
ホワイトペーパー 

Anti-Phishing Working Group などのサイバー犯罪防止

連合がまとめたデータによると、世界のコンピュータの約

3 分の 1 がマルウェアに感染しています。さらに悪いこと

に、Panda Security が行った調査で、1 日のマルウェア

サンプル数は 2013 年最終四半期の 80,000 件から

2014 年第一四半期には 160,000 件に急増していること

が示され、これに証明されているように、感染リスクはま

すます増大しています。 

影響を受けた企業は、競争力の損失や大規模な組織機

能停止など、長期的な影響に直面する可能性がありま

す。政府機関が巻き込まれると、国家の安全の脅威にも

なり得ます。マルウェア感染の多くは、保護されたネット

ワークに侵入する持続的標的型攻撃へと発展します。 

 

 

 

そのマルウェア試験は 
有効ですか？ 
感染システムおよびペイロードの検査は必須 

 

エグゼクティブサマリー 

技術が進化するのと同じように、マルウェアも進化しています。不幸なことに、

技術の大きなトレンドが、強力で新しいマルウェアの活動の舞台を提供するこ

とがよくあるのです。たとえば、スマートメーター、インテリジェントセンサーお

よびリモート管理の高速道路標識など、インフラストラクチャの接続性が増大

すると、コアサービス破壊のリスクが高まります。 

マルウェアの検知および防止には、さまざまなセキュリティソリューションが使

用されます。たとえば、ファイウォールおよびネットワーク侵入防止システム、

ディープパケット検査機能、統合脅威管理システム、アンチウイルスおよびア

ンチスパムゲートウェイ、コンテンツフィルタリング、データ損失防止システム

などです。これらのシステムにおける新しいセキュリティ技術は一層の進歩を

遂げており、保護ネットワーク内ですでに感染しているエンドポイントを特定す

ることで、セキュリティ違反を検知することができます。これは、多くの場合、さ

まざまなネットワークベースの行動特性分析を利用して実行されます。 

これらすべてのセキュリティソリューションおよび機能を配備していたとしても、

マルウェアがターゲットシステムの感染を成功させる可能性は残っています。

マルウェアを阻止するには、さまざまなマルウェアベースの攻撃を使用して、

すべてのセキュリティソリューションが適切に機能するかを慎重にテストおよ

び検証する必要があります。セキュリティソリューションを徹底的に検査する

には、実際のマルウェアペイロードを生成して感染したシステムからのネット

ワークトラフィックをエミュレートできる試験装置が必要です。 

また、完全なセキュリティソリューション試験には、性能、可用性、セキュリティ

およびスケールを考慮した適切な試験方法も必要です。これらの 4 つの要素

を総合的に評価することで、信頼性の高い試験結果を得ることができます。 

重要なのは、現実の状況下で試験を行うということです。つまり、通常の運用

状況に加え、インフラストラクチャに大きなストレスがかかるピーク負荷時にも

試験を実施する必要があります。また、さまざまなレベルのネットワークトラフ

ィックを正確にシミュレートするだけでなく、実際のトラフィックミックスを正確に

再現する必要もあります。 
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マルウェアとは 
マルウェア（malware）は、悪意のあるソフトウェア（malicious software）の略で、コンピュータ操作の破壊、機密情報の収集ま

たは個人のコンピュータシステムへの不正アクセスに使用される、幅広いカテゴリの敵意あるソフトウェアを意味する総称です。

一般的なマルウェアのタイプは以下のとおりです。 

 アドウェア: 形式によっては合法的とみなされる場合も

ありますが、それ以外のものは、コンピュータシステムに

不正にアクセスし、ユーザに多大な悪影響を及ぼしま

す。 

 キーロガー: 一般的にはひそかに実行され、キーボード

のキー入力を追跡し、パスワードやクレジットカード番号

を記録することがあります。 

 ランサムウェア: ランサムウェアは、それ自身をコンピ

ュータシステム上に定着させた後、システムへのアクセ

スを制限し、それを解除するための身代金を要求します。

また、ファイルを人質に身代金を要求する場合もありま

す。 

 ルートキット: このタイプのマルウェアは、コンピュータシステムへの特権アクセスを取得して、通常の方法の検知にか

からないようにします。 

 スパイウェア: コンピュータユーザの活動を無断で監視して、ソフトウェアの作者などに報告します。 

 トロイの木馬: 最初は好ましい機能を実行しているように見えますが、その後、コンピュータシステムへの不正アクセス

を支援します。 

 ウイルス: コンピュータウイルスは一般的に、実行可能ファイルに添付されることで、悪意のある活動を実行し、他のシ

ステム上に自己の複製を作ります。 

 ワーム: ウイルスと同様、悪意のある活動を実行し、他のシステム上で自己複製できるスタンドアロンのソフトウェアで

す。 
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Panda Security の『PandaLabs’ Annual Report for Q2 2015』によると、2015 年第二四半期で 2,100 万以上の新しい脅威

が発生しました。この3か月間で230,000以上の新しいマルウェアおよび変種が「毎日」作成されるという状況の中、進化する

マルウェアの脅威に対抗するために、IT 部門には「頻繁な試験と継続的な監視」を実施することが求められます。 

マルウェアの数と種類は膨大であるため、当然、マルウェアがコンピュータシステムを感染させるために利用できる手段も多

彩です。たとえば、マルウェアは、オペレーティングシステム、アプリケーション、ブラウザ、ブラウザプラグインおよびその他の

タイプのソフトウェアにおけるセキュリティ上の欠陥を悪用します。また、悪意のある JavaScript コードを含む HTML 電子メー

ルが自動的に開く古い電子メールシステムなど、設計上のセキュリティ不備も利用します。ユーザおよびコードが過度の特権

を持つ場合も、マルウェアによりコンピュータシステムが破壊される危険が高まります。 

また、マルウェアは、以下のようなさまざまな手段を利用して、他のコンピュータシステムに拡散していきます。 

 一般的なインターネットファイルシステム（SMB/CIFS）やネットワークファイルシステム（NFS）などをベースとするファイ

ルサーバーでは、ユーザが感染ファイルにアクセスし、ダウンロードすることで、マルウェアが急速に拡散します。 

 ファイル共有システムでは、マルウェアは、自身をリムーバブルメディアにコピーし、その後、コンピュータシステム上に

自身のコピーを作成します。 

 ピアツーピア（P2P）のファイル共有では、音楽や画像など、一見無害なファイルを共有することで、マルウェアが取り込

まれます。 

 悪意のあるコードを含む電子メールの添付ファイルは、不用心なユーザが開くことで、コードが実行されます。また、他

のユーザに転送されることもあり、マルウェアのさらなる拡散を助長することもあります。 

 リモートで悪用できる脆弱性により、ハッカーは、コンピュータユーザによる操作をほとんどまたは全く必要とせずに、地

理的に大きく離れたシステムにもアクセスできます。 

 

これらの手段が示唆しているように、マルウェアは一般に、ネットワークを経由して企業、大学、政府機関および家庭に入り込

みます。ネットワークは、主な侵入経路である一方で、標的のコンピュータシステムへのマルウェア侵入を阻止できる機会にも

なります。ファイアウォール、統合脅威管理（UTM）システム、認証システムなど、これらはすべて、マルウェアの脅威の軽減

に使用できる手段です。同時に、広範囲のマルウェアベース攻撃を使用してこれらすべてのシステムを注意深くテストおよび

検証することで、攻撃（特に毎日検出される多くの新しい攻撃）に対して最新の状態を保ち適切に機能するかを確認する必要

があります。 
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動機、リスク、影響 
マルウェアを阻止する上では、その動機、リスクおよび影響を理解することが役に立ちます。多くの場合、これらの属性の間に

は相関関係があります。たとえば、金銭的動機は金銭的リスクと関連する傾向があり、結果として、金銭的な影響が生じま

す。 

動機 
マルウェア対策を一層困難にしているのが、その背後にある動機の多様性と予測の難しさです。場合によっては、単にハッ

カーコミュニティ内で自身の能力を示して有名になりたいという欲求が動機になっていることもあります。また、自らの行為をア

クティビズム（積極行動主義）に関連付けて正当化するハッカーもいます。これは一般に「ハクティビズム」と呼ばれています。

たとえば、特定の行政データについて公開を主張する個人または団体が、マルウェアを使用してそのデータを盗み公開する

場合もあります。さらに、経済的または金銭的目的が動機になっているマルウェアもあります。犯罪者は、個人または団体とし

てマルウェアを開発および利用して、データ、ID および金銭を盗みます。一部のマルウェアは、時には国家的支援を受けて、

産業スパイ、政治スパイ、コアサービスの破壊、ひいてはサイバー戦争にも利用されています。 

リスクと影響 
マルウェアの動機と同様、マルウェア感染に関連するリスクも多種多彩です。また、攻撃対象となる組織の種類によってリスク

の種類が異なります。顧客のクレジットカード情報などの金融データを保管する企業にとっては、訴訟および損失補償による

大きな経済的打撃というリスクがあります。ブランド価値へのダメージや顧客からの信頼の失墜によってさらなる損失を被るリ

スクもあります。 

金融資産やその他の貴重なデータとほとんど関係がない

組織であっても、攻撃される可能性はあります。攻撃者は、

スパムの送信または他の組織への攻撃開始の足掛かりと

するだけのために、組織の IT インフラストラクチャへのアク

セスを狙うかもしれません。あるいは、恐怖や混乱を招くた

めに、貴重というよりは要注意扱いのデータを暴露しようと

することもあるでしょう。 

マルウェアに感染した組織が受ける影響は、組織活動の少々の混乱といった比較的小さい一過性のものもあれば、競争力の

損失や大規模な組織機能停止など、より重大で長期的な場合もあります。政府機関が巻き込まれると、国家の安全の脅威に

もなり得ます。 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

spirent.com| 5 

ますます高まるマルウェアのリスク 
技術が進化するのと同じように、マルウェアも進化しています。あらゆる種類の組織が目標達成に近づくために新しい技術を

導入および使用する中で、予期せぬ脆弱性が、マルウェア開発者によってすぐに発見され利用されています。つまり、不幸な

ことに、技術の大きなトレンドが、強力で新しいマルウェアに活動の場を提供することがよくあるのです。 

インフラストラクチャの接続 
ミレニアム（2000 年）を境に世界のすべての IT インフラストラクチャが相互に接続されたかのように見えましたが、技術的な

「孤島」はまだ存在していました。たとえば、警察、消防、運輸、水道および電力などの公共インフラストラクチャは、隔離され

た ITコンポーネントを少なくともいくつか持っている傾向がありました。現在、かつて隔離されていたこれらのインフラストラクチ

ャの多くが、インターネットを介してアクセス可能になっています。数十年の間、ネットワークおよびインターネットは、マルウェ

アの拡散経路となっていました。現在では、さらに多様なインフラストラクチャが接続されています。スマートメーター、インテリ

ジェントセンサーおよびリモート管理の高速道路標識はすべて、インターネットを介してアクセス可能です。接続性が増大する

ことで、効率性などのメリットも生まれる一方で、マルウェアによるインフラストラクチャや関連サービスの破壊のリスクも高まっ

ています。 

増加を続けるエンドポイント 
ネットワークに接続されるエンドポイントの数および種類は、インフラストラクチャの接続よりも、かなり急速に増加しています。

わずか数年前までは、IT 組織で使用されていたものといえば、たとえば、1 種類のデスクトップコンピュータ、数バージョンのラ

ップトップ、そして恐らく 1 種類の承認済みスマートフォンぐらいであったかもしれません。しかし、タブレットや

Bring-Your-Own-Device（BYOD）の出現により、無数のデバイスが職場のネットワークに接続されています。 

ここで明らかに問題となるのは、これらのデバイスの多くが職場以外で使用され、安全性の低いネットワークに接続されるとい

うことです。これらのエンドポイントデバイスが感染すると、マルウェアは職場内の他の多くのデバイスにも拡散します。現在、

IT組織は、自社ネットワークに接続されるデバイスを完全には管理できていないので、マルウェア阻止の方法を改善する必要

があります。 
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マルウェアの阻止 
実質的にすべての IT 環境で、マルウェアの検知および阻止に寄与する何らかのセキュリティソリューションが使用されていま

す。 

ディープ パケット インスペクション（DPI）も、マルウェアを阻止するための重要な方法です。 

DPI は、侵入検知システム（IDS）および侵入防止システム（IPS）の機能と従来のステートフルファ

イアウォールを兼ね備えています。 

多くのスイッチでは、以下のような、さまざまな組み込みセキュリティ機能も使用しています。 

 アクセス制御リスト（ACL） 

 DHCP スヌーピング防止 

 ダイナミック ARP 検査 

 ポートレベルのトラフィック制御 

セキュリティソリューションおよびマルウェア 
ファイアウォールには、さまざまなマルウェアを検知および阻止するためのさまざまなルールを設定できます。UTM システム

は、複数のセキュリティ機能を単一のアプライアンスで提供することで、さらに包括的な保護を提供します。たとえば、ネット

ワークファイアウォール、NGFW、ネットワーク侵入防止、ゲートウェイアンチウイルス（AV）、ゲートウェイアンチスパム、仮想

プライベートネットワーク（VPN）、コンテンツフィルタリングおよびデータ漏洩防止などです。 

セキュリティソリューション試験は必須 
これらすべてのセキュリティソリューションおよび機能を配備していたとしても、マルウェアがターゲットシステムへの感染を成

功させる可能性は残っています。問題の 1 つとして、これらのセキュリティ対策の多くが複雑であるために、適切に導入、設定

または管理されていないケースが少なくないということが挙げられます。残念ながら、ファイアウォールまたはスイッチポートの

設定を 1 つ間違うだけで、安全な環境かマルウェア被害に遭う環境か、道が分かれてしまうのです。大規模なマルウェアデー

タベースを使った試験でも、6 年以上も前のデータでは意味がありません。Spirent は、新たに検出されたマルウェアやゼロデ

イマルウェアの構造モデルを提供しています。これは、TestCloud™コンテンツサブスクリプションを介してすぐに試験に利用す

ることができます。それにより、数千のマルウェアサンプルが提供され、広範な試験範囲に対応することが可能です。 

マルウェアを阻止するには、さまざまなマルウェアベースの攻撃を使用して、すべてのセキュリティソリューションが適切に機

能するかを慎重にテストおよび検証する必要があります。最新の攻撃に対する試験の実施を確保するには、強力な最新のマ

ルウェアシグネチャライブラリを使用する必要があります。また、この試験は、正真正銘現実的なトラフィックがネットワークを

通過しているときに実施する必要があります。 

感染システムとペイロード 
これらすべてのセキュリティソリューションのフルテストに必要なトラフィックをすべての試験装置が提供できるわけではありま

せん。たとえば、セキュリティソリューションは、ネットワークトラフィック内のマルウェアペイロードだけでなく、すでに感染してい

るシステムを検知できなければなりません。しかし、試験装置で感染システムのネットワーク動作を正確にシミュレートできな

ければ、マルウェア検知システムを完全にテストすることはできません。同様に、試験装置で実際のマルウェアペイロードを生

成できない場合には、DPI などのセキュリティソリューションの完全なテストは実施できません。試験装置を選ぶには、実際の

マルウェアペイロードを生成して感染したシステムからのネットワークトラフィックをエミュレートできるものを選択してください。

試験装置は、これら両方のタイプのトラフィックを大規模に生成しながら、他の現実的ネットワークトラフィックにも対応できるも

のでなければなりません。 
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マルウェアの試験方法 
IT における多くの問題には、相互に依存するいくつかの要素や、これらの間の妥協点が関わっています。たとえば、IT プロジ

ェクトは、スコープ、スケジュールおよびリソース間の妥協点を見つけることで決まることがよくあります。追加機能（スコープ）

が必要な場合、追加リソースの適用や延長スケジュールの容認が必要になります。同様に、重要なプロジェクトスタッフメン

バー（リソース）を失うと、スケジュールの延長やプロジェクトスコープの縮小が必要になります。マルウェア対策に関しても、関

連要素はもっと多いものの、良くも悪くも同様のダイナミクスが働くのです。 

マルウェアからの保護という意味での IT セキュリティを厳しくしすぎると、組織の円滑な運営が困難になる可能性があります。

たとえば、適正ユーザを含め、誰も IT システムにアクセスできなければ、そのマルウェア防止システムが適切に機能していな

いことは明らかです。 

マルウェア防止などのセキュリティ問題を扱う際に考慮すべき、相互に依存する要素が、さらに 4 つあります。それは、性能、

可用性、セキュリティおよびスケールです。適切なセキュリティ試験を実施するためには、このマルウェア試験法に従う必要が

あります。これら 4 つの要素すべてにまたがったテストを行うことで、適切な妥協点を見極めることができます。 

試験は、いずれもマルウェア試験に関連する各要素への疑問について、数多くの答えを提供してくれます。以下にいくつかの

例を示します。 

性能 
 ネットワークは、マルウェアの検出と並行して正常なトラフィックをどのくらい処理できるか 

 マルウェア防止メカニズムは、レイテンシまたは QoS に関してどのような影響をユーザに与えるか 

可用性 
 マルウェアによりデバイスがフェイルオープンまたはフェイルクローズ状態になった場合、重要なサービスはダウンする

か 

 攻撃を受けた場合でも顧客にサービスを提供できるか 

 サービスがフェイルオーバーモードに切り替わるまでどのくらいの時間がかかるか 

セキュリティ 
 システムはいくつのマルウェアを検知および阻止できるか 

 システムは最新のセキュリティ脅威を阻止できるか。試験に使用するマルウェアライブラリは最新の状態にあるか 

スケール 
 通常の状態でどのくらいのユーザをサポートできるか。攻撃時にはどのくらいか 

 新しいセキュリティソリューションを追加することで、サポート可能なユーザ数にどのような影響があるか 

 



ホワイトペーパー 
 
 
 
 
 
 
 

そのマルウェア試験は有効ですか？ 
感染システムおよびペイロードの試験が必須 

 

 

 

セキュリティ& 
アプリケーション

（AppSec）について 

Spirent の試験技術は、現実のト

ラフィック量や脅威と攻撃シナリ

オをエミュレートすることで、世界

で最も脆弱なネットワークのセキ

ュリティ、性能および効果の測定

に使用されています。それによっ

て、大量のトラフィックに起因する

速度制限や完全停止をユーザが

経験するような事態が起こらない

よう努めています。 

詳細 

セキュリティ試験の詳細について

は 、

www.spirent.com/go/tws-securi
ty をご覧ください。 

検査に関するその他の考慮事項 
重要なことを最後にもう一度言います。試験は、現実の状況下で行う必要があります。つまり、通常の運

用状況下に加え、インフラストラクチャに大きなストレスがかかるピーク負荷時にも試験を実施する必要

があります。セキュリティを検証するには、攻撃をシミュレートした状況下でも試験を実施する必要があり

ます。現実的な試験を実施できないと、問題が検出できず、実稼働環境で初めて問題に遭遇することに

なり、結果的に対策コストが最大限にまでかさんでしまうことになります。 

現実的な試験を行うことは、さまざまなレベルのネットワークトラフィックを正確にシミュレートする以上の

価値があります。また、実際のトラフィックミックスの正確な再現も含める必要があります。たとえば、

ユーザが SSL 接続や IPsec トンネルを使用して企業取引を完了する場合があるでしょう。マルウェア検

査は、安全なトラフィックと安全でないトラフィックの両方を並行して実施する必要があります。マルウェア

の防止は、正常な活動を妨害することなく継続させながら実行できなければならないのです。 

要約 
マルウェアの検知および防止には、さまざまなセキュリティソリューションが使用されます。たとえば、ファ

イアウォール、次世代ファイアウォール、ネットワーク侵入防止システム、ディープパケット検査機能、統

合脅威管理システム、アンチウイルスおよびアンチスパムゲートウェイ、仮想プライベートネットワーク、

コンテンツフィルタリング、データ漏洩防止システムなどです。 

これらすべてのセキュリティソリューションおよび機能を導入していたとしても、マルウェアがターゲットシ

ステムへの感染を成功させる可能性は残っています。マルウェアを阻止するには、さまざまなマルウェア

ベースの攻撃を使用して、すべてのセキュリティソリューションが適切に機能するかを慎重にテストおよ

び検証する必要があります。 

セキュリティソリューションを徹底的に検査するには、実際のマルウェアペイロードを生成して感染したシ

ステムからの実際のネットワークトラフィックをエミュレートできる試験装置が必要です。また、マルウェア

に関連する性能、可用性、セキュリティおよび拡張性の試験を含む、適切な試験法も必要です。 

セキュリティ検査に関して言えば、Spirent のソリューションは、これらすべてに対応しています。 

Spirentのセキュリティ知識は、企業、政府機関、機器ベンダー、サービスおよびインフラストラクチャプロ

バイダのネットワークやサービスのセキュリティおよび回復力を確保して、その継続的な運用の達成に

貢献しています。 
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