ソリューション概要

データ侵害の阻止
大切な情報を守りましょう

『McAfee® Labs脅威レポート: 2015年8月』
では、データ窃盗プロセスの重要
なステップであるデータ侵害について詳しく解説しています。
このステップで
サイバー犯罪者はネットワークに侵入し、
自分の管理下にあるネットワークに
データをコピーしています。
データ侵害が急増し、被害を受けるユーザーや組織が飛躍的に増加したのは10年前のことです。当初
はクレジットカードやデビットカードの情報が狙われていましたが、現在では個人の氏名、誕生日、住
所、電話番号、社会保障番号、医療情報、銀行口座の暗証番号など、様々な情報が盗まれています。
標的は個人だけではありません。国家、犯罪組織、ハクティビストはサイバースパイ活動を行い、個人や
組織の機密データを盗み出しています。

脅威の主体と動機

脅威の主体とは、
コンピューター ネットワークやシステムに不正アクセスを試みる組織や個人のことで
す。セキュリティ コミュニティでは、脅威の主体を国家、犯罪組織、ハクティビストの3つに分類していま
す。
この脅威の主体が狙うデータの種類と攻撃の動機は次のとおりです。
国家

犯罪組織

ハクティビスト

一般的な動機

スパイ活動

金銭

評価

データの種類

ソースコード

銀行口座

メール

メール

クレジットカード

従業員の情報

内部資料

PII（社会保障番号、医療データ 極秘の内部データ
など）

影響力の行使

軍事活動

社会的名声

公務員の個人情報（PII）
狙われるデータの量

小〜大

大

小〜大

データ侵害手口の巧妙さ

高

中低

中低

ネットワークの場所

不明/分散

既知

既知、不明/分散
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データ ターゲット

ネットワーク内のシステムへの侵入に成功すると、ネットワーク内の他のシステムにアクセスし、有益な
データが存在するシステムを特定することが可能になります。複雑なネットワークには様々なデータが存在
するため、内部情報がない限り、必要な情報を見つけるまでに時間がかかります。
また、検出される可能性
も高くなります。攻撃者はできる限り長く潜伏するため、
ステルス型の攻撃を実行しようとします。
主なデータ ターゲットは次のとおりです。
データ ターゲット

データの種類

データベース システム

保護された医療情報（PHI）、PII、
クレジットカード、銀行口座、 犯罪組織、ハクティビスト
ユーザー アカウント

脅威の主体

ソースコードのリポジトリ

ソースコード、認証情報、キー

国家、ハクティビスト

専用システム

多様

すべて
（エンドポイントの種類に
よる）

ファイル共有または同様のシステム

ソースコード、デザイン、通信内容など

国家、ハクティビスト

電子メール/通信

デザイン、通信内容

国家、ハクティビスト

データ侵害

必要なデータが見つかったとしても、次に問題になるのがデータを外部に送信する方法です。攻撃者は、ホ
ストの環境を中継点として利用し、
自身のネットワークにデータを送信します。
この中継インフラの規模は
ネットワーク上の標的によって異なり、複雑なものもあれば、単純なものもあります。
このインフラは、次の
役割を行うシステムから構成されます。
■

■

■

エンドポイント: 収集ポイントと同じセグメントまたはルーティング可能なセグメントに存在す
る1つ以上のデータ ターゲット
収集ポイント: 標的のエンドポイントからデータを収集し、外部送信ポイントにデータをアップ
ロードします。収集ポイントはインターネットにアクセスできる場合とできない場合がありま
す。洗練された攻撃では、データの送信経路が追跡されないように、複数の収集ポイントと外
部送信ポイントが使用されています。
外部送信ポイント: 収集ポイントからデータを取得し、攻撃者のダンプ サーバーに転送しま
す。単純に転送する場合もあれば、
後で取得できるようにデータを保存する場合もあります。
データ侵害のアーキテクチャ

収集ポイント

外部送信ポイント

インターネット

ダンプ
サーバー

エンドポイント

一般的なデータ侵害のアーキテクチャ
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複雑かどうかに関わらず、攻撃者の目的は狙ったデータを攻撃先のネットワークから外部のサーバーに移
動させることです。盗み出したデータはまず、攻撃者が簡単にアクセスできるダンプ サーバーに移されま
す。次のようなシステムがダンプ サーバーとして利用されます。
■

■

■

■

■

感染システム: 別の攻撃ですでに侵入に成功しているシステム。個人が開設したWordPressブ
ログの場合もあれば、セキュリティ対策が不十分な企業サーバーの場合もあります。
特定の国にホスティングされているシステム: 厳しいプライバシー保護法が施行されている国
は攻撃者にとって都合の良い環境です。その国内にシステムをホスティングすることで、特定
の保護レベルを維持しながら攻撃を実行することができます。
一時的にホスティングされているシステム: Amazon Web Services、Digital Ocean、Microsoft
Azureなどのプロバイダーでクラウドに短期間ホスティングされているシステム
クラウドのファイル共有サービス: DropBox、Box.com、Pastebinなどの一般的なオンライン ファ
イル共有
クラウド ホスティング サービス: TwitterやFacebookなど、ユーザーがデータを投稿できるイン
ターネット ベースのサービス

データ トランスポート

データ トランスポートとは、内部から内部（エンドポイントから収集ポイント）や内部から外部（外部送信ポ
イントからダンプ サーバー）にデータをコピーする場合に使用するプロトコルと方法を意味します。
よく利
用されるトランスポート プロトコルは次のとおりです。
トランスポート

説明

HTTP/HTTPS

HTTPはネットワーク通信で広く利用されているため、盗み出したデータを他のト
ラフィックに隠すためによく利用されます。HTTPヘッダーとGET/POST/PUTメソッ
ドにコマンドを埋め込み、データを外部に送信します。

内部

外部

FTP

FTPは企業のサーバーでよく利用されています。ネイティブ システムのコマンド
を使用できるので、簡単に利用できるトランスポートです。

■

■

USB

USBストレージ デバイスは、エアギャップ ネットワークで送受信を行う場合に利
用されます。特定のマーカーの付いたUSBストレージ デバイスを検出し、デバイ
スの隠しセクターにデータをコピーするマルウェアも確認されています。ネット
ワークにアクセス可能な別の感染システムに挿入されると、外部への送信が開始
します。

■

■

■

従業員がUSBストレージ デバイスに大量のデータをコピーし、社外に持ち出す
可能性もあります。
DNS

特定のDNSレコード（TXT、A、CNAMEなど）にデータが保存される場合がありま
す。
ドメイン ネーム サーバーを乗っ取った攻撃者が外部送信を行うシステムを
参照し、少量のデータを転送する可能性があります。

■

Tor

Torネットワークを利用する攻撃が増えています。
このネットワークを使用すると、
追跡されずにデータをサーバーに送信できます。ただし、会社のネットワークで
Torトラフィックが許可されているケースは非常に少ないため、攻撃を簡単に検
出し、阻止することができます。

■

SMTP/Email

メールの本文または添付ファイルとしてデータを社外に送信するため、社内また
は社外のSMTPサーバーが悪用される場合があります。

■

SMB

SMBはMicrosoft Windows環境で一般的なプロトコルで、多くのシステムで有効
になっています。

■

RDP

RDPは、
コピー/貼り付け、
ファイル共有など様々な操作に対応しています。RDPを
許可しているシステムがインターネット経由でアクセスされる可能性があります。

■

■

■

■

カスタム トランスポート 制御サーバーの通信や高度なマルウェアでカスタム トランスポートが使用され
る場合があります。強固なプロトコルの作成は簡単ではありません。
また、ネット
ワーク上で簡単に識別されます。
このため、既存のトランスポートが使用される
傾向があります。
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データ操作

攻撃者は、重要なデータを盗み出すときに手口が分からないように様々な手段を講じます。たとえば、転送
前にデータを操作し、検出を回避しようとします。データを操作すると転送時間が短くなり、検出までの時間
を稼ぐことができます。
この段階でよく使われる手法は次のとおりです。
技法

説明

圧縮

標準的なZIP形式を使用すると、判読を難しくするだけでなく、
ファイルの転送時間も短縮でき
ます。

チャンク

送信前にデータを細分化することで、通常のネットワーク アクティビティと一緒にデータを転
送できます。

エンコーディング/難読化

データ操作で最もよく利用される手法は、基本符号化アルゴリズムと難読化アルゴリズムで
す。静的キーによるXOR演算、Base64エンコーディング、16進値への変換などの簡単な手法
で、検出回避に十分な操作を行うことができます。

暗号化

データ侵害で必ず暗号化が使用されるわけではありません。パフォーマンスの低下が原因か
もしれません。
また、暗号化の必要がないのかもしれません。
よく使用されるのはRC4または
AES暗号化です。

データ侵害から保護するIntel Securityのソリューション
McAfee DLP Discover
データを確実に保護するには、重要な情報がどこにあり、
どのようなデータが存在するのかを把握する必
要があります。McAfee DLP Discoverでは、次の機能を使用して、
このような作業を簡単に行うことができ
ます。
■

■

■

重要な情報の識別と制御: McAfee DLP Discoverの自動スキャン機能で、使用可能なすべての
リソースをスキャンしてコンテンツをインベントリに登録し、インデックスを作成します。
これに
より、データの種類と保存場所を簡単に調べることができます。McAfee DLP Discoverを使用す
ると、情報の使用方法、所有者、保存場所、送信先を確認できます。
違反の確認と修復: コンテンツ違反の検出、署名の登録と生成、
アラート通知の送信により、重
要なデータを効率的に保護できます。管理機能とインシデント ワークフローが統合されてい
るので、重要データの送信を制限できます。
簡単に保護ポリシーを定義: 分かりやすいインターフェースでポリシーの作成、
レポート、管理
を一元的に行い、情報保護方針を柔軟に制御できます。

McAfee DLP Monitor
McAfee DLP Monitorは、ネットワーク全体で送受信されているデータを収集し、追跡と報告を行います。
データに対する未知の脅威を簡単に識別してアクションを実行し、データ流出を未然に防ぎます。
■

■

■

ネットワークトラフィックの調査: McAfee DLP Monitorに搭載された業界最先端のデータ ス
キャン/分析機能により、ネットワーク トラフィックを詳細に調査できます。
データの迅速な識別: リアルタイム検出機能により、データの使用方法、使用者、送信先などの
情報をすばやく取得し、対応に必要な情報を確認できます。Network DLP Monitor は、任意の
ポートやプロトコルで送信される300種類以上のコンテンツを検出できます。
詳細なフォレンジックの実行: フォレンジック分析により、現在と過去のリスク イベントを関連
付け、
リスクの傾向と脅威を識別できます。McAfee DLP Monitorで状況を迅速に把握し、問題
を解決するルールとポリシーを作成できます。

データ侵害の阻止

4

ソリューション概要

McAfee DLP Prevent
McAfee DLP Preventは、不適切なデータが外部に送信されないように保護し、データ漏えいを防ぎます。
電子メール、Webメール、インスタント メッセージ、Wiki、
ブログ、ポータル、HTTP/HTTPS、FTP転送などに対
応しています。侵害を早期に検出して回避できれば、重要なデータを保護し、被害を未然に防ぐことができ
ます。
■

■

セキュリティ インシデントの可視化: カスタム ビューとインシデント レポートで、セキュリティ
インシデントと修復アクションの概要または詳細を確認できます。
様々な情報に対してポリシーをプロアクティブに施行: 重要性が分かっている情報にだけポリ
シーを施行するのでは十分な対策と言えません。
コンプライアンスから知的財産の適切な使
用まで、様々なポリシーを使用することで、文書全体または一部をルールと比較し、重要な情
報の保護が可能になります。

McAfee DLP Endpoint
McAfee DLP Endpointを利用すると、オンプレミス、オフプレミス、
クラウドのデータ侵害を監視し、未然に
防ぐことができます。イベントをリアルタイムで監視し、一元管理されたセキュリティ ポリシーを適用でき
ます。
日々の業務に支障をきたすことなく、詳細なフォレンジック レポートを生成できます。
■

■

■

■

高度な仮想化サポート: 複数のセッションとVirtual Desktop Infrastructureにユーザー別のポリ
シーを施行します。共有ターミナルに送信されるデータを柔軟に管理できます。
包括的なインシデント レポートと監視: 送信者、受信者、
タイムスタンプ、ネットワーク エビデン
スなど、分析、詳細、監査、
リスク評価、修復作業を適切に行うために必要なデータをすべて収
集します。
®
集中管理コンソール: McAfee® ePolicy Orchestrator（McAfee
ePO™）管理コンソールにより、ポ
リシーの定義、エージェントの配備と更新、
リアルタイムのイベント監視、
レポートの生成を行
い、法規制を遵守することができます。

総合的なコンテンツ管理機能: USBデバイス、
フラッシュメモリー、
スマートフォンなどのリムー
バブル ストレージ デバイス（光メディアやハードコピーを含む）への機密データのコピーを制
御し、
ブロックします。DLPとデジタル著作権管理の統合により、ネットワークを超えた保護が可
能になります。

McAfee Device Control
McAfee Device Controlは、USBドライブ、
スマートフォン、CD、DVDなどのリムーバブル ストレージ デバ
イスやメディアを利用したデータ侵害を阻止します。オンプレミスかどうかや場所に関係なく、デスクトップ
とラップトップからのデータ転送をすべて監視し、制御できます。McAfee Device Controlでは、次のように
コンテンツまたはコンテキストに応じてデバイスをブロックできます。
■

■

■

■

包括的なデバイス/データ管理: USBデバイス、
スマートフォン、書き込み可能なCD/DVDなど、
データ侵害に利用可能なデバイスに対するデータのコピーを制御します。
柔軟な制御: 許可デバイス、禁止デバイス、許可デバイスにコピー可能なデータなどを指定
し、特定の場所やアプリケーションからのデータのコピーを制限できます。
高度なレポートと監査機能: ユーザー/デバイス レベルの詳細ロギングにより、
コンプライアン
ス対応の負荷を軽減できます。デバイス、
タイムスタンプ、データ エビデンスなどの詳細を簡
単に記録し、監査やコンプライアンス対応で使用できます。
集中管理: McAfee ePOとの統合により、ポリシーを一元管理し、
イベントの監視とインシデント
管理をリアルタイムで実行できます。
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McAfee Next Generation Firewall
McAfee Next Generation Firewallは、データ侵害や高度な回避技術を利用した攻撃を阻止します。
McAfee Next Generation Firewallは、詳細なパケット検査、
フルスタックの正規化、水平データストリームの
検査を行い、異常なトラフィック
（制御サーバーとマルウェアの通信やネットワークからの情報漏えいなど）
を検出します。
■

■

■

高度な回避技術を阻止: マルチレイヤー トラフィックの正規化、脆弱性ベースのフィンガープ
リント、
プロトコルに依存しないフィンガープリント比較などを行います。
制御サーバーのアクティビティを検出: 復号されたアイテムを検出し、
メッセージ長の順序を分
析します。
これにより、ボットネットや制御サーバーのアクティビティを検出します。
位置情報に基づくブロック: 通信を行う必要性のないIPから制御サーバーの命令を受信しない
ように、ビジネスを行っていない国との受信接続と送信接続を拒否します。
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