ランサムウェアが「人質」を
取る仕組み
ランサムウェア攻撃およびそれらが
配布される方法を理解する

はじめに
ラン サ ムウェアは マルウェアの 一
種です。被害者がサイバー犯罪者
に身代金を支払うまで、被害者が
データやシステムにアクセスできな
いようにします。ランサムウェアは
数年前から存在していましたが、近
年、より一 般 的 になり、 被 害 額も
増 加 し て い ま す。CryptoLocker、
CryptoWall、RSA4096 な ど は、 広
く知られているランサムウェアの例
です。
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http://sd18.senate.ca.gov/news/4122016-bill-outlawing-ransomware-passes-senate-committee
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FBI によれば、米国で 2016 年第 1 四半期に支
払われた身代金の額は 既に 2 億 9 百万ドルを
超えている 1 とのことで、これは前年度のラン
サムウェア被害合計額の 2,500 万ドルを大きく
上回ります。

ランサムウェアの仕組み
ランサムウェアは、さまざまな方法で
被害者に悪意のあるアプリケーション
をダウンロード、インストールさせるこ
とによってシステムに侵入します。デバ
イスへの侵入に成功したら、このアプ
リケーションはシステム全体に広がり、
ハードドライブのファイルを暗号化した
り、単純にシステムそのものをロックし

たりします。画像やメッセージをデバイ
スの画面に表示してシステムへのアク
セスをブロックする場合もあります。こ
うして、ファイルやシステムを解放する
ために必要な暗号鍵と引き換えにマル
ウェアの運用者に対して身代金を支払
うようにユーザーに要求します。

デジタル通貨は追跡が困難なことから、ビットコインは、
ランサムウェアの身代金の支払い方法として一般的に使用さ
れる方法の 1 つです。
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フィッシングメール
ランサムウェアを配布する最も一般的
な方法はフィッシングメールです。これ
らの電子メールは、受取人に電子メー
ルを開けさせて、Web サイトのリンク
をクリックするように誘導します。誘導
先のサイトは、機密情報の入力を求め
たり、ランサムウェアなどのマルウェア
が含まれていたりします。ここからラン
サムウェアが被害者のシステムにダウ
ンロードされます。

フィッシングメールの受取人の 23% がメールを開封し、
11% が添付ファイルをクリックしています。2
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ベライゾン社の2015年度データ漏洩/侵害調査報告書

不正広告
ランサムウェアを配布するもう 1 つの一
般的な方法は「不正広告」です。これ
はオンライン広告を利用してランサム
ウェアを拡散する悪意のある広告手法
です。攻撃者は、広告用ネットワーク
に侵入し、場合によっては偽物の広告
や代理店を掲示し、マルウェアが含ま
れた広告を合法的な Web サイトに挿
入します。悪意に気づかずサイトにア
クセスしたユーザーのシステムは、こ
の宣伝をクリックするまでもなく、感染
してしまいます。

ランサムウェアを起動するだけでなく、「不正広告」は、顧
客のクレジットカード番号、社会保障番号、その他の機密
情報を盗み出すために使用されます。
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パッチ未適用のシ
ステムおよびアプリ
ケーションの悪用
多くの攻撃者はオペレーティングシステ
ム、ブラウザ、一般的なアプリケーショ
ンの既知の脆弱性を悪用します。サイ
バー犯罪者は、これらの脆弱性を悪用
して、最新のソフトウェアパッチが適用
されていないシステムに対してランサ
ムウェア攻撃を仕掛けます。

パッチ未適用のオペレーティングシステム、ブラウザ、アプリ
ケーションには、サイバー犯罪者がランサムウェア攻撃を仕
掛けるために利用できる脆弱性が含まれている可能性があり
ます。
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外部デバイス
USB ドライブなどの外部デバイスは、
ファイルの格納や転送に使用されます。
これらは、複数のシステムにわたって
ランサムウェアを拡散する手段として格
好の標的です。これらのファイルには、
マクロなどの高度な機能も含まれてお
り、ハッカーはファイルが開かれるとラ
ンサムウェアが実行されるように悪用し
ます。

Microsoft 社 は、Office
2016 でこの脅威に対抗する
べくセキュリティを強化した
も の の、Microsoft Word、
Excel、PowerPoint は、 サ
イバー犯罪者にとって主要
な標的になっています。
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従来の手法ではラ
ンサムウェア攻 撃
を防ぐことができ
ない理由
多くの従来型セキュリティ制御ではラン
サムウェアを検出できません。普段と
異なる動作や侵害の標準的な兆候を発
見するのが精一杯です。システムに一
度インストールされてしまえば、ランサ
ムウェアはセキュリティアプリケーショ
ンと同じように動作して、他のシステム
やプログラムへのアクセスをブロックで
きます。通常は、その配下にあるファ
イルやシステムには感染せず、インター
フェースへのアクセスを制限するだけ
です。

ランサムウェアは、ソーシャルエンジニアリングと
組み合わせることで、極めて効果的な攻撃になり
ます。
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隠されたランサム
ウェア
ランサムウェアはファイアウォールで
検出されません。ファイアウォールは
SSL 暗号化された Web トラフィックを
復号して検査することができないため
です。従来のネットワーク セキュリティ
ソリューションで は 通 常、SSL/TLS 暗
号化されたトラフィックを検査できませ
ん。できたとしても、検査を実施する
とパフォーマンスが大幅に低下するた
め実用的ではありません。こうした背
景から、マルウェアを暗号化されたト
ラフィックに隠す術を熟知したサイバー
犯罪者が増えているのです。

Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) 暗号化が急速に普及しており、そ
の結果として、検出されないハッキングが増えて、2015 年度には少なくとも 9 億人のユーザー
が影響を受けました。3
3
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結論
SonicWall は、あらゆるパケットを検査
し、あらゆる ID を管理することによっ
て、組織全体の保護を強化できます。
その結果、データの場所を問わず、保
護することが可能になり、インテリジェ
ンスを共有して、ランサムウェアを含め
た多様な脅威から守ることが可能にな
ります。

SonicWall ネットワークセキュ
リティ製 品の Web ページをご
覧ください。
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