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本書の目的と範囲
本書の主な目的は、2 つあります。1 つ目は、脅威データの分析と結果を提示することで、サイバー脅威の最近の傾
向を明らかにすることです。2 つ目は、サイバー脅威に関連するリスクの緩和にあたっての、コンテキストに沿った
調査の洞察と考慮すべき事項を提示することです。また、現在、および 2016 年に全世界で予定されているイベント
へのサイバー脅威の影響についても考察します。本書によって、セキュリティ強化のためのセキュリティ戦略の策定
にあたって考慮すべき、役に立つヒントをお客様に見つけていただきたいと思います。

FortiGuard Labs（フォーティガード ラボ）
本書で指摘するリスクや脅威は、業界最高水準の FortiGuard の脅威データ、調査、および分析によって導き出されたものです。
FortiGuard Labs は、世界中で活動する、200 名以上の高い専門知識を持つ研究者やアナリストで構成されています。研究者たちは、内製
のツールと特許取得済みの技術を利用して、膨大な数の脅威を調査し、破壊的な脅威を発見して、対策を実行しています。専任のエキスパー
トが、マルウェア、ボットネット、モバイル、およびゼロデイなどの重要なすべての分野の脆弱性の研究・調査にあたっています。また、
サービスアナリストが、侵入コードを研究して緩和シグネチャを開発し、技術開発者が、新たな対策エンジンの作成に継続的に取り組む
ことで、次々と登場する新たな脅威からの保護を可能にしています。FortiGuard Labs は、世界中の 200 万以上のセンサーから収集したデー
タを活用して、270,000 以上のお客様を休むことなく保護しています。
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FortiGuard Distribution Network（FDN）
FDN は、高度な脅威の分析融合センターであり、フォーティネットの広範な製品やサービスの配信ネットワークでもあります。また、フォー
ティネットがこれまでに取得した 250 以上の特許は、FDN の研究成果から生まれたものです。さらには、世界各国の FortiGuard の法的
機関のパートナーや政府機関とのコラボレーションでも、FDN が活用されています。FDN は、他のセンサーの脅威テレメトリの中から、
毎日 50 億件以上の Web 要求を処理しています。この処理では、特許取得済みのクラスタリングアルゴリズムを使用して、有害なパターン、
挙動、および確認済みのセキュリティ侵害の痕跡を生成しています。

データセットの範囲
本書の分析で使用した脅威データには、2016 年 4 月、5 月、6 月の FDN テレメトリデータの一部が使用されています。126 か国を対象と
する包括的なデータセットの中から、確認済みの異常や有害アーティファクトを絞り込みました。それらをさらに分析することで、次の
ような特に注目すべき分野のデータセットを生成しました。

期間：2016 年 4 月、5 月、6 月 

アーティファクトの総数：22 億以上

マルウェアの総ヒット数：5,900 万以上 

ボットネット活動の総ヒット数：20 億以上 

エクスプロイトキットの総数：45 万以上

国の総数：175

有害ドメイン /URL の総数：4,000 万以上

マルウェア ボットネット

要約
私たちは誰もが、健康、家庭、対人関係、仕事といった局面で、嵐とも言える状況に直面します。時には、いくつかの異なる局面で同時
に問題が発生することもあります。そうなると、天と地がひっくり返るような感覚に見まわれる、最悪の状況が発生します。サイバー犯
罪を取り巻く環境は、次から次へと嵐に見まわれるような、「降る時はいつも土砂降り」といった状況です。データ侵害が次々と発生し、
ビジネスへの影響は益々大きくなり、新たな脅威が登場し、EU 一般データ保護規則（GDPR）を始めとする新たな規制の圧力にさらされ

アジア

北米

ヨーロッパ

南米

アフリカ

オセアニア

北米

アジア
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そこで本書では、これらの質問に対する答えについての我々の考
え方をご紹介し、サイバー脅威インテリジェンスを適用してプロ
アクティブな結果を導き出すために考慮すべき、いくつかの重要
事項を解説することにします。また、FortiGuard Labs による実際
の調査で明らかになったサイバー脅威の現状も簡単に紹介します。
本書の目的は、サイバー攻撃の予防、検知、および対応の主要分
野において特に重要になる領域と対策についての洞察を提供する
ことです。こうした取り組みで最初に行うべきは、良く言われる
ように、自分自身を理解することです。

テクノロジーに対する攻撃の拡大
サイバー攻撃の増加の根本的な原因として、我々の生活のテクノ
ロジー依存度が高くなり続けている点が挙げられます。多くの個
人や組織にとって、情報テクノロジー（IT）は、単なるビジネス
の補助的な要素ではなく、成功に不可欠な重要な役割を果たすよ
うになり、あらゆる規模の公的機関や一般企業に技術革新が拡がっ
ています。このような急速な技術革新が、サイバー攻撃の速さや
頻度に極めて大きな影響を及ぼしています。驚異的なペースを示
す一例として、たとえば、ラジオの場合は 38 年もかかってようや
く 50 万人が聴くようになりましたが、テレビは 13 年、インター
ネットは 4 年、iPod はわずか 3 年で同じ数のユーザーを獲得しま
した。Facebook は 9 か月足らずでユーザー数が 100 万人も増加
し、iPhone アプリのヒット数は 9 か月で 10 億件に達しました。 

— socialnomics.net

新たなイノベーションの課題
このような驚異的速度での技術革新は、サイバー犯罪者にさまざま
な攻撃方法を与えることになり、結果として、侵入のための新たな
攻撃ベクトルやオプションが次々と登場することになりました。技
術革新とその普及が限定的だったすれば、サイバーセキュリティ侵
害がこれほど拡大することはなかったでしょう。オンラインバンキ
ングが黎明期にあった 1970 年代には、銀行口座がハッキングされ
るなどとは、技術に明るい人であっても、ほとんど想像しなかった
でしょう。けれども、実際には技術革新とその普及は限りなく進み、
IoT デバイスの増加によって、今後も拡大し続けると予想されます。
ガートナーは、IoT の接続デバイス数が 2020 年までに 208 億に達
すると予測しています。技術革新と同じ驚異的な勢いで、セキュリ
ティ上の重要な課題が生まれることになるでしょう。

る中、これらの大量で頻繁に発生する要求に適切に対応できる人
材は不足しています。これらの要素に、イギリスの EU 離脱など
の世界各地で発生する政治的な出来事や 2016 年の米国大統領選
挙、さらには、2016 年のリオ五輪が加わることで、嵐のような状
況がさらに複雑化します。さらに、モノのインターネット（IoT）、
車の自動運転、ブロックチェーンアプリケーションなどの技術革
新が物凄い勢いで進むことで、攻撃の局面が常に拡大しているこ
とも、無視できません。このような攻撃の局面の変化がセキュリ
ティとプライバシーの両方に与える影響は、どれほど強調しても
十分ではありません。これらの問題はすべて、最終的には、「組織
や機関が中核となって、リスクをどのように軽減し、サイバー脅
威を緩和するべきか」という質問に集約されます。

データ侵害 - サイバー攻撃の嵐の中で
どのような嵐に見舞われようとも、最も過酷な状況下に落ち着い
て対処できる戦略を策定することが、極めて重要です。最も激し
い嵐のまっただ中で状況を的確に理解し、正しい判断を下すのは、
容易ではありません。サイバー攻撃という嵐の最大の被害は、生
きたデータの流出であり、確実な対応の秘訣は、事前の備えを万
全にすることです。

サイバー攻撃でデータ流出を食い止めるにあたっては、次の 4 つ
の質問の正しい答えを見つけることで、嵐の影響を確実に緩和で
きるはずです。そして、これらの質問に対する答えを事前に決定
しておく必要があります。嵐への備えとして屋根を修理すべきは、
嵐の最中ではなく、嵐が来る前であるのは、誰もが知るところです。
組織のトップや経営陣がこれらの質問に答えられるようにしてお
く必要があります。これらの重要な質問にいつでも答えられるよ
うにしておくことで、嵐の到来にも確実に対応できるようになり
ます。以下の質問を検討し、その答えを確定します。

nn 攻撃者はどのように侵入するのか

nn 攻撃者はどのように滞在するのか 

（対策をどのように回避するのか）

nn 攻撃者の目的と攻撃の理由は何か

nn 攻撃者の特性と我々が狙われる理由は何か



脅威レポート：FORTIGUARDでサイバー攻撃の嵐に備える

www.fortinet.co.jp 6  

ハッカーの侵入口
技術革新は我々の生活を豊かにしてくれますが、その一方で、脅威の犯罪者やハッカーに新たな侵入口を与えることにもなります。たと
えば、LinkedIn によって、プロフェッショナル同士が簡単に連絡を取り合えるようになりましたが、リスクも増大しました。LinkedIn で
の約 1 億件といった大規模のデータ流出は、LinkedIn が存在しなかった 15 年前に発生することはありませんでした。このようなデータ
流出が大問題であるのは、なぜでしょうか。新たな技術革新が誕生するたびに、犯罪者が標的を攻撃する新たな手段も増えることになり
ます。これは、先に挙げた 4 の質問の 1 つである、脅威の侵入方法に関連するものです。そこで次に、「脅威がどのように侵入するか」と
いう、この重要な質問の答えに結び付くような、いくつかのヒントを紹介することにします。

脅威の主な送付方法
サイバー攻撃の対策で重要なのは、「攻撃者がどのように侵入する
か」という質問の答えを見つけることです。この質問によって、
あらゆる組織が検討すべき 1 つの課題が明らかになります。どう
すれば自分が使っている環境に脅威が侵入するのを防ぐことがで
きるのでしょうか。どのような方法で脅威の多くを食い止めるこ
とができるのでしょうか。重要なのは、まず初めに、可能性の高
い侵入口を特定することです。フォーティネットのテレメトリデー
タと研究によると、次の 2 つが、最も一般的な脅威の侵入方法です。

nn フィッシングメール

nn 有害 Web サイト

トケラウ（Tokelau）
前四半期は常に、トケラウ（国コードは“.tk”）がフィッシングで
使用されたドメインの上位に登場していました。聞き慣れない名前
ですが、トケラウは、最初に飛行機に乗ってハワイ経由で米国領サ
モアまで行き、小型機に乗り換えてサモアまで行って、そこからさ
らに 48 時間かけて船旅をし、最後はカヌーに乗って、島の海岸に
ようやくたどり着く場所にあるのです（CNN のレポートによる）。
2011 年初めにフィッシングや有害な活動での .tk ドメインの使用の
増加が報告されましたが、最近 2 年間はほとんど鳴りを潜めていま
した。我々が収集したデータによれば、無料の .tk ドメインの使用
が最近 3 か月で再び活発化し、明らかに犯罪目的で使用されている
ことを示しています。

フィッシングメール
FortiGuard Labs が収集したフィッシングドメインと URL の脅威
データによれば、世界各地でのフィッシングの活動は、4 月から 6

月で 76％という高い増加率を維持しています。5 月から 6 月まで
の増加率は 11％で、数に置き換えると、百万単位の大幅な増加と
いうことになります。フィッシングメールについては、次のよう
な事実もわかっています。

nn Tokelau：国コードがトケラウのドメインからの活動が活発化

nn 上位の国：ブラジル、コロンビア、ロシア、インドが 2016

年第 2 四半期の上位 4 つの国コード

nn 紛らわしいドメイン名：引き続き極めて活発（例：Netflix を
真似た Nefflix）

有害フィッシングに利用された上位 11の国

4 月 5 月 6 月

フィッシングに利用されたドメイン /URL

フィッシングに 
利用された 
ドメイン /URL

4 月 5 月 6 月

パラオ

ブラジル 

コロンビア

イラク

アメリカ合衆国

ロシア

トケラウ

中国

インド

ベネズエラ

スペイン

ロシア

コロンビア

フィンランド

トケラウ

オーストラリア

ブラジル

インド

チリ

ベネズエラ

英国

パキスタン

チリ

ニュージーランド

オーストラリア

インドネシア

英国

コロンビア

トケラウ

ブラジル

ロシア

インド

ポーランド
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フィッシング — 上位の国
トケラウ以外の 4 か国、すなわち、ブラジル、コロンビア、ロシア、
インドも、4 月～ 6 月の 3 か月連続でフィッシングに利用された
上位 11 に登場しています。これらの中で、2016 年オリンピック
が 8 月に開催されるブラジルは、次四半期も脅威が活発化し、引
き続き上位に登場することが予想されます。また、フィッシング
のドメインや URL の一部に多数の大手金融機関の名前が使われる
だろうとも予想しています。

ロシア： 5 月に、ロシア（5 月の最多国）の上位 5 のフィッシング
ドメインは、Amazon 関連のさまざまな登録ドメインであり、異
なるサービスに登録させることを狙ったものだと考えられます。
これらは、Amazon のサービスに見せかけたフィッシング詐欺で
す。

5 月は 8,000 以上のこの種のドメインの活動が活発であり、ドイ
ツの国コードである .de に見せかけたものもありましたが、最終
的にはいずれも .ru のドメインであることがわかりました。

紛らわしいドメイン名
ブラジルでは、5 位以内には入らなかったものの、活動が活発だっ
たいくつかのドメインの中に、nefflix.com などの紛らわしいドメ
イン名が含まれていました。Shellcrew（別名 Deep Panda）と
名乗るハッカー集団は、netflix.com という紛らわしいドメイン名
を使用することで知られています。たとえば彼らは 2015 年に、

（wellpoint.com に似せた）we11point.com というドメインを使っ
て、米国の Anthem 社から社会保障番号を含む 8 千万件以上のレ
コードを盗み取りました。

重要なのは、これらのデータを分析することで、脅威の検出に役
立つ重要な手掛かりが得られる点にあります。SIEM しきい値ア
ラートを使用して、ブロックされた電子メールを詳しく検証する
ことで、手掛かりを発見します。そして、さらに重要なのは、こ
れまでに発生したことのある脅威への対策に役立つ、（時間的にも
内容的にも）質の高い脅威フィードを利用することです。

ブラジルの上位5つのフィッシングドメイン（4月）

ロシアの上位 5つのフィッシングドメイン（5月）

チリの上位 5つのフィッシングドメイン（6月）

合計

合計

合計
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フィッシングに関する洞察と要点
電子メールとスパム対策の適切なセキュリティソリューションが
導入されていれば、ほとんどの企業が、受信メールの約 97％をス
パムまたは有害コードのいずれかであるかを判断し、ブロックす
ることができます。残り 3％が対策をすり抜けたものということ
になりますが、そのほとんどは無害のものです。

ここで興味深いのは、ブロックされた 97％には、一部の組織では
見過ごされることの多い、重要な脅威インテリジェンスや洞察が
含まれているという点です。大量の不正メールの内容やログを検
証、分析、または監視しようとしない組織は、多くの場合に、脅
威インテリジェンスの改善に役立つ可能性のある、重要な痕跡を
見逃してしまうことになります。これらの電子メールのデータか
ら、確度の高いインテリジェンスの実現につながるどのような洞
察を得ることができるのでしょうか。

ビジネスコンテキスト
第 1 に、組織内のどのようなユーザーが攻撃の標的となる可能性
があるのか、すなわち、それらのユーザーを保護し、検出するた
めの取り組みにつながる付加的なコンテキストや対策の理由が明
らかになります。第 2 に、ビジネスコンテキストが提示されれば、
スピアフィッシングやスパムメールが増加した場合であっても、
組織内のどのようなユーザーが月のどの時期に狙われやすいのか
がわかります。たとえば、金額の大きい金融取引を取り扱う特定
の取引デスクで高確率（たとえば、70％）のフィッシング URL が
検出されることがわかれば、有意義な痕跡となるでしょう。これは、
年や月が変わったとしても、他の地域で同様のビジネス取引が標
的になる可能性があることを意味します。このような付加的なビ
ジネスコンテキストは、類似する攻撃の発生件数やリスクの増大
をビジネスサイクルに基づいて予測するのに役立ちます。

不審な活動
フィッシングは依然として、マルウェアや有害ペイロードの配信
方法の主流であり、不審な活動を特定するための付加的なコンテ
キストを与えてくれる重要な脅威インテリジェンスであることに
変わりありません。国コードが「.kr」の韓国のトップレベルドメ
イン（TLD）のいくつかのフィッシング URL をサンプリングすると、
不審な活動の特定でフィッシング URL が価値あるインテリジェン
スであることがわかります。

同じ社名（実名ではなく、FI-name という名前を使用）を示唆す
る URL が何回も繰り返し参照されていれば、不審な活動を特定す
る確実で有効な手掛かりとなるでしょう。この場合は、FI-name

を模倣しようとしていることが、FI-name にとっての疑わしいコ
ンテキストということになります。これが悪意のある活動の決定
的証拠というわけではありませんが、このデータを広範な脅威デー
タセットの確度の高い要素として組み込むことで、検出の精度が

向上します。前述のように、このような方法でブロックされたス
パムやフィッシングメールを分析すると、脅威の不審な活動に関
する重要なヒントが見つかります。次のセクションでは、Web の
活動について説明します。

韓国のフィッシング URL — 例
 ¡ http://www.orientel.co.kr/data/<FI-name>/step1.html

 ¡ http://www.sptek.co.kr/wp-content/uploads/<FI-name>

 ¡ http://sptek.co.kr/wp-content/ca/<FI-name>.html 

 ¡  http://www.sptek.co.kr/wp-con../uploads/<FI-name>/ 

index.html 

 ¡ http://orientel.co.kr/data/<FI-name>/<FI-name>.html 

 ¡ http://www.orientel.co.kr/data/<FI-name>/<FI-name>.html 

 ¡ http://www.sptek.co.kr/wp-content/uploads/<FI-name>

Malicious Websites/URLs
2 番目に多い脅威の侵入方法は、有害 Web サイトを使用するもの
です。Web ベースのテクノロジーは、数十年前の HTML ベースの
静的なバージョンから格段の進歩を遂げ、発展しました。現在の
Web サイトでは、かつては夢でしかなかったような、非常に動的
なコンテンツを利用できるようになりました。たとえば、Nest サー
モスタット（IoT）を家に設置すれば、HTML5 で可能になった機
能を利用し、Web サイトやスマートフォンを使って誰でも室温を
調整できるようになりました。

4 月 5 月 6 月

フィッシング

Web
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国別の Web ドメイン
有害ドメインの上位の国コード（cc）は以下のとおりです。上位 11 の国の中で、ロシアが 3 か月連続で最多であり、中国とブラジルが
僅差で続いています。

有害な Web サイト /URL
FortiGuard Labs の有害 URL 脅威データには、ファイルの種類の
情報が含まれるため、攻撃で最も多用される有害ファイルの種類
や拡張子に関する洞察を得ることができます。グローバルの脅威
データファイルの拡張子で最も多いのは、".html"、".exe"、".php"

の 3 つです。さらには、第 1 段階のダウンローダーペイロードと
して、有害URLを使用したJavaScriptベースのエクスプロイトキッ
ト（EK）を使用し、ランサムウェアを送付する方法が増加してい
ます。

URL ポート番号
ポート番号を含むきめ細かい情報を使用することで、有害な脅威
の検出の有効性が向上します。有害 URL にポート番号が含まれて

いないと、URL を評価して正規のトラフィックがブロックされな
いようにする作業に時間がかかります。セキュリティアナリスト
が嵐の最中に何よりも避けたいのは、特定の URL の痕跡に対応す
るポート番号を調べなければならないことです。我々の調査では、
1 ～ 8082、さらにはそれを超える範囲のポート番号が確認されま
した。過去 3 か月間で最も多く観察された上位のポートは、（Web

プロキシサービスによく利用される）8080 と、82、81 でした。

ここまでの説明で、不審な活動を理解するために、フィッシング、
有害ドメイン /URL、およびそれらのアプリケーションに関連する
脅威の痕跡を検証してきました。ここからは、脅威の最も多い送
付方法の 1 つである、エクスプロイトキットについて検討するこ
とにします。

上位 11の悪意のあるWebサイトドメイン

4 月 5 月 6 月

ファイルの種類 拡張子 URL：ポート番号

ロシア

中国

ココス島

英国

ブラジル

ポーランド

ドイツ

パラオ

インド

イタリア

欧州連合

ロシア

ココス島

中国

ポーランド

英国

パラオ

ブラジル

ドイツ

イタリア

インド

欧州連合

ロシア

中国 

ポーランド

ココス島

ブラジル

英国

ドイツ

インド

合計 合計
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エクスプロイトキット
エクスプロイトキットは、さまざまな被害者や潜在的ターゲット
に対して有害なペイロードを自動的に配布するために使用される
悪意のあるソフトウェアです。エクスプロイトキットの効果は被
害者の数に表れ、被害者が多いほど優れたエクスプロイトキット
であるということになります。エクスプロイトキットは攻撃パッ
クとも呼ばれ、（ユーザーが脆弱な正規の Web サイトから有害な
Web サイトへと知らずにリダイレクトされるときに）ドライブバ
イ攻撃やドライブバイダウンロードを実行する基盤にもなります。
下の図は、攻撃の大まかな流れを示しています。

攻撃者は、水飲み場型攻撃やターゲットを絞らないランダムな攻
撃など、さまざまな攻撃手法でエクスプロイトキットを使用しま
す。犯罪者にとって、エクスプロイトキットには自動化、使いや
すさ、高い成功率という 3 つのメリットがあります。

自動化：自動化により、時間のかかるプロセスを効率化できます。
アプリケーションの脆弱性によって異なりますが、実効性のある
攻撃を手動で開発するには数週間程度かかります。多くの場合、
これらの脆弱性はゼロデイではなく既知のものです。したがって、

自動化によってプロセス全体が簡素化され、サイバー犯罪者にとっ
ての魅力が大きくなります。

使いやすさ：エクスプロイトキットの大きなメリットとなるのが、
管理者用インタフェースの使いやすさとサービス型のオプション
です。ほとんどのエクスプロイトキットは、技術的な専門性がほ
とんど、あるいはまったく必要とされません。また、これを保証
するために技術サポート付きで取り引きされます。

高い成功率：エクスプロイトキットは、意図されたペイロードに
よるユーザーの感染を高確率で成功させてきました。最近では、
ランサムウェアのペイロードを被害者に配信するために使用され
るようになっています。ランサムウェアの拡大には、被害者が身
代金を繰り返し支払うことで成功が成功を生む構図となっている
状況が反映されています。

Web ベースのトラフィックは、通常は境界のセキュリティ対策に
より許可され、ブロックされる確率が低くなることにも注意する
必要があります。

実環境で広く活発に使用されているエクスプロイトキットにも、
他のサイバー脅威と同じように波があります。Blackhole の勢力の
弱まりを受け、世界で最も拡散しているエクスプロイトキットと
なっているのが Angler です。一部での報告によると、Blackhole

の作成者による不正プログラムは、複数の金融機関に 8 億 6,600

万ドルの損失を与えました。2013 年 10 月に、このクライムウェ
ア作成者が逮捕されたため、サイバー犯罪者の Angler への切り替
えが進んだ可能性があります。

さらに、Angler から Fiesta および Neutrino への切り替えが進んで
いる徴候もあります。この 2 つは、全世界で最も使用されている
上位 10 のエクスプロイトキットのリストに継続的に挙げられてい
ます。エクスプロイトキットのターゲットとなっている上位 10 か
国には日本、台湾、中国、および韓国が含まれ、アジア太平洋地
域でもエクスプロイトキットが拡大していると考えられます。そ
のような状況においても、エクスプロイトキットの拡散がとりわ
け顕著なのが米国です。最近では、ランサムウェアの亜種を配信
するためのエクスプロイトキットの使用が、米国をはじめ、世界
中で増加していることが観測されています。

1 
正規ではあるが 
脆弱なサイトに
ユーザーが 
アクセスする

2 
ユーザーが 
エクスプロイト
キットを含む 
ページに 
リダイレクト 
される

3 
エクスプロイト
キットを含む 
ページが 

クライアント側を
スキャンする

4 
脆弱性を 

悪用して有害な 
ペイロードを 
送付する



脅威レポート：FORTIGUARDでサイバー攻撃の嵐に備える

www.fortinet.co.jp 11  

洞察と要点
ここまで、攻撃者が被害者の組織に最初の足掛かりを得るために
使用する最も一般的な 2 つの方法について説明してきました。

アクティビティログ / ブロックした電子メールデータを調査する
他にも、サードパーティから提供される脅威データフィードから、
組織に対する脅威への理解を深めるアプローチを紹介しました。

エクスプロイトキットについては、次の 2 つの対策がリスク軽減
に役立ちます。

1：セキュリティパッチのテスト
効果的な脆弱性管理ライフサイクルによって、脆弱性を理解しま
す。パッチ適用を怠らず実施し、パッチが効果を上げていること
をテストします。その重要性については何度も聞いていることで
しょうが、どれだけ強調しても足りるものではなく、万全を期す
ため、ここに含めておきます。

2：脅威データフィードの組み込み
SIEM ソリューションや脅威インテリジェンスプラットフォーム
に、運用の主要部分として有害ドメインおよび URL を組み込みま
す。フィッシングとエクスプロイトキットの両方の運用インテリ
ジェンスを組み合わせることで、これらのサイバー攻撃の被害を
受ける可能性を低減できます。これは万能薬ではありませんが、
対策を打たない場合と比べると、このアプローチによってセキュ
リティ状況を大きく改善できます。さらに、これらの痕跡の理解
と活用に慎重な姿勢で臨むことで、誤検知を減らし、チームの効
率と効果を高めることができます。この対策の効果を高めていく

ことによって、甚大な被害を受ける前に攻撃を検出する予測能力
を向上できます。

注：注意すべき落とし穴
脅威データフィードの収集が目的と化してしまい、情報過多に陥
らないように注意する必要があります。環境に最も効果的なフィー
ドを特定するために周到な計画を練ります。キルチェーンの早い
段階（具体的にはデリバリフェーズ）での早期検出に役立つフィー
ドを使用することが推奨されます。さらに、侵害（ボットネット
の活動など）の影響を最小限に抑えるためのデータ流出防止の
フィードは、情報漏洩の検出に役立ちます。

Behavior Blending
高度な脅威は、どのようにして組織内に留まり、何か月にもわたっ
て検出を逃れて潜伏し続けるのでしょうか。フォーティネットの
調査、分析、および経験から、高度な脅威の潜伏手法としては、 （1）
Behavior Blendingと（2）回避 /隠ぺい の 2 つが挙げられます。

「Behavior Blending」（振る舞いの融合化）は、名前が示すとおり、
攻撃者が侵害対象に溶け込む手法です。前述の配信手法で有効な
ユーザー認証情報を取得すると、学習した挙動により、これらの
認証情報を持つユーザーに完全になりすまし、可能な限り認証情
報の正常な挙動パターンを模倣しようとします。これを成功させ
るには十分な調査が必要です。このため、多くの場合にこの段階
で脅威が拡大するか退出するかに分かれます。正常な挙動として
の理想パターンを把握することは困難であり、これが拡大の成否
を決定する主な要因となります。システムへのアクセス権限を持

上位 10のエクスプロイトキット 上位 10か国 - エクスプロイトキット

アメリカ合衆国

日本

台湾

中国

トルコ

韓国

ハンガリー

カナダ

ドイツ

イスラエル

合計
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ち、潜伏や有害活動を試みることのない経験豊かなセキュリティ
専門家でも、挙動パターンを理解するのは容易ではありません。
ましてやサイバー犯罪者にとってはさらに困難です。このような
障害があるにもかかわらず、正常な挙動を模倣して溶け込み、潜
伏し続けようと試みます。

パターンと手法
Behavior Blending は、大量のデータをまとめて一度に抜き取るの
ではなく、意図的に目立たず時間をかけてデータを抜き取るとい
うパターンをとります。また、攻撃者がビジネスとテクノロジー /

セキュリティの両方の管理者に属する権限の付与された認証情報
を狙うことも、Behavior Blending の特徴です。このような挙動を
とるのは、さらに多くのデータと認証情報を取得するためであり、
さらに重要なこととして、異常な挙動を検出するように設計され
ている制御をオーバーライドするためです。たとえば、サイバー
犯罪者が電信送金の制限をオーバーライドする権限を持つユー
ザー認証情報を使用して金融機関に侵入したケースでは、この犯
罪者は 2 つの非常に重要な制限と制御を無効にしました。無効に
されたのは、電信送金の処理を実行する前に多要素認証を使用す
るという要件、およびシステムの電信送金額の上限（ほとんどの
場合は 1 万ドル）でした。この例では、権限を持つアカウントの
保護が非常に重要であること、そしてサイバー犯罪者が意図的に
このレベルのアクセス権を取得しようとする理由がわかります。

「そもそも攻撃者はどのようにアクセス権を取得したのか」と疑問
に思われるかもしれません。フィッシングとエクスプロイトキッ
トのセクションでは、ペイロードの挿入によりユーザー認証情報
を盗むプロセスの初期段階について概略を説明しました。このペ
イロードが検出されない場合（これは珍しいことではありません）
は、アクセスが付与されます。次なる疑問は、「この最初または次
の有害なペイロードが検出されないのはなぜか」という点です。
これは、犯罪者が使用する第 2 の潜伏メカニズム（回避 / 隠ぺい）
での焦点です。

高度なマルウェアの種類
回避 / 隠ぺい技術を理解するには、今日の実環境で活発なペイロー
ド / マルウェアの種類について振り返る必要があります。現在の
マルウェアは、かつてないレベルに高度化しています。バングラ
デシュ中央銀行のセキュリティ侵害事件では、マルウェアが電子
送金の挙動を学習し、これによって

ニューヨーク連邦準備銀行からフィリピンのカジノに 8,100 万ド
ルが送金されたことをウォールストリートジャーナルが報告して
います。前のセクションでは、電信送金の不正操作を防止するた
めの制限や制御を攻撃者が迂回 / オーバーライドする方法につい
て説明しましたが、バングラデシュ中央銀行の例は、ソフトウェ
アで表現された悪意が自己学習可能であり、大きな被害や損失を
引き起こす可能性があることを示しています。

マルウェアには、ドロッパー、ダウンローダー、トロイの木馬、
自己防衛、アンチデバッグ、モバイルマルウェアなどの種類があ
ります。過去 3 か月間における全世界での上位 10 のマルウェアの
状況は、次の図のようになっています。最も拡散しているマルウェ
アは、JS/Nemucod ファミリです。このファミリは現在最も活発
なランサムのウェアのダウンローダーであり、この 3 か月で全般
的にランサムウェアの活動と攻撃が著しく拡大しています。

上位 10のマルウェア

上位 10か国 - マルウェア

合計

合計
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回避技術
さまざまなペイロードの種類を理解したところで、これらのペイ
ロードで使用される隠ぺい技術について説明します。これについ
て知る必要があるのは、回避技術を理解することがサイバー攻撃
の影響を回避するうえで役立ち、侵害発生の渦中において対策を
講じることができるためです。そのためには、運用面でこれらの
手法をセキュリティ戦略に組み込んだ具体的な準備と計画が必要
となります。攻撃者が使用する隠ぺいのメカニズムには複数の種
類があり、フォーティネットではこれらを 2 つの主要カテゴリ（基
本的な隠ぺい、高度な隠ぺい）に分類しています。また、これら
の手法の技術的な詳細に踏み込まず、代わりに概略と基盤概念の
説明を提供して単純化しています。

基本的な隠ぺい
マルウェアは外観（ルック & フィール）を変化させます。このカ
テゴリの手法は、ペイロードの真の外観と物理的特性を隠すこと
を目的とします。ハロウィーンの衣装や仮面を付けた人や、スパ
イ映画に登場する CIA エージェントのようなものです。しかし、
本を表紙で判断してはいけないように、このようなペイロードは
繰り返し変化するために、スキルがなければだまされてしまいま
す。たとえば、基本的なエンコーディング手法によって不審な文
字列の痕跡を隠ぺいする単純なトロイの木馬が、一部のセキュリ
ティソリューションを迂回することがあります。

高度な隠ぺい
対照的に、このカテゴリのマルウェアは、虚偽のアクションによっ
てペイロードの物理的特性と挙動の両方を変化させます。このよ
うなペイロードを検出するには、長期間の観察と分析によって真
の特性を明らかにする必要があります。長年連れ添った末に浮気
が発覚した配偶者のようなものです。真の特性が表面化するのに
は時間がかかることがあります。リンカーン大統領の名言を借り
れば、特性こそが真の姿なのです。このようなペイロードが検出
困難であり、長い間見つからないことがあるのは、容易に理解で
きます。このカテゴリの例としては、自己防衛機能を持ち、一般
的なマルウェア検出ソリューションを検知しない場合に限って悪
意あるブランチを実行するマルウェアを挙げることができます。
ここでは、マルウェアが既存の防衛と制御を学習してから、これ
らの機能をオーバーライドする機能を持つ点が重要です。

基本的な隠ぺい
 ¡ エンコードアルゴリズム

 ¡ Base64

 ¡ XOR

 ¡ ROR/ROL

 ¡ ADD-SUB

 ¡ ジャンクコード

 ¡ 巧妙なページ移動

 ¡ SEH

 ¡ 動的な変更

 ¡ ポリモーフィズム

 ¡ DGA

高度な隠ぺい
 ¡ パッケージ化

 ¡ 暗号化の組み込み

 ¡ デバッグ回避

 ¡ 自己防衛

 ¡ ブラストウェア

 ¡ 分析回避

 ¡ ゴーストウェア

洞察と要点
このセクションの要点となるのは、定期的な脅威レポートの活用
です。攻撃者の TTP（戦術、技術、手順）は進化し続けるため、
運用と戦術面での脅威インテリジェンスを利用することが、多様
な手法を特定し、実際的で有意義かつ消費可能な対策をとるうえ
で役立ちます。

ここまで、サイバー脅威と攻撃者をめぐる 4 つの主な質問に関連
して、次の要素について説明してきました。

侵入方法
 ¡ フィッシングメール

 ¡ 有害 Web サイト

 ¡ エクスプロイトキット

滞在方法（検出の回避）
 ¡ Behavior Blending

 ¡ 隠ぺい技術

次のセクションでは、攻撃者の目的と理由に焦点を当てます。
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攻撃者にとってのターゲットの価値
マルウェアが検出を免れる方法について基本的な理解を得られた
ところで、侵害発生の渦中における次の質問である「目的と理由」
について考えていきましょう。それぞれの組織について具体的に
答えていくことは実際的ではないため、目的を分類して一般論と
して検討していきます。一般化することは、「組織の攻撃の目的と
理由」を個別に考えるうえで役立ちます。改めて強調しておきま
すが、目標は、侵害が成功せずデータが流失しなかった、重大な
被害を受ける前に侵入を阻止したと言えるようになることです。
しかし、実際にこれが常に可能なわけではありません。侵害が起
こってしまうこともあるでしょう（その回数が少ないに越したこ
とはありませんが）。そのような場合に、ターゲットが何であった
かを明確に理解することが、ビジネスへの影響を回避し、効果的
な緩和と回復を実施するうえで役立ちます。攻撃者にとって価値
の高い 3 つのカテゴリとその内容は、次のとおりです。

データ
すべてのデータが平等に作成されるわけではありません。クレジッ
トカードデータ 1 件あたりの相場は 4 ～ 10 米ドルとされています。
医療記録は、ソース、ターゲットなどに応じて 10 倍程度の価格で
販売されます。これらのデータセットは、なりすまし犯罪、財務
および医療詐欺など、さまざまな不正活動に利用されます。最近は、
これらの個人情報（PII）を使用してさらなる攻撃を実行するケー
スが急増しています。たとえば、ADP 社と Equifax 社のデータ侵
害は、被害者の社会保険番号と生年月日を使用して外向きの W2 

Web ポータルに侵入することによって実行されました。では、攻
撃者は最初にどのように社会保険番号と生年月日の情報を入手し
たのでしょうか。ダークネットに存在するフォーラムの多くでは、
PII データが頻繁に取り引きされています。ADP 社と Equifax 社の
場合、このデータによって侵入者はさらなるデータ（源泉徴収関
連情報）を取得し、これが米国内でなりすまし犯罪に利用されて
いることが、米国内国歳入庁（IRS）により報告されています。

金銭
金銭が目的となるのは自明ですが、その背景にある理由はそれほ
ど明白ではありません。いくつかのデジタル通貨によって、誰が
なぜ金銭を盗んだのかを見定めるのに役立つ金銭の流れの追跡が
困難になっています。金銭の痕跡の他にも属性付け要因は複数あ
りますが、いずれも決定的なものではありません。

知的財産
サイバー諜報活動では、被害者に対して経済的優位に立つために、
主として知的財産や国家機密が利用されます。一方で、サイバー
諜報活動の拡大を食い止めるため、これまでに政府間でいくつか
の合意が締結されています。

洞察と要点
攻撃が、データ、金銭、知的財産、報復のいずれかを目的とする
ことも、これらすべてを目的とすることもありますが、いずれの
場合も各組織にとっての重要資産を理解することが重要です。短
期的および長期的なビジネスの成功に不可欠であるとみなされる
要素はいずれも、ターゲットとなり、攻撃者にとって価値あるも
のとなります。

洞察と要点
組織にとっての重要資産を見極めることは、口で言うほど簡単では
ありません。たとえば、広く知られているブランド名の場合、初め
はブランドが重要資産であるように思われがちです。ある程度はそ
れも真実でしょうが、ハッカーは具体的にブランドの何を魅力的と
考えるのでしょうか。データや金銭でしょうか、知的財産でしょう
か、またはこれらすべてでしょうか。ブランドにとって最も大きな
痛手となるのは、どれでしょうか。リスク回避戦略で必要とされる
レベルを達成するには、ブランドの評価を支えるコンポーネントを
詳細かつ注意深く分析することが必要です。

組織の重要資産を把握し、これを全力で保護することが重要です。
さらに、その保護と防衛のために、重点的に投資する必要もありま
す。

データ流出 - ボットネットの痕跡
次に、この重要資産を取得するために攻撃者が使用する手法を理
解します。これは、資産がデータに関連する場合に特に重要です。
ボットネットのチャッターやビーコンなど、データ流出の痕跡は、
このような活動を検出するための実用的に利用できます。フォー
ティネットのテレメトリは、ボットネットの活動とチャッターの
増加傾向を明らかにするので、上位 10 のターゲットの国とボット
ネットのタイプを確認できます。上位 10 に含まれるランサムウェ
アのボットネットの活動としては、Locky と CryptoWall が注目に
値します。
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高度な攻撃者
Shellcrew、Syrian Electronic Army（SEA）、Guardians of Peace

（GOP）、Impact Team、Anonymous は、いずれも過去にセキュリ
ティ侵害を引き起こしてきた攻撃者やグループです。高度な攻撃
者には動機別にいくつかの種類がありますが、フォーティネット
では次の 3 つのカテゴリに分類しています。

国家：豊富なリソースと高度な能力を持つ攻撃者です。これらの
攻撃者の目的は、通常は政治的、軍事的、経済的な優位性の獲得
であり、高度に専門化されたカテゴリとなります。

サイバー犯罪集団（多国籍）：このカテゴリの攻撃者は、主に金銭
目的で活動し、多国籍のシンジケートや組織的犯罪に関与するサ
イバー犯罪者である場合があります。また、サービス型ランサム
ウェアなどの大規模攻撃パック / ツールのサービスを開発して最
高額の入札者に販売する攻撃者も、このカテゴリに含まれます。

政治的ハッカー：このカテゴリには、政治的、報復的、財務的、
社会的な動機を含むさまざまな問題を引き起こそうとする多様な
攻撃者が含まれます。この分類により、侵害発生の渦中（より重
要なのは、その発生前）に聞かれる主な質問にさらなるコンテキ
ストが与えられることが期待されます。

組織が狙われる理由は、あまりに単純で信じがたいかもしれませ
んが、実際のところ、単に狙うだけの価値があるからです。では、
狙う価値があるとは、具体的にどういうことでしょうか。狙う価
値のある組織や個人の特徴は、主に 3 つあります。

デジタルのフットプリント /プレゼンス：テクノロジーへの依存
度が高ければ、それだけ攻撃対象領域もデジタルのフットプリン
ト / プレゼンスも大きくなります。つまり、デジタルのプレゼン
スが限定的なターゲットに比べて、攻撃対象としての魅力が大き
くなります。

実質的な価値：この特性については、前述しました。「攻撃者にとっ
てのターゲットの価値」のセクションで述べたとおり、価値ある
ものを持っている限りにおいて狙う価値のある存在となります。

セキュリティプロファイル：セキュリティプロファイルが脆弱で
あれば、それが攻撃者を引き付け、攻撃者の投資回収率（ROI）を
高めることになります。攻撃者は、研究、偵察、情報共有を含む
複数の手法を組み合わせて、セキュリティプロファイルが脆弱で
狙う価値のある被害者を特定します。さらに、情報セキュリティ
格付けサービス（SecurityScorecard、BitSight など）を犯罪者が
利用しないとは言い切れません。ただし、把握されている限り、
そのような事件は実際には発生していません。

洞察と要点
第 1 に、ここで紹介した分類またはその他の分類により、組織を
狙う可能性の高い攻撃者に対抗できるように、組織の戦略と能力
を強化します。たとえば、攻撃対象領域が広く、また政府機関と
のつながりがある場合は、国家の攻撃者から狙われる可能性が高
くなります。このリスクプロファイルに適した対策を講じること
で、この追加コンテキストのメリットを実現できます。

上位 10のボットネット 上位 10か国 - ボットネット

米国

日本

台湾

中国

トルコ

韓国

ハンガリー

カナダ

ドイツ

イスラエル

合計
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情報共有
第 2 に、Information Sharing and Analysis Center（ISAC）および
CERT 機関を通じた公式の脅威情報共有、またはピアグループを
通じた非公式な情報共有や同一 / 類似業界内での継続的な相互交
流に、積極的に参加します。また、このレベルの情報共有にリソー
スを投入することが成功の鍵となり、そのために組織化された知
識が必要とされる場合があります。

当局との連携
最後に、当局およびその職員との間に緊密な連携と関係を構築し
ます。FBI の James Comey 長官も、「FBI から要望があるとすれば、
問題が起こる前に FBI との関係を築いておくことです」と述べて
います。攻撃者が起訴されれば、業界全体にとって大きなメリッ
トがあります。連携構築の努力を通じて、このようなメリットも
実現されます。さらに、犯罪者に法的制裁を受けさせる以外にも、
他の潜在的な攻撃や被害者に関する知識を得ることができます。
フォーティネットは、FBI、NATO、INTERPOL などの機関と連携
しており、これが受け身の姿勢ではなく先行的かつ予測的に問題
に対応するうえで役立つと考えています。

戦略的インテリジェンス
戦略的インテリジェンスとして、攻撃者が誰であるかを知り、そ
の目的や能力を理解することに焦点を絞ります。このようなイン
テリジェンスを正しく一貫した方法で適用することによって、長
期にわたって予測可能な価値を実現できます。攻撃者の計画を把
握することで、多様な手法を各ターゲットに用いて特定の順序で
銀行や業界を攻撃することが明らかになることがあります。つま
り、最大級の攻撃がいつどこで発生するかを事前に知ることには、
大きな価値があります。

戦術的インテリジェンス
戦術的インテリジェンスとは、攻撃者の TTP（戦術、技術、手順）
に焦点を当て、攻撃者の検出回避方法を知ることを指します。た
とえば、サンドボックスに対抗する手法を用いたり、長期的に暗
号化ルーチンの作動を遅らせたりする新しいランサムウェアの亜
種の TTP を理解することによって、異なる対策をとることができ
ます。たとえば、金曜日午後 4 時（太平洋時間）までは米国の気
象予測モデルで嵐が検出されない、または嵐の勢力が拡大しない
ことを把握できれば、週末に備えて欧州の気象予測モデルを利用
しようと考えるでしょう。

運用インテリジェンス
運用インテリジェンスには、前述したようなセキュリティ侵害の
痕跡（IOC）（フィッシングのドメイン /URL、有害な Web サイト
/URL、ポート番号、ブラックリストに含まれる IP、ファイルタイ
プなど）が含まれます。嵐の始めには突風が起こり、その後すぐ
にひょうが発生し、さらにみぞれが降り、最終的には道路が黒氷
に覆われるため、運転に注意する必要があります。これらのアー
ティファクトを把握することで、迅速な検知、インシデントの優
先付け、リソースの活用といったメリットがあります。これらの
アーティファクトや通信の痕跡を調査する必要がなくなることで、
セキュリティアナリストはより効果的に時間を使うことができま
す。

最後の質問である「攻撃者の目的と理由」については、3 つのタ
イプすべてのインテリジェンスを活用します。FortiGuard Labs は、
サイバー脅威の防止、検知、対応のためにクライアントやお客様
を支援し、当局や全世界のパートナーとの連携によって問題解決
を手助けしています。脅威インテリジェンスデータを意図的に活
用することが、侵害に備えるうえでの指針となり、侵害発生の渦
中における（FortiGuard による）保護を提供します。

まとめ
本書の冒頭では、サイバー攻撃が最も激しい段階（侵害発生の渦
中）における 4 つの重要な質問に対して、フォーティネットの見解
と答えを示しました。これらの質問は、時に左右されない特性を持
ち、侵入やセキュリティ侵害が発生するたびに繰り返し問われます。
ここに示した答えは一見して単純なものに思われるかもしれません
が、その活用や洞察を無視すれば、サイバー攻撃で被害を受けるリ
スクが高まります。攻撃者も人間であり、行為の遂行や目的達成の
ために、しばしば見過ごされがちな単純な方法をとる傾向がありま
す。いつでも、攻撃者が引き付けられるのは、対策の手ぬるい経路
です。

本書では、FortiGuard Labs の調査、分析、および脅威インテリジェ
ンスデータについても取り上げました。4 つの質問に対応する脅威
インテリジェンスには、戦略的インテリジェンス、戦術的インテリ
ジェンス、および運用インテリジェンスの 3 種類があります。
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付録 A — HTTP URL 隠ぺい技術
今年の 4 月に、下図に示すような、隠ぺいされた HTTP が何回も繰り返されるような要求が多く発生しました。これは、攻撃者が組織に
侵入し、有害 Web サイトや URL の HTTP コールを繰り返して組織内に何か月も滞在する手口の一例です。このような要求が 30 日間継続
した後に、5 月 1 日にすべての活動が突然停止するというパターンが確認されました。これは、被害者がこの悪意のある侵入者を検出し、
停止したことを示すものであると推測されます。以下に示す URL のリストから、見覚えのある名前を見つけることができるでしょうか。

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xb3\xc9\xc8\xcb\xd0\xa1\xd3\xce\xcf\xb7.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xb3\xc9\xc8\xcb\xd0\xa1\xd3\xce\xcf\xb7.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xb3\xc9\xc8\xcb\xd0\xa1\xd3\xce\xcf\xb7.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xb3\xc9\xc8\xcb\xd0\xa1\xd3\xce\xcf\xb7.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xb3\xc9\xc8\xcb\xd0\xa1\xd3\xce\xcf\xb7.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xb3\xc9\xc8\xcb\xd0\xa1\xd3\xce\xcf\xb7.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcd\xf8\xc9\xcf\xc8\xd5\xd7\xac\xb0\xd9\xd4\xaa\xbd\xcc\xb3\xcc.txt 

http://dy11.19884.info/kuai/\xcc\xd4\xb1\xa6\xc8\xc8\xc2\xf4.txt
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付録 B — 感染メール認証情報
ここでは、何らかの洞察の手掛かりとなるような、Web/ 電子メールのデータの例を紹介します。これらのデータから、悪意のある目的や
スパムに使用される、認証情報が感染したユーザーを特定できるでしょうか。

http://ds.forbrukerhuset.com/fur.php?c={“idCli”:”2186”,”idCamp”:”959979”,”email”:”ed.wolters@gmail.com”,”seg”:”nn 
vfa6buizbxk3k2m53vs===”}&at=1 

http://ds.forbrukerhuset.com/fur.php?c={“idCli”:”2186”,”idCamp”:”949297”,”email”:”ed.wolters@gmail.com”,”seg”:”nn 
vfa6buizbxk3k2m53vs===”}&at=1 

http://ds.forbrukerhuset.com/fur.php?c={“idCli”:”2186”,”idCamp”:”955770”,”email”:”ed.wolters@gmail.com”,”seg”:”nn 
vfa6buizbxk3k2m53vs===”}&at=1 

http://ds.forbrukerhuset.com/fur.php?c={“idCli”:”2186”,”idCamp”:”951549”,”email”:”ed.wolters@gmail.com”,”seg”:”nn 
vfa6buizbxk3k2m53vs===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”996349”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”jose20021964@yahoo.com”,”seg”: ”nnvdo
2stojyvkskmf5cu2===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”996349”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”jose20021964@yahoo.com”,”seg”: ”nnvdo
2stojyvkskmf5cu2===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”996349”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”jose20021964@yahoo.com”,”seg”: ”nnvdo
2stojyvkskmf5cu2===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”1002104”,”email”:”info@ronawellness.nl”,”seg”:”nn 
vdqlsjnvfvautboqzfs===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”1002104”,”email”:”info@technimation.nl”,”seg”:”nn 
veerknli2tk4sxlf5de===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”996349”,”email”:”wouter@wevon.net”,”seg”:”nnvdk 
ubwoqyhaztgn5ggo===”}&at=1

http://ds.personal-deals.com/fur.php?c={“idCli”:”2280”,”idCamp”:”998258”,”email”:”jose20021964@yahoo.com”,”seg”: ”nnvdo
2stojyvkskmf5cu2===”}&at=1
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付録 C — 2016 年リオデジャネイロオリンピック
オリンピック開催期間中のサイバー攻撃の活発化は、新しい動きではありません。古くは、2004 年のギリシャの夏季オリンピック開催時
に大手携帯電話サービスプロバイダの交換機がハッキングされ、外交官や選手を含む何人かの携帯電話が盗聴されました。しかしながら、
2016 年のリオデジャネイロオリンピックには、特別な注目に値する 2 つの大きな理由があります。

ブラジルでのサイバー攻撃に対する優先度の低さ
1 点目は、ブラジルにおけるサイバー攻撃や脅威に対する優先度の低さです。世界経済フォーラム（WEF）のグローバルビジネスリス
クのランキングによると、ブラジルはサイバー攻撃では 23 位、データ詐欺 / サイバー攻撃では 16 位で、サイバー攻撃の上位国（日本、
ドイツ、オランダ、米国、スイス）と比べると、高くありません。サイバー攻撃対策の予算が相対的に低いのは、そのためです (http://

reports.weforum.org/global-risks-2016/eos/#country/BRA)。オリンピック開催中のサイバー攻撃対策には、相応の投資が必要です。これ
までの傾向から判断すると、開催期間中は攻撃の数が増加することが予想されます。たとえば、2012 年のロンドンオリンピックでは、1

億 6,500 万件のセキュリティ関連イベントが発生しました。2012 年のオリンピックで最高情報責任者を務めた Gary Pennel 氏によると、
このような大量のイベントが発生したにもかかわらず、実際のセキュリティインシデントは 97 件だったとのことです。このような高レ
ベルの集約と保護は、サイバー攻撃に優先的に取り組み、適切に投資しない限り、達成できません。英国は現在、WEF で 2 位であり、23

位のブラジルよりはるかに上位にランキングされています (http://reports.weforum.org/global-risks-2016/eos/#country/GBR)。

ブラジルでの脅威の増加
第 2 に、ブラジルにおける有害 / フィッシングアーティファクト（ドメイン名や URL）の件数が増加しています。表に示すように、全
世界の増加率と比較すると、ブラジルの 6 月の増加率は、4 つのカテゴリのうちの 3 つで高いのがわかります。最も増加率が高いのは、
83％を記録した有害 URL カテゴリで、他の国の 16％よりもはるかに高くなっています。過去の例から判断すると、リオデジャネイロオ
リンピックが近づくにつれて攻撃が間違いなく増加するはずで、FortiGuard Labs はすでに、過去の攻撃で使用された繰り返しのテクニッ
クを示す痕跡を確認しています。たとえば、決算システム関連の詐欺と関連性のある、v1sabancario.k6.com.br などの紛らわしいドメイ
ン名や、公的機関やオリンピック関係者を標的にした ".gov.br" を宛先とする、3800 以上の有害 Web サイト /URL が見つかっています。
これらは、National Cybersecurity Institute のレポートで紹介された、2014 年のリオデジャネイロワールドカップ開催期間中に使用され
たテクニックと類似するものです。第 2 四半期の主な脅威アーティファクトの概要は次のとおりです。

上位のマルウェアの活動：Nemucod ランサムウェアの亜種 

上位のマルウェアの種類：第 1 段階のトロイの木馬とダウンローダー

上位 3 つのボットネット活動：Andromeda、Sality、Zeroaccess 

上位 3 つのエクスプロイトキット：RIG、Neutrino、Angler

5月から6月にかけての増加率

ブラジル 全世界

有害ドメイン 18% 29%

有害URL 83% 16%

フィッシングドメイン 79% 74%

フィッシングURL 12% 1%
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付録 D — 最大リスクにランキングされる米国のサイバー脅威

上位 5 つのビジネスリスク — 
米国
 ¡ サイバー攻撃 - 1 位

 ¡ データ詐欺 / 盗難 - 2 位

 ¡ テロ攻撃 - 3 位

 ¡ 財政危機 - 4 位

 ¡ 資産バブル - 5 位

その一例として、たとえば、サイバー攻撃によって病院や緊急医療室が患者を受け入れられなくなった状況を想像してみてください。実
際に、米国の複数の医療機関では、このような状況が今年になって発生しました。これらのサイバー攻撃は、国民生活にとって最も重要
なサービスを支える企業や組織に、計り知れない深刻な影響を与えます。そこで私たちは、「サイバー攻撃がさまざまなビジネスリスクの
中でも特に上位にランキングされるのはなぜか」をもう一度自問する必要があるでしょう。

上位にランキングされる理由
第 1 に、サイバー攻撃は現実社会の脅威よりも規模が大きい点が挙げられます。たとえば、サイバー攻撃関連で最大の脅威に分類される
マルウェアは、複数の場所で同時に実行できますが、現実社会での犯罪では不可能です。第 2 に、サイバー脅威は物理的な資産を制御し
て、大混乱に陥れることもできます。第 3 に、サイバー攻撃は、現実社会での犯罪と同等か、場合によっては同等以上の高度化が可能です。
サイバー攻撃では、サイバー社会のリソースと能力さえ手に入れれば、悪意のある目的を達成できます。

第 4 に、サイバー脅威は、拡張可能で、アップグレード、改良、隠ぺいが容易であり、検出を困難にして、発見するリスクを最少にする
こともできます。国の境界を越えているために帰属先の特定が極めて困難です。他にもいくつもの理由がありますが、以上が、サイバー
脅威があらゆる脅威とリスクの根源である主な理由と言えるでしょう。

サイバー攻撃の脅威は、世界中の公的機関、組織、個人にとっての大きな関心事
であり、状況は益々深刻化しています。世界経済フォーラムによるビジネスリス
クのランキングで、サイバー攻撃は、米国、日本、ドイツ、オランダ、およびそ
の他の数か国で第 1 位にランキングされています。したがって、サイバー脅威の
状況と侵入者の検出に関連する洞察を理解することが重要であることに間違いあ
りません。

財政危機やテロ攻撃などの重大な問題がある中で、サイバー攻撃がリスクの最も
高い脅威にランキングされたのはなぜでしょうか。これは、一部の国だけに特有
の現象なのでしょうか。その答えは、現実社会とデジタル社会の依存度とつなが
りを理解することで明らかになります。デジタル化された現代社会で、私たちは、
数多くのテクノロジーデバイスに依存しています。
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