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概要
ロサンゼルス タイムズによると、2016 年はランサムウェアの年になりつつあります。そ
してランサムウェアは収益性が非常に高いことが明らかになっています。キャンペーンは
年に最大 6,000 万ドルもの収益を生み出すことがわかっています。

ニュース アカウントで報告されたように、シスコはランサムウェアと積極的に戦っていま
す。ランサムウェアは、驚くべき速さであらゆる業界の企業に影響を与えています。毎回
のように、お客様から自組織が安全かどうか尋ねられます。

この文書では、ランサムウェアとは何か、ランサムウェアは何を行うのか、そしてお客様が
ランサムウェアから組織を防御するにはどうすればよいかについて説明します。ここでは
ランサムウェアに焦点を当てますが、ここで説明するプロセスはその他の脅威にも適用
できます。

ランサムウェアとは何か、ランサムウェアは何を 
行うのか
ランサムウェアは、ユーザのファイル（写真、ドキュメント、音楽など）を人質にして身代金
を要求するようにプログラムされた悪意のあるソフトウェアです。ハッカーはファイルを
暗号化し、ユーザにファイルを復号するための料金を（通常はビットコインで）支払うよう
に要求します。ある最近の例では、ランサムウェアに感染したロサンゼルスの病院が重要
なデータにアクセスできなくなりました。医療記録を筆記で取らざるを得なくなり、病院
はファイルへのアクセスを取り戻すために 40 ビットコイン（約 17,000 ドル）を支払い
ました。

図 1. ランサムウェアのネットワークへの侵入方法

ランサムウェアは通常、エクスプロイト キット、マルバタイジング（Web サイト上の感
染広告）、フィッシング（信頼できる電子メールを装っている詐欺メール）、またはスパム 
キャンペーンを介して配布されます。実際の感染は、ユーザがフィッシング電子メールの
リンクや添付ファイル、感染広告をクリックするか、感染した Web ページにアクセスする
ことで始まります。

図 2. 典型的なランサムウェアの警告
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http://blog.talosintel.com/2015/10/threat-spotlight-cisco-talos-thwarts.html
http://www.cbsnews.com/news/new-type-of-ransomware-could-infect-computer-without-even-clicking/
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ランサムウェアの進化
ランサムウェアの爆発的増大を引き起こしている要因は、簡単かつ効果的な暗号の組み
合わせ、エクスプロイト キットやフィッシングの流行、安易に身代金を支払ってしまう被
害者の意識です（図 3）。

図 3. 各種ランサムウェアの進化
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ランサムウェアに対する保護
ランサムウェアの問題を解決するには、人、プロセス、およびツールを組み合わせて適用
する必要があります。経営者は、可視性（ビジネスおよびネットワークの運用を把握して
管理する機能）を適切に確保する必要があります。ポリシーと行動を対応付けると、ビジ
ネスおよびネットワークの正常な運用がどのようなものか詳しくわかります。

規定およびビジネス ルール（ポリシーとも呼ばれます）は、トランザクションが標準から
どの程度逸脱すれば異常と見なされるかを説明します。標準からの逸脱を検出し、認識
された、または実際の脅威を軽減する機能は、「キル チェーンのライフサイクル全体に
わたる制御の適用」と呼ばれます。キル チェーンは、脆弱性の特定からマルウェアの配
布、およびランサムウェアの場合はターゲットのファイルの暗号化までを含む、サイバー
攻撃の一連のフェーズで構成されます。

ランサムウェアの防御は興味深いものです。フォレンジック データ セットには、既知の
ハッカーとその通信先の一覧が記録されています。そのため、攻撃を未然に阻止できる
ことがよくあります。ランサムウェアでは、マルウェアは指揮および統制の一環として、ドメ
イン ネーム システム（DNS）を使用して IP アドレスを解決します。これは C2 と呼ばれま
す。うまく機能すれば、シスコは脅威が問題になる前に食い止めることができます。その
ため、身代金を支払う必要はありません。

ただし、ランサムウェアからの保護は可視性と軽減（問題を解決するテクノロジーの適
用）だけではありません。効果的なビジネス プロセスも必要です。特に、次の 2 つの問い
について検討する必要があります。

テスト済みのディザスタ リカバリ手順はありますか。
テスト済みの手順とは、場合によってはディザスタ リカバリのためのアクティブ/アクティ
ブ構成を導入することを意味します。シスコには、このサービスを提供するパートナーが
多数います。ディザスタ リカバリをどのように実施するかは重要な考慮事項です。ベスト 
プラクティスは、ディザスタ リカバリ サイトをワークステーションにドライブとしてマウン
トしないことです。

多くの企業構成では、特定のネットワーク共有にドライブ文字（ドライブ F など）をマウ
ントします。ディザスタ リカバリ サイトに関しては、これを行うべきではありません。成功
の理由はどこにあったのでしょうか。ランサムウェアは、マウントされているドライブとそ
のドライブに保存されているファイルをすべて暗号化します。したがって、ディザスタ リ
カバリ サイトの適切にセグメント化して分離する必要があります。この戦略では、Cisco 
TrustSec® ポリシー制御手法を適用することが不可欠です。ディザスタ リカバリ プロバ
イダーによって提供される、ネットワークおよびポリシー制御のセグメント化も非常に重
要です。

重大な中断にどのように対処しますか。
この問いに対する答えは、ビジネス プロセスとテクノロジー（バックアップ戦略、バック
アップの頻度、バックアップの検証など）を対等に扱うことです。ビジネス部分は通常、十
分には確立されていません。しかし、攻撃を受けてからプロセスを用意するのでは遅す
ぎます。攻撃を軽減するためにビジネス部分をシャットダウンする必要がある場合、ビジ
ネス機能は重要度に基づいてランク付けされていますか。そしてビジネス リーダーはそ
のランク付けを企業ポリシーとしてすでに受け入れていますか。
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ランサムウェアに対する効果的なセキュリティ
シスコは、Talos Security Intelligence and Research Group による業界トップクラスの
脅威調査に基づく階層型セキュリティ アプローチによってランサムウェアから保護しま
す。シスコは、ランサムウェアに関する脅威調査を他のどのベンダーよりも入念に実施し
ています。シスコは、ランサムウェアと戦い、ランサムウェアが見落とされて組織に侵入し
た場合（これはいつか必ず起こります）にはランサムウェアをブロックするために、階層
型の保護を提供します。

よくあることですが、犯罪者はシングルポイント ソリューションを回避する方法を見つけ
出します。つまり、犯罪者と戦うには、「徹底的な防御」が必要なのです。

シスコの階層型アプローチは、DNS レイヤからエンドポイント、ネットワーク、電子メー
ル、Web までお客様を保護します。シスコは、究極の可視性とランサムウェアに対する究
極の反応性を兼ね備えた、統合された防御を提供します。この階層型アプローチは、オ
ファーという形でパートナーとお客様に提供されます。これらのオファーにより、人、プロ
セス、およびツールを組み合わせてランサムウェアを軽減できます。

図 4 に、Cisco® 製品がどのように連携してランサムウェアに対応するかを示します。こ
れには、Advanced Malware Protection（AMP）、Threat Grid（TG）、クラウド電子メール 
セキュリティ（CES）、Eメール セキュリティ アプライアンス（ESA）、クラウド Web セキュ
リティ（CWS）、Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、Cognitive Threat Analytics
（CTA）、Cisco FirePOWER Threat Defense（FTD）、および Identity Services Engine 
（ISE）が含まれます。

図 4. シスコの「キル チェーン」からの防御方法
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Quick Win：このレイヤでは、クラウドから提供されるソリューションがネットワークに侵
略的影響をほとんど与えることなく、非常に優れた保護を提供します。

Web Defense：コンテンツ保護、Web プロキシなどのマルウェア対策機能により、Quick 
Win が適用されているアセットに Web 保護の要素が追加されます。

Rapid Defense および Protect Me Once Threats Are In：Quick Win および Web 
Defense レイヤに追加された場合、このソリューションのセットは次世代ファイアウォール
を構成します。アプリケーションの可視性と制御、侵入保護サービス、マルウェア保護、およ
びコンテンツ保護が提供されます。セグメンテーション制御とネットワークの動作を表示お
よび分析する機能により、ポリシーの自動的な更新と配信が実現します。ランサムウェア「の
ように見える」ものの動作から保護されるため、ポリシーを迅速に適用できます。

新しいタイプのランサムウェアが見つかった場合には、それが実際にどういうものかを
把握する前に疑わしい動作を特定できることがあります。Talos グループから提供される
インテリジェンスにより、キル チェーン全体にわたって新しいタイプのランサムウェアに
迅速に対応するための俊敏性が得られます。これにより、ランサムウェアの問題に対する
最新かつ最も俊敏なソリューションが実現します。

感染という最悪の事態が発生した場合は、Cisco TrustSec テクノロジーによって提供さ
れる動的セグメンテーションにより、ランサムウェアがネットワークに侵入した後に広く
移動するのをブロックできます。これにより、ランサムウェアの蔓延が防止され、大部分
のシステムが感染から免れます。シスコのマルウェア保護サービス（AMP および Threat 
Grid）は、マルウェアに感染したエンドポイントからマルウェアをレトロスペクティブに削
除する機能を提供します。最悪の状況では、1 ～ 2 台のエンドポイントが感染する可能
性があり、それと並行して学習が行われます。その後、徹底的な防御アプローチにより、マ
ルウェアが休止状態になっている可能性があるエンドポイントから問題を起こしている
マルウェアが削除されます。

しかし、今すぐに保護するにはどこから始めればよいのでしょうか。最もシンプルで効果
的なものから見ていきましょう。

今すぐ保護
すぐに防御を強化したい場合は、まずは Cisco Advanced Malware Protection と 
OpenDNS Umbrella を導入することをお勧めします。

ランサムウェアの場合、Umbrella は DNS 要求を拒否し、ランサムウェアの感染が発生す
る前に DNS レイヤで接続をブロックします。さらに、Umbrella は 1 時間足らずで稼働さ
せることができます。

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints はランサムウェア ファイルの
実行をブロックします。また、システム全体におけるファイル アクティビティをすべて分析
します。そのため、ランサムウェアの検出および削除を、自信を持って行うことができます。
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AMP と Umbrella を組み合わせれば、ほとんどの脅威を組織に到達する前に DNS レイ
ヤでブロックできます。エンドポイントは攻撃中、そして攻撃後も保護されます。2 回のク
リックですべてのランサムウェアを削除できます。

防御レイヤの追加
お客様の多くは、シスコのセキュリティ製品をすでに導入している可能性があります。その
場合は、それらの製品と AMP または Umbrella を組み合わせてランサムウェアと戦うこと
ができます。

前述したように、ランサムウェアは通常、スパム、フィッシング メッセージ、感染した Web 
ページ、またはオンライン広告を介して侵入します。そのため、電子メール保護と Web セ
キュリティが非常に重要です。

電子メール セキュリティに求められること：Cisco E メール セキュリティ アプライアン
スなどの電子メール セキュリティ製品は、ランサムウェアの配布に使用されるスパムと
フィッシング電子メールをブロックする必要があります。さらに、同じくランサムウェアの配
布に使用される悪意のある添付ファイルもブロックする必要があります（図 5）。

Web セキュリティに求められること：Web セキュリティ製品は、ランサムウェアを配布する
マルバタイジングに関連する Web サイトへのアクセスを防止する必要があります。さら
に、これらの攻撃で使用されるマルウェアを検出する必要があります。Cisco Web セキュ
リティ アプライアンスとクラウド Web セキュリティはこの目的に最適です（図 6）。

ネットワーク セキュリティの役割
組織は、次世代ファイアウォールが既知の悪意のあるネットワーク アクティビティ（ランサ
ムウェアによる C2 サーバへの「Phone home」の試みなど）をブロックすることを期待し
ます。Cisco NGFW はこの目的に最適です。

図 5. E メール セキュリティ
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NGFW は AMP for Endpoints と組み合わせて使用できます。NGFW は、インターネット上
の悪意のある C2 サーバを認識すると、マルウェアと C2 サーバとの通信（phone-home）
をブロックできます。NGFW はランサムウェアの実行を防止し、AMP は悪意のあるファイ
ルを検出して削除します。

StealthWatch は、センサーとしてのネットワークとエンフォーサーとしてのネットワークを
提供し、ISE と連携して動作します。StealthWatch と ISE は、ネットワーク上のランサムウェ
ア トラフィックを特定し、疑わしいデバイスを自動的に検疫できます。

ブランチ ロケーションのセキュリティ
インターネットへの直接アクセスとランサムウェアからの保護の両方を必要とするブラン
チ ロケーションでは、OpenDNS Umbrella を設定して最初の保護レイヤに使用できます。
Cisco サービス統合型ルータ向けの Cisco FirePOWER™ Threat Defense（AMP を含む）
も、ブランチでのセキュリティの強化に役立ちます。これらのソリューションを導入すると、
バックホール トラフィックが不要になるため、WAN コストが減少します。

関連情報
ランサムウェアとの戦いについて詳しくは、シスコのウェビナーを参照してください。 
https://security-mktg.cisco.com/CiscoSecurityWebinarSeries [英語]

Talos ブログ記事「Ransomware: Past, Present and Future（ランサムウェア：過去、現在、
そして未来）」[英語] をご覧ください。

www.cisco.com/jp/go/ransomware をご覧ください。

https://security-mktg.cisco.com/CiscoSecurityWebinarSeries
https://security-mktg.cisco.com/CiscoSecurityWebinarSeries
http://blog.talosintel.com/2016/04/ransomware.html
http://blog.talosintel.com/2016/04/ransomware.html
http://www.cisco.com/jp/go/ransomware
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