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感染PCリスク評価サービスの概要 

シスコシステムズ合同会社 

アドバンスドサービス 

セキュリティプラクティスチーム 
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感染PCリスク評価が必要な背景 

既にほぼ100％の国内企業や行政機関はPCにウイルス対策製品を導入し、大手企業であれば      
インターネットゲートウェイにFWやIPS、スパムフィルタやURLフィルタ、更に最近は次世代FWや      
振る舞い検知といったセキュリテイツール群を導入してます。 
また定期的な脆弱性診断や社員(PC)の操作ログ解析ツールの導入、更にはウイルス対策         
ベンダーとの有償サポート契約とセキュリティ対策は更に強固になってます。 
しかしながら、攻撃者側がそういったソリューションに検知されないよう研究を行っている事もあり、   
全ての攻撃を防ぐことや、不正な事象を検知することが難しくなっています。 
そのため、対策を行うだけでなく、昨今の課題は本当にサイバー攻撃被害を自組織が受けているか  
どうかの「判別/判断」を「明確に出来ない」というのが最大の課題となってます。 
経営層は「自組織で本当に事故があるのか」そして「被害による影響度は何か」に対する「明快」な 
答えを求めてます。 

セキュリティ対策の現状 

自組織内で解析された脅威を起点にし対策をどう積み上げていくか 
 

このような実態を踏まえて、自組織がサイバー攻撃被害を実際に受けて被害発生の  
根源となる自組織内のPCがウイルス感染をしているかまた、過去に被害を受けたかを 
解析し「ウイルス感染痕跡」を分析し自組織内の被害実態を定量的に可視化する事が 
求められてます。 
その解析結果を踏まえ既存のセキュリティツールやオペレーションを適切に見直したり 
強固にする上での検討ベースにする事が可能となります。 
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感染PCリスク評価サービスの概要 

サービスの概要 

感染PCリスク評価サービスは弊社が独自開発した単体の実行ファイルで、システム情報や      
ファイル情報を収集し、マルウェアによるシステムの改変や弊社独自で収集したマルウェア情報と
共に解析することで組織内のマルウェア感染の実態把握が可能となります。 
また解析するファイルそのものを外部に送信することはございません。 
感染PCリスク評価サービスの利用にあたっては、ユーザが社内ポータルサイトなどから解析用
エージェントファイルを手動で実行し、検査の結果は弊社のクラウド上のサーバ（日本国内）に収
集されます。検査を行うPCはインストールの必要はなく、ファイルの書き込み等もございません。 
 
 

 

 
 

• サービス提供期間： 約2か月程度(お客様の検査期間を3週間程度と仮定) 

• サービス提供費用： テスト評価用※：500万(検査対象PCが1000台以内)※基本は全数検査が前提です 

サービスによる効果 

• 自組織内の未知のマルウェア感染実態を把握し、今後のセキュリティ対策検討においての 
方向性を決定する上で、定量的な分析データとしての効果を期待出来ます 

• マルウェア感染の痕跡を調査し感染の有無、状況を把握が可能となります 
• 既存のセキュリティ製品では検知出来ない未知のマルウェア感染痕跡※の可視化が可能です 
※代表的なウイルス対策ソフトの最新パターンファイルによるリアルタイム検索でも検知/防御されない脅威等 



2014 Cisco, S&J Consulting and/or their affiliates. All rights reserved 本資料の全部または一部についての無断複製・無断転載を禁じます。 

一般的なウイルス対策（シグニチャ型）の動作原理 

収集したウイルス検体の解析などに基づきシ
グニチャを作成し配信する 

 シグニチャ LAN/WAN接続 

入出力データとシグニチャのパターン
マッチングによるウイルス検知。 
ブラックリストに載っているサーバとの
通信のブロック 

ファイルシステム 

ファイルに含まれるデータとシグニチャの
パターンマッチングによる感染ファイルの
発見（ファイルスキャン） 

ウイルス対策ソフトの限界 
新たなウイルスが発見されてからシグニチャが配信されるまでの期間が無防備となる（ゼロデイ攻撃） 
パターンマッチングによる白か黒かの判定しかできない（静的な判定）※ 

ウイルス対策ソフトの主な目的は ： ウイルスに感染したファイルや不正な通信を検知して感染を未然に防ぐ 

※簡易的な動的解析機能を備えたウイルス対策ソフトもありますが、ここでは説明を割愛しています 
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感染PCリスク評価サービスの原理 

解析結果に基づき、今後の対応をアドバイス 

端末の状態を示すシステム領域の情報を抽出 
（Windowsレジストリ値、システムファイルのハッシュ値 
更新日時、ファイルシステムの管理領域など） 

アナリストがデータを解析し、ウイルス感染の
痕跡を調査 

System 
Information 

血液成分分析、レントゲン、心電図 etc 

例えるなら、「健康診断」のようなもの 

医師の 
診断 

本サービスの主な目的は ： ウイルスが活動した感染痕跡を発見すること 
※ウイルス対策ソフトの不得意な領域をカバーする為の、専門アナリストによる分析サービスです 
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本サービスでウイルスの活動痕跡が発見される代表的な例 

事例1：自己消滅型ウイルス 

① ゼロデイ攻撃によりウイルスに感染 
② ウイルスが活動し外部へユーザ情報を漏えい 
③ 活動を終了したウイルスは自己消滅 
④ シグニチャがアップデートされた時にはウイルスが

消滅しているためウイルス対策ソフトではインシデ
ントを検知できなかった 

感染PCリスク評価サービス 

ウイルス活動の痕跡を発見 

 既知の不正プログラムと名称やハッシュ値が  
一致するファイル 

 不自然なレジストリサブキーまたはレジストリエン
トリ （ユーザディレクトリに配置されたファイルが
自動実行されている など） 

 攻撃者が設置したインフラツール（ウイルスが 
利用するコマンドラインツール等であり、それ  
自体は不正ではないプログラム） 

 

再感染防止策の提案 

 抽出できた情報をセキュリティベンダーと共有し
シグニチャ作成を依頼 

 コマンドラインツールなど攻撃者が残した環境の
撲滅（ファイル削除やOS再インストールなど） 

 中長期における抜本的な対策方法 

事例2：高度なAPT（水飲み場攻撃） 

① 特定のユーザのみをターゲットとしたウイルスに
感染（水飲み場攻撃） 

② ゼロデイ攻撃を組み合わせているためウイルス対
策ソフトでは検知できない 

③ 他のユーザには感染しないため被害が拡大せず、
シグニチャが作られることもない 

事例3：クローズ系システムへの攻撃 

① インターネットに接続されていない制御系システム
にUSB経由でウイルス感染 

② シグニチャをダウンロードできないのでウイルス対
策ソフトが導入されていない 

③ 特定の日時にシステムを破壊する時限爆弾形ウ
イルスのため感染の影響が表面化することなく潜
伏していた 

セキュリティ対策を行っているにもかかわらず、ウイルスの活動痕跡が発見される例 
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本サービスとウイルス対策ソフトの関係 

ウイルス対策ソフト（シグニチャ型） 感染PCリスク評価サービス 

防御／ 
発見 

既知のウイルス感染の防御 ○ 
パターンマッチで検出できる既知
のウイルスに対して有効 
 
（動的解析機能を備えた対策ソフ
トであれば、未知のウイルスに対
しても有効な場合がある） 

× 

既知／未知に関係なくウイルス活動の
痕跡をアナリストが分析 
（感染を未然に防ぐものではない） 

既知のウイルス感染の発見 ○ ○ 

未知のウイルス感染の防御 × × 

未知のウイルス感染の発見 × ○ 

検体抽出
／駆除 

未知のウイルス検体の抽出 × 検知できないため抽出不可 ※ 

デトックスサービスにて対応可能 発見した既知のウイルスの駆除 △ 
シグニチャが作成されれば駆除
が可能 

※ 

発見した未知のウイルスの駆除 △ ※ 

再発対策 

駆除出来ていないウイルスの端末
全数調査 × 検知できないので対応外 ○ 

全数調査により利用部門ごとの検知率
の傾向などの考察が得られる 

同じウイルスの再侵入防止 △ 
シグニチャが作成されれば侵入
防止が可能 ※ デトックスサービスにて対応可能 

攻撃者のインフラツールの駆除 × 
ツール自体は不正プログラムでは
ないのでシグニチャの適用外 ※ デトックスサービスにて対応可能 

本サービスはウイルス対策ソフトが不得手な領域を補完するものです 
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感染PCリスク調査サービスの概要(補足) 

File 
Server 

AD 
Server 

AV 
Mgr. 

＜概略＞ 
 駆除を繰り返してもマルウェアが根絶できないケースや緊急対応後のクリーン
ナップの確認など、これまで困難であったネットワーク内の全数感染検査ができ
るようになります。また、既存のウイルスワクチンでは検査できないために標的型
攻撃の被害が不安である組織においても、潜んでいる未知のマルウェアの存在
を検査することが出来ます。 
 本サービスは、全ての未知のマルウェアを検出することが目的ではなく、感染し
ているPCをまとめて特定することで、感染PCの一斉隔離の支援を行うものです。
お客様で独自に抽出した検体の情報を加えて検査を行うことも可能です。 
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感染ＰＣリスク評価サービスの提供パターン① 
(標準サービスモデル – 社内サーバで配布) 

本サービスの概要と実施 

ネットワーク内端末の不正プログラム（コマンドラインツール含）の感染状況を把握するために、端末全数（Windows PC）の感染
診断を行います。 

Windows PC調査用実行ファイルを提供致しますので、対象端末に配布（社内共有フォルダに置く等）をお願い致します。 
各ユーザに実施案内を告知し、各ユーザが社内共有フォルダにアクセスし、実行ファイルを実行して頂けるようお願い致します。 
※実行ファイルを入れたUSBメモリを回覧して、実施する実施方法でもかまいません。 

本サービスのご提供イメージ 

調査分析 
感染端末の報告 

診断ログ  

実行ファイルを 
各ユーザが実行 

実行結果送付 

外部サーバ（S&J） 

社内 
共有 
フォルダ 

実行ファイルの設置 

http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www47.tok2.com/home/anriyugo/clip_art/pc_peripheral_accessories/images/atsb00015.png
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感染ＰＣリスク評価サービスの提供パターン② 
(標準サービスモデル – サービスサイトで配布) 

本サービスの概要と実施 

ネットワーク内端末の不正プログラム（コマンドラインツール含）の感染状況を把握するために、端末全数（Windows PC）の感染
診断を行います。 

各ユーザに実施案内を告知し、各ユーザがInternet Explorerでサービスサイトにアクセスし、実行ファイルを実行して頂けるよう
お願い致します。 

本サービスのご提供イメージ 

調査分析 
感染端末の報告 

診断ログ  

IEでダウンロードを 
行い、実行ファイルを 
各ユーザが実行 

実行結果送付 

外部サーバ（S&J） 
サービスサイト 

http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www47.tok2.com/home/anriyugo/clip_art/pc_peripheral_accessories/images/atsb00015.png
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感染ＰＣリスク評価サービスのご提供パターン③ 
（Windows Server/クローズド環境オプション） 

 
本サービスの概要と実施案 

ネットワーク内端末の不正プログラム（コマンドラインツール含）の感染状況を把握するために、端末全数（Windows Server   
限定）の感染診断を行います。 

Windows Server調査実施用実行ファイルをお渡し致しますので、お客様資産の外部記憶媒体（USBメモリ or HDD) に入れ、
Windows Serverに接続して実行してください。（実行結果はその外部記憶媒体に保存されます）                       
※別途オプションサービス費用が発生します 

実施後の外部記憶媒体を弊社に受渡しをお願い致します。（データ抽出後、外部記憶媒体をフォーマットし返却致します） 

本サービスのご提供イメージ 

調査分析 
感染端末の報告 

Windows Serverでの実施 

接続し 
実行 外部記憶媒体を 

弊社にて受渡し 

※Windows Serverにおいての実施は動作保証外となります。 
 本番実施前のご検証をお願い致します。 

クローズド環境端末での実施 

http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www.foto.ne.jp/products/list.php?mode=search&cat2_id=1000000
http://www47.tok2.com/home/anriyugo/clip_art/pc_peripheral_accessories/images/atsb00015.png
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感染PCリスク評価サービスの成果物イメージ(一部抜粋) 

 ＜報告書アジェンダ＞ 
 ・総評：感染PC検出台数の報告 
 ・不正プログラム感染者 
 ・作成されたレジストリサブキーまたはレジストリエントリ 
 ・作成されたファイル 
 ・脅威分析 
 ・初動動対応 
 ・今後の対処策の方向性について 



Thank you. 
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