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概要
ランサムウェアは昔からある脅威ですが、さらに狂暴になって再び活発化してきています。被害者のファイルをロック
した後に身代金を要求することから名付けられたこのタイプのマルウェアは、急速にサイバー攻撃の上位を占める
ようになりました。

先日、Ponemon Instituteが実施した調査の結果、調査対象企業の半数以上がランサムウェア攻撃を経験している
ことがわかりました。標的となった企業は、1社あたり平均 4回の攻撃を受けています。また、攻撃 1回あたりの
支出は平均 2,500ドルでした。1身代金自体 (被害者が支払うと仮定 )だけでなく、これらの攻撃により、業務の混乱、
修復費、ブランド価値の低下などの大きな被害ももたらされます。

ほとんどのランサムウェアは、フィッシングメールによって広がりますが、モバイルデバイスおよび感染したWeb 
サイトも媒介となります。

ランサムウェアが急増している理由 

ランサムウェアは、次の 4つの要因によって、近年爆発的に増加しました。

• 攻撃者が多数のチャネルで配布しているため、成功率が高い

• ランサムウェアの作成がこれまでになく安価になっている

• 身代金の支払いに躊躇しない標的がいるため、他の攻撃より儲かる

• ビットコインおよびその他のデジタル通貨のおかげで、身代金を簡単に受け取ることができる

ランサムウェアに対するサバイバル対策	  
大半の企業は、ランサムウェア攻撃に対して、十分な備えをしていません。Ponemonの調査対象となった企業の
66%は、ランサムウェアが「極めて深刻である」という意見に同意しているものの、攻撃を防ぐことができると答え
た企業はわずか 13%です。2

出発点として以下を検討してください。

攻撃前 
最良のセキュリティ戦略は、ランサムウェアを完全に回避することです。実践には、事前の計画と作業が必要です。

バックアップと復元  
あらゆるランサムウェアセキュリティ戦略における最も重要なタスクは、定期的なデータのバックアップです。驚く
ことに、バックアップと復元の予行演習を実施している組織はほとんどありません。この 2つはどちらも重要です。
復元の予行演習は、バックアップ計画が正しく機能するかどうかを事前に知る唯一の方法です。

更新およびパッチ  
すべてのデバイスでオペレーティングシステム、セキュリティソフトウェア、およびパッチを最新の状態に維持してく
ださい。

トレーニングと教育を実施し、マクロに警戒する  
従業員のトレーニングおよび意識向上が重要です。従業員は、実行すべきこと、すべきではないこと、ランサムウェア
の回避方法、および感染時に報告する方法を理解しておく必要があります。従業員がランサムウェアによる要求を
受けた場合、直ちにセキュリティチームに報告しなければならないこと、決して自分で支払おうとするべきではな
いことを理解しておく必要があります。

堅牢な電子メール、モバイル、およびソーシャルメディアのセキュリティソリューションへの投資 
最高のユーザートレーニングを行っても、すべてのランサムウェアを阻止することはできません。

高度な電子メールのセキュリティソリューションを使用することにより、ランサムウェアの原因となる電子メール
の悪意ある添付ファイル、ドキュメント、および URLから保護することができます。また、悪意のあるモバイル	
アプリケーションが環境に侵入するのを阻止するために、モバイル攻撃対策製品にも十分な投資を行ってください。

1  Ponemon Institute。「The Rise of Ransomware」(ランサムウェアの台頭 ) 2017 年 1 月。
2 同上。
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攻撃を受けている時: 業務の再開	  
最良のランサムウェア戦略は、最初の段階でそれを回避
することですが、新たに感染してしまった人にとってこ
のアドバイスは無意味です。

短期的な課題として、コンピューター、電話、ネットワー
クをオンラインに復旧させること、および身代金の要求
への対応があります。

管轄官庁への通報  
管轄官庁への通報は、欠かすことのできない初期対応
です。https://www.npa.go.jp/goiken_index.htmlにアク
セスして最寄りのオフィスを見つけるか、電話してくだ
さい。

ネットワークからの切断  
他の従業員たちが身代金の要求を受け取ったり、何か
おかしいことに気づいた場合は、ネットワークから切断
して、感染したコンピューターを IT 部門に持って行って
ください。

ITセキュリティチームのみが、再起動を試みてください。
ただし、再起動に効果があるのは、偽物のスケアウェア
または初歩的なモバイルマルウェアである場合のみです。

脅威情報に基づく問題の範囲の決定
身代金を支払うかどうかを含む対応は、いくつかの要因
に左右されます。

•	 攻撃のタイプ

•	 ネットワーク内の誰が感染しているか

•	 感染したアカウントにはどのレベルのネットワークの
アクセス許可があるか

対応の組織化  
対応の重要な部分は、身代金を払うかどうかを決定す
ることです。答えは簡単ではありません。法執行機関と
弁護士への相談が必要となる場合があります。支払い
は避けられないかもしれません。

無償のランサムウェア復号ツールを当てにしない
ほとんどの無償のツールは、ランサムウェアの単一の型、
または単一の攻撃活動にのみ機能します。攻撃者がラ
ンサムウェアを更新すると、無償のツールは無効になり、
ランサムウェアに対して効果がなくなります。

バックアップからの復元  
ランサムウェア感染から完全に回復する唯一の方法は、
バックアップからすべてを復元することです。しかし、	
最近バックアップした場合でも、身代金を支払う方が
経済および業務の面で道理にかなっている場合があり
ます。

攻撃の収束後 : 再検討と補強	 	
環境内に残っている可能性のある脅威を見つけるために、
徹底的なセキュリティ評価をお勧めします。セキュリティ
のツールと手順、およびそれらが期待通りに機能しな
かった部分を綿密に検討してください。

クリーンアップ  
一部のランサムウェアには、将来攻撃を引き起こす可
能性のある他の脅威またはバックドア型のトロイの木馬
が含まれています。

混乱の中で見落としたかもしれない隠れた脅威をより
詳しく調べてください。

事後分析レビュー  
脅威への準備と対応を再検討してください。ランサム
ウェアにどのようにして攻撃されたのか方法を解明でき
なければ、次回の攻撃を阻止することはできません。

ユーザーの認知度の評価  
最後の砦となるのは、十分な知識のある従業員です。
従業員、スタッフ、または職員が任務を遂行できること
を確認してください。

教育およびトレーニング  
サイバー攻撃に対する脆弱性に従業員が対処できるカ
リキュラムを開発してください。今後攻撃を受けたとき
のために緊急時コミュニケーション計画を作成し、訓練
および侵入テストを継続して行ってください。

防御の補強  
昨今の脅威が急速に変化しつづけている状況では、	
ランサムウェアの主要な攻撃手段として機能する悪意
のある URLおよび添付ファイルをリアルタイムで分析、
識別、ブロックできるセキュリティソリューションが	
必要です。

新たに出現する脅威に適応して迅速な対応を支援でき
るセキュリティソリューションを探し出してください。
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はじめに
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はじめに
この問題の最初の兆候は、ある日の昼下がり、英国の
病院に勤める医療従事者がコンピューターにログイン
しようとしたときに現れました。彼らはログインできず、
画面には奇妙なメッセージが表示されました。

「きみたちの文書、写真、動画、データベースなどほ
とんどのファイルには、もうアクセスできない。われ
われが暗号化したからだ」メッセージにはこう書かれ
ていました。「ファイルを取り戻す方法を探そうと奔走
するかもしれないが、それは時間の無駄だ。われわれ
の復号化サービスなしには、誰もファイルを復元でき
ない」3

コンピューターはランサムウェアに感染していました。
このサイバー攻撃を受けた標的のファイルはロックされ、身代金を支払わなければ、データを取り戻すことはでき
ません。この攻撃により、患者のカルテ、予約スケジュール、内線電話、メールにアクセスできなくなりました。コ
ンピューターと医療機器の間の回線も遮断されました。医療関係者は、救急患者をほかの施設に送り、紙と鉛筆、
個人の携帯電話を使って、病院を運営せざるを得なくなりました。4

「私たちは、（コンピューターを）シャットダウンし、ネットワークケーブルを外し、電話線を抜くよう指示されました」
英国 National Health System（NHS）の従業員は、同国の新聞『The Guardian』の取材にこう答えています。5

セキュリティの専門家が「WannaCry」と呼ぶこの攻撃は瞬く間に広がり、数時間のうちに、NHSに属する 40以上
の組織が感染しました。6その翌日には、世界 150か国以上、数万のシステムが襲われ、中国の大学、ドイツの鉄
道網、日本の自動車工場さえその攻撃を受けました。

多くの人にとって、WannaCryは、ランサムウェアのもたらす脅威に対する警鐘となりました。同時に、人々は、自
分たちがこういった攻撃に対してどのくらい無防備であるかに初めて気づいたのです。Ponemon Instituteが調査し
た IT専門家の半数以上が、ランサムウェアの攻撃を回避する準備はしていないと答えています。また、破壊的なソ
フトウェアに対処するための戦略があると答えたのはわずか 38%でした。7

このガイドを出発点と考えてください。ここでは、ランサムウェアの急速な勢力拡大の裏に潜む要因と、万が一の
時の対処法を明らかにし、その後、もっとも重要な点、つまり、被害を未然に防ぐには、まずどうすればいいかと
いうことを説明します。

3 ダミエン・ゲイル、アレクサンドラ・タッピング、ほか (The Guardian)。「NHS seeks to recover from global cyber-attack as security concerns resurface」(セキュリティの懸念が再浮上するなか、NHS が世界規模の 
   サイバー攻撃からの復旧を模索) 2017 年 5 月。
4 同上。
5 同上。
6 ニコル・パールロス (The New York Times)。「A Cyberattack ‘the World Isn’t Ready For’」(全世界で対策が整っていないサイバー攻撃) 2017 年 6 月
7 Ponemon Institute LLC。「2016 State of the Endpoint Report」(2016 年のエンドポイントの現状に関する報告書) 2016 年 4 月。

「きみたちの文書、写真、動画、データベースなどほとんどのファイルには、
もうアクセスできない。われわれが暗号化したからだ。ファイルを取り戻
す方法を探そうと奔走するかもしれないが、それは時間の無駄だ。 
われわれの復号化サービスなしには、誰もファイルを復元できない」

WannaCryからの身代金要求メッセージ
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昔からある脅威が	
再び活発化
ランサムウェアは昔からある脅威ですが、ここ数カ月、新しい
変種を伴って再び活発化してきています。ランサムウェアは一
般に特定の拡張子 (JPG、DOC、PPTなど )のファイルを暗号
化することによって、コンピューターシステムまたはデータへの
アクセスをブロックします。ファイルのロック解除用の暗号キー
コードの代金を犠牲者が攻撃者に支払うまでは、ファイルに
はアクセスできません。多くの場合、支払い要求には期限が
付いています。それに遅れると、身代金が倍になることや、デー
タが永久に失われて破壊されてしまうことさえあり得ます。

実際にかかるコスト
Ponemon Instituteが調査した企業の 60%近くは、ランサムウェ
ア攻撃が、事業の「財政面に深刻な影響」をもたらすという点
で意見が一致しています。8

身代金自体 (被害者が支払うと仮定 )だけでなく、これらの
攻撃により、業務の混乱、修復費、ブランド価値の低下など
の大きな被害ももたらされます。

WannaCry攻撃について考えてみてください。攻撃者にとって
はそれほどの儲けにはならなかったにしろ、このランサムウェ
アはかなりの混乱を引き起こしました。重要な情報や動作し
ているシステムにアクセスできないために、緊急対応が遅れ、
市民の安全を危険にさらす可能性があります。

医療部門は、特に大きな被害を受けています。ランサムウェア	
の感染により、患者の記録がロックされ、ワークフローが遅
くなるだけでなく、患者監視システムまでも影響を受けます。
このため、ランサムウェア感染の修復は生死に関わる重大	
問題になります。

人的要因
ランサムウェアの大半は、フィッシングメール経由で広まります。
これらのメールは、ユーザーをだまして、悪意のある添付ファ
イルを開かせたり、悪意のある URL をクリックさせたりします。

2016年 2月、Lockyと呼ばれる広く蔓延しているランサムウェ
アの一種が、標的型メール作戦を通じて、米国ケンタッキー
州にあるMethodist Hospitalを襲いました。

従業員が未払いの請求書と思われるメールを開封した後、
Lockyが実行され、内部ネットワーク全体に感染が広がりま
した。ワークステーションがロックされ、セントラルサーバー
へのアクセスが制限されました。病院に与えられた選択肢は、
各ワークステーションをバックアップから復元するか、または
ファイルのロックを解除するために比較的小額な4ビットコイン
（約 1,600ドル）を支払うというものでした。

弊社の研究員たちが locky型を発見したのは、その約１ヶ月
前でした。Lockyは、主にMicrosoft Word添付ファイルを介
してばらまかれ、多くの場合、未払いの請求書を装います。	
ドキュメントを開くと、ユーザーはマクロを有効にするように
要求されます。その指示に従うと、Troj/Ransom-CGXという
名前の実行可能ファイルがリモートサーバーからダウンロード
されます。次に、重要なファイルが暗号化され、最後に Locky
が起動します。9

重要なファイルが暗号化された後で、支払いを要求するメッ
セージが、通常 Torネットワークおよびビットコインの使用を
含む指図とともに表示されます。被害者は、メッセージを閉
じることも迂回することもできません。CTRL+ALT+DELを何
度押しても再起動しても、問題は解決されません。

感染源はどこか
ランサムウェアは、次の 3つの主要攻撃経路を利用して侵入
します。

• メール

• モバイルデバイス

• ソーシャルメディア経由で感染したWebサイト /リンクおよ
びマルウェアに感染した広告 (マルウェア広告）

圧倒的に悪意のある添付ファイルやリンクを含むメールが	
最大のランサムウェアの経路で、全体の 85%を占めます。

これらのメールは本物のように見えるため、疑うことを知らな
い従業員をだますことができます。多くの場合、メールは公式
のソフトウェアアップデートや未払いの請求書を装い、さらに
は上司から直属の部下に宛てたメモを装うことさえあります。

8  Ponemon Institute。「The Rise of Ransomware」 (ランサムウェアの台頭) 2017 年 1 月。
9 「Dridex Actors Get In the Ransomware Game With ‘Locky’」(Dridex 実行者、『Locky』でランサムウェアのゲームに参加) 2016 年 2 月。

ほとんどのランサムウェアは、これと同様のフィッシングメールによって広がります。
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急増している理由
ランサムウェアは、数十年前に作られたエクスプロイトの一
種です。しかし、次の 4つの主な要因によって、近年、爆発
的に増加しました。

配布チャンネルの増加
サイバー犯罪者は、さまざまな攻撃手段を使用して、同時に
数千ものエンティティを攻撃できます。これは、ランサムウェ
アエクスプロイトがより頻繁に感染していることを意味します。

従来の電子メールゲートウェイは、以下のような四方八方か
らの脅威に圧倒されています。

• 大規模なボットネット型メール攻撃

• セキュリティベンダーが新しいシグネチャを作成する能力に
勝るポリモーフィック型のマルウェア

• 添付ファイルを含まない悪意のあるURLおよび悪意のある
広告

これらの要因が組み合わさって、ランサムウェアが侵入に成功
する可能性を高くしています。

安価で作成可能
すべてのビジネスと同様に、1つの成功は次の成功を生みます。
ランサムウェアの作成者もランサムウェアの技術を高度にして
きました。その上、ほんの数年前には天才的なサイバー犯罪者
にのみ利用可能であった洗練されたツールが、現在では広く
利用可能になっています。その結果、成功率が高くなり、最終
的にはスケールメリットが効き始めます。

1日に 4,000件の攻撃を仕掛け、受信者のうち1%だけでも
400ドルの身代金を支払うとすると、たった 1日で 16,000ド
ルを獲得できることになります。1年間では、数百万ドルの暴
利をむさぼる可能性があります。

より金になる標的
個人をターゲットにする代わりに、サイバー犯罪者はこれま
で以上に機密データを持ち、IT部門の仕事量が限界に達して
いて、迅速に問題を解決しようとする強い動機を持った組織・
会社に、照準を合わせるようになってきています。状況をさら
に悪化させているのは、病院、警察、学校、その他の地方
自治体でよく見られる貧弱なネットワーク構成です。

これらの組織にとって、ネットワークのダウンタイムは受け入れ
られる選択肢ではありません。多くが、不本意でも身代金を
支払うことが最善の業務判断だと素早く計算するのも当然です。

ビットコインおよびその他のデジタル通貨
2009年のデビュー以来、ビットコインは市民的自由の擁護者た
ちとサイバー犯罪者の両方に素晴らしい恩恵をもたらしていま
す。支払いから送金者や受領者を追跡することができないた
め、匿名で摩擦のない個人的な商取引の手段を与えてくれます。

ビットコインでの支払いを要求することにより、サイバー犯罪
者は匿名性を保つことができるため、以前よりはるかに簡単に
身代金を受け取ることができます。初期型のランサムウェアは、
プリペイドのデビットカードを要求する場合がありました。この
方法は銀行の不正取引防止対策を回避することができますが、
双方で取引が面倒でした。

主要な型のランサムウェアは、ビットコインでの支払いを要求
します。(9ページの補足記事を参照。)

メッセージ量別の上位のマルウェアのペイロード
2017年第 2四半期のドキュメント添付型の攻撃

出典：Proofpoint, Inc.

1000単位100万単位

4月 5月 6月 4月 5月 6月

Ja� Locky
Cerber TorrentLocker 
その他 (SAGE, Troldesh, PadCrypt, Serpent)

ランサムウェアのトップの型の1日当りのメッセージ量、インデックス付き、
2017年第2四半期

図4: ランサムウェアのトップの型の1日当りのメッセージ量、インデックス付き、2017年4月～6月
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報告されたランサムウェアの累計（2017年）
出典：Proofpoint, Inc.

2015年12月 2017年6月

インデックス付き、報告されたランサムウェアの型の累積数、2017年現在まで

図6: 確認されたランサムウェアの型の合計数の推移、2015年12月～2017年6月

ビットコインの金の流れ
身代金目当ての従来の誘拐では、身代金を受け取って逃げることが常に最大の問題でした。残念ながら、ランサムウェア
のサイバー犯罪者には、非常に安易な方法があります。

最もよく使用される支払形式は追跡不可能な暗号通貨を使用するもので、その代表的なものがビットコインです。 
ビットコインにより、インターネットを介した個人対個人の支払いが可能になり、そこに銀行や政府が介在することは
なくなりました。世界中に 2100万のビットコインがあります。2008年のデビュー以来、この通貨の価値は大きく変動
してきました。このガイド出版の時点では、1ビットコインの価値は 600米ドルに達しようとしています。

暗号通貨を理解するには、カジノチップの電子版を想像してみると良いでしょう。トークンは実世界で本質的価値を
持たないものですが、ユーザーは自分の現地通貨でトークンを購入し、何らかの機関（この場合インターネット）内
でそれらを使用し、そこから出るときに通貨と交換することができます。

同じように、暗号通貨はクレジットカードまたは銀行口座を使用してオンラインで合法的なソースから購入することが
できます。ランサムウェアの場合、被害を受けた会社は現地通貨をたとえば「3ビットコイン」に交換して、攻撃者によ
り提供される匿名のビットコインアドレスを使用して、ビットコインウォレットからビットコインを送信します。

コインは、必ずしも攻撃者に直接送信されるわけではありません。一般的に、トークンは、「タンブラー」と呼ばれる、ビッ
トコインを他のものと混合する電子サービスに届けられ、その後、攻撃者にコインが支払われます (異なる枚数ですが、
同じ額から手数料を引いた額 )。

ちょうど現実世界におけるマネーロンダリングのように、攻撃者は、最終的に追跡不可能な支払いを手に入れること 
ができます。その後、ビットコイン (トークン )を物理的な現実通貨に交換することによって、支払いは物理的に 
現金へと交換されます。

政府が支えている国の通貨とは異なり、暗号通貨は金銭としてあまり広く認識されていないことに注意してください。む
しろ、ポーカーチップやゲームトークンと同等のものと見なされます。したがって、その伝送システムとタンブラーは、規
制の対象にもなっておらず、マネーロンダリングと見なされることもありません (しかし、やっていることがマネーロン
ダリングと同じであることは、ほぼ間違いありません )。

ビットコインの魅力は明らかです。ビットコインは攻撃者にとって、追跡困難かつ世界中で利用可能で、しかも直接
現地通貨に交換できるサイバー通貨であり、言い換えると「印のついていない紙幣」です。

この方法は、盗んだクレジットカードを使用するより明らかにメリットがあります。これは、金融機関が被害者の口座を
的確かつ迅速に凍結できるようになってきたため、盗んだクレジットカードの価値が日ごとに低下するためです。
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モバイルランサムウェア
携帯電話を取り出してスワイプしたとき、ホーム画面の代わり
に違法画像の閲覧を告発する一見 FBIのものに見える警告	
メッセージが表示される状況を想像してください。携帯電話が
暗号化され、300ドル支払って問題の画像の削除を実行するか、
さもなければ当局に通報すると脅迫するメッセージです。

無数のモバイルユーザーにとって、このような状況はとても
現実的な脅威ですが、これは何百というバージョンがある	
モバイルランサムウェアのほんの一例です。

モバイルランサムウェアについて、3つの主要な攻撃経路が	
確認されています。

Android

変種である Cryptolockerと同じ系列に由来する、Androidを
ターゲットとするランサムウェアがあります。Adobe Flash 

Playerのアップデートを装ってアクセス許可を要求する場合
があります。または、ルージュアプリストアの人気のゲームや	
「無料」アプリに潜んでいる可能性があります。(圧倒的多数
の Androidランサムウェアは、公式の Google Playストアで
はなく、サードパーティのアプリストアに潜伏しています。)

ランサムウェアは、いったん起動するとモバイルデバイスを	
暗号化し、速やかな身代金の支払いを（通常ビットコインを
使用して）行うことを要求します。

SMSで配布されるアプリケーション
これらは一般に、デバイスで非道徳的な画像を画面いっぱい
に表示し、その画像を削除する代わりに支払いを要求するポ

ルノアプリです。これらは一般的にテキストメッセージを介し
て広がりますが、ソーシャルメディアでも、多くの場合 Twitter

または Instagramのダイレクトメッセージ内で、検出されるこ
とがあります。

ほとんどのランサムウェアとは異なり、一般に、データは暗号
化されません。しかし、ユーザーにとって違いはありません。
デバイスはロックされます。このタイプの脅威を何とか解決す
ることは可能ですが、その手順は非常に複雑です。多くのユー
ザーは身代金を支払うことを選びます。

iOSブラウザー
iOSデバイスをターゲットとするランサムウェアは、通常、	
ブラウザーベースのランサムウェアの形式で配布されます。	
多くの場合、これらは被害者に対し、違法な画像をダウンロー
ドしたことを警告したり、デバイスが感染していると主張した
りします。デバイスのロックを解除したり修正したりするため
に、被害者は、ビットコインまたはプリペイドのデビットカー
ドを介した支払いを行うためのサイトに移動させられます。

これらの不正なランサムウェアのサイトは、主に成人向け
Webサイトの悪質な広告を介して伝播されます。これらのサ
イトでは、被害者が支払いに応じる割合は低くなっています。
しかし、週に数千または数百万の被害者に感染すれば、この
スキームは攻撃者に十分な利益をもたらします。

この出版の時点では、iOSデバイスの広義の暗号化は見られ
ていません。これらのスキームの大半は、被害者のWebブラ
ウザーからロックするだけです。

最も深刻な事件およびセキュリティ侵害
出典：Ponemon

71%
ゼロデイ攻撃

68%
DDoS

53%
 

既存のソフトウェアの
脆弱性の	

エクスプロイト
(3か月以上放置されていた

脆弱性)

51%
ランサムウェア

47%
Web 感染型	
マルウェア攻撃
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ランサムウェアの防止
最高のセキュリティ戦略は、このランサムウェアによる恐喝を最初から回避することです。これは大部分
の企業の能力の範囲内ですが、緊急事態になる前に計画と作業を行うことが必要です。

攻撃を	
受ける前に
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バックアップと復元
あらゆるランサムウェアセキュリティ戦略における最も重要な
タスクは、定期的なデータのバックアップです。ほとんどの
企業がこれを行っていますが、驚くことに、バックアップと	
復元の予行演習を実施している組織はほとんどありません。
この 2つのプロセスはどちらも重要です。復元の予行演習は、
バックアップ計画が正しく機能するかどうかを事前に知る唯一
の方法です。

実際に緊急事態になる前に対処しておくべき欠陥が、いくつ
かあるかもしれません。バックアップと復元のテストが定期
的に行われている場合は、ランサムウェアが感染しても壊滅
的な影響はなく、安全な最近の復元ポイントを使用できます。

繰り返しますが、ほとんどの企業や個人は、バックアップを行っ
ています。しかし、完全な復元を定期的にテストしておくことも、
同様に重要です。

更新およびパッチ
すべてのデバイスでオペレーティングシステム、セキュリティ
ソフトウェア、およびパッチを最新の状態に維持してください。
これは非常に基本的なことに聞こえますが、最近の調査によ
ると、IT専門家の約半分は毎月リリースされるパッチの莫大
な量に遅れずについていくだけで苦労していることを認めてい
ます。また、回答者たちは、更新ごとに、複雑さとリリースス
ケジュールが大幅に異なっていると報告しました。

チームは、Adobe Flashなど、そのソフトウェアに依存してい
るその他の社内の機能を壊す可能性がある、特定のアプリ
ケーションを更新するときにも苦労しています。ハッカーは、
これらやその他の要因が「パッチ疲労」につながる可能性が
あることを理解していて、それに応じてエクスプロイトを開発
します。9

トレーニングと教育を実施し、マクロに警戒する
ほとんどのランサムウェアは、1人の悪気のない従業員が仕事
関連のメールと思われるものを開いたことが原因で感染します。

そのため、従業員のトレーニングと意識向上が重要です。従業
員は、実行すべきこと、すべきではないこと、ランサムウェアの
回避方法、および感染時に報告する方法を理解しておく必要が
あります。ランサムウェアの要求を受けた場合、直ちにセキュリ
ティチームに報告しないければならないこと、決して自分で支
払おうとするべきではないことを理解しておく必要があります。
(支払いを行うと、ブランドの評判とセキュリティに深刻な影響
を及ぼす可能性があります。)

弊社の研究では、サイバー犯罪者はヒューマンエラーと好奇
心を積極的に悪用することが示されています。ランサムウェ

アメールの最近の急増は、人間をだまし、情報をロックして
支払いを要求する目的に対する無意識の共犯者に仕立て上
げるという、大きなサイバー犯罪の傾向の一部分です。10

これらの攻撃は、ユーザーのセキュリティ意識の欠如を
利用し、そのユーザーが悪意のあるWordドキュメントや
JavaScriptの添付ファイルを開いてマクロを有効化することを
必要とします。ユーザーが [コンテンツの有効化 ]ボタンをク
リックしてマクロをオンにすると、悪質なマクロがランサムウェ
アをダウンロードして、攻撃処理を開始します。1つの対処	
方法は、電子メールを介して送信される Officeファイルの	
マクロスクリプトを無効にすることです。しかし、一部のマクロ
は有益なので、それらを完全に無効にすると生産性を妨げる	
可能性があります。

堅牢な電子メール、モバイル、およびソーシャルメディアの
セキュリティソリューションへの投資
最高のユーザートレーニングを行っても、すべてのランサム
ウェアを阻止することはできません。昨今のフィッシングメー
ルは、洗練されていて標的が絞られています。攻撃者は、本
物に見える電子メールを作成するためにターゲットを慎重に
調査し、人間の本性を餌食にして、クリックさせます。

ほとんどのランサムウェアは電子メール、モバイル、ソーシャル
メディアを介して送信されるので、リアルタイムでこれらの脅威
を停止することができる高度なソリューションが必要です。当
社の調査によると、ランサムウェア攻撃の回数は急激に増加し
ています。侵入経路をメールだけに絞っても、悪意のあるメッ
セージ全体の 70%近くをランサムウェアが占めています。11

従来のレガシーメールゲートウェイ、Webフィルター、および
ウイルス対策ソフトウェアは、更新して、すべてのネットワー
クで実行する必要があります。しかし、これらだけでは、ラ
ンサムウェアの脅威に対抗できません。効果的な電子メール
のセキュリティソリューションは、深いレベルで対応する必要
があります。つまり、悪意のある内容がシステムを侵害しない
ように、埋め込まれた URLおよび添付ファイルを分析すると
いうことです。サイバー犯罪者は、常に一歩先を行っていて、	
典型的な電子メールのセキュリティ設定は、時代遅れの署名
に過度に依存しています。

高度な電子メールのセキュリティソリューションを使用するこ
とにより、ランサムウェアの原因となる電子メールの悪意ある
添付ファイル、ドキュメント、および URLから保護すること
ができます。同時に、悪意あるモバイルアプリケーションが	
環境に侵入するのを阻止するために、モバイル攻撃対策製品
にも十分な投資を行ってください。

 9 Tripwire, Inc. 「Tripwire 2016 Patch Management Study」	(Tripwire 2016 年パッチ管理に関する調査) 2016 年 3 月。 
 10 Proofpoint。 「The Human Factor 2016」	(人的要因 2016 年) 2016 年 2 月。
 11 Proofpoint。 「The Human Factor 2016」	(人的要因 2016 年) 2016 年 2 月。
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「ランサムウェア」が脚光を浴びる中、やはり王者はメールである 
メールではなく、高度なWindowsエクスプロイトを用いて、コンピューターワームのように広がるWannaCryや Petya
のようなランサムウェアが突然大量に発生すると、世界は一気にランサムウェアに注目しました。しかし、いわゆる「ラ
ンサムワーム」は例外にとどまっています。大半の一般的なサイバーの脅威と同様、ランサムウェア攻撃の大半はメー
ル経由で行われます。 

現時点で今年最大のマルウェア作戦をすばやく密かに遂行したランサムウェア、Jaffを例に考えてみましょう。2017年
半ばまでに世界中の Proofpointデプロイメントで確認されたマルウェアのうち、メッセージ量別に見て、Jaffは間違
いなくマルウェアペイロードの第 1位でした。ランサムウェアメールの 72%を Jaffが占めていました。これは、マルウェ
アが仕込まれたメール全体のほぼ半数です。 

6月半ばに、復号化ソフトウェアが公開されると同時に、Jaffの大規模作戦は中止されました。しかし、その背後に
いた攻撃者たちはもう一度、Lockyに戻り、「The Trick」と呼ばれる新たなランサムウェアを送り続けました。このす
ばやい方向転換は、攻撃者がいとも簡単に、新しい防御態勢に適応できることを明確に示しています。

その他のランサムウェアの多くは、これよりも小規模で、標的を絞った攻撃を展開しています。たとえば、Cerbeの標
的は米国企業であり、TorrentLockerはヨーロッパを標的にしています。また、Serpentはベルギーとオランダに影響
を及ぼしました。

カスタマイズしやすい Philadelphiaなど、一部のランサムウェアは特定の企業を標的にしています。

WannaCryと Petyaは、実際に身代金を手に入れるよりも、大混乱を引き起こすことに重点を置いていたと思われる
という注目すべき理由により、例外的に扱われています。 

「少なくとも一定の確信を持って、Petyaが計画的で、悪意に満ちた破壊的攻撃であったと言えます」International 
Computer Science Instituteのセキュリティリサーチャー、ニコラス・ウィーバー（Nicholas Weaver）は、ジャーナリ
ストのブライアン・クレブス（Brian Krebs）にこう語っています。「または、おそらく、ランサムウェアを装った何かの
テストだったのでしょう」。12

確認されたランサムウェア攻撃の感染源は、メールがほかを圧倒しています。

12ブライアン・クレブス (Krebs on Security)。「‘Petya’ Ransomware Outbreak Goes Global」 (ランサムウェア「Petya」が全世界で大流行へ ) 2017 年 6 月。

ランサムウェア

バックドア

銀行業務

キーロガー

Stealer

RAT

ダウンローダー

POS

カテゴリー別マルウェア、2017年第2四半期

図5: 四半期ごとの総メッセージ量の比較
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基本に戻る
ランサムウェアに攻撃されました。どうしますか？

最良のランサムウェア戦略は、はじめから感染を回避することですが、感染したばかりの人にとっては、
このアドバイスは無意味です。短期的な課題として、コンピューター、電話、ネットワークのオンライン復
旧、および身代金の要求への対応があります。 

しかし、パニック反応は役に立たないどころか、事態を悪化させる可能性があります。 

攻撃を	
受けている時
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法執行機関に連絡する
ランサムウェアは、窃盗と恐喝が関わっている犯罪です。 
デバイス、ネットワーク、データを占拠する権利は誰にもなく、
ましてそれと交換に身代金を要求する権利などありません。
管轄官庁への通知が、不可欠な第一歩です。 

最寄りの警察に相談に行ってください。電話で通報すること
を恐れてはいけません。いつでも喜んで支援してくれます。

ネットワークからの切断
他の従業員たちがランサムウェアの要求を受け取ったり、突然
自分のファイルにアクセスできなくなるなど何かおかしいこと
に気づいたりした場合は、ネットワークから切断して、感染
したコンピューターを IT部門に持って行ってください。 

従業員にシステムを再起動させないようにお勧めします。IT
セキュリティチームのみが、再起動を試みてください。ただし、
再起動に効果があるのは、偽物のスケアウェアまたは初歩的
なモバイルマルウェアである場合のみです。

そのような場合、ランサムウェアのように思われるものは	
「スケアウェア」と言われるものです。身代金要求と支払方法を	
ユーザーの画面に表示してロックするかも知れませんが、データ	
は実際には暗号化されていません。このようなシナリオでは、
CTRL+ALT+DELETEを押して Windows「タスク マネー
ジャー」を開き、ブラウザーを閉じれば、問題が修正される
はずです。

脅威情報に基づく問題の範囲の決定
すべてのランサムウェアは悪質ですが、一部の攻撃は他より
もさらに悪質です。身代金を支払うかどうかを含む対応は、
いくつかの要因に左右されます。

以下の質問を自問してください。

• どんなタイプの攻撃でしょうか。ランサムウェアは名刺を
残すため、あなたの対応は攻撃者とその使用ツールによって
左右されます。

• ネットワーク内の誰が感染しているか。

• 感染したアカウントにはどのレベルのネットワークのアクセス
許可がありますか ? 

回答はネットワーク管理者が問題を詳しく調べ、行動計画を
策定し、感染の広がりを抑える上で役立つはずです。 

対応の組織化
ネットワークの構成によっては、感染を 1台のワークステー
ションに抑えることができるかもしれません。

最良のシナリオ：感染したコンピューターを新しいコンピュー
ターと交換し、バックアップからの復元を完了することです。
最悪の場合：すべてのネットワークコンピューターが感染しま
す。この場合、解決するのに必要な工数と身代金の支払いを
迅速に比較検討する、費用便益計算が必要になります。

対応の重要な部分は、身代金を払うかどうかを決定すること
です。答えは簡単ではありません。法執行機関と弁護士へ
の相談が必要となる場合があります。多くの被害者にとって、
支払いは避けられないかもしれません (16ページを参照 )。

無償のランサムウェア復号ツールを当てにしない
一部のセキュリティベンダーは、無償のランサムウェア復号
ツールを提供しています。場合によっては、身代金を払わず
にデータを取得する上で役立つかもしれません。

しかし、ほとんどの無償のツールは、ランサムウェアの単一
の型、または単一の攻撃活動にのみ機能します。攻撃者が	
ランサムウェアを更新すると、無償のツールは無効になり、
ランサムウェアに対して効果がなくなります。

無償の復号ツールが利用できるかも知れませんが、そのツール
をインシデント対応計画の一部にしないでください。

バックアップからの復元
ランサムウェア感染から完全に回復する唯一の方法は、バック
アップ (毎日行われるべきバックアップ )からすべてを復元す
ることです。これは、感染した場合に取る手順では最後の	
ステップですが、予防では最初のステップです。

しかし、最近のバックアップがあっても、身代金を支払う方が
経済および業務の面で道理にかなっている場合があります。
バックアップの復元には、時間と労力がかかります。企業に
よっては、ダウンタイムを持つ余裕がないかもしれません。
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支払うかどうか：ランサムウェアの道徳的ジレンマ
ランサムウェアは、それ自体が十分に悪質です。しかし、特に忌まわしい側面の 1つは、ランサムウェアによって、
被害者は取るか取らぬかだけの選択と道徳的選択の両方を強いられます。ランサムウェアの脅威で追い詰められて
いるときは、全額を支払い道徳的な悪影響を慎重に比較検討するための時間の余裕はめったにありません。攻撃は
現在ここで起こっています。

今まで、マルウェアの攻撃は、主に、不正検出、レポート提出、および解決という、簡単な行動方針を必要として
いました。ランサムウェアにより、現在ではその状況に道徳が加わりました。

全額支払いは、反感を抱くだけでなく、必要悪です。これは、たった今ネットワークに侵入してデータを盗んだ	
攻撃者に、積極的に資金を提供することになります。これによって、ネットワークが脆弱で支払う動機が強いユーザー
だと目を付けられます。さらに、サイバー犯罪者はこの金銭によって将来の攻撃の資金作りをすることができます。

しかし、最近の攻撃により、好ましくない事実が浮き彫りになりました。身代金を支払うかどうかについて、必ずしも、
白黒はっきりした答えがあるわけではないのです。

恐喝されたい、まして犯罪組織に資金を供給したいと思う組織はありません。では、この病院はどんな選択をした
のでしょうか。ある意味では、資金不足の IT部門がパッチ未適用あるいは古くなったソフトウェアを実行させている
ことの代償です。米国には依然として、Windows XPを実行している病院があります。人命が危険にさらされている
事態に支払う代償としては、17,000ドルは比較的小さなものです。

FBIボストン事務所内のサイバーおよび対敵諜報活動プログラムの特別捜査官補佐のジョセフ・ボナボロンタ氏によ	
ると、FBIでさえ、「黙って身代金を支払いなさい」と被害者にアドバイスしたそうです。12それでも、正式には FBI当局	
は支払いに反対しています。FBIは、支払ったとしても、データが戻ってこない可能性があることを指摘しています。13

組織は、最善の行動方針を選択する際に、相反する考慮事項を比較検討する必要があります。これらの要因には、
以下が含まれます。

•オンラインに戻るための時間と工数

•ビジネスを稼働し続けるという、株主に対する責任

•顧客および従業員の安全

•支払いが潜在的に資金を提供する犯罪活動の種類

ほとんどの複雑な課題と同様に、これらの事項にまったく同じように答える組織はありません。

12  テス・ダニエルソン (Business Insider)。 「FBI は、ハッカーがコンピューターをランサムウェアで感染させた場合、全額を支払う必要があるかもしれないと述べています」2015 年 10 月。
13  FBI。 「Ransomware」(ランサムウェア) 2016 年 4 月。

全額支払いは、反感を抱くだけでなく、必要悪
です。これは、たった今ネットワークに侵入して
データを盗んだ攻撃者に、積極的に資金を提供
することになります。
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再検討および補強
ランサムウェアによって引き起こされる損害に関係なく、攻撃によって、セキュリティ障害がデバイス 
またはネットワークのセキュリティ侵害をもたらしたことが明らかになります。事態が正常に戻った後、
セキュリティ侵害から学んで、将来の攻撃を回避するチャンスがあります。

環境内に残っている可能性のある脅威を見つけるために、できたら外部のサービス会社による、徹底的な 
セキュリティの評価をお勧めします。また、セキュリティのツールと手順、およびそれらが期待通りに 
機能しなかった部分を綿密に検討するチャンスでもあります。

攻撃を	
受けた後
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クリーンアップ
一部のランサムウェアには、将来攻撃を引き起こす可能性の
ある他の脅威またはバックドア型のトロイの木馬が含まれてい
ます。そのため、すべてのデバイスを消去して、感染していな
いバックアップから復元することが必要です。混乱の中で見落
としたかもしれない隠れた脅威をより詳しく調べてください。

事後分析レビュー
脅威への準備と対応を再検討してください。緊急時計画はどの
ように実行されましたか ?将来の攻撃を阻止するために、ネッ
トワーク構成を改善することはできますか ?より堅牢なメール
セキュリティソリューションを実装することはできますか ?

現在のセキュリティ対策を査定し、今日の脅威に対抗するの
にこれで十分かどうかを自問します。再び起きる可能性があ
るので、この機会を学習体験にしてください。ランサムウェ
アにどのようにして攻撃されたのか方法を解明できなければ、	
次回の攻撃を阻止することはできません。

ユーザーの認知度の評価
ランサムウェアのほとんどの型は、ペイロードを配布するのに、
人間の操作に依存しています。現在のセキュリティ対策が失敗
して、感染した「未払いの請求書」がメールサーバーに到達し
た場合、企業、病院、学校でオンライン状態を維持できるど
うか、あるいはランサムウェアの感染事例になってしまうかを
左右するのは、十分な知識のある従業員です。従業員、スタッフ、	
または職員が任務を遂行できることを確認してください。

従業員の意識向上および企業のセキュリティの改善などを	
目標としている侵入テスト会社にも、投資する価値があるか
もしれません。「ペンテスター」は、スピアーフィッシング、ソー
シャルエンジニアリング、およびソーシャルメディアを介して
実世界の攻撃を再現することによって、実際の攻撃の前にセ
キュリティの脆弱性を分析および識別できます。

教育およびトレーニング
ユーザーの認識を分析した後で、サイバー攻撃に対する脆
弱性に従業員が対処できるカリキュラムを開発してください。	
将来の攻撃にそなえて緊急コミュニケーション計画を作成	
して、前述の概略のように訓練および侵入テストを継続して
行ってください。

近代的な防御テクノロジーへの投資
ハッカーおよびその他のサイバー犯罪者は、歴史的に、エン
ドポイントのセキュリティ対策および法執行機関の専門家の
一歩先を行っています。

ほとんどのネットワークは既知の脅威をブロックすることには
熟達していますが、昨今の脅威が急速に変化しつづけている
状況では、ランサムウェアの主要な攻撃手段として機能する
悪意のある URLおよび添付ファイルをリアルタイムで分析、
識別、ブロックできるセキュリティソリューションが必要です。

新たに出現する脅威に適応して迅速な対応を支援できるセ
キュリティソリューションを探し出してください。

結論
ランサムウェアは、目に見えて活発化して、大金をだまし取っ
ています。ここで述べるガイドラインを利用することによって、
実際に攻撃を受ける前、受けている最中、攻撃を受けた後の
ランサムウェアへの対応の第一歩を踏み出すことができます。

もちろん、ランサムウェアに対抗する最も簡単な方法は、入り
口でそれを止めることです。それには、電子メール、モバイル、	
およびソーシャルメディアを介して配送されるランサムウェアを
検知できる、高度な脅威ソリューションが必要です。

堅牢なサイバーセキュリティは、ランサムウェアが環境に踏み入
れる前に識別して死滅させます。これには、メールの添付ファ
イルおよびリンクをリアルタイムで分析し、仮想環境で脅威を
分解し、その場でポリシーを更新する機能が含まれます。これ
によって、ほとんどのセキュリティインフラストラクチャで最も
脆弱なリンクである、人的要因を減らすことができます。

ランサムウェア攻撃を阻止する方法についての詳細については、
www.proofpoint.co.jpにアクセスしてください。
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ランサムウェアサバイバルチェックリスト
以下は、ランサムウェアの脅威の防止および管理を行う準備ができているかどうかを評価するための	
簡単なチェックリストです。

事前：ランサムウェアの阻止
 バックアップと復元

 更新とパッチ

 ユーザーのトレーニングと教育

  堅牢な電子メール、モバイル、およびソーシャルメディアの	
セキュリティソリューションへの投資

最中：ビジネスの復旧
 法執行機関に連絡する

 ネットワークからの切断

 脅威情報に基づいて問題の範囲の決定

 対応の組織化

 無償のランサムウェア復号ツールを当てにしない

 バックアップからの復元

事後：再検討および補強
 クリーンアップ

 事後分析レビュー

 ユーザーの認知度の評価

 教育とトレーニング

 近代的な防衛への投資
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