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 2020年8月19日  

パンデミックの状況下と将来におけるセキュリティインシデント対応の基本事項 

急速に増加するリモートワークは、脆弱性の特定と迅速な対応の面で新たな課題をもたらしますが、特定、防御、 

検出、対応、復旧といった基本事項はこれまでと変わりません。 

ヒューレット・パッカード エンタープライズ、Enterprise.nxt常勤ライター、Curt Hopkins 

 

 

 

情報セキュリティをめぐるサイバー犯罪者との闘いには終わりがありませんが、COVID-19により、組織にもたらされる課題が増える中、攻撃の

チャンスも増加しています。最近のリモートワークの増加が組織にもたらす課題、サイバー脅威への対応方法、脅威そのものがどのように変化し

ているのかについて、サイバーセキュリティの専門家に話を聞きました。 
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COVID-19の世界的流行が続く中、進化する脅威への対応もますます困難になっています。プロアクティブに対応することは不可欠であり、大企業

か中小企業かを問わず、すべての企業に共通して言えるのは、在宅勤務を反映した戦略にアップデートするのに最適なタイミングは「今すぐ」 

です。 

何が問題か 

セキュリティ侵害の規模はさまざまです。ランサムウェアによってリソースやデータにアクセスできなくなる場合がありますが、どのようなもの

が感染し、そしてそれが何と接触したかによって対応策は大きく変わります。ランサムウェア攻撃によって暗号化されたワークステーションの 

解決方法はシンプルで、マシンを再構築することです。ダウンタイムが発生しますが、他によい方法はありません。一方で、データセンターや 

重要なサーバーが感染すると、壊滅的な事態を招くことになります。多くの企業にとって余りにも大きな損失が予想されるため、たとえ身代金を

支払うことが問題の始まりにすぎないとしても、数十万ドルもの暗号通貨をサイバー犯罪者に送ってしまうことは理解できます。 

HPEの副CISOであるDrew Simonisは、「たとえ支払うことができても、支払う余裕があっても、犯罪者を信頼できるとしても、攻撃に耐えられると

は限りません」と説明します。身代金を払ったとしても、犯罪者から受け取ったセキュリティキーでランサムウェア攻撃の被害を修復する際に、

数か月のダウンタイムが生じることになります。組織は生産性の損失にどこまで耐えることができるでしょうか。「大企業であれば、耐えられる

かもしれません」とSimonisは話します。「小規模企業の場合は、廃業に追い込まれる恐れがあります」。 

サイバーセキュリティの5つの柱 

攻撃の種類や使用できるリソースが、組織の規模によって異なることは明らかですが、米国国立標準技術研究所 (NIST) のサイバーセキュリティ  

フレームワークに基づいて、必要なアクションを実行する必要があります。また、企業の規模にかかわらず、同じアクション (特定、防御、検出、

対応、復旧) が求められます。システムの脆弱性を評価し、脆弱性を排除するためにあらゆる手段を実行し、セキュリティ侵害が発生した場合の

被害を素早く選別して再稼働させ、そして何よりも、将来に向けてこうした弱点をなくすというプロセスを段階的に実行することになります。 

すべての組織が平等に作られているわけではありません。「大企業は、こうしたリソースをすべて社内で用意しています。調査員を確保して 

フォレンジック調査を行うことができますし、セキュリティ侵害を踏まえた計画を策定し、それを実行することができます」とSimonisは説明しま

す。対応計画は規模や予算によって異なりますが、中小企業が直面している課題の多くは、このパンデミックの状況下で解決がさらに困難になっ

ています。 

 

「たとえ支払うことができても、支払う余裕があっても、犯罪者を信頼できるとしても、攻撃に耐えられるとは 

限りません」 

– HPE副CISO、Drew Simonis 

 

COVID-19という要素 

リモートワークの増加に伴って、あらゆる段階で対応がより一層困難になっています。COVID-19の世界的流行がもたらしたのは、根本的な変化だ

けではありません。サイバー犯罪者にとっては新たな機会をもたらしており、組織の従業員を標的とするコンテンツ中心の攻撃 (特に感情に訴え

るもの) が増加しています。WHOは4月、通常の5倍 以上のサイバー攻撃に対処したことを発表しました。 
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Sophos社の管理脅威対応担当シニアディレクターであるJ.J. Thompso氏によると、「セキュリティ部門は、これまで識別する必要がなかったものを

識別できるようにする必要があります」。 

Google社の脅威分析グループは、一般市民を標的とするフィッシング攻撃が行政サービスになりすましていると警告します。「パンデミック後も、

[引き続き]メールや通信ボード、ソーシャルエンジニアリング攻撃が発生します ... [ただし]発生率は大幅に増えるでしょう」。特に危険なのが、 

検査結果を装ったフィッシング攻撃など、COVID-19に関連する攻撃です。同グループは、「私たちは皆、以前に比べて侵入しやすいソーシャル

エンジニアリング フィルターを使用しています」と話します。 

パンデミックによって浮かび上がった課題は、新しいものですらなく、今なお解決できずにいるものです。「組織の外部で作成されたメッセージ

を信頼できないような環境にも、対処できるようにする必要があります。外部の人から何か依頼されたときは常に、疑ってかからなければなりま

せん」とHPEのSimonisは話します。Simonisは、変わった依頼 (電話をかけるというだけでも) があれば、その真偽を可能な限り確認することを推奨

しています。 

人的な脆弱性を排除するということは、避けられないヒューマンエラーに対応できるシステムを構築することでもあります。「こういった手順は

すべて失敗すると仮定します」とThompson氏は説明します。「クリックしないようにと何度教えても、やはりクリックしてしまうのです」。重要

なのは、ユーザーの認証情報の確認が取れた場合でも、匿名ログインの特定など、失敗したところから再開できるツールを実装することです。 

今すぐ実行できること 

きめ細かくバックアップを行ったところで、高度なインシデント対応計画の代わりにはなりません。セキュリティ侵害の中には、バックアップに

戻っただけでは修正できないものもあります。HPEのセキュリティCTOであるGary Campbellは、「ほぼすべてのランサムウェアが、実際に金銭を 

要求する前に3日間潜伏し、2、3回バックアップサイクルを乗り切っています」と話します。また、バックアップだけでは、壊滅的な被害を防ぐ

ことができない可能性があります。「データセンターでは、バックアップに問題がない場合でも、サーバーの再イメージングに通常6日かかり 

ます」と説明します。数万台のサーバーを運用している場合、ロールバックに伴うコストとダウンタイムが身代金を上回る損失となる場合もあり

ます。 

インシデント対応計画を立案することは、どのような規模の企業にとっても困難な作業です。机上演習は立案に最も適した方法の1つであり、 

すべての企業が実行できるものです。この演習では、セキュリティ侵害のシミュレーションを紙の上で行い、チームのトレーニングや意思決定の

成果をテストします。「プロセスを順番に実行して、能力ギャップがどこにあるか確認します。それをサードパーティで補完する必要があるため

です」とSimonisは説明します。 

システム全体にマネージド サイバーセキュリティサービスを導入したり、ブティック型ソリューションを利用して必要に応じてギャップを補った

りする必要があるかもしれません。適切なサードパーティに依頼すれば、脆弱性の評価をサポートし、通常の演習では発見されないようような

ギャップを熱心に発掘してくれます。 

「こうしたソリューションを前もって構築しておく必要があります。コンサルティングが必要になったときに、数週間も待たなければならないの

は最悪なことですから」とSimonisは話します。「こうしたセキュリティ侵害では、数分や数時間が重要となるのが実情です。問題の調査と解消を

少しでも早く行えるようになれば、それだけ早く有効な対応ができたことに自信を持てるようになります」。 

対応と復旧 

Simonisによると、ほぼ全員が計画を策定していますが、それを実行できるかどうかはまったく別の問題です。「誰も計画の訓練を行っていません。

真剣に演習していないのです」とSimonisは話します。「計画を策定していないケースよりも多いのが、計画があってもすっかり時代遅れになって

いて、実際には機能しないというケースです」。 
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HPE Pointnext Servicesのセキュリティ・リスクマネジメント担当相談役であるSimon Leechは、インシデント対応に関しては (サードパーティに策定を

依頼するか自社で整備するかにかかわらず)、深夜に問題が起こったときに連絡する担当者を把握することに至るまで、些細な点が大きな違いを 

生むことになる、と付け加えます。 

セキュリティ侵害の要因を正確に特定したうえで、確実に修復することが極めて重要です。「クリーンアップを開始してネットワークに戻す前に、

感染を封じ込めたことを確認するプロセスを導入していないのであれば、ただ単にもぐらたたきをして、再感染し続けるサーバーを追いかける 

ことになるだけです」とLeechは説明します。 

計画をテストするときに行うべきことを把握し、そして計画が失敗したときにも行うべきことを把握することは、最初に計画を策定するのと同じ

くらい重要だとSimonisは付け加え、ボクサーであるマイク・タイソンの有名な言葉を引用しました。「誰にでも作戦 (計画) がある、口にパンチを 

食らうまでは」。 

セキュリティインシデント対応: リーダーへのアドバイス 

 計画を策定することは、対応の第1段階にすぎません。最優先事項は、訓練と机上演習を含むテストを行うことです。能力ギャップが見

つかったときは、サードパーティの専門知識でそれを補います。 

 バックアップに頼ったり、ランサムウェア攻撃を受けたときに身代金を支払ったりしないでください。小規模企業では、こうした攻撃
が致命的となります。 

 基本事項を遵守してください。 

関連リソース: 

 企業やコンシューマーを悩ませるフィッシングなどの不正行為 

 在宅勤務のITセキュリティ: 確保するのは困難だが不可能ではない 

 在宅勤務のセキュリティ チェックリスト 

この記事/コンテンツは、記載されている特定の著者によって書かれたものであり、必ずしもヒューレット・パッカード エンタープライズの見解

を反映しているわけではありません。 

 
  

HPE 中堅・中小企業向けITソリューションWebsiteはこちら  

 

 

https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/phishing--other-frauds--continue-to-plague-business--consumers-2008.html
https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/enterprise-it-security-at-home--hard-but-not-impossible-2006.html
https://www.hpe.com/us/en/insights/articles/security-checklist-for-working-at-home-2003.html
https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/smb.html
https://www.hpe.com/jp/ja/solutions/smb.html
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