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増加するランサムウェアの被害範囲
サイバー犯罪者は、ビジネスの原動力であるデータを奪いにやってきます。身代金強奪の成功の可否は、環境を強化し、攻
撃が発生した場合の対処能力を向上させるため、今日、何をするかにかかっています。

ランサムウェアの脅威は進化しています。ターゲットと戦術は拡大しているので、今現在発生していなくても、サイバー犯罪
者が業務を妨害しようとするさまざまな方法について貴社ではどのように対処しようとしているのか、近いうちに答えを求
められるはずです。

ランサムウェアに対抗する重要な行動
企業のサイバーレジリエンスを強化するために、まず何から始めればよいかわからないという方のために、このガイドをご
用意しました。このガイドには、データセキュリティ戦略を強化するためにデータ管理ソリューションに求めるべき実用的
な情報と評価基準が掲載されています。また、刻 と々変化するランサムウェアの脅威に対して、どのように対応するのがベ
ストなのか、SecOpsチームが使用するツールを補完し、一緒に作業するために本ガイドを使用することもできます。本ガイ
ドには、既存のソリューションと次世代のデータ管理ソリューションの有効性を比較する際に参考となるチェックリストも
掲載しています。

データと企業の評判を守るには、下記5つの重要なアクションが、ランサムウェアに対抗するために組織をどのように強化
するかを理解することから始まります:

•. バックアップデータとシステムの保護

•. 不正アクセスのリスク軽減

•. 攻撃の可視化と検知で侵入を阻止.

•. 統合とAPIによるセキュリティ体制の強化

•. データの迅速な大規模復旧の実現

ランサムウェア 1.0 ランサムウェア 2.0 ランサムウェア 3.0
マルウェアのターゲ
ット

本番データ •. バックアップデータ
•. バックアップシステム
•. 本番データ

•. バックアップデータ
•. バックアップシステム
•. 本番データ
•. データの不正削除

攻撃方法 暗号化 暗号化 暗号化と流出

企業の対策 バックアップ.＆.リカバリ.
システム

イミュータブルバックアッ
プとデータ隔離

早期検知と継続的な監視
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バックアップデータとシステムの保護
データ保護は、顧客の信頼と競争力を維持するための基本です。例えば、身代金支払いの予定日時のカウントダウンを表
示しながら、システムファイルやアプリケーションを完全にシャットアウトする「Lockers」など、進化するランサムウェアの
脅威に対抗する必要があります。対抗策を講じなければ、サイバー犯罪者によってデータが暗号化されたり、最悪の場合、
盗まれたりすることからデータを保護する方法がありません。

ハイブリッド環境とマルチクラウド環境における最適なデータレジリエンスのために、次の6つの譲れないバックアップセ
キュリティ機能が、現在導入を検討しているデータ管理ソリューションに含まれていることを確認してください。

イミュータブルスナップショット
ソフトウェアベースのネイティブなイミュータブル(不変の)バックアップスナップショットは、暗号化、変更、削
除ができないため、サイバー犯罪者がランサムウェアの支払いを強制するためによく使う手口であるランサムウ
ェア攻撃に対して効果的に壁を築くことができます。これは、データの確実性を守る上で非常に重要であり、
特に、法執行機関や医療機関などの特定の業界で必要とされる音声ファイルや動画ファイル、画像など大容
量の非構造化データを保護することができます。ハードウェアベースの不変性とは異なり、オンサイトまたはク
ラウドに格納された読み取り専用のネイティブのスナップショットは、いかなるアプリケーションに対しても外
部に公開されず、またマウントもされないため、改ざん、変更、削除されることはありません。そのため、マルウ
ェアがそうしたバックアップデータを標的にすることは困難です。

ランサムウェアの割合は、.
2020年7月から2021年6月に
かけて1,170%増加1

ランサムウェアの平均支払
額は2020年から82%上昇
し、2021年上半期には過去最
高の57万ドルを記録2

身代金を支払わないでランサ
ムウェア攻撃の影響を修復す
るために現在かかっている平
均費用は185万ドル以上3

ランサムウェアの世界的な被
害額.(損失収益、生産性、再
構築など).は、2031年までに
2,650億ドルを超える予測4

ランサムウェアはなくならない

1,070% 82%  >$185万 >$2,650億

1 FortiGuard Labs. “Global Threat Landscape Report,” August 2021.
2 Palo Alto Networks. “Extortion Payments Hit New Records as Ransomware Crisis Intensifies,” August 9, 2021.
3 Sophos. “The State of Ransomware 2021,” 2021.
4 Cybersecurity Ventures. “Global Ransomware Damage Costs Predicted To Exceed $265 Billion By 2031,” June 3, 2021.

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/threat-reports/report-threat-landscape-2021.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/blog/2021/08/ransomware-crisis/
https://www.sophos.com/en-us/medialibrary/pdfs/whitepaper/sophos-state-of-ransomware-2021-wp.pdf?cmp=120469
https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-250-billion-usd-by-2031/
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WORM
WORM.(Write.Once,.Read.Many:.書き込みは1回限り、読み取りは何度でも).テクノロジーなどの仕組みは、ラ
ンサムウェアの攻撃から身を守るもうひとつのレイヤーとなります。この技術では、ポリシーを作成してデータ
に時間的制約のあるロックをかけ、それを選択したジョブに割り当てることで、保護したデータの不変性を強
化することができます。これは、セキュリティ担当者もセキュリティ管理者も変更または削除できないデータ保
護であるため、潜在的な内部の脅威を下げることができます。

データ暗号化
暗号化には、転送時および保存時のデータに対するソフトウェアベースのFIPS認証のAES-256標準暗号化
があります。米国国立標準技術研究所.(NIST).の連邦情報処理標準.(FIPS).140-2レベル1規格で検証された
暗号化モジュールが必要です。FIPS.140-2は、暗号アルゴリズムのモジュール設計と実装が安全で正しいこと
を保証する、暗号モジュールに関する米国政府の規格です。FIPS認証された暗号は、より安全です。なぜな
ら、FIPS認証された製品は、厳しいテストをクリアし認証されているので世界的に評価されているからです。.

設定の監査とスキャニング
現在、ITチームは多くの異なるシステムやツールを運用しており、そのすべてがそれぞれのセットアップ、ポリシ
ー、管理インターフェースを持っています。また、それらを実行する手動プロセスは、しばしば回避可能な人的
ミスを発生させます。もっと効率的な方法があります。さまざまなデータセキュリティとアクセス制御の設定を
監査するガイド付きスキャン機能を備えた自動化システムは、設定からポリシー、管理プロセスまですべての
データ操作をシンプル化することで、コストのかかる人的ミスを回避することができます。.

フォールトトレランス (耐障害性)
データレジリエンスは常にセキュリティの指針となる原則であるべきなので、最も過酷な条件下でもデータの
完全性とバックアップの成功を保証するフォールトトレラントシステムも必要です。例えば、コンピュート、メモ
リ、ストレージの容量が満杯に近いとき、ネットワークがかなり混雑しているとき、予期せぬハードウェア故障
が発生したときなどです。故障したコンポーネントやノードがあってもバックアップを継続できるようなフォー
ルトトレランスを備えたソリューションを探す必要があります。
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モダンで柔軟なデータ隔離
データ管理のアプローチを最新化する際に考慮すべきことは、データ隔離ストラテジーの更新です。従来、企
業はテープを使ってエアギャップコピーを保持してきましたが、この方法では、特にランサムウェアの大規模な
攻撃で経験するような復旧時間に関して、今日の厳しいサービスレベル契約.(SLA).をもはや満たすことはでき
ません。「エアギャップ」保護という言葉は、実際にはギャップがない技術を表すことに広く誤用されています
が、惑わされないでください。次世代データ管理ソリューションは、本物のエアギャップ保護だけでなく、最新
のオプション機能としてデータ隔離も提供することができます。これらのオプション機能は、バックアップデー
タをクラウドまたは一時的な安全性の高い接続が行える別の場所に保存することで、最新の目標復旧時間/目
標復旧時点.(RTO/RPO).要件と、適切なセキュリティコントロールのバランスを取っています。そして、耐タンパ
ー性を備えた環境を手に入れ、ランサムウェアやインサイダー脅威の被害を防ぐと同時に、企業のSLAを満た
すために最適化します。そして何より、常にデータのコピーをイミュータブルフォーマットで保持することができ
ます。

バックアップデータとバックアップシステムに関する 
質問トップ 4

• そのデータ管理ソリューションは、ランサムウェア攻撃から
バックアップしたデータを保護するため、どのような対策が
とられていますか?

• そのソリューションは、ハードウェアやソフトウェアに障害が
発生した場合でも、どのように継続してワークロードをバッ
クアップすることができますか?

• そのソリューションは、セキュリティ強化のニーズと、より高
速なデジタルビジネスのRTO/RPOのSLAを満たすため、ど
のようにバランスを取っていますか?

• そのソリューションは、どのような方法で、システム構成と運
用設計におけるセキュリティギャップを可視化しますか?
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不正アクセスのリスク低減
犯罪は、自分たちのため、シンジケートのため、そして国家のために働いています。そのため、厳格なアクセス制御を備え
たデータ管理ソリューションを導入することは、ビジネスにとってますます戦略的な動きとなっています。これらの機能によ
り、外部のハッカーや、漏洩した認証情報を利用する不正な内部のプロフェッショナルからの不正なアクセスをより効果的
に阻止することができます。

データの盗難や損失のリスクを低減するには、次の4つの必須機能を含む、最小特権の原則と職務分離の原則に基づいた
きめ細かいセキュリティを備えたソリューションを探すことが必要です。これらの機能は、データの安全性と顧客の信頼性
を維持します。

多要素認証
パスワードの漏洩が後を絶たず、どんなに独創的なパスワードでも、デジタルビジネスにおけるセキュリティ
保護に最小限のレイヤーしか提供することができません。多要素認証.(MFA).は、フィッシング詐欺や他のパス
ワードのハッキングを軽減するための一歩となります。これは、バックアップやデータ管理ソリューションにア
クセスするすべての人に、多段階の検証要求プロセスを経ることを要求するものです。彼らは、「知っている」
もの.(例えば、パスワードなど).と「持っている」もの.(例えば、シングルサインオン.[SSO].ロバイダーによって
認められた指紋など).の両方を使って認証し、彼らが本人であることを証明しなければなりません。導入を検
討しているソリューションが、MFA機能を備えていることを確認する必要があります。

変更の監視
誰かが監視しているだけでも攻撃を阻止することができるため、漏洩した認証情報や個人がデータ管理ソリ
ューションの重要な要素を変更するのを防止する機能が必要です。例えば、ルートレベルやその他の重要なシ
ステムの変更には、複数の担当者による承認を必要とし、悪意や盗まれた認証情報から変更できなくするな
ど、安全対策を実行できるプラットフォームであることを確認する必要があります。

きめ細かい役割ベースのアクセス制御
データに関して言えば、IDとアクセスを効果的に管理することは、優れたサイバーハイジーン(衛生)の基礎にな
りつつあります。ランサムウェアやインサイダーの脅威を減らすには、ITスタッフが各人員に、特定の仕事をす
るために必要となる組織のすべてのデータへの最低レベルのアクセスを許可すると同時に、重要なデータ処
理や機能をITロールに分散させ、ひとりの管理者がビジネス全体を危険にさらさないようにすることが重要で
す。きめ細かいロールベースのアクセス制御.(RBAC).のアプローチをシンプルにしたデータ管理ソリューション
を持つ組織は、不正アクセスやデータのリスクを阻止しながら、業務に必要な適切な権限をユーザーに効率
的に付与することができます。
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攻撃の可視化と検知で侵入を阻止 
デジタルビジネスの動きは速いため、経営者は、どのような機密データがどこにあり、誰がそれにアクセスできるかを知る
必要がますます高まっています。これは、業界や政府の規制を遵守し、信頼を維持し、二重恐喝.(別名、データ流出).攻撃
に迅速に対応するための鍵となります。

ランサムウェアの影響範囲を最小限に抑えるには、機密データを自動的に発見/分類し、ほぼリアルタイムに脅威を検知で
きるインテリジェンス機能を備えたデータ管理ソリューションが必要です。また、チームがハードではなくスマートに働くこ
とができ、どのような脅威に対してもプロアクティブに対応できる4つの重要な機能を備えたソリューションを見つける必
要があります。

人工知能(AI)と機械学習(ML)の搭載
組織が発展していくには、データが必要です。しかし、データは指数関数的に増加しており、一部のデータ管
理ソリューションでは効果的なパターンマッチングやデータ分類を行うことができず、何が最も重要かを知る
ことができません。反対に、人工知能と機械学習.(AI/ML).を搭載した次世代データ管理ソリューションでは、
人員を増やすことなく、より正確に変動を検出し、誤検出を減らすことができます。AI/MLの技術を活用して、「
既知の良好な」データセットと照合し、「既知の機密データ」を照合して、AI/MLアルゴリズムにフィードバック
することで、より効果的かつ効率的にこれを行うことができます。言わば、重い干し草の俵を持ち上げることな
く、干し草の山にある針を見つける、と考えてください。

不正アクセスのリスク低減に関する質問トップ 3 

• そのバックアップやデータ管理ソリューションは、ビジネス
データへの不正アクセスを防ぐために何ができますか？

• そのソリューションは、ランサムウェアとインサイダーの両方
の脅威からどのように保護しますか?

• 重要な業務に対して、複数ユーザーの承認はどのように設定
しますか？
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ほぼリアルタイムの異常検知
侵入をいち早く発見できれば、ビジネスへのダメージも少なくなり、IT担当者の夜間や週末の負担も軽減され
ます。データ管理ソリューションの一部として、ほぼリアルタイムで強力な異常検知を自動で行い、正常なシス
テムオペレーションを継続的に追跡して、ランサムウェア攻撃を示唆する異常やユーザーの普通とは異なる行
動を迅速に発見します。アラート機能と組み合わせることで、これらの機能は潜在的な危険性を知らせるだけ
でなく、修復措置を開始することも可能です。ほぼリアルタイムで異常を検知することで、暗号化攻撃とデータ
流出攻撃の両方を迅速に発見し、ランサムウェアの影響を最小限に抑えることができます。..

アラートの自動化
データ管理アラートは、高速でシンプルだからといって、その背後に複雑な運用作業が必要ないとは限りませ
ん。アンチランサムウェアのアラートとリスクドリブンの予測分析ベースのアラートの両方を備えたソリューシ
ョンを探す必要があります。前者は、データがアクセスされたことだけでなく、そのデータの内容や場所も知ら
せます。後者は、誰がいつ機密データにアクセスし、そのデータをどうしたかなど、さらなる調査が必要な疑わ
しいユーザーの行動を特定するのに役立ちます。

サイバー脆弱性の発見
サイバー犯罪者は、ソフトウェアやサイバーの脆弱性を悪用し.(多くの場合、パッチ未適用で放置されたままに
なっています)、お客様の本番環境にアクセスすることが知られています。最も効果的なバックアップとデータ
管理ソリューションは、これらの脆弱性を可視化することを支援します。また、攻撃から復旧する際に、すでに
対処したサイバー脆弱性を本番環境に再投入しないよう、プロアクティブに対処できるようにする必要があり
ます。.

侵入阻止に関する質問トップ 4

• そのソリューションは、どのようにデータを分類し、リスクに
さらされているかもしれない機密情報を特定しますか?

• そのバックアップやデータ管理ソリューションは、どのよう
にソフトウェアやサイバー脆弱性を特定するための深い可視
性を提供し、ほぼリアルタイムで異常検知を行いますか?

• 脅威やランサムウェア攻撃を示唆する異常を検出するため、
そのソリューションにはどのようにAI/MLが組み込まれてい
ますか?

• そのソリューションは、さまざまな攻撃ベクトルを示すシステ
ムレベルやユーザー行動の異常をどのように検出しますか? 
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プラットフォームの拡張機能でセキュリティ体制を強化  
ランサムウェアの脅威はひとつではありません。進化を繰り返し、より巧妙になっています。つまり、データ管理ソリューシ
ョンは、柔軟性に欠けていたり、単独で動作したりすることはできません。データ管理ソリューションは、将来を見据え、拡
張可能である必要があります。統合された相互運用可能なソリューションにより、組織は脅威の検出、調査、そして確信を
もった対応をより迅速に行うことができます。また、攻撃者を打ち負かす可能性が最も高いソリューションです。

サードパーティとの連携をサポートし、データセキュリティを強化する最新のデータ管理ソリューションを探してください。
また、柔軟性を確保しながらも、運用をシンプルにし、データの生産性を高めるための安全な方法を提供するソリューショ
ンもあります。強力なセキュリティ体制を構築するには、どのようなソリューションを導入するにしても、次の3つの必須機
能を備え、他のソリューションとうまく連携できる必要があります。

事前構築済みの統合機能
データセキュリティへの不安は、ビジネスリーダーを不安にさせます。信頼できるセキュリティ製品がシームレ
スに連携してサイバー犯罪に対処してくれると確信できれば、安心できます。主要なセキュリティオーケストレ
ーション、自動化、レスポンス.(SOAR)、セキュリティ情報イベント管理.(SIEM).ソリューションと緊密に統合さ
れているデータ管理ソリューションを探してください。これにより、ランサムウェア攻撃の発見、調査、修復に
かかる時間を短縮することができます。また、拡張可能な統合ワークフローが事前構築されていることも確認
してください。これにより、SecOpsが、セキュリティ、IT、ネットワーキングの各チーム間で、インシデント対応
の自動化や統合運用を実現するためにワークフローを強化することを可能にします。

カスタマイズ可能な統合機能
変化は常にあるものです。しかし、すべてのデータ管理プラットフォームが、その変化に対応できるわけではあ
りません。企業は、ランサムウェアに対抗し、かつ独自のビジネス要件に対応できる、サイバーレジリエントな
ソリューションを必要としています。選択したソリューションが、事前構築済みの統合機能に加え、安全なソフ
トウェア開発キット.(SDK).とカスタマイズ可能な管理APIを備えていて、自社環境を思い通りに運用できる柔
軟性を持っていることを確認してください。

付加価値を生み出すアプリケーションとの相互運用性 
運用を効率化するAPIリッチなアーキテクチャの中で、あらかじめ事前構築済でカスタマイズ可能な統合機能
に加え、データセキュリティを強化しながら将来を見据えた方法を提供するプラットフォームが必要です。デ
ータのコピーを作成してデータを移動するのではなく、日常的なタスクやより困難なタスク.(ウイルススキャン
やデータマスキングからファイル監査ログの分析やデータの分類まで).に対し、付加価値を生み出すアプリ
ケーションをデータのあるところへ持ってきて、その場でデータを再利用できるソリューションを探してくださ
い。拡張可能なプラットフォームは、データのフットプリントと攻撃対象領域を削減し、投資からより多くの価
値を引き出すのに役立ちます。
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データの迅速な大規模復旧を実現
万が一、ランサムウェアが本番環境に侵入した場合、身代金支払いの拒否を可能にするソリューションが必要です。こうし
た確信を得るために、必ず次の3つのデータ復旧機能を備えたソリューションを探すことが大切です。

大規模インスタントリカバリ
ランサムウェアの攻撃者は、1台や2台の仮想マシン.(VM).とか1つか2つのデータベースを標的にしているわけ
ではありません。むしろ、システム内のできるだけ多くのデータをロックすることを狙っています。そのため、今
日の組織では、何百台ものシステムを迅速に復旧できるデータ管理ソリューションが必要とされています。大
規模なインスタントリカバリ機能は、数百台のVM、大規模なデータベース、または大容量の非構造化データ
を、時間や場所を問わず、即座に大規模にリストアすることを可能にします。

拡張性と相互運用性の確保に関する質問トップ 4 

• そのバックアップとデータ管理ソリューションは、どのような
セキュリティ統合機能をサポートしていますか?

• そのソリューションは、他の主要なセキュリティ製品やプラ
ットフォームとどのように連携しますか?

• そのソリューションは、データの安全性を確保しながら、ど
のようにインサイトを引き出しますか?

• そのバックアップとデータ管理ソリューションは、プラットフ
ォーム、人、プロセスのサイロを排除することで、どのように
チームのコラボレーションを向上させますか? 
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クリーンリカバリ
リストア作業では、迅速に復旧するために使用するデータも、潜在的なマルウェアに感染していないことを確
認する必要があります。データ管理ソリューションは、感染したスナップショットを特定する機能を持つべきで
す。リストアの実行時にスナップショットデータに異常やサイバーセキュリティ上の脅威がないことを確認でき
るよう、最後の既知のクリーンコピーを推奨する機能をもつ機械学習.(ML).エンジンが内蔵されたソリューシ
ョンを探してください。これにより、リカバリ時間が短縮し、潜在的なマルウェアを本番環境に再投入していな
いという確信が得られます。

インプレースリカバリ
攻撃後にクリーンな環境をプロビジョニングするには時間がかかり、元の環境に戻すとフォレンジックに支障
をきたす可能性があます。また復旧作業を遅らせる可能性もあります.(事業再開に向けて懸命に取り組んでい
るときには、絶対に避けたいことです)。新しいサーバーやデータベースを立ち上げることなく、同じプラットフ
ォーム上で直接データを復旧できるデータ管理ソリューションを探してください。そうすれば、時間もお金も
節約できます。

迅速な大規模復旧が可能かどうかを確認する 
質問トップ 4

• そのバックアップやデータ管理ソリューションは、大規模な
データ復旧を迅速、クリーン、予測可能にするためにどのよ
うな機能を備えていますか?

• そのバックアップシステムは、任意の時点、任意の場所への
迅速な復旧をサポートするために十分なリソースを持ってい
ますか?

• スナップショットの健全性を評価し、追加投資なしに非構造
化データをリカバリするために、そのソリューションはどのよ
うな機能をサポートしますか?

• そのデータ管理ソリューションは、ダウンタイムを短縮する
ため、非構造化データのインプレースリカバリをどのように
実行しますか?
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アクション 主要機能 A社 B社 C社 D社

バックアップデータとシステ
ムの保護

イミュータブルスナップショット

WORM.......

データ暗号化

設定の監査とスキャン

フォールトトレランス....

モダンで柔軟なデータ隔離

不正アクセスのリスク低減 多要素認証.(MFA)........

変更の監視

きめ細かいロールベースのアクセ
スコントロール.(RBAC).

攻撃の可視化と検知による
侵入阻止

AI/ML搭載

ほぼリアルタイムでの異常検知

アラートの自動化..

サイバー脆弱性の発見

プラットフォームの拡張機
能によるセキュリティ体制
の強化

事前構築済みの統合機能

カスタマイズ可能な統合機能

付加価値を生み出すアプリケー
ションとの相互運用性

データの迅速な大規模復旧
の実現

大規模インスタントリカバリ

クリーンリカバリ

インプレースリカバリ .

チェックリスト: ランサムウェア対策評価
サイバー犯罪者は、懸命に活動しています。進化する脅威に対応し、ランサムウェアの影響を最小限に抑えるためのデータ
管理およびデータセキュリティ戦略が必要です。データ管理ソリューションの見直しは、その手始めとして有効です。選択
肢を評価する際、このチェックリストで主要な機能を確認することで、貴社に最適なソリューションを見つけることができ
ます。
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Cohesity 次世代データ管理ソリューションでランサム
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