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はじめに 

2019 年上半期セキュリティラウンドアップは 2019 年上半期（1～6 月）の世界と日本における脅威動向をまと

めたレポートです。 

2017 年以降、国内外でランサムウェアの脅威は縮小を続けているように見えます。国内では年明けからランサ

ムウェアを拡散させるばらまき型メールの攻撃が再開されましたが、全体のランサムウェア検出台数は顕著な増

加を示しておらず、実害に至る前にランサムウェアの攻撃を防げている状況にあるものと言えます。しかし、法

人組織におけるランサムウェア被害は継続的に発生し、更なる深刻化の様相すら呈しています。国内ではランサ

ムウェア感染被害報告件数の増加が見られ、海外でも身代金を支払ってしまった事例や、事業が一時的に継続で

きなくなった事例など、深刻な被害が報告されています。これらのランサムウェア被害では、標的型メールやリ

モートデスクトッププロトコル（RDP）の侵害、脆弱性悪用などの方法で攻撃者がネットワーク内に侵入したこ

とが被害の原因と考えられる事例が複数確認されています。またトレンドマイクロの調査から同様の手法で最終

的に不正マイニングの被害に遭う事例も確認されています。これらはランサムウェアや不正マイニングという具

体的な被害を受けて初めて自組織のネットワークへの侵入が発覚していることから、法人組織では「侵入を前提

としたセキュリティ対策」の重要性を改めて認識すべきだと言えるでしょう。 

このようなネットワークへの侵入につながる巧妙な攻撃手法の増加も全世界的に確認されています。侵入の発覚

を回避するための高度な隠蔽手法であったファイルレス活動の兆候を示す検出は年々増加しており、ファイルレ

ス活動がより広い範囲で使用されている状況を示唆していることが分かっています。また法人組織での導入が進

むクラウドメールの中でも Office365 などに偽装したと考えられるフィッシングサイトの URL も増加しており、

業務メールの盗み見による情報窃取やスパムメールの送信などにつながるアカウントの乗っ取りが懸念されます。 

その他の脅威動向として、国内では継続してフィッシングサイトへ誘導されるモバイル利用者が増加しています。

この背景としては SMS による不正サイトへの誘導、いわゆるスミッシングの手口があるものと見られます。

2018 年以降継続して確認されている宅配荷物の不在通知を偽装した SMS を発端とした不正アプリ拡散が攻撃者

にとっての「成功事例」として認識され、フィッシング詐欺などの攻撃を行うサイバー犯罪者も SMS を積極的

に悪用し始めたものと推測されます。 

 

※註１： 本レポートに掲載されるデータ等の数値は特に明記されていない場合、トレンドマイクロのクラウド型セキュリティ基盤

「Trend Micro Smart Protection Network（SPN）」による 2019 年 8 月 20 日付の統計データが出典となります。またグラフ上は実数

で表示しますが、本文内では表現上読みやすいよう四捨五入などで表記する場合があります。 

※註２： 本レポートに掲載される通貨の換算レートは特に断りが無い場合、本レポートの執筆時点（2019 年 8 月 20 日付け 1 米ドル

106.6 円）のレートとなります。 

※註 3： 本レポートで掲載した画像について、直接の危険や権利侵害に繋がりかねないと判断される部分には修正を施しています。 
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ランサムウェア被害から明らかになるネットワーク侵入と内部活動の実態 

2019 年第 1 四半期にはランサムウェア「GandCrab」（「GANDCRAB」ファミリーとして検出対応）の感染を

目的としたマルウェアスパム攻撃が見られた1にも関わらず、国内における 2019 年上半期のランサムウェア検出

台数は 6,224 件であり、前年同期比でほぼ半減となっています。 

 

図 1：国内におけるランサムウェアの検出台数推移 

この全体的な脅威の縮小傾向に反し、法人での被害は増加傾向を見せています。国内法人組織からトレンドマイ

クロへの問い合わせの中で、ランサムウェア感染被害の報告件数は 2019 年上半期の 6 か月間で 37 件となってお

り、前期比で約 1.5 倍の増加となっています。しかも、全体的なランサムウェア関連問い合わせ件数は横ばいの

中で感染被害報告件数だけが増加しているため、広い範囲への攻撃が行われていないものの、実被害は増えてい

る状況であると言えます。 

                                                           
1 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20107 
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図 2：国内法人からのランサムウェア関連問い合わせ件数とそのうちの感染被害報告件数の推移 

トレンドマイクロが対応した国内法人組織におけるセキュリティインシデントでも同様の傾向が表れており、

2019 年に入ってランサムウェア感染を起点とする事例の対応依頼が目立ってきています。これらの対応事例に

おけるトレンドマイクロの調査によれば、攻撃者がネットワーク内に侵入した後、標的型攻撃で行われるような

内部活動を経て、最終的にシステムにランサムウェアを感染させる攻撃が行われたことが明らかとなっています。

ネットワーク内への侵入にはメール経由、リモートデスクトッププロトコル（RDP）2の侵害、WebLogic3の脆

弱性を悪用した攻撃などが確認されています。RDP の侵害を発端とするランサムウェアなどの被害については

2018 年 9 月に米国連邦捜査局（FBI）から注意喚起が出されており、日本にも同様の攻撃手法が流入してきたも

のと考えられます。WebLogic の脆弱性に関しては JPCERT/CC からも 2019 年 4 月4と 6 月5に攻撃の危険性につ

いての注意喚起がなされており、実際に脆弱性を悪用した攻撃が発生していたものと言えます。また、標的型攻

撃での使用が知られている遠隔操作ツール（RAT）6や MIMIKATZ7、PSEXEC8などのツールの使用が見られた事

例も確認されており、標的型攻撃の手法によるランサムウェア感染被害と言ってもよい状況です。 

                                                           
2 RDP：Remote Desktop Protocol、遠隔でのデスクトップ操作のためのプロトコル 

3 WebLogic：Oracle 社製のアプリケーションサーバ https://www.oracle.com/technetwork/jp/middleware/weblogic/overview/index.html 

4 https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190020.html 
5 http://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190028.html 

6 RAT：コンピュータを遠隔操作可能にするツールの通称。主に標的型攻撃で使用される 
7 MIMIKATZ：マイクロソフトの開発者向けデバッグツールである「WinDbg 」のデバッガーエクステンション 

8 https://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/psexec.aspx 
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これらのインシデント対応の中で明らかとなった興味深い事実としては、ネットワーク内のサーバにコインマイ

ナーが感染した不正マイニング被害事例でも、RDP の侵害、WebLogic 脆弱性の悪用、MIMIKATZ の使用と言

ったランサムウェアの事例と同様の攻撃手法が見られていることです。このことから、標的型攻撃の手法を使用

したネットワーク内への侵入と内部活動により、最終的にランサムウェア感染もしくは不正マイニングの被害に

つながる法人組織を狙った攻撃が行われていると言えます。対策側の視点から見れば、多くの法人組織でランサ

ムウェアや不正マイニングといった具体的な被害に至るまでネットワーク内への侵入とその後の内部活動に気づ

けなかったことになります。これは従来から言われている「入口対策」に加えて「侵入を前提とした対策」によ

るネットワーク内部の可視化を行っていくことの重要性を示していると言えるでしょう。 
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金銭を狙う Android 向け不正アプリの攻撃が顕在化 

宅配荷物の不在通知を偽装した携帯電話のテキストメッセージ（SMS）から不正サイトへ誘導する Android 不正

アプリの拡散手口は 2018 年を通じて拡大し、2019 年になっても継続が見られています。2019 年上半期に偽装

SMS から誘導される不正サイトへアクセスした国内モバイル利用者数は約 4 万 6,000 件で、ピークとなった

2018 年下半期よりは減少しているものの、未だ多くの利用者が不正サイトへ誘導されていることを示していま

す。 

 

図 3：宅配荷物不在通知の偽装 SMS から誘導される不正サイトへアクセスした国内モバイル利用者数推移 

 

図 4：4 月に確認された宅配荷物不在通知の偽装 SMS の例（実物を元に再構成） 

この攻撃に関しては主に運送系企業の偽サイトへ誘導する手口が確認されています。偽装される企業も変化を続

けており、攻撃者が継続してこの攻撃に注力していることがうかがえます。 
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図 5：4 月に確認された宅配荷物不在通知の偽装 SMS から誘導される不正サイトの例 

自動的に Android 向け不正アプリがダウンロードされるため APK の保存確認が表示されている 

この攻撃で不正サイトから拡散される Android 向け不正アプリに関しては「FakeSpy」、「XLoader」

（「FAKESPY」ファミリー、「XLOADER」ファミリーおよび「WROBA」ファミリーとして検出対応）の 2 種

が確認されています。この２種は感染したモバイル端末内から様々な情報を窃取します。このモバイル端末から

不正アプリが窃取した情報が決済サービスの不正利用に使用された事例が 6 月に報道9されています。この事例

では不正アプリに感染した利用者自体に直接の金銭被害はありませんでしたが、情報の詐取から直接の金銭被害

につながる可能性のある不正活動として、ネットバンキングアプリからの情報窃取も確認されています。具体的

には、特定のネットバンキングアプリが感染端末内にインストールされていた場合、そのアプリが偽アプリと置

き換えられてしまいます。置き換えられてしまった後、該当のネットバンキングアプリを使用すると、認証情報

などが窃取され、不正送金などの被害につながる可能性があります。FakeSpy、XLoader およびネットバンキン

グアプリの侵害の際に使用される「FakeBanker」、「FakeBank」（「FAKEBANKER」および「FAKEBANK」

ファミリーとして検出対応）も合わせた国内での検出数は 2017 年末の登場以来増加しています。 

 

 

                                                           
9 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45740980V00C19A6CN0000/ 
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図 6：宅配荷物の不在通知の偽装 SMS を発端とした攻撃で拡散される Android 向け不正アプリの検出数推移 

また同様に国内のネットバンキングを狙う活動を持つ Android 向け不正アプリとして「Anubis」も確認されてい

ます。Anubis は 2016 年末に登場したモバイル向けバンキングトロジャンであり、ネットバンキングアプリの表

示に偽の画面を被せて表示することで認証情報などを詐取します。Anubis は 2019 年に入り正規マーケットであ

る「Google Play」経由での拡散10や２つの不正サイト上だけで 1 万 7,000 件以上の亜種がアップロードされてい

たことが確認11されるなど、活動の活発化が報告されています。Anubis の拡散は海外が中心ですが、既に国内の

6 つの銀行のアプリが情報詐取対象となっており、今後は日本に対する攻撃も拡大する可能性があります。モバ

イル端末でのネットバンキングが普及することで、モバイル利用者を狙うバンキングトロジャンの存在は無視で

きなくなってきたものと言えます。 

 

  

                                                           
10 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20168 
11 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21900 
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継続するフィッシング詐欺の中でモバイルからの誘導が増加傾向 

フィッシング詐欺の攻撃は 2019 年に入っても衰えを見せずに継続しています。2019 年上半期にフィッシング

サイトに誘導された国内利用者数は、過去最大規模だった 2018 年上半期に続いて、200 万件を突破しました。

これは広く一般利用者を対象としたばらまき型の攻撃において「人の弱点」を狙うサイバー犯罪者の傾向を表

しているものと言えます。 

 

図 7：国内からフィッシングサイトに誘導された利用者数の推移 

フィッシング詐欺への誘導経路に関しては、電子メールが主流の中で SMS も目立つようになってきています。

SMS 経由でのフィッシングサイトへの誘導は「スミッシング」とも呼ばれ、以前からある手法です。国内では

2017 年末に宅配荷物の不在通知を偽装した SMS による不正サイトの誘導で Android 向け不正アプリを感染さ

せる攻撃が登場して以降、目立つようになってきました。トレンドマイクロで確認した事例の中では、携帯電

話事業者や銀行からの連絡を偽装し、キャリア決済やクレジットカード、銀行口座などが不正利用されたとい

う内容によって利用者の不安を煽ることでフィッシングサイトに誘導する手口が多くなっています。 

 

図 8：6 月に確認された携帯電話事業者からの連絡を偽装する SMS の例（実物を元に再構成） 

SMS は携帯電話用のサービスであり、スミッシングは明確にスマートフォンなどのモバイル利用者を狙う攻撃

と言えます。このため、スマートフォンなどのモバイル端末からフィッシングサイトへ誘導される利用者数の

増加傾向に大きな関連があるものと考えられます。フィッシングサイトへ誘導された利用者数の中でモバイル

利用者は、2018 年下半期には約 13 万 5,000 件でしたが、2019 年上半期には約 37 万 4,000 件となり、約 2.8 倍

に急増しています。これはフィッシングサイトへ誘導された利用者数全体の 2 割弱を占め、利用者別のデータを

取り始めてから最大の比率となりました。 
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図 9：フィッシングサイトに誘導された国内モバイル利用者数の推移 

 

図 10：図 8 の SMS から誘導されるフィッシングサイトの例 
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このようなスミッシングの際に使用される巧妙な偽装として、不正なメッセージを正規の事業者が送信したス

レッド内に混入させてあたかも正規メッセージのように誤解させる「なりすまし」の手口を使用した攻撃12が確

認されています。これは国際 SMS では送信者 ID が自由に設定可能である仕様を悪用するもので、事業者が国

際 SMS でメッセージを送信している場合にのみ可能な手口です。このようななりすましを防ぐためにも各事業

者においては、利用者への SMS 送信の際には国内直接接続による送信を利用することが求められます。 

また SMS 経由で誘導されるフィッシングサイトの中でも二要素認証で使用されるワンタイムパスワードやネッ

トバンキングの乱数表などの認証情報を詐取する手口も確認されており、金銭被害に直結する脅威であること

がわかっています。特に携帯電話事業者の認証情報が取られた場合、キャリア決済の不正利用によりネットシ

ョッピングなどで制限枠いっぱいまで使用されてしまうなど、多額の金銭被害が発生する事例がわかっていま

す。またキャリア決済の場合にはクレジットカード決済のような補償がない場合もあり、被害を受けた利用者

の負担は大きなものとなってしまう可能性があります。 

 

図 11：追加の二要素認証情報を詐取するフィッシングサイトの例 

インターネットへ接続する端末としてスマートフォンを使用する利用者の方が PC を使用する利用者よりも多く

なってきている状況が総務省の公表13などからもわかっており、今後もモバイル利用者を狙う攻撃は増加してい

くことが予想されます。フィッシング詐欺のような人間を騙すサイバー犯罪は、使用する機器に関わらない危

険であると認識することが被害に遭わないための第一歩となります。 

 

                                                           
12 https://www.jc3.or.jp/topics/smscert.html 

13 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h30.html 
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依然重要な課題である IoT および IIoT のセキュリティ 

多種多様な脅威に対応する多層防御 

2019 年上半期の脅威概況 
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衰えないランサムウェアの脅威 

大規模組織から高額の身代金を要求 

ランサムウェア「GandCrab」（「GANDCRAB」ファミリーとして検出対応）の運営者は、2019 年上半期の終

わりまでに 20 億米ドル（約 2,130 億円）以上を稼いだ後、アンダーグラウンドのフォーラムからの撤退を表明

しました14。このランサムウェアは、アンダーグラウンドのフォーラムで「サービスとしてのランサムウェア

（Ransomware as a Service、RaaS）15」として販売されてきたファミリーとして知られています。この RaaS

によって、サイバー犯罪者は技術的なノウハウに関係なく、サブスクリプションの支払いを介してカスタマイズ

されたランサムウェアを利用することができました。こうしてサイバー犯罪者はスパムメールやエクスプロイト

キットなど好みの攻撃手法を用いて、カスタマイズされた独自バージョンの GandCrab を拡散していたと考えら

れます。GandCrab の運営者はこのビジネスモデルを駆使し、ランサムウェアを利用するアフィリエイトを幅広

く募っていました。こうしてランサムウェアの利用者が増加し、潜在的な被害が拡大することで運営者側の収益

の可能性も高まっていました。 

しかしこの半年で攻撃手法に変化が生じてきました。トレンドマイクロでは、サイバー犯罪者が多国籍企業、大

企業、政府機関等に標的を絞り込むことで、効率的に利益を得ることができると考え始めてきたと推測していま

す。標的組織を事前に調査し、従業員向けに偽装したフィッシングメール攻撃を起点に組織内のネットワークや

システムに侵入することで、悪用可能なセキュリティの不備を探索する手法を用いてきていると考えられます。 

この攻撃の傾向は、2019 年 6 月に立て続けに発生したランサムウェア被害で確認されました。フロリダ州リビ

エラビーチ市庁舎がランサムウェア被害に見舞われ 60 万米ドル（約 6,400 万円）相当を支払ったとされる事例16

から 2 週も経たないうちに、同州レイクシティ市庁舎もランサムウェア「Ryuk」（「RYUK」ファミリーとして

検出対応）により公共サービスのシステムが「人質」となり、46 万米ドル（約 4,900 万円）相当の身代金を支払

ったと報道されました17。 

こうした事例から 2019 年の現時点で、Ryuk の攻撃が最も高額な身代金を要求する脅威の 1 つと認識されていま

す18。Ryuk は、2018 年 8 月に初めて確認されて以来19、2019 年 1 月に至るまでに 705 ビットコインを上回る額

（当時のレートで少なくとも 370 万米ドル、約 3 億９,400 万円）を獲得したと報じられています。全世界のラ

ンサムウェア検出台数を見ても、2019 年上半期は Ryuk がランサムウェアファミリー別の中でも上位を占めてい

ます。 

また、新たに確認されたランサムウェアファミリー数が約 55%減少しているにもかかわらず、2018 年下半期か

ら 2019 年上半期までのランサムウェア攻撃総数（ファイル、メール、Web 経由で検出した脅威の件数）は約

77％増加の傾向を示しています。この攻撃総数の増加は、メールおよび Web 経由の侵入段階でランサムウェア

の脅威を事前にブロックしただけでなく、ダウンロード後のランサムウェアもブロックしており、ランサムウェ

アに対するセキュリティ対策の全体的な改善を反映している可能性を示唆しているとも言えるかもしれません。

そうした中で、2019 年上半期は標的型攻撃で利用されたと考えられるランサムウェアの活動が大きな被害を及

ぼしており、特筆すべき点となっています。 

                                                           
14 https://www.zdnet.com/article/gandcrab-ransomware-operation-says-its-shutting-down/ 

15 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-as-a-service-what-this-means-for-

enterprises 
16 https://www.nytimes.com/2019/06/19/us/florida-riviera-beach-hacking-ransom.html 

17 https://www.nytimes.com/2019/06/27/us/lake-city-florida-ransom-cyberattack.html 
18 https://www.coveware.com/blog/2019/7/15/ransomware-amounts-rise-3x-in-q2-as-ryuk-amp-sodinokibi-spread 

19 https://www.crowdstrike.com/blog/big-game-hunting-with-ryuk-another-lucrative-targeted-ransomware/ 
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図 1：ランサムウェア攻撃総数の推移（全世界） 

 

図 2：新たに確認されたランサムウェアファミリー数の推移（全世界） 

2019 年 3 月、ランサムウェア「LockerGoga」（「LOCKERGOGA」ファミリーとして検出対応）がノルウェー

の製造関連企業に感染し、複数の工場が停止する被害に見舞われ、手動での業務を余儀なくされました20。その

結果、被害からの復旧に 3 ヶ月を要し21、最終的な損失金額は 5,500 万米ドル（約 58 億 6,000 万円）を超えまし

た22。2019 年 5 月にはメリーランド州ボルチモア市庁舎がランサムウェア「RobbinHood」（「ROBBINHOOD」

ファミリーとして検出対応）の被害に見舞われ、530 万米ドル（約 5 億 6,500 万円）以上の損失が発生していま

す23。RobbinHood は、2019 年 4 月にノースカロライナ州グリーンビル市庁舎を攻撃したランサムウェアでもあ

り、この事例では感染した同市のシステムが長期間停止する状態に陥りました24。 

                                                           
20 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/what-you-need-to-know-about-the-lockergoga-ransomware 
21 https://www.bbc.com/news/business-48661152 

22 https://www.poundsterlinglive.com/best-exchange-rates/british-pound-to-us-dollar-exchange-rate-on-2019-06-25 
23 https://www.nytimes.com/2019/08/22/us/ransomware-attacks-hacking.html 

24 https://www.scmagazine.com/home/security-news/ransomware/greenville-in-recovery-phase-from-robbinhood-ransomware-attack/ 
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ランサムウェア 

ファミリー 
感染経路・攻撃経路 拡散手法 その他の注目すべき機能 

Clop25 (CryptoMix) 
ネットワーク内の Active Directory

を侵害26 

リモートデスクトップサービス

を狙った攻撃27 

検出を回避するために正規の

デジタル署名とともに実行フ

ァイルを拡散 

Dharma28, 29 

（別名： Crysis30) 
スパムメール 

リモートデスクトップに対する

ブルートフォース攻撃

（Crysis）31 

セキュリティソフトのインス

トールプロセスを使用した撹

乱 

NamPoHyu Virus 

（別名：MegaLocker 

Virus）32 

インターネットに露出した Samba

サーバを侵害 

Samba サーバに対するブルー

トフォース攻撃 

以前のバージョンから引き続

き、ファイルサーバ NAS を暗

号化する 

GandCrab33 

スパムメール、エクスプロイトキ

ット、不正広告、改ざんした Web

サイト、インターネットに露出し

たデータベースの侵害34、脆弱性が

存在するソフトウェアの悪用35 

アフィリエイトのカスタマイズ

により拡散手法が異なる 

サービスとしてのランサムウ

ェア（Ronsomware as a 

Service、RaaS）として提供

される 

MongoLock36, 37 

インターネットに露出し、セキュ

リティが不十分なオープンソース

ソフトウェアデータベース

「MongoDB」を侵害 

インターネットに露出し、セキ

ュリティが不十分な MongoDB

を「Shodan」等のサービスで

検索する 

ファイルを暗号化せず削除す

る。またバックアップのドラ

イブがある場合それをフォー

マットする38 

                                                           
25 トレンドマイクロでは「CLOP」ファミリーとして検出対応 
26 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/narrowed-sights-bigger-payoffs-ransomware-in-

2019 

27 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/cryptomix-clop-ransomware-says-its-targeting-networks-not-computers/ 
28 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21215 

29 トレンドマイクロでは「DHARMA」ファミリーとして検出対応 
30 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-recap-still-in-development-found-in-

the-wild/ 

31 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/crysis-targeting-businesses-in-australia-new-zealand-via-brute-forced-

rdps/ 

32 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/nampohyu-aka-megalocker-virus-ransomware-

found-remotely-encrypting-samba-servers 

33 トレンドマイクロでは「GANDCRAB」ファミリーとして検出対応 
34 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/gandcrab-ransomware-found-targeting-mysql-

databases/ 

35 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21314 
36 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/mongo-lock-attack-ransoming-deleted-mongodb-databases/ 

37 トレンドマイクロでは「MONGOLOCK」ファミリーとして検出対応 
38 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-mongolock-immediately-deletes-

files-formats-backup-drives/ 



TREND MICRO | 2019 年上半期セキュリティラウンドアップ 

18 
グローバルセキュリティラウンドアップ 

Ryuk39, 40 スパムメール 

感染したルータ、「Trickbot」

や「Emotet」41、脆弱性

「EternalBlue」 

感染したシステムを起動不可 

にする42 

LockerGoga43, 44 窃取した認証情報を利用 

システム管理ツール、ペネトレ

ーションテスト、ハッキングツ

ール等で拡散。正規の認証情報

を使用して検出回避を図る45 

感染したシステムのアカウン

トのパスワードを変更し、シ

ステムの再起動を阻止する 

Nozelesn46, 47 マルウェアスパム 

Emotet を利用し、ネットワー

ク内の他のシステムへ自身を感

染させる 

ファイルレス活動を用いて、

ダウンローダ「Nymaim」が

ランサムウェアをダウンロー

ドする 

RobbinHood48, 49 

セキュリティが不十分なリモート

デスクトップを侵害またはダウン

ローダ 

ドメインコントローラ等を侵害

（「Empire」や PowerShell、

PsExec を悪用） 

固有の鍵を用いて各ファイル

を暗号化する 

BitPaymer50, 51 
管理者権限のアカウントを侵害、

バンキングトロジャン「Dridex」52 

Dridex（ネットワーク情報を窃

取）、サプライチェーン攻撃

53、リモートデスクトップの侵

害54 

正規ツール PsExec を悪用 

MegaCortex55, 56 ドメインコントローラの侵害 
名称変更を施した PsExec を介

して 
特定プロセスを無効化する 

表１：2019 年 1～6 月の注目すべきランサムウェアファミリーの攻撃 

これらの事例は、サイバー犯罪者が法人組織の重要なシステムに狙いを定めてきていることを示唆しています。

こうした事例ではランサムウェアの攻撃はファイルの暗号化だけでなく、破壊的な手法で被害を最大化したり、

                                                           
39 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/examining-ryuk-ransomware-through-the-lens-of-

managed-detection-and-response/ 
40 トレンドマイクロでは「RYUK」ファミリーとして検出対応 

41 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ryuk-ransomware-shows-diversity-in-targets-

consistency-in-higher-payouts/ 

42 https://www.crowdstrike.com/blog/big-game-hunting-with-ryuk-another-lucrative-targeted-ransomware/ 

43 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/what-you-need-to-know-about-the-lockergoga-ransomware 
44 トレンドマイクロでは「LOCKERGOGA」ファミリーとして検出対応 

45 https://doublepulsar.com/how-lockergoga-took-down-hydro-ransomware-used-in-targeted-attacks-aimed-at-big-business-

c666551f5880 

46 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/emotet-distributed-ransomware-loader-for-nozelesn-found-via-managed-

detection-and-response/ 
47 トレンドマイクロでは「NOZELESN」ファミリーとして検出対応 

48 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/a-closer-look-at-the-robbinhood-ransomware/ 
49 トレンドマイクロでは「ROBBINHOOD」ファミリーとして検出対応 

50 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20999 
51 トレンドマイクロでは「BITPAYMER」ファミリーとして検出対応 

52 https://www.cyber.nj.gov/threat-profiles/ransomware-variants/bitpaymer/ 

53 http://blog.morphisec.com/bitpaymer-ransomware-with-new-custom-packer-framework 
54 https://www.bluvector.io/threat-report-bitpaymer-ransomware-freezes-the-pga-and-an-alaskan-town/ 

55 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/megacortex-ransomware-spotted-attacking-

enterprise-networks/ 

56 トレンドマイクロでは「MEGACORTEX」ファミリーとして検出対応 
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有効な検出回避法を備えているといった傾向が見られています。サイバー犯罪者はシステムやファイルの復旧を

困難化し、さらに深刻な被害を引き起こすことで、高額の身代金を要求しようとしているのではないかと考えら

れます。 

今なお猛威を振るう WannaCry 

2019 年上半期は様々なランサムウェアファミリーの活動が確認され、最も影響を受けた組織を業界別に見ると、

製造、公共、教育、医療が上位を占めていました。また、金融、技術、エネルギー、食品・飲料、石油・ガス等

の業界も影響を受けていたことが分かっています。 

悪名高いランサムウェア「WannaCry」（「WCRY」ファミリーとして検出対応）は、2017 年 5 月に大規模な拡

散57が発生し、多くの国で深刻な被害をもたらしましたが、今回このランサムウェアの脅威が未だ持続している

ことが示されました。2019 年上半期も WannaCry が最も多く検出されたランサムウェアファミリーとなってお

り、その検出台数は他のランサムウェアファミリーの合計を大幅に上回っています。WannaCry が検出されたシ

ステムの大部分は 2018 年と同様に Microsoft Windows 7 でした。WannaCry が悪用した脆弱性に関しては、

2017 年から修正パッチが提供されていますが、一方で Windows 7 のサポートが 2020 年 1 月に終了58すること

もあり、サポート終了後も残存する脆弱なシステムへのセキュリティ強化は法人組織にとって重要な課題となっ

ています。 

 

図 3：ランサムウェア「WannaCry」とその他のランサムウェアファミリーの検出台数の月別推移（全世界） 

                                                           
57 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/14873 

58 https://support.microsoft.com/en-us/help/4057281/windows-7-support-will-end-on-january-14-2020 
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図 4：ランサムウェア「WannaCry」が検出された PC のプラットフォーム別比較（2019 年 1～6 月、全世界） 

新たに確認されるランサムウェアファミリー数が減少する中でも、ランサムウェアは依然として法人組織にとっ

て脅威なっています。実際、新たに登場したランサムウェア「Sodinokibi」（別名：「Sodin」もしくは

「REvil」、トレンドマイクロでは「SODINOKIBI」ファミリーとして検出対応）は、GandCrab と同じ拡散方法

を駆使し、後継の座に就こうとしています59, 60。 

サイバー犯罪者が企業のネットワークに侵入する攻撃経路が多数存在することを考えると、もはやエンドポイン

ト対策だけではセキュリティは不十分であるといえます。ゲートウェイ、サーバ、ネットワーク、エンドポイン

トに至るまで多層化された防御策を採用することで、企業のいずれかの層の対策でランサムウェアを阻止するこ

とが可能になります。 

 

  

                                                           
59 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/sodinokibi-ransomware-now-pushed-by-exploit-kits-and-malvertising/ 

60 https://krebsonsecurity.com/2019/07/is-revil-the-new-gandcrab-ransomware/ 
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増加する「環境寄生型」の脅威 

ファイルレス活動を示唆する挙動の検出イベント数は 2018 年年間の 18%増、不正なマクロの脅威も継続 

「2019 年セキュリティ脅威予測」61でも予測したとおり、2019 年上半期はファイルレス活動を示唆する挙動の

検出イベント数が急増しました。その数はすでに 2018 年年間に検出したイベント数の約 18%増に及び、これま

で以上にサイバー犯罪者が正規のシステム管理ツールやペネトレーションテストツール等、あらゆる手段を駆使

してきている状況62が伺えます。 

PC の記憶媒体に書き込まれる従来型のマルウェアに比べ、ファイルレスの脅威は「PowerShell」、「PsExec」、

「Windows Management Instrumentation（WMI）」63、「AutoHotKey」64等のツールやスクリプト言語を悪用

することで、システムのメモリ上に展開・実行する手段や、レジストリへの書き込み、ホワイトリストツールの

悪用等、不正な活動が見えにくい特徴があります。ただし、トレンドマイクロでは特定の実行イベントや挙動等、

ファイルに依存しない指標を追跡することでファイルレスの脅威を検知しています。 

実際、トレンドマイクロでは 2019 年上半期に複数の脅威でファイルレスの活動が用いられているのを確認して

います。典型的な脅威では不正マイニング65やランサムウェア66の攻撃で用いられており、さらにバンキングト

ロジャン67の攻撃にも使用されていました。特にこれらの脅威に共通する手法として「PowerShell」の悪用が特

筆されます。これはシステム管理者にとって便利なツールですが、サイバー犯罪者に悪用されることで不正な活

動が行われるリスクもあります。 

 

図 5：ファイルレス活動を示唆する挙動の検出イベント数推移（全世界） 

                                                           
61 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19954 

62 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19954 
63 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/security-technology/risks-under-the-radar-understanding-fileless-threats/ 

64 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/potential-targeted-attack-uses-autohotkey-and-malicious-script-

embedded-in-excel-file-to-avoid-detection/ 
65 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21051 

66 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/emotet-distributed-ransomware-loader-for-nozelesn-found-via-managed-

detection-and-response/ 

67 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20590 
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不正なマクロの検出台数は 2018 年下半期に若干の減少が確認されたものの、その脅威は継続しています。2018

年同様に不正なマクロの脅威は主にスパムメールを介して拡散するマクロ型のダウンローダ「Powload」

（「POWLOAD」ファミリーとして検出対応）の活動が大勢を占めていました。 

Powload は最終的に「Ursnif」（「URSNIF」ファミリーとして検出対応）や「Bebloh」（「BEBLOH」ファミ

リーとして検出対応）といった情報窃取型マルウェアをダウンロードしてくる一方、Powload 自体がここ数年、

自身の手口を巧妙化させています。例えば、ステガノグラフィ（画像にコードを隠蔽する手法）や、特定地域の

ブランドや言語を利用した標的化の傾向があげられます。Powload による PowerShell の悪用も特筆され、感染

フローの中で一手間加えることで不正活動を隠蔽する目的で不正なマクロがしばしば利用されます68。 

Powload の他、情報窃取型マルウェア「Trickbot」69（「TRICKBOT」ファミリーとして検出対応）やその他の

諜報活動向けマルウェアを拡散するスパムメールキャンペーンでも、不正なマクロが使用されていることが確認

されています70。 

 

図 6：「Powload」とその他の不正なマクロの検出台数推移（全世界） 

  

                                                           
68 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20694 

69 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21410 
70 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/potential-targeted-attack-uses-autohotkey-and-malicious-script-

embedded-in-excel-file-to-avoid-detection/ 
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フェイルセーフで利用される攻撃の多層化と段階化 

2019 年上半期、ファイルによる感染や不正なマクロによる攻撃手段が不十分な場合、双方を組み合わせるだけ

でなく、攻撃の多層化や段階化を駆使した脅威が確認されています。 

サイバー犯罪者はマルウェアの攻撃の段階化によって、攻撃全体が一度にブロックされる状況を回避できます。

マルウェアの感染フローの第一段階は、多くの場合で次の攻撃段階に用いられるスクリプト取得に特化するなど、

無害に見えるように振る舞います。逆に例えると、メールに添付された Microsoft Office の文書ファイルに大容

量のマルウェアが埋め込まれていた場合、それだけで不審なファイルとして検知されてしまいます。攻撃者にと

って攻撃の段階化は、セキュリティ対策を回避する上で有効なフェイルセーフとなります。トレンドマイクロで

は、不正マイニングの攻撃キャンペーンでこの手口を確認しており、ダウンロードにより他の PC への不正活動

を拡散させるため、PowerShell スクリプトの取得や実行において三段階の攻撃が駆使されていました71。 

一方、攻撃を多層化することで、マルウェアはシステムに侵入する機会を多く得ることができます。この場合、

画期的な技術や新しいマルウェアではなく、標的のシステムに感染するため、可能な限り多くの脆弱性を悪用し

ます。例えば、不正なコインマイナー「BlackSquid」（「BLASQUI」ファミリーとして検出対応）の場合、合

計 8 個の脆弱性が悪用されており、これらを駆使して自身の拡散、不正活動の実行、攻撃者へのリモートコード

実行権限の付与等が行われていました72。さらに、「Mirai」（「MIRAI」ファミリーとして検出対応）の亜種の

場合、1 度の攻撃で 13 個の脆弱性を悪用することで、他のルータや IoT（Internet-of-Things）デバイスへと拡

散していました。またそれだけでは不十分だと考えたのか、頻繁に利用される認証情報のリストを用いたブルー

トフォース攻撃も活用されていました73。 

こうした多層化や段階化する攻撃の対策は困難であり、特に日常的に使用されるファイルやプログラムの中に潜

み、セキュリティ対策が特定の不審な動作の検出に限定されている場合、簡単にすり抜けてしまいます。攻撃の

隠蔽に長けた高度な脅威が増加する一方、こうした脅威に対応できる人材は不足しており、法人組織の状況は深

刻化しています。事実、2018 年 3 月トレンドマイクロ実施のアンケート調査によると、調査対象企業の 50％近

くがサイバーセキュリティスキルを備えた人材不足に直面していると回答しています74。 

関連する脅威でもう 1 つ着目すべき点は、モバイルランサムウェアの攻撃がファイル暗号化と情報窃取の間で定

期的にシフトしていることです。例えば「Anubis」（「ANUBISDROPPER」ファミリーとして検出対応）は、

ランサムウェアに似た機能75を備えた後、バンキングトロジャンとして活動可能76でした。最近では両方を備え

た事例も確認されており、攻撃者の活動目的や攻撃対象に応じて設定を変更したり、対象を変えていると考えら

れ ま す 。 し か し 、 も し か す る と そ の 根 底 は 単 な る 金 銭 目 的 な の か も し れ ま せ ん 77 。 「 SMSLocker 」

（「SLOCKER」もしくは「SMSLOCKER」ファミリーとして検出対応）や「Svpeng」（「SVPENG」ファミ

リーとして検出対応）など従来のランサムウェアファミリーもバンキングトロジャンとして活動していたことが

分かっています78。 

  

                                                           
71 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21642 

72 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21521 
73 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21480 

74 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/cybersecurity-skills-shortage-a-problem-for-

nearly-50-percent-of-organizations/ 
75 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/research-and-analysis/threat-reports/roundup/2018-mobile-threat-landscape 

76 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20168 
77 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21900 

78 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/2016-mobile-threat-landscape/ 
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継続するエクスプロイトキットの脅威 

しばらく影を潜めていた攻撃キャンペーン「ShadowGate」が 2019 年 6 月に再登場しました。この攻撃キャン

ペーンは、アップグレードされたエクスプロイトキット「Greenflash Sundown EK」を悪用してコインマイナー

を拡散しており、さらには「環境寄生型」の攻撃を駆使し、不正な活動をファイルレスで実行するために

PowerShell スクリプトも悪用しています。この攻撃キャンペーンは、2018 年 4 月に注目され、その際も同じエ

クスプロイトキットにより、南アジア地域のサーバを中心にコインマイナーを拡散していました79。 

特に Greenflash Sundown の再登場は、エクスプロイトキットの脅威状況の中で注目すべき兆候と言えます。ゼ

ロデイ脆弱性悪用の減少やプラットフォームの多様化によって、エクスプロイトキットによる攻撃の効率が低下

している一方、今なおユーザやビジネス事業者にとってエクスプロイトキットの脅威は軽視できる状況ではあり

ません。 

2018 年から 2019 年上半期にかけてエクスプロイトキット関連の活動は増加傾向にあるものの、エクスプロイト

キット関連のブロック件数が数百万件に達した数年前のピーク時に比べると大幅に減少していると言えます80。

いずれにしても、今回確認された増加傾向については、様々な不正活動や攻撃コードを組み合わせるなどして、

従来の脆弱性を悪用した攻撃であっても、一定の成功が見られるのではないかと言えます。 

 

図 7：エクスプロイトキットの脆弱性攻撃サイトへのアクセス数の推移（全世界） 

  

                                                           
79 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21824 

80 https://documents.trendmicro.com/assets/rpt/rpt-setting-the-stage.pdf 
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サイバー犯罪活動の隠蔽に悪用されるソーシャルメディアやコラボレーションプラットフォーム 

ソーシャルメディアの悪用も例外ではありません。トレンドマイクロでは、2017 年にフェイクニュースに関す

るリサーチペーパーをリリースし、その中でソーシャルメディアが扇動活動、ジャーナリストへの中傷、国内政

策の操作、選挙への影響等に悪用される可能性を示しました81。しかし、2019 年上半期の注目すべき傾向は、開

発者や情報セキュリティの専門家に広く利用されているコラボレーションプラットフォームやソーシャルメディ

アの悪用です。これらがサイバー攻撃の手口に用いられていました。 

例えば、バックドア型マルウェア「Slub」（「SLUB」ファミリーとして検出対応）は、有名なコラボレーショ

ンプラットフォーム「Slack」やソフトウェア開発のプラットフォーム「Github」を悪用していました。前者は

攻撃の結果をアップロードする場として、後者は不正なコードのリポジトリとして利用されました82。ハッキン

ググループの中にはフィッシングを通じて「Instagram」のプロファイルを窃取し、アカウントの変更やヌード

画像をネタに金銭を要求する等の脅迫、ユーザの注意を引く活動が確認されました83。 

人気のソーシャルメディアサイト「Twitter」の場合、Android 向けマルウェア「XLoader」（「XLOADER」フ

ァミリーとして検出対応）のオペレータとして利用され、複数の Twitter アカウント名に C&C アドレスをエンコ

ードして C&C サーバを隠蔽していました84。また、テクニカルサポート詐欺の場合、ソーシャルメディアチャン

ネルを駆使し、被害を受けたユーザに対して、個人情報の窃取、不審なソフトウェアのダウンロードや偽のサー

ビス料の請求を仕掛けてきます85。 

情報セキュリティの専門家にとって、ソーシャルメディアは実用的な脅威インテリジェンスを収集する便利な手

段であり、機能やコンテンツが充実したプラットフォームといえます86。しかし上述の事例が示すとおり、サイ

バー犯罪者は自分たちの活動を隠蔽するため、ソーシャルメディアを悪用する可能性があります。法人組織にと

ってソーシャルメディアは、ブランドを認知（または浸透）させ、顧客へのリーチを拡大するためだけのもので

はありません。セキュリティとプライバシーのリスクを考慮し、セキュリティ侵害、なりすまし、フィッシング

等を考慮し、自組織のセキュリティ戦略はソーシャルメディアについても検討していく必要があります。 

 

  

                                                           
81 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/fake-news-cyber-propaganda-the-abuse-of-

social-media/ 

82 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-slub-backdoor-uses-github-communicates-via-slack/ 
83 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20526 

84 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20731 
85 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20549 

86 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/hunting-threats-on-twitter/ 
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従来型の手口を駆使する標的型攻撃 

標的型攻撃は革新的な「戦術、技術、手順（TTP）」を駆使する脅威の最前線として知られていました。しかし、

2019 年上半期に注目された攻撃キャンペーンは異なる様相を呈しています。攻撃の費用対効果を重視し、従来

型の TTP を利用する傾向が顕著となってきました。つまり、新たなマルウェアの作成には余分な時間とリソー

スが必要となるため、むしろ従来の TTP を用いる方が、サイバー攻撃の情報活動も含めて効率的に目的を達成

できると考えられます。 

例えば、攻撃キャンペーン「BouncingGolf」では、正規アプリを再パッケージ化する従来型の手法が依然とし

て使用されていました。ただし、この正規アプリの配布方法は、公式アプリストアやサードパーティのアプリ市

場ではなく、ソーシャルメディアを介した Web サイトで配布されていた点が特筆されます87。背後にいるサイバ

ー犯罪者グループ「TA505」は新たな技術を身につける必要はなく、ハッキングツール、マクロ型マルウェア

（「Microsoft Excel 4.0」に組み込まれた不正なマクロコードを含む）、トロイの木馬型マルウェア、ダウンロ

ーダ等、従来型の手法を利用していました88, 89。これらを駆使した大規模スパムキャンペーンは企業にとって脅

威となっていました。 

サイバー犯罪の諜報活動キャンペーン「MuddyWater」もまた特定ユーザへの認証情報窃取に際し、スピアフィ

ッシングメール、水飲み場攻撃、マクロ型マルウェア、PowerShell スクリプトの悪用90等、従来型の手口を活用

していました。この場合、ゼロデイ攻撃や巧妙なマルウェアは使用せず、バックドア型マルウェアを埋め込んだ

文書を添付したフィッシングメールを攻撃対象企業の従業員に何度も送っていました91。さらに、この攻撃キャ

ンペーンでは、最近 PowerShell スクリプトを基盤にしたバックドア型マルウェア「Powerstats v3」

（「POWERSTATS」ファミリーとして検出対応）やオープンソースの脆弱性攻撃ツール 13 個を駆使した攻撃

の段階化が見られています。これにより感染したシステムは、認証情報の窃取や管理者権限の取得などの被害に

さらされました92。 

こうした攻撃キャンペーンが従来型の手口を駆使しながら攻撃を成功させている点を考慮すると、企業によって

はセキュリティ戦略の再検討や更新が必要となってくるかもしれません。その対象範囲は、従業員のセキュリテ

ィ意識の向上、脆弱性が存在するシステムへの修正パッチ適用、ネットワークインフラ全体の権限の割り当て見

直し等、多岐に及びます。 

 

 

  

                                                           
87 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/mobile-cyberespionage-campaign-bouncing-golf-affects-middle-east/ 

88 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21664 
89 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21745 

90 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/campaign-possibly-connected-muddywater-surfaces-middle-east-central-

asia/ 
91 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/new-powershell-based-backdoor-found-in-turkey-strikingly-similar-to-

muddywater-tools/ 
92 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/muddywater-resurfaces-uses-multi-stage-backdoor-powerstats-v3-and-

new-post-exploitation-tools/ 
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不正マイニングを狙い続ける攻撃者 

今なお高い検出台数を示すコインマイナー 

2018 年と比較するとコインマイナーの検出台数は減少しているにもかかわらず、2019 年上半期もコインマイナ

ーは依然として検出台数上位の脅威となっています。 

サイバー犯罪者がコインマイナーに大きな関心を示し、不正マイニング活動をしている背景には、仮想通貨を巡

る上げ相場の状況が影響しているといえます。例えば、有名な仮想通貨「Bitcoin」の通貨価値も数か月で急上

昇し、2019 年 6 月下旬には 1 ビットコインの価値が約 1 万 2,000 米ドル（約 128 万円）に達し、年初に比べて

価値が 3 倍以上になっています93。 

仮想通貨「Monero」の通貨価値も年初から 6 月中旬にかけて約 3 倍となり、最高値で 117 米ドル（約 1 万 2,500

円）となりました94。Monero はサイバー犯罪者の間でも関心が高く、不正マイニングの対象通貨としても狙わ

れています95。ほぼ完全に匿名で利用できる仮想通貨でもあることも96、Monero がサイバー犯罪者に重宝される

理由です。また、Monero は Bitcoin のマイニング活動で用いられるような専用ハードウェアや専用リグがなく

とも有効なマイニングを行うことができます97。 

 

図 8：コインマイナー検出台数の推移（全世界） 

  

                                                           
93 https://www.coindesk.com/price/bitcoin 

94 https://www.coindesk.com/price/monero 
95 https://arxiv.org/pdf/1901.00846.pdf 

96 https://www.reuters.com/article/us-crypto-currencies-altcoins-explainer/explainer-privacy-coin-monero-offers-near-total-anonymity-

idUSKCN1SL0F0 

97 https://www.zdnet.com/article/cyber-attackers-are-cashing-in-on-cryptocurrency-mining-but-heres-why-theyre-avoiding-bitcoin/ 
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巧妙化するコインマイナーの脅威 

コインマイナーの脅威は巧妙化してきています。その多くは高度なハッキングツール、モジュール化したマルウ

ェア、さらには標的型攻撃や情報窃取の攻撃キャンペーンで利用され、複雑な感染フローを展開してきています。 

2019 年 2 月、トレンドマイクロではコインマイナー「KORKERDS」（「KORKERDS」ファミリーとして検出

対応）の明らかな模倣である Linux 向け脅威を確認しました。この脅威は感染したシステム上の他のコインマイ

ナーを削除して自身のコインマイナーをインストールする手法を用います98。また同月に「RADMIN」

（「RADMIN」ファミリーとして検出対応）や「Mimikatz」（「MIMIKATZ」ファミリーとして検出対応）な

どのハッキングツールで認証情報を収集してシステム管理者権限を取得し、検出されにくい時期である企業の休

暇中を狙った攻撃実行、そしてランダムなファイル名等で攻撃の痕跡を隠蔽する手法を用いた不正マイニングが

確認されました99。 

さらにトレンドマイクロは、2019 年 4 月に複数の拡散手法を用いる攻撃キャンペーンを確認しました。この攻

撃では「PCastle」スクリプトを利用して感染したシステム上で、Monero を対象とするコインマイナーを実行

します100。2019 年 5 月にはこの攻撃キャンペーンが複数の国で継続していたのを確認していましたが、最終的

には従来の標的である中国のシステムを狙っていたことが判明しました。そしてこの際、PCastle スクリプトに

よるファイルレス活動によって攻撃の多層化が用いられていました101。 

セキュリティ対策の盲点を突いた不正コインマイナーの脅威も複数確認されました。例えば、コラボレーション

ソフトウェア「Confluence」の脆弱性を悪用して不正コインマイナーを実行する攻撃では、自身の活動を隠蔽

するために設計されたルートキットを含んでいました102。さらにマイニング活動をするボットネット型マルウェ

アの亜種の場合には、攻撃の侵入にオープンポートを利用して他の Android デバイス103に拡散し、さらにはプロ

グラミング言語「Perl」基盤のバックドアコンポーネントで「分散型サービス拒否攻撃（DDoS 攻撃）」を実行

する機能も備えていました104。その他、オープンソースのプログラミング言語「Go（別名：Golang）」で書か

れたマルウェアの利用も特筆すべき点となっており、これは自身のコインマイナー拡散のために脆弱なソフトウ

ェアを検索する機能を備えていました105。 

 

サーバやクラウド環境を狙う不正コインマイナー 

2017 年と 2018 年の不正マイニングの大部分がマルウェアによるシステム侵入に終始していたとするならば、

2019 年上半期はトレンドマイクロが「2019 年セキュリティ脅威予測」106で示していたとおり、サーバやクラウ

ド環境に不正マイニングの脅威が拡大してきたと言えます。実際、侵害されたコンテナ管理プラットフォームの

悪用、不正な Docker イメージの活用、その他の攻撃経路を含め、攻撃者の間でクラウド環境における不正マイ

ニングの活動が目立ってきました107。 

                                                           
98 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20345 
99 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20418 

100 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21051 
101 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21642 

102 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21314 
103 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cryptocurrency-mining-botnet-arrives-through-adb-and-spreads-through-

ssh/ 

104 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21709 
105 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/golang-based-spreader-used-in-a-cryptocurrency-mining-malware-

campaign/ 
106 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19954 

107 https://www.alienvault.com/blogs/labs-research/making-it-rain-cryptocurrency-mining-attacks-in-the-cloud/ 
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トレンドマイクロでは、2019 年 3 月に「Docker Control」の「アプリケーションプログラミングインターフェ

イス（API）」が、Monero の不正マイニング活動を行うサービスの一部として悪用されていることを確認して

います。このサービスの不正利用では、誤った設定でインターネットに露出したコンテナイメージの検索が利用

されていました。このように Docker API を悪用することで、攻撃者は自身が指定したイメージによる新規コン

テナ作成をコマンドを実行できます108。2019 年 5 月にも同様の事例が発生しており、「Docker Hub」のリポジ

トリにおいて不正なコインマイナーのバイナリおよび露出した Docker ホストを検索するスクリプトを含むコン

テナイメージが確認されました109。 

2019 年 5 月、Java オープンソースの継続的インテグレーションツール「Jenkins」によるオートメーションサー

バ Web フレームワーク上に存在する脆弱性を悪用するコインマイナー攻撃キャンペーンが確認されました。こ

の事例ではマルウェア「Kerberods」（「KERBERDS」ファミリーとして検出対応）が実行され、感染システム

上で Monero をマイニングするコインマイナーが展開されます110。Jenkins 関連の脆弱性が悪用された事例は以

前にも確認されており、2018 年 2 月にコインマイナー「JenkinsMiner」のオペレータが当時のレートで 1 万

0,828 モネロ（当時のレートで約 300 万米ドル、3 億 2,000 万円）を稼いでいたことが報じられています111。 

コインマイナーのサーバやクラウド環境へのシフトは複数の要因で引き起こされていると考えられます。１つは、

エンドポイントセキュリティが個々の PC 上で実行されるコインマイナーを検出・ブロックする点で一定の効果

を上げていることがあげられます。もう 1 つは、Web サイトに埋め込まれたスクリプトでマイニングが可能な

人気のサービス「Coinhive」が終了したことが要因となるでしょう112。これらは、サイバー犯罪者にとって攻撃

に使用可能な手口が減少したことを意味します。 

サーバやクラウドを基盤とするプラットフォームは、エンドポイントに変わる選択肢以上の価値を有しています。

例えば、パブリッククラウドのインフラは魅力的なターゲットと言えます。なぜならば、デバイスやエンドポイ

ントが多数集まっても、クラウドのインフラが提供するものと同じレベルの専用性や、ほぼ無限のリソースを得

ることはできないからです。このようなインフラはサイバー犯罪者にとっては新たな金脈であり、さらにはセキ

ュリティ対策の不備や設定ミスといったセキュリティが不十分な金脈が存在している状況も明らかとなっていま

す。 

不正マイニングはランサムウェアほど破壊的ではないかもしれません。しかし企業への影響は、コンピューティ

ング資源の無断利用やシステムパフォーマンス低下の問題だけにとどまらず、クラウド上のシステムへの影響に

拡大しており、利用範囲を超過した場合の使用料金超過の問題が深刻化するかもしれません。また、これらに伴

い、ハードウェアの消耗、自社運用のサーバやデータセンターの電気代高騰といった影響が及ぶ可能性もありま

す。企業の重要インフラ内でコインマイナーが活動した場合、特定タスク実行やスケジュール管理システムなど

で可用性、整合性、安定性が損なわれる恐れもあります113。 

サイバー犯罪者は自身のコインマイナーができる限り多くのシステム上で見つかることなく実行されることを望

んでいます。これは発覚せずに不正マイニングできる時間が長いほど、より多くの金額を稼ぐことができるため

です。不正コインマイナーの脅威が巧妙化して活動規模が拡大する中、法人組織では自組織におけるインフラ内

の活動やプロセスを適正に識別可能にするため、システムの可視性や運用性を高めるセキュリティ対策が求めら

れています。 

                                                           
108 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/exposed-docker-control-api-and-community-image-abused-to-deliver-

cryptocurrency-mining-malware/ 

109 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21525 

110 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/jenkins-vulnerability-exploited-to-drop-kerberods-

malware-and-launch-monero-miner/ 

111 https://research.checkpoint.com/jenkins-miner-one-biggest-mining-operations-ever-discovered/ 
112 https://www.theverge.com/2019/2/28/18244636/coinhive-cryptojacking-cryptocurrency-mining-shut-down-monero-date/ 

113 https://radiflow.com/news/radiflow-reveals-first-documented-cryptocurrency-malware-attack-on-a-scada-network/ 
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システムのセキュリティ不備がもたらす波及効果 

クラウド環境の場合には設定ミスおよび管理が不十分な認証情報が悪用される恐れがあります。これらは見過ご

されがちなセキュリティ上のリスクであり、主にアプリケーションコンポーネントや API における大きな懸念事

項といえます114。特に設定ミスの場合、その影響は様々な領域への波及効果を引き起こします。例えば、セキュ

リティ対策が不十分な API は攻撃者にとって格好の標的になり、攻撃者はネットワークスキャンツールを活用し

て、こうした脆弱かつ設定が不適切な API を常に探索しています。 

クラウド環境の設定ミスは、クラウドのインスタンスが侵害されやすい状態であることを意味します。例えば、

2019 年上半期、クラウド基盤のインフラに保存された機密情報のパスワード保護の欠陥115、認証やファイアウ

ォールによるセキュリティ対策の不備等が指摘されました116。 

設定ミスの修正は簡単なように思われますが、実際クラウドのインフラ全体を含めてインスタンスを正しく設定

する作業は複雑かつ専門的な知識を必要とします。正しく設定されない場合にはクラウド環境内のセキュリティ

対策が機能せず、攻撃者のセキュリティ侵害の阻止が難しくなります。特にソフトウェア開発手法として開発担

当者と運用担当者が連携協力する「DevOps」を採用している企業において、この問題は顕著となることが想定

されます。この場合、迅速な開発とリリースのライフサイクルに即したアプローチや実践が求められ117、アプリ

ケーションや製品を迅速に作成、提供する負担も伴うからです。さらに、監査、監視、その他「EU 一般データ

保護規則（GDPR）」等のデータプライバシー規制にも準拠する必要もあります118。 

 

  

                                                           
114 https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/membership/38940 

115 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/more-than-13-000-misconfigured-iscsi-storage-

clusters-accessible-via-the-public-internet/ 

116 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/online-privacy/unsecured-server-leaks-pii-of-almost-90-of-panama-residents/ 
117 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/devops/ 

118 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/eu-general-data-protection-regulation-gdpr 
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多様化するメールの脅威 

Office 365 になりすましたフィッシングサイトの急増 

2019 年上半期のフィッシング活動は減少傾向を示しています。2018 年下半期と比較すると、フィッシングサイ

トへのアクセス数は約 9%減少していました。このデータはフィッシング関連のサイトへのアクセス数をすべて

カウントした数字になります。一方、同じフィッシング関連の URL にアクセスした利用者数で見た場合には約

18％の減少となっていました。 

 
図 9：フィッシングサイトへのアクセス数推移（全世界） 

 

図 10：フィッシングサイトに誘導された利用者数推移（全世界） 
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こうした減少傾向は、フィッシング詐欺に対するユーザ意識の向上等が効果を上げた可能性があります。しかし

一方で、「Microsoft Office 365」、特に「Outlook」を偽装したフィッシングサイトの数は約 76％増加していま

す。この増加を裏付けるデータとして、2019 年 3 月、Office 365 のアカウントが侵害された企業が約 29%に及

んだという調査結果も出ています。調査によると、３月だけで侵害された Office 365 のアカウントから 150 万件

以上のスパムメールが送信されたとのことでした119。この傾向は、サイバー犯罪者がユーザや法人組織にフィッ

シング詐欺を仕掛ける際、Office 365 などのクラウドサービスやモバイルプラットフォームを標的にしている可

能性があることを示しています。 

 

図 11：Office 365 および Outlook 関連を偽装したフィッシングサイト数推移（全世界） 

こうした顕著な傾向は、サイバー犯罪者が複数の形式やプラットフォームを狙って様々な偽装を用いるソーシャ

ルエンジニアリングの手口を駆使し始めていることを意味しています120。トレンドマイクロでも 2019 年 1 月、

Android の写真加工アプリに偽装してユーザを騙してフィッシングサイトへ誘導し、ユーザの写真を窃取する事

例を確認しました121。2019 年 3 月には、特定の有名サイトを侵害して情報窃取する「水飲み場攻撃」を駆使し

て偽装のログインページを仕込み、ユーザの個人情報を窃取するフィッシング攻撃キャンペーンが確認されてい

ます122。さらに 2019 年4 月に確認した別の攻撃キャンペーンでは、Chrome とFirefox の拡張機能「SingleFile」

を悪用し、人気の決済サイトになりすますなどして偽のログインページを利用していました123。 

また 2019 年 3 月には、オレゴン州の政府機関「Department of Human Services（DHS）」で、従業員のメール

アカウントがハッキングされるフィッシング攻撃により、35 万人を超える個人の健康情報がインターネット上

に露出しました124。2019 年 4 月には、サイバー犯罪者が既存の電子メールスレッド自体を乗っ取って情報窃取

                                                           
119 https://blog.barracuda.com/2019/05/02/threat-spotlight-account-takeover/ 

120 https://clouddamcdnprodep.azureedge.net/gdc/gdc09FrGq/original 

121 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20284 
122 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20767 

123 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21077 
124 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/health-information-of-350-000-oregon-dhs-

clients-exposed-after-phishing-attack/ 
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型マルウェア「Emotet」（「EMOTET」ファミリーとして検出対応）を配布する手法の攻撃も確認されていま

す125。この手法は、昨年の情報窃取型マルウェア「Ursnif」（「URSNIF」ファミリーとして検出対応）を配布

する攻撃キャンペーンでも利用されていました126。 

新たな電子メールを利用した場合、偽装しても受信者が不審に思う可能性が高い一方、既存のメールスレッドを

乗っ取ることで何も知らない受信者を容易に信じ込ませることが可能です。その他、法人組織内のデータや情報

資産を利用して従業員をだます手段を用いることで、不審に思われるリスクを回避しつつ攻撃を仕掛けることが

できます。例えば、普段使用されていないファイルを利用したり127、従来の手順を悪用したり128、もしくは安全

と周知されている手順129と組み合わせたりすることで、さらに巧妙な偽装が可能になります。 

 

衰えないビジネスメール詐欺の脅威 

ビジネスメール詐欺（Business Email Compromise、BEC）は、フィッシング詐欺や標的型攻撃に使用される巧

妙な手口に比べると極めて単純です。ビジネスメール詐欺では、利用者の普段の業務上のやりとりが悪用されま

す。このため、手口自体はソーシャルエンジニアリングに大きく依存しています。例えば、最高経営責任者

（CEO）や経営幹部になりすまして緊急を装う送金依頼メールを特定の相手（送金の権限を有する従業員等）へ

送信する手口があげられ、これは CEO 詐欺とも呼ばれます。手口が単純にもかかわらず、米国連邦捜査局（FBI）

のレポートが示すとおり、この脅威の被害総額はかつてないほどの規模になっています。 

FBI 関連機関「米国インターネット犯罪苦情センター（IC3）」が公表した数値から、ビジネスメール詐欺がい

かに大きな利益を得られるサイバー犯罪であるかが伺えます。この機関によると、米国企業だけでも被害総額は

12 億米ドル（約 1,280 億円）以上にのぼり、2018 年だけで 2 万件以上に及ぶビジネスメール詐欺やメールアカ

ウント詐欺（Email Account Compromise、EAC）関連の苦情が報告されたと言われています130。 

トレンドマイクロのデータからも、ビジネスメール詐欺は 2019 年上半期も猛威を振るっており、経営幹部にな

りすます CEO 詐欺関連のメールは 2018 年下半期から約 52％増加しています。そしてアメリカ、オーストラリ

ア、イギリスの企業において最も多くの件数のビジネスメール詐欺が確認されています。この件数はトレンドマ

イクロの顧客分布が影響している可能性もありますが、一方で多くの多国籍企業が本社などをこれらの国々に置

いていたことも理由の 1 つといえるでしょう。 

ビジネスメール詐欺のなりすましに利用された職位は、依然として最高経営責任者（CEO）がトップを占めてい

ます。 

                                                           
125 https://www.zdnet.com/article/emotet-hijacks-email-conversation-threads-to-insert-links-to-malware/ 
126 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19731 

127 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/same-old-yet-brand-new-new-file-types-emerge-in-malware-spam-

attachments/ 
128 https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/threat-actors-leverage-credential-dumps-phishing-and-legacy-email-protocols 

129 https://docs.apwg.org/reports/apwg_trends_report_q1_2019.pdf 
130 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ic3-bec-cost-organizations-us-1-2-billion-in-

2018/ 
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図 12：CEO 詐欺関連メール数の推移（全世界） 

※確認された CEO 詐欺関連メール数であり、これらのすべてで実際の被害が発生したわけではありません。 

 

図 13：CEO 詐欺関連メールが送られた国別割合（2019 年 1～6 月、全世界） 

※確認された CEO 詐欺関連メール数であり、これらのすべてで実際の被害が発生したわけではありません。 
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図 14：ビジネスメール詐欺関連のなりすましに利用された職位の割合（2019 年 1～6 月、全世界） 

※確認された CEO 詐欺関連メール数であり、これらのすべてで実際の被害が発生したわけではありません。 

ビジネスメール詐欺は他のサイバー犯罪と比較すると単純な手口を起点に始まり、経営幹部のメールアカウント

の乗っ取りやなりすましによるメール送信を行うのが常套手段でした。しかし 2019 年上半期の事例が示すとお

り、広告代理店や131、多国籍企業の地域拠点132、地域の学区133等、ビジネスメール詐欺の標的対象はさらに拡

大しています。 

例えば、ビジネスメール詐欺グループ「London Blue」は、ここ数年、財務管理者や重役補佐等に標的を拡大し

てきました134。他方、人事担当者を標的にするビジネスメール詐欺もあります135。「2019 年セキュリティ脅威

予測」136でも示したとおり、ビジネスメール詐欺は法人組織内の経営層や送金の権限を有する従業員以外の職位

も標的にし始めています。従来の企業から非営利組織や宗教団体を狙い始めたことも特筆すべき点でしょう。例

えば、2019 年 4 月下旬、オハイオ州のキリスト教の教会がビジネスメール詐欺に見舞われ、175 万米ドル（約 1

億 8,700 万円）の被害を受けました。このビジネスメール詐欺では、メールアカウントが侵害され、教会から請

負業者を偽装するアカウントへ送金が行われました137。 

 

セクストーションの手口が急増 

2019 年 4 月138、米国連邦捜査局（FBI）は、2018 年に受理した苦情の大半が「あなたがアダルト動画を見てい

る様子を撮影した」などとして金銭を要求する「セクストーション」関連であることを報じました139。トレンド

                                                           
131 https://www.wired.co.uk/article/hr-email-scam-phishing-impersonating-employees 

132 https://economictimes.indiatimes.com/tech/internet/how-chinese-hackers-pulled-off-the-italian-con-job-a-rs-130-crore-

heist/articleshow/67464588.cms 

133 https://www.shreveporttimes.com/story/news/2019/01/08/scammer-get-nearly-1-million-meant-caddo-charter-school/2514083002/ 
134 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/london-blue-group-using-evolving-bec-

techniques-in-their-attacks/ 
135 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/new-business-email-compromise-scheme-

reroutes-paycheck-by-direct-deposit/ 

136 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19954 
137 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/bec-scammers-steal-us-1-75-million-from-an-

ohio-church/ 
138 https://www.fbi.gov/news/pressrel/press-releases/fbi-releases-the-internet-crime-complaint-center-2018-internet-crime-report 

139 https://pdf.ic3.gov/2018_IC3Report.pdf 
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マイクロでも「2019 年セキュリティ脅威予測」140では、ネット恐喝が増加し、特にセクストーションが増加す

ると予測していました。実際、セクストレーション関連のスパムメールの検出数は 2018 年下半期から 2019 年

上半期にかけて約 319％の急増を示しています。 

2019 年上半期、セクストーションで注目すべき事例は、2019 年 4 月に確認されたスパムメールの攻撃キャンペ

ーンです。この攻撃では主にイタリア語を話すユーザを標的とし、期限内に支払わない場合は問題の動画を連絡

先に送信する可能性があると脅迫しました141。 

恐怖や羞恥心などの心理を突いた脅しの手口により、被害者はセクストーションの要求に屈してしまう可能性が

あります。この種の詐欺はすぐに無くなることはなく、むしろ 2019 年上半期の数値が示すとおり、勢いを増す

傾向にあります。 

 

図 15：セクストーション関連スパムメール件数の推移（全世界） 

 

 

  

                                                           
140 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19954 
141 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/new-sextortion-scheme-demands-payment-in-

bitcoin-cash/ 
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波及する脆弱性の影響で高まる修正パッチの重要性 

ハードウェアレベルの脆弱性 

2018年初旬、特定マイクロプロセッサのCPU指令の投機的実行に関連する脆弱性「Meltdown およびSpectre」

の発覚142により、脆弱性対策や修正パッチ適用の課題に新たな観点が追加されました。この脆弱性の場合、

1995 年からこうしたプロセッサを搭載してきたデバイスも影響を受ける可能性があり143、潜在的に広範な影響

が懸念されました。ソフトウェアベースのサイバーセキュリティ概況の中でハードウェアレベルの脆弱性が影響

を持つようになり、さらなる同様の欠陥が発覚する状況となっています。 

オーストリアのグラーツ工科大学のセキュリティリサーチャーは、2019 年 2 月、Intel 社の「Core」および

「Xeon」の CPU 内の指令として情報管理を行うセキュリティ機構「Software Guard Extensions（SGX）」の

エンクレーブ（データと実行プロセスを隔離する領域）を利用することで、ハッカーがマルウェアをセキュリテ

ィ対策ソフトから隠蔽できる概念実証を示しました144。エンクレーブはデータへのアクセスを保護、制限するよ

うに設計されているため、ハッカーがここに不正コードを組み込むことで、ユーザに気づかれず、任意のアプリ

ケーションのインストールが可能性になります145。 

さらに 2019 年 5 月、「Microarchitectural Data Sampling (MDS)」と呼ばれる複数の脆弱性が Intel 社プロセッ

サに存在していることが明らかにされました。これらの影響は脆弱性「Meltdown および Spectre」に似た手法

を利用し、それぞれ「ZombieLoad」、「Fallout」、「Rogue In-Flight Data Load（RIDL）」という一連のサ

イドチャネル攻撃として示されました。これらのサイドチャネル攻撃により、ハッカーはコードを実行したり、

プロセッサのアーキテクチャ構造で保護されたデータを窃取することが可能になります146。 

 

深刻度の高い脆弱性が及ぼす影響 

2019 年上半期に発見された脆弱性からは、それらがいかに広範囲に偏在し、大きな影響を与える可能があるか

が明らかになりました。実際、トレンドマイクロが運営する脆弱性発見コミュニティ「Zero Day Initiative

（ZDI）」147から報告された脆弱性の大部分が深刻度148「重要」にスコアされていました。 

最も注目すべき脆弱性の 1 つは、深刻度「緊急」でリモートデスクトップサービスに存在する脆弱性

「BlueKeep（CVE-2019-0708）」です。この脆弱性は、2019 年 5 月にワーム活動を可能にする脆弱性として大

きな注目を集めました。この脆弱性を悪用すると、「WannaCry」が脆弱性「EternalBlue」を悪用したケースと

類似した方法でマルウェアを拡散させることが可能になります149。この被害のリスクが非常に大きいことから、

Microsoft 社は、サポート対象外のオペレーティングシステム「Windows 2003」や「Windows XP」向けにも更

新プログラムを公開しました150。 

                                                           
142 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/speculation-risky-understanding-meltdown-spectre/ 
143 https://meltdownattack.com/ 

144 https://arxiv.org/pdf/1902.03256.pdf 
145 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/virtualization-and-cloud/proof-of-concept-shows-how-malware-can-hide-from-

av-solutions-via-intel-s-sgx-enclaves/ 
146 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/side-channel-attacks-ridl-fallout-and-zombieload-

affects-millions-of-vulnerable-intel-processors/ 

147 https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/trendpark/es-direction-zdi-201711-01-01.html 
148 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html 

149 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/nearly-1-million-systems-affected-by-wormable-

bluekeep-vulnerability-cve-2019-0708/ 

150 https://msrc-blog.microsoft.com/2019/05/14/prevent-a-worm-by-updating-remote-desktop-services-cve-2019-0708/ 
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その他、2019 年 5 月には「SandboxEscaper」を名乗るセキュリティ研究者により、確認当時はゼロデイであっ

た Windows 10 のタスクスケジューラに存在する脆弱性「CVE-2019-1069」の攻撃コードが公開されました。

この脆弱性は 32 ビットおよび 64 ビットの Windows 10、Windows Server 2016、Windows 2019、Windows 8

に影響し、攻撃者がこの脆弱性を悪用することで、通常保護されているファイルへアクセスするための特権を得

ることが可能になります151。 

なし 

(0.0) 

注意  

(0.1-3.9) 

警告  

(4.0-6.9) 

重要  

(7.0-8.9) 

緊急  

(9.0-10.0) 

0 107 101 335 40 

表 2：確認された脆弱性の CVSS 深刻度152別件数（2019 年 1～6 月、全世界） 

コンテナプラットフォームに存在する脆弱性や DevOps の専門家が使用するツールに存在する脆弱性も大きな懸

案として認識されました。法人組織でこうした技術のソフトウェア採用が増えている状況からすると、この傾向

も予想外とはいえません。そしてこれらの脆弱性がもたらすリスクを考慮した場合、いかに早くセキュリティ対

策を業務上のワークフローや開発のライフサイクルに組み込むかが重要となります。 

こうした中でも注目すべき脆弱性は「CVE-2019-5736」です。この脆弱性は「Docker」や「Kubernetes」とい

ったコンテナプラットフォームのランタイムコンポーネント「runC」に存在します。この脆弱性を悪用するこ

とで、攻撃者はコンテナを実行しているホストを完全制御し、不正コンテナの展開が可能になります153。もう 1

つ注目すべき脆弱性は「CVE-2019-1002101」です。この脆弱性は、「Kubernetes」のリソース管理やコマン

ド実行を行うコマンドラインインターフェイス上に存在し、別の脆弱性「CVE-2018-1002100」から派生したも

のです154。この脆弱性を悪用することで、攻撃者は不正なコンテナイメージをダウンロードさせたり、別の脆弱

性と連携してコンテナへの不正アクセス等が可能になります155。 

また、DevOps 部門で広く使用されているワークフロー自動化ツール「StackStorm」にも脆弱性「CVE-2019-

9580」が確認されました。この脆弱性を悪用すると、攻撃者は公開サーバへ不正にアクセスして任意のコマン

ドを実行することが可能性になります156。 

 

Microsoft 社の脆弱性が最も多く、ICS の脆弱性は減少傾向 

3,500 人を超える個人リサーチャーの貢献により脆弱性が収集されている ZDI157のデータから、脆弱性の数をソ

フトウェアベンダ別で見ると Microsoft 社が最も多く、その多くは Windows、Office、および Internet Explorer

に関連していました。しかし、2019 年上半期に公開された脆弱性の大部分は「Industrial Control Systems、ICS」

で使用されるソフトウェアに関連していました。 

2018 年下半期と比較すると、2019 年上半期に公開された ICS 関連の脆弱性は 36％減少しており、減少傾向の

背景としていくつかの要因があげられます。全体的なサイバーセキュリティへの意識の高まり、体系的なパッチ

                                                           
151 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/sandboxescaper-releases-exploit-for-zero-day-

vulnerability-in-task-scheduler/ 
152 https://www.ipa.go.jp/security/vuln/CVSSv3.html 

153 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/cve-2019-5736-runc-container-escape-vulnerability-

provides-root-access-to-the-target-machine/ 

154 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/previously-patched-still-potentially-critical-

kubernetes-path-traversal-vulnerability/ 
155 https://www.twistlock.com/labs-blog/disclosing-directory-traversal-vulnerability-kubernetes-copy-cve-2019-1002101/ 

156 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/vulnerabilities-and-exploits/stackstorm-devops-software-vulnerability-cve-2019-

9580-allows-remote-code-execution/ 

157 https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/trendpark/es-direction-zdi-201711-01-01.html 
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管理、タイムリーで責任ある脆弱性情報開示などの改善が起因しているといえます。そしてこれらの対応におい

て、企業の重要インフラにおけるセキュリティ対策義務を求める欧州連合（EU）のサイバーセキュリティ法

「ネットワークと情報システムのセキュリティに関する指令（NIS 指令）」の準拠が求められている点もあげら

れるでしょう158。 

なお、コンピュータによるシステム監視とプロセス制御を行う SCADA（Supervisory Control And Data 

Acquisition）の環境の脆弱性を含み、ICS 全般の脆弱性のほぼ半分が「LAquis SCADA」および「Advantech 

WebAccess」で確認された点も特筆されます。前者のソフトウェア製品にはヒューマンマシンインターフェイ

ス（HMI、Human Machine Interface）が含まれており、さらに後者は Web ベースの HMI ソリューションとな

っています。SCADA 環境での HMI は重要インフラを管理し、運用に直接影響するさまざまな制御システムを監

視するハブとして機能します。このため、ビジネスのオペレーション侵害を企む脅威の格好のターゲットにもな

ります。しかもこれらは、運用技術（OT、Operational Technology）インフラ管理だけでなく、産業用モノの

インターネット（IIoT、Industrial Internet of Things）や従来の情報技術（IT、Information Technology）のシ

ステムに関連するデバイスへも接続されています。こうした攻撃対象の拡大によって、法人組織ではセキュリテ

ィ対策がさらに難しくなっています。 

 

図 16：ICS 関連の脆弱性およびゼロデイ脆弱性の件数推移（全世界） 

未知や既知の脆弱性、レガシーシステムやソフトウェア等で発見される数々の脆弱性の存在は、法人組織が決し

て自組織のセキュリティ対策に満足してはならないことを示しています。攻撃者は利用可能な限り、古い脆弱性

の再利用であろうが何であろうが遠慮なく活用します。例えば、2019 年 4 月、Oracle 社が修正パッチをリリー

スする前から、攻撃者は同社製品「Oracle WebLogic」のゼロデイ脆弱性「CVE-2019-2725」を悪用していまし

た。また上述のとおり、脆弱性「BlueKeep」や類似の脆弱性、また SandboxEscaper を名乗るリサーチャーが

暴いた深刻な脆弱性等、1 つの脆弱性が多数のシステムに影響を与える状況も懸念されます。 

                                                           
158 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/network-and-information-security-(nis)-directive/ 
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ゼロデイ脆弱性や既知の脆弱性についても直ちに修正パッチを適用することが求められますが、実際には事前の

検証などによって、しばしば迅速なパッチ適用が困難なことがあります。2019 年 4 月に公開された法人組織向

けの調査によると、法人組織の大部分は業務の停止時間を避けるためにパッチ適用を延期しているといいます159。

この傾向は、修正パッチが適用されなくなった ICS などが、すでにレガシーシステムや組み込みシステムの一部

となっている場合にはさらに困難となります160。そのため法人組織は、仮想パッチによってこうしたセキュリテ

ィギャップを埋めるだけでなく、脆弱性悪用の可能性161や現実のリスクや影響162といった観点から、企業のシス

テムに影響を与える可能性のある脆弱性の全体像を十分に把握しておくことも重要となります。 

 

  

                                                           
159 https://www.itpro.co.uk/security/33384/it-chiefs-are-compromising-security-for-smoother-business-operations 

160 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/security-technology/security-101-virtual-patching 
161 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cve-2019-0725-an-analysis-of-its-exploitability/ 

162 https://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/cve-2019-11815-a-cautionary-tale-about-cvss-scores/ 
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依然重要な課題である IoT および IIoT のセキュリティ 

ボットネットやワーム活動に利用される IoT 

使用される IoT デバイスの数は 2021 年までに 250 億台に達すると推定されています163。こうした中、攻撃者が

これらを標的にしたとしても驚くことではないでしょう。 

実際、2019 年上半期には、こうしたデバイスを悪用する機能を備えたマルウェアが大量に登場し、さらに攻撃

者はこれらのデバイスの設定ミスやセキュリティ不備等も利用しました。「Trend Micro™Smart Home 

Network（SHN）」164のデータからは、インバウンドの攻撃（インターネットからルータや接続デバイスへの攻

撃）の可能性を示唆する検出が確認されたルータの数は、2018 年下半期から 50 万以上となり、高止まりの状態

となっていることが分かっています。 

 

図 17：SHN のネットワーク攻撃対策機能を有効にしているルータのうち、 

攻撃を示唆するネットワークイベントが確認されたルータ数の推移（全世界） 

そしてトレンドマイクロの「2019 年セキュリティ脅威予測」165で示したとおり、IoT の脅威状況はデバイスの制

御の覇権を巡ってボットネットやワームによる「戦場」になりました。これら IoT ボットネットやワームは、

「Bashlite」166（「BASHLITE」ファミリーとして検出対応）を含む IoT ボットネット「Mirai」の亜種167,168であ

る「Omni」169（「MIRAI」ファミリーとして検出対応）、「Hakai」170（「HAKAI」ファミリーとして検出対

応）、「Yowai」171（「YOWAI」ファミリーとして検出対応）などと共通した動作を示していました。感染デバ

                                                           
163 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-11-07-gartner-identifies-top-10-strategic-iot-technologies-and-trends 
164 https://www.trendmicro.com/ja_jp/business/capabilities/solutions-for/iot/smart-home-network.html 
165 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/19954 
166 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20879 

167 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/mirai-variant-spotted-using-multiple-exploits-targets-various-

routers/ 
168 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21480 

169 https://unit42.paloaltonetworks.com/unit42-finds-new-mirai-gafgyt-iotlinux-botnet-campaigns/ 
170 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20253 

171 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/20253 
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イスをスキャンし、すでに存在する競合のマルウェアや不正活動を見つけ出して削除し、代わりに自身を埋め込

むという動作です。こうした IoT 関連脅威の中で注目すべきもう 1 つの傾向は、感染してゾンビ化されたデバイ

スを不正マイニングに利用し、さらなる収益を得ようとすることです172。 

その他、上記以外で独自の動作を示した IoT 脅威も確認されました。例えば、2019 年 5 月にはマルウェア

「HiddenWasp」（「HIDDENWASP」ファミリーとして検出対応）が、すでに侵害されたシステム上で標的型

攻撃に使用されていることが確認されました173。その 1 ヵ月後に確認されたマルウェア「Silex」（「SILEXBOT」

として検出対応）の場合、ファームウェアを再インストールしない限り、何千もの IoT デバイスが破壊されたま

ま使用不可となってしまいました174。 

IoT が家庭175、職場176、さらに産業全体177（食品生産178、製造179、通信180、医療181等）に遍在していることを考

えると、IoT のセキュリティ対策は大きな課題といえます。また、ユーザや製造元がデバイスの認証情報の変更

や更新という基本的な対応を怠った場合、IoT デバイスのセキュリティリスクは放置されたままになります。 

 

重要インフラへの攻撃で高まる IIoT セキュリティの重要性 

産業向け IoT（Industrial Internet of Things、IIoT）は、産業施設と重要インフラの運用方法に変革をもたらしま

した182。運用技術（Operational Technology、OT）と情報技術（Information Technology、IT）を統合すること

で、企業は業務の合理化、自動化、可視性の向上を実現してきました。こうした中、IIoT 市場規模は 2021 年ま

でに 1,230 億米ドル（約 13 兆 1,000 億円）に達するとさえ言われています183。 

ただし、この統合はセキュリティリスクを招く可能性もはらんでいます。IIoT デバイスは多くの場合、複数の施

設に分散し、異なる地域でデータを共有、そして共有インフラからデータへアクセスします。また、こうしたデ

バイスは企業ネットワークや従来の IT システムに接続されたコンソールで管理されます。これらの複雑さによ

り、攻撃者が悪用可能なセキュリティ上の不備が生じる可能性があります。実際、2019 年 3 月に公開された調

査によると、過去 2 年間で企業の 50％が重要インフラへの攻撃をすでに経験しています184。 

IIoT を狙ったマルウェアの主な例としては、2017 年に石油・ガス産業施設への攻撃に使用された「Trisis（別名

「Triton」）」（「TRISIS」ファミリーとして検出対応）があげられます。このマルウェアは施設の「安全計装

システム（Safety Instrumental System、SIS）」にアクセスして変更を加えます。SIS は運用上の問題が発生し

ているシステムを「セーフモード」にする機能を担っており、この SIS が改ざんされることで、施設の操作が中

                                                           
172 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/21312 

173 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/hiddenwasp-malware-targets-linux-systems-borrows-code-from-

mirai-winnti/ 
174 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/-silex-malware-bricks-iot-devices-with-weak-

passwords/ 
175 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/threats-and-risks-to-complex-iot-environments/ 

176 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/iot-devices-in-the-workplace-security-risks-and-threats-to-

byod-environments/ 
177 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/industrial-internet-of-things-iiot/ 

178 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/cultivating-security-in-the-food-production-industry/ 
179 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/security-in-the-era-of-industry-4-dealing-with-threats-to-

smart-manufacturing-environments 
180 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/securing-enterprises-for-5g-connectivity 

181 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/exposed-medical-devices-and-supply-chain-attacks-in-

connected-hospitals 
182 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/-the-iiot-attack-surface-threats-and-security-solutions/ 

183 https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/06/06/10-charts-that-will-challenge-your-perspective-of-iots-

growth/#1f5edf833ecc 

184 https://static.tenable.com/marketing/research-reports/PonemonReport-Cybersecurity_in_Operational_Technology.pdf 
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断され、物理的な損害が発生することもあります185。そして 2019 年 4 月、Trisis の背後にあるグループが、別

の重要インフラの施設を標的にしていることが確認されました186。また 2019 年 6 月には、同様に Trisis の背後

にあるとされる Xenotime と呼ばれるハッキンググループが、米国とアジア太平洋地域の電力網の ICS を調査し

ていることが確認されました187。 

重要インフラは IIoT を活用することによって、スムーズで安全な運用を確保できます。このため、特にレガシー

システムでの厳格なパッチ適用ポリシーの実装、認証手続きの実施、産業施設で使用されるデバイス間データ共

有チャンネルの保護等、こうしたセキュリティ対応の維持が極めて重要となります188。 

 

  

                                                           
185 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/triton-wielding-its-trident-new-malware-tampering-with-industrial-

safety-systems/ 
186 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/new-critical-infrastructure-facility-hit-by-group-behind-triton/ 

187 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cyber-attacks/xenotime-hacking-group-behind-triton-found-probing-industrial-

control-systems-of-power-grids-in-the-us 
188 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/internet-of-things/-the-iiot-attack-surface-threats-and-security-solutions/ 
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多種多様な脅威に対応する多層防御 

2019 年上半期に確認された注目すべき脅威は、持続的かつ隠蔽手法を駆使し、それぞれの技術やプロセス、さ

らには人の弱点も利用しようとしていました。 

既存の手口を駆使する脅威や、さらなるセキュリティリスクをもたらす脅威へは、多層的で総合的なセキュリテ

ィ対策を導入することで、法人組織はゲートウェイ、ネットワーク、サーバ、エンドポイントにいたるまで幅広

く脅威を阻止もしくは緩和することが可能になります。例えば、PowerShell スクリプトを悪用するマクロ型マ

ルウェアによるファイルレスの脅威は、マルウェア関連の動作をブロックする挙動監視の機能で対処できます。

さらに、不審なスクリプトを隔離するサンドボックス、侵入防止システム、C＆C 通信やデータ流出の不審なト

ラフィック阻止が可能となります。しかしながら、日々、ネットワークやエンドポイントでのマルウェア感染の

微妙な異常や兆候を積極的に監視し、警告やパッチ適用の優先順位決定することは、システム管理者にとって骨

の折れる作業となります。こうした複雑な業務に対処するため、法人組織では様々な脅威をより適切に検出し、

相関関係を把握し、的確な対応と修正を実現するため、必要な専門知識とセキュリティ技術を組み合わせたソリ

ューションの検討が求められます。 

特に開発担当者と運用担当者が連携して協力する開発手法「DevOps」を採用してデジタル化に向かう法人組織

の場合、新たなテクノロジーやクラウド基盤のインフラ機能を備えたシステムへの移行に取り組むことで、セキ

ュリティリスクを招く可能性があります。クラウド基盤のインフラは変化が激しく、こうした箇所へのセキュリ

ティ強化は、繰り返しの多い困難なタスクが伴う可能性もあります。また、設定ミス、認証手順の欠陥、レガシ

ーインフラ統合の懸念が放置される中、基盤システムやネットワークへのアクセスや変更が比較的容易であるこ

とも相まって、状況はさらに悪化します。法人組織はセキュリティおよびプライバシーのリスクを将来的に緩和

するためにも、導入済みの技術、ワークフロー、開発ライフサイクル等に対し、適切なセキュリティをできるだ

け早急に実装する必要があります。 

ソーシャルエンジニアリングへの対処も、法人組織のサイバーセキュリティ戦略の重要な部分を占めます。機械

学習技術で不審なコンテンツを検出するメールセキュリティソリューションをメールゲートウェイに設置するこ

とで、脅威の大幅な阻止が実現できます。さらに、不審なメールの特徴に従業員が気付けるように意識を高める

教育やフィッシング攻撃のシミュレーションを定期的に実施するなど、組織内におけるサイバーセキュリティ文

化を育むことも、個人情報や金銭を窃取しようとするマルウェアやサイバー犯罪者への対抗措置として有効です。 

法人組織もユーザも、特に「自分のデバイスを持ち込む（Bring Your Own Device、BYOD）」環境下では、デ

バイスを保護するセキュリティソリューションが有効となります。むろんそれ以前に、「認証機能を有効にす

る」、「パスワードを強化する」、「ルータを保護する」、「不審なメッセージ、製品、サービスのリンクをク

リックしない」、「不審なメッセージ、製品、サービスのアプリケーションをダウンロードしない」など、基本

的なセキュリティ慣行に従う必要もあります。「出来過ぎた話」（もしくは「酷すぎる話」や「緊急を要する

話」）などは、多くの場合はサイバー犯罪者の罠だと考えてください。 
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2019 年上半期の脅威概況 

2019 年上半期、トレンドマイクロの SPN により、メール、ファイル、URL を介した脅威の合計 268 億以上が

ブロックされました。 

 

全世界で検出された脅威総数（2019 年 1～6 月） 

 

 

 

図 18：全世界で検出された脅威数およびクエリ数の推移 

 

サイバー犯罪者や攻撃者は、広く普及している Android 向けモバイル端末のプラットフォームも不正活動に利用

しています。トレンドマイクロのモバイルアプリケーション評価技術「Trend Micro Mobile App Reputation 

Service（MARS）」189のデータによると、不正アプリや迷惑アプリ（Potentially Unwanted Apps、PUA）を含

み、ブロックしたアプリの総数は、2019 年第 1 四半期から第 2 四半期にかけて減少傾向が見られたものの、 

2019 年上半期全体ではかなりの数に達しています。 

                                                           
189 https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/topics/2012/nt-20120223-01.html 
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図 19：ブロックした Android 向け不正アプリ数およびクエリ数の推移（全世界） 

 

新たに確認されたランサムウェアファミリー 

GORGON DOGOJOKER MAOLOA JAMPER CORTEX 

TIONE RAPID PONY GOLDENAXE SODINOKIBI 

BLUEAGLE CRYPROTO VEGA CHATER CYMRANSOM 

ANATOVA CRYPTGO FCRYPT YATRON SEON 

JUWON HOLA RYPONY RANNOH FREEZING 

BLACKROUTER PHOBOS LOCKERGOGA YFISNIFFER REDKEEPER  

TUNCA XCRY BIGBORB CRAZYZIP LOOCIPHER  

BONE TREE SEEDLOCKER JCRY  

MONGOLOCK CLOP BITLOCKED BROWEC   

CRAZYCRYPT PAPJ RABBIT ROBBINHOOD    

表 3：新たに 47 種類のランサムウェアファミリーを確認（2019 年 1～6 月） 

 

2019 年上半期に確認されたスパムメールの添付ファイルを形式別トップ 10 は下図のようになります。2019 年

上半期に最も多かったファイル形式 PDF であり、2018 年を通して大多数を占めていた XLS（Microsoft Excel）

を辛うじて上回っています。 
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図 20：スパムメールに使用された添付ファイル形式トップ 10（2019 年 1～6 月、全世界） 

 

エクスプロイト 

キット 

悪用された脆弱性 配布された 

ランサムウェア 

配布されたボットネットマルウェ

ア 

Magnitude CVE-2018-8174 (Internet Explorer),  

CVE-2018-4878 (Adobe Flash Player) 

Magniber - 

Rig CVE-2018-8174,  

CVE-2018-4878 

GandCrab, 

Paradise, 

Sodinokibi, 

GetCrypt, Buran, 

VegaLocker 

Amadey,  

AZORult,  

KPOT,  

Predator The Thief,  

PurpleFox,  

SmokeLoader,  

Vidar 

GrandSoft CVE-2018-15982 (Adobe Flash Player),  

CVE-2018-4878  

- Ramnit 

GreenFlash-

Sundown 

CVE-2018-15982,  

CVE-2018-8174,  

CVE-2018-4878  

Seon - 

Fallout CVE-2018-15982,  

CVE-2018-8174,  

CVE-2018-4878 

GandCrab, 

Paradise,  

Maze 

Amadey,  

AZORult,  

KPOT,  

SmokeLoader,  

Vidar 

Spelevo CVE-2018-15982,  

CVE-2018-8174 

Shade,  

Troldash 

Amadey,  

IcedID,  

PsiXBot,  

Vidar 

表 4：注目すべきエクスプロイトキットおよび 

各脆弱性攻撃で配布されたランサムウェアやボットネットマルウェア一覧（2019 年 1～6 月、全世界） 
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2019 年上半期に蔓延したボットネットマルウェアの状況は、2019 年第 1 四半期から第 2 四半期にかけてボット

ネット接続の検出数が 91％増加したことからも分かります。感染した PC やデバイスからハッカー運営の C&C

サーバへの接続数からこれらボットネット関連の活動が確認できます。 

 

図 21：ボットネットに利用された C&C サーバ数および接続数の推移（全世界） 

2018 年同様、SHN によると、Telnet のデフォルトのパスワードログイン関連が最も多く確認されたネットワー

クイベントであり、この点からも、認証情報の変更や更新、パスワードの強化が必要な状況が伺えます。また、

脆弱性「MS17-010」（EternalBlue や WannaCry）関連のイベントも注目に値します。「EternalBlue」は、

Microsoft 社が更新プログラム「MS17-010」で対処した「Server Message Block（SMB）」の脆弱性ですが、

依然としてセキュリティリスクであり、ランサムウェア「WannaCry」等の脅威にユーザがさらされている状況

が伺えます。 

 

図 22：SHN が確認したインターネットからルータや接続デバイスへのインバウンド通信および 

ルータや接続デバイスからインターネットへのアウトバウンド通信のネットワークイベントを 

合わせた上位トップ 10（2019 年 1～6 月、全世界） 
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