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当社の役割（おさらい） 

据置型UTM 
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据置型UTMについて 

 据置型ＵＴＭ配備状況 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ご協力ありがとうございました。 
 

当初配備予定 現在の配備予定 接続完了 

48社 
（うち実証事業辞退 3社） 
（うち設置支援を要した企業 36社） 
（うちネットワーク構成等の問題によ
り設置断念した企業 8社） 
（うち既設UTMが判明し設置断念した
企業 3社） 
※一社が複数に該当するケース（例：設置支援を
実施し、既設UTMが判明した結果、実証事業を辞
退した企業等）が含まれます。 

29社 26社 
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据置型UTMについて 

 配備企業の従業員数別分布 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 収容台数３０台以下を想定した性能でしたが、従業員数がそれを上回る企業でも活用は
可能。保護したい機器の同時利用数で機器選定を行ってください。 
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据置型UTMについて 

 設置台数遷移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご自身での設置が困難な企業数社は現地に訪問して設置のご支援をさせていただきました。 

▲ 
特別支援 
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据置型UTMについて 

 設置にあたっての課題 
• ネットワークが適正な構成・運用になっていない。 
  冗長な機器が設置されている。 
  1台のPCが有線と無線の両方に接続されている。 
 
• ネットワーク構成が把握できない。 
  高所や壁面内など物理的に確認ができない。 
 担当者変更の際に引き継ぎがされていない。 
  すでにUTMが設置されていた。 
 
• 業務繁忙により設置している時間がない。 
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据置型UTMについて 

 検知した脅威 
 
 
 
 
 
 
 
 
外部からの不正アクセス検知（攻撃者による偵察行為）が非常に多いことがわかりました。 
※即時対応が必要なものではありませんが、皆様のネットワークが間違いなく狙われてい
ます。最新のセキュリティパッチを適用するなど引き続き警戒してください。 
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据置型UTMについて 

 【参考】検知した脅威詳細 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

分類 Log Event Message 小計 合計 
外部からの不正アクセス検知&防御 Land attack dropped 9 246 

Smurf Amplification attack dropped 204 
Spank attack multicast packet 
dropped 

2 

IPS Prevention Alert 31 
外部からの不正アクセス検知 Possible port scan detected 7533 9384 

Probable port scan detected 1561 
Probable TCP FIN scan detected 290 

不正アクセス検知&防御（内部から
外部への通信） 

TCP Xmas Tree dropped  166 166 

マルウェアの検知＆無害化  Anti-Spyware  Prevention Alert 242 718 
Gateway Anti-Virus Alert 476 

不正サイトへのアクセスブロック Suspected Botnet responder blocked 38 38 
異常通信ブロック Nestea/Teardrop attack dropped 1 1 
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据置型UTMについて 

 据置型UTM機器を継続利用される方 
まずは弊社までご一報ください。 
宛先（メール）：cyber_otasuke@ml.ntt-at.co.jp 
 

• 御見積書をお送りします。 
価格は本体価格＋遠隔監視費用込みで年間140万円です。 
（実証事業参加企業限定価格。2020年3月31日まで有効。2年目以降は年間
124.5万円） 

• 契約成立後、新しい機器への入れ替えを行います。 
• 設定済みの新しい機器を送付いたしますので、現在ご
利用中の機器と入れ替えて同梱の着払い伝票で現在ご
利用中の機器を返送してください。 

※機器の販売のみ（設定・遠隔監視なしで初年度10万円）でもご提供可能ですが、推奨し
ておりません。ご希望の方がいらっしゃいましたら、個別にお問い合わせください。 
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据置型UTM機器の回収および継続利用について 

 据置型UTM機器を継続利用されない方 
• 現在設置済みの機器を取り外して、同梱の着払い伝票にて弊社ま
でご返却ください。2020年2月末日まで。（以下、取り外し例） 
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コールセンターについて

 運用期間中、コールセンターに相談が寄せられたのは
以下の6件
No 相談 対応 

1 

Windows updateの方法について① 

手動によるWindows updateの方法をご説
明した。 

最 近 、 報 道 等 で 公 表 さ れ て い る
Windows10(IE)の脆弱性に関する対応に
ついて、Windowsパッチが自動更新されない
が、どうすればよいか。 

2 

怪しいソフトをインストールしてしまった 

詐欺ソフトウェアのインストールであるため、駆け
つけ隊を手配。 

従業員が自宅で使っているパソコンにOne 
Safe PC Cleanerというソフトが入っている。 
パソコンを会社に持ってきてもらいネットで調べ
てみるとマルウェアと書いてあるのを見つけたが、
ウイルスチェックするも引っかからず。更に調べる
とソフトを削除するためのアプリをダウンロードす
るために個人情報を入力する画面になったため
怪しいと思ってやめた。
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コールセンターについて 

No 相談 対応 

3 

Windows updateの方法について② Windowsのアップデートを適用していない場
合に表示されるメッセージであることならびに以
下を回答。 
「今すぐ再起動」ボタンを押すことにより
Windowsのアップデートが開始されますが、時
間がかかる事とアップデート後のバージョンに対
応していないアプリケーションは動かなくなる可
能性があります。 
アップデートを実行されるようでしたら、事前に
重要なファイルをバックアップしておくことをおすす
め致します。 

PCを立ち上げたら「この処理を終わらせましょう
」というメッセージが表示された。 

4 

Emotet関連①（感染の疑い） 

状況に関するヒアリングを実施。 
感染の可能性は低いものと考えられ、IPAの特
集ページを見ていただき今後も注意していただ
く事とフルスキャンの実施をご案内し、クローズ。 

ここ最近、社員複数名が不審なメールを受信
している。Emotet感染のニュースもあるので、
気になってかけた。 
内容はそれぞれ異なり、不審メールの受信者が
以前他のメールでやり取りした内容を一部切り
取り・貼り付けられたものも含まれており、情報
漏洩しているのではと感じる。 
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コールセンターについて 

No 相談 対応 

5 

Emotet関連②（感染） 
コールセンターより以下を確認および推奨。 
１．被害先を保全するためにメーラーのアドレ
ス帳を控えておく。 
２．メールアカウントのパスワードを変更 
３．OSリカバリ 
４．現在特定されたPC以外のものも念の為
にウイルススキャンをかける。 
※追加の相談先としてJPCERT/CCの窓口を
ご案内。 
 
まずは案内した方法でやってみますとのこと。 
お助け隊としては一次対応完了とし、復旧は
先方待ち。 

複数台のパソコンがウイルスメールを受信した。 
添付ファイルがあり、開いてしまった。 
すぐにLANケーブルを抜いて隔離したが、不審
なメールを受信していない他のパソコンから外
部へメール送信されていた。 
メールは過去そのパソコンで受信したメールに返
信する形で送っているよう。 
取引先から感染の疑い連絡を受ける。 

翌日、以下の追加相談あり。 
「なりすましメールが送信され続けている。どうに
かする方法はないか？」 

以下の通り回答した。 
「メールは御社とは関係のないところから送信さ
れているため、基本的には止められない。昨日
ご案内して控えていただいているアドレス帳の連
絡先に御社のなりすましメールが送信されてい
ることを注意喚起をするのが、現実的な対
応。」 
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コールセンターについて 

No 相談 対応 

6 

Emotet関連③（感染の疑い） 
コールセンターより以下を確認および推奨。 
メールの差出人について、外部から来ているも
のであればＡさんを騙って出されたものである可
能性が高いとご案内。 
なお、Ａさんから転送した貰ったメールの件名は
Virus Removedというように書かれており、添
付ファイルもdocファイルではなくtxtファイルがつ
いているとの事⇒電子メールスキャナによって無
害化されている可能性あり 
メールの文面についてはIPAが注意喚起してい
るもの（「賞与支払届」や「請求書の件で
す」）と似ているが少し違っている⇒文面は変
化することがある事をお知らせした。 
その後の電話で外部のドメインからであることが
わかったとの事 
⇒内部感染の可能性は低くなりますので、IPA
やJPCERT/CCの注意喚起に従って、今後も
ご対応いただければとご案内。 
 

社内のドメインから社員宛にメールが届く。複数
人に届いている。内容は同じ。「Aさん→Bさん、
Cさん、Dさん」のような形。 
内容は請求書の送付のお願いなど。どのメール
も内容は同じだと思う。身に覚えはない。 
社員には無視してほしいと伝えてあるが、お助
け隊のことを思い出して、相談してみた。 
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コールセンターについて 

 運用期間中、据置型UTMでアラートを検知し、コール
センターで対応したのは以下の6件 
 No 検知アラート 対応 

1 ボットネットとの通信① 

端末利用者に対し、当該通信が意図して行った通信であるか
否かの確認を依頼。また、以下の実施を推奨 
・該当端末のネットワーク（有線LAN・無線LAN）から切り
離し 
・ウィルス対策ソフトの最新定義ファイルを使用しフルス
キャン 
・ウィルス対策ソフトで検知できない場合は、端末の初期化
を推奨。 
あわせて駆けつけ隊の要否を確認 
⇒駆けつけ隊を希望されたため駆けつけを要請。 
⇒駆けつけ隊到着前に該当端末のメーカーを特定し、連絡。 
  Apple社製のスマートフォンかパソコンの可能性。 
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コールセンターについて 

No 検知アラート 対応 

2 
ポートスキャン 
（TCP Xmas Tree 
Attack）① 

端末利用者に対し、当該通信が意図して行った通信であるか否かの
確認を依頼。また、以下の実施を推奨 
①TCP Xmas Tree Attackを行うツール等の利用有無 
②該当端末のネットワーク（有線LAN・無線LAN）からの切り離し 
③ウィルス対策ソフトの最新定義ファイルを使用しフルスキャン 
 
継続対応中。 

3 ボットネットとの通信② 

端末利用者に対し、当該通信が意図して行った通信であるか否かの
確認を依頼。また、以下の実施を推奨。 
①検知機器のネットワーク（有線LAN・無線LAN）から切り離し 
②ウィルス対策ソフトの最新定義ファイルを使用しフルスキャン 
 
先方でiPhoneやipad（私物持ち込み）に心当たりがあるとのこと。
コールセンターからは駆けつけ調査はできかねるが、可能なら該当の端
末で不正通信が検知された日時に行われた操作の確認を推奨。 
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コールセンターについて 

No 検知アラート 対応 

4 
ポートスキャン 
（TCP Xmas Tree 
Attack）② 

端末利用者に対し、当該通信が意図して行った通信であるか否かの
確認を依頼。また、以下の実施を推奨。 
①TCP Xmas Tree Attackを行うツール等の利用有無 
②該当端末のネットワーク（有線LAN・無線LAN）から切り離し 
③ウィルス対策ソフトの最新定義ファイルを使用しフルスキャン 
 
連日の検知があったため、駆けつけ隊の要否を確認 
⇒駆けつけ隊を希望されたため駆けつけを要請。 
駆けつけ隊による調査結果は後述するが、追加調査でのパケットキャ
プチャを実施中。 
 

5 ボットネットとの通信③ 

末利用者に対し、当該通信が意図して行った通信であるか否かの確
認を依頼。また、以下の実施を推奨。 
①該当端末のネットワーク（有線LAN・無線LAN）から切り離し 
②ウィルス対策ソフトの最新定義ファイルを使用しフルスキャン 
 
外部の業者が持ち込んだMacであることが判明。 
先方で無線APへのアクセス制限をかけることで対応済み。 
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コールセンターについて 

No 検知アラート 対応 

6 ボットネットとの通信④ 

端末利用者に対し、当該通信が意図して行った通信であるか否かの
確認を依頼。また、以下の実施を推奨。 
①該当端末のネットワーク（有線LAN・無線LAN）から切り離し 
②ウィルス対策ソフトの最新定義ファイルを使用しフルスキャン 
 
該当端末は外国人従業員の方が使われている私物スマホ
（Android端末およびiPhone）。それらの端末は社内ネットワークに
接続させていた。 
コールセンターからは送信先のIPアドレスが海外の企業が管理するドメ
インであることを伝えた。 
さらに上記状況より、担当者に以下を伝えた。 
・外国人従業員の方が使われたスマホで海外に接続するアプリを利用
されている可能性が高い。 
・念の為、該当の端末でウイルススキャンを実施して欲しい。 
・私物のスマホを社内ネットワークに接続させない。 
・新たに情報があれば追ってご連絡する。 
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コールセンターについて（参考・再掲） 

据置型UTM機器でボットネットとの通信を検知 
 

 ボットネットとは… 
 サイバー犯罪者に乗っ取られたパソコンが集まってで
きたネットワーク。 

 ボットウイルスに感染したことが原因でパソコンやス
マートフォンが知らない間にボットネットに参加させ
られる。（ゾンビ化） 

  ※ゾンビ化した機器の情報は闇市場で売買されている。 
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 ボットネットに参加させられるとどうなるの
か？ 

 他社への被害（加害者になる） 
 →サイバー攻撃に加担させられる。 

 他社のサービスを停止させてしまう。 
 迷惑メールの送信元になってしまう。 

 自社への被害 
 →自社の情報を盗まれる。 
 →攻撃元として被害者から訴訟を起こされるおそれがあ
る。 
 →会社の信用が失墜し、取引停止などに発展するおそれ
がある。 

コールセンターについて（参考・再掲） 
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据置型UTMでポートスキャン攻撃を検知 
 
 ポートスキャン攻撃とは… 
 サイバー犯罪者が企業を攻撃する前の偵察活動。 
 偵察活動により対象企業のネットワークやサーバ、PC
の弱点を見つける。 

 
 偵察活動をされるとどうなるのか？ 
 サイバー攻撃の初期段階。偵察活動自体は悪さをしな
い。 

 

コールセンターについて（参考・再掲） 
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 偵察活動がさらに進み、ネットワークやサーバ、パ
ソコン等の弱点（脆弱性）が見つかると、そこを攻
撃され、情報を盗まれたり、ウイルスを仕込まれる。 

コールセンターについて（参考・再掲） 
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