、
この時代遅れの概念を覆す結果になりま
した。脅威の現状においては、「不正な」
サイトの副産物としてマルウェアに遭遇
するのではないことが分かっています。

「Web マルウェアの遭遇は、インターネッ
ト上で訪問するあらゆる場所で発生しま
す。頻繁に訪問する最も合法的な Web 
サイトも例外ではなく、しかもビジネス
が目的である場合も含まれます。事実、
「ビジネスと産業」のカテゴリのサイトは、
マルウェアへの遭遇が発生した際に訪問
していたサイトのカテゴリの上位 3 位に
ランク付けされています。もちろん、こ
れはビジネス サイトが悪意をもって作成
された結果ではありません」と、シスコ
のシニア セキュリティ調査員であるメア
リー・ランデスマンは述べています。し

かし、危険というものは多くの場合、合
法的な Web サイトに配信されたエクス
プロイトの危険が潜むオンライン広告
や、一般的なサイトのユーザ コミュニティ
をターゲットにするハッカーを通じて、
なんでもないサイトに隠されています。

さらに、マルウェアに感染した Web サイ
トは、数ヵ国に留まらず、多くの国や地
域にまん延するため、一部の国の Web 
サイトが他国の Web サイトより悪意の
あるコンテンツをホストしている可能性
が高いという考えは当てはまりません。
「Web は、私たちがこれまで見てきた中
で最も厄介なマルウェア感染メカニズム
です。多くの閲覧者が気付かない間に、
効果的に到達して感染する点で、最も多

しかし、危険は多くの場合、何の
変哲もないサイトに潜んでおり、エ
クスプロイトを含んだオンライン広
告を経由しています。
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いワームやウイルスより厄介です。一般
的な「不正」サイトをブロックしている場
合でも、企業にはさらに高い精度の検査
と分析による保護が必要です」と、ラン
デスマンは述べています。

企業の規模によるマルウェア
遭遇率
最も規模が大きい企業（従業員が 
25,000 人以上）では、規模の小さい企
業と比較して、2.5 倍以上、Web マルウェ
アに遭遇するリスクが高くなります。この
ようなリスクの増加は、企業の規模が大
きいほど、より価値の高い知的資産を所
有していることが原因であると考えられ
るためであり、そのため頻繁にターゲッ
トになる可能性も高くなります。

小規模な企業では、ユーザ 1 人あたり
の Web マルウェア遭遇率は低くなりま
すが、大小の規模に関係なく、どのよう
な企業でもWeb マルウェアに遭遇する
大きなリスクに直面しています。いかな
る組織であっても、ネットワークや知的
資産を保護するための基盤に重点を置く
必要があります。

国別のマルウェア遭遇率
シスコの調査では、世界的な傾向として
国別による Web マルウェア遭遇率が大
きく変化したのは、2012 年であることが
示されています。2011 年には Web マル
ウェア遭遇率が第 2 位であった中国は、
2012 年には第 6 位に大きく後退しまし

た。デンマークとスウェーデンは、現在
それぞれ第 3 位と第 4 位を占めていま
す。米国は、2011 年と同様に 2012 年
も最上位にあり、Web サイトを媒介とす
るすべての Web マルウェア遭遇の 33 % 
が米国にホストされた Web サイトを媒
介として発生しています。

2011 年と 2012 年で地理的な場所が変
化した原因は、検出方法やユーザによる
習慣の変化にあると考えられています。
たとえば、Web でのマルウェア遭遇状況
では、マルバタイジング（悪意な広告）、
つまりオンライン広告で配信されるマル
ウェアは、2011 年よりも 2012 年でかな
り大きな割合を占めています。Web マル
ウェア遭遇は、改ざんされたり、知らず
に悪質な広告を掲載した合法的な Web 
サイトを閲覧しているときに、最も発生
する頻度が高いことを、ここで繰り返し
ておきます。悪質な広告は、サイトの起
点に関係なく、あらゆる Web サイトに
悪影響を与える可能性があります。

全体的に見て、2012 年の地理的データ
は、Web マルウェアのホスティングに関
与する国が 1 ～ 2 ヵ国に留まっていると
いう見方や、ある国が別の国より安全で
あるという見方とは逆に、Web には感
染源となる機会が均等にあることを示し
ています。Web 2.0 の動的コンテンツ配
信により、世界全体の Web サイトで収
益を上げることが可能になった一方で、
Web マルウェアのグローバルな配信が
促進されたことも事実です。

図 3：企業の規模によるリスク
大企業では、Web マルウェア遭遇のリスクは、最大 2.5 倍拡大しています。

250 人以下

251–500

501–1000

1001–2500

2501–5000

5001–10,000

10,001–25,000

25,000 人超

Risk by Company Size

従業員数

大小の規模に関係なく、あらゆる企業が、Web マルウェアに遭遇する大
きいリスクに直面しています。すべての組織は、ネットワークや知的資産
を保護するための基盤に重点を置く必要があります。
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図 4：国別のマルウェア遭遇率
Web マルウェア遭遇全体の 3 分の 1 は、米国でホストされたドメインで起きています。
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全体的に見て、2012 年の地理的データは、Web マルウェアのホスティ
ングに関与する国が 1 ～ 2 ヵ国に留まっているという見方や、ある国が
別の国より安全であるという見方とは逆に、Web には感染源となる機会
が均等にあることを示しています。
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もちろん、Web マルウェア遭遇が発生
する場所と、実際にマルウェアがホスト
されている場所には、明らかな違いがあ
ります。たとえば、通常の場合、マルバ
タイジングとの遭遇は、偶発的にサード
パーティの広告が掲載されている評判の
良い合法的な Web サイトを訪問したと
きに発生します。しかし、配布すること
を目的とした実際のマルウェアは、まっ
たく別のドメインでホスティングされて
います。シスコのデータは遭遇が発生し
た場所に基づいているため、実際のマル
ウェアの起点には関係がありません。た
とえば、マルバタイジング遭遇リスクの
増加は、デンマークやスウェーデンでは
ソーシャル メディアやエンターテインメ
ント サイトの利用者が増加し、これら
の地域のホスティング サイトでの遭遇が
増大する大きな一因となっていますが、
実際のマルウェアの起点を示すものでは
ありません。

2012 年の上位 Web マルウェ
アの種類
Android のマルウェアは、Web で配信
される他の形式のマルウェアよりはるか
に急速に増加しています。この傾向は特
に重要で、Android が世界のモバイル デ
バイスの市場シェアを占める割合が最も
大きいとされていることが原因です。モ
バイル マルウェアの遭遇は、2012 年の
すべての Web マルウェア遭遇のわずか 
0.5 % でしたが、これらの Web マルウェ
ア遭遇の 95 % 以上が Android によって
占められていることに留意する必要があ
ります。さらに、2012 年には、初めて、

Android ボットネットの出現が報告され
ました。2013 年はモバイル マルウェア
の進化にさらに注意していく必要があり
ます。

一部の専門家は Android が「最大の脅
威」であると述べて、企業セキュリティ 
チームが重点的に注視する必要があると
していますが、実際のデータは逆のこと
を示しています。上記のように、モバイ
ルの Web マルウェアは遭遇全体の 1 % 
未満に過ぎないため、多くの専門家が
詳細に説明している「この世の終わり」
的なシナリオとは程遠いのが現状です。
BYOD の影響やデバイスの急増は軽視で
きませんが、企業は偶発的なデータ損失
に対する対策を重視し、従業員によって
デバイスの「ルート化」や「ジェイルブレ
イク」されることを防止するための取り組
み、さらに公式の信頼できる配布経路か
ら入手したアプリケーションのみのイン
ストールを推進していく必要があります。
ユーザが公式のモバイル アプリ ストア
以外を選択する場合は、アプリケーショ
ンをダウンロードする前に、そのアプリ
ケーションの作成者がわかっていて信頼
できること、そのコードが改ざんされて
いないことを検証できるかどうかを確認
する必要があります。

より広い視野から Web マルウェアを見
た場合、2012 年の遭遇のうち悪意のあ
るスクリプトや iframe によるものが 
83 % を占めていますが、特に驚くほどで
はありません。これは過去の結果と同じ
傾向にあるものの、十分、考察の余地が
あります。この種の攻撃では、ユーザが毎

図 5：上位のマルウェアの種類
モバイル マルウェアは、Web マルウェア遭遇全体では少ない比率ですが、Android のマルウェア遭
遇は、2012 年全体で 2,577 % 増加しました。
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日訪問する「信頼できる」Web ページに
悪意のあるコードが埋め込まれていま
す。つまり、攻撃者はユーザに疑いを抱か
せずに、ユーザのセキュリティを侵害で
きるということです。

エクスプロイトは第 2 位で、昨年の 
Web マルウェア遭遇全体の 10 % を占
めています。しかし、これらの数字は、
実際に Web 上のエクスプロイトへの集
中に対して、結果的にブロックした事象
が多くを占めています。たとえば、悪意
のあるスクリプトと非表示の iframe の 
83 % は、エクスプロイトのレンダリング
が始まる前に初期の段階でブロックされ
ました。そのため、人の手で観測された
エクスプロイトの数は少なくなっていま
す。

エクスプロイトは、Web を介した感染
を引き続き発生させている根源です。こ
ういった絶えることのない問題の存在
は、ベンダーが製品のライフサイクルに
セキュリティ上のベスト プラクティスを
反映する必要性があることを裏付けてい
ます。組織は、製品設計や開発プロセ
スの一部としてセキュリティを重視する
必要があります。これには、的確なタイ
ミングによる脆弱性の開示と、迅速かつ
定期的なパッチ サイクルが必要です。ま
た、組織とユーザは、ベンダーがサポー
トを終了した製品の使用に伴うセキュリ
ティ リスクについて認識する必要があり
ます。さらに、組織は中心となる脆弱性

管理プロセスを維持し、ユーザは、ハー
ドウェアやソフトウェアを常にアップデー
トすることが不可欠です。

上位 5 位をまとめると、情報の盗難が 
2012 年の合計 Web マルウェア遭遇数
の 3.5 % を占めており、続いてダウン
ローダ（1.1 %）、ワーム（0.8 %）となっ
ています。ここでも、これらの数は、一
般的に悪意のあるスクリプトや iframe に
最初に遭遇した時点で発生したブロック
の発生数が反映されていることに注意し
てください。つまり、これらの数は実際
に Web を介して広まった情報盗難、ダ
ウンローダ、またはワームの実数を反映
しているわけではないということです。

最も多いマルウェア コンテン
ツの種類
マルウェアの作成者は、常に最小限の努
力で最大数の潜在的な被害者に到達す
る方法を見つけて、費用対効果を高め
ようとしているため、できる限りプラット
フォームをまたがるテクノロジーの利点
を活用するという傾向を示しています。 
このような目標に向かって、一般にエク
スプロイト ツールキットは特定の順序で
攻撃を配信します。エクスプロイトの配
信が成功すると、さらにエクスプロイト
を試みることはありません。Java エクス
プロイトの比率が 87 % と高い数字を示
すことは、他の種類のエクスプロイトより
先に、これらの脆弱性が攻撃されること
を示すと同時に、攻撃者にとっても Java 

図 6：2012 年で最も多いマルウェア コンテンツの種類
Java エクスプロイトは、Web エクスプロイト全体の 87 % を占めます。
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Java エクスプロイトの比率が高いことは、他の種類のエクスプロイトより
先に、これらの脆弱性が攻撃されることを示すと同時に、攻撃者にとって
も Java エクスプロイトによる攻撃の成功率が高いことを示しています。
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エクスプロイトによる攻撃の成功率が高
いことを示しています。さらに、30 億台
以上のデバイスが Java を実行している
ことから、16このテクノロジーは、攻撃者
が複数のプラットフォームに攻撃を拡大
するのに最適な方法であると言えます。

シスコの分析によれば、プラットフォー
ムにまたがるテクノロジーである PDF と 
Flash の 2 つは、マルウェアを配布する
ためのコンテンツの種類の第 2 位と第 3 
位に挙げられています。現在も、Active 
X はエクスプロイトに使用されますが、
シスコの調査によるとマルウェアの媒介
として使用されるテクノロジーとしては、
常に使用率が低くなっています。しかし、
特定の種類のエクスプロイトが少ないの
は、Java のところですでに述べたように、
ほとんどの場合、エクスプロイトが試行
される順序が反映されているためです。

シスコによるメディア コンテンツの調査
データでは、画像ベースのマルウェアは 
Flash 以外のビデオのほぼ 2 倍以上存
在していることがわかりました。しかし、
これは 1 つにはファイルの種類に基づ
き、ブラウザがそれらを処理することに
も原因があります。攻撃者は、わざと拡
張子を変更し、ファイルの種類を見た目
上変更することにより、これらのコント
ロールを操作しようとします。さらに、マ
ルウェアのコマンド アンド コントロール
（C&C）によるシステムは、多くの場合、
通常の画像ファイルに隠したコメントに
より、サーバの情報を配布します。

上位のサイト カテゴリ
シスコのデータが示すように、模造した
ソフトウェアを置いているような「リスク
の高い」サイトからマルウェアに感染す
るのが最も一般的であるという意見は
誤った見解です。シスコの分析では、実
際に Web マルウェアに遭遇したケース
の大部分は、メジャーな Web サイトを
合法的に参照しているときに発生してい
ます。つまり、大部分の遭遇は、オンラ
イン ユーザが最も頻繁に訪問し、安全
であると考えている場所で発生している
のです。

リストの第 2 位はオンライン広告で、
Web マルウェア遭遇全体の 16 % を占
めています。収益化を目的とした Web 
サイトでは、多数のサイトに同時配信す
る広告は一般的な手段であるため、こ
の方法で単一の悪質な広告が分散され、
大きな悪影響を与える可能性がありま
す。

図 7：上位のサイト カテゴリ
オンライン ショッピング サイトは、次点のソフトウェア サイトの 21 倍も悪意のあるコンテンツが配
信されています。

注意：シスコによるマルウェア感染の可能性リストでは、「動的コンテンツ」カテゴリが最上位を占めて
います。このカテゴリには、Web 統計、サイト分析、および広告以外の他のサードパーティ コンテン
ツなどのコンテンツ配信システムが含まれます。
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実際に Web マルウェアに遭遇した
ケースの大部分はメジャーな Web 
サイトを合法的に参照しているとき
に発生しています。つまり、大部分
の遭遇は、オンライン ユーザが最
も頻繁に訪問し、安全であると考
えている場所で発生しているので
す。



シスコ セキュリティ レポート（2013 年）44 45

図 8：ヒット数による人気アプリケーション
ソーシャル メディアとオンライン ビデオにより、従業員の就業中の時間の過ごし方が変化し、新しい
脆弱性が表面化しました。

マルウェア遭遇が発生したサイト カテ
ゴリのさらに下位を見ると、第 3 位に
は、「ビジネスと産業」のサイトがありま
す。これには、あらゆる種類の企業サイ
ト、人材サイト、運送サービスのサイト
などが含まれます。オンライン ゲームは、
第 4 位で、第 5 位と第 6 位は、それぞ
れ Web ホスティング サイトと検索エン
ジンとなっています。上位 20 の Web サ
イト カテゴリには、一般的に悪意のあ
るサイトとされているサイトは含まれてい
ません。オンライン ショッピング（第 8 
位）やニュース（第 13 位）、SaaS/ビジ
ネス間アプリケーション（第 16 位）など、
人気がある合法的なタイプのサイトが普
通に組み合わさった結果と言えます。

サイバー犯罪者は、検索やブラウジング
習慣の現状をよく観察しており、できる
限り多く Web マルウェアに接触させよ
うと考えています。マルウェア作成者は、
オンライン ユーザが存在すればその後
を追い、直接的な改ざんまたはサード
パーティの配信ネットワークを通じて信
頼された Web サイトを利用するのです。

ヒット数による人気アプリ
ケーション
人々のオンラインでの時間の使い方が変
化すると、サイバー犯罪者がエクスプロ
イトを開始する範囲も拡大します。あら
ゆる規模の組織で、ソーシャル メディア
やオンライン ビデオが採用されていま
す。また、ほとんどの大手ブランド企業
が Facebook や Twitter のアカウントを
持ち、多くはソーシャル メディアを実際
の製品に統合しています。これらの Web 
サイトは、大量の視聴者を引き付け、企
業の設定でも許可されるため、マルウェ
アが配信される機会もより多く作り出さ
れます。

Cisco Application Visibility and Control
（AVC）のデータによれば、Web リク
エストの大部分（91 %）は、検索エン
ジン（36 %）、オンライン ビデオ サイト
（22 %）、広告ネットワーク（13 %）、お
よびソーシャル ネットワーク（20 %）に
分かれています。

訪問する頻度の高い Web サイトのデー
タが、Web サイトの最も危険なカテゴリ
と相関性があるとすれば、訪問数が上位
のサイトで最もマルウェアに遭遇する可
能性が高く、中でも検索エンジンなどは、
Web マルウェア遭遇を促進する上位の

領域であると言えます。ここでも、この
相関性は、マルウェア作成者が 費用対
効果を高めることに重点を置き、そのた
めにユーザ数が最も多く、配布が最も容
易な場所に焦点を当てていることを示し
ています。

訪問頻度の高い Web サイトのデータが、Web サイトの最も危険なカテ
ゴリと相関性があるとすれば、訪問数が上位のサイトで最もマルウェアに
遭遇する可能性が高く、中でも検索エンジンなどは、Web マルウェア遭
遇を後押しする上位の領域であると言えます。

サイバー犯罪者は、検索やブラウ
ジング習慣の現状をよく観察して
おり、できる限り多くのデバイス
を Web マルウェアに接触させよ
うと考えています。

あらゆる規模の組織で、ソー
シャル メディアやオンライン ビ
デオが採用されています。また、
ほとんどの大手ブランド企業が 
Facebook や Twitter のアカウン
トを持ち、多くはソーシャル メディ
アを実際の製品に統合していま
す。
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ゴシック ホラーがマルウェアに命を与えるとき
ケビン W. ハムレン 
準教授、コンピュータ サイエンス学部、テキサス大学ダラス校

マルウェア偽装は、今後頻繁にセキュリティ専門家の目の前に現れる可能性を持つ新しい脅威と言え
ます。ほとんどのマルウェアは、すでに単純な変異や難読化を利用して多様性を持たせ、リバース エ
ンジニアリングに対抗していますが、自己偽装マルウェアはさらにステルス性が高く、感染した各シス
テムにすでに存在する特定のソフトウェアに紛れ込む性質を持ちます。これにより、従来型のマルウェ
アでよくみられるランタイムの解凍や暗号化されたコードなどのソフトウェアの異常を検出する防御機
能を回避することができます。

最新の偽装マルウェア テクノロジーは、いみじくもフランケンシュタインと呼ばれています。17これは、
テキサス大学ダラス校の Cyber Security Research and Education Center で今年作り出された研
究成果です。メアリー・シェリーが 1818 年に発表したホラー小説に登場するマッド サイエンティス
トのように、「フランケンシュタイン マルウェア」は、自身が遭遇した他のソフトウェアから本体の一
部（コード）を盗み、そのコードをはぎ合わせてその都度姿を変え、自身の変種をつぎつぎと作り出
します。フランケンシュタインのそれぞれの変種は、全く異常のない無害なソフトウェアから組み立
てられ、ランタイムの解凍や暗号化などの疑わしい動作を実行せず、遭遇した多数のプログラムから
学習したコード変異のプールを拡大し続けます。

フードを被ったフランケンシュタインは、コンパイラ理論やプログラム解析から引き出した一連の技
術を使用して、その創造物に息吹を与えます。最初の犠牲者となるバイナリのショート バイト シーケ
ンスがスキャンされ、これがガジェットと呼ばれる潜在的に有用な命令シーケンスにデコードされま
す。次に小さいアブストラクト インタープリタが、発見された各ガジェットのセマンティクス効果を
推論します。そして、バックトラック検索が適用されて、ガジェット シーケンスを発見します。これは、
順序に従って実行されると、マルウェア ペイロードの悪意のある動作を実装する効果があります。

17  ビシュワス・モーハン、ケビン W. ハムレン 著 『Frankenstein: Stitching Malware from Benign Binaries』、USENIX 
Workshop Won Offensive Technologies（OOT）の記録、 77 ～ 84 ページ、2012 年 8 月発行。

18  モハマッド M. マスッド、タシーン M. アルカティブ、ケビン W. ハムレン、ジン・ギャオ、ラティファー・カーン、ジアウェ
イ・ハン、および バヴァニ・ツレイジンガム 著 『“Cloud-based” Malware Detection for Evolving Data Streams』 
ACM Transactions on Management Information Systems（TMIS）、2（3）、2011 年 10 月発行。

このようにして発見された各シーケンスは、最終的に組み立てられて新しい変種が作られます。実際
には、フランケンシュタインは 1 秒間に 2,000 個以上のガジェットを発見し、たった 2 つまたは 3 
つの犠牲者バイナリから 5 秒未満で 100,000 個以上のガジェットが累積されます。このように大き
いガジェット プールを自由に使えるため、作られる変種は一般的な命令シーケンスをほとんど共有し
ない固有の変種になります。

概して、私たちの研究は、次世代のマルウェアでは、暗号化や圧縮などをベースにした単純な変異を
避ける傾向が強まり、フランケンシュタインが使用したような高度な変成バイナリ難読化が支持され
るということを意味しています。このような難読化は実装可能なうえ、高速な伝播をサポートしており、
ほとんどのマルウェア検出エンジンによる静的な分析フェーズからマルウェアを隠すのに効果的です。
この傾向に対抗するためには、防御側もフランケンシュタインを開発したのと同様のテクノロジーを
導入する必要があります。つまり、シンタックスや機能の抽出ではなく、セマンティックに基づいた
静的分析や、純粋に手動による分析ではなく、マシンの学習 18から導出されるセマンティック シグネ
チャなどが必要です。

この記事は、National Science Foundation（NSF）award #1054629 および U.S. Air Force 
Office of Scientific Research（AFOSR）award FA9550-10-1-0088 によって一部支援された研究
に関する記述です。ここに記載されている意見、調査結果、結論、または推奨事項は、著者に文責
があり、必ずしも NSF または AFOSR の意見、調査結果、結論、または推奨事項が反映されている
わけではありません。

メアリー・シェリーが 1818 年に発表したホラー小説に登場するマッド 
サイエンティストのように、「フランケンシュタイン マルウェア」は、自
身が遭遇した他のソフトウェアから本体の一部（コード）を盗み、そのコー
ドをはぎ合わせてその都度姿を変える自身の変種をつぎつぎと作り出し
ます。

概して、私たちの研究は、次世代のマルウェアでは、暗号化や圧縮など
をベースにした単純な変異を避ける傾向が強まり、フランケンシュタイン
が使用したような高度な変成バイナリ難読化が支持されるということを意
味しています。
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2012 脆弱性と脅威の分析
脆弱性と脅威のカテゴリのグラフから、2012 年には脅威の総数が大幅に増加していることがわかり
ます。2011 年と比較すると 19.8 % 増加したことになります。この脅威の急激な増加により、組織は、
脆弱性管理システムを常に更新し、パッチを適用するという大きな負担をこうむり、特に、仮想環境
に移行した組織には、その負担が大きくのしかかりました。

また、組織ではサードパーティやオープンソースのソフトウェアを自社製品や自社環境に使用する度
合いが増加したことから、これらへの対応も必要となりました。「サードパーティやオープンソースの
ソリューションに、たった 1 つ脆弱性があるだけで、環境全体の多種多様なシステムに影響を及ぼし
ます。このため、これらすべてのシステムを識別して、パッチを適用したり、更新したりすることが非
常に困難になりました」と、シスコのセキュリティ リサーチ /オペレーション部門のマネージャであ
るジェフ・シプリーは述べています。

脅威の種類ということで言えば、最大のグループはリソース管理の脅威です。これには、一般的にサー
ビス拒否の脆弱性、SQL インジェクションやクロスサイト スクリプティング エラーなどの入力検証
の脅威、サービス拒否を引き起こすバッファ オーバーフローなどがあります。数年前から同様の脅威
が圧倒的な数を占めており、2012 年の脅威が急増したことも加味すると、セキュリティ業界がこれら
の脆弱性を検出、処理する機能をさらに強化する必要があることを示しています。

Cisco IntelliShield Alert 緊急度レーティングは、特定の脆弱性に関連する脅威の活動レベルを反映
しています。レベル 3 の緊急度レーティングが大幅に増加したことは、より多くの脆弱性が不正に利
用されていることを示しています。これは、研究機関やテスト ツールとして公式にリリースされたエ
クスプロイトが増加し、これらのエクスプロイトが攻撃ツールキットに組み込まれたことを示している
と考えられます。これら 2 つの要素により、ハッカーや犯罪者グループに対し、より多くのエクスプ
ロイトが使用可能な状態になっています。

Cisco IntelliShield Alert 重大度レーティングには、脆弱性の不正利用が成功したときの影響レベル
が反映されています。また、重大度レーティングには、レベル 3 の脅威が目立って増加していること
が示されています。これも、エクスプロイト ツールの入手しやすさに関連して、上記と同じ理由によ
るものです。

図 10：脆弱性と脅威のカテゴリ

図 9：緊急度と重大度のレーティング
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「サードパーティやオープンソースのソリューションに、たった 1 つ脆弱性
があるだけで、環境全体の多種多様なシステムに影響を及ぼします。こ
のため、これらすべてのシステムを識別して、パッチを適用したり、更新
したりすることが非常に困難になりました」 
ジェフ・シプリー、マネージャ、セキュリティ リサーチ /オペレーション部門、シスコ
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進化する脅威
新しい方法、 
同じエクスプロイト

昨今のサイバー エクスプロイトは、選
択した方法で意図されたことを達成
できる限り、何でもありの様相を呈し
ています。
これは「シャドーエコノミー」の関係者が、
他の多くの目的に加えて、ユーザのセキュ
リティを侵害し、ネットワークを感染さ
せ、機密データを盗むための技術や、よ
り洗練されたツールを作ることに取り組
んでいない、という意味ではありません。
しかし 2012 年には、「古き良きもの」に
立ち戻って、機能を停止させたり、企業
のセキュリティ保護をくぐり抜けたりする
ための新しい方法を探そうという傾向が
見られました。

DDoS 攻撃は、その主な例です。米国の
複数の大手金融機関は、2012 年後半の 
6 ヵ月間に、国外の「ハクティビスト」と
呼ばれる政治的ハッカーが始めた 2 つ
の主要な作戦とそれらの関連作戦のター
ゲットとなりました（詳細な分析について
は、「2012 年の分散型サービス拒否攻
撃の傾向」のセクションを参照）。一部
のセキュリティ専門家は、これらの出来
事は始まりに過ぎず、「ハクティビスト」
が犯罪の輪を組織して、連携体制もしく

は単独で、将来は国家レベルでもこれら
の攻撃の加害者 19になり得ると警告して
います。

「DDoS で攻撃者がターゲット サイトに
関する追加コンテキストを組み込んで、
より深刻な機能停止を起こそうとする傾
向が見られます。単に SYN フラッドを
実行する代わりに、もし機能が停止した
ら、連鎖的な損害が発生する可能性のあ
る組織の特定のアプリケーションを操作
しようと、DDoS 攻撃を使って試みてい
ます。」と、シスコのセキュリティ インテ
リジェンス オペレーション部門の脅威調
査責任者であるギャビン・レイドは語っ
ています。

2012 年には、「古き良きもの」に
立ち戻って、機能を停止させたり、
企業のセキュリティ保護をくぐり抜
けたりするための新しい方法を探
そうという傾向が見られました。
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企業は DDoS の脅威から十分に保護さ
れていると考えていますが、2012 年に
見られた種類の多量で容赦のない DDoS 
攻撃からこのような企業のネットワーク
を保護することは、ほとんど不可能でしょ
う。「ネットワーク セキュリティの現在の
「最先端技術」は、洗練されているとは
いえ平均的と言える敵に対してでも、は
るかに立ち遅れていることが多いのです」
と、シスコのアドバンス セキュリティ イ
ニシアチブ グループのシニア バイス プレ
ジデントであるグレゴリー・ニール・エイ
カーズは述べています。

サイバー犯罪コミュニティのもう 1 つの
傾向は、脅威の「民主化」を中心にして
展開されていることです。現在の「シャドー
エコノミー」では、エクスプロイトのツー
ルや技術だけではなく、どのように脆弱
性をエクスプロイトするかという知識が
「広く共有されている」ことがわかります。
「スパイ活動に必要なノウハウは、大きく
進化しています。悪意のある役者たちの
間で、さらなる専門家との協力が進んで
いるのです。これは、脅威の流れ作業で
す。誰かがバグを開発し、誰かがマルウェ
アを作成し、別の誰かがソーシャル エン
ジニアリングのコンポーネントを設計す
るといった流れになっているのです」と、
エイカーズ は語っています。

ネットワーク上にある大量の高価値な資
産にアクセスするために役立つ強力な脅
威を作るために、サイバー犯罪者はこれ
まで以上に彼らの専門技術を結集させて
いると言えるでしょう。しかし、あらゆる
実社会の組織と同様に、サイバー犯罪の
コミュニティでも、「脅威を作る」ための
作業のアウトソーシング、効率性、および
コスト節約は、中でも大きな原動力にな
ります。これらの作業のために雇われる「フ
リーランスの人材」は、一般的に秘密の
オンライン マーケットを介して、広い範
囲のサイバー犯罪コミュニティに自分たち
のスキルと賃金をアピールします。

「ネットワーク セキュリティにおけ
る現在の「最先端技術」は、洗練
されているとはいえ平均的と言える
敵に対してでも、はるかに立ち遅
れていることが多いのです」 
グレゴリー・ニール・エイカーズ、シニア バイス 
プレジデント、アドバンス セキュリティ イニシア
チブ グループ、シスコ 

Amplification 攻撃と Reflection 攻撃
DNS Amplification 攻撃と DNS Reflection 攻撃 20は、ドメイン ネーム システム（DNS）の再帰
的なオープン リゾルバ、または DNS コンテンツ サーバを利用して、犠牲者に送信される攻撃トラ
フィックの量を増加させます。スプーフィング 21による DNS 要求メッセージは、真の攻撃元を隠蔽し、
DNS 要求メッセージより 1,000 ～ 10,000 % 大きい DNS 応答メッセージを返す DNS クエリを送信
します。これらの種類の攻撃プロファイルは、一般的に DDoS22 攻撃中に観察されます。

インターネットに再帰的なオープン リゾルバを放置している組織は、このような攻撃に参加させられ
ていることに気付かない場合があります。このような場合、各種のツール 23やフロー テレメトリ 24 テ
クノロジーを使用して攻撃を検出し、DNS サーバを保護するか 25、DNS 応答メッセージのレート制限
26をすることで防止できます。

2012 年の分散型サービス拒否攻撃の傾向
次の分析は、Arbor Networks ATLAS リポジトリから導出されました。このリポジトリは、複
数のソースから収集したグローバルなデータで構成されています。具体的には、240 の ISP で 
37.8 Tbps のピーク トラフィックを監視したものです。27 

攻撃サイズは引き続き増加傾向 
ここ数年間、全体的に攻撃の平均サイズが増加しています。攻撃のスループットは 27 % 増加し（2011 
年は 1.23 Gbps、2012 年は 1.57 Gbps）、攻撃に使用された 1 秒あたりのパケット数は 15 % 増加
（2011 年は 1.33 Mpps、2012 年は 1.54 Mpps）しています。

攻撃の人口統計 
観察された攻撃元のうち、データ匿名化により属性がない 41 % の攻撃元を取り除いた後の上位 
3 位は、中国（17.8 %）、韓国（12.7 %）、および米国（8.0 %）です。

最大の攻撃 
観察された最大の攻撃は、100.84 Gbps で測定され約 20 分続きました（攻撃元はデータ匿名化に
より不明）。これに匹敵する最大の攻撃（pps）は、82.36 Mpps で測定され約 24 分続きました（攻
撃元はデータ匿名化により不明）。
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現代の回避技術の兵器化
サイバー犯罪者は、セキュリティ デバイ
スをバイパスするための新しい技術を常
に進化させています。シスコの研究者は、
新しい技術や既知の技術の「兵器化」を
用心深く観察しています。

シスコのセキュリティ リサーチ/オペレー
ション部門 は、複数のマルウェア ラボ
を運営して、外部ネットワークの悪意の
あるトラフィックを観察しています。ラボ
の中で、意図的にマルウェアを解き放っ
て、セキュリティ デバイスの有効性を確
認します。また、コンピュータも意図的
に脆弱性を残して、インターネットに接
続されています。

このようなテストの実行時に、Cisco 
Intrusion Prevention System 
（IPS）テクノロジーによって、既知の 
Microsoft Remote Procedure Call 
（MSRPC）攻撃が検出されました。細
心の注意を払った分析により、この攻
撃はセキュリティ デバイスをバイパスし
ようとするときに、以前には見られな
かったマルウェアの回避戦術を利用して
いることがわかりました。28この回避戦
術は、最初のバインド要求の内部で複
数のバインド コンテキスト ID を送信し
ます。この種類の攻撃は、どの ID が
正常に動作したかを IPS が監視して判
別しない限り、防御を回避することが
可能です。

図 11：ライブ Intrusion Prevention System（IPS; 侵入防御システム）による回避

シスコのセキュリティ リサーチ /オペレーション部門は、複数のマルウェ
ア ラボを運営して、外部ネットワークの悪意のあるトラフィックを観察し
ています。ラボでは、意図的にマルウェアをリリースして、セキュリティ 
デバイスの有効性を確認します。また、コンピュータも意図的に脆弱性を
残して、インターネットに接続されています。

サイバー犯罪者は、セキュリティ 
デバイスをバイパスするための新
しい技術を常に進化させています。
シスコの研究者は、新しい技術や
既知の技術の「兵器化」を用心深
く観察しています。

Transmission Control Protocol, Src Port: 32883 (32883), Dst
DCE RPC Bind, Fragment: Single, FragLen: 820, Call: 0
 Version: 5
 Version (minor): 0
 Packet type: Bind (11)
 Packet Flags: 0x03
 Data Representation: 10000000

 Frag Length: 820
 Auth Length: 0
 Call ID: 0
 Max Xmit Frag: 5840
 Max Recv Frag: 5840
 Assoc Group: 0x00000000
 Num Ctx Items: 18
 Context ID: 0

  Num Trans Itms: 1
  Interface UUID: c681d4c7-7f36-33aa-6cb8-535560c3f0e9
 Context ID: 1

  Num Trans Items: 1
  Interface UUID: 2ec29c7e-6d49-5e67-9d6f-4c4a37a87355
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ケーススタディ 

Operation Ababil
2012 年の 9 月から 10 月の間、シスコと Arbor Networks は「Operation Ababil」という名前で
知られている、米国に本社を置く金融機関を標的にしたきわめて深刻な DDoS 攻撃を監視しました。
この DDoS 攻撃は、前もって集中的に計画されて、事前に予告され、そのとおりに実行されました。
攻撃者は、複数の大手金融機関が正当な顧客に対するサービスを数分間提供できない状態に陥らせ
ました。最も深刻なケースでは、この状態が数時間に及びました。この出来事の過程で、複数のグルー
プがこの攻撃に関する犯行声明を出しました。少なくとも 1 つのグループは、米国の著作権と知的財
産に関する法律制定に抗議することが目的であるとしていました。他のグループは、YouTube のビデ
オが一部のイスラム教徒を侮辱していることに対する報復が関与の目的であるとしました。

サイバーセキュリティの観点からすると、脆弱であるとともに人気がある一般的な Web アプリケー
ションやホスティング サービスを利用した点で Operation Ababil の攻撃は注目に値します。この一
連の攻撃で使用された明らかに通常とは異なる要素として、同じ業界（金融）の複数の企業に対して、
広帯域幅の同時攻撃が行われたことが挙げられます。

セキュリティ業界でよく見られるように、これも古いやり方を新たに使ったケースと言えます。

2012 年 9 月 18 日、Pastebin 上に「Cyber Fighters of Izz ad-Din al-Qassam」を名乗る人物によ
り、29イスラム教徒が、大手金融機関と商品相場プラットフォームを標的にすることを切望していると
いう投稿がありました。4 週間に渡って、脅迫と特定の標的が掲示板に連続して掲載されました。毎
週、新しい標的と新しい脅迫が掲載され、日時を指定して犯行内容が予告されました。5 週目までに、
このグループは標的を名指しすることを止めましたが、攻撃は続行すると明言しました。予告どおり、
この作戦は 2012 年の 12 月にもう一度複数の米国大手金融機関を標的にしました。

Operation Ababil のフェーズ 2 も Pastebin で予告されました。30このフェーズでは、感染したマシ
ンではなく、攻撃にプライマリ ボットとして使用された Joomla Content Management System を
始めとして、さまざまな PHP Web アプリケーションが使用されました。さらに、古い TimThumb 
プラグインが使用されていることが多かった WordPress サイトの多数が同時にセキュリティ侵害さ
れました。攻撃者は、これらのアプリケーションをホストするメンテナンス不足のサーバを追跡し、
PHP Webshell をアップロードして、さらに攻撃ツールを配置しました。「コマンド アンド コントロー
ル」という概念は通常の方法では適用されませんでしたが、攻撃者は直接、または中間サーバ、スク
リプト、プロキシを介してツールに接続していました。2012 年の 9 月から 10 月に起きたサイバー犯
罪の間、広く報じられているように「tsoknoproblembro」（別名「Brobot」）だけではなく、多様なファ
イルと PHP ベースのツールが使用されました。第 2 回目の行動では、Brobot v2 などのように、アッ
プデートされた攻撃ツールも使用されました。

Operation Ababil では、伝播ベクトルに組み合わせたツールを導入して、アプリケーション層を横
断する攻撃を HTTP、HTTPS、および DNS に行い、大量トラフィックによる攻撃を TCP、UDP、
ICMP、および他の IP プロトコルで行いました。シスコの分析では、大部分のパケットは TCP/UDP 
ポート 53（DNS）または 80（HTTP）に送信されたことが分かっています。UDP ポート 53 と TCP 

ポート 53 および 80 では、通常の有効なトラフィックが見られましたが、UDP ポート 80 を宛先と
したパケットには、一般にアプリケーションには使用されない異常が見られました。

Operation Ababil における攻撃のパターンとペイロードに関する詳細なレポートについては、『Cisco 
Event Response: Distributed Denial of Service Attacks on Financial Institutions』を参照してく
ださい。31

経験から学んだ教訓
IPS およびファイアウォール デバイスは、あらゆるネットワーク セキュリティ ポートフォリオの重要な
部分であるため、ステートフルなトラフィック検査が不可欠です Operation Ababil の攻撃で使用され
たアプリケーション層の技術は、簡単にこれらのステート テーブルを打ちのめし、一部のケースでは
停止する原因になりました。唯一効果があった対応策は、インテリジェントな DDoS 軽減技術でした。

管理されたセキュリティ サービスおよび ISP には、それぞれの限界がありました。一般的な DDoS 
攻撃では、ネットワークの大量攻撃に対応するのが常套手段とされています。犠牲者の近くで展開さ
れるアプリケーション層攻撃作戦の場合、その対処はデータセンターまたは「カスタマー エッジ」で
行われる必要があります。複数の組織が同時に標的にされたことで、ネットワーク スクラビング セン
ターには大きな負担がかかりました。

ここで重要なことは、DDoS 軽減アプライアンスのハードウェアとソフトウェアを最新に保つことです。
しかし、古い配備は、より新しい脅威に対処できないことがあります。また、正しい場所に適切なキャ
パシティを備えることも重要です。大規模な攻撃を軽減する用意があっても、そのためのテクノロジー
を配置した場所にトラフィックを導くことができなければ役に立ちません。

クラウドまたはネットワークの DDoS 軽減は、一般的に、非常に大きい帯域幅容量を使用します。また、
オンプレミスなソリューションの方が、攻撃に対して反応時間が短く、制御や視認性が高くなってい
ます。これら 2 つを組み合わせることで、より完全なソリューションになります。

シスコは、クラウドとネットワークの DDoS テクノロジーに関連して、また Operation Ababil 攻撃
の副産物の一部として、Applied Mitigation（応用軽減技術）速報『Identifying and Mitigating the 
Distributed Denial of Service Attacks Targeting Financial Institutions（金融機関を対象とする分
散型サービス拒否攻撃の検出と軽減）』の中で、検出および軽減技術の概要を紹介しています。32こ
れらの技術には、Transit Access Control List（tACL）フィルタリングの使用、NetFlow データ分
析、および unicast Reverse Path Forwarding（uRPF）が含まれています。さらに、企業のネットワー
ク イベントに対する備えと対応に役立つように、定期的に確認、テスト、および実装する必要のある
ベスト プラクティスをいくつか掲載しました。これらのベスト プラクティスは、Cisco SIO サイトの 
[Tactical Resources]33 および [Service Provider Security Best Practices] からライブラリとして
参照できます。34 
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常に存在する 
スパム

シスコの調査によれば、世界的にスパ
ムの量は減少し続けていますが、多く
のサイバー犯罪者にとっては頼りに
なるツールであることに変わりはあり
ません。サイバー犯罪者にとってのス
パムは、ユーザにマルウェアを感染さ
せて、さまざまな詐欺に利用するため
の目的を果たす効率的な方法です。
しかし、電子メールによるスパムの添付
ファイルとしてマルウェアが使用される
という一般的な認識に反して、シスコの
調査では、現在、この方法を使用してい
るスパマーはきわめて少数で、悪意のあ
るリンクを電子メールに入れた方が、は
るかに効率的な配布方法として利用され
ていることがわかっています。

また以前ほどスパムは「手当たり次第」
ではなくなっています。多くのスパマー
は、より多くの利益を得るために、特定
のユーザ グループを標的にすることが多
くなっています。スパマーがスパム キャ
ンペーンで最も多く利用するのは、有名
ブランドの医薬品、ブランド物の高級時
計、納税期のイベントなどです。過去の
経験から、スパマーは偽ブランド品や大

勢の人たちが関心を持っている最近の出
来事を利用すれば、クリックを誘い商品
を購入させやすく、利益を上げるための
最も簡単な方法であると学習してきまし
た。

世界的なスパムの傾向
2010 年に大規模なボットネットが遮断
されたため、大量のスパムは、以前ほ
ど効果的ではなくなりました。以来、ス
パマー側もその経験を逆手にとり戦略
を変更しました。世界の出来事や特定の
ユーザのサブセットに基づいて、以前よ
り小規模に、より対象を絞ったスパム作
戦を行う方向に進化していることは明ら
かです。大量のスパムは、メール プロ
バイダーが気付きやすく、目的を達成す
る前にシャット ダウンされます。
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図 12：世界的なスパムの傾向
世界的に、スパムの量は 18 % 減少しており、ほとんどのスパマーは週末には銀行の営業時間どおりに活
動します。
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2011 年には、世界全体でスパムのボ
リュームは 18 % 減少しました。これは、
2010 年のボットネット遮断後に見られた
大幅な減少にはほど遠いものですが、そ
れでも減少傾向が続いていることは、明
るいきざしと言えます。

今後もスパマーは、労力をかけずに大き
なインパクトを目標に置き、攻撃を仕掛
けてくることでしょう。シスコの調査によ
れば、スパムの量はユーザが電子メール
を使わなくなる週末に 25 % 減少します。
スパムの量は、火曜日と水曜日に最も多
くなります。これは、他の平日と比較す
ると平均して 10 % の増加です。週の中
ほどに最も多く活動し、週末には量が少
なくなるため、スパマーも「普通の生活」
を送ることができます。

つまり、スパム作戦に対する反応率が高
くなるように、週の始めに世界の出来事
や話題に基づいたスパム作戦をカスタマ
イズする時間を割くことができます。

2012 年には、世界の出来事に関する
ニュースだけではなく、人類の悲劇さえ
利用してユーザを欺いたスパマーの例が
いくつかありました。たとえば、超大型
ハリケーン「サンディ」が発生した際、シ
スコの研究者はスパム作戦に基づいた
株価操作の詐欺を大量に識別しました。
このときスパマーは、天然資源の探査に
注視した安値株に投資するように人々を
駆り立てる既存の電子メール メッセージ
を使って、サンディに関するセンセーショ
ナルな見出しを付け始めました。この作
戦の特徴は、スパマーが固有の IP アド
レスを使用してスパムを一括送信し、そ
れ以降、それらのアドレスをアクティブ
にしなかったことです。

スパムの起点
スパムの世界において、一部の国では
大きな変動はありませんが、それ以外の
国では劇的にランキングが変化します。
2012 年、インドは世界のスパム送信元
として最上位を維持し、米国は 2011 年
には第 6 位であったものが、2012 年に
は第 2 位になっています。スパム送信元
の上位 5 ヵ国を締めくくるのは、韓国（3 
位）、中国（4 位）、およびベトナム（5 位）
です。

全体的に、大部分のスパマーは、日常的
に電子メールを使用するユーザが最も多
く使う言語でスパム メッセージを作成す

2012 年には、世界の出来事に関
するニュースだけではなく、人類
の悲劇さえ利用してユーザを欺い
たスパマーの例がいくつかありま
した。

図 13：スパムの起点
インドは常に最上位ですが、米国が第 2 位に急上昇しました。
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ることに労力を費やします。シスコの調
査によれば、2012 年のスパム メッセー
ジに最も多く使用された言語は英語で、
ロシア語、カタロニア語、日本語、デ
ンマーク語がそれに続きます。注目すべ
きは、スパムの送信元とスパム メッセー
ジに使用される言語に隔たりがあること

です。たとえば、2012 年にスパム送信
元の第 1 位はインドでしたが、インドか
ら送信されたスパムで使用された上位 
10 の言語には、この地域の言語は入っ
ていません。韓国、ベトナム、中国につ
いても同じことが言えます。
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電子メールの添付ファイル
長い間、特に添付ファイルが使用される
場合、スパムはマルウェアの配信メカニ
ズムであると考えられてきました。しか
し、スパム キャンペーンで使用される電
子メールの添付ファイルに関するシスコ
の最近の調査では、この認識は俗説で
あることがわかっています。

有効な電子メールに添付ファイルがある
場合は、25 % であるのに対して、スパ
ムの場合はスパム全体の 3 % に過ぎま
せん。スパム メッセージに添付ファイル
が含まれている稀なケースでは、有効な
電子メールに含まれる一般的な添付ファ
イルより平均するとサイズが 18 % ほど
大きい添付ファイルが使用されています。
その結果、これらの添付ファイルが目立っ
てしまう傾向にあります。

現代の電子メールでは、リンクがセキュ
リティの扉を開ける鍵を握っています。
スパマーは、ユーザに製品やサービスを
購入できる Web サイト（不審なサイトが
多い）を訪問させるような作戦を立てま
す。そのサイトでは、ユーザの個人情報
を収集しますが、多くの場合ユーザはそ
のことに気付かないか、他の何らかの方
法でセキュリティが侵害されます。

このセクション後半の「偽ブランド品」の
分析結果で明らかにしたように、大部分
のスパムは、ほとんどの場合は偽物であ
る高級時計や医薬品など、きわめて限ら
れたグループのブランド品を販売しようと
するグループによって送信されます。

IPv6 スパム
IPv6 ベースの電子メールがトラフィック
全体に占める割合はまだ非常に低いです
が、より多くの電子メール ユーザが IPv6 
対応のインフラストラクチャに移行する
につれて増加すると考えられます。

しかし、電子メール全体の量が早い動き
で増加しているのに対して、IPv6 のスパ
ムはさほど増加していません。これは、
新しいインターネット標準に移行するた
めに、スパマーが時間や費用をかけよう
としていないことを意味します。現時点
では、スパマーにはこのような移行を行
う理由や必要性がなく、実質的な利点も
少ないか皆無であることがわかります。
IPv4 アドレスが枯渇し、モバイル デバイ
スや M2M コミュニケーションが IPv6 の
爆発的な成長を後押しすれば、スパマー
が自分たちのインフラストラクチャをアッ
プグレードし、活動を加速することが予
想されます。

図 15：IPv6 スパム
IPv6 ベースの電子メールがトラフィック全体に占める割合はまだ非常に低いですが、より多くの電子
メール ユーザが IPv6 対応のインフラストラクチャに移行するにつれて増加すると考えられます。

図 14：電子メール添付ファイル
有効な電子メールは全体の 25 % であるのに対して、スパムメールにファイルが添付されているのは 
3 % に過ぎません。しかし、添付ファイルのサイズは、スパムの方が 18 % 大きなファイルとなって
います。

現代の電子メールでは、リンクがセキュリティの扉を開ける鍵を握ってい
ます。スパマーは、ユーザに製品やサービスを購入できる Web サイトを
訪問させるような作戦を立てます。そのサイトでは、ユーザの個人情報を
収集しますが、多くの場合ユーザはそのことに気付かないか、他の何らか
の方法でセキュリティ侵害を受けてしまいます。
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偽ブランド品
偽ブランド品の電子メールを見たオンラ
イン ユーザがリンクをクリックするか、
商品を購入することを期待して、スパマー
は組織や製品を使用してメッセージを送
信します。偽ブランド品の大部分は、抗
不安剤や鎮痛剤などの処方薬です。さら
に、ブランド物の高級時計は、年間を通
じて一貫性を維持しながら一定層の「ノ
イズ」を創出します。

シスコの分析により、スパマーはニュー
スになる出来事と彼らの攻撃作戦との
関連性を持たせることにも熟達してい
ることがわかっています。2012 年の 1 
月から 3 月にかけて、シスコのデータ
は、Windows ソフトウェアに関連する
スパムの急増を示しています。これは、
Windows 8 オペレーティング システムの
リリースと時期が一致しています。2012 
年の 2 月から 4 月、米国の納税期には、
税金関連のソフトウェア スパムが急増し
たことが分析によりわかっています。

2012 年の 1 月から 3 月、そして 2012 
年の 9 月から 12 月の間、つまりこの年
の始めと終わりには、プロフェッショナ
ルな人材 ネットワークに関連するスパム
が大量に増加しました。これは、1 年の
この期間に職探しをする人が多いことを
スパマーが知っているからだと考えられ
ます。

iPhone 5 のリリースと同時期である 
2012 年の 9 月から 12 月に、スパマー
は携帯電話会社を装った一連の作戦を
実施しました。

結論：スパマーは収益を得るためにスパ
ムを使っています。長年の間に、スパマー
はクリックと購入に導く最速の方法が、
医薬品と高級品を提示し、世界の大半が
注目している話題や出来事に合わせて攻
撃をカスタマイズすることであると理解
しています。

図 16：偽ブランド品
スパマーは、医薬品、高級時計、および納税期をターゲットにします。
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結論として、スパマーは収益を得
るためにスパムを使っています。長
年の間に、スパマーはクリックと購
入に導く最速の方法は、医薬品と
高級品を提供し、世界の大半が注
目しているイベントに合わせて攻撃
をカスタマイズすることであると理
解しています。
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セキュリティの開示方法についても、改善が行われています。2013 年の初頭から、シスコは新しい
種類のドキュメントを使用しています。これは、Cisco Security Notices と呼ばれ、製品に関して重
大度が低から中に分類されるセキュリティ問題を開示しています。Cisco Security Notice は、セキュ
リティ問題のうち、シスコのセキュリティ勧告で取り上げるほど重大度が高くないとみなされたもの
に関する情報公開の効率化を図ります。これらのドキュメントは、一般にも公開され、認知度を高め
るために Common Vulnerability and Exposure（CVE）固有の ID 番号を割り当て識別されています。

セキュリティ問題の概要をよりわかりやすく報告するために、シスコを含めたベンダー各社は、標準
記述形式である Common Vulnerability Reporting Framework（CVRF）39および セキュリティ検
査言語 Open Vulnerability Assessment Language（OVAL）40を開示情報に新しく採用しました。
これらの新しい規格によって、エンド ユーザは、複数のプラットフォームやテクノロジーにまたがる
脆弱性を確実に評価することができます。また、この規格は機械で読み取れる形式であるため、拡
張することができます。「顧客企業が、自社ネットワークに対する脅威を正確かつ確実に評価するツー
ルを持っていれば、リスクを軽減でき、インフラストラクチャ保護の作業に優先順位を付けることが
できます」と、スモーク は述べています。

脆弱性の管理：疑問を抱きながら問題を列挙する以外にベン
ダーができること 35 

自社製品のセキュリティ問題の開示のしかたによって、そのベンダーがどのように脆弱性を管理し
ているのかがよくわかります。シスコにおけるセキュリティ勧告 36は Product Security Incident 
Response Team（PSIRT）によって調査および公開されます。PSIRT は、シニア レベルの経験豊富
なセキュリティの専門家で構成されており、シスコの顧客企業とシスコ双方の連携によるセキュリティ
保護の重要さを十分理解しています。

「セキュリティ勧告は、シスコ製品に関する最も甚大なセキュリティの問題を発表する場として、通常
はまずここで最初にシスコ製品の脆弱性が一般公開されます。この発表をもとに、顧客が意思決定
を行い、自社のリスクを管理できるよう、セキュリティ勧告は効率的なコミュニケーション手段として
機能しなければなりません。さらに、顧客に既存のシスコ製品の機能を活用してもらえるよう、問題
を最小限に抑えるための情報 37も提供しています。迅速かつ確実に対応できるように、できる限り多
くの詳細情報を提供できる体制を整えています」と、シスコのセキュリティ リサーチ & オペレーショ
ン部門のシニア ディレクターであるラッセル・スモークは述べています。

しかし、脆弱性の管理は、脆弱性のライフサイクルのかなり早い段階から開始され、また 1 回の開
示だけで終わらない可能性もあります。「脅威が進化しているだけでなく、新しい製品やテクノロジー
の登場によってセキュリティ環境は変化しつづけています。これに対応するためには、脆弱性の管理
方法を継続的に改善することが不可欠です」とスモークは言っています。

つまり、脅威の技術に対応して進化できず、脅威を開示しないベンダーは、取り残される危険性があ
ります。たとえば、シスコの内部脆弱性管理ツールでは、バンドルされているサードパーティ製ソフ
トウェア分野における新しい技術革新があります。サードパーティ製ソフトウェアは、メーカーの製
品に含まれているコードで、メーカー自身で作成していないもののことで、一般的に、これには市場
に出回っているサードパーティ製ソフトウェアまたはオープンソース ソフトウェアなどが含まれます。

シスコでは、Cisco IntelliShield38から報告される脆弱性データを使用するカスタム ツールを活用し
ています。これによって、シスコ製品に影響を与える可能性があるサードパーティ由来のセキュリティ
問題を製品開発チームに通知しています。このツールは Cisco Internal Alert Manager と呼ばれる
もので、これによって、シスコ以外で作成されたコードのセキュリティ問題を管理する機能が大幅に
向上しました。

つまり、脅威の技術に対応して進化できず、脅威を開示しないベンダーは、
取り残される危険性があります。

シスコが提供する今後のセキュリティの動向に関する新しい情報や詳細な分析に関して、およ
び企業セキュリティ関連の最新情報については、シスコ セキュリティ レポートの Web サイト
を参照してください。 
http://www.cisco.com/jp/go/security-report

セキュリティに関するさまざまな話題について、シスコの専門家たちが自らの知見をみなさまに
提供しています。ぜひ Cisco Security Blog をご覧ください。 
blogs.cisco.com/security



シスコ セキュリティ レポート（2013 年）70 71

2013 年の 
セキュリティ
見解

今日における脅威の情勢は、知識の
ないユーザが悪意のあるサイトへ訪
問することによって引き起こされるこ
とが問題ではなく、Web 上の既知の
「悪い」場所をブロックすることで 
解決できることでもありません。
このレポートでは、攻撃者がいかに巧妙
な手口で、ほとんど怪しまれないような、
ユーザが頻繁に訪問するサイト、ツール、
およびアプリケーションを利用している
かを示しました。今日の脅威は、業種、
企業の規模、または国を問わず、静かに
かつ効率的に大勢のユーザを感染させる
ことができます。サイバー犯罪者は、個
人がさまざまなデバイスを使用して、企
業ネットワークにアクセスしていることを
逆手に取り、現代の「Any-to-Any」の世
界で急速に拡大する攻撃対象を巧みに
利用しています。

重要な国内のインフラストラクチャ、企
業、および世界的な金融市場では、今
後もクラウドベースのサービスやモバイ
ル接続への移行が継続されます。これ
によって、急速に用途を広げたインター
ネットを保護するためには、統合され、
多段（レイヤ）化されたセキュリティ対
策が必要になっています。「ハッカーや
サイバー犯罪者は、民間または公共部
門の組織がそれぞれ独自の IT セキュリ

ティのプログラムを有しているという事
実を利用しています。もちろん私たちも
さまざまなカンファレンスに参加し、互
いに連絡を取り合っていますが、本当に
必要なのは、個別化された IT セキュリ
ティから抜け出し、リアルタイムに情報
を共有し、修正措置を講じることができ
るセキュリティに移行することです」と、
シスコのシニア バイス プレジデント兼
最高セキュリティ責任者、ジョン・スチュ
ワートは述べています。

より強固なセキュリティ インフラストラ
クチャを構築することは、より複雑なアー
キテクチャを作成することではなく、む
しろその逆です。つまり、よりインテリ
ジェントに脅威を検出し、軽減すること

今日の脅威は、業種、企業の規模、
または国を問わず、静かにかつ効
率的に大勢のユーザを感染させる
ことができます。
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を目的としたインフラストラクチャと、そ
の中で連携して動作する構成要素を作り
上げることです。BYOD の急速な普及に
よって、ユーザが複数のデバイスを使用
し、クラウドベースのサービスが成長し
ている現実は、各エンドポイントのセキュ
リティ機能を管理する時代の終焉を意味
します。「セキュリティに対する全体的な
対応策を用意し、電子メールから Web 
ユーザ自身に至るまで、すべての脅威伝
播ベクトルにまたがる脅威を監視する必
要があります。脅威に関する情報を個々
のプラットフォームから吸い上げて、ネッ
トワーク全体の視野を確保する必要があ
ります」と、シスコ SIO のプロダクト マ
ネージャであるマイケル・カビントンは言
います。

脅威は複数の伝播ベクトルにまたがって
ユーザや組織を標的にすることが増えて
いるため、企業はセキュリティ関連のネッ
トワーク アクティビティを収集、保存、
および処理して、攻撃の範囲や程度に関
する理解を深める必要があります。こう
いったレベルの分析は、ネットワーク ア

クティビティのコンテキスト情報によっ
て精度が強化され、正確でタイムリーな
セキュリティ上の決定が可能になります。
巧妙化する攻撃者に対処するために、企
業は最初からセキュリティ機能を備えた
ネットワークを設計し、脅威に関する情
報、セキュリティ ポリシー、およびネッ
トワーク上のすべての接点に適用可能な
制御をすべて組み込んだソリューション
を導入する必要があります。

攻撃者がさらに巧妙な手口を仕掛けて
も、これを阻止するツールを導入する必
要があります。各種プラットフォームに
またがるコミュニケーションのために共
通のファブリックを提供するネットワー
クは、定期的にネットワークを介して機
密情報をやり取りするデバイス、サービ
ス、およびユーザを保護する手段として
も活用できます。未来のネットワークは、
以前のネットワークのように個々のコン
ポーネントを束ねてセキュリティを提供
するのではなく、相互のコラボレーショ
ン フレームワークを通じて、より強固な
セキュリティを提供するインテリジェン
トなネットワークであるべきです。

未来のネットワークは、以前のネッ
トワークのように個々のコンポーネ
ントを束ねてセキュリティを提供す
るのではなく、相互のコラボレー
ション フレームワークを通じて、よ
り強固なセキュリティを提供するイ
ンテリジェントなネットワークであ
るべきです。
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シスコ　
セキュリティ
インテリジェンス
オペレーション
（SIO） について

今日の、分散化された俊敏なネット
ワークを管理および保護することは、
ますます大きな課題になっています。
オンライン犯罪者は、コンシューマ ア
プリケーションおよびデバイスに対する
ユーザの信頼を悪用し続けており、組織
や従業員に対するリスクは増すばかりで
す。階層化された製品と複数のフィルタ
の利用に依存する従来のセキュリティで
は、急速に広がり、グローバルな標的
を対象とし、しかも複数のベクトルの脅
威伝搬経路を利用する最新世代のマル
ウェアを防御するには十分ではありませ
ん。

シスコは、シスコ セキュリティ インテリ
ジェンス オペレーション（SIO）からの
リアルタイムでの脅威に関するインテリ
ジェンスを使用して最新の脅威に対する
最前線に立ち続けます。Cisco SIO は、
世界最大のクラウドベースのネットワー
ク セキュリティ エコシステムで、配置さ
れているシスコの電子メール、Web、ファ
イアウォール、および IPS ソリューショ
ンからフィードされる 75 テラビット以上
のライブ データを毎日分析しています。

Cisco SIO は、脅威の伝播ベクトル全体
からデータを収集し、自動アルゴリズム
と手動処理の両方からそのデータを分
析し、脅威がどのように伝播するかを解
明します。次に SIO は脅威をカテゴリ化
し、200 種以上のパラメータを使用して
ルールを作成します。また、セキュリティ
研究者は、ネットワーク、アプリケーショ
ン、デバイスに対して広範な影響を及ぼ
す可能性のあるセキュリティ イベントに
ついての情報を解析します。システムが
配置されているシスコのセキュリティ デ
バイスには、3 ～ 5 分ごとにルールが動
的に配布されます。

Cisco SIO は、世界最大のクラウ
ドベースのネットワーク セキュリ
ティ エコシステムとして、配置され
ているシスコの電子メール、Web、
ファイアウォール、および IPS ソ
リューションからフィードされる 75 
テラビット以上のライブ データを
毎日分析しています。
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Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service
Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service は、IT に対する攻撃の特定、防止、低減のた
めに組織が必要とする高度なセキュリティ機能をシスコ以外の製品にも提供する、包括的でコスト効
率の高いソリューションです。このカスタマイズ可能な、Web ベースの脅威と脆弱性に関するアラー
ト サービスを利用することで、セキュリティ スタッフは、環境に影響を及ぼす可能性のある脅威と脆
弱性に関する正確かつ信頼性の高い情報をタイムリーに入手できます。IntelliShield Alert Manager 
を利用することで、組織は脅威および脆弱性の調査にかける労力を軽減し、セキュリティに対する予
防的な取り組みに集中できます。

シスコは、Cisco Security IntelliShield Alert Manager Service の 90 日間有効な無料の試用版を
提供します。この試用版に登録すると、ツールや脅威と脆弱性のアラートなど、すべてのサービスに
アクセスできます。

Cisco Security Alert Manager Services の詳細については、 
https://intellishield.cisco.com/security/alertmanager/trialdo?dispatch=4 を参照してください。

Cisco SIO チームは、セキュリティに関
するベスト プラクティスの推奨情報や、
脅威に対する戦術ガイダンスも発行し
ます。シスコは、タイムリーで、包括的
かつ効果的な統合型の完全なセキュリ
ティ ソリューションの提供に取り組み、
世界中の組織が利用できる包括的なセ
キュリティを実現します。シスコとの連
携により、組織は脅威および脆弱性の
調査に費やす時間を節約でき、セキュリ
ティに対する予防的な取り組みに集中で
きます。

早期警戒インテリジェンス、脅威と脆弱
性に関する分析、シスコの実証済み脅威
軽減ソリューションについては、 
http://www.cisco.com/security を参照
してください。

調査方法
このレポートに記載されている分析は、
シスコの電子メール、Web、ファイア
ウォール、および侵入検知システム（IPS）

セキュリティ ソリューションなど、匿名
化された各種のグローバル ソースから
収集されたデータに基づいています。こ
れらのプラットフォームは、ネットワーク
の前線に配置され、悪意のあるコンテ
ンツや侵入者から顧客のネットワークを
保護しています。これらの顧客社内に配
置した保護メカニズムのほかに、シスコ
は世界各国に配置されたセンサーからも
データを収集します。このようなセンサー
は、スパムを捕獲し、Web をクロール
して新しいマルウェアのインスタンスを積
極的に探し出します。

こういったツールとツールによって収集
されたデータを携えたシスコの大規模な
ネットワーク フットプリントのおかげで、
SIO システムや研究者は、インターネッ
ト上の合法的なアクティビティや悪意の
あるアクティビティの膨大な量のサンプ
リングから実態を浮き彫りにすることが
できます。悪意のある遭遇にあますとこ
ろなく対応し、総合的な視認性を持つセ
キュリティ ベンダーは存在しません。こ
のレポートに示されたデータは、シスコ
の視点による現在の脅威に関するもので
あり、シスコとしてそのようなデータの標
準化を試みる姿勢と、その時点で使用可
能なデータに基づいてグローバルな傾向
を反映させる姿勢を表しています。

シスコは、世界各国に配置された
センサーからデータを収集してい
ます。このようなセンサーには、
スパムを捕獲し、Web をクロール
して新しいマルウェアのインスタン
スを積極的に探し出す機能が備え
られています。

関連情報
シスコ セキュリティ インテリジェンス オ
ペレーション 
www.cisco.com/security 

シスコのセキュリティ ブログ 
blogs.cisco.com/security

Cisco Remote Management Services 
www.cisco.com/en/US/products/
ps6192/serv_category_home 

シスコのセキュリティ製品 
www.cisco.com/jp/go/security/ 

Cisco Corporate Security  
Programs Organization 
www.cisco.com/go/cspo

https://intellishield.cisco.com/security/alertmanager/trialdo?dispatch=4
http://blogs.cisco.com/security
www.cisco.com/en/US/products/ps6192/serv_category_home
www.cisco.com/en/US/products/ps6192/serv_category_home
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