
患者の診療ができない！
ランサムウェア感染の衝撃
　2021年10月、徳島県の病院で起きたランサムウェアによる被害は、多くの医療従事者に衝撃を与えた。海外で多発するランサム
ウェアの被害を横目に見ながら、「自分たちが狙われるはずがない」と思っていた日本の病院がランサムウェアの攻撃に見舞われ、身
代金を要求されたからだ。当初、電子カルテシステムや重要な病院システムは、インターネットに接続されていないから大丈夫と考え
られていた。しかし、実際にはコストや利便性の観点からネットワークにつながっており、会計システムや電子カルテシステムのデータ
はバックアップを含めてすべて暗号化され、病院業務が行えない状態に陥ってしまった。
　なかなか収まらないコロナ禍の中、サイバー攻撃によって診療が長期にわたって行えないという事態は、何としても避けなければ
いけない。そう感じた医療従事者は少なくないはずだ。

ランサムウェアの手口とは？
　ランサムウェアの攻撃者は、どのように攻撃してくる
のか。攻撃者の狙いは利益を得ることだ。最近のランサ
ムウェアはインターネットから直接侵入できるVPN（仮
想プライベートネットワーク）や、テレワークの拡大で増
加したRDP（リモートデスクトッププロトコル）を狙って
攻撃を仕掛け、標的のネットワークに侵入を果たす。単
にパソコン1台を暗号化しても意味がないので、ネット
ワーク全体から業務に欠かせない重要な情報資産を探
索し、データを窃取・暗号化して業務遂行を不能にする。
さらに窃取したデータの一部を公開するなどの脅迫を
し、身代金を要求するのだ。

エンドポイントセキュリティの強化が重要
　こうしたランサムウェアに対し、病院のネットワークで
はどのような対策を講じるべきなのだろうか。まず見直
したいのが、日常の業務で使用するパソコンやサーバー
をサイバー攻撃から守る対策だ。ランサムウェア被害事
例の多くは、従来型のウイルス対策ソフトウェアが導入
されていた。しかし、定期的に更新されるシグネチャを利
用してマルウェアを特定するアプローチは、正規のソフ
トウェアに隠れた攻撃、特定の組織を狙う標的型マルウ
ェアによる攻撃を確実にブロックすることが難しい。
　そのような攻撃に対抗するには、エンドポイントに多
層的な防御機能を展開することが有効になる。例えば、
最近活動を再開して猛威を振るうマルウェア「Emo-
tet」は、フィッシングメールを送り付けて添付ファイル
を開かせ、Officeアプリケーションのマクロを使いマル
ウェア本体をダウンロードし起動させるという手法が使
われている。これら一連の攻撃を多層的な防御機能で
発見・阻止することで攻撃に対する防御力を高めること
ができる。
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病院ネットワーク内部に潜む脅威を可視化
　病院ネットワークは電子カルテなどの重要なシステムとインターネットに接続
するネットワークが分離されているのが一般的だ。しかし、実際にランサムウェア
被害が出ていることからも明らかなように、利便性・効率性・コストの面からネット
ワークがつながっているケースも少なくない。また、医療機器の一部としてセ
キュリティ対策が導入できない端末がネットワークに接続され、それらのメンテ
ナンス用にインターネットに接続されたVPNゲートウェイが用意されているケース
も多々ある。こうしたエージェントを導入できない重要なシステム、医療機器やメン
テナンス用ゲートウェイを守るには、どのような対策が有効なのだろうか。
　すでに多くの病院では、IPS（侵入防止システム）機能を備えたUTM（統合脅
威管理）システムを導入し、疑わしい通信を阻止したり、不正な持ち込み端末の接
続を拒否したりといった対策は取られている。これらはもちろん必要なのだが、実
際のサイバー攻撃はすでにネットワークに接続された端末から正規のユーザー
を装って攻撃を仕掛けてくる。こうした内部の脅威に対しては、システムやユー
ザーの行動を観測し、普段とは異なる不審な動きをいち早く発見する必要があ
る。インターネットの出入口だけでなく、内部ネットワークの動きも可視化するた
めに、ネットワークの様々な経路の行動、ユーザーの動きを記録したログを監視
するのである。
　しかしながら、そうしたログを人手でリアルタイムに分析するのは容易なことで
はない。そこでAI（人工知能）を活用したアプローチが有効になる。AIを使えば、

防御・検知・対応をカバーするXDRソリューション
　近年はこうしたセキュリティ対策機能を個別に導入するのではなく、防御
から検知、対応までを統合した「XDR（eXtended Detection and Re-
sponse）」というソリューションが登場している。パロアルトネットワークス
の「Cortex XDR」もその一つだ。
　Cortex XDRは、端末に導入するエージェントがマルウェア感染を防御すると
ともに、端末の活動ログやイベントログを外部から削除・改変できないクラウドへ
送信する。クラウドではエージェントログ、Active Directoryなどの認証ログ、
他社製を含む各種ファイアウォール製品やSASE（Secure Access Service 
Edge）サービスのログなどを取り込み、機械学習やルールを使って不審な行動
を検知する。人手で調査を行う場合も、統合された管理画面から様々なログの
調査が行える。このような機能を備えた統合型XDRソリューションへの移行を
検討することは、セキュリティ対策を効率的に強化する有効な選択肢だ。

医療業界のDXを支えるセキュリティ
　これからの病院では、医療従事者と患者の双方がメリットを感じられるような、
効率的で質の高い医療サービスの提供がますます求められていく。すでにイン
ターネットを介した遠隔診療や電子カルテの連携などが始まり、医療業界でも本
格的なデジタルトランスフォーメーション（DX）が進むのは間違いない。
　こうした改革が加速する中、セキュリティ事故を減らすには「ゼロトラスト戦略」
に基づくセキュリティ対策が必要になる。これは利便性と効率性を高めながら安
心して使えるサービスを支える重要な要素であり、重大なセキュリティ事故の予
兆を早期に発見し、対処を行うためにも不可欠な取り組みだ。また、ゼロトラスト
戦略に基づくセキュリティ対策を検討するうえでは、個々の課題を解決するツー
ルの機能だけに焦点を当てるのではなく、効率的なセキュリティ運用を組織全
体で考えることも大切になる。
　そうしたゼロトラスト戦略に基づくセキュリティ対策には、様々なセキュリティ
機能が連携して攻撃を防御・検知し、運用の手間を軽減する操作性や将来の変化
にも対応できる拡張性を備えたセキュリティプラットフォームが欠かせない。そ
うしたセキュリティプラットフォームとしての役割を果たすのが、パロアルトネット
ワークスのCortex XDRなのである。

ログを常時監視し、機械学習で学んだ普段とは異なる行動、ネットワーク内の端
末やユーザーとの動きを比較し、不審な事象を教えてくれる。あとは従来のネット
ワークセキュリティ製品と同様に、その事象を人が迅速に調査・対処することで、
攻撃者の侵入を未然に防いで被害を抑えるというわけだ。

●Cortex XDRによるネットワーク内部脅威の監視

●パロアルトネットワークス
   Cortex XDRのアーキテクチャイメージ
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