
最前線にあるネットワークデバイス

文中のハイパーリンクは英文のサイトとなっております、日本語
をご希望される場合はブラウザの翻訳機能等をご使用ください。

サイバー攻撃の脅威アクターは、企業の防御が最も弱い
ところ、そして攻撃が最もダメージを与えることができると
ころを見つけるために、常に進化を続けています。この2
年間、あらゆる種類の脅威アクターが、その両方に当て
はまる新しいタイプのターゲット、すなわち企業のネット
ワーク機器に焦点を当ててきました。

VPN、スイッチ、ファイアウォール、ルーター、そしてさまざ
まなトラフィックコンセントレータ、ゲートウェイ、配信コント
ローラはすべて、ランサムウェアグループや国家レベルの
脅威アクターによって大きな標的とされています。皮肉な
ことに、企業を保護するために信頼されている同じデバイ
スの多くが、現在ではそれ自体が最初の攻撃ポイントに
なっています。

企業のセキュリティ担当者は、自らを守るために、このよ
うなトレンドの背景にあるものを理解し、どのようにリスク
を軽減できるかを理解する必要があります。本書では、実
際に起きている攻撃の最新の分析結果に基づいて、ネッ
トワーク・デバイスのセキュリティについて詳しく説明しま
す。最新の攻撃手法とその理由、そして企業の安全性を
確保するための具体的な要件とベストプラクティスを取り

上げます。具体的には、本書により以下を学ぶことができ
ます：

• 現代の攻撃におけるネットワークデバイスの台頭

• ネットワークデバイスが狙われる理由

• ゼロ・トラストにおけるネットワークデバイスとファーム
ウェアの重要な役割

• ネットワークデバイスを保護するための主な要件

• エクリプシウムがネットワークデバイスの保護に貢献
できること

これらの情報をもとに、セキュリティリーダーや実務担当
者は、既存のセキュリティプログラムのどこにギャップが
あるのかを特定し、是正措置を講じる方法を決定すること
ができます。
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現代の攻撃におけるネットワークデバイスの台頭

ネットワーク機器に対する攻撃の急増は、ここ数年におけ
るサイバーセキュリティの最も大きな進展の一つです。
2019年に入り、業界の観測筋は、脅威アクターがVPNなど
の企業向けデバイスの脆弱性を狙うパターンが増えてい
ることを確認しはじめました。2020年初頭には、CISAのア
ラートが、CitrixおよびPulse Secure VPNの脆弱性が、すで
にAPTグループのトップターゲットの1つになっていると警
告しました。

これは、より多くの国家やランサムウェアベースのグルー
プが同じ手法を採用し、Citrix、F5、Fortinet、Palo Alto
Networks、SonicWallなどの追加のエンタープライズベン
ダーに拡大したため、より大きなトレンドの始まりにすぎな
いことが判明することになりました。

その後、サイバーセキュリティ機関は、ロシア、中国、イラ
ンの国家を基盤とする脅威アクターが、さまざまな企業
ネットワーク機器やベンダーをターゲットにしていることを
詳細に伝える警告を繰り返し発表しています。特に、ロシ
アの SVRの手法を取り上げた最新のアラートでは、標的

となった上位 11件の脆弱性のうち5件がネットワーク機器
に影響(PDF)を及ぼしていました。

この戦略は、最も広範で有害なランサムウェア・キャン
ペーンでもすぐに採用されるようになりました。Netwalker
は、ネットワーク・デバイスを標的とした最初のランサム
ウェアの 1つで、この傾向はDoppelPaymer、Maze、
Ragnarokなどの最も人気のあるランサムウェア・グループ
に急速に広まりました。この傾向は、製造工場に対する攻
撃でF5デバイスを標的としたCringランサムウェアによって、
さらに加速しています。直近では、アクセリオン製デバイ
スのゼロデイの脆弱性を悪用したランサムウェア「Cl0p」
が高い標的となっています。

合計すると、上位5つのランサムウェアグループのすべて
と、合計20以上のランサムウェアグループが、企業のネッ
トワークデバイスやインフラを標的としていることが確認さ
れています。下表は、さまざまなグループが企業のテクノ
ロジーベンダーをどのように標的にしているかをまとめた
ものです。
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https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa20-133a
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/current-activity/2021/05/07/joint-ncsc-cisa-fbi-nsa-cybersecurity-advisory-russian-svr
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa20-258a
https://www.cisa.gov/uscert/ncas/alerts/aa20-259a
https://www.ncsc.gov.uk/files/Advisory-further-TTPs-associated-with-SVR-cyber-actors.pdf
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https://arstechnica.com/information-technology/2021/04/ransomware-shuts-down-production-at-two-manufacturing-plants/
https://threatpost.com/accellion-zero-day-attacks-clop-ransomware-fin11/164150/
https://usa.kaspersky.com/blog/top5-ransomware-groups/24615/
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ネットワークデバイスが狙われる理由

ネットワーク機器には、攻撃者にとって特に魅力的ないく
つかの特徴があります。ネットワーク機器は、組織内で最
も強力かつ戦略的に重要な機器であり、サイバー攻撃と
いう文脈においては、他に類を見ないほど貴重な存在と
なっています。また、一般に公開されているため、サー
バーやノートパソコンなどの従来の資産を保護するため
のセキュリティ・プロセスやツールが適用されないことがよ
くあります。

ネットワーク機器が攻撃される主な理由は以下のとおりで
す。

公衆網からのアクセス

ネットワーク機器は、その機能を発揮するために、一般に
アクセス可能でなければならないことが多い。例えば、
VPNは、リモート・ユーザーにサービスを提供するため、当
然ながら公開される必要があります。このようなデバイス
の脆弱性を悪用することで、攻撃者は、フィッシングやそ
の他のユーザー依存の感染方法を用いることなく、企業
内への極めて戦略的な足がかりを得ることができます。

このため、企業ネットワークへのアクセスを専門とする
Initial Access Broker（IAB）は、ネットワーク機器を最優先
事項とし、そのアクセス権を他の脅威アクターに転売して
います。IABは、特定のベンダーや種類のデバイスを攻撃
することに特化しており、ほとんどのIABは、競争上有利と
なる新しい脆弱性を積極的に探し求めています。

さらに、Covid-19の大流行により、多くの組織がリモート
ワーク・モデルへの移行を余儀なくされました。このため、
企業内VPNへの依存度がさらに高まり、攻撃者はすぐに
これを利用することができるようになりました。

高い戦略的価値

ネットワーク機器は、いったん侵入されると、サイバー攻
撃のその後の局面で壊滅的な役割を果たすことがありま
す。企業の中枢神経系であるネットワーク機器は、組織
内のほぼすべてのものと自然に接続されているため、横
方向の動きや持続性に最適です。

例えば、エンドユーザ・デバイスへの経路を提供すること
で、攻撃者は追加のマルウェアやペイロードを送り込むこ
とが可能になります。同様に、ネットワーク・デバイスは、
接続された他の内部資産への足掛かりとして使用するこ
とができます。ネットワーク機器のネットワーク機能を悪用
して、攻撃者がトラフィックを監視したり、コピーしたり、リ
ダイレクトしたりすることも可能です。デバイスによっては、
攻撃者がDHCP設定を変更したり、DNSポイズニングを実
行したりして、ユーザーを悪意のあるサイトに誘導したり、
マシン・イン・ザ・ミドルを確立したりすることができます。

また、ネットワーク・インフラストラクチャを侵害することで、
IT/OTと企業内の他の高価値なエリアとの間の境界を破
壊することもできます。また、攻撃者は、企業の業務を停
止させるために、ネットワークデバイスを単に「壊す」ことも
できます。

暴露された脆弱性

ネットワーク機器もまた、攻撃者にとって潜在的な脆弱性
の宝庫でもあります。長年にわたり、業界はWindowsベー
スのノートパソコンのような従来のデバイスの保護という
点で大きな進歩を遂げてきました。保護機能の向上、ソフ
トウェアやオペレーティングシステムの自動更新により、こ
のようなデバイスの攻撃対象は減少しています。このため、
攻撃者はより安全な代替ターゲットを探すようになり、ネッ
トワークデバイスが理想的な標的となりました。

多くのネットワーク機器は、Linuxオペレーティングシステ
ムをベースにしていますが、特定のベンダーのニーズに
合わせて大幅にカスタマイズされています。このため、独
自の脆弱性を持つ多種多様なカスタムOSが存在すること
となりました。しかし、これらのカスタムOSは、一般的なOS
に見られるような業界全体の監視や更新プロセスを受け
ず、重大な脆弱性に気付かないままになってしまうことが
あります。

これらの脆弱性の多くは、ネットワーク機器のファーム
ウェアや統合コードに直接的に関連していることに留意す
ることが重要です。例えば、APTやランサムウェアによって
最もよく攻撃される33のネットワークデバイスの CVE のう
ち12は、影響を受けるコンポーネントとしてファームウェア
を具体的に挙げています。これには、企業向けVPN、Cisco
ルーター、Citrix アプリケーション・デリバリー・コントロー
ラー、SonicWall VPN、その他のセキュリティ・デバイスが
含まれます。

従来のセキュリティツールやプロセスでは保護されない

ネットワーク機器は、企業のセキュリティツールの死角に
なりがちです。例えば、前述した低レベルの脆弱性の多く
は、従来のパッシブなソフトウェア脆弱性スキャンでは発
見されません。脆弱性管理チームの多くは、従来のデバ
イスへのパッチ適用に追われ、ネットワーク・デバイスの
脆弱性をスキャンすることができず、脆弱性が検出された
としてもその重要性を認識できない場合があります。

脅威に関して言えば、問題はさらに深刻です。また、ネッ
トワーク機器は通常、ノートパソコンやサーバーに適用さ
れる従来のセキュリティ・エージェントに対応していません。
これはIoTデバイスに共通する問題ですが、ネットワーク
デバイスはより高い価値を持ち、より高いリスクを伴いま
す。
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https://www.theguardian.com/technology/2021/jun/17/ransomware-working-from-home-russia
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その結果、ほとんどのセキュリティ・チームは、ネットワー
ク・デバイスの整合性を検証したり、侵害されたデバイス
を特定したりする一貫した方法を持ち合わせていないの
が現状です。また、利用可能なツールは、特定の脅威に
対応するためにベンダーが提供する単発のツールである
ことがほとんどです。最後に、多くの組織では、デバイス
を保護する責任を最初に負うのが誰なのかが明確ではあ
りません。ネットワーキング・チームがある程度の責任を
負うかもしれませんが、セキュリティ・チームはルールと設
定を最新の状態に保つ必要があるかもしれません。また、
脆弱性管理チームが担当する場合もあれば、担当しない
場合もあります。このような曖昧さは、運用上のギャップ
や場当たり的なセキュリティ・プロセスを生み出し、デバイ
スを無防備な状態にする可能性があります。

ゼロトラスト戦略は、ネットワークデバイスとその
ファームウェアに依存する

ゼロ・トラストは、急速に現代のサイバーセキュリティの基
礎となる概念の1つになっています。最近の「国家のサイ
バーセキュリティの改善に関する大統領令」では、連邦政
府機関にゼロトラストアーキテクチャへの移行を義務付け
ることで、ゼロトラストの重要性がさらに体系化されました。
NISTの特別な出版物であるSP 800-207は、ゼロ・トラストを
次のように定義するのに役立っています：

“ゼロトラスト（ZT）とは、進化するサイバーセキュリティのパラ
ダイムを表す用語で、防御を静的なネットワークベースの境界
線から、ユーザー、資産、リソースに焦点を当てるようにす
る...」とあります。"

"ゼロ・トラストは、物理的な場所やネットワークの場所（ローカ
ルエリアネットワークとインターネットなど）、資産の所有権（企
業所有と個人所有）に基づくだけで、資産やユーザーアカウン
トに暗黙の信頼が与えられていないことを前提としています。"

"ゼロトラストは、ネットワークセグメントではなく、リソース（資
産、サービス、ワークフロー、ネットワークアカウントなど）の保
護に焦点を当て、ネットワークの位置がリソースのセキュリ
ティ態勢に対する主要な構成要素とは見なされなくなったから
です。"

この定義は、サイバーセキュリティの戦略家、実装者、実
務者に、業界がこれまで現代のネットワーク全体でエンド
ポイント、サーバ、デバイスに置いてきた固有の、暗黙の、
そしてますます弱くなっている信頼について再考するよう
に促しています。これらの概念は、ネットワーク・デバイス
という文脈では、さらに重要な意味を持ちます。

ファームウェアとデバイスレベルのコードを検証する必要
がある

デバイス内のファームウェアは、デバイスの中で最初に実
行されるコードであり、最も特権的なコードの一部でもあり
ます。従来のラップトップやサーバーの場合、ファームウェ
ア内の悪意のあるコードは、攻撃者がより上位のオペ

レーティングシステムやアプリケーションレベルで実行さ
れている他の制御を事実上破壊することを可能にするこ
とができます。TrickBot/TrickBootのようなファームウェア
ベースの脅威の台頭により、セキュリティチームは、デバ
イスのファームウェアの完全性を検証し、それが侵害され
ていないことを確認できるようにする必要があります。こ
の検証なしには、より高度なセキュリティ制御を、暗黙の
うちに信頼することはできません。

この必要性は、ファームウェアとデバイスのオペレーティ
ングシステムがはるかに統合されているネットワークデバ
イスにおいて、より顕著になります。もし、攻撃者がファー
ムウェアやマシンレベルのコードを侵害することができれ
ば、そのデバイスを制御できる可能性が高くなります。

ゼロ・トラストはネットワーク・デバイスの完全性に依存す
る

ネットワーク機器とセキュリティ機器は、ゼロ・トラスト・
アーキテクチャにおいて、非常に重要な役割を担っていま
す。多くの場合、これらのデバイスは、トラフィックを配信、
分析し、最終的にゼロ・トラスト・ポリシーを実施するデバ
イスです。これらのデバイスに対する攻撃の増加に伴い、
攻撃者は、まさに文字通り組織のゼロ・トラスト戦略を定
義するテクノロジーを弱体化させようとしています。

これらの組織は、スイッチの言う通信が実際に通信してい
るものであることを「信頼」できる必要があります。ファイア
ウォールやIPSがトラフィックを正確に分析し、脅威や不正
アクセスをブロックすることを信頼できなければなりませ
ん。トラフィックの機密性が保持され、意図した宛先にの
み送信されることを信頼できなければならないのです。

ほとんどの組織は、これらのデバイスがその役割を果た
すことを暗黙のうちに信頼しています。しかし、ゼロ・トラス
トは、セキュリティ・チームに、ITとOTのスタックの中で暗
黙のうちに信頼されている領域を探し出すよう求めていま
す。ゼロ・トラストにおけるネットワーク・デバイスの基本的
な役割を考えると、これらのデバイスの完全性を検証する
ことが不可欠です。

データプレーンとコントロールプレーンの分離

NISTのSP 800-207は、データと制御の論理的分離を維持
することの重要性を広範囲にカバーしています。
ゼロトラストアーキテクチャーでは、プレーン ネットワーク
デバイスの場合、コントロールプレーンは管理者がデバイ
スを管理し、ポリシーを更新し、その他の設定を管理する
ための独立した経路を提供し、データプレーンはエンドポ
イント間のアプリケーショントラフィックを提供します。コン
トロールプレーンを分離することで、企業はデバイスへの
アクセスを制限し、ポリシーの変更が有効かつ承認され
ていることを確認するための厳格な制御を適用することが
できます。
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しかし、ネットワーク機器では、データプレーンとコントロー
ルプレーンを論理的に分離することは可能ですが、その
基盤となるファームウェアを共有することが多くなります。
このため、ファームウェアが侵害されると、攻撃者は両方
のプレーンにアクセスすることができるようになります。
サーバのベースボード管理コントローラ（BMC）のように、
デバイスが別々の物理的なファームウェアを持っている
場合でさえ、データまたは管理ハードウェアのいずれかが
侵害されると、攻撃者はもう一方のプレーンにピボットで
きることが調査で明らかになっています。このことは、ネッ
トワークデバイス上のすべてのファームウェアとデバイス
コードの姿勢と完全性を 検証することの重要性を、改め
て浮き彫りにしています。

ネットワークデバイスを保護するための重要な要
件

ネットワークデバイスのセキュリティは、セキュリティのベ
ストプラクティスと運用を新しいクラスのデバイスに拡張す
ることを組織に要求します。しかし、従来のセキュリティ
ツールは、汎用的なオペレーティングシステムやソフト
ウェアを保護するように設計されており、ネットワークデバ
イスのデバイスコード、ファームウェア、ハードウェアが密
接に統合された独自のリスクや脅威に対処することはで
きませんでした。このため、組織で最も価値の高いデバイ
スの一部が最も保護されていない「リスク・ギャップ」が生
じています。

以下の要件は、セキュリティリーダー、アーキテクト、実務
者がこのギャップに対処し、ネットワークデバイスが相応
の保護と運用の厳しさを受けられるようにするために役立
ちます。

サプライチェーンの検証

組織のセキュリティ対策は、ネットワーク・デバイスが物理
的または仮想的に納品される前から始める必要がありま
す。セキュリティ・チームは、ベンダーの選定段階におけ
る評価プロセスの標準的な部分として、見込みのあるネッ
トワーク・デバイスに脆弱性や設定ミスがないかどうかを
スキャンする必要があります。

現代のテクノロジー・サプライ・チェーンは、メーカーがコス
ト削減や供給不足の解消を図る中で、常に変化していま
す。このような変化に対応するため、企業はベンダーに対
して、すべてのデバイスソフトウェアとファームウェアを含
む最新のソフトウェア部品表（SBOM）を提供するよう求め
る必要があります。また、新しく受け取ったデバイスをス
キャンし、デバイス内の実際のコードがSBOMと一致し、脆
弱性がないことを確認する必要があります。

サプライチェーンの問題は、デバイスが配備された後にも、
アップデート中に生じたミスや脅威によって発生する可能

性があります。ネットワークデバイスは、アップデート後に
スキャンと監視を行い、すべてのセキュリティ設定が適切
に有効になっていることを確認し、異常や脅威の兆候を
検出する必要があります。

ディスカバリーと可視化の自動化

組織は、ネットワークデバイスを可視化する必要があり、
可能であれば、内部コンポーネントを可視化する必要が
あります。多くの企業では、従来のセキュリティ・エージェ
ントをサポートしない多数のネットワーク・デバイスが存在
するため、これは困難な課題となっています。

そのため、企業は、ネットワーク・デバイス自体にエージェ
ントを展開することなく、分散した企業内のあらゆる場所
のネットワーク・デバイスを自動的に検出するツールを用
意する必要があります。どのような検出プロセスも、ユー
ザーのプライバシーを保護し、企業以外の環境が不用意
に分析されないように、厳密に制御する必要があります。

脆弱性とリスク管理

セキュリティ・チームは、ネットワーク・デバイスのセキュリ
ティ・ポストをプロアクティブに可視化する必要があります。
これには、ネットワーク機器に固有の脆弱性や機器の設
定ミスをスキャンする機能も含まれます。ファームウェアレ
ベルの脆弱性の多くは、認証されていない単純な脆弱性
スキャンでは検出されません。そのため、可能な限り、認
証されたスキャンをサポートするツールを使用する必要が
ある。デバイスが通常の認証済みスキャンをサポートでき
ない場合、脆弱なデバイスを特定するために、API のよう
な代替手段を介して、デバイスのフィンガープリントや
データ収集ができるようにする必要があります。

また、多くのベンダーやデバイスの種類にまたがって一貫
性のある脆弱性管理プログラムを確立するよう努力する
必要があります。ほとんどの企業では、複数のネットワー
ク・セキュリティ・ベンダーが存在するため、ベンダー固有
の定期的なスキャンに頼ると、重大なリスクをすぐに見逃
してしまうことになります。攻撃対象領域を包括的かつ確
実に可視化するには、ベンダーにとらわれない自動化さ
れたアプローチが重要です。

セキュリティ・チームは、ネットワーク・デバイスの脆弱性
が検出された場合に、優先順位を付けるための適切な
ツールとプロセスを導入しておく必要があります。従来の
ネットワークベースのスキャンで検出される数千の脆弱性
の中から脆弱性を見逃すことがないよう、ネットワークデ
バイスの専用ビューを検討するのもよいでしょう。また、実
際に悪用されている CVE を自動的に優先順位付けできる
ようにする必要があります。
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企業のシステムインフラ
を防御する

デバイスのパッチとアップデート

チームは、できるだけ少ない労力で、迅速に脆弱性に対
処する必要があります。例えば、新しいファームウェア・
バージョンのチェック、適切なパッケージのダウンロードと
検証、さらにはアップデートの適用など、アップデートの手
動ステップの多くを自動化するツールを検討するとよいで
しょう。

整合性監視と脅威の検出

セキュリティチームは、アクティブな脅威や侵害の兆候を
プロアクティブに特定するための武装をする必要がありま
す。これは、ネットワーク・デバイスに適用する場合、さま
ざまな形で行うことができます。まず、デバイス上の実際
のコードと、ベンダーが提供する有効な公開コードを暗号
化して比較し、デバイスのファームウェアとコードの整合
性を検証する必要があります。デバイス上のファームウェ
アは、従来のデバイス上の他のコードよりもはるかに安定
し、予測可能であるため、このホワイトリストのアプローチ
は強力な最初のステップとなります。

次に、既知の脅威の存在や侵害の兆候をスキャンする必
要があります。攻撃者は、インプラントやバックドアを開発
する際に、定期的に過去の脅威のコンポーネントを再利
用し、再目的化しています。多くの脅威は、デバイスに微
妙な設定変更を加えるため、デバイスの詳細なスキャン
が重要になります。

最後に、企業は、デバイス上のコードの動作を監視できる
ようにする必要があります。ファームウェアは、やはり従
来のソフトウェアよりもはるかに予測しやすく、比較的狭い
範囲の動作に適合します。この基準値からの逸脱は、脅
威が未知のものであったり、ベンダーの正当な更新の一
部として導入されたものであったりする場合でも、脅威の
兆候を特定するのに役立ちます。

エクリプシウムの紹介

エクリプシウムは、サーバ、ノートPC、幅広いネットワーク
機器など、組織の最も重要なレイヤーのセキュリティをシ
ンプルかつ自動で提供します。エクリプシウムは、クラウド
ベースのファームウェアセキュリティソリューションで、デ
バイス自体にエージェントをインストールすることなく、ネッ
トワークデバイスとネットワークインフラの完全な可視化と
制御をチームに提供することが可能です。主な機能は以
下のとおりです。

識別 - ネットワークデバイスを自動的に検出し、ファー
ムウェア、ハードウェア構成、およびネットワークデバイ
スとインフラ内の数十のコンポーネントを継続的に可視
化します。セキュリティに影響を与える可能性のある重
要なデバイス、コンポーネント、属性、または変更に素
早く対応します。

検証 - 古くなったファームウェアや脆弱なファームウェ
ア、デバイスの誤設定によるリスクを事前に特定します。
すべてのファームウェアの整合性を検証し、ルートキッ
ト、インプラント、バックドアなど、既知および未知の
ファームウェアの脅威を検出します。

強化 - パッチやアップデートをリモートで適用し、デバイ
スのリスクをプロアクティブに軽減します。主要なSIEM、
脆弱性管理、デバイス管理ツールとあらかじめ統合さ
れているため、既存のITおよびセキュリティ・ツールとの
統合により、ファームウェアの完全性の変更に対する
自動アラートを受信し、自動応答を実行します。

今後の展望と次のステップ

ネットワーク機器は、サイバーセキュリティにおいて最も
活発な分野の1つであり続けています。この数カ月で状況
は急速に進化しており、あらゆる兆候から、攻撃者は今
後もネットワーク機器への攻撃を加速させることが予想さ
れます。大規模なランサムウェアや金銭的動機のあるグ
ループは、APT脅威行為者によって以前実証された技術
を採用し、前例のない規模で運用を続けています。初期
アクセスブローカー（IAB）は、競合する犯罪グループに対
して優位に立とうと、新たな脆弱性を特定し、悪用し続け
ています。

エクリプシウムは、これらの重要なデバイスが可能な限り
安全であることを保証するために、セキュリティ研究と制
御によって業界を前進させることに専心しています。私た
ちのプラットフォームは、セキュリティ・チームがネットワー
ク・デバイスを可能な限り安全に保つために必要なツール
を提供します。

エクリプシウムがどのようにお客様の組織を保護するか、
ファームウェア・セキュリティについて、より詳しくお知りに
なりたい場合は、jp-info@eclypsium.comまでお問い合わ
せください。
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