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エグゼクティブ サマリー
防御側が未来を予測できるとしたらどうでしょうか。攻撃が起こることがわかっていれば、阻
止するか、少なくとも影響を軽減し、最も重要なものを確実に保護することができます。事
実、近い将来に発生することは予見できます 。明確な手掛かりがそこにあるのです。
攻撃者、
さらに国家の支援を受けた攻撃者はすでに、重要なインフ
ラストラクチャやシステムをダウンさせ、地域全体を麻痺させられ
るだけの専門知識やツールを保持しています。
ところが、
ウクライナ
で発生したようなこれまでにない破壊的なサイバー攻撃のニュー
スが明らかになっても、セキュリティ専門家の中には当初、
「自社に
関連する市場/地域/技術はターゲットにならなかったので、恐らく
リスクはないだろう」
と考える人がいたのです。

2.

サンドボックス環境の高度化に対し、回避が可能な脅威を開
発するだけでなく
（22 ページ）、暗号化を進めることで悪意の
ある攻撃者が検出を逃れようとしています
（9 ページ）。暗号化
はセキュリティを強化するものですが、悪意のある攻撃者に
とっても強力なツールとなります。
コマンドアンドコントロール
（C2）
アクティビティを隠蔽し、攻撃を実施して被害を与える
までの時間的余裕を獲得できるようにするのです。

これは、攻撃者がどれだけのスピードや規模でサイバー犯罪に使
う武器を蓄え、改良しているかについて、防御側が気づいていない
ということです。
自身とは関係のない攻撃だろうと片付けてしまった
り、攻撃者との日々の雑多な小競り合いに気をとられてしまったり
しているのです。

また、サイバー犯罪者は Google、Dropbox、GitHub などの
正規のインターネット サービスを利用して C2 チャネルを確
立しようとしています（24 ページ参照）。
このような手法を取
られると、マルウェアのトラフィックを識別することがほぼ不
可能となります。

シスコはずっと以前から、世界中のサイバー犯罪活動の急増につ
いて、防御側に警告してきました。
この最新の年次サイバーセキュ
リティ レポートでは、過去 1 年から 1 年半に渡って観測された攻
撃者の行動について、
シスコの脅威研究者やテクノロジー パート
ナーが収集したデータと分析結果を示しています。分析結果から
は、概ね次のような 3 つの内容が見出されました。
1.

マルウェアがかつてないほどのレベルに高度化され、
その影響
も増大している。
マルウェアの進化（6 ページ）は、2017 年の脅威の状況にお
いて最も大きく進行したものの 1 つです。ネットワークベース
で自力感染するワーム型の暗号化ランサムウェアが登場した
ことにより、
ランサムウェア キャンペーンの開始には人間の
関わる必要がなくなります。
また、
ランサムウェアを装いデー
タを削除する Nyetya のようなマルウェアも出現し、攻撃者の
目的が身代金だけではなく、システムやデータの消去にある
事例も判明しました（6 ページ）。シスコの脅威研究者は、自己
増殖型のマルウェアは非常に危険で、インターネットをダウン
させる可能性もあると指摘しています。

3

攻撃者の回避技術が向上し、正当な目的で使用されているク
ラウド サービスなどを不正利用する例が増加している。

また、多くの攻撃者が単一のドメインで複数のキャンペーン
を立ち上げるようになっています（26 ページ）。投資から最大
のリターンを得ようとしており、登録者電子メール アドレス、
AS番号（ASN）、ネームサーバなどのインフラストラクチャ リ
ソースを再利用しています。
3.

攻撃者が、Internet of Things（IoT）やクラウド サービスの拡
大に伴って発生するセキュリティ防御の隙を突こうとしている。
防御側では、IoT デバイスの導入が非常に速いペースで進
んでいますが、セキュリティ対応が不足している場合が多く
なっています。パッチが適用されておらず、監視もされていな
い IoT デバイスは、ネットワークに侵入する格好の機会です
（34 ページ）。調査結果から、IoT デバイスを無防備のまま放
置している企業では、修復までの時間を短縮しようとする傾向
もないことがわかっています（ページ 42）。そして、
さらに問題
なのは、そういった企業が自社の IT 環境内に脆弱性を抱え
た IoT デバイスを多数設置しているにもかかわらず、それ自
体にすら気づいていないことです。
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一方、IoT ボットネットは IoT の進展に合わせて拡大を続け、
自動化されたより高度なものへと進化しています。攻撃者は
拡大するボットネットを活用してさらに高度な分散型サービ
ス妨害（DDoS）攻撃（31 ページ）を行おうとしています。

•• 次世代のエンドポイント プロセス監視ツールを導入する。

セキュリティ チームにとっては、IoT とクラウド環境の両方を
保護することは難しく、
そのような状況も攻撃者にとって有利
に働いています。それらの環境を保護するうえで、誰が責任を
負うべきかという点も明確になっておらず、対応を難しくする
一因となっています（42 ページ）。

•• より詳細で高度な分析を実施する。

防御側に対する推奨事項
自社の組織への攻撃が不可避である場合、あらかじめ準備しておく
ことで、
どの程度の期間で修復を行えるでしょうか。
シスコ 2018 セ
キュリティ機能ベンチマーク調査では、26 ヵ国の 3600 名を超える
対象者のセキュリティ対策について調査した結果、防御側に多くの
課題があることが明らかになりました（46 ページ参照）。
一方で、戦略的にセキュリティを向上させ、一般的なベスト プラク
ティスを着実に実行することで、新たなリスクを回避し、攻撃の進行
を遅らせ、脅威の状況をより可視化できるようになることもわかっ
ています。つまり、防御側では次のような内容を考慮すべきです。
•• クラウド セキュリティ プラットフォームなどの拡張可能な最前
線の防御ツールを導入する。
•• アプリケーション、
システム、
アプライアンスに対するパッチ適
用が確実に行なわれ、企業ポリシーが遵守されているかを確
認する。

•• 精度の高い脅威インテリジェンス データにタイムリーにアク
セスし、セキュリティの監視やイベント検出に組み込むプロセ
スを確立する。
•• セキュリティ対応手順を確認し、演習を行う。
•• 頻繁にデータのバックアップを行い、復元手順をテストする。
特に、ネットワークベースのワーム型ランサムウェアや破壊的
なサイバー攻撃が急速に進展している状況をふまえ、その重
要な対策となるプロセスとして行う。
•• セキュリティ技術の有効性について、第三者機関のテストによ
る確認を行い、サプライ チェーン攻撃のリスクを軽減する。
•• マイクロサービス、
クラウド サービス、
アプリケーション管理シ
ステムに対するセキュリティ スキャンを実施する。
•• セキュリティ システムを確認し、SSL の利用状況の分析につ
いて精査する。可能であれば SSL の復号の状況についても調
査する。
防御側は、機械学習や人工知能などによる高度なセキュリティ技
術の導入も検討する必要があります。
また、マルウェアが Web トラ
フィックの暗号化によって通信を隠蔽したり、内部関係者が企業の
クラウドシステムを通じて不正にセンシティブ データを送信したり
することを考慮すれば、セキュリティ チームには、暗号の使用を効
率的に検出/防止できるツールで、悪意のあるアクティビティの隠
蔽に対応する必要が生じます。

•• 被害の拡大を防ぐために、ネットワークをセグメント化する。

本レポートについて
シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポートでは、組織やユーザが攻撃を防御できるように設計された、
シスコの最先端のセキュリティ技術を
紹介しています。
また、攻撃者が検出を回避して防御を突破するために使用する技術や戦略についても説明します。
さらに、
シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査の主な考察結果についても紹介します。ベンチマーク調査は、企業のセキュリティ ポス
チャや攻撃に対する防御の準備状況について調査したものです。
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パート 1：
脅威の状況

パート 1：脅威の状況
マルウェアがかつてないほどのレベルに高度化され、その影響も増大している。
また、マル
ウェアの種類やファミリの数が増えたことで、防御側が脅威に対して優勢を築いて維持する
ことが難しくなり、混沌とした脅威の状況が長期化しています。

マルウェアの進化

2017 年の脅威の状況において、最も重要な事項として挙げられるのは、
ランサムウェアの進化です。ネットワークベースのワー
ム型ランサムウェアの登場により、
ランサムウェア キャンペーンの開始に人間の作業が不要になりました。
また、攻撃者によっ
ては、身代金を得ることではなく、システムやデータの破壊を目的としていました。今後 1 年のうちに、
このようなアクティビティ
がさらに増加するものと思われます。

攻撃者はすぐそこに：2018 年、防御側は新たに登場したネットワークベースの自己増殖型
の脅威に対応する必要があります
2017 年、攻撃者はランサムウェアを次のレベルに引き上げました
が、それは予想されていたことでした。2016 年 3 月の SamSam
1
キャンペーン は、感染プロセスにユーザが介在せず、
ランサムウェ
アの感染経路としてネットワークが利用された初の大規模な攻撃
でした。その際、
シスコの脅威研究者は、攻撃者がこの技術を自動
化するのも時間の問題であると認識していました。攻撃者は、
さら
にそこに「ワーム的な」機能を組み合わせることで、マルウェアをよ
り強力にし、被害範囲を拡大しました。
このマルウェアの進化は大変速く、2017 年 5 月には、
ワーム型
の暗号化ランサムウェアである WannaCry が登場し、急速に
2
インターネットに拡散しました。 WannaCry は、2017 年 4 月
中旬に、Shadow Brokers というハッカー グループが公開した
EternalBlue と呼ばれる Microsoft Windows のセキュリティ脆弱
性を利用して増殖します。
WannaCry は、ビットコインでの支払いを通じて、
ウォレットからの
換金時の価格で 14 万 3 千米ドル以上を入手しています。
タイムラ
インをふまえたうえで、
シスコの脅威研究者が最初にウォレットに

入金されたビットコインの額 93,531 ドルからの増加額を計算し
たところ、身代金の支払いが約 312 回あったものと考えられます。
一方、エクスプロイト キットの Angler がアクティブだった際には、
世界規模の活動により年間約 1 億ドルが入手されていました。
WannaCry では、暗号化の被害を受けたユーザの数や支払い額
がトラッキングされておらず、身代金を支払った後に復号キーを受
信したユーザの数も把握されていません（WannaCry はいまだに
増殖を続け、ユーザも無駄に身代金を払い続けています）。
このよ
うに、WannaCry はランサムウェアとしては非常に低い成果しかあ
げていません。
このことから、米国政府や多くのセキュリティ研究者
が、身代金目的のコンポーネントは実質的には偽装であり、その真
の目的はデータを消去することにあると考えています。
Nyetya（もしくは NotPetya）は、2017 年 6 月に確認された3 ワ
イパー マルウェアで、
これもランサムウェアを装っていました。
WannaCry と同様に、
「EternalBlue」、
もしくは「EternalRomance」
と呼ばれるリモートコード実行の脆弱性（いずれも Shadow
Brokers が公開）やクレデンシャル窃取などの攻撃ベクトル

1 『 SamSam：治療は身代金を支払った後で』、Cisco Talos ブログ、2016 年 3 月：gblogs.cisco.com/jp/2016/04/samsam-ransomware-html/
2 『第三のプレイヤーがやってきた：
「 WannaCry」の出現』、Cisco Talos ブログ、2017 年 5 月：gblogs.cisco.com/jp/2017/05/wannacry/
3 『新しいランサムウェアの亜種「 Nyetya」が世界中でシステムを侵害（ Petya の亜種）』、
シスコ Talos ブログ、2017 年 6 月：https://gblogs.cisco.com/jp/2017/06/worldwide-ransomware-variant/
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4

（Shadow Brokers とは無関係）が使用されています。 Nyetya は、
ウクライナ企業の 80 % 以上で使用されている税計算ソフトウェア
パッケージのソフトウェア アップデート システムを通じて配布さ
5
れ、100 万台を超えるコンピュータにインストールされました。 ウ
クライナのサイバー警察は、2000 社以上のウクライナ企業が影響
6
を受けたことを確認しています。
自己増殖型のランサムウェアが出現する以前は、マルウェアの展開
手法は、
ドライブバイダウンロード、電子メール、物理メディア
（悪
意のある USB メモリ デバイスなど）
という 3 つに限られていまし
た。いずれの方法でも、デバイスやシステムにランサムウェアを感
染させるには、なんらかの人間の操作が必要でした。新たな攻撃ベ
クトルを使用することで、ネットワークベースのランサムウェア キャ
ンペーンを開始する際に必要となるのは、パッチの適用されてい
ないアクティブなワークステーションのみとなります。
セキュリティ専門家の中には、
ワームを「古い」
タイプの脅威とみ
なす人もいるかもしれません。製品のセキュリティ水準が向上す
るにつれ、
ワームに関係する CVE（Common Vulnerabilities and
Exposures）の数が減少しているからです。
しかし、
シスコの脅威研
究者は、
自己増殖型のマルウェアは最新の脅威であるだけでなく、
インターネットをダウンさせる危険性のあるものだと考えていま
す。WannaCry と Nyetya は、今後発生する脅威の氷山の一角でし
かありません。防御側は対応を準備する必要があります。
もし多くの企業が、
「脆弱性にパッチを適用する」、
「インシデント対
応のための適切なプロセスやポリシーを確立する」、
「ネットワー
クをセグメント化する」などの基本的なセキュリティ ベスト プラク
ティスを実践できていれば、WannaCry と Nyetya による被害を防
ぐか、その影響を軽減できていた可能性があります。
ネットワークベースで自動化されたワーム型ランサムウェアの脅威
に対するより詳細な対策については、Cisco Talos ブログ『基本に
戻る：ランサムウェア時代のワームへの防御 』を参照してください。

セキュリティ上の弱点：サプライ チェーン
サプライ チェーン攻撃の例としては、Nyetya のキャンペーンを挙
げることができます。
これも、2017 年にシスコの脅威研究者が確認
したうちの 1 つでした。Nyetya が多くのマシンに短期間のうちに
感染した理由の 1 つは、
ソフトウェアの自動アップデートがセキュ
リティ上のリスクであることをユーザが認識していない、
もしくは認
識していながらも、悪意のあるアップデートを受信してしまう場合
があったことです。
2017 年 9 月に発生した別のサプライ チェーン攻撃では、
CCleaner という正規のソフトウェア パッケージのベンダーが
7
配信に使用していたダウンロード サーバが悪用されました。
CCleaner のバイナリは、有効な証明書を使って署名されていたた
め、そのソフトを使用するユーザは安全だと信じてしまいました。
し
かし、実際にはトロイの木馬のバックドアが含まれていました。
この
キャンペーンの背後にいる攻撃者は、
このソフトウェアを使用して
いた大手のテクノロジー企業を標的としており、通常の利用だけで
なくシャドー IT としての利用まで対象としていました。
サプライ チェーン攻撃は、その速度と複雑がますます増加していく
ことが認められます。
コンピュータに大規模な被害を与え、数ヵ月、
時には数年に及んで攻撃が継続される可能性があります。防御側
は、セキュリティに関して責任ある姿勢を示していない企業のソフ
トウェア/ハードウェアを使用するリスクを認識しておく必要があり
ます。CVE を発行して脆弱性に迅速に対応し、
自社のシステムが侵
害されないように常に努めているベンダーを選ぶようにしてくださ
い。
また、ユーザにおいては、新しいソフトウェアをダウンロードす
る前にスキャンする時間を確保し、マルウェアが含まれていないこ
とを確認する必要があります。
包括的なセキュリティ対応策が取られていないソフトウェアのネッ
トワークをセグメント化することで、サプライ チェーン攻撃による
被害を封じ込め、組織全体に拡散することを防止できます。

4 同上。
5 『 Ukraine scrambles to contain new cyber threat after ‘ NotPetya’ attack』、Jack Stubbs、Matthias Williams、Reuters、2017 年 7 月：
reuters.com/article/us-cyber-attack-ukraine-backdoor/ukraine-scrambles-to-contain-new-cyber-threat-after-notpetya-attack-idUSKBN19Q14P. [英語]
6 『 MeDoc コネクション』、Cisco Talos ブログ、2017 年 7 月：gblogs.cisco.com/jp/2017/07/the-medoc-connection/
7 『 CCleaner で懸念されるコマンド アンド コントロール』、Cisco Talos ブログ、2017 年 9 月：gblogs.cisco.com/jp/2017/10/talos-ccleaner-c2-concern/
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脅威インテリジェンス レポートの整合性が重要である理由
組織が脅威情報を顧客や一般に提供する場合、
さまざまなチャネ
ルを通じて行われますが、正確なレポートを作成するにはガイドラ
インを採用する必要があります。必ずしもすべての事実が明らかに
なっていなくとも、推測にならないように注意しながら、把握してい
ることを伝えることは可能です。そして、最初に伝えるということより
も、正確に伝えることが重要です。

ボットから送信されるスパムと同様のもので、いずれも
「Jaff」
ラン
サムウェアを拡散するものだと思われることを伝えました。数日後
には、セキュリティ コミュニティが Jaff を含む不審な電子メールは
WannaCry ではないという意見をまとめましたが、それまでの間、
ユーザは WannaCry キャンペーンの急速な拡大の防止に役立た
ない情報に基づいて行動していたのです。

たとえば、WannaCry 攻撃が公開された 2017 年 5 月の時点で
は、
ワーム型ランサムウェアがシステムに侵入する方法について、
セキュリティ コミュニティ内で当初混乱がありました。
さまざま
な公的機関や民間の組織が、攻撃はフィッシング キャンペーンと
悪意のある電子メールの添付ファイルから発生したと報告しまし
た。
しかし、実際にはネットワーク ベースの脅威であり、Microsoft
Windows の SMB (Server Message Block) に存在する公開済み
の脆弱性を含んだサーバ ポートへのスキャンを通じて感染すると
いうものでした。

WannaCry キャンペーンの出現時に起きた混乱から、セキュリティ
コミュニティは、サイバー攻撃の出自や特性について不正確な情報
を伝えないようにしなくてはならないという教訓を得ました。キャ
ンペーンが発生した初期の時点で、攻撃を早急に阻止してユーザ
を保護しようという観点から、特にソーシャル メディアを通じて安
易に情報公開を行うことで逆に混乱が生じ、ユーザ システムの保
護の妨げとなる可能性があります。

シスコの脅威研究者はすぐにセキュリティ コミュニティに警告を発
し、WannaCry キャンペーンに関連している電子メールは、Necurs

8

このような内容について、
さらに詳細を確認したい場合は、Cisco
Talos ブログの『正確性を 100 % 担保できない情報』を参照してく
ださい。
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暗号化された悪意のある WEB トラフィック

暗号化された Web トラフィックの量が、正規のものについても悪意のあるものについても増加したことで、潜在的な脅威の特
定と監視が防御側にとってさらに難しくなり、混乱が生じています。暗号化はセキュリティを強化するものですが、悪意のある攻
撃者にとっても強力なツールとなります。
コマンドアンドコントロール（ C2）
アクティビティを隠蔽し、攻撃を実施して被害を与え
るまでの時間的余裕を獲得できるようにするのです。シスコの脅威研究者は、暗号化を利用した攻撃が 2018 年には増加する
と想定しています。攻撃の増加に対応するために、機械学習や人工知能のような自動化された高度なツールを組み込み、脅威
の防止、検出、修復機能を強化する必要があります。

防御側にとっての死角：暗号化された悪意のある Web トラフィック
シスコの脅威研究者の報告によると、2017 年 10 月の時点で世界
の Web トラフィックの 50 % が暗号化されており、2016 年 11 月
に比べ 12 % 増加しています（図 1 参照）。増加の一因となったの
は、低コストまたは無料で利用できる SSL 証明書が増えてきてい
ることです。
また、Google Chrome で、顧客のクレジット カード情
報などの機密情報を扱う Web サイトが暗号化されていない場合
に、
「安全でない」
とフラグ付けされるようになったことも影響して
います。Google の検索ページのランキングが大きく下がるリスク
を避けたい企業は、Google の求める HTTPS での暗号化に対応し
ようとします。

Figure 1 Increase in volume of encrypted global
1 暗号化されたグローバル
Web トラフィック量の増加
図
web
traffic, November 2016-October
2017

暗号化された Web トラフィックの量が世界中で増加するのにあ
わせて、攻撃者は C2 アクティビティの隠蔽用ツールとして暗号化
の導入を進めているように思われます。
シスコの脅威研究者による
と、調査対象となったマルウェアに使用された暗号化ネットワーク
通信量は、1 年前に比べ 3 倍に増加していました（図 2 参照）。
ま
た、40 万件を超える悪意のあるバイナリを分析した結果、2017 年
10 月の時点で、少なくとも約 70 % がなんらかの暗号化を使用し
ていることがわかりました。

Figure
2 Increaseトワーク通信を利用した悪意のあるバイナ
in volume of malicious binaries
2 暗号化されたネッ
図
leveraging
some encrypted network communication
リ数の増加

50 %

80

HTTPS

暗号化を使用しているサンプルの割合

70
60
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40
30
20
10

2016
出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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0
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2016 年 11 月から 2017 年 10 月までの
間にグローバル Web トラフィックが 12 % 増加

11 月

38 %

2017

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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脅威の内容に応じた機械学習の適用
暗号化によって低下した可視性を回復し、攻撃者の活動時間を減
らす目的で、多くの企業が機械学習や人工知能の活用について検
討しています。
このような高度な機能によって、ネットワーク上のセ
キュリティ対策が強化されます。
さらに時間の経過と共に、通常と
は異なる Web トラフィック パターンを自動的に検出し、悪意のあ
るアクティビティの可能性があるトラフィックを示す方法が「学習」
されます。
機械学習は、
「確認済み - 同一種類」の脅威を自動的に検出するの
に有効です（図 3 参照）。
しかし、機械学習の本当の価値、特に暗号
化された Web トラフィックを監視する場合の価値は、
「確認済み 異なる種類」
（マルウェアのサブファミリや関連の新たな脅威など、

すでに把握している脅威だが種類が異なるもの）や「未確認 - 新
たな種類」
（これまで確認したことがないマルウェア）の脅威を検出
できるところにあります。機械学習技術により、大量の暗号化された
Web トラフィックの中から通常と異なるパターンを識別し、セキュ
リティ チームに自動的にアラートを発して、詳細な調査を促すこと
ができるのです。
多くの組織で熟練スタッフの不足がセキュリティ対策強化の障害に
なっている現状では、
「未確認 - 新たな種類」への対処が特に重要
です（シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査、35 ページ
参照）
。機械学習や人工知能のような自動インテリジェント ツール
を利用することで、
スキルとリソースのギャップを解消し、既知の脅
威と未知の脅威の双方を特定したうえでの対応が可能となります。

図 3 ネットワーク セキュリティにおける機械学習：分類学

Figure 3 Machine Learning in Network Security: Taxonomy
確認済み - 同一種類

確認済み - 異なる種類

既知の脅威、サブファミリ、関連の新たな脅威など、
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既知のマルウェアとの類似性
に基づいて一般化を行う
既知のマルウェアのサブファ
ミリや過去に確認されていな
い種類の検出に最適

よくある不審なふるまいに基
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汎用性が高く、ゼロデイ攻撃
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ゼロデイ攻撃を検出できる可
能性が最も高いが、誤検出の
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検出結果を既知の感染に関連
付けるのは困難

拡張性がない
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一定の拡張性がある

拡張性が高い
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人間の手が入らない限り、暗
号化データには適用不可

人間の手が入らない限り、暗
号化データには適用不可

暗号化データに対し、復号す
ることなく適用できる

暗号化データに対し、復号す
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暗号化データに対し、復号す
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高精度、根拠が明確、検証が容易
手法間のトレードオフ
出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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ふるまいの差違については高
度に抽象化される場合がある

汎用性有、拡張性有、暗号化データに対応、ゼロデイ攻撃検出可
注意：拡張性に関する説明では、検出システムの維持に必要な人的工数が考慮されています。
注意：この図は、セキュリティに関する機械学習の機能を簡略化して示したものです。
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査：防御側は自動化や人工知能に大きな期
待を寄せている
シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査でインタビューを
受けた複数の最高情報セキュリティ責任者（CISO）は、人工知能や
機械学習を使用したツールをぜひ追加したいと回答しています。
ま
た、
自社のセキュリティ インフラストラクチャが高度化し、
インテリ
ジェンスが向上していくと考えています。一方、そのようなシステム
が生成する誤検出の数に不満も感じています。誤検出が増えれば、
セキュリティ チームの負担が増すからです。ただ、
このような懸念
は、機械学習と人工知能技術が成熟し、監視対象のネットワーク環
境でどれが「通常」のアクティビティであるかが学習されれば、時間
の経過とともに解消されるはずです。
4 組織は、
図
自動化、機械学習、
人工知能に大きく期待している
Figure
4 Organizations
rely
heavily on automation,

セキュリティ専門家に、最も期待している自動化関連の技術につい
て尋ねたところ、39 % が自動化に非常に期待していると回答しま
した。機械学習を非常に信頼していると回答したのは 34 %、人工
知能を非常に信頼していると回答したのは 32 % でした（図 4）。
ふるまい分析ツールも、ネットワーク内の悪意のある攻撃者を検出
する際に有効だと考えられています。セキュリティ専門家の 92 %
が、ふるまい分析ツールを「非常に有効」
または「きわめて有効」
と
回答しています（図 5）。

machine learning, and artificial intelligence
上位 2 つの
合計の割合

自動化 1 % 2 %

機械学習 2 %

人工知能

14 %

4%

3%

44 %

43 %

18 %

18 %

6%

まったく
期待しない

83 %

39 %

34 %

41 %

32 %

77 %

73 %

非常に
期待している

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

図 5 セキュリティ専門家の大半が、ふるまい分析ツールの有効性を認めている

Figure 5 Most security professionals see value in behavioral analytics tools
1%

7%

きわめて有効

69 %

92 %

48 %

「非常に有効」
または
「きわめて有効」

医療機関の 2/3 が、ふるまい分析/フォレンジックは、悪意の
ある攻撃者の判別に役立つと回答
(n=358)
44 %

きわめて有効

38-39 %

ユーザとエンティティに関するふるまい分析
まった
く有効で
はない

少し有効

ある程度
有効

非常に有効

(n=3617)

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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きわめて有効

運輸業および官公庁では、ふるまい分析/フォレンジックが
きわめて有効と回答した割合は低い
（運輸業：n = 175、官公庁：n = 639）
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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Web 攻撃手法に関する分析：攻撃者はブラウザの侵害に重点を置いている
2016 年 4 月から 2017 年 10 月までの 1 年半に渡って Web 攻
撃手法を分析した結果、悪意のある Web コンテンツが攻撃に利用
されるケースが増えていたことがわかりました（図 6）。
この傾向は、
現在もアクティブなエクスプロイト キットが、Microsoft Internet
Explorer を重点的にターゲットにしていることと一致します。

シスコの脅威研究者は、
この期間中、悪意のある JavaScript を含
む Web コンテンツが常に大量に検出されていることを確認してい
ます。
このことから、脆弱なブラウザを感染させた後、
ブラウザ リダ
イレクトやトロイの木馬のダウンロードなど、その他の悪意のある
アクティビティを進めるという戦略がいかに効果的かということが
明確になりました。

Figure
6 Malware-based block activity by content
type,（2016
April 2016-October
10 月）
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図 7 は、2014 年 10 月から 2017 年 10 月までの 3 年間に発生
した Web 攻撃手法の概要を示しています。攻撃者はこの期間中、
継続的に不審なバイナリを使用して、主にアドウェアやスパイウェ
アを配布しています。シスコ 2017 中期サイバーセキュリティ レ
ポートで説明したように、
これらの望ましくない可能性があるアプ
リケーション（ PUA）は、マルウェア感染の増加や、ユーザ情報/企

業情報の漏洩などのセキュリティ リスクをもたらす可能性があり
8
ます。
図 7 に示した 3 年間の状況から、悪意のある Web コンテンツの
数が時間の経過とともに変動していることもわかります。攻撃者が
キャンペーンの開始/終了を繰り返したり、検出を回避するための
戦術を変更したりしているためです。

Figure
7 Malware-based block activity by content type,（2014
2014–2017
図 7 コンテンツの種類ごとのマルウェアベースのブロック アクティビティ
年 10 月～ 2017 年 10 月）
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出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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8 シスコ 2017 中期サイバーセキュリティ レポート：cisco.com/c/ja_jp/products/security/security-reports.html
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電子メールよる脅威

脅威の状況がどれほど変わろうとも、エンドポイントに直接脅威を与えられる悪意のある電子メールやスパムは、マルウェアを
配信するうえで不可欠なツールです。
フィッシングや悪意のあるリンク/添付ファイルなどのソーシャル エンジニアリング技術を
適度に組み合わせることで、疑うことのないユーザがエクスプロイトを有効にするのを、攻撃者はただ待っているだけでよくな
ります。

スパム ボットネット アクティビティの全体における割合の変動
2016 年の末に、
シスコの脅威研究者は、エクスプロイト キット ア
クティビティの減少と合わせたかのようにスパム キャンペーン ア
クティビティが大幅に増加しているのを確認しました。Angler のよ
うな大量に発生していたエクスプロイト キットが急に姿を消し、そ
のタイミングで、エクスプロイト キットを利用していた攻撃者の多
くが、収益を維持するために電子メールによる攻撃に戻るか、切り

9

替えを行いました。 ただし、急激に電子メールに切り替わった直
後には世界全体でスパムの件数が減少し、2017 年の上半期にお
いては、ほとんどの期間で変動がなくなりました。その後、5 月下旬
から 6 月初旬にかけて一旦減少した後、夏場の半ばから後半にか
けて急増しました（図 8 参照）。

8 国別の
IP reputation
10 月）
図
レピュテーション
ブロック
年 12
月～ 2017 年
Figure
8 IP
blocks
by（2016
country,
December
2016–September

2017
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出典：シスコ セキュリティ リサーチ

9 「エクスプロイト キットのアクティビティの減少が迷惑メールのグローバル トレンドに影響を与えている可能性がある」
（『シスコ 2017 中期サイバーセキュリティ レポート』、18 ページ：•
cisco.com/c/ja_jp/products/security/security-reports.html）を参照
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Figure 9 Spam botnet activity, October 2016–October 2017
図 9 スパム ボットネット アクティビティ
（2016 年 10 月 ～ 2017 年 10 月）
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出典：Cisco SpamCop

Cisco® SpamCop サービスが内部で作成したグラフによると、
2017 年 1 月から 4 月までの間、
スパム ボットネット アクティビ
ティの一時休止と SYN してスパムの件数が減少しています（図 9
参照）。
シスコの脅威研究者によると、世界のスパム件数に大きな影響を
与えている Necurs ボットネットは、
この期間アクティブだったもの
の、
スパムの配信量が少なかったようです。5 月には大規模なスパ
ム キャンペーンが実施され、Jaff ランサムウェアが拡散されてい

2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

ます。
このキャンペーンには悪意のある Microsoft Office ドキュメ
ントを組み込んだPDF ファイルと、Jaff ランサムウェアの初期ダウ
10
ンローダが備えられていました。 ただ、Jaff には脆弱性があり、そ
れを利用すれば暗号化の解除ツールが作成できることをセキュリ
ティ研究者が発見しました。そのため、Necurs を利用していた攻
撃者は、
それまで使っていた Locky ランサムウェアに戻さざるを得
11
なくなりました。 Locky に戻すのに必要だった期間は、6 月の最
初の 2 週間に世界のスパム件数が大幅に減少した期間と一致し
ます（図 9）。

10『Jaff ランサムウェア：新たなプレイヤーの参戦』、Nick Biasini、Edmund Brumaghin、Warren Mercer 投稿、Colin Grady 協力、Cisco Talos ブログ、2017 年 5 月：•
gblogs.cisco.com/jp/2017/05/jaff-ransomware/
11『足を引きずりながらリングに戻ってきた最初のプレイヤー、Locky の再登場』、Alex Chiu、Warren Mercer、Jaeson Schultz 投稿、Sean Baird、Matthew Molyett 協力、•
Cisco Talos ブログ、2017 年 6 月：gblogs.cisco.com/jp/2017/06/necurs-locky-campaign/
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電子メールに添付された悪意のあるファイルの拡張子：一般的なマルウェア ファミリのトップ 10
シスコの脅威研究者は、2017 年 1 月から 9 月までの電子メール
のテレメトリを分析し、一般的なマルウェア ファミリで最も頻繁に
利用されている悪意のある添付ファイルの拡張子を特定しました。
分析結果に基づいてトップ 10 のリストを作成したところ、悪意の
ある添付ファイルの拡張子で最も多いのは、Word、PowerPoint、
Excel などの Microsoft Office 形式であることがわかりました
（38 %。図 10 参照）。
.zip、.jar などのアーカイブ ファイルは約 37% を占めていました。
アーカイブ ファイルはマルウェアを隠しやすいので、攻撃者が重宝
するのは当然です。ユーザが内容を確認するにはアーカイブ ファ
イルを開かなければなりませんが、
この手順は脅威の感染チェー
ンにおいて重要なものです。悪意のあるアーカイブ ファイルは、
自
動分析ツールを回避するためにもよく利用されます。特に、攻撃を
有効にするうえでユーザの操作が必要な場合に使われます。
また、
検出を回避するために、.7z や .rar などのあまり知られていない
ファイル形式が利用されることもあります。
悪意のある PDF ファイルの拡張子は、分析結果全体の約 14 % を
占め、
トップ 3 に入っています（注：
「その他の拡張子」
カテゴリに
は、分析した中で既知のファイル タイプに関連させるのが難しい
拡張子が含まれています。マルウェアの中には、
ランダムに生成し
た拡張子を使用するものもあります）。

図 10 悪意のあるファイルの拡張子のトップ 10（2017 年 1 月 ～

Figure9 10
月） Top 10 malicious file extensions, 2017
Office
38 %
アーカイブ
37 %
PDF
14 %
その他の
拡張子
6%
バイナリ
4%
XML/
HTML/JS
1%
Apple
0%
画像
0%
スクリプト
0%
Android
0%
出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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図 11 の a ～ c は、上位 3 つのファイル拡張子（MS Office ファ
イル、
アーカイブ、PDF）
と関連したマルウェア ファミリの概要を示
しています。図 12 は、悪意のあるペイロード ファイルの拡張子が
含まれている場合の検出割合を、マルウェア ファミリ別に示した
ものです。
アクティビティが急増している月には、同じ期間にスパ
ム キャンペーンも確認されています。たとえば、夏の終わりには、
Nemucod と Locky を配布する規模の大きなキャンペーンが進

行中でした。
この 2 つの脅威は連動して活発になることが多くみ
られます。Nemucod は、悪意のあるペイロードを .zip などのアー
カイブ ファイルに含めて送信することで知られています。
アーカイ
ブ ファイルには悪意のあるスクリプトが含まれていますが、通常の
.doc ファイルのように見えます（図 12 の「Dwnldr」
も Nemucod
の亜種だと思われます）
。

図 11a 悪
 意のあるファイル拡張子のトップ 3 とマルウェア ファミ
Figureリの関係
11a Top 3 malicious file extensions
Office

 意のあるファイル拡張子のトップ 3 とマルウェア ファミ
図 11b 悪
Figureリの関係
11b Top 3 malicious file extensions
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 意のあるファイル拡張子のトップ 3 とマルウェア ファミ
図 11c 悪
Figure リの関係
11c Top 3 malicious file extensions
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図 12 上
 位のマルウェア ファミリのパターン（2017 年 1 月 ～
10 月）
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Figure 12 Patterns of malware families
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•• 強力で包括的な電子メール セキュリティ防御を導入する。
•• フィッシング メールやスパム内の悪意のある添付ファイルや
リンクの脅威についてユーザを教育する。
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その他
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0
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20
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悪意のあるファイル拡張子の種類を分析した結果、高度で複雑な
現在の脅威状況においても、依然として電子メールがマルウェア配
布の重要なチャネルであることがわかりました。つまり、企業の基
本的な防御戦略としては、次のような内容が挙げられます。

“other extensions"

1月

今回の調査の「その他の拡張子」
グループには有名なマルウェ
アが数種類含まれていますが、悪意のあるアドウェアの一種で、
役に立つツールバーに見せかけたブラウザ ハイジャッカーであ
る MyWebSearch の割合が最も多くなっています（図 13 参照）。
MyWebSearch は、.exe ファイル拡張子だけを使用しています。
1 ヵ月に 1 つの種類しか使わないこともあります。
このような望ま
しくない可能性があるアプリケーション（PUA）は、長期間存続し、
異なる種類のブラウザに感染します。不正なソフトウェア プログラ
ムにバンドルされていることが多く、ユーザに悪質な広告が表示さ
れる可能性があります。

Figure
13 MyWebSearch
most active
user of
13 「その他の拡張子」
MyWebSearch
図
を最もよく利用する

パーセンテージ

「その他の拡張子」
を最もよく利用する MyWebSearch スパイ
ウェア

Qjwmonkey

Adwind、Cerber、Docdl、Donoff、Fareit、Fraud、
Imali、Kryptik、Masrung、PDF、Valyria

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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ソーシャル エンジニアリングが依然、電子メール攻撃の重要な起点
フィッシング用の URL とドメインが現在のインターネット上にどれ
ぐらい拡散しているかを測定するために、
シスコの脅威研究者は、
コミュニティベースのフィッシング対策脅威インテリジェンスを利
用して、ユーザから送信されたフィッシング メールの可能性がある
電子メールについて調査したデータを調べました。図 14 は、2017
年 1 月 ～ 10 月に確認されたフィッシング URL とフィッシング ド
メインの数を示しています。

フィッシングやスピア フィッシングは非常に効果的なため、ユーザ
のクレデンシャルなどの機密情報を窃取する戦術としてよく利用さ
れています。実際に、最近話題となった大規模な侵害は、
フィッシン
グ/スピア フィッシング メールを起点に発生しています。2017 年
には 2 件の事例が発生しており、1 つは Gmail ユーザを対象とし
12
た広範囲に及ぶ攻撃、 もう 1 つはアイルランドのエネルギー シ
13
ステムに対するハッキングです。

URL とドメインの数
Figure
14 Number of observed
phishing
URLs and domains by month, 2017
図 14 確認されたフィッシング
（月別）
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3 月と 6 月に見られる急増は、2 つの異なるキャンペーンによるも
のと思われます。最初のキャンペーンは、主要な通信サービス プロ
バイダーのユーザをターゲットにしていると思われ、以下の特徴が
あります。

約 3,500 の URL が、個々のサブドメイン名（50 ～ 62 文字）から
生成されており、
プログラムを使うことができるようになっていまし
た（例：Cewekonuxykysowegulukozapojygepuqybyteqejohofop
efogu[.]aaaainfomation[.]org）。

•• aaaainfomation[.]org のサブドメインを含む、59,651 の URL
が利用されていた。

攻撃者は、
このキャンペーンで確認されたドメインを登録するため
に、低価格のプライバシー サービスを利用しており、

•• サブドメイン名は 50 ～ 62 文字のランダムな文字列から構
成されていた。

12『 Massive Phishing Attack Targets Gmail Users』、NBC News、Alex Johnson 氏、2017 年 5 月：•
nbcnews.com/tech/security/massive-phishing-attack-targets-millions-gmail-users-n754501 [英語]
13『 Hackers target Irish energy networks amid fears of further cyber attacks on UK’ s crucial infrastructure』、The Independent、Lizzie Deardon 氏 、2017 年 7 月：•
independent.co.uk/news/world/europe/cyber-attacks-uk-hackers-target-irish-energy-network-russia-putin-electricity-supply-board-nuclear-a7843086.html [英語]
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6 月に最も活発になった 2 つめのキャンペーンでは、英国の正規
の税務機関の名前を利用して活動を隠蔽していました。12 種類の
トップレベル ドメイン（TLD）が利用されており、そのうちの 11 種
類では、
ランダムな 6 文字の文字列を使用した URL が使用されて
いました（例：jyzwyp[.]top）。
また、9 種類のドメインで、それぞれ
1600 を超えるフィッシング サイトが関連していました。
3 月のキャンペーンのように、攻撃者は、
ドメインの登録情報を隠
すためにプライバシー サービスを使用してドメインを登録してお
り、2 日間ですべてのドメインが登録されています。2 日目には、約
19,000 の URL がこのキャンペーンに接続されているのが確認
され、すべて 5 時間以内に発見されています（攻撃者が新たに登
録したドメインをどのようにして短期間で利用したかについては、

「バックドア C2 用に正規のリソースを悪用する」
（24 ページ）
を
参照してください）。
既知のフィッシング サイトでの TLD の分布
2017 年 1 月～ 8 月に実施したフィッシング サイトの分析から、
攻撃者は 326 種類の TLD をアクティビティに利用していたことが
わかりました。その中には、.com、.org、.top（英国の税務機関に対
するキャンペーンが主な要因）や、国固有の TLD が含まれていま
す（図 15 参照）。攻撃者にとって、あまり知られていない TLD を利
用することは都合がいい場合があります。そのようなドメインは通
常あまりコストがかからず、
プライバシー保護サービスも安く利用
できるからです。

Figure
15 TLD distribution
across
known phishing sites
TLD の分布
図 15 既知のフィッシング
サイトでの
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防御側は、
「古典的な」
タイプの脅威であっても、注意して監視するこ
とが必要
2017 年には、何万ものフィッシング攻撃に関する情報が、
コミュニ
ティベースのフィッシング対策脅威インテリジェンス サービスに毎
月報告されていました。
このサービスはシスコの分析に含まれてい
るものです。以下に、攻撃者がフィッシング キャンペーンを実行す
る際に利用する一般的な戦術やツールを挙げます。
•• ドメイン スクワッティング：有効なドメインに見せかけたドメイ
ン名を付ける
（例：cisc0[.]com）。
•• ドメイン シャドウイング：所有者に気づかれることなく、
有効なド
メインにサブドメインを追加する
（例：badstuff[.]cisco[.]com）
。
•• 不正利用目的のドメイン登録：不正利用目的でドメインを作成
する
（例：viqpbe[.]top）。

注：シスコが調査したデータでは、攻撃者が最もよく利用する
URL 短縮サービスは Bitly.com でした。調査結果のうち、悪意
のある短縮 URL はフィッシング サイトの 2 % を占めており、
その割合は 8 月の 3.1 % がピークでした。
•• サブドメイン サービス：サブドメイン サーバにサイトを作成す
る
（例：mybadpage[.]000webhost[.]com）。
フィッシングやスピア フィッシングを行う攻撃者は、
ソーシャル エ
ンジニアリングの手法を常に改良し、ユーザを騙して悪意のあるリ
ンクをクリックさせたり、不正な Web ページに誘導したりして、
クレ
デンシャルなどの貴重な情報を提供させようとしています。ユーザ
のトレーニング、説明の実施、電子メール セキュリティ技術の適用
は、今もなお、そのような脅威に対抗する重要な戦略になります。

•• URL 短縮サービス：URL 短縮サービスを利用して悪意のある
URL を偽装する
（例：bitly[.]com/ランダムな文字列）
。
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サンドボックス回避戦術

攻撃者の開発力が向上し、さらに高度になったサンドボックス環境でも回避できるようになっています。シスコの脅威研究者が
悪意のある電子メールの添付ファイルを調査したところ、さまざまなサンドボックス回避技術が導入されていました。中でも、特
定のサンドボックス回避技術を利用した悪意のあるサンプルが、急激に増加してピークに達した後、急激に減少していました。
これは、攻撃者が有効な手法を発見した後に、防御を突破しようとして急激に攻撃の数を増やした一例です。

マルウェア開発者が防御側のサンドボックス内で使用する手法
2017 年 9 月、
シスコの脅威研究者は、
ドキュメントを閉じると悪
意のあるペイロードが展開されるサンプルを大量に確認しました
（図 16）。
このケースでは、
「document_close」イベントによってマ
ルウェアがトリガーされます。
ドキュメントがサンドボックスで開か
れて分析される場合、その後閉じられることがほとんどないことか
ら、
このような手法が有効に働きます。つまり、サンドボックスでは
ドキュメントが明示的に閉じられないため、添付ファイルが安全と
判断され、目的の受信者に配信されてしまうのです。受信者が添付
のドキュメントを開いた後に閉じると、悪意のあるペイロードが展

開されます。サンドボックスで閉じる際のアクションが適切に検出
されない場合は、
この手法による回避が可能となるわけです。
「document_close」イベントの使用は、
まさに巧妙な手口です。
Microsoft Office に組み込まれているマクロ機能と、ユーザが自分
に関係すると考えた添付ファイルを開きやすいという傾向を利用
した攻撃になっています。そして、添付ファイルは自分に関係ない
と思って閉じると、マルウェアの隠蔽されたマクロがトリガーされる
のです。

Figure
16 年
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volume of「close
malicious
Microsoft
Word
documents using
“close
calls”
16 2017
9 月に確認された
Microsoft
Word function
図
ファンクション
コール」
を利用する悪意のある
ドキュメントの急増
observed in September 2017

40K
35K
30K

数量

25K
20K
15K
10K
5K

2016
悪意のあるサンプル数

10 月

9月

8月

7月

6月

5月

4月

3月

2月

1月

12 月

11 月

10 月

0

2017
総サンプル数
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悪意のあるペイロードが存在するドキュメントの種類を偽装するこ
とにより、サンドボックスを回避する攻撃者もいます。図 17 に示す
ように、2017 年 5 月に、悪意のある Word ドキュメントが組み込
まれた PDF ドキュメントを利用する大規模な攻撃が確認されまし
た。PDF だけを検出して開き、組み込まれた Word ドキュメントを
開かずに分析もしないサンドボックスでは、
このドキュメントはバ
イパスされてしまいます。
この PDF ドキュメントには通常、悪意の
ある動作のトリガーとなる Word ドキュメントを、ユーザがクリック

して開くように仕向ける仕組みが含まれています。PDF に組み込ま
れたドキュメントを開かずに分析もしないサンドボックスでは、
こ
の手法でバイパスされてしまいます。
このような PDF を含む悪意のあるサンプルの急増を確認した後、
シスコの脅威研究者は、PDF に組み込まれた Word ドキュメント
を開かせるためのアクションや仕組みが検出できるようにサンド
ボックス環境を修正しました。

Figure 17 Attackers use PDFs with embedded Microsoft Word documents to evade sandboxing

図 17 2017 年 5 月に確認された悪意のある Word ドキュメントを埋め込んだ PDF による大規模攻撃
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さまざまなサンドボックス回避技術を駆使した悪意のあるサンプ
ルが度々急増するということは、攻撃者が自身や他の攻撃者にとっ
て有効と考えられる手法を、続けて利用しようとしている表れと考
えられます。
また、マルウェアや関連のインフラストラクチャを工数
をかけて構築した場合、その投資を回収しようともするでしょう。そ
のため、マルウェアがサンドボックスによる検査を回避できたと判
断すれば、攻撃の回数やターゲットにするユーザの数を増やそうと
します。
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シスコの研究者は、上記のようなサンドボックス回避戦略を使用す
るマルウェアに対しては、
「コンテンツ認識型」の機能を備えたサン
ドボックスを使用することで、分析を回避されないようにすること
を推奨しています。たとえば、分析対象サンプルのメタデータ上の
特性を認識し、
ドキュメントを閉じた際のアクションが含まれてい
るかを判別できるサンドボックス テクノロジーである必要があり
ます。
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クラウド サービスなどの正規のリソースの不正利用

アプリケーション、データ、ID をクラウドに移行した場合、セキュリティ チームは、従来のネットワーク境界での制御が不能にな
るというリスクに対応する必要があります。セキュリティ チームにとって、進化と拡大を続けるクラウドや IoT 環境を保護するこ
とは難しく、そのような状況が攻撃者にとって有利に働いています。
また、それらの環境を保護するうえで、誰が責任を負うべき
かという点も明確になっておらず、対応を難しくする一因となっています
企業がこのような課題に対処するためには、機械学習のような高度なセキュリティ技術やベスト プラクティスを組み合わせて
適用する必要があります。
また、ビジネスで使用しているサービスや、
このような分野における脅威の進化に応じて、実験的手法
を組み合わせる必要もあるかもしれません。

バックドア C2 用に正規のリソースを悪用する
攻撃者が、
コマンドアンドコントロール (C2) のために、正規の
サービスを悪用した場合、正規のネットワーク トラフィックと区別
がつかないため、セキュリティ チームがマルウェアのネットワーク
トラフィックを識別することはほぼ不可能になります。ユーザが業
務に Google Docs や Dropbox などのサービスを利用するように
なっており、攻撃者にとっては、それらがマルウェアのトラフィックを
隠すための大量の「ノイズ」になります。それらのサービスが企業
の雇用者から提供されたものであるか、
システム的に承認された
ものであるかは関係ありません。

図 18 は、
シスコのパートナーで脅威インテリジェンス プロバイ
ダーの Anomali 社の研究者が、過去数年間にマルウェアのバック
14
ドア C2 スキーマ での使用が確認された、代表的な正規サービ
スを示しています（注：これらのタイプのサービスは、不正利用への
対応においてジレンマに直面しています。不正利用への対策を進
めるとユーザがアカウントを設定して利用するのが難しくなり、収
益の妨げになってしまうからです）。

図 18 C2 のためにマルウェアが悪用した正規サービスの例

Figure 18 Examples of legitimate services abused by malware for C2
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OneDrive

出典：Anomali 社

14 Anomali 社の定義する C2 スキーマとは、マルウェアの「通信アーキテクチャを構成する IP アドレス、
ドメイン、正規のサービス、すべてのリモート システムを統合したもの」
となっています。
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Anomali 社の研究によると、標的型攻撃（APT）の攻撃者や国家の
支援を受けているグループなどが、C2 に正規のサービスを悪用
した最初の攻撃者です。ただし、今やこの技術は、いわゆる地下経
済で活動する高度な攻撃者に広く採用されています。C2 に正規
のサービスを使用することが、悪意のある攻撃者にとって魅力的
なものとなっているのは、以下のようなことが容易に実現できるた
めです。
•• 該当のサービスに新しいアカウントを登録する。
•• 公開されたインターネット上に Web ページを設定する。
•• C2 プロトコル用に暗号を不当に使用する
（攻撃者は、C2
サーバを暗号化してセットアップしたり、マルウェアを暗号化し
たりする代わりに、単純に正規サービスの SSL 証明書を導入
する）。
•• リソースを臨機応変に使い回す（たとえば、DNS や IP アド
レスを再利用することなく、既存のリソースを攻撃に再利用
する）。
•• インフラストラクチャを「使い捨て」にする必要性を小さくする
（正規のサービスを C2 に利用する場合、マルウェアに IP ア
ドレスやドメインをハード コードする必要がない。そのため
攻撃の終了後に、使用した正規サービスのページを削除する
だけで、誰にも IP アドレスを気づかれなくて済む）。
•• この手法を利用することで、オーバーヘッドが少なくなり、投資
回収率が向上するため、攻撃者にとっての利益が増加する。
防御側からすれば、正規のサービスを C2 に利用されることで、次
のような大きな課題に直面します。
正規のサービスはブロックすることが困難
ビジネス上の観点だけから、Twitter や Google などの正規のイン
ターネット サービスをブロックすることができるでしょうか。

正規のサービスは暗号化されることが多く、本質的に検査すること
が困難
SSL の復号にはコストがかかり、企業規模のレベルで常に実施で
きるわけではありません。マルウェアは暗号化されたトラフィックに
紛れて通信を行うため、復号できない場合、セキュリティ チームが
悪意のあるトラフィックを識別するのは、不可能ではないにしても
困難です。
正規のサービスが使用されることで、
ドメインや証明書に関するイン
テリジェンスが無効になり、属性の把握が複雑になる
攻撃者はドメインを登録する必要がありません。正規のサービス
アカウントが最初の C2 アドレスと見なされるからです。
また、C2
スキーマのために SSL 証明書を登録したり、
自己署名 SSL 証明
書を利用し続けたりすることもありません。
この 2 点は、
レピュテー
ション フィルタリングのインジケータ フィードやインジケータのブ
ラックリスト登録に明らかに悪影響を及ぼします。いずれも、新た
に生成/登録されたドメイン、関連する証明書や IP アドレスに基づ
いて実施されるからです。
正規のサービスを利用した C2 を検出することは困難ですが、
Anomali 社の脅威研究者は、防御側に実験的な手法の適用を検
討するよう提案しています。たとえば、以下を確認することで、C2
に正規のサービスを利用したマルウェアを識別できる可能性があ
ります。
•• ブラウザやアプリ以外から正規のサービスに接続している
ケース
•• 正規サービスからのページ応答サイズが他のものと異なる、
または小さいケース
•• 正規サービスに対する証明書の交換頻度が高いケース
•• サンドボックスで、正規サービスに対する不審な DNS 呼び出
しを行うサンプルが大量に検出されるケース
このような通常と異なるふるまいはすべて、
ソースとなるプログラ
15
ムやプロセスを詳細に調査する際に役立ちます。

15 これらの実験的な手法や、攻撃者が C2 に正規のサービスを利用する方法の詳細について確認したい場合は、Anomali 社の研究論文『Rise of Legitimate Services for Backdoor Command and
Control』
（anomali.cdn.rackfoundry.net/files/anomali-labs-reports/legit-services.pdf [英語]）にアクセスしてください。
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リソースから最大限の利益を得る
シスコのセキュリティ研究者は、新たに確認された個別のクエリ
名（ドメイン）の中で、2017 年 8 月の時点で、1 週間にわたって
DNS クエリが実行されていたものを分析しました。なお、
ここでの
「新たに確認」
という表現は、
ドメインが作成された時期を示して
いるわけではなく、該当の期間にシスコのクラウド セキュリティ テ
クノロジーが初めてドメインを「確認」
した時期を示している点に
ご注意ください。
この研究の目的は、登録済みの状態にあるドメイン (RLD) が、攻撃
に利用/再利用される頻度について詳細に分析することでした。
ド
メイン レベルでの攻撃者のふるまいを把握することによって、
クラ
ウド セキュリティ プラットフォームのような最前線の防御ツールで
ブロックすべき悪意のあるドメインや関連サブドメインを特定する
ことができます。
特有の RLD（計約 400 万件）のコア グループだけに注力できる
よう、サブドメインは新たに確認されたドメインのサンプルからは
除外されており、悪意のあるものとして分類されたのは、サンプル
の RLD の数 % です。
そして、
その悪意のある RLD のうち、半分以上
（約 58 %）が再利用されたものでした（図 19 参照）。

Figure 19 Percentage of new vs. reused domains

図 19 新規のドメインと再利用されたドメインの比率

この結果から、ほとんどの攻撃者がキャンペーンのために新たにド
メインを構築している一方、1 つのドメインから複数のキャンペー
ンを実施して、投資から最大のリターンを得ようとしている攻撃者
も多いことがわかります。
ドメイン登録にはコストがかかります。特
に、キャンペーンを実行しつつ、検出を回避するうえで必要な規模
のドメインを登録するには、攻撃者の大半に大きなコストをかける
必要が生じます。
悪意のあるドメインの 20 % はすぐに使用されている
攻撃者は、
ドメインの登録後、利用できる適切な時期が来るまで、
数日から数ヵ月、時には数年も待つ場合があります。一方、
シスコの
脅威研究者が確認したところ、悪意のあるドメインのかなりの割合
（約 20 %）が、登録後 1 週間経たないうちにキャンペーンに使用
されていました（図 20 参照）。

Figure 20 RLD registration times

図 20 RLD の登録期間
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登録後 1 週間以上してから利用が確認されたもの

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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マルバタイジング キャンペーンと関連した多くの新規ドメイン
シスコが分析した悪意のあるドメインのほとんど
（約 60 %）がス
パム キャンペーンに関連し、約 20 % がマルバタイジング キャ
ンペーンに関係していました（図 21 参照）。マルバタイジングは、
ユーザに直接エクスプロイト キット
（ランサムウェアの配信用も含
む）を配信するうえで欠かせないツールとなっています。

Figure 21 Malicious categorizations

図 21 悪意のある攻撃の種類

とが明らかです。たとえば、1 つの IP アドレスを 2 つ以上のドメイ
ンで使用することがあります。そのため、キャンペーン用の基盤を
構築している攻撃者は、多くのコストが必要なサーバの代わりに、
いくつかの IP アドレスと多くのドメイン名に投資する可能性があ
ります

Figure 22 Reuse of infrastructure by
malicious RLDs

図 22 悪意のある RLD によるインフラストラクチャの再利用
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出典：シスコ セキュリティ リサーチ

マルバタイジング キャンペーンの構築によく利用されるドメイン
関連の手法に、
ドメイン シャドウイングがあります。
ドメイン シャド
ウイングでは、攻撃者は正規のドメイン アカウントのクレデンシャ
ルを窃取し、悪意のあるサーバを参照するサブドメインを作成しま
す。
もう 1 つの戦術は、無料のダイナミック DNS サービスを悪用し
て、悪意のあるドメインやサブドメインを生成するものです。
こうす
ることで攻撃者は、感染したユーザのコンピュータや侵害した一般
の Web サイトを利用して、ホストの IP を常に変えながら悪意のあ
るペイロードを配信することができます。

ネームサーバの
再利用
67.8 %

43.0 %

インフラストラクチャ リソースを再利用するドメイン
サンプル内の悪意のある RLD においても、登録者の電子メール
アドレス、IP アドレス、AS 番号 (ASN)、ネーム サーバなどのイン
フラストラクチャ リソースが再利用されているものと思われます
（図 22 参照）。
このことからも、攻撃者がリソースを維持して、新し
いドメインに対する投資から最大限リターンを得ようとしているこ

ASN の再利用
57.0 %

複数回利用

1 度だけ利用

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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RLD によって再利用されるリソースから、該当のドメインが悪意の
あるものかどうかを判断する手がかりが得られます。たとえば、登
録者の電子メール アドレスや IP アドレスの再利用は頻繁には発
生しないので、
どちらかのアドレスが頻繁に再利用されている場合
は、不審なふるまいを示していることになります。防御側からすれ
ば、そのようなドメインをブロックしてもビジネスに悪影響が発生
する可能性の少ないことが把握できれば、確信を持ってドメインを
ブロックすることができます。
ほとんどの場合、ASN やネーム サーバを静的にブロックすること
は望ましくありません。一方、RLD による再利用パターンは、特定の
ドメインをブロックすべきかどうかを判断する場合に、詳細な調査
の対象として有用です。

セキュリティ チームは、最前線で防御するインテリジェント クラウ
ド セキュリティ ツールを利用して、潜在的な悪意のあるドメイン
やサブドメインを特定し、分析することで、攻撃者をトラッキングし
て次のような情報を得ることが可能となります。
•• ドメインの参照先である IP アドレス
•• その IP アドレスに関連付けられている ASN
•• ドメインの登録者
•• そのドメインに関連した他のドメイン
これらの情報から、セキュリティ ポリシーを改善して攻撃をブロッ
クできるだけでなく、エンタープライズ ネットワーク上のユーザが
悪意のあるインターネット上のアドレスに接続するのを防止するこ
ともできます。

ランサムウェア攻撃のリスクにさらされる DevOps テクノロジー
2017 年に、DevOps に対する新たなランサムウェア攻撃が確認され
ました。オープンソースのデータベース プラットフォーム、MongoDB
16
をターゲットにしたキャンペーンが 1 月に始まっています。 攻撃
者は、MongoDB のパブリック インスタンスを暗号化し、復号キー
とソフトウェアに対する身代金の支払を要求しました。そして、
しば
らくすると、サーバをターゲットにしたランサムウェアを使用した
CouchDB や Elasticsearch などのデータベースの侵害に狙いが定
められました。
Rapid7 社は、セキュリティ データや分析ソリューションを提供してい
るシスコのパートナーです。Rapid7 社の研究者がシスコ 2017 中期
サイバーセキュリティ レポートで説明したように、DevOps サービス
は正しく導入されていなかったり、正規ユーザのアクセスの利便性を
考慮して意図的にオープンにされたままであったりすることが多い
ため、攻撃のリスクにさらされています。
Rapid7 社は、定期的に DevOps テクノロジーに関するインターネッ
ト上での探索を実施し、オープンになっているインスタンスとランサ
ムウェアに感染したインスタンスの両方を一覧にしています。探索中

に Rapid7 社が確認した DevOps サービスの中には、インターネッ
トに公開されているテーブルの名前から個人を特定できる情報（PII）
が含まれているものもありました。
DevOps に対するランサムウェア攻撃のリスクを軽減するために、
DevOps テクノロジーでパブリック インターネット インスタンスを利
用している組織は、以下を実施する必要があります。
•• DevOps テクノロジーを安全に導入するための統一基準を作
成する
•• 企業が利用するパブリック インフラストラクチャを常に把握し
ておく
•• DevOps テクノロジーにパッチを適用し、最新の状態を維持する
•• 脆弱性スキャンを実施する
Rapid7 社の研究の詳細については、
『シスコ 2017 中期サイバーセ
キュリティ レポート』の「DevOps テクノロジーによるビジネスの危険
を防止」
を参照してください。

16『 After MongoDB, Ransomware Groups Hit Exposed Elasticsearch Clusters』、IDG News Service 社 Lucian Constantin 氏、2017 年 1 月 13 日•
（pcworld.com/article/3157417/security/after-mongodb-ransomware-groups-hit-exposed-elasticsearch-clusters.html [英語]）
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クラウドを利用した内部関係者による脅威
以前のセキュリティ レポートでは、OAuth の権限とスーパーユー
ザ権限を利用して、ネットワークに接続できるユーザやそのユーザ
がデータにアクセスする方法を制御できる場合の利点について説
17
明しました。 このようなユーザ アクティビティのセキュリティに対
する影響をさらに分析するため、
シスコの脅威研究者があらため
てデータ漏洩の傾向について調査を行っています。機械学習アル
ゴリズムを使って 34 ヵ国の 15 万ユーザをプロファイリングしま
した。対象ユーザは全員、2017 年 1 月から 6 月までの間、
クラウ
ド サービス プロバイダーを利用しています。
このアルゴリズムで
は、
ダウンロードされるドキュメントの量だけでなく、
ダウンロード
日時、IP アドレス、場所などの変数も扱われており。
6 ヵ月間ユーザをプロファイリングした後、1 ヵ月半をかけて異常
値について学習させ、不審なダウンロードを行った 0.5 % のユー
ザにフラグが付けられました。人数自体は少ないですが、それらの
ユーザが企業のクラウド システムからダウンロードしたドキュメン
トは計 390 万件を越え、1 ヵ月半で 1 人あたり平均 5,200 件にな
りました。不審なダウンロードのうち、62 % は、通常の業務時間外
に発生しており、40 % は週末でした。

ドキュメントのタイトルで最も頻繁に使われていたキーワードの 1
つは「データ」
で、共に多く登場したキーワードは「社員」
と
「顧客」
で
した。
ダウンロード文書の種類については、34 % が PDF で、31 %
が Microsoft Office ドキュメントでした（図 23 参照）。
機械学習アルゴリズムを適用したことで、
ダウンロード件数だけで
なく、
クラウド ユーザのアクティビティに関する微妙に異なる特徴
も確認できました。今回の分析において、調査したユーザの 23 %
に、不審なダウンロードを示すフラグが 4 回以上つけられていま
す。最初は少量のドキュメントのダウンロードから始まり、徐々に量
が多くなって、最終的にある時点で急激に増えるというのが通常の
パターンです（図 24）。
機械学習アルゴリズムは、
クラウドとユーザのふるまいを詳細に可
視化する機能として期待できます。防御側がダウンロードに関する
ユーザのふるまいを予測できるようになれば、正当なものかどうか
を調査するための時間を短縮できます。
また、攻撃やデータ漏洩を
事前に防止するところまで実現できる可能性があります。

シスコの研究者は、不審にダウンロードされた 390 万件の文書の
タイトルに対して、テキストマイニング分析も実施しました。

Figure 23 Most commonly downloaded documents
図 23 一般的に最もダウンロードされるドキュメントの種類

24 機24
図
械学習アルゴリズムで検出されたユーザによる不審なダ
Figure
Machine-learning algorithms capture
ウンロード操作
user download behavior 2017
8K

PDFs
34 %

メディア
23 %
その他
8%
プログラム、
データ、
スクリ
プト
（PD&S）
4%

ダウンロードされたファイル数

Office
31 %

7K
6K
5K
4K
3K
2K
1K
0
5月
ユーザ アクティビティ

6月
不審なアクティビティ

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
出典：シスコ セキュリティ リサーチ

17 シスコ 2017 中期サイバーセキュリティ レポート：cisco.com/c/ja_jp/products/security/security-reports.html
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シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査：クラウドでネットワークをホスティングす
ることの主なメリットはセキュリティ
シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査によると、オンプ
レミスとパブリック クラウド インフラストラクチャの使用が拡大し
ています。ただし、多くの組織は、依然としてオンプレミスでネット
ワークをホストしています。2017 年の調査では、セキュリティ専門
家の 27 % が、オフプレミスのプライベート クラウドを使用してい
ると回答しています。同じ回答が 2015 年では 20 %、2016 年では
25 % でした（図 25）。セキュリティ専門家の 52 % は、
自社のネッ
トワークをプライベート クラウドの一部としてオンプレミスでホス
トしていると回答しています。

Figure 26 53% of organizations host at least
図 1  組織の 53 % が、インフラストラクチャの半分以上をクラウド
50% of infrastructure in the cloud
でホストしている

18 %

11 %

35 %

36 %

Figure 25 More organizations are using private
図 25 多くの組織がプライベートクラウドを使用している
clouds
オフプレミスの
プライベート クラウド

オンプレミス
（プライベート クラウドの一部）

クラウドでホストされているインフラストラクチャの割合
1-24 %

52 %

2017

27 %

50 %

2016

25 %

51 %

2015

20 %

2014

18 %

50 %

2014（n=1727）、2015（n=2417）、2016（n=2887）、2017（n=3625）
出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

クラウドを利用している組織の 36 % は、
クラウドで自社のインフ
ラストラクチャの 25 ～ 49 % をホストし、35 % は、インフラストラ
クチャの 50 ～ 74 % をホストしていると回答しています（図 26）。
セキュリティ担当者は、
クラウドでネットワークをホストすることの最
も一般的なメリットはセキュリティであると回答しています。
セキュリ
ティと回答した中の 57 % は、
クラウドでネットワークをホストする理
48 % が
由について、
データ セキュリティが優れているからと回答し、
46 % が使いやすさを挙げています
拡張性、
（図 27 参照）
。
また、
クラウドに移行するインフラストラクチャを増やそうとしてい
るため、
クラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) に投資
して、
クラウド環境のセキュリティの強化を検討していると回答して
います。
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25-49 %

50-74 %

75 % 超

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

Figure 27 57% believe the cloud offers
better
data security
図 27 57 % が、
クラウドのデータ
セキュリティは優れていると考
えている
クラウドの
優れたデータ セキュリティ

57 %

拡張性

48 %

使いやすさ

46 %

社内の
IT 人材不足

41 %

外部関係者との
連携の容易さ

39 %

設備投資ではなく
運用コストとして扱える

39 %

規制/コンプ
ライアンス要件

37 %

コア ビジネスでないため、
アウトソーシングが望ましい

14 %

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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IoT と DDoS 攻撃

IoT はなおも発展を続けていますが、攻撃者はすでに IoT デバイスのセキュリティ上の弱点を悪用してシステムにアクセスし
ようとしています。重要なインフラストラクチャをサポートする産業用制御システムなども対象になっています。
また、IoT ボット
ネットも規模と影響力の両面で拡大を続け、インターネットに深刻な悪影響を及ぼしかねない強力な攻撃を実行する能力を高
めています。攻撃者がアプリケーション層をより広範囲に不正利用する方向に移行していることから、それが狙いであることが
わかります。
しかし、多くのセキュリティ専門家は、IoT ボットネットによる脅威に気づいていない、
または無視しています。セキュ
リティのことがほとんど、もしくはまったく考慮されていない IoT デバイスが IT 環境で増え続けています。さらに問題なのは、自
社のネットワークに何台の IoT デバイスが接続しているかについて調査すら実施されていないということです。
このようにして、
攻撃者が簡単に IoT を制御できる状況になってきています。

IoT ボットネットを差し迫った脅威として考えている組織はほとんどない - 再認識が必要
IoT と同じように、IoT ボットネットも拡大と進化を続けています。
また、IoT ボットネットの拡大と完成度の向上にあわせ、攻撃者も
DDoS 攻撃を利用して、攻撃の範囲や影響力を高めています。
シ
スコのパートナーである Radware 社は、
シスコ 2017 中期サイ
バーセキュリティ レポート の中で、三大 IoT ボットネット
（Mirai、
Brickerbot、Hajime）を分析しています。
また、最新のレポートで
18
も取り上げ、あらためてこの脅威の重大性を強調しています。
Radware 社の研究によると、IoT ボットネットが自社のビジネスに
対する主要な脅威になると考えている組織は、2018 年の段階で
13 % に過ぎません。
組織やユーザが低価格の IoT デバイスを、ほとんどもしくはまった
くセキュリティを考慮せずに拙速に導入していることで、IoT ボット
ネットが拡大しています。IoT デバイスは、Linux または Unix ベー
スのシステムであるため、ELF (Executable and Linking Format)
バイナリのターゲットになることが増えています。
また、PC よりも制

御することが容易で、攻撃者が容易に大規模な攻撃拠点を構築す
ることができます。
IoT デバイスは 24 時間常に稼働しており、指示があればすぐにア
クションを実行できるようになっています。
また攻撃者は、IoT ボッ
トネットの規模の拡大にあわせて、
コードやマルウェアの改良に投
資し、
より高度な DDoS 攻撃にシフトしようとしています。
アプリケーションに対する DDoS がネットワークに対する DDoS を
上回る
アプリケーション層に対する攻撃が増加する一方、ネットワーク層
に対する攻撃が減少しています（図 28 参照）。Radware 社の研究
者は、
このシフトが IoT ボットネットの拡大に起因するものではな
いかと考えています。
アプリケーション層は多岐に渡り、そこで使用
されているデバイスも多いため、
この傾向は重要な問題です。
アプ
リケーション層をターゲットにした攻撃は、インターネットを広範
囲に渡って停止させる可能性があるからです。

図 28 2017 年にアプリケーション DDoS 攻撃が増加

Figure 28 Application DDoS attacks increased in 2017
次の攻撃ベクトルのうち今年経験したものはどれか
37 %
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アプリケーション：64 %
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その他

ネットワーク：51 %

出典：Radware 社
18 Radware 社の IoT ボットネット研究の詳細については、
「登場したばかりの IoT でも IoT ボットネットが出現」
（『シスコ 2017 中期サイバーセキュリティ レポート』、39 ページ）
：•
cisco.com/c/ja_jp/products/security/security-reports.html を参照してください。

31

シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポート | 脅威の状況

Radware 社の研究者は、ネットワーク層には不正利用の余地がほ
とんどないため、多くの攻撃者がアプリケーション層にシフトして
いると分析しています。
また、IoT ボットネットの構築には PC ボッ
トネットほどリソースが必要ないということもあります。つまり、攻
撃者が高度なコードやマルウェアの開発に、
より多くのリソースを
投入できることになります。高度なアプリケーション攻撃として知ら
れる、マルチベクトル型ボットネットの Mirai は、そのようなリソー
ス投入を行ったものの 1 つです。
複雑さ、頻度、期間が増大している
「集中攻撃」
Radware 社が 2017 年に確認した DDoS 攻撃の傾向の中で最も
重要なものの 1 つは、短時間集中攻撃の増加です。
より複雑にな
り、頻度が増え、長期間継続するようになっています。Radware 社
の調査によると、組織の 42 % が 2017 年にこのタイプの DDoS
攻撃を受けています（図 29）。ほとんどの場合、数分間だけの集中
的な攻撃が繰り返されます。

Figure 29 Experience with DDoS attacks in
recurring bursts
図 29 集中的に繰り返される DDoS 攻撃の経験

18 %

15 %

•• 他の長時間 DDoS 攻撃と組み合わされることも多い。
リフレクション増幅攻撃の増加
2017 年には、DDoS 攻撃にもう 1 つの傾向があることが確認され
ました。
さまざまなサービスに対する主要な攻撃ベクトルとして、
リ
フレクション増幅型の DDoS 攻撃が増加しているということです。
Radware 社によると、2017 年の時点で、40 % の企業がリフレク
ション増幅攻撃を経験しています。
また、その 3 分の 1 は、
これら
の攻撃を軽減することができなかったと報告しています。
リダイレクション増幅攻撃は、第三者の正規のコンポーネントを使
用して攻撃元を隠蔽しながら、攻撃用のトラフィックをターゲットに
送信します。攻撃者は、
ターゲット ユーザの IP アドレスを送信元
アドレスとして、
リフレクタ サーバにパケットを送信します。その結
果、間接的に応答パケットがターゲットに大量に送信され、
リソー
スを枯渇させることが可能になります（図 30 参照）。

Figure
30 Reflection amplification attack
図 30 リフレクション増幅攻撃

年に短時間での集中
42 % 2017
DoS 攻撃を経験した割合

9%

•• 約 5 ～ 15 分間隔で、2 ～ 50 秒の間で時間を変えながら大量
のトラフィックを集中的に送信する攻撃を組み合わせている。

58 %
ターゲット

攻撃者

数秒間
継続

数分間
継続

15 ～ 30 分
継続

集中攻撃を
受けていない

出典：Radware 社

集中攻撃戦術は通常、ゲーム用 Web サイトやサービス プロバイ
ダーをターゲットにしています。それらのターゲットはサービスの
可用性を重視しており、そのような集中攻撃への対応を維持でき
ないからです。数日間から数週間に渡って、高いトラフィック レー
トによる集中攻撃を適宜、
またはランダムに実施されると、組織の
対応時間が失われ、深刻なサービス中断が発生する可能性が生じ
ます。
Radware 社の研究者は、集中攻撃について次のように言及してい
ます。

第三者のコンポーネント
出典：Radware 社

•• さまざまに変化するベクトルで構成されている。攻撃が地理
的に分散され、的確な大量の SYN パケット、ACK パケット、
User Datagram Protocol (UDP) パケットを複数のポートから
送信してフラッド攻撃を繰り返し実施する。
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リダイレクション増幅攻撃を成功させるには、攻撃者がターゲット
よりも大きな帯域幅を用意する必要がありますが、
リフレクタ サー
バを利用することでそれが実現します。攻撃者は、第三者の保有す
る 1 台ないし複数の機器からトラフィックを反射させればよいだ
けです。
リフレクタとして使用されるサーバは通常のサーバである
ため、
この攻撃を軽減するのは非常に困難です。一般的な例として
次のようなものがあります。
DNS リフレクション増幅攻撃
この高度な DoS 攻撃では、DNS サーバの動作を利用して攻撃が
増幅されます。通常の DNS 要求は、DNS 応答よりもサイズが小さ
くなります。
ところが、DNS リダイレクション増幅攻撃では、用途に
あった DNS クエリを選択することで、DNS 要求よりも応答の方が
最大 80 倍長くなるようにします（たとえば、
「ANY」
とするなど）。攻
撃者は、送信元 IP アドレスにターゲット ユーザの IP アドレスを偽
装し、ボットネットを利用してこのクエリを第三者の DNS サーバに
送信します。そして、第三者の DNS サーバが、
ターゲットの IP アド
レスに応答を送信することになります。
このような攻撃手法によっ
て、比較的小さなボットネットでも、
ターゲットに大量の応答を継続
的に送信してフラッドを発生させることができます。
NTP リフレクション
このタイプの増幅型攻撃では、公開されている NTP (Network
Time Protocol) サーバを不当に利用し、UDP トラフィックを大量
に送信して防御側のリソースを枯渇させます。NTP は、パケット交
換ネットワーク上のコンピュータ システム間でクロックを SYN す
るために従来から利用されているネットワーク プロトコルです。現
在も、デスクトップ、サーバ、電話機などの多くのシステムがクロック
の SYN を維持するために、インターネット経由で利用しています。
NTP サーバの旧バージョンの中には、monlist というコマンドを利
用できるものがあり、
クエリの対象となるサーバに接続したホスト
の一覧を、
リクエスト側に対して最大で直近 600 件分送信すること
ができます。
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基本的なシナリオでは、
リクエスト サーバの送信元 IP アドレス
がターゲット サーバの IP アドレスに偽装された状態で、
「get
monlist」要求が複数の NTP サーバにランダムに繰り返し送信され
ます。そして、NTP サーバからの応答が直接ターゲット サーバに送
信される結果、送信元ポート 123 からの UDP トラフィックが著し
く増加します。
SSDP リフレクション
この攻撃は、SSDP (Simple Service Discovery Protocol) を不当
に利用するものです。
このプロトコルは、ユニバーサル プラグ アン
ド プレイ (UPnP) デバイスが自身の存在をブロードキャストする
際に使用されます。
カメラやネットワーク プリンタ、その他の電子
機器など、ネットワークに接続されたデバイスやサービスを検出し
て制御することを可能とするものです。
UPnP デバイスがネットワークに接続されて IP アドレスを受信す
ると、マルチキャスト IP にメッセージを送信して、提供するサービ
スをネットワーク上の他のコンピュータにアドバタイズします。
コ
ンピュータがデバイスの検出メッセージを受信すると、デバイスの
サービスの詳細を求めるリクエストが生成されます。そして、UPnP
デバイスは、要求元のコンピュータに対して提供サービスの一覧を
直接返すのです。
NTP や DNS での増幅型 DDoS 攻撃と共に使用しつつ、攻撃者は
最終的なサービス要求のクエリを、小規模のボットネットから実行
することができます。そして、
ターゲット ユーザの IP アドレスを送
信元の IP アドレスに偽装することで、
ターゲットに直接応答が返さ
れるようにします。
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防御側は「漏洩経路」の修復が必要
シスコのパートナーである Lumeta 社が定義した「漏洩経路」
とは、
クラウドを含む企業ネットワークにおけるポリシー/セグメンテー
ションの違反、インターネット接続時の設定の誤り、未承認のイン
ターネット接続のことを意味します。つまり、インターネット上の悪
意のある Web サイトなどへのトラフィック転送を可能とするもの
を指します。
このような想定外の接続は、セグメント間での通信が
禁止されている場合など、内部ネットワークのセグメント間でも発
生します。たとえば、重要なインフラストラクチャ環境で、製造現場
と業務用 IT システム間に想定外の漏洩経路が存在している場合、
悪意のある活動が行われている可能性があります。
また、適切に設
定されていないルータやスイッチにも漏洩経路が生じる場合があ
ります。
アクセス許可が正しく設定されていないデバイスや、管理されずに
オープンになったままのデバイスは攻撃者にとって格好のターゲッ
トです。
また、不正行為やシャドー IT に関連しているデバイスや
ネットワークも、攻撃者が漏洩経路を確立させるうえで都合のいい
ものとなります。通常、そのようなデバイスなどは管理対象になっ

ておらず、パッチも適用されていないためです。Lumeta 社は、企
業内の動的ネットワーク、エンドポイント、
クラウド インフラストラ
クチャの約 40 % がインフラストラクチャの重大な盲点になってお
り、セキュリティ チームがリアルタイムに認識しにくくなっていると
想定しています。
漏洩経路には常に悪用されるリスクがあり、それらを検出すること
が非常に重要です。そして特に重要なのは、新たに発生する漏洩経
路をリアルタイムに検知することです。
これらの漏洩経路は、
ランサ
ムウェアなどの高度な攻撃のほとんどに関連しており、侵害の発生
を示す直接の指標となるからです。
Lumeta 社は、
さまざまな業界の 200 を超える組織を対象に、IT
インフラストラクチャの分析を実施しています。そこでは、エンドポ
イントの可視性にギャップがあることがわかっています。
また、多く
の企業が IT 環境でのエンドポイントの数を過小評価していること
も示されています（図 31 参照）。ネットワークに接続されている IP
対応の IoT デバイス数を正確に把握していないことが、エンドポイ
ント数の過小評価の主な理由となっています。

図 31 さまざまな業界におけるインフラストラクチャのブラインド
スポットの概要
Figure
31 Overview of infrastructure blind spots across
various industries
Lumeta 社の実際の顧客

官公庁

医療

テクノロジー

金融

推定エンドポイント数

150,000

60,000

8000

600,000

検出エンドポイント数

170,000

89,860

14,000

1,200,000

把握できていないエンドポイントの割合

12 %

33 %

43 %

50 %

管理されていないネットワーク数

3278

24

5

771

未認証もしくは保護されていない状態でデータを転送しているデバイスの数

520

75

2026

420

既知だが接続できないネットワーク数

33,256

4

16,828

45

環境内で特定されたインターネットへの漏洩経路数

3000

120

9400

220

出典：Lumeta 社

34

シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポート | 脅威の状況

Lumeta 社の研究者は、漏洩経路が増加していることを指摘してい
ます。特に、ネットワークの可視性が低く、セキュリティ管理が十分
実施されていないクラウド環境で多くなっています。
悪意のある攻撃者は、漏洩経路を自ら構築したり、既存の経路を見
つけたりしても、すぐに利用するとは限りません。漏洩用のチャンネ
ルを利用するのは、マルウェアやランサムウェアをインストールし
たり、情報を窃取したりする時です。Lumeta 社の研究者は、漏洩経
路が検知されずに残っている理由の 1 つは、攻撃者が Tor などを
利用して活動を暗号化し、検知しにくくしているためであり、セキュ
リティ チームに活動を気づかれないよう、非常に注意深く漏洩経
路を使用していると分析しています。

また、セキュリティ チームのスキル ギャップ、つまり、ネットワーク
に関する基本的な知識の不足が、組織が漏洩経路の問題をタイム
リーに調査して修正できない要因になっている可能性があるとも
指摘しています。つまり、漏洩経路の調査や修正に迅速に対応する
には、セキュリティ チームとネットワーク チーム間の連携を強化す
ることが重要なのです。
セキュリティ アナリストが、ネットワークのコンテキストを自動的に
提供するツールを利用することで、漏洩経路の問題が発生する可
能性について分析することも可能です。
また、適切なセグメンテー
ション ポリシーを適用することで、ネットワーク間、
またはデバイス
間の想定外の通信が悪意のあるものかどうかを、セキュリティ チー
ムが迅速に判断できるようになります。

シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査：セキュリティ担当者の不足により、新しいサイバー機能
を導入できない組織が多い
深刻なスタッフ不足は依然として防御側の大きな問題です。前述のよ
うに、
スキル ギャップによって、組織が特定の種類の脅威を調査して
修復することが妨げられる場合があります。
また、適材適所の人材配置ができないと、組織のセキュリティ ポス
チャを強化する新たな技術やプロセスを導入して対応することがで
きません（図 32）。
シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査でインタビューを受
けたセキュリティ専門家の多くが、理想としては、定常的な活動を自
動化するか、
アウトソーシングする割合を増やして、
スタッフを高付加
価値活動にシフトしたいと考えています。

Figure
32 Key capabilities defenders would add,
図 32 スタッフのレベルが向上したら追加したい主要な機能
if staffing levels improved
モビリティ
セキュリティ
16 %

暗号化/
プライバシー/
データ保護
15 %

エンドポイントで
のフォレンジック
19 %
クラウド アクセス
セキュリティ
ブローカー
（CASB）
17 %
Web アプリケー
ション ファイ
アウォール
17 %

ファイアウォール
16 %
エンドポイント
保護/ウイル
ス対策
16 %
ネットワー
ク調査
16 %

侵入防御
16 %
多要素
認証
16 %

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

35

シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポート | 脅威の状況

産業用制御システムの脆弱性が重要なインフラストラクチャにリスクをもたらす
産業用制御システム (ICS) は、すべての製造システムおよびプロセ
ス制御システムの中核をなすものです。ICS は、制御プロセスを構
成している他の電子システムに接続し、多数のデバイスとエコシス
テムを構築しています。接続されているデバイスには、
さまざまな
攻撃者が侵害しようと狙っている脆弱なものがあります。
シスコのパートナーで、デセプション ベースのサイバーセキュリ
ティ防御ソリューションを開発している TrapX Security 社による
と、ICS をターゲットにして重要なインフラストラクチャを無効にし
ようとする攻撃者は、積極的に研究を続け、攻撃を進めるための要
所となるバックドアを構築しようとしています。潜在的なサイバー
攻撃者の中には、IT システムや ICS アーキテクチャ、およびそれら
のシステムがサポートしているプロセスについて高度な知識を持
つ専門家がいます。PLM（製品ライフ サイクル管理）
コントローラ
やサブシステムのプログラム方法について熟知する者もいます。
TrapX 社の脅威研究者は、顧客の ICS をターゲットにしたサイ
バー攻撃を調査しており、ICS のサイバー防御に関する想定外の
問題について明らかにしました。以下に示す 2 件のインシデント
は、2017 年に発生し、現在も調査中です。
ターゲット：水資源/廃棄物処理に携わる国際的な大規模企業
攻撃者は、内部ネットワークを侵害するピボット ポイントとして、同
社の DMZ（Demilitarized Zone：DMZ）にあるサーバを利用しまし
た。同社のセキュリティ運用チームは、ネットワークの DMZ に組み
込まれているデセプション セキュリティ技術により、
アラートを受信
しました。
この物理/論理サブネットワークは、内部ネットワークと信
頼されていないネットワーク
（インターネットなど）をブリッジし、他
の内部インフラストラクチャを保護するためのものです。調査の結
果、以下のことが判明しました。

•• 攻撃者は、侵害した内部ネットワークから、同社の他のプラン
トに対して複数の大規模攻撃を開始することが可能であった。
ターゲット：発電所
この発電所の重要な資産には、非常に大規模な ICS インフラスト
ラクチャと、発電所のプロセスの実行管理に必要な SCADA（遠隔
監視制御・情報取得）
システムのコンポーネントが含まれています。
この発電所は、国の重要なインフラストラクチャと位置づけられて
おり、セキュリティを担当する国家機関によって管理監督されてい
ます。つまり、高度なセキュリティが導入されているものと想定され
ます。
担当の CISO は、
ランサムウェア攻撃から発電所内の標準的な IT
リソースを保護するために、デセプション技術の導入を決め、同じ
技術が ICS インフラストラクチャ内にも展開されました。導入直後
に、セキュリティ運用チームがプラント運用における重要インフラ
ストラクチャへの侵害を示すアラートを複数受信し、緊急調査の結
果、以下のことが判明しました。
•• プロセス制御ネットワーク内のデバイスが、PLM コントロー
ラに偽装して、デセプション トラップと通信しようとしていた。
ネットワーク内の各 PLM コントローラの正確な特性を把握
し、紐付けようとしたものであったと考えられる。
•• 侵害されたデバイスは通常、ネットワークから切断されている
はずだが、保守を実施したベンダーが終了時に切断していな
かった。
この過失により、
プロセス制御ネットワークが脆弱なま
まになっていた。
•• 攻撃者が収集した情報は、
プラントの動作を阻害するうえで必
要なものであり、稼働中の発電所の操業に大きな被害をもた
らす可能性があった。

•• DMZ サーバは、設定ミスにより RDP 接続を許可したために
侵害された。
•• DMZ サーバは、複数の IP を通じて侵害され、制御された。そ
れらの IP は、同社のプラントに敵対する政治的ハクティビスト
に関連したものであった。
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推奨事項
ICS に対する侵害の多くは、企業の IT ネットワーク内にある脆弱
なサーバやコンピューティング リソースが侵害されるところから始
まります。TrapX 社の脅威研究者は、組織が施設内の運用の整合性
を確保してリスクを軽減できるよう、以下のアクションの実施を推奨
しています。
•• ベンダーやシステムについて検証し、すべての修正プログラム
やパッチが遅滞なく適用されていることを確認する
（パッチが
利用できない場合は、新しい技術への移行を検討する）。
•• USB メモリ スティックや DVD ドライブの使用を制限する。
•• ICS システムを IT ネットワークから分離し、両者間の直接接
続を禁止する。禁止対象には、ネットワーク接続、
ラップトップ、
メモリ スティックの使用を含む。

•• ICS ネットワークの使用を最低限の運用だけに限定する厳格
なポリシーを適用し、インターネット ブラウザでの外部へのア
クセスを伴う ICS ワークステーションやモニタの利用を制限
する。
また、
これらのポリシーがうまく機能しない場合を想定
し、それに応じた計画を立案する。
•• 実稼働ネットワークで組み込みのパスワードやデフォルトのパ
スワードが使われていないかを調査し、削除する。そのうえで、
可能なところでは二要素認証を導入する。
•• 大規模なサイバー攻撃を受けた後のディザスタ リカバリ計画
について確認する。
その他の導入事例については、TrapX Security 社の研究論文
『Anatomy of an Attack: Industrial Control Systems Under
Siege』[英語] を参照してください。

シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査：OT や IoT への攻撃の増加が予想される
ICS や IoT デバイスなどの業務テクノロジー（OT）をターゲットにし
た攻撃は、
まだあまり一般的ではないため、
それらの攻撃を直接経験
したセキュリティ専門家は多くありません。
シスコ 2018 セキュリティ
機能ベンチマーク調査によると、セキュリティ専門家は OT や IoT に
対する攻撃が確実に増えると予想しており、対応方法を定めようとし
ています。

図 33 組織の 31 % が OT インフラストラクチャに対するサイバー

Figure 33 Thirty-one percent of organizations have
攻撃を経験している
experienced cyber attacks on OT infrastructure
OT でのサイバー
攻撃をすでに確認

31 %

OT へのサイバー
攻撃の展開を想定

38 %

OT へのサイバー
攻撃を想定
（再来年以降）

20 %

サイバー攻撃の重点対象
は依然として IT である

10 %

また、それらのシステムにはパッチや最新のソフトウェアが適用され
ておらず、防御機能が不足していることが多いため、攻撃に対して脆
弱であることが認識されています。
ある回答者は、
「25 年経過している OT デバイスや、40 年使用して
いるコンプレッサや機械がまだ残っています。IT の専門家は製品ス
ケジュールに精通していて、
『Windows X のサポートが終了するのは
いつか』
とか『Oracle のこのバージョンはもうすぐ EOL（サポート終
了）になる』などと言いますが、OT 環境ではそのようなことはありま
せん」
とコメントしています。
自身の組織に存在する OT のセキュリティ上の問題について、
自
信を持って話すことのできるセキュリティ専門家はほとんどいませ
ん。
「OT を導入したことがない」か「追加する予定がない」、
もしくは
「IoT 導入の経験がない」などのいずれかが原因です。そのような専
門家の 31 % は、
自身の組織の OT インフラストラクチャがすでにサ
イバー攻撃を受けたことがあると回答しており、38 % が、2018 年に
は IT から OT に攻撃が拡大すると予測しています（図 33）
。

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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脆弱性とパッチ適用

防御側にとってセキュリティ上の課題が複雑化し、利用している技術に影響する脆弱性を把握できなくなっている可能性があり
ます。ただ、攻撃者が脆弱性に注目し、攻撃を開始するために不正に利用する方法を探っていることはわかっています。
ベスト プラクティスとして、既知の脆弱性に 30 日以内にパッチを適用すればよいとされていた時代もありましたが、今では、修
復にそのような時間をかけていては、組織が攻撃の対象となるリスクを高めることになります。攻撃者が、脆弱性に対して有効
なエクスプロイトをリリースして使用するスピードが早まっているからです。組織は、小さくても重要なセキュリティ ギャップを
見逃してはいけません。システムへの侵入経路を探る偵察フェーズなどで攻撃者に利用される可能性があります。

2017 年に公開された Apache Struts のバッファ オーバーフローなどの脆弱性
バッファ オーバーフローに関するエラーは、
シスコが 2017 年
にトラッキングした脆弱性の中で、CWE（Common Weakness
Enumeration：共通脆弱性タイプ一覧）のトップに記載された脆弱

性です。他のカテゴリの場合は変動がありましたが、
これは常にトッ
プに位置していました。入力の検証に関係する脆弱性が増加し、
バッファ エラーは減少しています（図 34）。

Figure 34 CWE threat category activity
図 34 CWE 脅威カテゴリ別アクティビティ
脅威カテゴリ

2016 年 1 月～ 9 月

2017 年 1 月～ 9 月

変化率

CWE-119：バッファ エラー

493

403

(-22 %)

CWE-20：入力検証

227

268

+15 %

CWE-264：認可、権限、
アクセス制御

137

163

+18 %

CWE-200：情報漏えい/開示

125

250

+100 %

CWE-310：暗号の問題

27

17

(-37 %)

CWE-78：OS コマンド インジェクション

7

15

+114 %

CWE-59：リンク フォロー

5

0

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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重要なアドバイザリについて確認すると
（図 35）、Apache Struts
の脆弱性が 2017 年の時点でも依然として突出しています。
Apache Struts は、Java アプリケーション開発用のオープンソース
フレームワークとして広く使用されています。Apache Struts の脆
弱性は、主要なデータ ブローカを巻き込んだ 2017 年のセキュリ
ティ侵害に関係していました。

することが困難なケースがあります。以前のシスコ セキュリティレ
19
ポート で説明したように、サードパーティ製ソフトウェアやオープ
ンソース ソフトウェアに脆弱性がある場合、手動でのパッチ適用が
必要で、標準のソフトウェア ベンダーが提供する自動適用パッチの
ように頻繁には実施できない可能性があります。そのため、攻撃者
に攻撃を開始する時間的余裕を与えてしまうことになります。

Apache の場合、通常は脆弱性が特定されるとすぐにパッチが提
供されますが、Apache Struts のようなインフラストラクチャ ソ
リューションにおいては、ネットワークを中断せずにパッチを適用

オペレーティング システムをライブラリまたは個別のファイル レ
ベルでディープ スキャンすることで、オープンソース ソリューショ
ンのコンポーネントのインベントリを把握することができます。

図 35 重要なアドバイザリと攻撃活動

Figure 35 Critical advisories and attack activities
重大度が「緊急」の脆弱性

攻撃アクティビティ

Oracle CPU、
OIT の脆弱性
複数の CVE

OpenSSL
の脆弱性
Multiple CVEs

OpenSSL
の脆弱性
CVE-2017-3733

Apache Struts 2
におけるリモートで
のコード実行の
脆弱性
CVE-2017-5638

WikiLeaks Vault 7
のリリース
Multiple CVEs

WannaCry アクティビティ
MS17-010
Multiple CVEs

1 月 18 日

1 月 26 日

2月6日

3月6日

3月7日

5 月 17 日

Microsoft Windows
Graphics
CVE-2017-0108

Microsoft Windows
Server Message
Block Service
における任意の
コード実行の脆弱性

Network Time
Protocol の脆弱性
Multiple CVEs

Microsoft Internet
Information
Services（IIS）
WebDAV
CVE-2017-7269

Operation Cloud
Hopper がグローバル
キャンペーンを展開

Shadow Brokers
グループが Equation
のエクスプロイトを公開

3 月 21 日

3 月 29 日

4月6日

4月8日

Apache Struts REST
プラグインでの XML
処理における任意の
コード実行の脆弱性

Microsoft .NET
Framework における任意
のコード実行の脆弱性

3 月 14 日

CVE-2017-0145
3 月 14 日

Microsoft Office
（Dridex エクス
プロイト）
CVE-2017-0199

CVE-2017-9805
4 月 11 日

出典：シスコ セキュリティ リサーチ

9月6日

CVE-2017-8759

9 月 12 日

2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

19 シスコ 2017 中期サイバーセキュリティ レポート：cisco.com/c/ja_jp/products/security/security-reports.html
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2017 年は IoT およびライブラリの脆弱性が拡大
2016 年 10 月 1 日から 2017 年 9 月 30 日までの期間に、
シス
コの脅威研究者がシスコ製品以外に含まれる 224 件の新たな脆
弱性を発見しました。そのうち 40 件は、それらの製品に含まれる
サードパーティ製ソフトウェア ライブラリに関連するものです。
ま
た、74 件が IoT デバイスに関連していました（図 36）。
ライブラリの脆弱性の数が相対的に多いことから、企業ネットワー
ク向けのフレームワークを提供するサードパーティ ソリューション
について、
より詳細な調査が必要だということがわかります。防御側
は、サードパーティのソフトウェア ライブラリが攻撃者のターゲッ
トになる可能性があることを想定する必要があります。
ソフトウェ
アが最新のバージョンで稼働していることや、公開された CVE（共
通脆弱性）がないかを確認するだけでは不十分です。セキュリティ
チームは、パッチの有無を頻繁にチェックし、サードパーティ ベン
ダーのセキュリティ対策について確認する必要があります。たとえ
ば、ベンダーに対して、開発ライフサイクルがセキュアであることを
表明してもらう必要があります。
サードパーティ製ソフトウェアの安全性を確認するうえで、ベスト
プラクティスとして挙げられるのは、
自動更新や更新の確認機能が
安全に実行されているかを確認することです。たとえば、更新の開
始時に、セキュリティ担当者にソフトウェアの通信が SSL などのセ
キュアなチャネルで行われているか、
ソフトウェアがデジタル署名
されているかを確認させる必要があります。
ここでの対処には両方

が必要です。セキュアなチャネルが利用されず、デジタル署名だけ
の場合、攻撃者がトラフィックを傍受して更新対象を古いバージョ
ンのソフトウェアに置き換える可能性があります。
この場合、デジタ
ル署名がなされていても、脆弱性が含まれている恐れがあります。
また、セキュアなチャネルが利用されているだけの場合は、ベン
ダーの更新サーバが侵害され、更新プログラムがマルウェアに置
き換えられる可能性があります。

Figure 36 Third-party library and IoT

vulnerabilities,
October 1, 2016-September
36 サードパーティ製ライブラリと
IoT の脆弱性 30, 2017
図

サードパーティ製ソフトウェア
ライブラリ：40

IoT：74
脆弱性総数：224
出典：シスコ セキュリティ リサーチ

Spectre および Meltdown の脆弱性：プロアクティブに準備することで修復時間を短縮
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2018 年 1 月に、Spectre および Meltdown の脆弱性が発表され
ました。現行世代のコンピュータ プロセッサが動作しているプラッ
トフォームでデータが侵害される可能性があり、セキュリティ専門家
が攻撃者からデータを保護できるかについて懸念が生じました。
こ
の脆弱性により、攻撃者はチップセットのメモリ内に存在するアプリ
ケーションのデータを確認することができます。該当のマイクロプロ
セッサは、携帯電話からサーバ ハードウェアに至るあらゆるデバイ
スに搭載されており、被害が広範囲に及ぶ可能性があります。

組織は、Spectre や Meltdown などの脆弱性が発生することを前提
にしたうえで、計画を立てておく必要があります。重要なのは、そのよ
うな脆弱性の発表に備え、被害を軽減するシステムを用意しておくこ
とです。たとえば、セキュリティ チームは、管理対象のデバイスにつ
いて事前に棚卸しを行ったり、使用中の機能の設定を文書化したりし
ておきます。
これは、脆弱性の中には設定によって動作の異なるもの
や、特定の機能が有効になっている時にだけセキュリティに影響を
及ぼすものがあるためです。

Spectre や Meltdown の脆弱性を使用する脅威によって、パッチ
などのソリューションについてセキュリティ組織と連携することの
重要性が明らかになりました。
また、
クラウドのベンダーやサプライ
チェーン ベンダーなどのサードパーティが、
このような脆弱性によっ
て生じたセキュリティ上のギャップを修正するうえで、ベストプラク
ティスを確実に実行することが重要です。製品に関するセキュリティ
インシデント対応チーム、すなわち PSIRT（Cisco PSIRT など）が、脆
弱性の発表に迅速に対応してパッチを提供し、
リスクの回避方法に
ついてお客様にアドバイスすることを目的としています。

クラウド プロバイダーなどのサードパーティ ベンダーに、製品の更
新プロセスやパッチ適用のプロセスについて確認しておくべきです。
また組織には、脆弱性の修復方法やアラートに迅速に対応する方法
などについて、利用しているクラウド プロバイダーに明確にするよう
求める必要があります。ただし、準備する責任が最終的にはその組織
自体にあることから、PSIRT 組織と連携し、脆弱性に迅速に対応する
ためのプロセスを確立しなければなりません。
詳細については、Spectre や Meltdown に関する Talos のブログを
参照してください。
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有効なエクスプロイトが公開されれば修正対応が促されるが、IoT デバイスにはあてはま
らない
Qualys, Inc. 社はシスコのパートナーで、
クラウドベースのセキュ
リティとコンプライアンス ソリューションを提供しています。同社
が企業のパッチ管理対応について、過去に遡って調査を行いまし
た。2017 年 5 月に発生し、世界中の多くの企業に影響を与えた
WannaCry キャンペーンの前後で、企業の行動にどのような変化
が生じたかを調べています。
多くのセキュリティ専門家が、
ワーム型の暗号化ランサムウェアで
ある WannaCry がデータの消去を目的に設計されたものである
と考えていました。WannaCry は、2017 年 4 月中旬に、ハッカー
グループ Shadow Brokers によって公表された EternalBlue と呼
ばれる Microsoft Windows のセキュリティ脆弱性を利用してい
ます（この点の詳細については、6 ページの「攻撃者はすぐそこに：
2018 年、防御側は新たに登場したネットワークベースの自己増殖
型の脅威に対応する必要があります」を参照してください）。
2017 年 3 月 14 日、Microsoft はセキュリティ更新プログラム
(MS17-010) をリリースし、Microsoft Windows SMB Server に
存在する重大な脆弱性についてユーザに警告しました。図 37 は、
脆弱性が検出されたデバイスの数が急増した後、組織がシステム
をスキャンしてパッチを適用したことで、3 月中旬から 4 月中旬に
かけて徐々に減少していった様子を示しています。

Figure 37 Patching behavior before and after
WannaCry
campaign
図 37 WannaCry
キャンペーンの前後でのパッチ適用状況
MS17-010 の検出数
600K

脆弱性の不正利用が大
きな話題となる

検出数

500K
400K

WannaCry による実際の攻撃をきっか
けに修復活動が加速

Microsoft 社が
脆弱性を警告

300K

しかし、4 月中旬の時点でもパッチの適用されていないデバイスが
大量に残っていました。そして、4 月 14 日には、Shadow Brokers
により、Microsoft Windows の複数のバージョンに存在する既知
の脆弱性をターゲットにしたエクスプロイトがリリースされました。
図 37 から、脆弱性の検出されたデバイスの数が、直後に約 2 倍
になったことがわかります。Qualys 社の実施したエクスプロイト
コードの一部を利用したリモート チェックにより、各組織がエクス
プロイトについて認識し、Windows のサポート対象バージョン/対
象外バージョンの双方における影響を確認したことが、急増の原因
です。
それにもかかわらず、エクスプロイトがリリースされ、WannaCry に
よる攻撃が世界中で話題になった後でさえ、5 月中旬までパッチの
適用は進みませんでした。図 37 には、キャンペーン後に修復が進
み、急速に減少する様子が示されており、5 月下旬には、パッチの
適用されていないデバイスはほぼなくなりました。
Qualys 社が実施した、顧客のパッチ適用対応についての調査か
らは、重大なイベントがなければ、重要な脆弱性であってもパッチ
の適用にまで至らない企業の多いことがわかりました。有効なエク
スプロイトの存在を認識しただけでは、修復は進まないようです。
WannaCry キャンペーンの場合、
ランサムウェア攻撃が発生する
2 ヵ月前の段階で、Microsoft 製品の脆弱性に対するパッチが利用
できる状態でした。
Qualys 社のパートナーである Lumeta 社の研究者とシスコの研究
者によると、
もう 1 つの要因は、エンドポイントの管理や把握が不
十分で、不正なエンドポイントやシャドー IT が存在していたため
に、パッチが適用されずに残っていたことです。攻撃者は、そのよう
な隠れた部分を活用することができました。そして、そのようなシス
テムに関する情報がなかったことから、脆弱性スキャナによる評価
を行ってもパッチ適用が推奨されず、WannaCry に対する脆弱性
が解消されなかったのです。

200K
100K

3月
2017

4月

5月

出典：Qualys 社
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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IoT デバイスに対するパッチ適用には時間がかかり、
まったく実施
されない場合もある
Qualys 社は、IoT デバイスに対するパッチ適用の傾向についても
調査しました。調査対象となったデバイスには、IP 対応の HVAC シ
ステム、
ドア ロック、火災警報パネル、
カード リーダーなどが含ま
れています。
研究者は、複数の既知の脅威に関連する IoT デバイスの脆弱性に
ついて重点的に調査しました。たとえば、Devil’s Ivy マルウェアは、
多くの物理セキュリティ製品に使用されている gSOAP というコー
ドの脆弱性を不正利用します。
また、IoT ボットネットである Mirai
は、Telnet サーバに対するブルートフォース アタックを通じてター
ゲット マシンに接続します。
38 IoT
図
デバイスに対するパッチ適用傾向
Figure
38
IoT device patching trends

脆弱性が存在するホスト

Qualys 社は、計 7328 台のデバイスを検出しましたが、そのうち
1206 台しか修正されていませんでした（図 38 参照）。つまり、調
査対象の IoT デバイスのうち、83% に重大な脆弱性が残っている
ことになります。Qualys 社は、攻撃者が現時点でこれらの脆弱性を
ターゲットにしている証拠をつかむことはできませんでしたが、組
織が攻撃を受けやすい状態であることに変わりはありません。
しか
し、そのような状態であるにもかかわらず、修復対応のペースは一
向に上がりません。
Qualys 社によれば、パッチの適用が遅々として進まない背景には、
いくつかの理由が存在します。たとえば、そもそも更新が不可能な
デバイスがあります。
また、ベンダーが直接サポートしなければな
らないデバイスもあります。
さらに、IoT デバイスのメンテナンス
の担当者が組織内で明確になっていないケースがあります。一例
を挙げれば、企業の HVAC システムを管理するエンジニアリング
チームが、そのシステムに影響を与える IT リスクについて気がつ
いていない場合があります。
システムが IP 対応であることすら認識
していないかもしれません。
しかし、
さらに深刻な問題もあります。Qualys 社の検出した IoT デ
バイスの数は、実際よりも少ないであろうということです。一般的
に、実際の数は想定よりも多くなります。
これは、企業が自社のネッ
トワークにどれだけの数の IoT デバイスが接続されているかを把
握できていないからです。
このような可視性の欠如によって、企業
は深刻な侵害のリスクにさらされることになります（詳細について
は 34 ページ参照）。

83 %

完全に対応済みのホスト

1206

脆弱性が残っているホスト

6095

検出され Qualys ID
（QID）が設定され
たホストの総数

7328

この問題を解決するためにまずすべきことは、ネットワーク上のす
べての IoT デバイスを棚卸しすることです。そうすることで初めて、
組織はデバイスがスキャン可能なのか、ベンダーのサポート対象
なのかを判別し、社内の誰がそのデバイスを所有し利用している
のかを把握することができます。
また、IoT デバイスをその他のコ
ンピューティング デバイスと同じように扱い、
ファームウェアのアッ
プデートを取得したり、定期的にパッチを適用したりすることで、セ
キュリティを改善することもできます。

出典：Qualys 社
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一般的な脆弱性は重大度の低いことが多いがリスクは高い
シスコのパートナーで、セキュリティ ソリューションを提供してい
る SAINT Corporation 社のセキュリティ専門家は、重大度の低い
脆弱性については、企業がその存在を認識していないか、
リスク
は高くないと考えているため、何年も修復されずに残されているこ
とが多いと指摘しています。ただし、小さくても重大なセキュリティ
ギャップによって、攻撃者にシステムへの侵入経路を与えてしまう
可能性があります。

SAINT 社の研究者は、2016 年と 2017 年に 10,000 台を超える
ホストから収集した脆弱性の検出に関するデータについて調査し
ました。同社は、調査対象のすべての組織で最も頻繁に検出された
脆弱性に関して一覧にまとめました。
その結果、重大度の低い脆弱
性ほど頻繁に発生していることがわかりました（図 39 参照）
。
（注：
調査対象の中には、複数のホストを持つ組織が含まれています）
。

Figure 39 Low-severity vulnerabilities most often detected, 2016-2017

図 39 2016 年 ～ 2017 年の間に最も頻繁に検出された重大度の低い脆弱性
36 %
32 %

31 %
25 %

該当するホストの割合

20 %
17 %

16 %

18 %
15 %

15 %

14 %

10 %

TCP の
タイムスタンプ
要求が有効
になっている

2016

推測された
シーケンス番号で
TCP がリセット

SSL/TLS
BEAST 攻撃

脆弱な HTTPS
キャッシュ ポリシー

SSL/TLS
SWEET32
攻撃

ICMP の
タイムスタンプ
要求が有効
になっている

2017

出典：SAINT Corporation 社
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以下では、図 39 で上位 3 つに位置付けられた重大度の低い脆弱
性について詳細を確認し、なぜそれが攻撃者にとって重要なのか
を説明します。
TCP のタイムスタンプ要求が有効になっている
TCP のタイムスタンプから、端末の稼働時間や最後にリブートさ
れた時刻がわかり、その端末上で不正利用できるパッチ適用可能
な脆弱性の種類を攻撃者に把握される可能性があります。
また、
タ
イムスタンプは、
ソフトウェア プログラムが暗号化キーを作成する
際の乱数生成のシードとして使用される場合があります。
シーケンス番号を推測することで TCP がリセットされる
攻撃者がリモートからシーケンス番号を推測し、TCP RST パ
ケットを繰り返し送信することで、常駐している TCP 接続に対し
て Denial of Service (DoS) を発生させることができます。特に
Border Gateway Protocol のように、長期間持続する接続を利用
するプロトコルに対して行われる可能性があります。
「BEAST」攻撃
攻撃者は、BEAST (Browser Exploit Against SSL/TLS) と呼ばれる
脆弱性を利用して、
「読み取り」権限により当事者間で保護されてい
るはずのコンテンツに対して中間者攻撃 (man-in-the-middle) 攻
撃を仕掛けることができます（注：これは、攻撃者にもクライアント
サイドのブラウザの読み取り権限があり、
データ パケットを高速で
送信できなければならないため、実行するのが難しい攻撃です）
。
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SAINT 社のセキュリティ研究者は、分析の際に、
これらの重大度の
低い脆弱性が不正利用されるのを実際には検出していません。
図 39 に示されている脆弱性は、セキュリティ コミュニティの中で
は知られているものですが、PCI DSS（クレジットカード業界のデー
タ保護基準）の監査のような所定のコンプライアンス チェックにお
いては、通常のチェック対象とならなかったり、エラーとみなされな
かったりする場合もあります。該当業界の関連基準においては、重
大な脆弱性として定義されていないためであり、業界によって脆弱
性の重大度に関する判断は異なってきます。
また、図 39 の重大度の低い脆弱性が問題となる場合、そのほとん
どはパッチ対応では容易に修正できないか、不可能であることが
一般的です。設定の問題かセキュリティ証明書に起因するためです
（SSL 暗号方式の強度が低い、
自己署名 SSL 証明書である場合
など）。
組織は、重大度が低くてもリスクの高い脆弱性には、迅速に対応す
る必要があります。第三者による評価に依存したり、CVSS による
スコアや特定のコンプライアンス評価のようなスコアリング システ
ムを部分的に採用したりするのではなく、
自社でのリスク判断に基
づいて、修復の優先順位を検討して定める必要があります。組織に
固有の環境や特有のリスク管理戦略について把握しているのは、
その組織だけなのです。
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パート 2：

防御側の状況

パート 2：防御側の状況
攻撃者が進化を続けており、防御側よりも速いペースで技術を適応させているのは自明の
ことです。攻撃ツールの開発やフィールド テストを行い、
より強力な攻撃を開始できるよう
エクスプロイト、回避戦略、
スキルに磨きをかけています。
自社の組織への攻撃が不可避で
ある場合、あらかじめ準備しておくことで、
どの程度の期間で修復を行えるでしょうか。それ
は、
まさに今の対応にかかっています。
自社のセキュリティ ポスチャの強化のためにどのよ
うなことを行っているかが試されているのです。

シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査の結果から分
かったのは、防御側には、克服すべきさまざまな課題や作業がある
ということです。組織のセキュリティの状態について防御側の認識
を把握するために、シスコでは、セキュリティ リソースの規模や手
順の異なる数ヵ国の組織の最高情報セキュリティ責任者 (CISO) と
セキュリティ担当部署 (SecOps) のマネージャに質問しました。
『シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査』には、現在実施
中のセキュリティ対策の分析結果や、2015 年、2016 年、2017 年
との比較結果が記載されています。26 カ国の 3600 人以上が調査
対象となりました。

攻撃によるコスト
攻撃による金銭的コストを考慮すれば、侵害に対する恐怖を認識
できます。その数字はもはや仮定のものではなくなっています。侵
害によって、組織には実際に経済的な損失が発生し、回復するまで
には、数ヵ月、
もしくは数年かかる可能性があります。調査での回答
によれば、攻撃の半数以上 (53 %) で、50 万米ドルを超える財務的
な被害が発生しており、収益、顧客、販売機会の逸失、費用負担など
が生じています（図 40）。
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Figure 40 Fifty-three percent of attacks result in
damages of $500,000 or more
図 40 攻撃の 53 % で、50 万ドル以上の損害が発生
500 万ドル以上

8%

250 万ドル～ 490 万ドル

11 %

100 万ドル～ 240 万ドル

19 %

50 万ドル～
99 万 9 千ドル

15 %

10 万ドル～
49 万 9 千ドル

17 %

10 万ドル未満

30 %

攻撃の 53 %

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics
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課題と障害
自社の組織を保護するうえで、セキュリティ チームは多くの障害に
直面しています。組織が防御しなければならない領域や機能は多
岐に渡り、それが新たなセキュリティ上の課題になります。

防御が最も困難になっているのは、モバイル デバイス、パブリック
クラウド上のデータ、ユーザのふるまいです（図 41）。

Figure
41 Most challenging
areas
to defend: mobile
図 41 最も防御の困難な領域
：モバイル
デバイスとクラウド
データ devices and cloud data
上位 2 つの
合計の割合
モバイル デバイス

4%
3%

12 %

28 %

10 %

4%
パブリック
2%
クラウド内のデータ

30 %

11 %

30 %

10 %

3%
ユーザのふるまい 2 %

35 %

30 %

11 %

36 %

21 %

56 %

34 %

21 %

57 %

35 %

22 %

56 %

きわめて
困難

39 %
32 %
27 %

57 %
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Figure
42 The greatest obstacle
to security:
図 42 セキュリティに対する最大の障害
：予算的な制約
budget constraints

28 %

20 %

2017
2016

セキュリティ専門家は、セキュリティ管理における主な制約として、
予算、相互運用性、人材を挙げています（図 42）。熟練スタッフの
不足も、高度なセキュリティ プロセスやテクノロジーを導入するう
えでの課題に挙げられています。2017 年には、27 % の回答者が
人材不足を障害として挙げており、2016 年の 25 %、2015 年の
22 % より増加しています。

34 %

58 %

37 %

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

35 %

20 %

31 %

まったく
困難でない

57 %

38 %

29 %

10 %

22 %

25 %

27 %

22 %

高スキルの人材の不足は、全業界、全地域で障害のトップになって
います。
「魔法の杖を振って要員を 10 % 増やし、特定のサービス
領域での厳しい要求にプレッシャーを感じている人の負担を少し
でも減らすことができれば本当に嬉しいのですが」
と、大規模なプ
ロフェッショナル サービス企業の CISO は回答しています。
スキルの高い人材に関するギャップが継続的な課題である一方、
セキュリティ チームの要員数自体を増やしたいという要望もあり
ます。2017 年の組織におけるセキュリティ専門家の数は、中央値
で 40 人となっており、2016 年の 33 人から大幅に増加しています
（図 43）。

Figure
43 Organizations hire more security
図 43 セキュリティ専門家の採用を増やす組織
professionals
セキュリティ専任の
専門家の中央値

予算的な制約

レガシー システムと
の互換性の問題

2015

2016

熟練スタッフ
の不足

30

2014

25

2015

33

2016

40

2017

2017

2015 (n=2432), 2016 (n=2912), 2017 (n=3651)

2014（n=1738）、2015（n=2426）、2016（n=2903）、
2017（n=3632）

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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複数ベンダーの調整の複雑さ
複数のベンダー製品を混在させて導入した場合、数多くのツール
が使用されることになり、セキュリティの状況が明確になるというよ
りは、むしろ不明瞭になる可能性があります。
このような混在した状
況によって、攻撃に対する組織の防御力が大きく低下し、損失のリ
スクが増加します。

Figure
44 Organizations used
more security
vendors
44 組織が利用するセキュリティ
2017 年は増加傾向
図
ベンダーは

2017 年には、セキュリティ専門家の 25 % が、11 から 20 のベン
ダー製品を使用していると回答しており、
これは 2016 年の 18 %
と比較しても増加しています。
また、21 から 50 のベンダーを利
用していると回答したのは、2016 年の 7 % に対して、2017 年は
16 % になっていました（図 44）。

in 2017

30 %

24 %

25 %

16 %

5%

（2016：45 %）

（2016：29 %）

（2016：18 %）

（2016：47 %）

（2016：3 %）

1-5

6-10

11-20

21-50

50 以上のベンダー

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

ベンダーの数が増えるほど、複数のベンダー ソリューションから出
されるアラートに対応することが難しくなります。図 45 からわかる
ように、セキュリティ専門家の 54 % が、複数ベンダーのアラート管
理はやや困難であると回答しており、20 % が非常に困難だと回答
しています。

2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

図 45 アラートの調整が困難と回答した割合

Figure 45 The challenge of orchestrating alerts
20 %

26 %

54 %

困難
ではない

やや困難
である

非常に
困難

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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セキュリティ チームはマルチベンダーのアラート調整に苦労して
いる

同様に、50 社以上のベンダーを使用している組織では、55 % が非
常に困難だとしています。

図 46 に示しているように、1 から 5 のベンダーを利用している組
織でも、その 8 % がアラートの調整は非常に困難だと回答してい
ます。
Figure 46 As vendors increase, so does the challenge

組織が受信したアラートを把握して調整できない場合、実際の脅
威が防御の隙をすり抜けてしまいます。

of orchestrating security alerts

Challenge of Orchestrating Multiple Vendor Alerts

図 46 利用するベンダーが増えるほど、セキュリティ アラートの調整は困難になる
IT Security Personnel with:

8%

10 %

1-5

6-10

21 %

43 %

11-20

21-50

55 %
50+

ベンダー数
まったく困難でない

非常に困難

やや困難である

非常に困難

教育

金融
サービス

官公庁

医療

製造

製薬

小売

通信

運輸

公益事業/
エネルギー

17 %

24 %

16 %

42 %

14 %

25 %

19 %

14 %

12 %

27 %

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

回答結果から、生成されたアラートの数、調査されたアラートの数、
最終的に修復されたアラートの数の間にはギャップが存在し続け
ていることがわかります。図 47 には以下のことが示されています。

2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

Figure 47 Many threat alerts are not investigated
or remediated
図 47 多くの脅威アラートが調査/修復されていない
34 %

正規
アラート

•• 日常的にセキュリティ アラートを受信している組織において
は、平均で 44 % のアラートが調査されていない。
51 %

•• 調査されたアラートのうち、実際に脅威と判定されたのは
34 %。

修復された
正規アラート

•• 脅威だと判断されたアラートのうち、修復されているのは
51 %。
•• 実際の脅威を示すアラートのうち、約半数（49 %）は修復され
ていない。

49 %

修復され
なかった
正規アラート

56 %
調査済みの
アラート

このように、実際の脅威を示すアラートの多くが修復されずに残っ
ています。原因として挙げられるのは、要員数自体の不足と、全ア
ラートの調査要求に対応できる熟練スタッフの不足です。

44 %
未調査の
アラート

93 %

セキュリティ
アラートを
受信

8%

セキュリティ
アラートを
受信し
なかった
出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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Figure 48 Fifty-five percent of organizations have

侵害や漏洩リスクの拡大に対する世間の詮索の影響
had to manage public scrutiny of a breach
ベンチマーク調査の回答者の一人が、
「企業には 2 種類あります。
侵害された企業と侵害されたことにすら気づかない企業です」
と
説明しています（この回答は、
シスコの前 CEO、John Chambers
の有名な言葉「企業には 2 種類あります。ハッキングされた企業と
ハッキングされたことにすら気づかない企業です」を引用したも
のです）。組織が潜在的なセキュリティ問題に適切な準備をして対
応しようとしているにもかかわらず、セキュリティ専門家は、侵害に
対する世間の詮索による負担が生じると想定しています。回答者の
55 % は、2017 年に自社の組織が、侵害に対する世間の詮索に対
応しなければならなかったと回答しています（図 48）。

図 48 55 % の組織で、侵害に対する世間の詮索への対応が必要

49 %
2016
55 %
2017

2016 (n=2824), 2017 (n=3548)

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

「ほぼすべての Fortune 500 企業が過去 2 年以内に侵害されており、そのような状況が当然になりつつある。特に
マーケティングや PR の観点から、侵害への対応を進める必要がある」
— ベンチマーク調査回答者
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システムの 50 % 以上に影響を及ぼすセキュリティ侵害が大幅に
増加したと回答した組織が、前年よりも増加しています（図 49）。
シ
ステムの半数以上に影響する侵害があったと回答したセキュリティ
専門家は、2016 年の 15 % に対し、2017 年は 32 % でした。侵害
の影響を受けやすいビジネス部門は、オペレーション、財務、知的
財産、
ブランド評価になっています（図 50）。

図 49 全
 体の 50 % を超えるシステムに影響を与えるセキュリティ
Figure侵害が急増
49 Sharp increase in security breaches

affecting more than 50 percent of systems

32 %

セキュリティ環境が複雑な組織ほど、侵害に対応する必要性が高
くなっています。1 から 5 のベンダーを利用している組織の 28 %
が、侵害があった後に世間の詮索に対応する必要があったと回答
しており、50 を超えるベンダーを利用している組織では、その割合
が 80 % にまで増加しています（図 51）。
これは、多くの製品によっ
て、脅威が発見されやすくなったことに起因している可能性があり
ます。

15 %
2016

2017

(n=2463)

(n=3011)

侵害の結果、組織の半数以上の
システムに影響が及んだケース
出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

図 50 オペレーション部門と財務部門がセキュリティ侵害の影響を受ける可能性が最も高い

Figure 50 Operations and finances most likely to be affected by security breaches
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30 % 29 %

27 %
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26 %
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20 % 21 %
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の関係

サプライヤと
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規制当局
による監視

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

図 51 50 以上のベンダーを使用している組織の 80 % で侵害に対する世間の詮索への対応が必要

Figure 51 80% of organizations using 50+ vendors managed scrutiny from public breaches
1-5

6-10

11-20

21-50

50 以上のベンダー

28 %

48 %

70 %

85 %

80 %

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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統合フレームワークの価値
多くのベンダーのさまざまな製品を使用することで、環境の管理が
困難になるにも関わらず、なぜそのような対応がとられているので
しょうか。1 つには、セキュリティ チームがそれぞれのセキュリティ
ニーズに最も適したソリューションをその都度選択するというアプ
ローチを取っていることが挙げられます。そのようなアプローチを
とるセキュリティ専門家は、ベンチマーク調査を研究して、そのアプ
ローチの方がコスト効率に優れているとも考えています。
セキュリティ専門家に対して、そのように個別に最適な製品を購入
するか、統合ソリューションを購入するかを尋ねたところ、72 % が
それぞれの固有のニーズに対応するために個別に最適なソリュー
ションを購入すると回答しています。一方、28 % が統合ソリュー
ションとして連携することを意図した製品を購入すると回答しました
（図 52）。個別購入のアプローチを採用する組織の 57 % は、その

理由としてコスト効率の高さを挙げ、39 % が個別購入の方が導入
が容易であるとしています。
興味深いのは、セキュリティに統合アプローチを採用する組織も、
選択時の理由として、同様の内容を挙げていることです。56 % が、
統合的なアプローチはコスト効率が高いと回答し、47% が導入の
容易さを挙げています。
統合アーキテクチャのアプローチを採用する要因として導入の容
易さを挙げる人は年々増加しており、2016 年には33 % のみだっ
たのが、2017 年には 47 % になっています。すべての組織に単一
ベンダー ソリューションが有効であるとは限りませんが、セキュリ
ティ ソリューションの購買担当者は、
ソリューションを連携させるこ
とでセキュリティ リスクを低減し、効率性を高めるようにする必要
があります。

図 52 セキュリティ専門家の 72 % が特定のニーズに対応するうえで最適なソリューションを個別に購入

Figure 52 Seventy-two percent buy best-of-breed solutions because they meet specific needs

72 %

個別に購入

28 %
統合化

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査

52

シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポート | 防御側の状況

技術だけでなく人やポリシーにも対応するサービス
システムに対するマイナスの影響やデータ漏えいの可能性があ
る組織は、技術だけに頼って防御する考え方を見直す必要があり
ます。つまり、ポリシーの適用やユーザのトレーニングなどを通じ
て、セキュリティを改善する方法についても検討する必要があると
いうことです。
このようなセキュリティに対する包括的なアプロー
チは、
シスコ アドバンスド サービスのセキュリティ アドバイザリ
チームが実施する評価の中でも指摘されています。同チームは、
Intelligence Lead Security Assurance といういわゆる
「レッド
チーム」評価を行っていますが、その中で特定された課題が、
この
包括的なアプローチでした。
2017 年に実施された複数のレッド チーム評価における推奨デー
タを、サービス チームのメンバーが精査したところ、主要な防御領
域として、人、ポリシー、技術という 3 つを挙げられることが分かり
ました。組織が技術だけに頼ってセキュリティ上の脆弱性に対応し
ようとした場合、
レッド チームによる攻撃シミュレーションで特定
された問題は、その 26 % しか解決されず、74 % が未解決のまま
残リます（図 53 参照）。同様に、組織がセキュリティ問題に対して、
ポリシーだけで対応しようとした場合は、問題の 10 % しか解決さ
れず、人材のトレーニングだけで対応しようとした場合は、4 % し
か解決されません。つまり、
この 3 つの防御領域に対しては、同時
に取り組む必要があるのです。

Figure 53 Only 26% of security issues can
be addressed by technology alone

図 53 製品だけで対応できるセキュリティ問題は全体の 26 % のみ

図 54 は、
シミュレーション中に特定された問題について、3 つの
カテゴリごとに例を挙げたものです。たとえば、パスワードの強度
が足りないなどの問題であれば、3 つのカテゴリのすべてに関係
します。パスワードを強化するには、人の改善（ユーザ トレーニン
グ）、製品の改善（より複雑なパスワードをサーバに設定する）、ポリ
シーの改善（より強度の高いパスワード要件を設定する）の 3 つが
必要になります。
 撃シミュレーション中に検出されなかった問題のタイプ
図 54 攻
Figure
54 Types of issues uncovered during
（修復要件ごとに分類）
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フィッシング攻撃中にユーザがドメイン クレデンシャルを提供
フィッシングのターゲットがソフトウェアのインストールに同意
ユーザの認証パスワードの強度が不足

製品

Administrators グループのユーザ数が過剰
認証なしでデバイス管理インターフェイスを利用可能
ローカル管理者権限の濫用

ポリシー

ドメイン クレデンシャルがキャッシュされている
DNS クエリによるインターネットへのデータ漏洩が可能
ネットワークのセグメンテーションが不十分

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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それぞれをふるいにかけるのではなく、組織のすべての階層にセ
キュリティを組み込めるようにすれば、
この 3 つの要素にうまく対
応できる可能性が高まります。
また、セキュリティを確保するうえ
で、製品や技術の改善だけに頼らないようにする必要もあります。
製品でセキュリティを確保するためには、目的に応じたポリシー
や、技術を利用するためのプロセスを理解したうえで導入する必要
があるのです。

出典：シスコ セキュリティ リサーチ
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技術への投資やトレーニングに関する予測
セキュリティ専門家はすべて、
自身の組織に迫る脅威が、
この先も
複雑な課題になると予想しています。サイバー攻撃者がより高度
で大きな被害を与える脅威を開発し、ネットワークを侵害すると想
定しています。
また、現代の業務環境が攻撃しやすい状況を生み出
していることも把握しています。従業員の中でのモバイル化や、IoT
デバイスの導入が進むことで、攻撃者に新たな機会がもたらされ
ています。脅威が増加するにつれ、多くのセキュリティ専門家が、規
制機関、経営者、利害関係者、パートナー、
クライアントなどからの
監視が強まると考えています。
リスクと損失の可能性を減らすために、防御側は、限られたリソー
スをどこに投資するかを判断する必要があります。ほとんどのセ
キュリティ専門家は、社会への影響の大きな侵害が発生し、技術や
プロセスの再検討が行われ、追加的な支出が許されない限り、セ
キュリティ予算は比較的安定した状態が続くと回答しています。回
答者の 51 % が、セキュリティ関連の支出に関しては前年の予算
が基準になっていると回答していますが、成果目標に応じて予算が
決まると回答している人も同じ割合で存在します（図 55）。
また、セ
キュリティ リーダーの大半は、
自身の会社はセキュリティに関して
適切な投資を行っていると回答しています。

Figure
Fifty-one
percent said security spending
% が、
図 55 5155
セキュリティ支出は前年の予算に基づく
と回答
is driven by previous years’ budgets

多くの企業は、包括的なセキュリティ計画の一環として作成される
要望リストを基に、
リソースの有効活用が可能な投資を優先させ
ながら、体系的に予算を策定します。新たな脆弱性が発見された場
合には、投資計画が見直される可能性がありますが、内部インシデ
ントであるのか、広く公開された侵害によるものなのか、
もしくは
第三者機関の所定のリスク評価によって発見されたものなのかに
よって、その内容が変わることはありません。
将来への投資を促進し、技術やプロセスの改善を図る最も重要な
要因は、侵害が発生することだと思われます。セキュリティ技術/ソ
リューションへの投資を増やす要因がセキュリティ侵害だと回答
したセキュリティ専門家の割合は、2016 年の 37 % から 2017 年
には 41 % に増加しています（図 56）。回答者の 40 % は、侵害を
きっかけにセキュリティ スタッフのトレーニングに対する投資が増
加したと回答しています。同じ回答をした人は、2016 年には 37 %
でした。

Figure
Security breaches are driving
56 セ
図
 56
キュリティ侵害が発生すると技術やトレーニングに対する
improvement
in technology and training
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出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
2018 年版のグラフィックはこちらからダウンロードしてください：cisco.com/go/acr2018graphics

出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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セキュリティ専門家は、防御機能を向上させ、
スタッフの負担を軽
減するために、人工知能や機械学習を利用したツールへの投資が
増えると予測しています。
また、重要なインフラストラクチャ サービ
スなどのシステムを保護するツールへの投資も予定されています。

リソースを拡張し、防御力を強化するために、組織はアウトソーシ
ングへの依存度も高めようとしています。モニタリング サービスを
アウトソーシングしていると回答したセキュリティ専門家の割合は、
2015 年の 44 % から、2017 年には 49 % に増加しました。
また、
インシデント対応をアウトソーシングしている割合は、2015 年の
42 % に対して、2017 年には 47 % になっています（図 57）。

図 57 監視およびインシデント対応へのアウトソーシングの活用は年々増加

Figure 57 Use of outsourcing for monitoring and incident response is growing year over year
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出典：シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査
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シスコ 2018 セキュリティ機能ベンチマーク調査の詳細については、64 ページの「付録」
を参照してください。
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まとめ

まとめ
現代の脅威の状況においては、攻撃者が検出を回避する方法につ
防御側は、攻撃者との戦いの混沌とした状態からなかなか抜けだす
いて熟知するようになりました。暗号化などの効果的なツールを利
ことができません。
また、脅威の状況における実態をふまえ、なにが
用し、正規のインターネット サービスを悪用するなどのより高度で
起こっているのかを正確に把握しようと大変苦労しています。
その
巧妙な戦術を採用することで活動を隠蔽し、従来のセキュリティ技
理由の 1 つは、潜在的な悪意のあるトラフィックの量が莫大である
術を無効化しています。
また、その戦術を常に進化させ、新しいマ
ということです。調査の結果、
シスコのクラウドベースのエンドポイ
ルウェアを開発して効果を維持しています。セキュリティ コミュニ
ント セキュリティ製品で確認された総イベント数が、2016 年 1 月
ティに知られている脅威でさえ、特定するまでに長期間を要する場
から 2017 年 10 月までの間で 4 倍に増加したことがわかっていま
58 参照）
合があります。
。
ここでいう
「総イベント」
とは、該当の期間中にクラ
Figure 58 Total volume of events, January 2016–Octoberす（図
2017
ウドベースのエンドポイント セキュリティ製品で確認されたイベン
トの中で、無害なものと悪意のあるものを合わせたものです。
図 58 イベントの総数
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Figure 59 Overall malware volume, January 2016-October 2017
図 59 全体的なマルウェアの数
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出典：シスコ セキュリティ リサーチ

また、
シスコのセキュリティ製品においては、同期間にマルウェアが
11 倍に増加したことも確認されています（図 59 参照）。

2017 年 10 月までの期間の場合は 14 時間であり、
この数値は現
20
在もさらに改善されています。

マルウェアの発生量に応じて、防御側の検出時間 (TTD) が影響を
受けます。TTD はすべての組織にとって重要なメトリックであり、継
続的に大量の攻撃を続けるマルウェアの圧力の中で、セキュリティ
防御がどの程度有効に機能しているかを把握できます。

クラウドベースのセキュリティ技術の利用は、
シスコが TTD の中
央値を低い水準に抑え、
さらに改善するうえでの重要な要素です。
クラウドによって、総イベント数とマルウェアのターゲットになった
エンドポイント数の増加に合わせて規模を拡大しながらパフォー
マンスを維持することができます。オンプレミスのセキュリティ ソ
リューションでは、同じように柔軟に対応することは難しかったで
しょう。悪意のあるイベントは 2 年間で 10 倍以上になっています
が、
このような状況を扱えるように規模を拡大させながらも、応答
時間の維持や改善ができるように設計することは、
どのような組織
にとっても非常に難しく、費用のかかることです。

2016 年 11 月から 2017 年 10 月におけるシスコの TTD の中
央値は約 4.6 時間で、混沌とする脅威の状況の中でも、脅威を迅
速に特定するための継続的な取り組みが功を奏していることを示
しています。
シスコが TTD のトラッキングを始めた後の 2015 年
11 月時点での中央値は 39 時間でした。
また、シスコ 2017 サ
イバーセキュリティ レポートで報告された 2015 年 11 月から

シスコでは、検出時間 (TTD) を侵害発生から脅威が特定されるまでの時間と定義しています。
この時間は、世界中で導入されている
シスコのセキュリティ製品から収集されたオプトイン セキュリティ テレメトリから決定されます。
シスコは、
グローバルな可視性と継
続的な分析モデルを使用することで、悪意のあるファイルがエンドポイントにダウンロードされた時から、発生時には脅威と判断され
なかったものが脅威と判断されるまので時間を測定することができます。
「 TTD の中央値」は、調査期間中の月ごとの中央値の平均です。

20 シスコ 2017 年次サイバーセキュリティ レポート：b2me.cisco.com/ja-jp-annual-cybersecurity-report-2017
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シスコについて

シスコについて
シスコが提供する実世界向けのインテリジェントなサイバーセキュリティは、幅広い攻撃ベ
クトルにわたって、業界最大の包括的な高度な脅威からの保護ソリューションポートフォリ
オをもたらします。
シスコの脅威中心型のセキュリティ アプローチを採用すると、複雑さが
軽減され、分断化が抑えられます。同時に、優れた可視性、一貫した管理、そして攻撃前、攻
撃中、攻撃後の高度な脅威保護が実現します。

シスコの集合型セキュリティ インテリジェンス (CSI) エコシステム
の脅威研究者は、設置されているさまざまなデバイスやセンサー、
パブリック フィードとプライベート フィード、オープンソース コミュ
ニティから収集したテレメトリを活用して、業界をリードする脅威イ
ンテリジェンスを 1 つに統合します。
これにより、何十億もの Web
リクエストと何百万もの電子メール、マルウェアのサンプル、および
ネットワーク侵入に関する情報が毎日取り込まれています。
シスコの高度なインフラストラクチャおよびシステムを利用するこ
とで、
このテレメトリを使用して、ネットワーク、データセンター、エ
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ンドポイント、モバイル デバイス、仮想システム、Web、電子メー
ル、
クラウドに至るまでの脅威を機械学習システムや研究者が追跡
し、侵害発生の根本原因を特定して詳細を調査できるようになりま
す。その結果得られたインテリジェンスは、当社の製品とサービス
提供に対するリアルタイムの保護に変換され、全世界のシスコの
お客様に即時に提供されます。
シスコの脅威中心型セキュリティ アプローチの詳細については、
cisco.com/jp/go/security を参照してください。
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シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポートの執筆者

シスコ 2018 年次サイバーセキュリティ レポートの作成に貢献してくださったシスコの脅威研究者チーム、
シスコの各分野のエ
キスパート、さらにシスコのテクノロジー パートナーに感謝の意を表します。各貢献者の研究と見解は、現在の複雑で広大なグ
ローバル脅威状況を分析し、セキュリティ コミュニティ、企業、ユーザの防御力を向上させるベスト プラクティスや専門知識を
シスコが提示するために欠かせないものです。

また、シスコのテクノロジー パートナーも、シンプルでオープンな自動化されたセキュリティをシスコが開発するうえで重要な
役割を果たしています。そのようなセキュリティにより、組織が自社の環境を保護するために必要なソリューションを統合するこ
とができます。
Cisco Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT)

Cisco AMP for Endpoints は、防御、検出、対応機能を自動化して
1 つのソリューションに統合したものです。悪意のあるアクティビ
ティの兆候を継続的に監視して分析し、最前線のセキュリティを回
避して組織に大きなリスクをもたらす脅威を検出します。高度なサ
ンドボックス、エクスプロイト防御、機械学習などのさまざまな検
出技術を駆使し、脅威を迅速に検出してリスクを軽減します。Cisco
AMP for Endpoints は、
レトロスペクティブ セキュリティを実現し、
脅威の範囲、発生源、抑止方法を特定して脅威に迅速に対応し、組
織の安全を維持する唯一のソリューションです。

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) は、
シ
スコの製品とネットワークに関係するセキュリティ脆弱性や問題に
関する情報の収集、調査、公開に対応する専門のグローバル部門
です。PSIRT は、独立系の研究者、業界団体、ベンダー、お客様、製
品やネットワークのセキュリティに関連する各種ソースからレポー
トを収集しています。

Cisco Cloudlock
Cisco Cloudlock は、組織が安全にクラウドを使用できるように
するクラウド アクセス セキュリティ ブローカー (CASB) ソリュー
ションを提供します。ユーザ、データ、
アプリケーションにまたが
る Software-as-a-Service (SaaS)、Platform-as-a-Service
(PaaS)、および Infrastructure-as-a-Service (IaaS) 環境の可
視性と制御を実現します。
また、データ サイエンティスト主導の
CyberLab とクラウド ソーシング セキュリティ分析を通じて、実用
的なサイバーセキュリティのインテリジェンスを提供します。
Cisco Cognitive Threat Analytics
Cisco Cognitive Threat Analytics は、ネットワーク トラフィック
データの統計分析により、保護されたネットワーク内での侵害、マ
ルウェアの活動、およびその他のセキュリティ上の脅威を検出する
クラウドベースのサービスです。
このソリューションは、動作分析と
異常検出を使用してマルウェアへの感染やデータ漏洩の症状を識
別することにより、境界ベースの防御におけるギャップを解消しま
す。Cognitive Threat Analytics は、高度な統計モデリングと機械学
習を使用して、新しい脅威を独自に特定し、その内容から学習し、経
時的に適応します。
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Cisco Security Incident Response サービス (CSIRS)
Cisco Security Incident Response サービス (CSIRS) チームは、
世界レベルのインシデント対応者で構成され、インシデントの発
生前から発生中、発生後までシスコのお客様を支援します。CSIRS
はクラス最高の人材、エンタープライズクラスのセキュリティ ソ
リューション、最先端の対応技術、長年にわたる攻撃者への対応で
得られたベスト プラクティスを活用し、お客様がよりプロアクティブ
に防御できるようにすると共に、攻撃を受けた場合は、すばやく対
応して回復できるようにします。
Cisco Talos インテリジェンス グループ
Cisco Talos インテリジェンス グループは、民間の脅威インテリ
ジェンス チームとしては世界で最大の組織の 1 つで、世界トップ
クラスの研究者、
アナリスト、エンジニアで構成されています。
この
チームは、卓越したテレメトリおよび高度なシステムを活用して、正
確で実用的な脅威インテリジェンスを迅速に作成し、
シスコのお客
様、製品、サービスに提供しています。Talos グループは、既知の脅
威や新たな脅威からシスコのお客様を保護しています。
また、一般
的なソフトウェアに存在している新たな脆弱性を検出し、世の中に
出回っている脅威によってインターネットに大規模な被害が発生
する前に阻止します。Talos インテリジェンスは、既知の脅威や新た
な脅威の検出、分析、防御を実現するシスコ製品の中核を成すもの
です。多くのオープンソースの研究ツールや分析ツールのリリース
の他に、Snort.org、ClamAV、SpamCop の公式ルールセットの維
持も担っています。
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Cisco Threat Grid
Cisco Threat Grid は、マルウェア分析と脅威インテリジェンスの
プラットフォームです。世界中のお客様や統合製品から送信された
不審なマルウェア サンプルの静的/動的分析を実施しています。
さ
まざまな種類のファイルを含んだ数十万ものサンプルが、Threat
Grid Cloud ポータルのユーザ インターフェイスや Threat Grid
API を経由して、
日々送信されてきます。
また、オンサイト アプライ
アンスとして導入することも可能です。

ビスに対する脅威と脆弱性の管理を担当しています。SR&O は、
Cisco Live や Black Hat 会議などのイベントやシスコの社員/同業
者とのコラボレーションを通じて、進化し続ける脅威の状況につい
てお客様が把握きるように支援します。
さらに、既存のセキュリティ
インフラストラクチャでは検出/軽減されなかった侵害の指標を特
定できる、
シスコのカスタム脅威インテリジェンス (CTI) のような新
しいサービスも提供します。
Security and Trust Organization

Cisco Umbrella
Cisco Umbrella は、ユーザの場所を問わずインターネット上の
脅威を最前線で防御できるセキュア インターネット ゲートウェイ
です。インターネットの基盤に組み込まれているため、すべてのロ
ケーション、デバイス、ユーザのアクティビティを包括的に可視化で
きます。
アクティビティを分析して学習することで、既存の脅威や新
たな脅威の基盤となる攻撃者のインフラストラクチャを自動的に
明らかにします。そして接続が確立される前に、要求をプロアクティ
ブにブロックします。
セキュリティリサーチ/オペレーション部門 (SR&O)
セキュリティ リサーチ/オペレーション部門 (SR&O) には、業界トッ
プクラスの Cisco PSIRT が所属し、すべてのシスコ製品とサー

Cisco Security and Trust Organization は、企業の重役や世界的
リーダーを悩ませる最も重要な 2 つの問題に対応するためのシス
コのコミットメントを示しています。
この組織の基本的な使命には、
公的機関および民間のシスコのお客様を保護し、
シスコの製品と
サービス ポートフォリオ全体で Secure Development Lifecycle
と Trustworthy System の取り組みを実現して確実なものとするこ
と、
また進化し続ける脅威からシスコの活動を保護することが含ま
れています。
シスコは、人、ポリシー、
プロセス、テクノロジーを含む
広範囲なセキュリティと信頼性に対して全体的なアプローチを取っ
ています。Security and Trust Organization は、InfoSec、信頼で
きるエンジニアリング、データ保護とプライバシー、
クラウド セキュ
リティ、透明性と検証、および Advanced Security Research and
Government を重視しながら、運用効率を向上させます。詳細につ
いては、trust.cisco.com [英語] を参照してください。
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脅威インテリジェンス ソリューションの Anomali スイートは、組織
がアクティブなサイバーセキュリティ脅威を検出、調査、および対応
できるよう支援します。受賞歴のある ThreatStream 脅威インテリ
ジェンス プラットフォームが、数百万の脅威インジケータを集約し
て最適化し、
「サイバー拒否リスト」を作成します。Anomali は、内部
インフラストラクチャと統合され、新たな脅威の特定と、
ここ 1 年
間の既存の侵害を検出するためのフォレンジックな検索を行い、セ
キュリティ チームが迅速に脅威を理解および抑制できるようにし
ます。
また、Anomali は、脅威インテリジェンスを収集して共有する
ための無料のツールである STAXX を備え、無料の設定済みのイ
ンテリジェンス フィード、Anomali Limo も提供しています。詳細に
ついては、anomali.com を参照するか、Twitter で Anomali をフォ
ローしてください：@anomali。
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Lumeta 社は、セキュリティおよびネットワーク チームが侵害を
防御するために役立つ、重要なサイバー状況認識を提供します。
Lumeta 社は、ネットワーク インフラストラクチャを既知/未知/
シャドー/不正という形で検出できるこれまでにない機能を提供し
ており、
これは現在の市場にみられるどのソリューションにもない
機能です。
また、ネットワークやエンドポイントをリアルタイムに監
視して、不正な変更の検出、漏洩経路の阻止、適切なネットワーク
セグメンテーション、動的ネットワーク要素/エンドポイント/仮想
マシン/クラウドベース インフラストラクチャにおける不審なネッ
トワークのふるまい検知なども実現しています。詳細については、
lumeta.com を参照してください。
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Qualys, Inc. (NASDAQ：QLYS) 社は、Forbes Global 100 と
Fortune 100 の大半を含め、100 カ国以上の 9,300 社を超える
顧客を擁する、
クラウドベースのセキュリティおよびコンプライアン
ス ソリューションの先駆者であり、
リーディング プロバイダーです。
Qualys クラウド プラットフォームと統合ソリューション スイート
は、オンデマンドで重要なセキュリティ インテリジェンスを配信し、
IT システムと Web アプリケーションの監査、
コンプライアンス、お
よび保護の全領域を自動化することで、組織のセキュリティ運用の
シンプル化とコンプライアンス コストの低減を促進します。1999
年に設立された Qualys 社は世界中のマネージド サービスのリー
ディング プロバイダーおよびコンサルティング組織との戦略的
パートナーシップを確立しています。詳細については、qualys.com
を参照してください。

Radware (NASDAQ：RDWR) 社は、仮想、
クラウド、
ソフトウェア定
義型データセンター向けのアプリケーション配信およびサイバー
セキュリティ ソリューションのグローバル リーダーです。受賞歴の
あるソリューション ポートフォリオによって、世界中で 10,000 社
以上の企業やキャリアにサービスレベル保証を提供しています。同
社のエキスパート セキュリティ リソースとそれらの詳細について
は、Radware 社のオンライン セキュリティ センター（DDoS 攻撃
ツール、傾向、および脅威の包括的な分析情報を提供）をご覧くだ
さい：security.radware.com
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次世代の統合型脆弱性管理ソリューションのリーダーである
SAINT Corporation 社は、企業や公的機関が組織のすべてのレベ
ルでリスクを突き止めることができるように支援します。SAINT 社
は、すべてのメリットのために、
アクセス、セキュリティ、およびプラ
イバシーをうまく共存させています。
さらに、SAINT 社を採用する
ことで、顧客は InfoSec 防御を強化するとともに、総所有コストを
低減できます。詳細については、saintcorporation.com を参照して
ください。

TrapX Security 社は、
リアルタイムに脅威を捕捉するとともに、攻
撃をブロックするための実用的なインテリジェンスを提供する、適
応型のデセプションと防御のための自動化されたセキュリティ グ
リッドを提供します。TrapX DeceptionGrid™ によって、世界で最も
活動が盛んな Advanced Persistent Threat (APT) 組織によって
使用されているゼロデイ マルウェアを検出、キャプチャ、および分
析できます。各業界は、TrapX を活用することで、IT エコシステムを
強化し、
コストのかかる破壊的な侵害、データ漏洩、
コンプライアン
ス違反を削減できます。TrapX による防御は、エージェントや設定
の必要なく、ネットワークとミッションクリティカルなインフラスト
ラクチャの中核に組み込まれます。単一のプラットフォーム内での
最先端のマルウェア検出、脅威インテリジェンス、
フォレンジック分
析、および修復は、複雑さとコストの削減を支援します。詳細につい
ては、trapx.com を参照してください。
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Figure
64 Purchase of security threat （国または地域別）
defense solutions,
64 セキュリティ脅威ソリューションの購入傾向
図

by country or region
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Figure 65 Percent of organizations perceiving they follow

図 65 標準的な情報セキュリティ
フレームワークに対する準拠率が高いと認識している組織の割合
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