ランサムウェアとの戦いに打ち
勝つ
ランサムウェアの身代金を支払うことなくセキュリティの脅威を回避するための
6 つのヒント
ランサムウェアの脅威はまだ始まったばかりです。実際、50% 近くの組織が過去 12 か月間のあい
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だに少なくとも 1 回はランサムウェア攻撃に遭っており、 攻撃は今後も指数関数的な増加率で増え
続けると予測されています。最も標的になることが多い業界は医療および金融サービスですが、
標的にならない組織はありません。また、身代金も高額になってきています。
ランサムウェアは大きなビジネスになっています。ランサムウェアの身代金を支払わずに、このサ
イバー犯罪との戦いに打ち勝つには、強力な防御力が必要です。投石機や破城槌で武装するので
はなく、ランサムウェアの脅威から企業を守るための 6 つのヒントを参考にして、組織が持つデー
タの主導権を握りましょう。
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増大するマルウェアの脅威
ランサムウェアは新しいものではありません。 20 年以上前から、形を変えて存
在していました。ランサムウェアには 2 つのタイプがあります。ユーザーのファ
イル アクセスをブロックする“ブロッカー ( ブロック型 )”と、ユーザーのファイ
ルを ( 通常は不可逆的に ) 暗号化する“エンクリプター ( 暗号化型 )”です。どち
らのタイプもデータを人質に取り、データへのアクセスを続けるために“ランサ
ム ( 身代金 )”の支払いを要求します。
ここ最近、ランサムウェア事件が急増した要因に、暗号化型ランサムウェアが増
えたことがあります。 Security Week によると、 2014 ～ 2015 年に発生した
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事件のほぼ 59% を CryptoWall が占めていましたが、2015 ～ 2016 年には

TeslaCrypt が CryptoWall に取って代わり、すべてのランサムウェア事件のほ
ぼ 49% が TeslaCrypt を原因としたものでした。 CryptoWall と TeslaCrypt は
最もマスコミの注目を集めましたが、2015 年 12 月以来、新しいランサムウェ
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ア ファミリは 600% も増えています。
TeslaCrypt が驚くべき速さで CryptoWall に取って代わったことに加え、このよ
うな新しいランサムウェアの急速な成長は特に懸念されます。このため多くの専
門家は、ランサムウェア開発の背後に犯罪者間のインフラストラクチャが存在す

「常時バックアップ先やそのネット
ワークに接続されないバックアッ
プを行うようにして下さい。例え
ば、クラウドへのセキュアなバッ
クアップや物理的なオフラインの
バックアップなどです。バックアッ
プはランサムウェアからの復旧に
は必要不可欠です。感染した場合、
重要なデータをリカバリするには
バックアップが最善の方法です」

ると考えており、新しいランサムウェアの開発を高速化するために既製のマルウェ
アが使われている可能性があります。その結果、新しいランサムウェア ファミリ
が、かつてないほどの速さと激しさで急増します。

「HOW TO PROTECT YOUR NETWORKS FROM
RANSOMWARE ( ランサムウェアからネットワークを
保護する方法 )」、

ランサムウェア : 高額で利益の大きなビジネス

米国政府の省庁間技術指針

このランサムウェアの闇のビジネスが急増しているのはなぜでしょう。悲しいこと
に、利益が大きいからです。連邦捜査局によると、ランサムウェアによる被害額
は、2016 年の最初の 3 か月だけで 2.09 億ドルを超えています。 この総額は、
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2015 年の総被害額 2400 万ドルより増加しており、1 回の感染あたり 10,000
ドルに上ります。
攻撃者は成功率が高いことも知っています。事実、全世界でランサムウェアの
被害者の 40% 近くが身代金の支払いを行いました。これはおそらく、サイバー
犯罪者が、最も高いデータ アクセス権限を持つ従業員を狙うことにより、
最も重要なデータをターゲットにしているからです。実際、侵入された組織の約

80% が人質にされるような価値の高いデータを持っていたこと、そして米国企
業の中間管理職以上の役職者の 68% がランサムウェアのターゲットになったこ
とがこれを示しています。
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ランサムウェアの最も一般的な侵入方法は何でしょう。それはメールです。

31% のランサムウェアがメール リンクを通じて組織に侵入し、28% がメールの
添付ファイルを通じて侵入しました。一方、24% がウェブ サイトや、メールまた
はソーシャル メディア以外のウェブ アプリケーションを通じて侵入しました。
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しかし、ランサムウェアがどのように侵入するかに関わらず、保存されているデー
タはすべて危険にさらされています。オンプレミス、クラウドのどちらに保存さ
れていても、データを確固としたプロセスで保護、管理し、サイバー セキュリティ
の侵害から守る必要があります。
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最善の防御措置をとるための 6 つのヒント
増え続けるランサムウェアのリスクからデータを保護する準備ができたら、次の

6 つのヒントを参考にしてください。これらのヒントを参考にすることで、予期し
ないマルウェアの攻撃に遭ったときでも、組織は事業の継続性を保てるようにな
ります。

1 データの保存場所にかかわらずデータを保護する。 データ資産の完全
な評価を行い、最も貴重なデータすべての保存場所を正確に把握することが
重要です。データの存在する場所 ( データ センター、リモートの施設、クラ
ウド、サービス プロバイダーのデータ セットなど ) を詳しく調べ、各場所の
間のデータの流れを理解します。機密データを保存、処理、または送信する
システムに特に注意を払い、どのシステムが業務に最も高いリスクがあるかを
判断します。そして、リスクに基づいてセキュリティ制御を選択、適用、およ
び管理します。

2 データ保護戦略を統合する。すべての保存データに関して完全で統合された
ビューが得られるソリューションを選択します。これによって、日々の管理およ
び制御がシンプル化されるとともに、侵害があったときに迅速に対応する準備
ができます。最も強力なソリューションの場合、ファイル サーバーやストレー
ジ アレイから、クラウド内のサードパーティ製のファイル共有アプリまで、単
一のソリューションですべてを保護することができます。また、企業全体にわ
たるファイルの変更量を監視、警告、特定できるため、マルウェアが他のシ
ステムに感染する前に、疑わしい活動をすぐに検出および調査できます。

3 デュアル バックアップ構成を採用する。確実に保護するために、ベスト プラク
ティスでは一度に 1 つのシステムのみを接続した、デュアル バックアップ構成

4 Ways to Protect and
Recover from Ransomware
Attacks ( ランサムウェアの攻
撃から保護および復旧するため
の 4 つの方法 )
ランサムウェアの攻撃から効果
的に保護および復旧を行ってい
る医療機関のベスト プラクティ
スをご覧ください。

が不可欠であることが示されています。実際、これはランサムウェアから保護
するための CIS (Center for Internet Security) の「Critical Security Control

(CSC)」の主要な推奨事項です。標準では次のように述べられています。

http://bit.ly/2ajAvGy

「主要なシステムには、オペレーティング システムの呼び出しを通じて継続的
にアドレス可能ではない、少なくとも 1 つのバックアップ先が必要です。これ
により、バックアップ先を含むすべてのアドレス可能なデータ共有でデータを
暗号化または損傷しようとする、CryptoLocker などの攻撃のリスクが軽減さ
れます。」
これは、ランサムウェアに対する強力な防御になります。ハッカーがオンライ
ンのバックアップ セットへのアクセス パスを見つけられない場合、侵入してア
タッチされているバックアップ プールを削除することはできません。さらに、
セキュアで一元化された検索可能な仮想レポジトリを使用する場合は、ビジネ

ランサムウェアによる被害額は、
2016 年の最初の 3 か月だけで
2.09 億ドルを超えている。
連邦捜査局

ス上の知見を積極的に使用しながら、保存されたデータが破壊されることを防
ぐ保護的な " ギャップ " を使用して、コールド ストレージも保護することがで
きます。

4 システムと構成の " ゴールド " イメージを保持する。“ゴールド”イメージを使
用できる状態にしておけば、ランサムウェアの攻撃でいずれかのシステムが感
染した場合でも、
“ランサム ( 身代金 )”を支払う必要はなくなります。このデー
タ管理ポリシーの基本要素によって、ランサムウェアのリスクを完全に除去す
ることも可能です。システムが感染した場合、マスター イメージを使用して
感染したシステムのクローンを簡単に作成することができます。ただし、攻撃
によってイメージが感染しないように、
ゴールド イメージに対する強力なセキュ
リティと保護が不可欠です。
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5 脆弱なエンドポイントを保護する。デスクトップ PC とノート PC は、ランサム
ウェアにとって容易な標的です。特に、十分に保護されていない場合はそう
です。ウェブ サイト に対するユーザー アクセスの評価を表示する、ウェブ ブ
ラウザーの URL レピュテーション プラグイン ソリューションを必ず導入してく
ださい。ソフトウェアは企業が承認したアプリケーションのみに制限し、2 段
階認証を提供するウェブ サイトやアプリケーションではそれを導入します。
最後に、感染が発生した場合にユーザーのシステムを迅速にリカバリできるよ
うにする、包括的なエンドポイント バックアップ ソリューションを使用します。
これにより、企業全体に感染が拡大するのを防ぐことができます。

6 トレーニングを繰り返し、ユーザーのセキュリティ意識を高める。ランサムウェ
アに対する最良のセキュリティは、最初の段階でインフラストラクチャに侵入
するのを防ぐことです。ほとんどの攻撃者はメールを通じて入り込むため、ユー
ザーを繰り返しトレーニングすることが必要です。すべてのユーザーは、メー
ルの添付ファイルのリスクについて教育を受け、知らない送信者や信頼でき
ないソースからのメールは開いてはいけないことを知る必要があります。また、

59% のランサムウェアはメール
を通じて組織に侵入している。
OSTERMAN RESEARCH

最初にマルウェアのスキャンを実行した場合を除き、インターネットからダウン
ロードしたソフトウェアを実行してはいけないことも知る必要があります。そし
て、信頼されるソースや友人からのものである場合でも、メールまたはソーシャ
ル メディア プログラム内の URL をクリックするときは十分に注意する必要が
あります。最後に、何か疑わしいものを見た場合や、感染した可能性がある
場合は、危険を他の人に知らせるように従業員を奨励します。警告が迅速に
行われれば、感染を押さえ込むのも容易になります。
ランサムウェアのリスクやコストで組織の基盤が崩れないようにしてください。
貴重なデータに大損害が発生し、事業の継続に影響が及びます。代わりに、
複数層のセキュリティ戦略を使用します。これには、マルウェア対策、ファイア
ウォール、ハード ディスク、ファイルの暗号化だけでなく、データ損失防止テク
ノロジーや標準ベースのデータ保護も含まれます。それぞれがサイバーセキュ
リティリスクを軽減し、重要な情報の保護に不可欠であるため、身代金の支払
いを行わなくても事業の中断を回避することができます。

1 つのデータ管理プラットフォームで重要なデータを保護。commvault.com/security にアクセス。
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