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あ ら ま し

昨今，ICTの活用領域が広がる一方で，日々，高度化・巧妙化するサイバー攻撃への
対策は企業にとっても大きな課題となっている。これらのサイバー攻撃に対しては，侵
入を防ぐ対策はもちろんのこと，侵入されることを前提とした対策も必要となり，侵入
された場合はいかに迅速で確実な対処ができるかによって，情報漏えいや感染拡大のリ
スクに大きく影響する。富士通は，この対応として規定された運用プロセスに従い，対
処をナビゲート・自動化するソフトウェアFUJITSU Software Systemwalker Security 
Controlを開発し，提供している。本ソフトウェアにより，運用プロセスの策定から実際
のセキュリティ運用にかかるコストを削減するとともに，運用プロセスの自動化による
ヒューマンエラーを抑止した確実な運用を可能とする。
本稿では，富士通の運用管理技術に富士通の実践知を基にした対処シナリオを組み込

み，標準的なサイバー攻撃に対する運用プロセスを取り入れたソフトウェア製品につい
て述べる。更に，マルウェア侵入検知後に行う一連の対処（ネットワーク遮断，感染機器
の特定，対象者への対応依頼など）を自動化することにより，対処時間を大幅に削減でき
るソフトウェアについて紹介する。

Abstract

Information and communications technology (ICT) is leveraged in wider applications 
today, and enterprises are faced with an ever-growing need to protect themselves against 
cyber-attacks, which continue each day to become technically more sophisticated.  
Measures against these attacks should aim to not only prevent malicious intrusions, but 
also implement possible countermeasures in case such intrusions take place.  It is crucial 
to respond to a security breach quickly, and the response time significantly impacts 
security risks such as those relating to data leakage and network contamination.  Fujitsu 
has developed a software suite, FUJITSU Software Systemwalker Security Control (SSC), 
which follows a preprogrammed operation process and navigates through automated 
responses against cyber-attacks.  This product has already been launched on the market.  
It helps enterprises to reduce the costs of process programming and actual security 
operation, and it can automate operation process to enhance flawless security operations 
by eliminating human error.  Fujitsu has integrated its operation management technology 
with response scenarios developed through the company’s practical knowledge.  This paper 
describes a software product with built-in operational processes against standard cyber-
attacks based on this technology.  It also outlines its features that significantly reduce the 
response time by automating a series of actions upon detecting malware (network shut-
down, identification of infected terminals, response alert to operators, etc.).
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内容のメールを偽装するなどして，マルウェアを
送り付け感染させ，侵入する手法である。また，
この発展系として，何通かの無害なメールをやり
取りし，個人や組織を信頼させた後にマルウェア
を送りつけ，マルウェアの感染率を高める「やり
取り型の標的型メール攻撃」という手法がある。
（2） 水飲み場型攻撃
ターゲットとする個人や組織が業務で利用する

Webサイトを特定・推測し，そのWebサイトを改
ざんし，わなを仕掛け，マルウェアに感染させる
手法である。
上記のように標的型攻撃では，攻撃されている
ことに人が気付きづらいという特徴が第一に挙げ
られる。それに加えて，マルウェアについても，
従来のウイルス対策システムでは検知しづらいと
いう特徴がある。
従来のウイルス対策では，マルウェアの検体か
ら抽出されるプログラムの一部分を抜き出したシ
グネチャ（プログラムの静的な特徴）を用い，ハー
ドディスクやメモリの内容と照合し，コンピュー
タへのマルウェアの感染（侵入）の有無を確認し
ている。従来のマルウェアは，不特定多数のコン
ピュータをターゲットとしてインターネット上に
広く拡散するため，ウイルス対策ベンダーは検体
の入手，シグネチャによる対策がしやすかった。
しかし，標的型攻撃では，プログラムの静的な特
徴が異なる亜種やターゲット専用に開発されたマ
ルウェアを用いて，ターゲットである企業・組織
のみに侵入してくる。このため，ウイルス対策ベ
ンダーは検体の入手やシグネチャ作成が困難であ
る。つまり，従来の対策では，コンピュータの利
用者が気づかないだけでなく，システム的にも標

ま　え　が　き

従来，企業・組織では，ファイアーウォール・
プロキシサーバによる社内ネットワークの保護や，
ウイルス対策ソフトウェアの導入，OS・アプリケー
ションのパッチ管理，アクセス制限・暗号化，通信・
操作の監視・分析，ユーザーへのセキュリティ教
育など，様々なセキュリティ対策を積み上げ，マ
ルウェア（注）や内部からの情報漏えいなどの脅威に
対抗してきた。
近年，新たな脅威として，機密情報の搾取や社
会インフラシステムの破壊を目的とした標的型攻
撃が世界的に顕在化してきている。（1）日本国内で
も，政府機関から民間企業に至るまで，多くの被
害が確認されている。この標的型攻撃は，ターゲッ
トとする企業・組織を入念に調べ上げた上で攻撃
を仕掛け，これまで企業・組織が積み上げてきた
セキュリティ対策を巧みにすり抜け侵入してくる
（図-1）。
富士通は，この脅威に対し，侵入されることを
前提とした運用プロセスの確立・システム化を行
い，リスクの極小化に努めている。

代表的な標的型攻撃の侵入手法

以下に，標的型攻撃での代表的な侵入方法を
示す。
（1） 標的型メール攻撃
ターゲットとする個人や組織と関連のある実在
の人物・組織に成りすまし，業務と関係性の深い

ま　え　が　き

（注） ウイルス，ワーム，トロイの木馬などを含む悪質なコー
ドの総称。

代表的な標的型攻撃の侵入手法
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図-1　標的型攻撃
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ンシデント対応に関する情報を海外拠点へ展開
した。
ところが，セキュリティ対策の強化を実践する
中で，新たな課題が見えてきた。システム増強に
よって脅威の検知能力を高めた結果，検知機器か
ら大量のイベントが通知されるようになった。こ
れらのイベントに基づいて，適切なセキュリティ
対処を実施するための分析に必要な人的リソース
が不足し，迅速かつ確実な運用ができないという
事態に直面した。
マルウェアなどによる標的型攻撃を受けた場合，
いったん社内への侵入を許すと，攻撃者の操作に
より次々に隣接する端末へ被害を拡大させ，時間
の経過とともに攻撃者は目標の情報へと到達する
リスクが高まる（図-2）。このため，脅威を検知し
た後，いかに早く攻撃を無効化ができるかが重要
である。この適切なセキュリティ対策の分析に多
くの時間を要すことは，情報漏えいなどの致命的
な問題に発展する。

運用課題へのアプローチ

これまでの説明のとおり，マルウェアの侵入検
知後，いかに速くマルウェアの活動を止めるかが
重要である。この対処を初動対処と呼ぶ。初動対
処の迅速化という課題に対して，以下に述べる標
準化と自動化の二つのアプローチにより解決を
図った。
● 運用プロセスの標準化
検知機器から通知される，何らかの対処が必要
なイベントを抽出し，その対処を実施するために
以下に示す手順により分析の標準化を実施して
いる。
（1） 検知されたイベントログを解析し，セキュリ
ティ被害の危険度（リスクレベル）を判定する。

（2） 資産情報や人事情報を基に，検知された機器，
機器の管理者を特定する。

（3） リスクレベルと特定した機器情報などから，
対処の要否と順序付けを決める。

（4） 機器管理者へセキュリティ対処指示を確実に
伝える。

● 標準化した運用プロセスの自動化
次に，標準化した運用プロセスに，これまでの
運用管理ミドルウェアで培ってきた自動化技術を

運用課題へのアプローチ

的型攻撃による侵入に気付くことが難しくなって
いる状況と言える。
これに対し，シグネチャに頼らずに，怪しいプ
ログラムの侵入を検知する「振る舞い検知」とい
う新たな技術が開発された。振る舞い検知とは，
プログラムの挙動を監視し，不正と思われる外部
への通信やデータ領域での命令実行など，怪しい
振る舞い（動的な特徴）を検出する技術である。
昨今の標的型攻撃の顕在化を受け，一般の企業
でも振る舞い検知技術を搭載した検知製品の導入
が進みつつある。しかし，導入した企業からは「検
知結果に対する判断が難しく，問題の調査・把握
に時間がかかる」「見つかった問題に対して，どの
ように対処するべきかが分からない」などの声が
聞かれる。
振る舞い検知は，あくまでも怪しい事象を見つ
け出す技術であり，誤検知の可能性も含まれてい
る。このため，見つかった脅威に対する対処の要
否は，人の判断に委ねられている。当然，対処に
関しても人手による実施が必要となる。つまり，
振る舞い検知製品を導入すると，従来のウイルス
対策では脅威検知後に自動で行われていた脅威の
排除を人手で行う必要が生じるため，運用の負荷
が増大することになる。また，検知製品から通知
される情報の正確な理解や，対処内容の検討・実
施には，セキュリティに関する知識・スキルの継
続的な習得が必要とされることも運用の困難さの
要因として挙げられる。

富士通社内におけるサイバー攻撃対策

富士通グループ内では標的型攻撃に対し，以下
のようなシステム増強による検知力向上や運用最
適化により，セキュリティ対策を強化してきた。（2）

（1） システム増強
ウイルスの検知，不正通信の遮断，更に侵入し
たウイルスを追跡するために，アンチウイルスゲー
トウェイ，不正アクセス検知機器，アンチウイル
スメール誤送信防止装置などを導入した。
（2） 運用最適化
富士通グループ全体で統一したセキュリティ対
策を行うために，セキュリティインシデント情報
をグローバルで一元管理した。更に，セキュリティ
脅威の検知後に，その対処を迅速化するため，イ

富士通社内におけるサイバー攻撃対策
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用プロセスの標準化と自動化」を組み込んだミド
ルウェアが，FUJITSU Software Systemwalker 
Security Control（SSC）（4）である。SSCは，2014年
5月に発表し，2014年8月に出荷を開始した新しい
製品であり，富士通社内のサイバー攻撃対策のノ
ウハウが組み込まれている。
● SSCの特長
これまで富士通が取り組んできたセキュリティ
対策を製品として具体化したのがSSCである。以
下にSSCの特長をまとめる（図-3）。
（1） 攻撃への対応時間短縮による感染拡大の防止
富士通がこれまでに蓄積した知見に基づき，攻
撃の切り分けから対処までを自動実行することで
迅速な初動対処を実施し，セキュリティリスクを
低減

組み込んだ。（3）これにより，イベントが通知されて
から機器管理者へ対処指示を伝えるまでの作業を
完全自動化した。
この二つのアプローチによって運用課題をクリ
アした結果，以下の効果が得られた。
（1） 初動対処時間を97％削減できたため，感染端
末での攻撃進行を抑止できた。

（2） インシデント対応時間を60％削減できたため，
感染端末からの情報漏えい・感染拡大のリスクを
低減できた。

（3） セキュリティ運用にかかる人的リソースを1/3
に削減できた。

富士通のミドルウェアへの取組み

富士通社内で培ったサイバー攻撃対策である「運

富士通のミドルウェアへの取組み

図-3　SSCの全体像
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（6） 管理サーバがアラートの内容から部門管理者，
端末利用者を特定

（7） 管理サーバから部門管理者と端末利用者へ，
ウイルス駆除の対処手順をメールで通知

（8） 部門管理者と端末利用者は，対処手順に則り，
端末のネットワークからの隔離やウイルス駆除
などの対処を実施

● SSCの運用を支える機能
（1） セキュリティ脅威の可視化（図-5）
標的型サイバー攻撃の検知製品から通知される
アラートを切り分け，以下の情報を明らかにする。
・ アラートの発生日時
・ 危険度
・ アラートの概要
・ 端末情報（ホスト名，IPアドレス）

（2） 高度なセキュリティ専門知識がなくても確実
なセキュリティ運用が可能
富士通社内の実践ノウハウを提供することによ
り，専門スキルを持った要員でなくても，セキュ
リティ運用が可能
（3） 対処テンプレートの継続提供
新しい攻撃手口に対応する切り分け・対処の実
践知や，検知製品の更新への対応をテンプレート
として継続的に提供することで，新しい脅威に対
してタイムリーに対策可能
● SSCを使用した運用
悪意のあるWebサイトへのアクセスによる脅威
への対処を例に，SSCを使用した初動対処の手順
を説明する（図-4）。
（1） 端末利用者が悪意のあるメールに記載された

URLをクリックした結果，Webサイトからウイ
ルスがダウンロードされ，利用者の端末がウイル
スに感染

（2） ウイルスが社内に侵入したことを検知製品が
検知し，SSC管理サーバへアラートを通知

（3） SSC管理サーバからセキュリティ管理者へ，
ウイルス侵入のメールを通知

（4） 管理サーバがアラートの危険度を判定し，対
処の必要性と対処方法を特定

（5） 管理サーバがプロキシサーバに対して，ウイ
ルス感染端末の社外通信を遮断するように設定

図-4　SSCを使用した運用概要

図-5　SSCによるセキュリティ脅威の可視化
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・ 管理者情報（氏名，電話番号，メールアドレス）
・ 対処手順 など
この機能により，専門的な知識のないセキュリ
ティ管理者でも，感染の疑いのある端末を絞り込
んだ上で具体的な対処方法などを指示できる。
（2） インシデントの管理

SSCでは，検知製品から通知されたアラートで
対処が必要と判断した事象はインシデントとして
管理され，各インシデントの対処実施の状況を可
視化する。これにより，対処シナリオの進捗を関
係者間で確実に共有でき，対処実施の進捗が把握
できる。
（3） 対処の自動実行
検知された脅威の内容に応じて，適切な対処シ
ナリオを選定するとともに，対処シナリオの各ス
テップで実施すべき手順を，サーバや端末の管理
者に指示する。また，煩雑な定型手順を自動的に
実行することで，対処作業の標準化と対処時間の
短縮，およびセキュリティ管理者負担の軽減を実
現する。
例えば，サイバー攻撃を検知すると，感染した
端末利用者やサーバ管理者に対処方法を通知する。
また，マルウェアが外部と通信している場合には，
マルウェアを検出した端末のWebサイトへのアク
セス遮断を実施する。
これらの対策を自動実行することにより，迅速
かつ確実なセキュリティ運用を支援する。

む　　す　　び

本稿では，富士通社内におけるサイバー攻撃対

む　　す　　び

策に対する取組みと，その取組みで得た運用ノ
ウハウを組み込んで製品化したSSCについて紹介
した。

SSCにより，お客様は，セキュリティ脅威の感
染拡大や情報窃取の被害を最小限に抑えることが
できる。また，高度なセキュリティ知識がなくても，
サイバー型攻撃対策の運用が可能である。
サイバー型攻撃の手法は日進月歩であり，新た
な手法への対策をタイムリーに実施し，セキュリ
ティ運用管理を維持・継続していくことが重要で
ある。
富士通はSSCとともに，富士通社内で培った運
用ノウハウのタイムリーな提供，および新たな攻
撃に対する検知技術の提供により，新しい脅威か
らお客様環境を守っていきたい。
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（4） 富士通：FUJITSU Software Systemwalker Security 

Control.
 http://systemwalker.fujitsu.com/jp/securitycontrol/

https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2014.html
http://jp.fujitsu.com/solutions/safety/secure/solution/sol36.html#measures
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/runbook/
http://systemwalker.fujitsu.com/jp/securitycontrol/
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