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は  し  が  き  

 

本小冊子は、2013 年 12 月に米戦略国際問題研究所(Center for Strategic and 

International Studies：CSIS )が同センターのホームページに発表した「Raising 

the Bar for Cybersecurity」と 2014 年 2 月にオーストラリア通信電子局

（Australian Signals Directorate ：ASD）（旧国防信号局：DSD）が作成・発

表した「Strategies to Mitigate Targeted Cyber Intrusions – Mitigation Details」

を翻訳したものです。  

前者は「サイバーセキュリティのための水準の引き上げ」と題して翻訳しまし

たが、過去のさまざまなセキュリティ侵害に関する調査結果を踏まえた上で、い

かにすればサイバー攻撃に対する水準を上げることができるかについてまとめ

られています。この中に書かれているいくつかの数字を以下に引用します。   

・成功したセキュリティ侵害の 90%以上は、最も基本的なテクニックだけを使

用していた。  

・高度／高価な措置がなければ回避できなかったセキュリティ侵害はたったの

3%であった。  

・96%のセキュリティ侵害は単純または中程度の対策の実施により防げた。  

・75%の攻撃は公開された脆弱性を利用しており日々のパッチ作業で防げた。  

・マルウェア出現からの数日間は 95%がウイルス対策ソフトで検出できない。  

・現在のテクニックではマルウェア全体の 25%が検出されない。  

これらの数字は、サイバー攻撃の多くが既知のテクニックや脆弱性を利用す

る等、極めて単純な手法で行われていること、また企業の多くは、それにすら対

応できていないことを表しています。  

このような過去の調査結果に基づき、本報告書は、標的型サイバー攻撃に対応

するプロアクティブなアプローチとしてオーストラリア通信電子局（ASD）が提

唱する上位 4 項目の軽減戦略を実装することを推奨しています。  

 

後者は「標的型サイバー侵入に対する軽減戦略―軽減戦略の詳細」と題して翻

訳したものです。ただし、上位 4 項目の軽減戦略については全文を翻訳しまし

たが、他の軽減戦略については概要のみを翻訳しました。  
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 本報告書は、標的型サイバー攻撃からシステムやネットワークを防御するた

めに有効な 35 項目の軽減戦略をリスト化したものです。オーストラリア通信電

子局（ASD）は、これら軽減戦略のうち上位 4 項目の軽減戦略（以下、軽減戦略

トップ４という。）を実装することで、少なくとも 85％のサイバー攻撃が防御で

きると試算しています。  

軽減戦略トップ 4 は以下のとおりです。  

・マルウェア及び承認されていないプログラムが（端末の中で）動作するのを防

止するのを助けるためにアプリケーションのホワイトリスト化を使用する。  

・Java、PDF ビューワー、Flash、web ブラウザ、及び Microsoft Office などの

アプリケーションに最新のパッチをあてる。  

・OS の脆弱性に最新のパッチをあてる。  

・OS 及びアプリケーションに対する管理者特権を制限する。   

本報告書は、全体的な効果の順番にランク付されており、ランキングは、報告

されたセキュリティ・インシデント及びオーストラリア政府のネットワークの

安全性テストの際にオーストラリア通信電子局（ASD）よって探知された脆弱性

に関するオーストラリア通信電子局（ASD）の分析に基づいています。  

 

本小冊子は、多くの組織の資金とスタッフは有限であるとし、比較的小さな時

間・努力・お金で、組織のセキュリティ態勢を大きく強化するためには、軽減戦

略トップ 4 をパッケージとして実装することを推奨します。  

 

本小冊子が各組織のセキュリティ態勢強化の資となれば幸いです。  

 

平成２７年３月  

公益財団法人 防衛基盤整備協会  

理事長  宇田川 新一  
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サイバーセキュリティの水準の引き上げ  

 

ジェームズ  A.ルイス  （James A. Lewis）  

 

「以前は、ありそうもなかったが非常に有害なものとして少数の機関に影響を

及ぼす事象に分類されていたものが、現在は、おそらく、組織全体と関わり合い

のある潜在的かつ持続的な脅威と見なされなければならない。」デニス・P・ロッ

クハート氏、アトランタ連邦準備銀行総裁  

 

１．要旨  

 

●成功した攻撃についての分析は、企業のネットワークを侵害する際に使用さ

れたテクニックとそのような侵害を防止するために必要な措置に関する良い

データを提供した。しかし、この情報は、実際の活動には反映されていない。  

●企業は、彼らが直面しているシステムを侵害される又はハッキングされる等

のリスクを過小評価している。大部分の企業は、彼らがハッキングされたこと

を、第三者からの通報によって知るだけである。経済界と政府の中で、リスク

に対する認識が増大するにつれて、これは、信託された責任（ fiduciary 

responsibility）の問題を提起することになった。  

●ハッキングは、信じられないほど簡単である：調査データは、成功した企業の

ネットワークへのセキュリティ侵害の 80～90 パーセントが、最も基本的なテ

クニックだけが使用されていたことを一貫して示している。  

●ハッキング・ツールは、インターネットから、簡単に入手できる。それには、

数分でパスワードを破るツールが含まれる。  

●2009 年と 2010 年の過去 2、3 年の間、オーストラリアの国防信号局（DSD

（現在のオーストラリア通信電子局 ASD：訳者注）と米国・国家安全保障局（NSA）  

は、ネットワークへの侵入に成功したハッカーが使用したテクニックをそれ  

ぞれ独立して調査した。国家安全保障局（NSA）（民間の専門家と協力して） 

と国防信号局（DSD）は、それぞれに、ほとんどすべての攻撃を阻止する対策  

に関するリストを考案した。  
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●国防信号局（DSD）は、4 項目のリスク軽減対策が大部分の攻撃を阻止するこ

とを発見した。これらの対策を実装した機関と企業は、リスクが 85 パーセン

ト、場合によっては、ゼロにまで減少するのを目の当たりにした。  

●これらの対策は、認可されたソフトウェアだけがコンピュータ又はネットワ

ーク上で動作するのを許可する「ホワイトリスト化（whitelisting）」、オペレ

ーティングシステムへの迅速なパッチ適用、プログラムへの迅速なパッチの

適用、及びネットワークの「管理者」特権を有する人員の最小化である。これ

らの 4 項目の対策を実装すれば、システムを侵害されるリスクの大部分を取

り除くことができる。  

●国防信号局（DSD）の軽減戦略又は米国の軽減戦略が、リスクの「継続的監視」

（金融リスクと監査コミュニティから拝借した用語）と組み合わされたとき、

それらは、企業と機関に対して、サイバー攻撃のリスクを特定・軽減する能力

を提供する。  

●企業は、（たとえば、政治的に動機づけされた DoS 攻撃から）知的財産とネッ

トワークの安全を確保するために、他の対策とサービスを使用する必要があ

るかもしれない。しかし、継続的監視とこれらの軽減戦略を実装することは、

株主価値を保護するデュー・ディリジェンス（払ってしかるべき注意義務、努

力）の履行にとって不可欠である。  

●米国立標準技術研究所（National Institute of Standards and Technology ：

NIST）が包括的な標準を開発するまでの間、ホワイトハウスは、サイバーセ

キュリティ及び重要インフラに関する行政命令を発令する際に、機関に対し

て、取りあえず、早急にこれらの軽減戦略を採用することを指示すべきである。 

              以下余白  
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2．ハッキングは簡単である。  

 

疑うことを知らない企業及び政府機関  

のコンピュータ又はネットワークから、  

価値あるものを抜き取ることは、ビッグ  

ビジネスになった。企業又は機関は、ネ  

ットワーク・セキュリティを無視するこ  

とができない。：それは、長期の健全性  

と収益性を脅かす組織全体のリスクの源  

である。企業は、彼らが信託された責任  

とデュー・ディリジェンスを果たそうと  

するならば、彼らのネットワークの安全  

を確保しなければならない。サイバーセ  

キュリティのリスクマネージメントは、  

役員レベルの責任になりつつある。本レ  

ポートは、それらの責任を果たす方法を  

考察する。  

 

ここ数年の間に、成功した攻撃に関す  

るデータ分析に基づく、サイバーセキュ  

リティへの新しいアプローチが出現した  

。このアプローチでは、継続的診断法と  

軽減が、過去に使用されたリアクティブ  

なネットワークセキュリティ方法論に取  

って代わっている。このアプローチでは、ネットワークの健全性の継続監視と  

比較的単純な軽減戦略を組み合わせる。  

このアプローチにおいて使用される戦略は、攻撃の機会を減少し、そしてより

高度な（そして、高価な）テクニックを開発するか又は攻撃をあきらめるか、を

攻撃者に強制する。継続監視と軽減戦略を組み合わせることで、より良いサイバ

ーセキュリティの基礎を提供する。  

ハッキングは、そんなに難しくない。  

・成功したセキュリティ侵害（breaches）の 90%

以上は、最も基本的なテクニックだけを使用し

ていた。  

・セキュリティ侵害のわずか 3%は、高度又は高

価な対策がなければ防止できなかった。  

・セキュリティ侵害のほとんどは、部外者によ

るものであった。  

・セキュリティ侵害の 85%は、発見されるまで

に数か月を要した。：平均的期間は、5 ヵ月で

ある。  

・犠牲者が、簡単な又は中程度の対策を導入し

ていたら、成功したセキュリティ侵害の 96 パ

ーセントは防止できたであろう。  

・攻撃の 75%は、定期的なパッチ適用によって

防止することできる市販ソフトの公知の脆弱

性を使用している。  

・ある調査は、アンチ・ウイルス・ソフトが、

導入後の数日間は、マルウェアの 95%以上を

見逃すことを明らかにした。  

・もう一つの調査は、マルウェアの 25%が、現

在のテクニックによっては探知できないこと

を明らかにした。  
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サイバーセキュリティは、多くの人々にとって多くの異なるものを意味する

用語である。ネットワークがビジネスの中心へ移動したことで、それは、急に目

立つようになった。そして、それは、企業を非常に危険な環境に置くことになっ

た。サイバー空間は、米国開拓時代の西部地方である。各国政府は、サイバー空

間に適用すべき「ルール」に同意していない。また、既存のスパイ活動、犯罪、

及び戦争のための「ルール」を如何に適用するかについても同意してない。ボニ

ーとクライド（大恐慌時代の実在の銀行強盗：訳者注）が、ある州で銀行を襲っ

て、そして車で逃走して州の境界を超えると、追跡していた保安官は境界で、立

ち止まらざるを得ない。利口なハッカーは、容易に、そして、処罰されることを

心配せず、国境とインターネットの能力を巧みに利用している。彼らは、彼らの

活動に対して寛容であるか又はそれを奨励する国に住んでいる：彼らは、しばし

ば国の法的支配の外側にいる。これを変えようとする努力が進行中であるが、サ

イバー空間をより安全にするには時間が掛かる。サイバーセキュリティの課題

について考える良い方法は、それを次の 3 つの問題に分けることである。：  

 

①国家対国家の対立：物理的損害をもたらす攻撃を含むサイバー戦争（Cyber 

war）は最も多くの注目を得ている。それは、国家に対して最も大きな潜在

的リスクであると同時に、例えば、アラコムに対する最近の「シャムーン

（Shamoon）」攻撃のように企業に対しても大きな潜在的リスクである。  

②スパイ活動（Espionage）：高速の世界的なネットワークの広がりは、大量 

な情報の窃取を簡単にしている。知的財産やビジネス上の機密情報を探して

いるライバル企業や民間のハッカーのように、専制的国家の政府機関は企業

を標的にしている。  

③犯罪：サイバー犯罪の地下組織は、長い間存在している。彼らは、（知的財

産よりはむしろ）個人情報と現金を窃取することに集中していた。サイバー

犯罪者が、頭が良く、そして、米国以外の聖域を提供する国で活動する場合、

彼又は彼女は訴追のリスクにほとんど直面することがない。  

 

我々は、成功した攻撃が、凶悪な天才によって、洗練されていない手段で実行

されたことを指摘することに当惑する。ハッキングは、あまりに簡単である。あ
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るレポートは、企業と政府を標的とした攻撃が、2012 年にはおよそ 30,000 件

に増加すると見積もった。成功したハッキングから損害を推定する測定基準は

確立されていない。ハッキングを受けた企業は、通常株価の下落などの形で、損

失を被る。これらの損失は、相当なものであるが（1％から 5％に及ぶ）株価の

低下は長くは続かない。株価は、通常、次の四半期までに回復する。しかし、こ

れが、大きなハッキング事件を報告することを企業に義務付けた新しい証券取

引委員会規則により変化するかどうかを見ることは興味深い。将来、企業の知的

財産に対して重大な損害があることが知られたならば、株価の回復はそれほど

速くないかもしれない。  

 

知的財産（intellectual property：IP）の喪失から損害を推定するのはより困

難である。今日、知的財産は殆どの企業の価値の大部分を作り出している。しか

し、しばしば、この知的財産が市場に出るようなるまで、この知的財産の価値は

分からない。知的財産を作り出すまでにいくら費やされたかを計算するのは、よ

い測定方法でない。取得者（知的財産を盗んだ者又はそれを購入した者：訳者注）

が、盗んだ知的財産を競合製品にするまでには時間がかかる。場合によっては、

（例えば、高速列車、自動車又は風力タービンーのように）犠牲となった企業が

製品化する前に、競合製品が市場に登場するかもしれない。  

 

しかし、損失とその影響の規模については論争の対象のままである。事例証拠

（Anecdotal evidence）は、銀行及び他の金融機関に対するサイバー犯罪が、米

国から、おそらく毎年数億ドルを失わせていることを示唆している。サイバース

パイ活動による企業の年間の損失の推定は、数十億ドルから数百億ドルまでと、

とてつもなく大きい範囲を示している。しかし、これが大きく増大していると言

ってもさしつかえないであろう。  

 

大部分の人々は、現在、サイバーセキュリティに関する問題を認識している。

しかし、多くの人々は、ハッキングが如何に簡単であるかであるかを知らない。

現在のハッカーに関する問題は、彼らが高度な攻撃を選択する必要がないこと

である。何故ならば、彼らが熟練している又は熟練していないに拘らず、簡単な
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方法で攻撃が成功するからである。政策の合理的なゴールは、ハッカーに対して

攻撃の成功をより困難にすることである。これにより、成功の数と成功する能力

を有するハッカーの数の両方を減少することができる。セキュリティの基礎的

なレベルを改善することが、サイバーセキュリティ問題を解決することにはな

らないが、それは、より管理しやすく、そして、最終的には「解決」することを

容易にするであろう。  

 

数多くの研究は、ハッキングがそんなに難しくないことを裏付けている。2011

年と 2012 年の調査では、企業のネットワークへの侵入に成功した事例の 90 パ

ーセント以上が、最も基本的なテクニックだけを使用していたことを示した。セ

キュリティ侵害（breaches）のほとんどは、部外者によるものであった。そして、

ほとんどが数週間の間、気付かれることがなかった。通常、それらは、第三者に

よって発見された。ある 2012 年の調査では、攻撃の 92 パーセントは、対処が

非常に難しいものでなく、セキュリティ侵害（breaches）の 3 パーセントだけ

が、高度又は高価な対策がなければ防止できなかったことを示している。「犠牲

者のほとんどは、（しばしば努力せずに）利用可能な弱点を残していたために餌

食となった。」犠牲者が、簡単な又は中程度の対策を導入していたら、成功した

セキュリティ侵害の 96 パーセントは防止できたであろう。侵入の 85 パーセン

トは、発見されるまでに数か月を要した。（平均は 5 か月）そして、ほとんどの

場合、発見は、通常犠牲者よりもむしろ第三者（例えば、クレジットカード企業）

によってなされた。  

 

成長し続ける非常に熟練したハッカー集団が存在する。しばしば国家の代理

人は彼らに聖域を与えている。これらのハッカーは、彼らの標的として脆弱性を

もったシステムを探すために連続的にスキャンするプログラムを使用したり、

一時的にオンラインにあるシステムをテストしたりさえする。彼らは、新しい脆

弱性を特定するため、そして、その脆弱性を利用するために必要なマルウェアを

作成するために、プログラム作成の技能を向上させた。特定の高価値のネットワ

ークを標的とするための能力を持ったこれらの洗練されたハッカーは、最も洗

練された防護能力を有する組織及び機関以外に対して挑むことができる。同様
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に重要なことは、熟練したハッカーは、攻撃を成功させるためのツールとテクニ

ックを確立して、経験の少ないハッカーにそれを販売していることである。最終

的に、熟練したハッカーの技術と製品は、サイバー空間の闇市場に現れ、そして、

世界中で利用可能となる。  

 

しかし、成功したハッキングは、このレベルの技量を必要としていない。比較

的簡単なハッキング手法で十分であり、洗練されたハッカーでもそれらの手法

を使用する。標的が簡単な手法に圧倒されている時に、どうして高度な攻撃方法

を使用する必要があるのだろうか。ハッキングされた企業のほとんどは、犠牲者

となった。何故ならば、ハッカーは簡単に利用可能な弱点を発見したからである。

ほとんどのネットワークが十分に防護されていなかったので、ハッカーはさほ

ど苦労する必要がなかった。これらの「簡単な」ハッキングによって利用される

脆弱性を除去することにより、技量のないハッカーを落後させるとともに、成功

するハッカーの数を減少することができる。脆弱性を除去することによって、攻

撃者にネットワークに侵入するためにより多くの努力を強制し、そして、それは

攻撃者のコストを増大させる。脆弱性に関する軽減戦略は、潜在的な攻撃のため

手段を少なくし、攻撃者に対して、より高度な（そして、高価な）テクニックを

開発すること又は攻撃を諦めることを強制する。その効果はリスクを減らし、企

業が資源を高度な脅威に集中するのを可能とする。  

これらの「簡単な」ツールは、広く利用可能であり、場合によっては、インタ

ーネットから自由にダウンロード可能である。ワシントン・ポスト紙のシリーズ

では、脆弱性のあるネットワークやインフラを特定することができるダウンロ

ード可能な検索エンジン「Shodan」をハッカーが如何に使用するのか、又は

「Wireshark」、「Aircrack」若しくは「Metasploit」などのネットワークの整備

とセキュリティ用ツールとして開発されたプログラムを犯罪の目的で不正使用

するためにハッカーが如何にダウンロードするのかを調査した。ハッカーは、何

千ものエクスプロイト（プログラムのセキュリティ上の脆弱性を攻撃するため

に作成された簡易なプログラムの総称：筆者注）をつくるために、そのようなツ

ールを使用した。たとえば、Metasploit は、合法的な研究ツールと表現される

が、しかし、それは簡単に悪意のある目的のために使用できるよう変更できる。   
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そして、それは脆弱性のあるネットワークを見つけ、それらを制御することがで

きるプログラムになる。Metasploit には、誰でもが開発に参加することができ

る「オープンソース」バージョンがある。そして、それは、研究者が新しいテク

ニックを共通することを可能とし、さらにハッカーが成功したエクスプロイト

を共有することを可能にする。しかし、それは数多く存在するダウンロード可能

なハッキング・ツールのわずか 1 つに過ぎない。  

 

3．サイバーセキュリティは脆弱である。  

 

若干の基本的なコンピュータ・スキルを持っ  

た決意の固い 12 才の彼又は彼女がインターネ  

ットに接続し、ハッキング・ツールをダウンロ  

ードすれば、成功を収めるハッカーになること  

ができる。熟練したハッカーのために、個人デ  

ータ、クレジットカード情報、ツール、パスワ  

ード、及び成功したエクスプロトを売買するサ  

イバー犯罪闇市場が存在する。犯罪者は、個人  

情報を収集するため又は偽の製品を売るために、  

「ボットネット」をサイバー犯罪組織から賃借  

りしたり又は全部そろったオンライン・ストア  

で購入することさえできる。そこは、価格競争、  

保証、及び特売のある競争市場である。ハッキ  

ングはビッグビジネスになった。その理由は、  

インターネットには価値のある情報が保管され  

ているだけでなく、セキュリティの強化が謳わ  

れているのにもかかわらず、ほとんどのネットワークの防護が不十分であるか

らである。  

 

ある調査では、攻撃の 75 パーセントが市販ソフトの公知の脆弱性を利用して

いることが明らかになった。その攻撃は、定期的なパッチ適用で防止することが

ちぐはぐな実装  

・調査対象となった企業の 45%は、自

己組織はうまくやっていると考えて

いた。：調査結果は、わずか 10%が十

分な措置を講じていることを示し

た。  

・調査対象となった企業の 70 パーセン

トは、何らかのマルウェア探知ツー

ルを使用しているが、自動化したパ

ッチ管理を導入している企業又は侵

入探知ツールを使用している企業は

わずか半分である。  

・わずか 33％だけが、強固なアイデン

ティティ及びアカウント管理システ

ムを使用している。  
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できた。製品を製造したソフトウェア企業は、既存のプログラムの性能を向上さ

せるため又は脆弱性を取り除くために、インターネットを通じて小さな修正プ

ログラムを送信している。  

 

パッチ適用は重要であるが、それだけでは十分ではない。ソフトウェア・ベン

ダーがパッチを発表して、出荷すると同時に、ハッカーは、そのパッチを分析し

て、しばしば、企業がパッチをインストールするよりも速く、その弱点を突くエ

クスプロイトを開発することができる。この調査において検討された攻撃の 25

パーセントは、防護側に知られていない、新しい脆弱性を利用しているため、阻

止することができなかった。ファイアウォール、侵入防止、アンチウイルスなど

の多くのセキュリティ対策は、これらの攻撃が成功するのを防止することに失

敗した。マルウェアは、しばしば、攻撃の後それ自身を削除する。さらに、攻撃

者は、彼らがしたことの証拠を隠す彼らの能力を向上させた。このため、防御側

のアプローチがリアクティブであるならば、マルウェアがどのように機能した

のか、何が感染したのかを確定するために、マルウェアの分析が必要となるなど

防御側の作業はより困難となっている。  

 

ハッキングの容易さを評価する 1 つの方法は、不正に獲得されたパスワード

を使用してネットワークに侵入することの容易さに目を向けることである。名

前又は単語に基づくどんなパスワードでも、広く利用可能なオンライン・ツール

で、素早く「破られる（cracked）」。例えば誕生日などの個人情報に基づくパス

ワードは、推測することが簡単である。  

パスワードを推測できる個人データを得るために、ソーシャル・ネットワーク

上の情報がハッカーによって集められる。「パスワード・クラッカー」というキ

ーワードで Google を検索すると 2,100 万件の検索結果が表示される。そして、

無料のパスワード・クラッカーとそれらを利用する方法についてのアドバイス

が提供されている。ハッカーの仕事は、人々が複数のシステムとウェブサイトで

同じパスワードを使用するというパスワードの「使い回し」により、より簡単に

なっている。この使い回しは、攻撃者に一般的な攻撃経路を提供することになる。

そして、一部のデータは、パスワードの使い回しは、弱いパスワードより、大き
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な問題であることを示唆している。パスワードは、もはや最も基本的なセキュリ

ティでしかない。  

 

コンピュータ及びネットワーク装置の初期設定は、攻撃のためのもう 1 つの

簡単な経路である。コンピュータ又は他のネットワーク装置を購入した人は誰

でも、メーカーがパスワードとユーザ名を、「Password」と「Admin」に設定さ

れていることを知っている。犯罪者もこれを知っている。人々は、これらの初期

設定を変更するのを忘れる。また、大きなネットワークにおいては、すべてでは

ないが、ほとんどが変更されないままになっている。米空軍の調査では、何千も

の装置を保有する大きな組織では、だいたい 5 パーセントが、初期設定のパス

ワードとユーザ名を使用していることが明らかになった。ハッキング・ツールは、

自動的にこれらの設定ミスの装置を捜すことができる。  

 

現在、最も人気のあるハッキングのためのテクニックはフィッシングである。

そして、それは、多くの伝統的なセキュリティ対策を回避するために欺瞞と悪意

のあるソフトウェアを組み合わせる。企業の個人宛てに、正規の電子メール・ア

ドレス（これらのアドレスは簡単に偽造できる）から発信したように見えるメッ

セージが届く。それには、「来年のボーナス」のような魅力的な主題の添付ファ

イルが付いている。ハッカーは、100 人へメールを送信すれば、彼らの数人がフ

ァイルを開くか又は張られたリンクをクリックすることを期待することができ

る。そして、それらの行為は、即座に悪意のあるソフトウェアをインストールす

る。優れたハッカーは、電子メールを「カスタマイズ」して、それをより信じら

れるものにするために、ソーシャル・ネットワーク・サイトから集めた個人デー

タを使用するかもしれない。  

 

損害を如何に迅速に、そして如何に明らかにするかは、盗まれた情報次第であ

る。例えば、販売及びマーケティング計画、新製品の計画又は財務データなどの

秘密の営業情報は、その情報を入手した者にすぐに利益をもたらす。あるオイ

ル・メジャーは、数十億ドルの価値のある探査データを失った。大手銀行は、2

日で 1000 万ドルを引き出された。：その銀行は、損失を「営業費」に再分類す
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ることにより、評判に傷がつくことを回避した。企業は、ハッキングにより、企

業の M&A（買収・合併）戦略と情報を失う。そして、その失ったものは、あな

たの交渉相手の考え方に、即座に影響する。何故ならば、交渉相手は、あなたの

説明資料のコピーを手にしており、あなたの結論を知っているからである。  

 

30,000 台の企業のコンピュータからデータが永久に消去されたアラコムへの

最近の攻撃、並びに軍事及び民事技術の知的財産と営業秘密の巨額の損失に関

する信頼できるレポートは、彼らの情報テクノロジー（IT）予算の 7 パーセン

トを費やしているにもかかわらず、政府と企業がサイバーセキュリティ分野で

取り組んでいることが効果的に機能していないことを示している。ある推計に

よると、世界のサイバーセキュリティ・ソフトウェアへの年間支出額は、ほぼ

180 億ドルである。しかしながら、従来の方法論が機能していないことを示唆す

る証拠がある。ある調査で、アンチ・ウィルス・ソフトウェアの導入初期のウイ

ルス（現在、ほぼ 5,000 万の異なるウイルスがインターネット上に存在する。）

の探知率が 5 パーセント未満だったことを明らかにした。そして、探知メカニ

ズムを更新して、新しいウイルスを探知するのに平均してほぼ 1 ヵ月かかった

ことが明らかになった。他の調査は、探知率の平均が約 20%であることを明ら

かにした。ハッカーは、彼らのマルウェアをわずかに変更することによって探知

を回避することができる。さらに、一部のハッカーは、彼らのエクスプロイトが

アンチ・ウィルス・ソフトウェアの最新版によって探知されるかどうかをテスト

するために、セキュリティ企業が提供する最新版を使ってテストしている。  

 

一部の企業グループは、緊密な情報共有が企業と政府の間にあるならば、彼ら

のネットワークセキュリティを改善することができると主張する。しかし、情報

共有は、受動的かつリアクティブであり、常にかなりの数の攻撃を見逃している。

（例えばマルウェアの 95 パーセントが見逃されている。）誰かが、攻撃を認知

し、それを分析して、そして、その情報を関連する組織に伝達する。たとえ、こ

れがほんの数時間で行われたとしても、認知されていない攻撃の 25%に対して

は機能することができないし、認知から数分の間に実行された迅速な攻撃にも
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機能することができない。サイバーセキュリティへの情報共有及びリアクティ

ブなアプローチは有効でない。  

 

攻撃を特定するために「シグネチャ」を使用するもう一つの伝統的なアプロー

チも有効性が小さくなってきている。シグネチャは、マルウェアと特定されたコ

ードのパターンである。コンピュータは、その悪意のあるパターンを探して、そ

れをブロックするようにプログラムすることができる。パターンがわかってい

ない場合、攻撃はブロックされない。（情報共有の限界の 1 つである）。ニューヨ

ークタイムズは、そのネットワークへの攻撃に使用された 45 種類のマルウェア

のうち、わずか 1 種類がそのアンチ・ウィルス・プログラムによって探知された

ことを明らかにした。また、攻撃者は、シグネチャ基盤の対策を回避できるほど

洗練されてきた。そして、彼らは、しばしば、マルウェアが探知されるかどうか

をテストするために、使用する前に、アンチ・ウィルス・プログラムで、マルウ

ェアをテストしている。高度な攻撃は、シグネチャ基盤の防衛を回避することが

できる。  

 

サイバーセキュリティ問題は、しばしば資源不足の結果であると言われる。そ

れでも、サイバーセキュリティに注ぎ込まれる金額は、毎年、増加傾向にある。

本レポートのための調査研究では、サイバーセキュリティ資源が十分であるか

ないかに関係なく、効果のない活動に資源が費やされていることが本当の問題

であることを示唆している。サイバーセキュリティにおけるもう一つの大きな

問題は、「IT 問題」を最高情報責任者（chief information officer）と技術者に任

せるのが最善であると考えている企業経営陣の傾向である。これは 10 年前には

正しいやり方であったが、現在ではひどく時代遅れとなっている。企業経営陣が

サイバーセキュリティについて考えるより良い方法は、サイバーセキュリティ

を「重大な影響（material effect）」並びに企業の利益、価値及び財政的将来を

損なう源泉であり、それを無視するのがますます難しくなっていると考えるこ

とである。  
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2012 年に実施されたある調査では、主要な企業のサイバー防衛策が“ちぐは

ぐ”であることが明らかになった。調査対象の多くの企業は、彼らがネットワー

ク防衛をうまくやっていると考えていたが、調査結果はほとんどがそうでない

ことを示した。調査企業の 70 パーセントは、何らかのマルウェア探知ツールを

使用していたが、自動化したパッチ管理を導入している企業又は侵入探知ツー

ルを使用していた企業は、わずか半分であった。わずか 1／3 だけは、何らかの

形のアイデンティティ及びアカウント管理（従業員がネットワークにアクセス

する前に、彼のアイデンティティが厳しく確かめられなければならない、そして、

従業員が退職する時は、彼のアカウントが自動的に閉鎖されることを意味する。）

を使用していた。全体として、調査は、脆弱性のスキャン、セキュリティ・イベ

ントの相関関係、及びデータ漏えい防止のためのツールのみならず、マルウェア

及び侵入探知ツールの使用の減少など「探知テクノロジーの縮小」を明らかにし

た。日本における類似の調査では、調査対象となった企業の半数以上がサイバー

対抗措置（cyber countermeasures）さえ考慮していないことが明らかになった。 

 

サイバー空間には、車の運転、手紙の郵送、又は飛行機の搭乗にリスクが存在

するように、リスクが存在する。ゴールは、サイバー空間を「正常化する」ため

に、オンライン活動を、オフライン活動よりもリスクを高くしないことである。

現在は、そのようになっていない。我々がソフトウェアとコンピュータに依存す

るに従い、リスクは増大している。しかし、このリスクは、減少すること及び管

理することができる。そして、サイバー空間を、我々が活動している他のどの環

境にも劣らず安全であるというレベルにすることができる。  

 

企業経営陣側の信託された責任とデュー・ディリジェンスは、効果的なサイバ

ーセキュリティを求めている。しかし、人々はその発言を聞いても全く関心を示

さない。サイバーセキュリティは、利益及びリスクに関するビジネス上の意思決

定である。多くの企業はリスクを過小評価し、コストを過大評価している。サイ

バーセキュリティは、コストとリスクのバランスをとるビジネス上の意思決定

である。他のビジネス上の意思決定と同様に、より高い収益又は低コストを生み

出すモデルを持っている企業は、彼らの競争相手をしのぐことができる。10 年
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以上の経験を経て、我々は現在、どんな種類のサイバーセキュリティ活動が、リ

スクを最も減らすことができるかを判断するために、実際の攻撃から集められ

たデータを使用することができる。  

 

「医療保険のポータビリティと説明責任に関する法律（Health Information 

Portability と Accountability Act：HIPAA）」、「連邦情報セキュリティマネジメ

ント法（Federal Information Security Management Act：FISMA）」、及び「年

金融サービス近代化法（Financial Services Modernization Act）（グラム・リー

チ・ブライリー法として知られている。）」のような立法規制に見られる昔ながら

のコンプライアンスと監査基盤のアプローチは、資源集約的であり、かつ効果が

ない。コンプライアンスは通常良いことである。しかし、サイバーセキュリティ

においては、それは、高価であり、かつそれに見合った利益を提供することのな

い静的な紙駆動型の方法論（paper-driven method）を意味することになった。

今、より大きなセキュリティを提供する新しいアプローチが現れ始めた。  

 

４．サイバーセキュリティへのプロアクティブなアプローチ  

 

簡単なハッキングテクニックと脆弱な防衛力との組合せは長年続いている。

しかし、脆弱なサイバーセキュリティの経験には１つの利点があった。簡単に言

うと、多くの攻撃が生起したので、防御側は、（彼らがそれを使用することを選

択する場合）どんな攻撃が有効であったかについての膨大な量のデータを手に

している。実際のイベントと成功したサイバー攻撃に関するデータ、測定結果及

び分析は、プロアクティブなセキュリティ戦略を導き出した。一貫したテクニッ

クと測定基準（米国・国家標準技術院の『設定共通化手順』プロジェクトのよう

な仕事を通して）を開発するために成すべき仕事はまだ沢山ある。  

しかし、このアプローチは、他の商業活動における「ビッグ・データ」の研究

と使用のための通常のアプローチとある程度類似している。コンピュータ能力

とネットワークとを組み合わせれば、企業は、何が起こっているのか、そして何

が機能しているのか、に関するより良い考えを得ることができる。いずれにして

も、我々は、この 5 年間、成功したサイバー攻撃に関するデータを蓄積した。そ
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して、傾向と結論を見つけるためにこのデータを使用することができた。軽減戦

略は、攻撃に関するデータと防衛措置とを対応づけるものである。軽減戦略は、

2 つの政府による研究から生み出されたものである。  

 

サイバーセキュリティに対して責任を有する情報機関であるオーストラリア

国防信号局（（DSD）と米国・国家安全保障局（NSA））は、それぞれ独立して、

どの攻撃が最も有効で、そして最も頻度が高いかについて回数を数え始めた。そ

れから、彼らは、何故、最も頻度の高い攻撃が成功するのか、について分析した。

他の調査と同じように、彼らは、大部分の成功した攻撃が、基本的な脆弱性を利

用していることを発見した。そして、脆弱性を頻度と成功率によってランク付け

した。オーストラリア国防信号局（DSD）と国家安全保障局（NSA）の両者は、

これらの脆弱性を軽減することが、攻撃者の成功を劇的に減少させることを発

見した。  

 

オーストラリア国防信号局（DSD）は、その分析結果を使って、35 項目の軽

減戦略のリストを開発した。これらの戦略の最初の 4 項目は、防御側に最大の

利点を提供する。国家安全保障局（NSA）は、民間企業や FBI のような政府機

関と協力し、オーストラリア国防信号局（DSD）のリストに類似した 20 項目（米

国の対策は複数の要素を持っているので、米国の方が戦略の数が少ない。）の軽

減戦略のリストを開発した。オーストラリア国防信号局（DSD）と国家安全保障

局（NSA）のアプローチの強さの 1 つは、測定結果と反復可能なデータに基づ

いているということである。もう 1 つの強さは、成功した攻撃のほとんどは、ハ

ッカーがシステムに侵入し、データを密かに抜き取ることを可能にするいくつ

かの段階から成っているので、これらの対策（戦略）が、これらの段階の１つ以

上で侵入を妨害するということである。そして、他の種類の防御に使用されたリ

アクティブなアプローチと比較して、既知又は未知の攻撃を効果的に阻止する

ことができる。三番目の強さは、既存の対策と比較して、実際にお金を節約する

ことができることを示唆していることである。  

 



18 

 

オーストラリア国防信号局（DSD）と国家安全保障局（NSA）の戦略に関する

データは、非常に説得力がある。我々は、企業のネットワークを調査することに

より、企業のネットワークにおけるサイバーセキュリティの基盤を定義するこ

とができる。有効性に関するデータの中で最善のものの 1 つは、オーストラリ

ア国防信号局（DSD）のものである。オーストラリア政府全体の昨年のインシデ

ントの分析に基づいて、オーストラリア国防信号局（DSD）は、サイバー侵入の

85 パーセント以上が、「標的型攻撃への軽減戦略（Mitigate Targeted Cyber 

Intrusions）」にリストされる上位 4 項目の軽減戦略（以下、軽減戦略トップ４

という。）によって防止できることを発見した。軽減戦略トップ 4 は以下のとお

りである。  

 

①マルウェア及び他の未承認のプログラムの動作を防止するためにアプリケ  

ーションの「ホワイトリスト化」を使用する。オーストラリア国防信号局  

（DSD）は、この戦略が、企業がとることができる最も重要な対策であると  

考えている。この戦略により、マルウェアを特定し、ブロックしようとする  

ことよりむしろ、今まで知られていなかった攻撃を阻止する可能性が生ず  

る。そして、「ホワイトリスト化」を使用することは、承認されたプログラ  

ムだけがマシンで動作することができることを意味する。この対策は、マル  

ウェアからのリスクの多くを除去することができる。  

 

②例えば PDF リーダー、Microsoft Office、Java、Flash プレイヤー及びウェ  

ブ・ブラウザなどのアプリケーションにパッチを当てる。これらのアプリケ  

ーションは、大部分の企業において日常的に使用されている。パッチの適用  

は、ハッカーの侵入経路を閉鎖する。さもなければ、ハッカーがその侵入経  

路を利用するであろう。ソフトウェア企業は、販売後に発見されたシステム  

設計又は運用上の利用可能な欠点又は弱点を、修正又は除去するためにパ  

ッチを送信する（自動車のリコール通知と類似している）。パッチは、しば  

しば、独立した研究者による発見又は若干の例では成功したハッキングの  

発覚による欠陥の発見に応えて開発される。パッチのインストールに関す  

る怠慢は、システムに脆弱性を残すことになる。企業のほとんどは、何らか  
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のパッチング・システムが実施されている。しかし、調査によると、これら  

のシステムでさえ、コンピュータの 5～10 パーセントが、パッチを当てる  

機会を「見逃す」ことを示唆している。これは、パッチング・システムが自  

動監視と組み合わされて運用されていれば、リスクを軽減できることを意  

味している。これについては、後で検討する。  

 

③上記と同じ理由で、オペレーティングシステムの脆弱性にパッチを当てる。 

すべてのオペレーティングシステムは、潜在的に脆弱性を有している。；犯  

罪者や外国の情報機関は、「欠陥（ホール）」を見つけ、それらを利用するこ  

とに相当の努力を費やしている。ソフトウェア企業が、欠陥を発見して、修  

正プログラムを提供した時に、その修正プログラムを使用しない組織は、犯  

罪者や外国の情報機関から容易に攻撃されやすい立場になる。  

 

④ネットワーク設定を変更する最高レベルの権限である管理者特権を有する  

ユーザの数を最小限にする。管理者特権を手に入れた犯罪者（これは、しば  

しば、ほとんどのハッカーの最初のゴールである）は、データの抜き取り及  

び彼らの犯罪行為の隠ぺいのために、悪意のあるソフトウェアを挿入し、設  

定を変更することが可能となる。  

 

国防信号局（DSD）の研究は、効果的なサイバーセキュリティ対策を特定する

米国の努力と類似している。2000年代初期から始まった国家安全保障局（NSA）

の研究は、攻撃を阻止する又は軽減するために効果的な対策のリストを開発し

た。2008 年に完成した最初のリストは、「公的使用に限る（for official use only）」

であったが、国家安全保障局（NSA）は、国内のサイバーセキュリティを改善す

るために、それを民間セクター及び他の機関と共有することに合意した。これが、

「コンセンサス監査ガイドライン  （Consensus Audit Guidelines：CAG）」と

して知られている「20 の重大なセキュリティ対策（Twenty Critical Controls）」

（最初に戦略国際問題研究所（CSIS）より出版された）の土台となった。  
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国家安全保障局（NSA）は、高価値の脅威情報にアクセスできる他の人々と協

力した。何故ならば、彼らは、攻撃テクニックを開発・使用した大きなチームを

保有しているか、又は成功した攻撃に関して徹底的なフォレンジック（監査証跡）

を実施して攻撃者によって使用された戦術、テクニック、及び方式論を特定した

大きなチームを保有しているからである。そのコンソーシアムには、脅威情報に

アクセスできる他の機関と企業も含まれた。何故ならば、彼らは、攻撃テクニッ

クを開発・使用したチームを保有しているか、又は攻撃後の分析を実施して攻撃

者によって使用されたテクニックを分析したチームを保有しているからである。

コンソーシアムには、国防総省、FBI、政府通信本部（GCHQ、英国の NSA の

カウンターパート）、エネルギー省からのいくつかの国立研究所、並びにインシ

デント・レスポンス・サービス企業及びウイルス対策企業が含まれた。米国立標

準技術研究所（NIST）は、極めて包括的なセキュリティ対策を提供する優れた

セキュリティ・ガイドラインを出版している。「20 の重大なセキュリティ対策

（Twenty Critical Controls）」は、サイバーセキュリティのための優先度の高い

活動を特定する米国立標準技術研究所（NIST）ガイドラインの一部である。こ

のコンソーシアムは、政府と企業により探知された最も多く見られた攻撃に対

処できる対策は 20 だけであることに同意した。これは、2009 年前半に、パブリ

ックコメントを求めるために、数百の IT セキュリティ組織に配布された最初の

草案文書になった。また、このコンソーシアムに参加している組織は、「コンセ

ンサス監査ガイドライン .21 （Consensus Audit Guidelines.21）」として知られ

ている文書の現在進行中の定期的な見直しに参加している。  

 

いくつかの異なる試験的な取組は、ガイドラインの有用性を検証した。国務省

は、2009 年に、国務省に対してなされた攻撃の 3,000 種類以上に「コンセンサ

ス監査ガイドライン」が有効であることを明らかにした。国務省は、鍵となるガ

イドラインを実行し、毎日の軽減情報を管理者に提供するための自動化システ

ムを（安い経費で）開発した。  

 

英国の防諜機関（FBI と類似した組織）により創設された機関で、国内の企業

に対してセキュリティに関してアドバイスを提供する役割を有する英国政府の
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国家重要インフラ防護センター（ Centre for the Protection of National 

Infrastructure：CPNI)）は、英国政府が「20 の重大なセキュリティ対策（Twenty 

Critical Controls）」を、重要インフラのセキュリティ確保のフレームワークと

して適用すると発表した。そして、最も一般的かつ損害を与えるコンピュータ及

びネットワーク攻撃に対応するサイバーセキュリティ対策を策定する努力を援

助するために、国家重要インフラ防護センター（CPNI）は、現在、官民協力の

下、ガイドラインの更新を行っている。  

 

ニュージーランドの国家サイバーセキュリティ・センターは、国防信号局

（DSD）の軽減戦略トップ 4 を適用するために顧客と協力している。国家サイ

バーセキュリティ・センターは、サイバーセキュリティ・サービスを政府機関と

重要なインフラ提供企業に提供している。エネルギー産業の脆弱性を如何に減

少するかを調査していたアイダホ国立研究所は、エネルギー・セクターの IT 制

御システム全体の共通防衛のために「20 の重大なセキュリティ対策」が有用で

あることを実証した。  

 

自己組織のネットワークを継続的にモニターしていた航空宇宙局（NASA）の

プロジェクトは、「20 の重大なセキュリティ対策」が初めて実装された時に、シ

ステム管理者が知らなかった多数の脆弱性を発見した。それらの脆弱性は、正式

には知られていなかったため、修復又は更新されていなかった。ネットワーク上

に知られていない脆弱性を発見するという経験は、多くの組織で一般的なこと

である。未だかつてパッチが当てられなかった又はパッチを当てるのを見逃さ

れたシステム（すべての連接された装置の平均 2～5 パーセントにおいて、これ

が真実であることを示唆する若干のデータがある。）を、ネットワークから取り

除くことにより、攻撃者が利用することができるかなりの脆弱性を除去するこ

とができる。  

 

国防信号局（DSD）の対策と、「コンセンサス監査ガイドライン」は、幅広い

支持を受けている訳でない。反対意見は、いくつかのカテゴリーに分けることが

できる。一部は、「独自開発の技術でない」という単純なものである。多くの評
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論家は、対策が新しいものではなく、米国立標準技術研究所（NIST）や他の標

準組織が既に特定した対策の一部であると指摘した。事実、長い期間に増大した

あり余る程のベストプラクティスと標準がある。ある意味では、これらの批判の

両方とも正しいものである。軽減戦略の新しいところは、最も一般的に用いられ

ている攻撃と、米国立標準技術研究所（NIST）や他の組織によって特定された

防御策とを相互に関連付け、効果によって戦略に優先順位を付与したことであ

る。対照的に、米国立標準技術研究所（NIST）ガイダンスは、数千ページに達

し、どれを実装するかが問題となる。また、多くの優れたサイバーセキュリティ

基準が、既に公開されている。しかし、「35 項目の軽減戦略リスト」と「20 の

重大なセキュリティ対策（Twenty Critical Controls）」の 2 つのガイドライン

は、サイバーセキュリティ活動と出費に優先順位を付けているために、聡明で信

頼できるさまざまなコミュニティを一つにまとめることができる。  

 

しばしば聞こえる不満の一つは、サイバー脅威は、あまりに速く変化するため、

軽減戦略の効果が長く持続できないと言うものである。しかし、証拠はこの点を

完全に否定する。新しい攻撃の一部は、素早く変化しているが、それらの攻撃を

管理するメカニズムには若干の永続性がある。国防信号局（DSD）は、2010 年

と比較して、2011 年には、軽減戦略の効果が実際に増加したことを明らかにし

た。国防信号局（DSD）は、「１つの戦略ではこの種の悪意のある活動を防止す

ることができないが、軽減戦略トップ４を実装したときの効果は不変のままで

ある」と指摘した。「コンセンサス監査ガイドライン（CAG）」を（自動モニタリ

ングと軽減戦略とを組み合わせて）実装した最高情報セキュリティ責任者（chief 

information security officer）は、数年経過した「コンセンサス監査ガイドライ

ン（CAG）」が現在も有効かと尋ねられた時に、彼は、それらが効果的であるだ

けでなく、最初の 4 項目のガイドラインは大多数の攻撃に対して効果的であり

続けていると回答した。攻撃者が利用する脆弱性は、不変のままである。対策の

鍵となる強さは、結果を測定し、そして有効性と攻撃の成功を減少させる防護措

置を関連させることにある。  
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その他の反対意見で数が多いのは、経費とホワイトリスト化がシステムの動

作を遅くする可能性に関するものである。オーストラリアの経験では、サイバー

セキュリティの費用の面で、驚くべき結果を示した。ホワイトリスト化とその他

4 項目の対策の実装により、インシデント対応費用は大きく減少した。概算は、

インシデント対応任務の減少並びにシステム及びデータ再配置のための「修復」

費用の減少による節約は、セキュリティ対策の実装と管理の費用を上回ったこ

とを示唆している。数百人以上の従業員のいる多くの企業は、4 項目の対策を実

装するために必要な「企業技術」をすでに整備しているため、これらの対策が営

業活動を中断させるというユーザの恐れは、間違っていることがわかった。軽減

戦略トップ 4 の実装は、最も攻撃の標的になりそうな従業員から始めて、最終

的にはすべてのユーザに拡大することで、段階的に達成することができる、企業

は、国防信号局（DSD）の戦略を基礎として、その上に他のビジネス・ニーズと

彼らが直面する情報へのリスクに適合したさらなる防御措置を構築することが

できる。  

 

オーストラリアのある機関、すなわち「産業・革新・科学・研究・高等教育省

（ Department of Industry, Innovation, Science, Research and Tertiary 

Education ：DIISRTE）」は、国防信号局（DSD）の軽減戦略トップ 4 は、2011

年に発生した 327 件の侵入の試み全てを阻止することができた。対照的に、「伝

統的な」セキュリティ対策は、これらの試みの 287 件を見逃した。4 項目の中

で、アプリケーションのホワイトリスト化が最も効果があることが明らかにな

った。たとえ、攻撃者がシステムにマルウェアを挿入しても、マルウェアは動作

できなかった。ホワイトリスト化は、プロアクティブに、これらのファイルがシ

ステム上で実行するのを防止することにより、マルウェアが動作するのを防止

した。これらの対策の実装に関するデータは限られているが、入手可能な証拠に

よると、現在、企業のおよそ 3 分の 1 がこれら同様又は類似したプロアクティ

ブなテクニックを使用しており、他の多くの企業は潜在的に無防備のままに置

かれていることを示唆している。これらの脆弱性を軽減する戦略は、潜在的な攻

撃手段を減少させ、攻撃者により高度（そして、高価）なテクニックを開発する

こと又は攻撃をあきらめることを強制する。  
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5．リスク軽減のための継続監視  

 

継続監視は、企業コンプライアンスと金融リスクに関して財務・監査コミュニ

ティで良く使用される用語である。それは、サイバーセキュリティにおいても類

似した意味を持っている。「ビックデータ」は、ちょっとした決まり文句である。

それは、傾向を予測し、効果的な戦略を策定するために、企業がデータを監視・

分析して、ビジネスに使用することを意味する。サイバーセキュリティにおいて

も、おおむね類似したアプローチが取られる。国防信号局（DSD）と「コンセン

サス監査ガイダンス（CAG）」の軽減戦略を、ネットワークの自動継続監視と組

み合わせると、企業のサイバーセキュリティ対策の有効性が劇的に高まる。  

 

継続監視は、人間がコンピュータ・スクリーンを 24 時間監視することを意味

しない。このアプローチは、コンピュータの動作を監視・記録するために、コン

ピュータに組み込まれた能力を使用する。一部の継続監視システムは、「ネット

ワーク動作」と「特定標準の設定」と「既知の脆弱性」とを比較することによっ

て、データを生みだす。これらは、国防信号局（DSD）軽減戦略に容易に適合す

る。継続監視のゴールは、リスク軽減に関する意思決心に必要な十分な情報を管

理者に提供しないリアクティブなアプローチから脱皮することである。継続監

視により、企業は、彼らのネットワークのふるまいを監視し、問題を阻止するた

めの迅速な措置をとることが可能となる。継続監視は、軽減戦略を補完するため

に不可欠のものである。  

 

継続監視は、サイバーセキュリティ機能を自動化するのを助けることができ

る。それにより、企業は、自動的に自己組織のネットワークのふるまいに関する

データを収集し、そして、リスクを特定するのが可能となる。それは、自己組織

のセキュリティ対策が機能しているかどうかを企業に検証させる。継続監視と

軽減戦略の組合せは、サイバーセキュリティの基礎を形成する。このアプローチ

は、異常なふるまいを検知するネットワークの恒常的な自動診断監視システム

と、良く攻撃に利用される脆弱性に対処する軽減戦略とを結合する。手動検証方
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式に関連したコストを削減するのに加えて、継続監視は、システムへ侵入しよう

としている脅威をより迅速に特定し、彼らが目標を達成する前に阻止すること

ができる  

 

効果的なセキュリティは、機関ネットワークの継続した自動監視、国家脆弱性

データベース（National Vulnerability Database：NVD）及び他のデータ・ソ

ースへの迅速なアクセスを必要とする。それらのデータベースを活用すること

により、組織は、攻撃が探知された時に直ちに脅威を軽減すること、及び絶え間

なく防衛態勢を改善することが可能となる。データベースへのアクセスは、規則

に基づく文書による定期報告を必要としない。自動化した継続監視は、攻撃に備

えるコンピュータの準備態勢に関するデータ及びセキュリティを維持するため

に必要な行動に関する優先順位が付与されたリストをシステム管理者に提供す

ることができる。自動化した継続監視と軽減戦略の組合せは、コストを削減する

ことができる。  

 

軽減と監視に必要なテクノロジーは、市販されており、すでに多くのアンチウ

ィルス製品に組み込まれている。多くの中規模企業（従業員が 200 人以上）は、

既にいくつかのそれらの亜種（バリアント）を所有している。たとえば、主要な

アンチ・ウィルス・プログラムの多くには、必要に応じて、追加費用なしで使用

することができる組込みのホワイトリスト化の機能を有している。また、大部分

の大企業は、軽減対策に使用できる幾つかの種類の監視ソフトウェアを有して

いる。結果は、すでに成されたサイバーセキュリティへの投資の利益率を増やす

ことになっている。このアプローチを採用した人々は、これにより、大きな新し

い投資よりもむしろ資源の再配分を経験することになる。  

 

継続監視の重要なポイントは、それが、リスクの軽減と、積極的に結びつけら

れていなければならないことである。英国の国家重要インフラ防護センター

（CPNI）は、「継続監視と軽減戦略によって、サイバーセキュリティの基礎を形

成することを推奨する。」と表明している。これは、侵害があったということを

発見するのを待つのではなく、脆弱性（「攻撃対象領域（attack surface）」）を特
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定し、それらを取り除くことを意味している。継続監視と軽減戦略の組合せによ

り、IT 資源と人員を、より高度な挑戦に集中することができる。  

 

6．デュー・ディリジェンスと危機管理  

 

サイバーセキュリティは、企業統治（コーポレートガバナンス）の課題であり、

また適切な危機管理（リスクマネージメント）の一部である。企業の取締役会に

リスク委員会があるか又は彼らが監査委員会若しくは他の委員会を頼りにする

かどうかにかかわらず、サイバーセキュリティ態勢を評価するために、問うべき

2 つの質問がある。①軽減戦略トップ４は実装されているか。そして、②企業は

それらのパフォーマンスを継続的に監視しているか。これは、株主に対する義務

を果たすデュー・ディリジェンスの最小限の基準である。  

 

企業は、危機管理と IT リスクについて考えることに慣れている。それらには、

データ保全、漏えい、ウィキリークス・スタイルの漏えい、知的財産の損失及び

サイバー犯罪が含まれる。ほとんどの企業にとって、これらのリスクに対処する

効果的戦略は、次の 3 つの要素からなっている。  

 

①ハッキングのほとんどは、サイバー空間において、玄関のドアのロックがか  

かっておらず無防備である状況で発生している。従って、国防信号局（DSD） 

又は「コンセンサス監査ガイドライン（CAG）」の軽減戦略又は類似したも  

のを使用して、最も一般的な脆弱性を修正する。  

 

②それは、悪意ある活動の中のプログラムの実行の流れと傾向を追跡するダ  

イナミックなプロセスでなければならない。リスクと定期的なレポートを  

生み出すコンプライアンス（財務と同様の）を監視する幾つかの自動プロセ  

スを実行する。  

 

③軽減戦略を、脅威に関する事前警報を提供できる脅威基盤のアプローチで  

補完する。その脅威には、政治的に動機づけされたグループからの脅威、  
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DoS 攻撃の脅威、及び類似した脅威をもたらすインテリジェンス機関から  

の脅威が含まれる。  

 

オバマ政権による最近の行政命令（2013 年 2 月 12 日に発令された「重要イ

ンフラのサイバーセキュリティの改善」と題する行政命令：訳者注）のセクショ

ン 10 は、米国立標準技術研究所（NIST）に対して、規制機関が重要なインフラ

に適用することができる標準を開発することを求めている。米国立標準技術研

究所（NIST）プロセスは、重要なインフラのために一連の対策を開発するであ

ろう。そして、サイバーセキュリティは、この広範囲な作業を基礎にしてさらに

進歩するであろう。このプロセスは、2 年かかる見込みである。その間、行政府

は、リスクを低減するための初期設定として、国防信号局（DSD） /コンセンサ

ス監査ガイドライン（CAG）の軽減戦略を使用することができる。それらは、す

でに、米国立標準技術研究所（NIST）の既存のガイダンス（NIST800-53 のよ

うな文書に見られる）の一部となっている。そして、行政命令を履行するために、

米国立標準技術研究所（NIST）プロセスによって拡大又は修正されるかもしれ

ない。要求事項を確定するために 1、2 年待つのは間違いである。国防信号局

（DSD）/コンセンサス監査ガイドライン（CAG）の対策、特に国防信号局（DSD）

の軽減戦略トップ 4 は、低コストですぐに実装することができる。米国立標準

技術研究所（NIST）と行政府は、軽減戦略トップ 4 を米国立標準技術研究所

（NIST）の今後の作業の基礎的要素として、直ちに実行しなければならない。

そうしなければ、米国は不必要に危険にさらされたままになる。企業は、高度の

脅威に対処するために他の製品及びサービスを利用する必要がある。国防信号

局（DSD）/コンセンサス監査ガイドライン（CAG）の軽減戦略は、最近米国の

銀行が標的となった大量の DoS 攻撃に対しては有効でない。しかし、少なくと

も、これらのリスク軽減戦略の有効性に関するデータは、現行の手順の見直しを

示唆している。具体的に言えば、軽減戦略トップ４を実装すること及び不定期な

監査に代わって継続監視を実施することを示唆している。従業員は、依然として

訓練される必要がある。（資産の価値に応じて）追加的なセキュリティ対策が必

要かもしれない。また、高度な脅威に対処するためには、部外のサービスが有効
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である。そうは言っても、経費と複雑さは、もはや、ネットワークの保護が不十

分であることの理由にはならない。  

 

同時に、脅威と軽減戦略に関する社会の認識が広まるのに伴い、企業及び政府

機関におけるデュー・ディリジェンスに対する期待も大きくなる。ハッキングが

そんなに簡単のものであってはいけない。現在、我々はハッキングをより難しく

する方法を知っている。これらの戦略を有効利用しない企業と機関は、デュー・

ディリジェンスを実践していると言うことができない。説明責任の標準に、国防

信号局（DSD）及び国家安全保障局（NSA）／「コンセンサス監査ガイドライン

（CAG）」の経験を反映するのには時間がかかる。しかし、価値を保護するため

の第一歩は明白である。ゴールは、自動化診断ネットワーク監視と、最も頻繁に

利用される脆弱性に対処する単純な軽減戦略を組み合わせることである。  

 

国家レベルにおいては、これらの軽減戦略は、より良いサイバーセキュリティ

のための基盤を提供する。しかし、効果的な国家戦略は、ハッキングから自らを

防衛する個々の企業の能力を強化すること以上の追加の要素を必要とする。他

方、民間ネットワークをより安全にする技術は既に証明されている。我々は、単

に、それらをデプロイ（インストールして利用可能な状態にすること：訳者注）

するのに時間がかかっているだけである。これは、サイバーセキュリティ問題が、

企業及び国家レベルの変化を加速する要因の 1 つになることを意味している。

大部分の企業がこれらの対策を実行するならば、高度な攻撃者は、企業及び機関

のネットワークへのアクセスを取り戻すために、より多くの資源を費やし、そし

て新しいテクニックを使用することを余儀なくされる。また、サイバー犯罪コミ

ュニティの相当の部分が、改善された防衛力を克服するための資源の不足によ

り、排除されるかもしれない。サイバー空間は、決してリスクのない環境ではな

い。しかし、我々は、サイバー犯罪とスパイ活動が成功するためのレベルを引き

上げることができる。  

 

ジェームズ A.ルイス氏は、国際戦略問題研究所（CSIS）の上級研究員及びテ

クノロジー／公共政策部部長である。同氏は、国際戦略問題研究所（CSIS）の
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前に、商務省の外交職幹部及び上級幹部公務員（Senior Executive Service）の

メンバーとして勤務した。同氏の最近の仕事は、サイバーセキュリティ問題に集

中している。それには、画期的なレポートである「第 44 代大統領のためのサイ

バーセキュリティ」、宇宙政策、及び「技術と革新」が含まれる。ルイス氏は、

シカゴ大学より博士号を授与されている。  

 

この報告書は、国際的な公共政策問題に取り組んでいる民間の課税免除団体

である国際戦略問題研究所（CSIS）によって作成された。その研究は、どの政

党にも偏らずかつ非独占（著者は CSIS に論文を非独占的に利用すること許諾：

訳者注）である。国際戦略問題研究所（CSIS）は、特定の政策的立場をとらな

い。したがって、この出版物において表されるすべての見解、立場、及び結論は、

もっぱら著者の見解、立場及び結論であることが理解されなければならない。

（了）
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1．導入  

この文書は、オーストラリア通信電子局（Australian Signals Directorate：  

ASD）の標的型サイバー侵入を軽減する戦略リストに関する詳しい情報を提供

する。そして、この文書にはオーストラリア政府の情報セキュリティマニュアル

（Information Security Manual：ISM）への言及が含まれている。情報セキュ

リティマニュアル（ISM）は、http://www.asd.gov.au/infosec/ism/index.htm.で

利用できる。添付書類 A には、2012 年の前回文書からの主要な変更の概要が述

べられている。  

 

読者は、この文書の最新版と軽減戦略を実装することに関する追加の情報を

得るためにオーストラリア通信電子局（ASD）のウェブサイトにアクセスするこ

とが強く奨励される。    

URL http://www.asd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm.である。 

 

この文書は、主にユーザのワークステーションとサーバを防護することに重

点を置いている。この文書の中で、ガイダンスによって強調された基本原則は、

より幅広い ICT セキュリティ活動に適用できるが、タブレットやスマートフォ

ンなどのモバイル機器を安全に使用するためのオーストラリア通信電子局

（ASD）のガイダンスは次の URL で利用できる。  

http://www.asd.gov.au/publications/csocprotect/enterprise_mobility_bring_

your_own_device_byod_paper.htm 

 

2．標的型サイバー侵入の各段階  

単一の戦略ではサイバー侵入を防止することができない。組織は、サイバー

侵入のすべての3つの段階に対処できる戦略を選択しなければならない。  

段階  活動  方法論  

第 1 段階  ・標的となるユーザを選定

するための偵察  

悪意のあるウェブサイトの設置、合

法的なウェブサイトの危殆化（「水
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・選択した侵入テクニック

を使った悪意ソフトウェア

（マルウェア）の実行  

飲み場型攻撃」、または、「ドライブ・

バイ・ダウンロード型攻撃」）又は悪

意のあるハイパーリンクを貼り付

けた「スピアフィッシング」電子メ

ールを送信  

第 2 段階  
ネットワーク・プロパゲーシ

ョン  

危殆化された認証情報（ユーザ名や

パスワードなど）又は悪用可能な脆

弱性の使用  

第 3 段階  データの密かな抜き取り  

RAR/ZIP アーカイブ・ファイル、仮

想 プ ラ イ ベ ー ト ネ ッ ト ワ ー ク

（VPN）又は他の遠隔地からのアク

セスを通じた潜在的なデータの抜

き取り  

 

（1）第 1 段階―コード実行（Code Execution）  

サイバー空間の攻撃者は、標的とするユーザを選定するために偵察を実行す

る、そして、悪意のあるウェブサイトを設置するか、あるいはユーザがアクセス

する合法的なウェブサイトを危殆化する。この技術は、「ドライブ・バイ・ダウ

ンロード攻撃」又は「水飲み場型攻撃」といわれる。また、サイバー空間の攻撃

者は、悪意のある「スピアフィッシング」電子メールを送信する。その電子メー

ルには、悪意のあるコンテンツを持ったウェブサイトへのハイパーリンクが貼

り付けられているか、あるいは PDF ファイル若しくはマイクロオフィス文書が

RAR/ZIP（データ圧縮形式：訳者注）のアーカイブ・ファイルとして添付してあ

る。  

 

ユーザの名前と電子メール・アドレスが、彼らの企業のウェブサイトやソーシ

ャル・ネットワーキング・ウェブサイト上で既に使用されているならば、又は、

ユーザが仕事と無関係な目的のために彼らの仕事上の電子メール・アドレスを

使用しているならば、この偵察は、攻撃者にとってより容易となる。  
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しばしば、マルウェアは、ユーザが彼らのワークステーションを再起動及び／

又はログオンすると自動的に実行するように設定されている。マルウェアは、攻

撃者により制御されているネットワーク基盤と通信し、通常、更なるマルウェア

をダウンロードする。そして、攻撃者は、ユーザのワークステーションを遠隔制

御して、どんな活動又はユーザがアクセスできるどんな情報へのアクセスも可

能となる  

 

（2）第 2 段階―ネットワーク・プロパゲーション（Network Propagation）  

攻撃者は、機微な情報を見つけてアクセスするために、ネットワークのあらゆ

る場所をプロパゲーション（横方向に移動）するために、一般に、危殆化された

認証情報または組織の他のワークステーションとサーバの利用可能な脆弱性を

使用する。そのようなネットワーク・プロパゲーションは、ネットワークが十分

に分割及び分離されていなければ、特に複数のワークステーション又はサーバ

が同じ管理者パスワードを共有している場合、急速に拡大することがあり得る。

しばしば、アクセスされる情報には、データベースに保管されているデータのみ

ならず、Microsoft Office ファイル、Outlook 電子メールの PST ファイル、PDF

ファイルならびに情報が含まれる。攻撃者は、一般的に、以下にアクセスする。  

 

●遠隔アクセス認証情報、組織階層、ユーザ名とパスワードなどのユーザについ  

ての詳細  

●ワークステーション、サーバ及びネットワークの設定の詳細を含むシステム  

情報  

 

パスワードは、一般に攻撃者の目的を妨害するために、暗号技術の一つである

ハッシュ関数として保管される。しかし、すべてのユーザが、暗号的に強いアル

ゴリズムを使用して、ハッシュ化されたパスワードを使用しない限り、フリーソ

フトウェア又は一般公開されているクラウド・コンピューティングサービスは、

パスワードを引き出すために、これらのハッシュ関数を素早くかつ安価に解読

するかもしれない。  
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あるいは、攻撃者は、パスワード・ハッシュ関数を解読することを避け、「pass 

the hash」技術（本来の認証で使うパスワードではなく、パスワード・ハッシュ

を用いて認証を行う手法：訳者注）を使うかもしれない1。  

 

組織のシングル・サイン・オン（single sign‐on）認証（一度の認証処理によ

って複数のコンピュータ上のリソースが利用可能になる認証機能：筆者注）の使

用は、かなり攻撃者を利するかもしれない。対照的に、遠隔アクセス又はワーク

ステーション若しくはサーバを管理したり、又は機微な情報のリポジトリ（ファ

イルやフォルダ）にアクセスするなどユーザが特権的な行動を行おうとする時

に、複数要素による認証が履行されるならば、攻撃者のプロパゲーションを妨害

する手助けとなる。  

 

（3）第 3 段階―データの密かな抜き取り（Data Exfiltration）  

攻撃者は、組織の機微な情報のコピーを、圧縮・暗号化するために、通常、

RAR/ZIP アーカイブ・ツール・ファイルを使用する。  

 

攻撃者は、この情報をネットワークから密かに抜き取る。しばしば、組織のネ

ットワークの上の一つの「ステージング（動作や表示などのシステムの最終確認

を行う段階：訳者注）用の」ワークステーション又はサーバからこの情報を密か

に抜き取る。  

攻撃者は、HTTPS/SSL、HTTP、又は場合によっては DNS 若しくは電子メー

ルなどの組織のゲートウェイ・ファイアウォールで許可された使用可能なネッ

トワークプロトコル及びポート番号を使用する。  

 

攻撃者は、VPN 又は他の遠隔アクセスの認証情報を入手するかもしれない。

そして、情報を密かに抜き取るために、ネットワーク・ベースのモニタリングを

打破する目的を持って、この暗号化されたネットワーク接続を使用するかもし

れない。  

                                                   
1 https://blogs.technet.com/b/security/archive/2012/12/11/new‐guidance‐ to‐mitigate‐

determined‐adversaries‐ favorite‐attack‐pass‐ the‐hash.aspx 
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一般に、攻撃者は、危殆化された VPN 又は他の遠隔アクセス・アカウントの

みならず、組織のネットワーク上にいくつかの危殆化されたワークステーショ

ン又はサーバを確保している。そして、将来における情報の更なる収集と密かな

抜き取りを容易にするバックドアとして維持する。  

 

3．センシティブ情報  

 

企業の代表者とセキュリティ・スタッフによって実行されるリスク評価の一

部として、組織は、電子的に格納されているセンシティブ情報の種類と保管場所

を特定する必要がある。この文書では、センシティブ情報は、「保護を必要とす

ると特定された非機密情報（unclassified）」又は「機密情報（classified）」を意

味する。さまざまな場所に保管されているそのような情報には、省庁への提出文

書や他の政府の意図を詳述した文書、戦略的な計画文書、業務提案書、入札記録、

会議記録、財務・会計報告、法律関係文書、及び保有している知的財産が含まれ

る  

 

サイバー空間の攻撃者の情報収集の目的とユーザの特定情報へのアクセス権

を考慮することにより、組織のどのユーザがサイバー侵入の標的にされやすい

かという洞察を得ることができる。幾つかの事例よると、標的は、サイバー空間

の攻撃者に関連した将来の重要な会議又は他のビジネス・イベントと一致して

いる。  

 

4．最も狙われやすい標的  

 

「最も狙われやすい標的」という表現は、サイバー侵入の第 1 段階で最も狙

われやすい組織のユーザを言い表している。そして、それには以下が含まれる。  

 

●役員及び彼らのアシスタント  

●ヘルプデスク・スタッフ、システム及びネットワーク管理者、並びにデータ  
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ベースのようなオペレーティングシステム又はアプリケーションの運用に  

管理特権（administrative privileges）を有している他のユーザ  

●外国政府又は組織に戦略的又は経済的利益をもたらすことができる情報を  

含むセンシティブ情報へのアクセス権を有するすべてのユーザ  

●リモートアクセス権を有するユーザ  

●市民及び他の身元不明のインターネットユーザからの迷惑メールとのやり  

取りを仕事とするユーザ。これには、求職申し込みのような電子メール添付  

ファイルを読んでいる人事担当だけでなく、情報公開要求を取り扱うユー  

ザ及び広報スタッフが含まれる。  

 

5．軽減戦略を実装することの合理性  

 

センシティブ情報へアクセスする政府機関を含むオーストラリアの組織のセ

キュリティ態勢が不十分であるならば、それらの組織は、洗練されていないサイ

バー侵入によっても危殆化される高い可能性がある。オーストラリアの経済的

繁栄にもたらされる損害、その結果により引き起こされるオーストラリアの市

民に対する損害に加えて、危殆化された組織の評判は傷つき、オーストラリア政

府に対する市民の信頼は徐々に失われ、さらに、洗練されていないサイバー侵入

を絶えずクリーンアップするために、乏しい財源と人的資源が必要以上に消費

される。  

 

多くの組織の資金とスタッフは、有限である。そして、組織のセンシティブ情

報を保護することの重要性に全力を尽くす経営陣を必要としている。軽減戦略

トップ 4 は、パッケージとして実装された時、サイバー侵入の 3 段階すべての

サイバー侵入に対処し、比較的少ない時間と努力とお金で、セキュリティ態勢を

大きく強化することができる。  

 

組織は、最初に、最も標的にされそうなユーザのワークステーションに、次に

すべてのワークステーションとサーバに、軽減戦略トップ 4 を実装し、それが
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終了したならば、残存リスクが許容できるレベルに達するまで、セキュリティ・

ギャップに対処するための追加の軽減戦略を選択することができる。  

 

軽減戦略を実装することに加えて、組織には、インシデント対応計画と関連す

る運用能力が必要である。それには、サイバー侵入から回復するための定期的に

運用・テストされているオフラインのバックアップが含まれる。これらの能力を

維持・向上するためには、技術スタッフ、データ所有者、広報部門及び法律スタ

ッフを含む企業の代表者からの支援を必要とする。  

 

サイバー侵入が特定された時、復旧活動の前に、（クリーニングする）合理的

な範囲を知る必要がある。さもなければ、組織は、サイバー空間の攻撃者によっ

て制御されているインターネット基盤へのネットワーク・アクセスを遮断した

り、危殆化されたワークステーションとサーバだけをクリーニングするという

「もぐらたたき」を演じることになる。その間に、同じ攻撃者は、異なるマルウ

ェアと異なるインターネット基盤を使用して、簡単に追加のワークステーショ

ンとサーバを危殆化する。  

 

より洗練されたサイバー侵入のために、オーストラリア通信電子局（ASD）は、

オーストラリア政府機関がサイバー侵入を封じ込め、根絶するための戦略的計

画を作成するのを援助することができる。さらに、オーストラリア通信電子局

（ASD）は、サイバー空間の攻撃者がすぐに機関のワークステーションとサーバ

へのアクセスを取り戻そうとする可能性に備えて、機関のセキュリティ態勢を

改善するのを援助することができる。  

 

組織は、定期的にインシデント対応計画及び能力をテストして、更新しなけれ

ばならない。そして、次のサイバー侵入を探知・対処するために必要な時間の短

縮を重視しなければならない。  

 

組織は、実装された軽減戦略の有効性をテスト・測定するために自動化した技

術を使用し、継続した監視及び軽減を実行しなければならない。そして、組織が
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重要な資産であると特定した情報、ワークステーション及びサーバを保護する

ために必要な追加の軽減戦略を実装しなければならない。情報漏えい防止ソリ

ューション（Data Loss Prevention solutions）を実装している組織は、通常、

既に重要なセンシティブ情報の格納場所を特定している。ミッシング・パッチ

（既に必要ないのに挿入されたままのパッチ：訳者注）、ワークステーション及

びサーバの既知の弱点、並びに探知されたサイバー侵入の試みは、上級マネージ

ャーが脅威を理解し、適切なリスク軽減措置の決定ができるようにするために、

定期的かつ組織的に報告されなければならない。  

 

積極的な組織は、単にサイバー侵入を探知するためのセキュリティ製品を待

ち望むのでなく、新たなサイバー侵入を発見することに投資すべきである。ウェ

ブ・ポータルサイトを通してオーストラリア政府機関が提供しているサイバー

空間の攻撃者のノウハウ及び危殆化の指標に関する情報へアクセスすることに

よって、組織は、サイバー侵入を特定することが容易となる。  

 

6．軽減戦略の詳細  

 

ホワイトリスト化（whitelisting）の概念は、軽減戦略の主要なテーマである。  

それによって、ネットワーク通信あるいはプログラム実行のような活動は、初期

設定により拒否される。そして、システム及びネットワーク管理者によって明白

に許可された業務上の要求に合致した活動だけが許される。  

伝統的なブラックリスト化の方法は、好ましくないと知られた若干の活動を

妨害するだけである。そして、ブラックリスト化は、状況の変化に対応し、多大

な時間を必要する一方で、僅かな安全しか提供できない。  

 

（1）軽減戦略#1 アプリケーションのホワイトリスト化  

 

ア．要旨  

すくなくとも、最も標的にされやすいユーザが使用しているワークステーシ

ョンに実装されているダイナミック・リンク・ライブラリ（Dynamic Link 



42 

 

Library：DLL）ファイル、スクリプト、及びインストーラーを含む悪意のある

又は承認されていないプログラムの実行を防止するために、許可／信頼された

プログラムをホワイトリスト化する。  

イ．本戦略の効用  

適切に設定・実装されたアプリケーション・ホワイトリスト化は、ソフトウェ

アがウェブサイトからダウンロードされたか、E メール添付ファイルとしてク

リックされたか、又はＵＳＢメモリー・スティック若しくは CD/DVD により取

り込まれたかを問わず、ソフトウェアの望ましくない実行を防止するのに有効

である。  

 

アクティブ・ディレクトリや他の認証サーバのような重要なサーバへのアプ

リケーションのホワイトリスト化の実装は、攻撃者がパスワード・ハッシュを取

得するか、さもなければ攻撃者がさらなる特権を提供するマルウェアを動作さ

せるのを防止するのに有効である。  

ウ．実装ガイダンス  

適度に洗練されたサイバー侵入に対する低レベルの合理的なバリアを提供す

るアプリケーションのホワイトリスト化の能力は、ユーザ（すなわち、マルウェ

ア）がどのディレクトリに書くことができ、それを実行することができるかを制

御するファイル・パーミッション（ file permission）と同様に、アプリケーショ

ンのホワイトリスト化を実装するために選ばれたベンダー製品（その設定状況

を含む）に依存する。  

 

それらのファイル拡張子に関係なく、承認されていないプログラムの動作を

防止するように、アプリケーションのホワイトリスト化のメカニズムを構成・設

定しなさい。  

 

可能であれば、ユーザ（ユーザの代わりに動作するマルウェア）が、軽減戦略

#15「成功及び失敗したコンピュータ・イベントの一元管理かつ同期されたロギ

ング」の中で記載されるような一般に偵察のために使用されるシステム実行可

能ファイル（system executables）を動作させるのを防止しなさい。  
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単にユーザがワークステーションのハードディスクへ新しいアプリケーショ

ンをインストールするのを防止することは、アプリケーションのホワイトリス

ト化ではない。  

 

アプリケーションのホワイトリスト化を組織全体へデプロイ（インストール

し、アクセス可能にすること：訳者注）する代わりに、段階的にアプリケーショ

ンのホワイトリスト化をデプロイすることは望ましいことである。たとえば、誤

検出を避けるためのアプリケーションのホワイトリスト化のメカニズムを完全

にテストした後、この機能を検証する 1 つのアプローチは、役員と彼らの補助

者が使用するワークステーションにアプリケーションのホワイトリスト化をデ

プロイすることである。そのようなユーザは、通常、Microsoft Office、電子メ

ール・プログラムとウェブ・ブラウザなどの限られた数のソフトウェア・アプリ

ケーションを使用する最も標的にされやすいユーザである。付加的な利点は、こ

れらのユーザが、彼らが悪意のある E メール添付ファイルをクリックしたり、

又は悪意のあるウェブサイトを訪問した時に、アプリケーション・ホワイトリス

ト化が危殆化を軽減したことを知らされると、彼らは、組織のより多くのユー

ザ・ワークステーションにアプリケーションのホワイトリスト化をデプロイす

ることを支持するかもしれない。  

 

組織が良好な変更管理プロセスを保有し、したがって、どんなソフトウェアが

ワークステーション及びサーバにインストールされるかについて理解している

ならば、アプリケーションのホワイトリスト化をデプロイすることは容易であ

る。“監査”／“ロギング”モードのアプリケーションのホワイトリスト化をテ

ストすることは、組織が、インストールされたソフトウェアの一覧表を作成する

のを助ける。一覧表が作成された時点で、アプリケーション・ホワイトリスト化

は、承認されていないプログラムが動作するのを防止する“実行（enforce）”モ

ードに適正に構成・設定することができる。  

 



44 

 

新しいソフトウェアをインストールするとき、実行可能（executable）でない

追加ファイルのためにハッシュをつくることを避けなさい。さもなければ、あら

ゆる新しいファイルがホワイトリスト化されるならば、ホワイトリストはあま

りに大きくなるであろう。そして、グループ・ポリシーに沿って配布されるなら

ば、ユーザのワークステーションへのログインは、受け入れ難いほど遅くなるか

もしれない。  

 

インストーラー又はインストールパッケージは、修正又は削除することがで

きるプログラムをインストールすることができる。一般のインストーラー・フレ

ームワークは、Windows インストーラーとインストールシールド（ソフトウェ

アをコンピュータに導入する際に使われるインストーラーを開発するためのソ

フトウェア：訳者注）を含んでいる。Windows インストーラ・パッケージは、

MSI ファイル拡張子を持っており、一般に MSI ファイルと呼ばれている。MSI

ファイルは、一般的に、Windows 環境でプログラムの自動インストール又は修

正のために用いられる。  

 

一部のベンダーから提供されているエンドポイント保護又はマルウェア対策

ソフトウェアは、アプリケーションのホワイトリスト機能を含んでいる。  

 

エ．詳細情報  

「Top 4 緩和戦略の詳細なガイダンス」は以下で利用可能である。  

http://www.asd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm  

 

情報セキュリティマニュアル：0843、0845、0846、0848、0849、0851、0955、0956‐0957 

 

（2）軽減戦略#２：アプリケーションへのパッチ適用  

 

ア．要旨  

アプリケーション、特に Java、PDF ビューア、Flash Player、Microsoft  
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Office、ウェブ・ブラウザ及び ActiveX を含むウェブ・ブラウザ・プラグインに

対してパッチを適用しなさい。また、インターネットでアクセスできるウェブサ

ーバ・ソフトウェアと同様に機密情報を格納するデータベースなどのサーバ・ア

プリケーションにもパッチを適用しなさい。  

 

アプリケーションの最新版を使いなさい。何故ならば、それらは、一般的にサ

ンドボックス化（保護された領域内でプログラムを動作させることで、その外へ

悪影響が及ぶのを防止するセキュリティモデル：訳者注）及びエクスプロイテー

ション（情報窃取：訳者注）対策能力などの追加のセキュリティ技術を取り入れ

ているからである。一部のベンダー・ソフトウェアについては、更新することが、

脆弱性を修正する唯一の方法である。  

イ．本戦略の効用  

組織が使用しているソフトウェアの「非常に危険な」脆弱性は、インターネッ

トを経由して侵入する攻撃者の未許可コードの実行を可能にすることができる。

そして、それは組織に重大な結果にもたらす。また、リスクのレベルは、脆弱性

をチェックするエクスプロイトコード（脆弱性実証コード：訳者注）が、たとえ

ば、Metasploit Framework（脆弱性テストを行うためのツール：訳者注）のよ

うなオープンソース・ツール又はサイバー犯罪用エクスプロイトキットのよう

な商業的に又は公然と使用可能であるかどうかによって影響を受ける。  

ウ．実装ガイダンス   

（ア）パッチの適用方法  

ワークステーションで動作しているアプリケーションとオペレーティングシ

ステムにパッチをデプロイする方法には、組織のリスク許容度に基づきいろい

ろな方法がある。レガシー（古い技術）、未対応、自社開発又は不完全な設計の

アプリケーションを組織がどれくらい使用しているかによっても、いろいろな

パッチング方法がある。業務が機能的に中断することが報告されたならば、一部

の組織は、ベンダーが不具合を修理するパッチを公開した後、2、3 時間待つと

いうバランスの取れた方法をとっている。  

●一部の組織は、システム管理者又は類似の技術的に熟練したユーザの 2、3

のワークステーションに、パッチをデプロイする。機能的不具合が一日のう
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ちに特定されなかった場合、組織は、あらゆる業務部門のユーザ、特に最も

標的にされやすいユーザが使用しているワークステーションのごく一部に

パッチをデプロイする。そして、機能的不具合の申し出が 1 日のうちにない

場合、パッチは他の全てのワークステーションにデプロイされる。この方法

は、機能的不具合があった場合にロールバック（後進復帰）する危険を冒し

ても、組織の脆弱性の暴露を最小にすると同時にパッチをテストするための

コストも最小にすることができる。  

●一部の組織は、デプロイする前にワークステーションのパッチテストにか  

なり多くの時間を費やしている。これは、デプロイされたパッチが業務に機  

能的な不具合をもたらす可能性を最小にするが、そのようなテストは組織に  

かなりの費用を掛けるとともに数週間あるいは数ヶ月の間、脆弱性が残存し  

たままとなる。そして、その結果は、ごく一部のワークステーションを破壊  

したパッチを除去するより、より多くの経費がかかる可能性がある。  

●サーバには、追加の機能を取り入れたサービス・パックをデプロイすること  

のみならず、通常、徹底したテストを必要とする異なる方法が使用される。  

（イ）パッチ管理  

どのソフトウェアがパッチを必要としているかを可視化するために、すべて

のワークステーションとサーバ、特に組織のネットワークに時々接続するかも

しれないラップトップにインストールされているソフトウェアの一覧表を保持

しなさい。そして、一覧表にソフトウェアのバージョンとパッチの履歴を含めな

さい。  

 

デプロイされたパッチが上手く適用され、依然として有効であることを確認・

記録するための自動メカニズムを使用しなさい。  

（ウ）最新バージョンの使用  

ベンダーの脆弱性に対するセキュリティパッチをもはや受けとれないソフト

ウェアを使用することを避けなさい。これは、特に、信頼できない潜在的に悪意

のあるデータと相互作用するソフトウェアにとっては重要である。インターネ

ット・ウェブサイトにアクセスするために、バージョン 8 より前の Internet 
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Explorer のみならず、バージョン X より前の Adobe Reader を使用し続けるこ

とを避けなさい。  

エ．詳細情報  

「緩和戦略トップ 4 の詳細なガイダンス」は、以下で使用可能である。  

http://www.asd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm  

 

情報セキュリティマニュアル：0790, 0297, 0298, 0300, 0303, 0304, 0940, 0941, 1143, 

1144, 1244, 1298, 1348‐1349, 1350‐1351, 1362, 1365‐1366.  

 

（3）軽減戦略#3 – オペレーティングシステムの脆弱性に対するパッチの適用  

 

ア．要旨  

オペレーティングシステムの脆弱性に対するパッチの適用。「非常に危険」 

な脆弱性にさらされているシステムに対しては、2 日以内に、パッチを適用す  

るか又は軽減しなさい。  

あなたの組織のビジネス要件を満たすオペレーティングシステムの最新バ  

ージョンを使用しなさい。何故なら、より新しいオペレーティングシステムは、 

一般的に、エクスプロイテーション対策能力を含む追加のセキュリティ技術  

を取り入れているからである。  

イ．本戦略の効用  

組織が使用するソフトウェアの「非常に危険」な脆弱性は、サイバー空間の  

攻撃者が、インターネットを経由して、未許可コードを実行することを可能に  

することができる。そして、それは組織に重大な結果にもたらす。また、リス  

クのレベルは、脆弱性をチェックするためのエクスプロイトコードが、たとえ  

ば、Metasploit Framework のようなオープンソース・ツール又はサイバー犯  

罪用エクスプロイトキットのように、商業的又は公然と使用可能であるかど  

うかにより影響を受ける。  

ウ．実装ガイダンス  

軽減戦略#2“パッチ・アプリケーション”の実装ガイダンスを参照しなさい。 
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特に、インターネットにアクセス可能なルータ及びスイッチのようなネッ  

トワーク装置にファームウェア・パッチを適用しなさい。  

 

Microsoft Windows XP 及び Microsoft Windows の旧バージョンを使うこと

を避けなさい。  

 

できれば、32 ビット・バージョンの代わりに Microsoft Windows の 64 ビッ

ト・バージョンを使用しなさい。何故なら、64 ビット・バージョンには追加の

セキュリティ技術が取り入れられているからである。  

エ．詳細情報  

軽減戦略トップ 4 の詳細なガイダンスは以下で利用可能である。  

http://www.asd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm 

 

Microsoft Windows の 64‐ビット・バージョンに含まれる追加のセキュリテ

ィ技術に関する詳しい情報は、以下で利用可能である。  

http://support.microsoft.com/kb/946765. 

 

情報セキュリティマニュアル 0790, 0297, 0298, 0300, 0303, 0304, 0940, 0941, 1143, 1144, 

1244, 1298, 1348, 1365‐1366 

 

（4）軽減戦略#4：管理者特権の制限  

 

ア．要旨  

管理者特権を、ユーザの役割に基づき、オペレーティングシステムとアプリケ

ーションに制限しなさい。そのようなユーザは、電子メールを読むこと、ウェブ

を閲覧すること（ウェブ・ブラウジング）、例えばインスタントメッセージング

などのインターネット・サービスを経由してファイルを取得することなどの管

理業務でない活動又は危険な活動のためには、別の非特権アカウントを使用し、

できるならば物理的にも別のワークステーションを使用しなければならない。
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そのようなユーザは、少なくとも軽減戦略トップ 4 が実装されたワークステー

ションを使用して管理業務を行わなければならない。  

イ．本戦略の効用  

マルウェアが、管理者特権をもつユーザとしてでなく、低い特権のユーザとし

て動作するならば、危殆化の影響は少なくなる。  

ウ．実装ガイダンス  

この軽減戦略は、以下に適用できる。  

●ドメイン又はローカル・システムの管理者特権を有しているユーザ及び非  

ウインドウズのオペレーティングシステムで同等の管理者特権を有してい  

るユーザ  

●昇格されたオペレーティングシステム特権を有するユーザ  

●データベースなどのアプリケーションへのアクセス特権を有するユーザ  

●ベンダーが遠隔操作を行うことを許諾する管理者アカウント  

 

エ．詳細情報  

軽減戦略トップ 4 の詳細なガイダンスは、以下で利用可能である。  

http://www.asd.gov.au/infosec/top35mitigationstrategies.htm 

 

情報セキュリティマニュアル：0405, 0434, 0445‐0448, 0985, 0709, 1175, 0582‐0583, 

0987, 1380‐1383, 1385‐1388. 

 

（5）軽減戦略＃5：ユーザ・アプリケーション設定（configuration）の堅牢化  

（堅牢化：脆弱性を減らすことでシステムのセキュリティを堅牢にすること：訳者注）  

 

ア．要旨  

ユーザ・アプリケーション設定の堅牢化により、インターネット・ベースの

Java コード、信頼できない Microsoft Office マクロ、並びに必要とされない／

望ましくないウェブ・ブラウザ及び PDF ビューアの機能を無効化する。  

 

イ．本戦略の効用  
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この軽減戦略は、攻撃対象領域（attack surface）をかなり減少するのを手  

助けする。  

具体的に言うと、これは、アプリケーションの正規の機能を利用するか又は

ベンダー・パッチが適用できない脆弱性を利用することによって、ホワイトリ

スト化を 回避す る「悪意 のある コンテン ツ企て （ malicious content 

attempting）」を含むサイバー侵入を軽減するのを助ける。  

 

（6）軽減戦略＃6：自動化された動的解析  

 

ア．要旨  

ネットワーク・トラフィック、新しい若しくは修正されたファイル又は他の  

構成変更を含む疑わしいふるまいを探知するために、電子メールとウェブ・コ  

ンテンツをサンドボックス内で動作させる自動化した動的解析を実施する。  

 

イ．本戦略の効用  

動的分析は、シグネチャの使用に依存するのでなく、ふるまい検知能力を使  

用することにより、組織がベンダーによって未だ確認されていないマルウェ  

アを探知するのを可能にする。  

 

（7）軽減戦略＃7：オペレーティングシステム（OS）に対する一般のエクスプ  

ロイトの脅威の軽減  

 

ア．要旨  

データ実行防止（Data Execution Prevention：DEP）、アドレス空間配置のラ

ンダム化（Address space layout randomization：ASLR）及び脆弱性軽減ツー

ルキット（Enhanced Mitigation Experience Toolkit：EMET)などの一般的な脅

威軽減技術を OS に適用する。  

エスイーリナックス（Security Enhanced Linux：:SELinux）とジーアール・セ

キュリティ（grsecurity）は、リナックス OS のための脅威軽減技術の例である。  

イ．本戦略の効用  
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これらの技術は、脆弱性を利用するために使用される技術を軽減するのを助

けるために、システム全体にわたる対策を提供する。それには、たとえ脆弱性の

存在と詳細が公然と知られていない場合でも、脆弱性軽減ツールキット（EMET)

が機能するように設定されている。  

 

（8）軽減戦略＃8：ホスト型の侵入探知／防止システム（IDS／IPS）  

 

ア．要旨  

例えばプロセス・インジェクション（システムプロセスに悪意あるコードを挿

入：訳者注）、キーロガー、ドライバーローディング及びコールフッキング（プ

ログラムに独自の処理を追加：訳者注）などのプログラムの実行の間の異常なふ

るまいを特定するためにホスト基盤の侵入探知／防止システム（IDS/IPS）を実

装する。また、不審なふるまいには、例えば、コンピュータ・サービスのような

レジストリ・セッティング及びファイルを修正又は追加するなどワークステー

ション又はサーバが再起動された後も持続しようとしているソフトウェアが含

まれる。  

イ．本戦略の効用  

ホスト型の侵入探知／防止システム（IDS/IPS）は、シグネチャの使用に依存

する代わりに、ふるまい検知能力を使用することにより、組織が、ベンダーによ

って未だ確認されていないマルウェアを探知するのを可能にする。  

 

（9）軽減戦略＃９：ローカル管理者権限の無効化  

 

ア．要旨  

サイバー空間の攻撃者が、いくつかのワークステーションで共有されている

危殆化されたローカル管理者証明書を使用して、組織のネットワーク全体に、簡

単に拡大することを防止するために、ローカル管理者権限を無効にする。  

イ．本戦略の効用  
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ローカル管理者権限の無効化は、サイバー空間の攻撃者が、サイバー侵入の第

2 段階の一部として組織のネットワーク全体に拡大することを防止することを

助ける。  

 

（10）軽減戦略＃10：ネットワークの分割及び分離  

 

ア．要旨  

センシティブな情報及び例えば、マイクロソフト・アクティブディレクトリ・

サービスによるユーザ認証などの重要なサービスを保護するために、ネットワ

ークをセキュリティゾーン毎に分割及び分離する。  

 

ネットワークの分割とは、ネットワークをより小さなネットワークにパーテ

ィションで区切ること（セグメント化）である。ネットワークの分離とは、どの

ワークステーションとサーバがどの他のワークステーションとサーバと通信す

ることを許可されるかを制御するルールを開発・実行することである。例えば、

大部分の会社のネットワークでは、ユーザ・ワークステーションの間の直接のネ

ットワーク通信は、必要がなく又は許可されていない。  

イ．本戦略の効用  

ネットワークの分割及び分離は、サイバー空間の攻撃者がサイバー侵入の第 2

段階の一部として、組織のネットワーク全体に拡大するのを防止するのを助け

る。  

 

これが、正しく実装されるならば、サイバー空間の攻撃者が組織の最もセンシ

ティブな情報の場所を探し出し、アクセスすることを相当難しくすることがで

きる。  

 

（11）軽減戦略＃11：複数要素認証  

 

ア．要旨  
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複数要素認証を、特に、最も狙われやすい標的のため、リモートアクセスのた

め及びユーザが特権的な行動（システム管理を含む）を行うか又はセンシティブ

情報のリポジトリ（ファイルやフォルダ）にアクセスしようとする時のために、

実装する。  

 

複数要素認証では、次の 3 つの方法のうち少なくても 2 つの方法を使用する

ことによりユーザが本人であることを証明する。  

●ユーザが知っている事、例えばパスワード又は PIN 

●ユーザが持っている物、例えば物理的トークン又は電子的証明書（ソフトウ  

ェアトークン等）  

●ユーザが誰であるか、例えば指紋  

イ．本戦略の効用  

複数要素認証は、サイバー空間の攻撃者がサイバー侵入の第 2 段階の一部とし

て、組織のネットワーク全体に拡大するのを防止するのを助ける。  

 

正しく実装されているならば、複数要素認証は、サイバー空間の攻撃者が、ネッ

トワーク上でさらに悪意のある活動を容易に行うために必要な正規の証明書を

盗むことを、相当難しくすることができる。  

 

（12）軽減戦略＃12：外部から入ってくるネットワーク・トラフィックを遮断

するソフトウェア型のアプリケーション・ファイアウォール  

 

ア．要旨  

ソフトウェア型のアプリケーション・ファイアウォールを実装しなさい。そし

て、それは悪意があるか、さもなければ未許可である外部から入ってくるネット

ワーク・トラフィックを遮断するよう標準設定しなさい。  

イ．本戦略の効用  

不必要なネットワーク接続を遮断することは、サイバー空間の攻撃者がサイ

バー侵入の第 2 段階の一部として、組織のネットワーク全体に拡大する能力を

減少するだけでなく、ワークステーションとサーバ上で稼働しているネットワ
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ーク・サービスの提供を制限することによって、潜在的な攻撃対象領域を減少す

る。  

 

（13）軽減戦略＃13：外部へ出ていくネットワーク・トラフィックを遮断する

ソフトウェア型のアプリケーション・ファイアウォール  

 

ア．要旨  

ソフトウェア型のアプリケーション・ファイアウォールを実装しなさい。そし

て、それは、ホワイトリストに登録されたアプリケーションによって生成された

ものでない、外部に出ていくネットワーク・トラフィックを、標準設定で遮断す

る。  

イ．本戦略の効用  

ホワイトリストに登録されたアプリケーションによって、ネットワーク・トラ

フィックを遮断することは、サイバー空間の攻撃者がサイバー侵入の第 2 段階

の一部として、組織のネットワーク全体に拡大すること及びサイバー侵入の第 3

段階の一部として組織のデータを密かに抜き取ることを防止する。  

 

（14）軽減戦略＃14：一時的に利用可能な仮想化かつサンドボックス化された

信頼できる運用環境  

 

ア．要旨  

ウェブ・ブラウジング（ウェブ・ブラウザを利用して Web サイトなどを閲覧

すること：訳者注）のような危険な活動のために、組織の内部のネットワークの

外側に、一時的に利用可能な仮想化かつサンドボックス化された信頼できる運

用環境を実装する。  

イ．本戦略の効用  

組織の内部ネットワークの外側に置かれたユーザの一時的に利用可能な仮想

化されたワークステーションを危殆化したサイバー空間の攻撃者は、サイバー

侵入の第 1 段階の一部として持続する能力及びサイバー侵入の第 2 段階の一部

として組織のネットワーク全体に拡大する能力を相当減少されるであろう。  
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（15）軽減戦略＃15：成功又は失敗したコンピュータ・イベントの一元化かつ  

同期されたログの取得  

 

ア．要旨  

自動化したリアルタイムのログ分析と共に、成功又は失敗したコンピュータ・

イベントの一元化かつ同期されたログの取得を実行する。そして、ログは少なく

とも 18 ヵ月、保存する。重要なログには、アクティブディレクトリ・イベント・

ログ並びに VPN及び他のリモートアクセス接続を含むユーザ認証に関連したロ

グだけでなく、セキュリティ製品により出力されたログが含まれる。  

イ．本戦略の効用  

一元化かつ同期されたログの取得と適時のログ分析は、サイバー侵入が生起

した場合に、より簡単に、より効果的な調査と監査を可能にすることだけでなく、

不審なふるまいのパターンを迅速に特定する組織の能力及び複数のワークステ

ーションとサーバ全体の記録されたイベントを関連付ける組織の能力を増大す

る。  

 

（16）軽減戦略＃16：許可された又は遮断されたネットワーク活動の一元化か  

つ同期されたログの取得  

 

ア．要旨  

自動化したリアルタイムのログ分析と共に、許可または遮断されたコンピュ

ータ・イベントの一元化かつ同期されたログの取得を実行しなさい。そして、ロ

グを少なくとも 18 ヵ月間保存する。重要なログには、DNS サーバ、Web ユー

ザーエージェントのヘッダー値を含む接続の詳細を含む Web プロキシ・ログ、

DHCP（インターネットなどのネットワークに一時的に接続するコンピュータに、

IP アドレス情報を自動的に割り当てる機器：訳者注）の割り当て情報、組織の

ネットワークに出入りするトラフィックの詳細を記録したファイアウォール・

ログ、及びネットワークフロー・データなどのメタデータが含まれる。  
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イ．本戦略の効用  

一元化かつ同期されたログの取得と適時のログ分析は、サイバー侵入が生起

した場合に、より簡単に、より効果的な調査と監査を可能にすることだけでなく、

不審なふるまいのパターンを迅速に特定する組織の能力及び複数のワークステ

ーションとサーバ全体の記録されたイベントを関連付ける組織の能力を増大す

る。  

 

（17）軽減戦略＃１7：電子メール・コンテンツ・フィルタリング  

 

ア．要旨  

ビジネス機能のために必要とされるファイルタイプとファイル拡張子でホワ

イトリスト化された添付ファイルだけを許可する電子メール・コンテンツ・フィ

ルタリングを実装しなさい。  

イ．本戦略の効用  

電子メール・コンテンツ・フィルタリングは、サイバー空間の攻撃者が悪意の

ある電子メールを使用してユーザのワークステーションを危殆化するのを防止

する。  

 

（18）軽減戦略＃18：ウェブ・コンテンツ・フィルタリング  

 

ア．要旨  

許可された種類のウェブ・コンテンツをホワイトリスト化するウェブ・コンテ

ンツ・フィルタリングを実装する。そして、ふるまい分析、インターネット型の

レピュテーション・レーティング（評判評価：訳者注）、ヒューリスティック（ウ

イルスに特徴的な挙動の有無を調べる手法：訳者注）及びシグネチャを使用する。 

イ．本戦略の効用  

効果的ウェブ・コンテンツ・フィルタリングは、サイバー空間の攻撃者が、侵

入したマルウェアと通信することをより困難にするだけでなく、マルウェア感

染又は他の不適切なコンテンツの閲覧リスクを減少する。ホワイトリストを定
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義することにより、マルウェアによって用いられる最も一般的なデータ通信と

データの密かな抜き取り技術の一つを取り除くことができる。  

 

（19）軽減戦略＃19：ウェブ・ドメインのホワイトリスト化  

（ウェブ・ドメインとは、Web サイトの URL の終わりにある .com や .jp などの

サイトが登録された場所を示す文字コードである。：訳者注）  

 

ア．要旨  

ウェブ・ドメインのホワイトリスト化を実装する。何故ならば、悪意のあるド

メインのうちの小さな割合をブラックリスト化するより、この方法の方がより

積極的かつ徹底的である。  

イ．本戦略の効用  

ホワイトリストを定義することにより、マルウェアによって用いられる最も

一般的なデータ通信とデータの密かな抜き取り技術の一つを取り除くことがで

きる。  

 

（20）軽減戦略＃20：なりすまし電子メールのブロック  

 

ア．要旨  

入ってくる電子メールをチェックするために、センダーID（Sender ID）又は

センダー・ポリシー・フレームワーク（Sender Policy Framework：SPF）を用

いて、なりすまし電子メールをブロックする。（センダーID 及び SPF は、電子

メールの送信元アドレスの偽称を防ぐ送信ドメイン認証技術：訳者注）さらに、

SPF レコード（自分のドメインでメール送信を許可するメール  サーバを特定す

るドメイン・ネーム・サーバ・レコードの一種：訳者注）を厳しく制御すること

は、自己組織のドメインのなりすましを防止する手助けとなる。  

イ．本戦略の効用  

SPF、又はその代替のセンダーID の実装は、なりすまし電子メールの探知を

支援し、その結果、なりすます電子メールの成功率を減少することができる。  
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（21）軽減戦略＃21：ワークステーション及びサーバの設定管理（configuration  

management）  

 

ア．要旨  

厳格な標準運用環境  (Standard Operating Environment：SOE)に基づくワー

クステーション及びサーバの設定管理を実行する。それは、例えば、使用してい

ない IPv6、自動再生（autorun）及び LM ハッシュ（LAN Manager ハッシュ）

などの不必要／望まれていない機能を無効にする。  

イ．本戦略の効用  

ワークステーションとサーバの一貫した設定管理の利点には次のものがある。 

●標準的なベースラインからの差異を監視することによってワークステーシ  

ョンとサーバ上の異常なソフトウェアを探知する能力  ―アプリケーショ  

ンのホワイトリスト化を実装することは、たとえ「監査／記録」だけのモー  

ドで構成されるとしても、この能力を提供する。  

●ネットワーク管理者が、どんなソフトウェアがネットワークを使っている  

かを知っていることは、ベースラインに役立っている。  

●新しく発表された脆弱性の重要度を評価することを援助する  

●危殆化されたワークステーション又はサーバを迅速に元の状態に回復する  

能力  

 

（22）軽減戦略＃22：ヒューリスティックな手法と自動化したインターネット  

型のレピュテーション・レーティングを用いたアンチウイルスソフト  

 

ア．要旨  

プログラムを実行する前に、プログラムの普及率とデジタル署名の信頼性を

チェックするために、ヒューリスティックと自動化したインターネット上のレ

ピュテーション・レーティングとを用いたアンチウイルスソフトを実装する。具

体的には、これには、インターネット利用者ベースで疑わしいファイルの普及率

をチェックし、そして、デジタル署名されたファイルが、期限が切れていない又
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は取り消されていない評判の良いベンダー証明書を使用しているかどうかをチ

ェックする。  

イ．本戦略の効用  

アンチウイルスソフトは、コンピュータ・ウイルス、ワーム、トロイの木馬、

スパイウェア及びアドウェアを含むマルウェアを防止・探知・除去するのを助け

る。  

 

（23）軽減戦略＃23：ワークステーションからインターネットへの直接接続の  

拒否  

 

ア．要旨  

DNS サーバ、電子メールサーバ、又は認証されたウェブ・プロキシサーバを

通過させる IPv6 対応のファイアウォールを使用することにより、ワークステー

ションから直接インターネット接続するのを拒否する。  

イ．本戦略の効用  

洗練度の低いサイバー侵入で使用されるマルウェアは、データを密かに抜き

出すことができない、そして、ワークステーションからの直接インターネットの

接続を拒否すれば、マルウェアは組織のインターネット・ゲートウエイを通過す

ることができない。結果、インターネット・ゲートウエイはそのような未許可の

企てを探知・ブロックする。  

 

（24）軽減戦略＃24：サーバ・アプリケーション設定（configuration）の堅牢  

   化  

 

ア．要旨  

例えばデータベース、ウェブ・アプリケーション、顧客管理（ customer 

relationship management：CRM）、財務、人事及び他のデータ記憶装置システ

ムなどのサーバ・アプリケーション設定の堅牢化を実行する  

イ．本戦略の効用  
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サーバ・アプリケーション設定の堅牢化は、組織が、悪意のあるデータ・アク

セス、並びにデータの窃取、漏えい、破損及び紛失のリスクを減少した環境でビ

ジネスを行うのを助ける。  

 

（25）軽減戦略＃25：強固なパスワードポリシーの履行  

 

ア．要旨  

十分な複雑さと長さを持ち、適切な有効期限を設定し、そして、パスワードの

再利用と辞書に載っている一般的な言葉の使用を禁止する強固なパスワードポ

リシーを履行する。  

これは、サービス・アカウント及び管理者特権を有する他のすべてのアカウン

トにとって特に重要である。  

イ．本戦略の効用  

パスワードが複雑で、長くて、暗号によって強いアルゴリズムでハッシュされ

るならば、サイバー空間の攻撃者がパスワード・ハッシュを解いて、サイバー侵

入の第 2 のステージの一部として、組織のネットワーク全体に拡大することは

より困難となる。  

 

（26）軽減戦略＃26：外部記憶媒体及び携帯型メディアの管理  

 

ア．要旨  

情報漏えい防止（Data Loss Prevention：DLP）戦略の一部として、可搬型及

び携帯型メディアを管理する。それには、保管、取扱、ホワイトリスト化、USB

機器の許可制、暗号化及び廃棄が含まれる。  

イ．本戦略の効用  

管理されかつ説明できる方法でメディアを使用することは、マルウェアの実

行と未許可のデータ漏えいのリスクを減少する。  

 

マルウェアに感染した USB メモリが、いくつかのオーストラリアの IT セキ

ュリティ会議で、主要なベンダーによって、不注意に配られた。その上、侵入テ
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スター（侵入経路を探そうとする者：訳者注）が、標的となったユーザの駐車場

の中で、悪意ある USB メモリ、CD 及び DVD を撒き散らしたことが知られて

いる。  

 

（27）軽減戦略＃27：Server Message Block (SMB)（ネットワーク上の複数の  

コンピュータの間でファイル共有やプリンタ共有などを行うためのプロ  

トコルおよび通信サービス：訳者注）及び NetBIOS（SMB の下位のプロ  

トコル：訳者注）へのアクセス制限  

 

ア．要旨  

ワークステーション上で、さらに可能であればサーバで稼働している SMB 及

び NetBIOS へのアクセスを制限する。  

イ．本戦略の効用  

この軽減戦略は、主として、サイバー侵入の第 2 段階の一部としての内部の

偵察及びネットワーク・プロパゲーション（横方向への移動）を軽減するのを助

ける。  

 

（28）軽減戦略＃28：ユーザ教育  

 

ア．要旨  

ユーザ、特に最も狙われやすい標的に対して、ソーシャル・エンジニアリング

を利用したスピアフィッシング（特定の人物を標的としたフィッシング：訳者注）

電子メール又は思いもよらない複製メールを特定し、IT セキュリティ・チーム

に報告するなどのインターネット脅威について教育を実施する。ユーザは、不審

な電話、例えば組織の IT 環境について聞き出そうとする正体不明の電話の相手

を報告しなければならない。そのような教育は、ユーザの行動に影響を及ぼすこ

とを重視しなければならない。  

イ．本戦略の効用  

ユーザ教育は、技術的な軽減戦略を補完することができる。ユーザは、不審な

電子メール又は電子メール添付ファイルを開けたとき、白紙の文書若しくは無



62 

 

関係な文書内容が表示されているなどの思いもよらない事象に気が付き、報告

することができる。これは、侵入ベクター（経路）としてのスピアフィッシング

電子メールを探知するのを援助することができる。しかしながら、サイバー侵入

を防止し、自動的に探知するためには、技術的な軽減戦略を実行することの方が、

ユーザ教育に頼ることより望ましい。  

ユーザをセキュリティに関連した判断をする立場に置き、彼ら全員が常に正し

い選択をするように教育したとしても、一部のユーザは誤った選択をして危殆

化されるという結果になるであろう。  

 

オーストラリア通信電子局（ASD）は、賢いノウハウを使用したいくつかのス

ピアフィッシング電子メールを知っている。そして、いくらユーザ教育をしよう

と、それらのサイバー侵入の企てを防止又は探知する手助けにならないであろ

う。  

 

ユーザ教育は、「水飲み場型」又は「ドライブ・バイ・ダウンロード型」の一

部として、悪意あるコンテンツを提供するための一時的に危殆化された合法的

なウェブサイトを訪問するのを防止することはできない。そのようなウェブサ

イト訪問は、ユーザが知ることのできる明白な兆候もなく、ユーザのワークステ

ーションを危険化するかも知れない。  

 

（29）軽減戦略＃29：ワークステーション上のマイクロソフト・オフィス・フ  

ァイルの点検  

 

ア．要旨  

ワークステーション上で潜在的に悪意のあるマイクロソフト・オフィス・ファ

イルの点検を実施する。  

イ．本戦略の効用  

マイクロソフト・オフィス・ファイルの検査および検証は、不正な形式のコン

テンツを特定するのを援助することができる。それによって、潜在的に悪意のあ

るコンテンツをブロックすることが可能となる。  
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（30）軽減戦略＃30：シグネチャ型のアンチウイルスソフト  

 

ア．要旨  

マルウェアを特定するために主に最新のシグネチャに依存するシグネチャ型

のアンチウイルスソフトを使用する。異なるベンダーから提供されるゲートウ

ェイ及びデスクトップに実装されたアンチウイルスソフトを使用する。  

イ．本戦略の効用  

アンチウイルスソフトは、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェア及

びアドウェアを含むマルウェアを防止・探知・除去するのを手助けする。  

 

しかし、シグネチャ型のアンチウイルスソフトは、ウイルスが出現してから対

応する方法であるため、ベンダーに知られていない標的型マルウェアに対処す

るのは困難である。  

 

（31）軽減戦略＃31：電子メールサーバ間のトランスポート・レイヤー・セキ  

ュリティー（Transport Layer Security：TLS）暗号化  

（TLS とは、主にサーバ間でやり取りするデータを暗号化するための仕組み：

訳者注）  

 

ア．要旨  

電子メールサーバの間の TLS 暗号化を使用する。  

イ．本戦略の効用  

送信及び受信電子メールサーバ双方の TLS 暗号化は、合法的な電子メールが

送信中に盗聴され、その後ソーシャル・エンジニアリングに利用されるのを防止

するのを助ける。  

 

（32）軽減戦略＃32：IP アドレスによってウェブサイトにアクセスする試みの

ブロック  
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ア．要旨  

ドメイン名の代わりに IP アドレスによってウェブサイトにアクセスする試み

をブロックする。  

イ．本戦略の効用  

この軽減戦略はサイバー空間の攻撃者のドメイン名を得ることを強制する。

その結果、攻撃者は、関連したサイバー侵入を特定するのに利用できるオーディ

ット・トレール（データ処理の内容を追跡調査できるように記録したデータ：訳

者注）を残すことになる。  

 

（33）軽減戦略＃33：ネットワーク型の侵入探知／侵入防止システム（IDS／

IPS）  

 

ア．要旨  

軽減戦略#16（許可された又は遮断されたネットワーク活動の一元化かつ同期

されたログの取得）で記録された異常を特定するために、シグネチャ及びヒュー

リスティックスを使用したネットワーク型の侵入探知／侵入防止システム

（IDS/IPS）を実装する。  

イ．本戦略の効用  

最新のシグネチャで正しく構成され、適切なプロセスで支援されたネットワ

ーク型の IDS/IPS は、既知のサイバー侵入手法を特定・対応するのを支援する。  

 

（34）軽減戦略＃34：ゲートウェイ  （コンピュータネットワークをプロトコル

の異なるネットワークと接続するためのネットワークノード：訳者注）のブラ

ックリスト化  

 

ア．要旨  

既知の悪意のあるドメイン及び IP アドレスへのアクセスをブロックするため

にゲートウェイのブラックリスト化を実装する。  

イ．本戦略の効用  
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ゲートウェイのブラックリスト化は、ユーザがサイバー空間の攻撃者によっ

て制御されているドメイン及び IP アドレスへ接続するリスクを減少する。  

 

（35）軽減戦略＃35：ネットワーク・トラフィックのキャプチャ  

（ネットワーク上の通信をすべて取り込み保存すること：訳者注）  

 

ア．要旨  

成功した侵入インシデントを事後に分析するため、ネットワーク周辺装置を

行き来するトラフィックだけでなく、内部の重要資産であるワークステーショ

ン及びサーバを出入りするネットワーク・トラフィックをキャプチャする。  

イ．本戦略の効用  

ネットワーク・トラフィックをキャプチャすることは、組織がサイバー空間の

攻撃者によって使用された手法を特定し、サイバー侵入によって引き起こされ

た損害の範囲を評価するのを援助する。成功したサイバー侵入後の分析は、危殆

化が修復されたことを確実にすることを助ける。（了）
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添付資料 A：標的型サイバー侵入の脅威を軽減する戦略―2014 年の主要な変更 
 

この添付資料は、標的型サイバー侵入に対する軽減戦略の一覧表及び軽減戦略の詳細文書の 2014 年版の主要な変更を明らかにしている。具体的には、この文書の本文

中に記載された主要な追加のガイダンスだけでなく、軽減戦略のディスクリプタ（文書中の重要な語句：訳者注）、ランキング及び全体的なセキュリティ有効性の主要

な変更を明らかにしている。 

 

全体に係る主要な変更 

 
文書及びセクション 変更及び理由 

標的型サイバー侵入に対する軽減

戦略、一覧表 

 

変更：軽減戦略トップ 4 が残りの軽減戦略から分離する文章様式への修正。 

理由：トップ 4 を実装することの優先順位をより明確にし、サーバへの実装が具体的に言及されることを確実にするため。 

変更：一覧表の列の修正 

・「侵入の防止又は探知のための設計」の列は削除された。 

・「侵入探知を助ける」の列が追加された。 

・「侵入第 1 段階の軽減を助ける：コードの実行」の列は、新しいタイトル「侵入第 1 段階の防止を助ける：コードの実行」

となった。 

・「侵入段階 2 の軽減を助ける：データの密かな抜き取り」列は、新しいタイトル「侵入段階 2 の阻止を助ける；ネットワー

ク・プロパゲーション」となった。 

・「侵入段階 3 の軽減を助ける：データの密かな抜き取り」列は、新しいタイトル「侵入段階 3 の封じ込めを助ける：データ

の密かな抜き取り」となった。 

 

理由：2012 年版では、PREVENT という用語は、悪意あるコードの実行を防止するというよりむしろ、しばしばサイバー空

間の攻撃者に彼らの目的の達成を可能にするための侵入の範囲の拡大するのを防止するという意味で使用されていた。たと

えば、「非持続的な仮想化・サンドボックス化された信頼される運用環境」は、侵入を防止することとして記載された。しか

し、この軽減戦略の主要な利点は、すでに実行されている悪性コードを防止することよりむしろ、悪性コードを封じ込めるこ

とである。一覧表の列の変更は、文脈において、侵入を PREVENT することは、具体的にはコードの実行を防止することで

あることを明確にすることを目的としている。 

標的型サイバー侵入に対する軽減

戦略―戦略の詳細、導入 

変更：モバイル機器へのこの文書の適用可能性に関する文章が追加された。 

理由：この文書の戦略の主要な焦点は、ユーザのワークステーションとサーバを防護することにあるが、同様に、モバイル機

器の安全な使用に関する他の使用可能なオーストラリア通信電子局（ASD）のガイドラインについて言及することにある。 

 

標的型サイバー侵入に対する軽減

戦略―戦略の詳細、軽減戦略を実装

することの合理性 

変更：組織がオフラインのバックアップを定期的に運用・テストする必要性に言及する文章を追加した。 

理由：このガイダンスは、組織がサイバー侵入から回復するのを助けるため。 
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軽減戦略の主要な変更 

軽減戦略の有効性に関するランキングの変化の原因は、すべての場合において提供されていない。 そのような変化は、ほとんどの場合、他の軽減戦略が導入されてい

るか、統合されるか、又はランクが変更になっている。有効性において相当変化した軽減戦略については、具体的な理由が提供されている。 

 

戦 略 2014 ↑↓ 2012 変更及び理由 

アプリケーションのホワ

イトリスト化 
1 ― 1 

変更：軽減戦略ディスクリプタの修正。「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：スクリプトやインストーラなどの追加の種類のプログラムに対処するため。 

アプリケーションへのパ

ッチ適用 

2 

 

― 

 

2 

 

変更：軽減戦略ディスクリプタは、ウェブ・ブラウザにパッチを当て、アプリケーションの最新版を使用するとい

う記述に修正。 

理由：新しいバージョンのアプリケーションには、一般的に、追加のセキュリティ技術が組み込まれていることは

もちろん、ウェブ・ブラウザと Java の脆弱性の利用が広がっていることを反映するため。 

変更：「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

追加理由：パッチ管理と、脆弱性のリスク評価を援助するため。 

オペレーティングシステ

ムの脆弱性に対するパッ

チの適用 

3 ― 3 

変更：「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：パッチ管理と脆弱性のリクス評価を助けるため。 

管理者特権の制限 4 ― 4 

変更：軽減戦略ディスクリプタの修正。「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：管理特権がユーザの任務に基づいて制限される必要があること。そして、この軽減戦略を以下に適用するこ

とを明らかにするため。 

・ドメイン又はローカル・システム管理者特権及び非ウインドウズ OS に関して同様の管理者特権を有するユー

ザ 

・昇格された OS特権を有するユーザ 

・データベースなどのアプリケーションへの特権アクセスを有するユーザ 

・ベンダーがリモートアクセスを行うことを許可する管理者アカウント 

ユーザー・アプリケーシ

ョ ン 設 定

（configuration）の堅牢

化  

5 ↑ 18 

変更：ランキングを 5 番へ上昇。軽減戦略ディスクリプタの修正と「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：Java の脆弱性あるいはマイクロ・オフィス・マクロの流行を利用する侵入を軽減することを含む攻撃対象

面を大きく減少することを援助するため。 

自動化された動的解析 6 N/A N/A 

変更：新しい軽減戦略を創出するために「電子メール・コンテンツ・フィルタリング」と「ウェブ・コンテンツ・

フィルタリング」からふるまい分析機能が抽出された。「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：この文書の前版が発表されてから、自動化動態分析技術の有用性と有効性が増加したため。 
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オペレーティングシステ

ム（OS）に対する一般の

エクスプロイトの脅威の

軽減 

7 ↑ 21 

変更：ランキングを 7 番に上昇。「全体的なセキュリティの有効性」の「価値」を Good から Excellent.へ変更。

軽減戦略ディスクリプタの詳細修正と「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：存在と脆弱性の詳細がその時に公然と知られていない場合でさえ、脆弱性の悪用に使用される技術を軽減

するのを助けるマイクロソフトの脆弱性軽減ツールキット（EMET）の証明された効果を反映するため。
１２３４５６７８９ 

 

ホスト型の侵入探知／防

止システム（IDS／IPS） 
8 ↑ 11 

変更：ランキングを 8 番に上昇。 

 

ローカル管理者権限の無

効化 
9 ↓ 5 

変更：ランキングを 9 番に降下。 

 

ネットワークの分割及び

分離 
10 ↓ 7 

変更：ランキングを 10 番に降下。軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

理由：この戦略により提供される保護を必要としているセンシティブ情報と重要なサービスの具体的な例を含ま

せるため。 

複数要素認証 

 
11 ↓ 6 

変更：ランキングを 11 番に降下。 

外部から入ってくるネッ

トワーク・トラフィック

を遮断するソフトウェア

型のアプリケーション・

ファイアウォール 

12 ↓ 8 

変更：ランキングを 12 番に降下。軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

 

 

 

 

外部へ出ていくネットワ

ーク・トラフィックを遮

断するソフトウェア型の

アプリケーション・ファ

イアウォール 

13 ↓ 9 

変更：ランキングを 13 番に降下。軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

 

 

 

一時的に利用可能な仮想

化かつサンドボックス化 

された信頼できる運用環

境 

14 ↓ 10 

変更：ランキングを 14 番に降下。軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

 

 

 

 

成功又は失敗したコンピ

ュータ・イベントの一元

化かつ同期されたログの

取得 

15 ↓ 12 

変更：ランキングを 15 番に降下。 

変更：「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：ログ分析活動をどこに集中すべきというさらなるガイダンスを提供するため。 
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許可された又は遮断され

たネットワーク活動の一

元化かつ同期されたログ

の取得 

16 ↓ 13 

変更：ランキングを 16 番に降下。 

 

 

電子メール・コンテンツ・

フィルタリング 
17 ↓ 14 

変更：ランキングを 17 番に降下。戦略ディスクリプタ及び「軽減戦略の詳細」の修正。 

理由：サイバー空間の攻撃者がますます、ビジネス目的を装ったファイルを添付するか（そのためにホワイトリス

ト化が必要）、又は添付ファイルの代わりにハイパーリンクを挿入したスピア・フィッシング電子メールを使用す

ることを反映するため。また、この軽減戦略のふるまい分析構成要素は、現在、新しい軽減戦略＃6「自動化され

た動態分析」に詳しく取り上げられている。 

ウェブ・コンテンツ・フィ

ルタリング 

 

18 ↓ 15 

変更：ランキングを 18 番に降下。戦略ディスクリプタの微修正 

理由：この軽減戦略のふるまい分析構成要素は、新しい軽減戦略＃6「自動化された動態分析」によって、詳しく

取り上げられている。 

ウェブ・ドメインのホワ

イトリスト化 
19 ↓ 16 

変更：ランキングを 19 番へ降下。 

理由：サイバー空間の攻撃者は、一時的に危殆化されたウェブサイトだけでなく、合法的な（おそらくホワイトリ

スト化された）クラウド・コンピューティング・サービスを利用して、マルウエアを配布・制御していることを反

映させるため。１０１１１２ 

変更：現在、前版の軽減戦略#17「HTTPS/SSL ドメインのためのウェブ・ドメインのホワイトリスト化」を取り

入れている。 

理由：HTTPS/SSL を使用するウェブサイトの数の相当の増加を反映させる。 

なりすまし電子メールの

ブロック 
20 ↓ 19 

変更：ランキングを 20 番に降下。「軽減戦略の詳細」への文章の追加。 

理由：より完全なガイダンスを提供して、サブドメインと実在しないサブドメインのための SPF レコードの誤構

成を回避するのを助けるため。１３ 

ワークステーション及び

サーバの設定管理 
21 ↑ 22 

変更：ランキングを２１番に上昇。軽減戦略の詳細の微修正と悪意のある DLL ファイルがダウンロードされるの

を軽減する。 

理由：サイバー侵入技術を反映させるため 

変更：前版の軽減戦略＃31「LanMan パスワード支援の無効化」が（本戦略に）取り込まれている。 

ヒューリスティックな手

法と自動化したインター

ネット型のレピュテーシ

ョン・レーティングを用

いたアンチウイルスソフ

ト 

22 ↑ 25 

変更：前版の軽減戦略＃25 の「アンチウイルスソフト軽減」は 2 つの軽減戦略に分割された。そして、その一つ

がこの新しい軽減戦略である。「軽減戦略詳細」に文章が追加された。 

理由：シグネチャー型のアンチウイルスソフトと、ヒューリスティックな手法と自動化したインターネット型の

レピュテーション・レーティングを使用したアンチウイルスソフトとの有効性の違いを反映するため 
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ワークステーションから

インターネットへの直接

接続の拒否 

23 ↑ 24 

変更：ランキングを 23 番に上昇。 

サーバ・アプリケーショ

ン設定（configuration）

の堅牢化 

24 ↓ 23 

変更：ランキングを 24 番に降下。軽減戦略ディスクリプタの微修正 

強固なパスワードポリシ

ーの履行 
25 ↑ 27 

変更：ランキングを 25 番に上昇。 

変更：軽減戦略ディスクリプタの微修正。「軽減戦略の詳細」へ僅かな追加 

理由：適切に設定された安全なパスワードの保存場所の使用は、多くの複雑なパスワード保存・管理することを援

助することができることを指摘するため。 

可搬型及び携帯型メディ

アの管理 
26 ↑ 29 

変更：ランキングを 26 番に上昇。「軽減戦略の詳細」へ僅かな追加。 

Server Message Block 

（SMB）及び NetBIOS

へのアクセス制限 

27 ↑ 28 

変更：ランキングを 27 番に上昇。 

変更：「軽減戦略の詳細」へ僅かな追加。 

理由：技術的な役割を有するスタッフを教育する特定の必要性を明確にするため。 

ユーザ教育 28 ↓ 20 

変更：ランキングを 28 番に降下。 

理由：ユーザ教育は、「水飲み場型攻撃」又は「ドライブ・バイ・ダウンロード型攻撃」の一部として悪意のある

コンテンツを供給する一時的に危殆化された合法的なウェブサイトを、ユーザが訪問するのを防止できないこと、

を反映するため。そのようなウェブサイトを訪問することは、ユーザが分かる明らかな兆候がないままにユーザ

のワークステーションを危殆化するかもしれない。 

変更：「軽減戦略の詳細」へ僅かな追加。 

理由：この戦略が主として軽減するリスク（内部の偵察及びネットワーク・プロパゲーション）に関する特定の情

報を提供するため。 

ワークステーション上の

マイクロソフト・オフィ

ス・ファイルの点検 

29 ↓ 26 

変更：ランキングを 29 番に降下。軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

 

 

 

シグネチャ型のアンチウ

イルスソフト 
30 ↓ 25 

変更：ランキングを 30 番に降下。戦略ディスクリプタ及び「軽減戦略の詳細」の修正。 

理由：シグネチャ型のアンチウイルスソフトとヒューリスティックな手法と自動化したインターネット型のレピ

ュテーション・レーティングを用いたアンチウイルスソフトとの有効性の違いを反映するため。 

（現在、アンチウイルスソフトに関して 2 つの異なった軽減戦略#22 と#30‐が示されている。） 
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電子メールサーバ間のト

ランスポート・レイヤー・

セキュリティ（TLS）暗号

化 

31 ↓ 30 

変更：ランキングを 31 番に降下。 

 

 

 

 

IP アドレスによってウ

ェブサイトにアクセスす

る試みのブロック 

32 ― 32 

変更：軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

理由：実装ガイでンスを提供するため。 

変更：「全体的なセキュリティの有効性」の「価値」を Good から Average.へ変更。 

理由：合法的なウェブサイトを危殆化するサイバー空間の攻撃者は、自動的にドメイン名を継承することを反映

するため。また、この軽減戦略は、匿名でインターネット利用者に無料で提供されるダイナミックドメイン及び他

のドメインを手に入れるサイバー空間の攻撃者に対しては無効である。 

ネットワーク型の探知／

防止システム（ IDS／

IPS） 

33 ― 33 

変更：変更なし。 

 

 

ゲートウェイのブラック

リスト化 
34 ― 34 

変更：変更なし。 

 

ネットワーク・トラフィ

ックのキャプチャ 
35 ― 35 

変更：軽減戦略ディスクリプタの微修正。 

理由：ネットワーク周辺装置を行き来するトラフィックだけでなく、内部の重要資産であるワークステーション

及びサーバを出入りするネットワーク・トラフィックをキャプチャすることを強調するため。 
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