エグゼクティブブリーフ :
ファイアウォールのサンドボックス処理が
失敗する 5 つの局面
APT ( 手の込んだ持続的な脅威 ) に先手を打つために知っておくべきこと

APT (Advanced Persistent Threat: 手の込んだ持続的な脅威 ) とは、
密かに、そして継続的に行われる一連のコンピュータハッキングプ
ロセスのことで、多くの場合は特定の組織を標的として犯罪者が周
到に準備を進めます。一般に、こうした脅威には、ゼロデイ脅威な
どの、記録にない未知のマルウェアが含まれます。こうした脅威は、
進化したポリモーフィックかつ動的なものとして設計されています。
また、ID、アクセス情報、管理情報などの機密データを抽出したり
漏洩させたりすることを目的としてします。この種の攻撃は、標的と
する範囲が広い自動化またはコモディティ化された脅威ほど一般的
ではないとはいえ、APT は重大な脅威をもたらします。

セキュリティの専門家は、APT の検出率を高めるために高度な脅威
検出技術を導入しており、多くの場合は、疑わしいファイルの動作
を分析して隠された未知のマルウェアを発見する仮想サンドボック
スが含まれます。しかし、脅威はますますスマート化しており、ベン
ダーのサンドボックス技術の多くは後れをとっています。このブリー
フでは、従来のサンドボックス技術が失敗する 5 つの領域について
調べ、企業が APT に後れをとらないための必要条件について確認
します。

1. 分析前の侵入

3. サンドボックスエンジンのサイロ化

まず、一部のサンドボックスソリューション
では、潜在的に危険なファイルがネットワー
ク境界に侵入する前の時点では、まだ分析
による判定が出ません。そのため、実行さ
れたマルウェアファイルによって境界の背
後にあるネットワークへの侵入に使用され
る可能性があるベクトルが増加します。

第 3 に、スタンドアロン型の単一エンジン
によるサンドボックスソリューションではも
はや不十分です。

2. 分析の制限
第 2 に、一部のゲートウェイサンドボックス
ソリューションでは、分析可能なファイルの
サイズおよび種類や動作環境に制限があり
ます。このようなソリューションでは、単一
のコンピューティング環境を標的とする脅
威にしか対処できない可能性があります。
し か し、 今 日 の 企 業 で は、Windows、
Android、Mac OSX など、複数のオペレー
ティングシステムが使用されています。

今日の高度な脅威の検出
技術は、多くの場合、マル
ウェアの存在と動作に関す
る レ ポ ートし か 行 い ま
せん。

また、モバイルデバイスや接続されたデバ
イスの導入の増加によって、脅威が標的と
す る 対 象 領 域 が 拡 大して い ま す。Dell
SonicWall の観察したところでは、2015 年
には、全世界のすべてのスマートフォンの
85 パーセント近くを占める Android エコシ
ステムに対する攻撃力を強化することをね
らったさまざまな新しい攻撃および防御技
術が登場しています。今日の高度な脅威の
検出技術は、たいてい、オフィス生産性の
ための従来のオペレーティングシステムお
よびアプリケーションを標的とする脅威の
分析と検出しか行いません。そのため、最
新型のモバイルデバイスおよび接続された
デバイス環境を標的とする攻撃に対して
は、無防備な状態におかれている可能性が
あります。
また、こうしたサンドボックスソリューション
は、実行可能プログラム (PE)、DLL、PDF、
MS Office ドキュメント、アーカイブ、JAR、
APK ファイルなど、さまざまな標準ビジネス
ファイルタイプを処理できないことがありま
す。こうした制限が原因で、未知のゼロデ
イ脅威が、分析および特定処理を迂回して
ネットワークに侵入してしまうおそれがあり
ます。
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現在のマルウェアは、仮想サンドボックスの
存在を察知して検出を逃れるように設計さ
れているため、第一世代のサンドボックス
技術の有効性が制限されています。単一エ
ンジンのサンドボックスソリューションは、
検出回避技術の格好のターゲットとなり
ます。
さらに、 単 一 エンジン 技 術 は 分 析 上 の
ギャップも生みます。たとえば、アプリケー
ションとオペレーティングシステム間の呼び
出しを調べる分析の場合、ハードウェアとオ
ペレーティングシステム間の呼び出しを調
べる分析よりも詳細さに欠ける可能性があ
ります。なぜなら、こうした呼び出しの多く
はアプリケーション層からは隠されている
からです。
より効果的な技術として、複数のサンドボッ
クスエンジンを統合して多層型にすること
が考えられます。しかし、今日のサンドボッ
クスソリューションは、多くの場合、サイロ
化された単一エンジンによるスタンドアロ
ンアプライアンスまたはクラウドサービスで
す。複数のサンドボックス技術を導入するこ
とは、不可能ではありませんが、その場合、
設定が複雑化し、管理上のオーバーベッド
およびコストが大幅に増加することが見込
まれます。
4. 脅威の暗号化
長年にわたって、機密情報を取り扱う金融
機関や他の企業は、共有対象の情報を暗号
化するセキュア HTTPS プロトコルを選択し
てきました。現在では、ユーザーのプライ
バシーとセキュリティに対する要求の増大
に伴って、Google、Facebook、Twitter な
どの他のサイトもこの慣行を採用していま
す。インターネット暗号化の使用の増加に
は多くの利点がありますが、その一方で、
ハッカーが企業のファイアウォールからマ
ルウェアを「隠す」ための手段としてこの暗
号化を悪用するという、好ましくない傾向も
発生しています。

熟練した攻撃者は、Secure Sockets Layer
(SSL) および Transport Layer Security (TLS)
暗号化 (SSL/TLS) や、HTTPS トラフィックを
使用することによって、コマンド & コント
ロール通信と悪意のあるコードを暗号化し、
侵入防御システム (IPS) およびアンチマル
ウェア検査システムから逃れることに成功し
ています。こうした攻撃はきわめて効果的な
ことがあります。なぜなら、ほとんどの企業
がその検出のための適切なインフラストラ
クチャを備えていないからです。一般に、従
来のネットワークセキュリティソリューショ
ンは、SSL/TLS で暗号化されたトラフィック
の検査能力がないか、またはパフォーマン
スがあまりに低いために検査の実行時に使
用不能な状態になるかのどちらかです。
5. 修復の難航
また、今日の高度な脅威の検出技術は、多
くの場合、マルウェアの存在と動作に関する
レポートしか行いません。サンドボックス技
術により、新たに進化した脅威がいずれか
のエンドポイントで首尾よく特定されたとし
ても、その後、その脅威を修復するための
明確な方法は組織に確保されていません。
ファイアウォールのシグネチャをグローバル
な分散ネットワーク全体で単純かつ効率的
に更新する方法が組織にはありません。
マルウェアが検出されると ( たいてい、検出
されるのはいずれかのシステムが感染した
後のことです )、その後の修復は IT 組織の
仕事になります。IT 組織は、マルウェアおよ
び関連する被害を追跡し、感染したシステム
からマルウェアを駆除するという時間のか
かる作業に取り組まなければなりません。さ
らに、IT 組織は、新たなマルウェアのシグネ
チャをすばやく作成して組織全体に導入す
ることによって、次回の攻撃に備える必要も
あります。
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必要な対策
従来のサンドボックスには欠陥があるかも
しれませんが、その基本原則は間違ってい
ません。しかし、サンドボックスを効果的な
ものとするには、こうした欠点に対処する必
要があります。そのためには、サンドボック
スソリューションで以下が必要です。
•

ゲートウェイの外側で疑わしいファイル
に対してクラウドベースの分析を適用
することによって、未知の脅威を検出
し、判定が下るまでブロックする

•

ファイルのサイズや暗号化の有無にか
かわらず、さまざまな種類のファイルお
よび動作環境に対して分析を行う

•

迅速かつ自動的に修復シグネチャを更
新する

•

複数のサンドボックスエンジンを統合
することによって、検出回避戦術をより
適切に阻止し、悪意のある動作に対す
る 可 視 性 を 高 め、 脅 威 の 検 出 を 強
化する

•

コストを削減し、複雑さを緩和する

詳細はこちらをご覧ください。
多層型サンドボックスによってゼロデイ脅
威の検出率がいかに高まるか、次の Web
キャストでご確認ください。 
オンデマンド Web キャストの視聴

より効果的な技術として、
複数のサンドボックスエン
ジンを統合して多層型にす
ることが考えられます。
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当社について
創設後 25 年以上にわたり、SonicWall はこの業界の信頼できるセ
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