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準備は最初の防衛ラインです

組織がいつも使用するデータに
価値を見出している攻撃者に
は、それを活用して身代金を得
るための明確な動機と手段が
存在します。ランサムウェアに対
する準備は喫緊の課題であり、
重要度の高いトピックであるこ
とから、対策や戦略はトップか
ら打ち出されるべきです。

コンピュータ内に存在するデータを暗号化するマルウェアです。この暗号化によりコンピュータの起動を妨
げる、業務に関連するファイルを利用不可にする等の影響が発生します。暗号化は不正に行われ、復号鍵

（暗号化を解く鍵）は攻撃者が持っていると“言われています”。

ランサムウェアとは

ランサムウェアを使用してコンピュータの利用を阻害し、復号鍵の譲渡と引き換えにランサムウェアの感染
者へ金銭を要求する一連の活動がランサムウェア攻撃です。ターゲットは個人から企業まで様々ですが、企
業の場合は事業の継続自体を人質に取られることもあり、年々被害額が増えています。

ランサムウェア攻撃とは

グローバルにビジネス展開しているクライアントの重要なシステムを��時間、���日監視し、セキュリティの
維持に貢献しているCyber Intelligence Center（CIC）やインシデント対応のプロフェッショナル、サイバー攻
撃を長年シミュレートしているRed Teamとの連携によるランサムウェアに対する準備、対応、事後対策を支
援するためのプログラムです。

「敵を知り己を知れば百戦殆からず」とは孫子の名言ですが、ランサムウェアへの対策を検討することにお
いて重要な戦略です。ランサムウェアをよく知る当社だからこそ、出来るご支援があります。

当社のランサムウェア対策プログラムについて

どんなに小さい組織であってもランサムウェアの標的になる
ことがあるため、ランサムウェア対策を疎かにすることは出
来ません。ビジネスリーダーや最終的な判断を下す方々は
自社のランサムウェアに対する能力を探るために、次のよう
な質問を担当者にしてみましょう。

・ランサムウェア感染を想定した人員配置、プロセス、ソリュー
ションをレビューし、対応及び復旧プロセスにおけるリスクを
把握していますか。

・悪意のある探査活動の兆候を見出し、サイバー攻撃の影響を
早期に特定するために、どのような事前準備を講じています
か。

・ビジネスインパクトの大きい資産の内容と場所を把握し、リス
クの高いシステムからの分離や迅速なリカバリをするための
明確な手順が整えられていますか。

・バックアップや復旧したシステムを保護するために、分離環境
（エアギャップ等）をこれらのシステムに導入していますか。

・取締役会は、自社の事業におけるランサムウェアの脅威を認
識し、対応を行う際の役割を明確にしていますか。

・ランサムウェア感染から重要なシステムを迅速に保護するた
めの戦略的なプロセスは存在しますか。

敵を知り己を知れば百戦殆からず

序文
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37% 組織はランサムウェアの被害
を経験している

...........................

65% ビジネスリーダーは
ランサムウェアを
最大のリスクと認識

...........................

47% ランサムウェアを阻止することがますます
難しくなっていると認識している

...........................

48% ランサムウェア対策が不十分
であると捉えている

...........................
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ランサムウェアは、世界中の組織に最も蔓延している破壊的で（攻撃者目線で）費用対効果
の高いサイバー攻撃です。この数年で、サイバー犯罪界隈のエコシステムに変化が見られる
ようになりました。攻撃者の戦術が変わったことで、被害件数の増加が顕著になったほか、
ランサムウェアのビジネスモデルがより専門的になりました。

ランサムウェア攻撃は、数年前から攻撃者界隈においてよく採用されてきた「Big Game Hunting」（BGH：潤
沢な資金がある企業などを狙う） 戦術に囚われなくなりました。 攻撃者は、BGH戦術から学んだ教訓を活
かし、機会主義的で無差別に組織を狙うアプローチに逆戻りしています。 この戦術の変化によって攻撃者
は、成功率が上がり収入が安定しただけでなく、注目度の高い組織を狙っていた際にあった政府や当局等
の監視から逃れることに成功しています。

また、二重恐喝ランサムウェア攻撃が一般化しており、従来のデータの暗号化だけでなく、機密情報の窃取
が攻撃の中に組み込まれるようになっています。データの復旧と機密情報の公開、それぞれで身代金を請
求するビジネスモデルが短期間で大きな利益を生むため、攻撃者やランサムウェアの関連グループが積極
的に取り入れるアプローチです。組織には複雑化し多様化するランサムウェア攻撃に対し、多角的な対応を
求められています。

ランサムウェアの現実

課題
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ランサムウェア感染後の復旧が
依然として課題である理由

Ransomware-as-a-Service（RaaS）とアクセスブローカー（システムへのア
クセス情報を売るブローカー）が手を組み、無差別攻撃を行うような成熟度
の低い攻撃グループに高度なマルウェアを販売している。

サイバー保険の適用範囲見直しや諸外国で広がりつつある身代金支払いの
規制強化はランサムウェアに感染した組織が財務上のリスクをサイバー保
険に頼れるとは限らないことを意味している。

二段構えで恐喝を展開する二重恐喝ランサムウェア攻撃が一般化しつつあ
り、ランサムウェア攻撃もデータの暗号化だけでなくデータ窃取が組み込ま
れる等、複雑化している。

一般的なセキュリティ対策が出来ていても、ランサムウェアから組織を保護
することは困難である。ただし、この事実を正しく説明する事も、また理解す
ることも同じく困難である。

ビジネスへの影響度が大きいアクティブディレクトリ等のシステムは保護及
び復旧することが難しい傾向にある。しかしながら、重要度の高いシステム
は常に攻撃者にとって最上級の標的になっている。

システムの復旧に要する時間が延びることで全体的なコストが増加してい
る。復旧にかかる平均コストだけで���万ドルを超える。

過去��カ月間のランサムウェアに係る統計情報



・ ランサムウェアの準備状況レビュー

・ ランサムウェア対応プレイブック開発

・ ランサムウェア攻撃の再現

・ Attack Surface Managementの調査

・ ランサムウェアの演習
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複雑化するランサムウェアの脅威に対するリスクレベルの把握、感染時に活用するプレイ
ブックの開発、実践的な訓練（実機・机上）を通して適切なフローとアプローチによりサポー
トします。

デロイトのランサムウェア対策プログラムでは、組織における課題の抽出に始まり、インシデント発生時に
不可欠な対応及び復旧機能の検証を包括的にカバーすることによって、ランサムウェア攻撃に対するセ
キュリティ機能の向上に寄与することを目的としています。

当社の 「Readiness Assessment」は、Deloitte UKにて展開されている 「Ransomware Readiness Frame-
work」 と連携し、ベンチマークを実施しています。これにより、ランサムウェアの防止、検出、対応、および回
復に必要なランサムウェア対策機能の網羅的なレビューが可能です。

ランサムウェア対策プログラム

要件を理解する

....
....

....

01
フェーズ�: Readiness Assessment

組織が具備するセキュリティ対策やインシデント対応ルール等を第三者
として評価し、ランサムウェアへの対応状況を評価します。

03
フェーズ�: Playbook Development

NISTのインシデント対応ガイドラインに沿って、ランサムウェアインシデ
ントに特化した対応手順書（プレイブック）を策定します。

04
フェーズ�: Simulation / Threat Security Monitoring for EDR

現実的なシナリオに基づき、参加者が対応を実際に行う演習(実機又は
机上)を実施します。

02

フェーズ�: Attack Surface Management

組織の被攻撃領域（インターネットに面しており、攻撃のリスクに晒され
ている領域）を当社独自の方法により診断し、隙のない態勢の維持をサ
ポートします。

当社が提案するアプローチ

デロイトのランサムウェア対策プログラムは、現在の成熟度の評価及び課題の抽出、プ
ロセスと対応手順の改善、および対応能力の検証を通じて、世界標準のランサムウェア
対応と復旧機能を実現できるよう設計されています。

当社のコアプログラムは、次の�つのフェーズで提供されます。

ランサムウェア対策プログラムでは、クライアントのセキュリティ成熟度に応じて柔軟
にランサムウェアに対する回復力を高めることをサポートする一連のサービスをご提
供します。



プログラムの流れと期待される効果

プロジェクト
キックオフ

フェーズ1
Readiness Assessment

フェーズ2
Attack Surface Management

フェーズ3
Playbook Development

フェーズ4
Simulation

オプション
Threat Security Monitoring 

for EDR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 03 04

現状の確認

06 07 08 10 11 1205 0901

自社環境への
理解を深める

ギャップと脆弱性
の特定

公開システムの
リスク調査

リスクの最小化

対応手順の
レビュー

戦略的な対応手順
の設計

ドライラン、
検証

ランサムウェア
アウェアネスの訓練

リスクのあるランサム
ウェアシナリオの設計

シミュレーション
の実行

監視・
継続支援

プロジェクトの終了

要件を理解する

✓ 技術的なセキュリティ管理と階層化さ
れた防御全体にわたる現状の対策成
熟度の把握

✓ランサムウェアへの耐性を向上させる
ための詳細な改善計画を通じた、改善
点の特定・優先付け等

✓ インシデントへの対応と意思決定を推
進するための技術的及びビジネス上の
アクションを記載した手順書の開発

✓組織全体の要件、役割、及び責任を標
準化するガイドラインによる、インシデ
ント発生時に必要な対応の明確化等

✓ランサムウェアのプレイブックを使った
実践的な演習の実施

✓ 広範なサイバーインシデント対応プロ
セスと機能を展開するための参加者の
能力評価、およびセキュリティ機能の
把握等

デロイトのCyber Intelligence 
Centerによる24／365の監視体制

による、組織のEDRの監視力の強化

✓ 問題点とその理由、想定される悪用シ
ナリオ、推奨する対策など、対応の要否
判断やアクションにつながる情報の把
握等
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Readiness Assessment

私たちのアプローチ

クリアなビジョン

ランサムウェアに対する準備状況を把握するための本フレームワークは、英国の
National Cyber Security Centreによって公開されているベストプラクティス及び
NISTのランサムウェア関連のリソース情報を元にデロイトによって開発されました。

というよりも、いまやランサムウェアは不正プログラムではなく複雑で入り組んだサイバー攻撃の１つであ
り、そこには脆弱性やエクスプロイトや攻撃パターン等の戦略が多数含まれており、ランサムウェアに特化し
た 「キルチェーン」 が存在します。重要なのは、侵入を防ぎ、早期に攻撃の兆候を捉え、対応と復旧を効率的
に行うための管理プロセスを準備しておくことです。

～ランサムウェアに万能薬はない～

ランサムウェアの猛威が始まってから何年にも渡り、当社は様々な組織を支援してきました。その経験から、
■ どんな組織でも攻撃者のターゲットになるおそれがあること
■ 感染経路は様々でも、ランサムウェアのもたらすシナリオはいつも同じであること
が分かりました。そのシナリオとは、ランサムウェアは感染後、ネットワーク内の足場構築を確立し、徐々に
感染を拡大しながら目的を達成するために必要な特権への権限昇格を達成するまで資格情報を取得し続
ける、というものです。

デロイトのReadiness Assessmentは、組織の実態に沿った現実的なセキュリティ計画に寄与するよう設計さ
れています。そのため、組織の持つ潜在的な課題を分析できるよう、技術面に軸足を置いた６つのドメインにて
現状の調査を行います。本評価を通して網羅的に自社をレビューできるのも魅力の１つです。

・　Web・電子メールフィルタリング
・　リモートアクセス
・　メディアとデバイス
・　脅威インテリジェンスと分析

配信の防止1

・　特権アカウント
・　パッチ管理
・　ネットワークセグメンテーション
・　ファイアウォールと保証
・　アクティブディレクトリ
・　セキュリティ情報とイベント監視

横展開の防止3

・　アプリケーションのホワイトリスト
・　マクロセキュリティ
・　脆弱性管理
・　安全な運用
・　アンチウイルス
・　エンドポイントの検出と応答

実行の防止2

・　分離とテスト
・　復元力と継続力
・　データ完全性

バックアップと復旧4

・　リスクシナリオのテストと演習
・　インシデント管理
・　サポート資料
・　基準とガバナンス
・　CSIRT増強

サイバーインシデント対応5
・　コア対応チームの訓練
・　一般職員の研修
・　啓発活動

研修と啓発6
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Attack Surface Management
（侵害リスク評価サービス）

仕組み

!!!

私 たちのアプ ロ ーチ

当社のAttack Surface Managementは、公開情報を使用して完全に外部の視点で
侵害されるリスクの高い機器を特定します

当社のチームは、お客様のインターネット接続機器について情報収集・分析し、外部から侵害されるリスクを評
価します。
情報収集は、お客様のIT資産管理台帳などの内部情報によらず外部の公開情報源を使用して完全にブラック
ボックスとして行います。ランサムウェア攻撃では、テレワーク拡大のために急きょ導入したVPNサーバーなど
IT管理が行き届いていない機器が侵入口となった事例がたびたび見られます。完全に外部視点で情報収集す
ることで、お客様のIT部門で把握できていない機器を特定することができます。

現実的なリスクの評価
インターネット接続機器で見つかる問題はさまざまです。脆弱性のあるソフトウェアの稼働は代表的な問題の
ひとつですが、脆弱性があるからといって外部から侵害されるとは限りません。攻撃者が標的とする脆弱性や機
器の種類には、ある程度のパターンが存在します。
当社では、これまでのランサムウェア攻撃事例に基づき悪用されやすい問題点や機器の種類を踏まえてリスク
を評価します。脆弱性のCVSSスコアなどによる一律の評価ではなく、現実的に侵害されるリスクを見ることで
想定すべき脅威シナリオや対応の優先順位を明らかにできます。

情報収集
特定した機器について、
インターネット接続機
器検索エンジンによる
機器応答情報の収集、
ブラウザによるWebコ
ンテンツの収集を行い
ます。

侵害リスクの評価
機器の特性と見つ
かった問題点を踏
まえて、各機器が外
部から侵害される
リスクを評価し、攻
撃者の 標的となり
得る機器を特定し
ます。

機器の特定
ドメイン名やIPアドレス 
レンジなどをもとに、お
客様が使用しているイン
ターネット接続機器を特
定します。

対策の提示
リスクの高い機器につい
て具体的な攻撃シナリオ
およびリスク低減のため
の 対策を提示します。

分析
機器応答情報やWeb
コンテンツに基づき各
機器の問題点を分析 
します。
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私たちのアプローチ

敵対者エミュレーションの詳細な調査

1

開始

出力

デザイン 生産

3

出力

出力

実行

4

出力

評価

5

出力

・　捉えた戦術、技術、手順
・　高度なシナリオの概要
・　詳細なシミュレーションシナリオワークフロー
・　エミュレーション活動の技術的要件

・　選択された敵に関する詳細な脅威プロファイルと情報
・　目標、範囲、成功基準を含むプログラムの概要
・　事前説明会とエミュレーション・ワークショップを開催

・　主要な利害関係者とのミーティングの報告
・　各テストの結果を特定したエミュレーション後のレポート、
　  戦術的コントロールの強化、および戦略的プロセスの改善

・　エージェントとアーティファクトのクリーンアップ

・　技術的な実施手順を詳述したエミュレーション計画
・　参加者の事前ブリーフィングパック (目標、実施すべきテスト、
　   検証ガイダンス、前提条件、成功基準など)

・　選択したインフラストラクチャにエージェントを導入
・　契約ルールの詳細なフィールドマニュアル

・　技術チームとファシリテーターによるブリーフィング
・　エミュレーション・シナリオの実行
・　成功基準に対する結果の検証
・　ツールと検出プロセスの戦術的な改善

インテリジェンスを使用して、脅威の状況をプロファイリングし、最も標的になりそうな敵を優先します。これにより、エミュレートする適切な敵を選択できます。
敵の戦術、技術、手順（TTP）を使用して、MITRE ATT&CKにマップされた技術テストのキルチェーンを構築します。各テストは、目立たない現実世界の攻撃をエミュレートし、検出と防止の制御
の弱点を特定するために実行されます。 

2
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ビジネスを取り巻く環境や脅威の変化に応じて対抗策を検討し、必要に応じて計画の見直しや定期的なプ
ロセスの検証を繰り返している組織は、インシデント時に陥りがちなミスやパニックに引きずられて生じて
しまう意思決定の混乱等を回避することが可能であることから、素早い判断や効率的な対応、また判断ミ
スのリスクを最小化することが可能になります。
Playbook Developmentでは組織全体の運用要領、意思決定、また実際に対応にあたるチームへの技術
的な活動を標準化したランサムウェアに対応するための手順書の作成を支援します。これにより、ランサム
ウェアのインシデントに対して、組織的にカバーすべき考慮事項を意識した対応や調整が可能です。当社が
ご支援するランサムウェアプレイブックは汎用性を念頭に置いた上での設計となっており、ランサムウェア
攻撃が組織にもたらすあらゆる影響とその結果に対応するために必要な情報を含んでいます。 
当社が意識しているポイントは、既存の対策機能と今後対策すべき事項に係るGAP分析の結果をPlay-
book Developmentに取り込むことです。これにより、クライアントの現状に即した成果物を得ることができ
ます。なお、GAP分析を行う際には当社のReadiness Assessmentをご活用いただくことによりランサムウェ
アへの対策状況をクリアにすることを強くお勧めしています。

Playbook Development
ランサムウェア対策における
インシデントレスポンス

ランサムウェアに対するインシデントレスポンスで特に重要視される観点

・　ランサムウェアの影響範囲を限定するための素早い暫定措置

・　素早いエスカレーションを実現するための判断軸や閾値

・　ビジネスや企業ブランドへの影響把握

・　コンティンジェンシープランを意識した必要最小限のツールの調査と分析

・　身代金の支払いに対して検討すべき社会的立場、レギュレーション、および交渉に
応じ・る場合に検討すべきこと

・　迅速に事態に対応するための明確に定義された役割及び責任

・　法的機関や監督官庁に求められている義務的な報告および外部委託ベンダとの
連携

・　内部および外部コミュニケーションに活用される承認されたテンプレートの準備お
よび対外コミュニケーション担当者の整理

私 たちのアプ ロ ーチ

当社のランサムウェアプレイブックは、JPCERT/CCの「CSIRT記述書」をベースに連絡先
情報、ミッションステートメント、サービス対象者、扱うインシデントの種類とサポートレベ
ル、外部情報源の活用方針、インシデント管理方針、ランサムウェアのインシデントへの
対応と復旧に関する重要な考慮事項を提供するように設計されています。これにより、攻
撃に晒されるような状況が生じた際に素早く人材を確保し、行動に移すことが可能です。 

正しくプレイブックを準備するために
このプレイブックは、National Institute of Standards and Technology (NIST) Computer Security Inci-
dent Handling guidelinesやJPCERT/CCの「CSIRT記述書」に準拠しており、業界で広く認知された手法に
従っています。

インシデントの調査、バックアップ
及び回復に必要な技術的対応

インシデント対応に関連する
各部門の役割や責任範囲

インシデント報告の要件と
規制当局に対する責任の整理

インシデントの深刻度に応じた運用上の
影響を管理するためのガイド
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Simulationでは実機を用いて技術面からセキュリティ対策機能の検証ができます。またインシデント対応の
一連の流れを実践的に経験することでプロセスの有効性や検討漏れの事項を整理することが出来ます。

デロイトによる本アプローチは、実際の攻撃者や攻撃グループが採用する一連のランサムウェアキャンペー
ンに基づき、シミュレーション内容を設計および展開します。再現された攻撃に対して生じたセキュリティ対
策や対応内容を記録し、有効性と課題を分析し、改善の方向性を報告します。

Simulation（実機）

私たちのアプローチ

当社が開発した”安全な”ランサムウェアを使用し、技術面における対策状況を評価します。
ランサムウェアへの感染に特化したシナリオを活用することで、通常のサイバー攻撃演習
では抽出することが難しいインシデント対応体制やコミュニケーション、プロセス上の課題
を特定します。

ランサムウェアキャンペーンの再現を行う主な利点

--------------------------------------------------------------------------------�� ����

実際のインシデントが発生する
前にランサムウェアの攻撃を防
止および検知するための自社の
対策状況を把握可能

検知回避や監視を潜り抜ける機
能を具備した新しいランサムウェ
アを自社環境内で経験し、調整
可能

ランサムウェアから組織を守
るために必要な具体的な対
策の見極めが可能

Simulationの流れ

事前準備

1

3

2
シミュレーション

報告

実行 検出

応答リファイン

デロイトのファシリテーターは、目
標、成功基準、実施すべきテスト、
および検証のためのコミュニケー
ション策を提供します。

デロイトは、組織と合意した攻撃
シナリオに基づいて一連のランサ
ムウェア攻撃を展開し、検知及び
対策の有効性を検証します。

デロイトは、シミュレーションの
結果に基づいて、検知や対応内
容を改善するための方向性を提
案します。
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机上演習は、参加者が疑似的にインシデントを体験することで自社が具備しているインシデント対応手
順書や運用要領を使いながら、適切なインシデントハンドリングを行っていく検証手法の１つです。「初動
対応は良好である」といった企業が散見されますが、万が一の事態に備え、どのプロセスに問題があるの
か、またどのパートナーとリレーションすべきか等の課題を洗い出すことで、今後の組織戦略策定にも寄
与します。

Simulation（机上）

私たちのアプローチ

役員及び関係する支援組織を含む演習参加者が、サイバー攻撃によるインシデント対応事
象が発生した際に、適切かつ迅速に対応が可能となるようレポートラインに属する役員及
び全社的な取り組みを支える関係部門を巻き込み、サイバーセキュリティ演習の企画・準
備・実施をご支援します。

シナリオの進行はファシリテー
ターが調整します。参加者は次々
と発生するイベントに対して議
論、決定及び進行を繰り返しなが
ら対応を進めます。

デロイトは演習の結果をレ
ビューし、参加者のフィードバッ
クを収集することで、何がうまく
いったのか、どこを改善できる
のかを分析し報告します。

デロイトのファシリテーターは
クライアントの状況把握を行っ
た上で、演習用のシナリオを作
成し、演習の参加者に、演習の
ガイダンスをお伝えし、予行演
習を行います。

あなたの組織はランサムウェアにどのように対応しますか?
当社のチームは、貴社と合意したインシデントシナリオに基づき、スクリプトを作成した上で、クライアントの
実態に即したものを作成します。対応の実績はサイバーキルチェーンの流れにマッピングし、振り返りだけ
でなく、将来的に実施する演習にも活用可能です。

現場からの教訓
各インシデント対応プロセスの課題を洗い出し、テクニカルな観点に加え、組織・ヒトの観点でも改善点を
提言します。また、他社CSIRT組織におけるベンチマークとの差も明らかにすることで弱点を洗い出します。

ウォーミングエクササイズの構造

下準備

1

2
演習

3
報告

×
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ランサムウェア対策の
プロフェッショナル

プロジェクトの品質保証｜エンゲージメントの卓越性のサポート

パートナー
佐藤　功陛
Mail: kohei.sato@tohmatsu.co.jp

パートナー
アリ　デイヴィス
Mail: ari.davies@tohmatsu.co.jp

マネージングディレクター
鳥谷部　彰則
Mail: akinori.toriyabe@tohmatsu.co.jp

マネージングディレクター
井上　健一
Mail: kenichi.inoue@tohmatsu.co.jp

デロイト トーマツのプ ロフェッショナル
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私たちのチームは、ランサムウェア攻撃によって被害を受
けた数多の組織に対し、継続的に支援を行っており、ラン
サムウェアの専門家として組織が直面している課題に関
与してきました。

当社のチームはランサムウェアに精通しており、ランサム
ウェアに強い組織を構築する上で実績のあるリーダーで
す。検知、対応、復旧、そして管理それぞれに専門家を配置
し、効果的にセキュリティ成熟度を強化するための体制を
整えています。



提供される価値

提供されるサービス

・　インシデント管理と調整

・　アクティブディレクトリ・アーキテクト

・　エンタープライズ・リカバリ・スペシャリスト

・　サイバー脅威インテリジェンス

・　調査サポート

・　電子情報開示

・　通信

・　マルウェア分析

................................................

02

03

01

04

事例：ランサムウェアの対応
とリカバリ

ケーススタディ
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デロイトはまず、インシデントの早期トリアージと分析を支援するためにテ
クニカルレスポンダーを配置した後、さまざまなスキルセットを世界中のよ
り広範な運用拠点に展開しました。その結果、���人を超えるサイバー担当
者、IT復旧担当者、および危機対応担当者が�日以内に配置されました。

デロイトはリカバリを迅速化するネットワークインフラストラクチャの重要な
部分を確保し、�,���台を超えるサーバー、�万のエンドポイント、���万以上
のアプリケーションで構成されるグローバルネットワークのリカバリと再構
築のプロセスを開始しました。

技術的な対応と復旧の間に、デロイトは、包括的なサイバーセキュリティ体
制を改善するために、クライアントの短期、中期、および長期のサイバー復
旧および変革計画の開発を支援しました。

私たちのサポートにより、クライアントは、過去に発生したことから復旧でき
ただけではなく、将来的に発生した場合のリカバリ体制に期待できるように
もなり、経費削減とともにサイバー変革を迅速化させることができました。

当社のクライアントである有名な海運会社は、デロイトの世界的な事業をマ
ヒさせた大規模なランサムウェア事件の後、同社に事業の復旧支援を依頼し
ました。



提供される価値

................................................

事例：グローバル企業の 
Attack Surface Management

（侵害リスク評価サービス）

ケーススタディ
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01
デロイトは、お客様から調査対象とする企業の一覧を受領し、外部の公開
情報のみを用いてそれらが使用するドメイン名を特定しました。調査対象の
企業数は���社以上、調査の結果得られたドメイン名の件数は約�,���件
に及びました。

02 デロイトはドメイン名をもとにインターネット上でアクセス可能な機器�万
台以上を特定し、機器情報を収集・分析しました。

03
分析の結果、深刻なリスクのある機器数十台を特定しました。このなかには
脆弱なMicrosoft Exchange ServerやSSL-VPN装置など、実際の攻撃活動
が多く確認されている機器が含まれていました。

04
脆弱な機器のなかには、クライアントが把握できていなかった機器も含ま
れていました。このように、完全に外部視点からの能動的な調査により、ク
ライアントは自社の弱点について攻撃者に悪用される前に対処することが
できました。

グローバルに展開する製造業のクライアントに対し、グループ全体を対象とし
たAttack Surface Managementを行い、外部から侵害されるリスクの高い機
器を特定しました。



提供される価値
..................................................................

事例：ランサムウェア
対策プログラム

ケーススタディ

01
デロイトは「 Ransomware Readiness Assessment」 を実施して、クライア
ントのグローバルビジネスにおける現在の統制の成熟度を評価するととも
に、クライアントがランサムウェアに対して脆弱な部分を特定しました。

02
デロイトは、クライアントのエンドポイントの衛生状態とサイバー環境に内
在する弱点を特定しました。これらの弱点は検出されず、クライアントを危
険にさらしていました。デロイトは、具体的な推奨事項とセキュリティ強化
を提案し、攻撃対象領域を削減しました。

03
デロイトはこの評価を通じて得られた可視性を活用し、Global Cyber 
Security Incident Response Teamの対応と復旧アクションを標準化した
ランサムウェア戦術手順 (プレイブック) を開発しました。

04
私たちのチームは、新しいプロセスと機能を認識し、エンドツーエンドのラ
ンサムウェアシナリオに対するクライアントの対応をリハーサルして検証す
るために、ランサムウェアのトレーニングセッション、ドリル、およびテーブル
上の演習のプログラムを促進しました。

多国籍投資銀行の支援においては、ランサムウェアの脅威に対するレジリエ
ンスを高めるために、グローバルの標準的な対応とリカバリ機能をビジネス
全体に構築することが目的でした。

提供されるサービス

・　ランサムウェア専門家

・　ランサムウェア対応評価

・　戦術手順 (プレイブック)

・　ランサムウェア認識セッション

・　サイバードリル

・　ランサムウェア卓上型

・　是正計画

・　後処理レポート

私たちのサポートにより、クライアントはランサムウェアの脅威をより深く理
解し、環境の重大な脆弱性を修復し、ランサムウェアに対する回復力を向上
させるために必要な投資を確保し、実行委員会に対応する準備ができてい
ることを示すことができました。

05
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サイバーインシデント対応においてのリーダーとしての評価

11年連続、デロイトが収益ベースで
セキュリティコンサルティングサービス1位を獲得（ガートナー）
For the eleventh consecutive year, Deloitte retains its no. 1 position in Security Consulting Services by market share
(Gartner, report titled, Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2021)
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/for-the-eleventh-consecutive-year-deloitt
e-retains-its-no-1-position-in-security-consulting-services-by-market-share.html

デロイトがサイバーセキュリティにおける
インシデント対応リーダーに選出（フォレスター）
Deloitte is named a leader in The Forrester Wave™: Cybersecurity Incident Response Services, Q1 2022.
(The Forrester Wave™: Cybersecurity Incident Response Services, Q1 2022)
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/cybersecurity-incident-response-services.html

デロイトがサイバーセキュリティコンサルティングの
グローバルリーダーに選出（ALM）
Deloitte recognized as a global leader in Cybersecurity Consulting by ALM
The ALM Vanguard: Cybersecurity Consulting 2019
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-recognized-global-leader-in-cyb
ersecurity-consulting-by-alm.html

デロイトがインシデント対応におけるグローバルリーダーに選出（IDC）
Deloitte named a worldwide leader in IDC MarketScape for Worldwide Incident Readiness Services
(IDC MarketScape: Worldwide Incident Readiness Services 2021 Vendor Assessment)
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/press-releases/deloitte-named-a-worldwide-leader-in-id
c-market-scape-for-worldwide-incident-readiness-services.html
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や完全性に関して、いかなる表明、保証または確約（明示・黙示を問いません）をするものではありません。またDTTL、そのメンバーファーム、関係法人、社員・職員または代理人のいずれも、本資料に依拠した人に関係して直接または間
接に発生したいかなる損失および損害に対して責任を負いません。DTTLならびに各メンバーファームおよびそれらの関係法人はそれぞれ法的に独立した別個の組織体です。


