Interview〈インタビュー〉

ランサムウェア対策にもっとも有効なのが
「バックアップ」である理由
企業内のデータを勝手に暗号化し、それを人質に"身代金”を要求するランサムウェア
「WannaCry」が猛威を振るっている。WannaCryはWindowsの脆弱性を突いて感染を
広げるもので、世界各国の企業や医療機関などで被害が確認されており、日本でも多数の
企業で感染が報告されている。増え続けるラ
ンサムウェアの被害に備えるには、基本的な
マルウェア対策やアップデートが重要なのは
言うまでもないが、今やそれだけでは感染そ
のものは防げないのが現実。そこで重要にな
るのが、データのバックアップである。なぜ
データのバックアップがランサムウェア対策
に有効なのか。またランサムウェア対策に最
適なバックアップの考え方とは？

国内外の至る所でランサムウェア感染報告がなされている
（© zephyr̲pFotolia）

ランサムウェアの現実的なリスク軽減策が「バックアップ」のワケ
日本をはじめとする世界各国で被害が報じられるランサ
ムウェア「WannaCry」について、独立行政法人 情報処
理推進機構（IPA）は注意喚起を公表し、Windowsの修
正プログラムを適用することと、メールの取扱いに注意
し、不審なメールの添付ファイルを開かないことや、リン
クをクリックしないよう呼びかけている。
日本では、報じられているだけでも数十社での感染が確
認され、相当のセキュリティ対策を行っているはずのエ
ンタープライズ企業であっても感染する現状が浮き彫り
になった。インターネットに接続することが、業務を行

WannaCryに感染した場合に表示される画面の一例
（出典：IPA）

う上で欠かせないものである以上、今後もデータを標的
にした犯罪はなくならない。ランサムウェアの脅威は、

「払って解決したほうが早い」と考えるよう仕向ける。

決して一時的なトレンドではないのだ。

しかし、身代金を支払ったとしても、ファイルが復号で
きるかどうかの保証はない。すなわち、ランサムウェア

ランサムウェアの厄介なところは、感染し、ファイルが

の感染を防ぎようがない以上、重要となるのは、データ

暗号化されたらそこで業務がストップしてしまう点だ。

のバックアップによる「転ばぬ先の杖」だ。「ランサム

犯罪者側もそこは熟知しており、すぐに身代金を支払う

ウェア対策には、従来のマルウェア対策だけでは足りな

場合は身代金を低く設定するなど、被害者側がつい

い。結局のところ、データのバックアップとリカバリー

しかない」とは、とあるエンタープライズ企業のIT管理

商用バックアップ製品でも選び方のポイントがある。た

者の声だ。

とえば、バックアップメディアとして、テープメディア
があるが、バックアップの保管性が特長である反面、相

バックアップといえば、Windowsにも標準のバックアッ

応のスキルを持ったシステム管理者がいないと、リカバ

プ機能が備わっている。これで十分ではないかという

リーが大変だったり、リストアに時間がかかるという問

「誤解」もあるが、企業で使う場合にはさまざまな課題

題がある。

がある。また商用製品にもランサムウェア対策に最適か
どうかを検討する必要がある。

コストも重要なポイントだ。どんなに優れたバックアッ
プソリューションでも、高価なものは簡単に導入できな

まず、大容量データへの対応が難しい点が挙げられる。

い。重複排除などバックアップのデータ量を削減する機

Windowsの標準機能はファイル単位のバックアップなの

能を備え、管理者負荷が軽減でき、リカバリーが容易

で、ファイル全体をバックアップする。つまり、大容量

で、現実的な価格で導入できるバックアップソリュー

ファイルを扱う環境ではバックアップのたびに毎回、相

ションを選ぶことが重要なポイントとなる。つまり、

当の時間がかかり、場合によっては「終わらない」とい

バックアップソフトの導入とあわせ、バックアップデー

う問題につながる。また、バックアップデータをいかに

タの安全な保管、二重化などを併せて考え、マルウェア

安全に守るかという観点も重要なポイントだ。というの

対策と両輪で行っていくことが重要なのだ。

も、ランサムウェアの中には、バックアップファイルの
拡張子を暗号化の対象にするものがあるからだ。

低コストで使いやすく、バックアップ／リカバリー機能に優れた
「ActiveImage Protector」
そこで注目されるのが、イメージング バックアップ ソ
リューションの「ActiveImage Protector」だ。開発元の
ネットジャパン 執行役員 営業本部 本部長の佐藤尚吾氏
は、「イメージング バックアップ ソリューションはス
モールスタートでも導入が可能、ランサムウェア対策は
もちろん、BCP対策にも有効です」と語る。
「イメージバックアップの優れたところは、ディスクま
たはボリューム上のすべての情報をまるごとバックアッ
プできる点にあります。リカバリーの際はセクターベー
スで丸ごと元に戻すので、完全に感染前に戻ります。ま
た、ファイル単位でも復元できるため、たとえ特定の
ファイルだけがランサムウェアに感染したとしても、
ファイル単位ですぐに復元が可能です」（佐藤氏）
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もちろん、バックアップをとる周期、タイミングによっ

ことは海外ベンダーの製品と違い、利用企業の要望をす

て復元できないデータもあるが、それでも、被害を最小

ぐに機能へと反映できる強みがある。「お客さまファー

限で済ませることができる。また、リカバリー作業は簡

スト」で機能拡張も継続的に行っており、コストを抑え

単な操作で行うことができる点も特長だ。

ながら、安心して利用することが可能だ。

主な機能と優位性は大きく4つある。1つめは、国産ソ

2つめは大規模データに強いということが挙げられる。

リューションである点だ。開発はすべて自社で行ってお

コアとなるのが重複排除圧縮のテクノロジーだ。バック

り、ソースコードも当然保有している。自社開発という

アップファイルをコンパクトにする圧縮技術だが、大容

システム全体を丸ごとバックアップ

重複排除圧縮によるビッグデータ対応

システム（OS & アプリケーション）
データ（DB含む）

バックアップファイルからファイル単位で復元

遠隔地へのデータ転送

WAN

システム全体を丸ごと復元

システム（OS & アプリケーション）

バックアップファイルからの
ダイレクト起動

データ（DB含む）
物理から仮想環境、異なる仮想環境間、同一仮想環境間、
クラウド環境へ移行および復元

Hyper-V、VMware、Cloud

システムのHA（ハイアベラビリティ）化

Hyper-V、VMware、Cloud
ActiveImage Protectorの主な機能

量データを確実にバックアップできる性能強化に愚直に
取り組んでいるという。動作検証には11TBのデータの
バックアップ、リカバリーの動作をテストしており、
ビッグデータのバックアップも確実に行える信頼性を備
えている。
3つめは仮想化環境のバックアップ・リカバリーに強い
ということが挙げられる。ユーザーの仮想環境は多様化
しており、バックアップ、リカバリーの機能にも柔軟性
が求められる。VMwareやHyper-Vなど、各種仮想環境
に移行するためのコンバーターも標準装備。物理、仮想
環境、クラウドなど異なる環境間での移行、復元に強み
を持つ。

ActiveImage Protectorの管理画面。
「どんな人でも特にトレーニングをせずに7割の機能まで使い
こなせる使いやすさがあります」
（佐藤氏）

4つめは見やすく、使い勝手の良いUIだ。画面はシンプ
ルで操作性が高く、「バックアップ、リストアなどの基
本操作は、マニュアルを読まなくても誰でも使える」こ
とを目指しているという。使い勝手の良さは、バック
アップデータの二重化、三重化にも発揮される。「バッ
クアップデータの一次保存先をNASに、二次保存先とし
てUSBの外付けディスクや、クラウドなどに複製すると
いう運用も、簡単に行える」と、低コストでリスク分散
できる点は、ランサムウェア対策にはもちろんBCP/DR
対策にも有効だ。

アプライアンスや統合管理コンソールなどをリリース予定
佐藤氏は、「ActiveImage Protector」の特長として「お客

可能な状態のスタンバイ仮想マシンを作成し、増分バック

さまの事業規模や事業展開に応じて、バックアップ環境を

アップの自動反映も可能にするものだ。

柔軟に構成していける」点を挙げる。
今後のソリューションのロードマップとしては、ハード
「物理マシンから仮想マシン、USB接続のHDDからNAS、

ウェアメーカーと協業し、中小企業向けに導入しやすい

クラウドと、さまざまな環境において低コストでバック

「オールインワン」のアプライアンスを開発中だ。また、

アップを運用できます。バックアップのために多くの投資

統合管理コンソール（「クライアントマネジメントセン

はできないという会社でも、現実的な予算で導入すること

ター：CMC）」を近くリリース予定で、これにより、複

が可能です」（佐藤氏）

数のエンドポイントやバックアップデータストアの統合管
理、バックアップデータのレプリケーションなどを統合的

このように、ターゲットは幅広く、SMBからエンタープラ

に管理、制御できるようになる。

イズまで、業種も製造業から医療機関など、「Windows
やLinuxを使っている企業であればどこでも導入が可能」

今後、パソコンの高機能化、クラウド利用の拡大などに伴

ということだ。最近の導入例として多いのが「バックアッ

い、サイバー犯罪、攻撃のトレンドは変わっていき、今、

プ先にNASを1台購入、サーバのデータを集約、保存し、

猛威をふるうランサムウェアも数多くの脅威の一つとなる

そこから二次保存先に複製して二重化という運用が増えて

かもしれないと佐藤氏は述べる。しかし、私たちが業務で

いる」ということだ。仮想サーバのバックアップ先として

インターネットを使う限り、ウイルスの脅威自体がなくな

NASにデータを集約し、そこから物理環境を含む、さまざ

ることはない。そこで大事なのは「適切なサイクルで最新

まな環境にリカバリーする運用を行う企業もある。

の情報を仕入れ、セキュリティ対策をアップグレードして
いくこと」だ。基本的なマルウェア対策とデータのバック

さらに、高可用性ソリューションのvStandby AIPも用意さ

アップを両輪で対策したいと考える企業経営者やIT管理者

れており、企業の成長や事業レベルに応じてサーバ保護の

は、「ActiveImage Protector」の導入を検討してみてはい

高度化を容易に実現する手段も用意されている。これは、

かがだろうか。

ActiveImage Protectorのバックアップファイルを元に起動

ActiveImage PROTECTOR
Server Edition
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