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2021 年上半期セキュリティラウンドアップ 

侵入を前提としたランサムウェア攻撃の甚大な被害 
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はじめに 

2021 年上半期セキュリティラウンドアップは、2021 年 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。基本、2021 年上半期の脅威データをもとにしていますが、

個々の事件や重大なトピックに関してはそれ以降に発生したものにも言及します。 

2020 年から続く新型コロナウイルス（COVID-19）のパンデミックは 2021 年に入っても大

きな影響を与え続けています。このコロナ禍の状況において起こっている組織ネットワーク

の変化、テレワーク推進とクラウド化の流れをサイバー犯罪者は「利用」しているかのよう

に見えます。この 6 ヶ月の間に、ランサムウェアグループは大手ガス供給会社を停止させ、

米国東海岸の半分が燃料不足に陥るという事件が発生しました。また、他のランサムウェア

の攻撃者は、二重恐喝の手口を用いて企業から 100 万ドルの支払いを得ました。組織のネッ

トワークへ侵入し気づかれぬように内部活動を行う標的型攻撃の手法は、ランサムウェア攻

撃においても常套手段化しています。 

境界線の外側でも、Amazon Web Services（AWS）のクラウドサーバや Kubernetes、その

他、アジア地域で人気のウェブメールプラットフォームなど企業にとって不可欠なツールが、

標的型攻撃によって、それぞれ異なる目的で侵害されました。金融に繋がる情報の窃取や暗

号資産の不正マイニングなど、その目的はさまざまです。 

今年の最初の数ヶ月間、トレンドマイクロでは、さまざまな種類のデバイスや OS に存在す

る危険な脆弱性について、それらを利用する脅威も含め検証を実施しました。例えば、世

界中のモノのインターネット（IoT）構成に広く使用されている低消費電力の Long Range 

Wide Area Network（LoRaWAN）技術のセキュリティを 3 回に分けて調査しました。また、

新しい Mac、特に ARM64 アーキテクチャを採用した端末を狙った脅威や、Windows OS や

Linux マシンの脆弱性についても分析しました。これまでと同様に、「ProxyLogon」、

「PrintNightmare」などの重大な脆弱性も登場しています。 

広く一般のインターネット利用者を狙う攻撃はネット詐欺に大きくシフトしています。パ

ンデミックに便乗する詐欺については、2020 年に見られたような病気に特化した話題では

なく、待望のワクチンやその配布に関する話題にも便乗していました。確かにワクチンの

発見は新たな楽観主義を生み出しましたが、こうした新たな展開に便乗する脅威について

も、サイバーセキュリティの観点からの警戒心は依然として不可欠なものといえます。 

2021 年のこの中間報告にあたるこのレポートがこの半年間に表面化した脅威を振り返るこ

とで、企業および一般ユーザーの双方にとって、あらゆる角度からのセキュリティ対策を

より効果的に構築する上でお役に立つことを願っています。 
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「侵入を前提」としたランサムウェア攻撃 

2020 年を通じて見られてきたランサムウェア攻撃の変化は 2021 年も継続し、被害の顕著化

が進んでいます。トレンドマイクロが国内の法人組織から受けたランサムウェアの被害報告

件数は、2020 年の第 4 四半期をピークとして、高止まりの状況が続いています。これらの

被害の内容としては、これまでも報告してきたとおり、被害組織のネットワークに侵入後に

潜伏し不正活動を行う「標的型攻撃手法」によるランサムウェア攻撃が中心となっています。

海外では「Human-Operated1」と称されるこの特徴こそが現在のランサムウェア攻撃の核

心部分であり、標的ネットワークへの侵入と潜伏を前提とした攻撃手法と言えます。 

 

図 1：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被害報告件数の推移 

（トレンドマイクロ調べ） 

 

トレンドマイクロが直接調査を行うインシデント対応の事例においても、2021 年１～6 月

の期間に受けたすべての相談のうちおよそ 5 割がランサムウェア被害でした。実際に調査対

応を行った事例の中で、ネットワークへの侵入手法については、VPN など外部との接点に

おける脆弱性を利用した攻撃による侵入が目立っています。加えて、クラウドの設定ミスか

ら不正アクセスを受け、侵入に繋がった事例も確認しています。逆に、従来のメール経由攻

 
1 IPA では「人手による攻撃」と訳出：https://www.ipa.go.jp/security/announce/2020-ransom.html 
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撃と断定できたものはありませんでした。このことから、ランサムウェア攻撃の侵入手法は

インターネットからの直接侵入にシフトしているのが実態と言えます。 

ネットワーク侵入後に行われる内部活動としては、管理者権限の奪取からの Active 

Directory（AD）サーバの侵害やグループポリシーの悪用、ファイル共有やリモートデスク

トップ機能の悪用による水平移動、セキュリティ製品の無効化・アンインストール、といっ

た手口が確認できました。このような内部活動により、情報暴露による「二重脅迫」活動の

ための情報窃取と、最終的なランサムウェアの拡散と実行に至ります。また、内部活動を伴

う攻撃により被害規模の拡大も目立っています。インシデント対応を行った事例の中では、

社内の重要サーバ複数台が暗号化被害に遭った事例が大半を占めており、10 台以上のサー

バが被害を受けた事例も複数件ありました。 

これらのインシデント調査の中で、被害原因となったランサムウェアの種類としては、2~4

月の事例では Cring2、5 月以降の事例では LockBit3が目立ちました。特に Cring はこの上半

期にインシデント対応を行ったランサムウェア被害の６割を占めました。また、LockBit は

6 月にサービス提供（RaaS4）を「LockBit 2.0」に更新して以降に活発化して世界的にも被

害が拡大しています。 

 

図 2：2021 年に行ったインシデント対応で確認した「ランサムウェア攻撃」の概要図 

 

また 2020 年を通じて注目された「暴露サイト」による二重脅迫の手口についても継続して

国内での被害が確認されています。2019 年以降、暴露型ランサムウェア攻撃において、被

害企業と窃取情報を掲載するための暴露サイトのべ 35 種を確認、追跡調査を行ってまいり

ましたが、2021 年 1~6 月の間に国内企業の海外支社なども含めた日本関連の暴露は 14 件

確認できました。この数字はあくまでも二重脅迫手法を使用するサイバー犯罪者の「自己申

告」であることに注意してください。また、暴露サイトを持っていないランサムウェア攻撃、

例えば前出のインシデント対応事例でとりあげた Cring などについても含まれていません。 

 
2 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/27830 

3 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/28572 

4 RaaS：「Ransomware as a Service」サービスとしてランサムウェアを提供するアンダーグラウンドビジネス

を表す用語 
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図 3：ランサムウェアの暴露サイト上で確認した投稿と 

そのうちの日本企業関連投稿の件数推移（トレンドマイクロ調べ) 

 

 

図 4：2021 年に確認された日本企業関連の暴露 14 件における 

ランサムウェア種別割合（トレンドマイクロ調べ) 
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このように、現在法人組織に大きな被害を与えるランサムウェア攻撃は標的ネットワークへ

の侵入ありきの攻撃となっています。トレンドマイクロでインシデント対応を行った事例に

おいて判明した侵入経路としては、VPN の脆弱性対応が不十分であったり、クラウド移行

した内部向けサーバが設定ミスにより外部からもアクセス可能になっていたりなど、境界線

上の「弱点」が存在していたケースが目立っています。自らサイバー犯罪者に侵入経路を提

供してしまうようなことが無いよう、脆弱性対策と境界線上の設定ミスや意図しない露出の

チェックといった基本的対策をしっかり行っていく事が重要です。また侵入を前提とした対

策として、自組織ネットワーク内での不審な活動を可視化できるような内部での対策も不可

欠となりつつあります。 

  



 

日本セキュリティラウンドアップ 9 

境界線から露出した弱点を狙う遠隔攻撃による直接侵入 

現実世界のコロナ禍がサイバー世界、特に組織のネットワークに与えた最も大きな影響の 1

つが、急速なテレワーク推進の流れです。この急激な変化により、十分なセキュリティが施

されずに境界線上に露出したセキュリティ上の弱点を、サイバー犯罪者は見逃しません。ラ

ンサムウェア攻撃の事例で明らかになったように、様々な境界線上の弱点を経由して内部ネ

ットワークに侵入し、遠隔操作による内部活動を伴う攻撃を激化させています。 

ネットワーク機器を経由した侵入 

テレワークの急激な普及により、組織のネットワークに対する外部からのアクセスが常態化

しました。その中で需要が高まったものとして VPN があります。VPN はそもそも組織内の

ネットワークに外部から安全に接続させるための仕組みですが、サイバー犯罪者は VPN が

持つ弱点、つまり脆弱性を利用した攻撃により直接侵入を実現させてしまいました。2019

年前半から主要 VPN について、攻撃に使用可能な脆弱性が相次いで公表されており、2021

年に入って新たに 3 つの脆弱性が公表されています。 

公表時期 社名 CVE CVSS v3 

2019 年 4 月 Pulse Secure CVE-2019-11539 7.2(重要) 

2019 年 4 月 Pulse Secure CVE-2019-11510 8.8(重要) 

2019 年 5 月 Fortinet CVE-2018-13379 7.5(重要) 

2019 年 7 月 Palo Alto Networks CVE-2019-1579 8.1(重要) 

2020 年 1 月 Citrix Systems CVE-2019-19781 9.8(緊急) 

2020 年 7 月 F5 Networks CVE-2020-5902 9.8(緊急) 

2021 年 2 月 SONICWALL CVE-2021-20016 9.8(緊急) 

2021 年 3 月 F5 Networks CVE-2021-22986 9.8(緊急) 

2021 年 4 月 Pulse Secure CVE-2021-22893 10.0(緊急) 

表 1：主要 VPN 製品において公表された脆弱性のリスト（公開情報から整理） 

 

このような脆弱性自体の増加と共に、VPN を狙う攻撃数は 2020 年第 4 四半期を 1 つのピ

ークとして高止まりの状況となっています。個別の脆弱性としては 2020 年までは Pulse 

Secure の脆弱性を狙う攻撃が最も多く確認されていましたが、2021 年に入り Fortinet の

脆弱性が狙われることが多くなっています。 
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図 5：主要 VPN 脆弱性を狙う攻撃通信の件数推移（全世界） 

 

VPN 以外の侵入経路 

VPN 以外にも組織ネットワークへの侵入経路としては、外部露出した RDP5を経由した事例

や、サーバの脆弱性への攻撃による事例が確認されています。特にサーバの脆弱性では

2021 年 3 月に Exchange Server の４つのゼロデイ脆弱性6（通称 ProxyLogon7）が標的型攻

撃に使用されていたことがマイクロソフトから公表8されました。Exchange Server に関し

ては 2020 年 2 月に公表された「CVE-2020-06889」が用いられた事例も確認しています。

これらに加え、2021 年 6 月以降に確認された Windows の印刷スプーラーに関する一連の脆

弱性（通称 PrintNightmare10）も、今後悪用される可能性が高い脆弱性と言え、速やかな対

処が推奨されます。サイバー犯罪者は今後も組織ネットワークの境界線上にある弱点を見逃

さず、攻撃を続けてくるでしょう。自組織ネットワークを守るためには、運用に不必要なポ

ートやサービスが露出していないかの定期的なチェックと共に、露出させる必要があるもの

については、脆弱性対策の徹底やゼロトラストの概念を踏まえた認証の強化とアクセスコン

トロールの実装を行うなど、外部から攻撃可能な弱点を自ら作らないようにすることが必要

です。  

 
5 リモートデスクトッププロトコル 

6 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/27313 

7 https://proxylogon.com/ 

8 https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2021/03/02/new-nation-state-cyberattacks/ 

9 https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2020/JVNDB-2020-001793.html 

10 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/28694 
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クラウド利用の落とし穴：脆弱性、設定ミス、認証詐取 

現実世界のコロナ禍が、組織のネットワークに与えたもう 1 つの大きな影響は「クラウド移

行」と言えます。以前から進んでいたクラウド移行ですが、コロナ禍における必要に迫られ

たことでさらに拍車がかかりました。そしてサイバー犯罪者はここでも急激な変化から生じ

た綻びを見逃さず、被害を与えています。 

情報漏えい事例から見えるクラウドの三大事故原因 

2021 年 1~6 月に公表された情報漏洩事例をトレンドマイクロで整理、集計したところ、

Web やクラウドのシステムからの漏洩は 89 件確認されました。また公表から漏洩情報の件

数を合計すると、全体で 32 万件の情報が漏えいしたものと言えます。 

2020 年の 1 年間で Web やクラウドからの漏えい事例は 99 件であったことと比較すると、

2021 年は約 2 倍のペースで漏えいが発生していることになります。これらの漏えい事例の

原因として、設定ミスの割合が急増しています。2020 年は全体の 5%でしたが、2021 年上

半期では 24%とおよそ 4 件に 1 件の事例で設定ミスが原因に挙げられています。具体例とし

ては、2020 年末から継続している顧客管理サービス（CRM）製品での事例11など、SaaS 製

品の設定ミスが多くなっています。また個別の事例としては公表されていませんが、2021

年 4 月にはタスク管理ツールの設定ミスにより意図せず内部情報が公開されていた事件も報

道12されています。 

 

図 6：2021 年上半期に公表された Web/クラウドからの情報漏えい事例 89 件における 

事故原因割合（公表内容を元に集計） 

 
11 https://www.nisc.go.jp/active/infra/pdf/salesforce20210129.pdf 

12 https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2104/09/news126.html 
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設定ミスの増加により、何らかの脆弱性を原因とする事例の割合は 2020 年の 5 割強から 4

割弱と減りましたが、それでも全体では最も多い事故原因となっています。脆弱性は適切に

修正を行っていれば免れていたはずの弱点と言え、設定ミスは自ら作り出してしまった弱点

と言えます。つまり、全体の 6 割強の事例は露出していた弱点をサイバー犯罪者が見逃さず

に攻撃したものであり、逆にもし対策の徹底がされていれば、全体の 6 割の被害は発生しな

かった可能性があるとも言えます。実際、被害発覚の理由として、全体の 4 割強が外部から

の指摘となっており、自身のシステムで発生している被害を自身で発見できていない傾向も

以前から継続しています。 

 

図 7：2021 年上半期に公表された Web/クラウドからの情報漏えい事例 

89 件における被害発覚事由割合（公表内容を元に集計） 

 

脆弱性や設定ミスなどの弱点が無かった場合でも、クラウドサービス利用時に使用する認証

情報は、サイバー犯罪者にとって旧知の攻撃手法である「フィッシング」によって詐取可能

です。そしてアカウントとパスワードの情報だけで認証するベーシック認証のみで利用可能

な運用としていた場合、詐取した情報を使用してインターネット上のどこからでも簡単に不

正アクセスが可能となり、情報の盗み見や乗っ取りが可能となります。Web/クラウドから

の情報漏えい事例の中でも事故原因が不正ログインとなっているものの中には、詐取された

認証情報やアンダーグラウンドで流通している認証情報を使用したものと推測される事例が

含まれています。 
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ランサムウェア被害から明らかになったクラウドからの侵入 

またこれらの情報漏えい事例とは別に、トレンドマイクロが行ったランサムウェア被害の調

査の中では、設定ミスを原因とするクラウドサーバの侵害が被害の発端と考えられる事例を

確認しています。いずれも社内サーバを AWS や Azure などのクラウドサービスへ移行した

際、設定ミスにより意図せずグローバル IP を付与してしまった、メンテナンスで一時的に

使用したはずの RDP ポートが閉じられずに放置されていた、などが原因となり、外部から

の侵入を受けたものです。1 つの事例では、意図せず付与されたグローバル IP に対して 4 件

の異なる攻撃者が侵入を試みていた事実が判明しています。このような仮想プライベートク

ラウド13が設定ミスによりインターネット側からもアクセス可能になっていた事例は、2021

年上半期にトレンドマイクロが調査支援を行ったランサムウェア被害のうちでも２割を占め

ており、クラウド利用の落とし穴として注意すべきものと言えます。 

このように、境界線外のクラウドを狙う攻撃の現状を考えると、まずは脆弱性の放置と設定

ミスの発生を起こさないための対策徹底が必要と言えます。そしてクラウドやインターネッ

トにおける認証では、ベーシック認証のような一要素のみの認証方法では既にセキュリティ

の担保にならなくなっていることから、二要素以上の認証を最低限とし、特定の IP レンジ

や証明書を利用したアクセス制限など複数の方法を併せて考えていく必要があります。 

 

  

 
13 https://e-words.jp/w/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89.html 

 



 

日本セキュリティラウンドアップ 14 

一般利用者を狙う脅威は「ネット詐欺」にシフト 

コロナ禍におけるコミュニケーション手段としてインターネットの需要が高まる中、広く一

般のインターネット利用者を狙う攻撃として、ネット詐欺の拡大が顕著になっています。ト

レンドマイクロのクラウド型セキュリティ技術基盤「Trend Micro Smart Protection 

Network (SPN)」の統計では、フィッシングを含む各種詐欺サイトに誘導された利用者数の

総計は拡大の一途を辿り、過去最大を更新し続けています。2021 年第 2 四半期における利

用者数は初めて 1200 万件を超え、前年同期比でも 2.7 倍となっています。 

 

図 8：国内から各種詐欺サイトに誘導された利用者数14の推移と内訳 

 

このような各種詐欺サイトへの誘導手段としては以前から電子メールが中心となっていまし

たが、新たな誘導手段も目立っています。特に、携帯電話のテキストメッセージ機能である

SMS については、宅配荷物の不在通知や携帯キャリアからのメッセージを偽装する手口が

常套手段化してしまった感があります。これはサイバー犯罪者にとっての攻撃対象として、

スマートフォン利用者が大きな存在となっていることを示しています。 

 

図 9：「常套手段化」している宅配便不在通知を偽装する SMS の例（2021 年 3 月確認） 

 
14 ここでは SPN の問い合わせ IP のユニーク数を利用者数と定義しています 
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また電子メールや SMS のような従来からよく見られてきた経路とは異なる誘導手段として、

「ブラウザ通知スパム（BNS）」が 2021 年 2 月前後から世界的に拡大しており、日本にお

いても顕著化しています。これは各種ブラウザの正規機能である「Web ブラウザのプッシ

ュ通知」を悪用する手口であり、不正広告と結びつくことにより、広く一般の利用者への拡

散が見られています。以下の図によりブラウザ通知スパムの手口を解説します。 

 

図 10：「ブラウザ通知スパム」手口の概念図 
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図 11：不正なブラウザ通知を許可させるための表示例 

「読み込みを続行するには、ユーザーがポップアップ上で「許可（Allow）」を 

クリックする必要があります」という表示で利用者を誤解させる手口 

 

 

図 12：利用者がブラウザ通知を許可した場合に表示される広告の例 

この例では誘導先は正規のセキュリティ製品の販売ページであり、 

サイバー犯罪者はアフィリエイトにより収入を得るものと推測される 
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このような様々な誘導経路に利用者を引き付けるための「巻き餌」としては、オリンピック

や新型コロナウイルスとそのワクチンのようにその時々に利用者の関心の高い話題が使用さ

れています。 

 

図 13：Web 検索で表示されるオリンピック開会式関連不審サイトの例（2021 年 7 月確

認） 
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図 14：オリンピック関連の内容を持つ不審サイトの例（2021 年 7 月確認） 

他の不審なオリンピック関連の動画中継サイトへ誘導する 

 

 

図 15：誘導先の不審な動画中継サイトの例（2021 年 7 月確認） 

このサイトでリンクをクリックするとブラウザ通知スパムの許諾を求める画面に遷移する 



 

日本セキュリティラウンドアップ 19 

 

 

図 16：ブラウザ通知スパムの許諾を求める画面の例 

キャプチャ認証を偽装して許諾をクリックさせる手口 

 

 

図 17：ワクチン接種を偽装した SMS の例（2021 年 5 月確認の SMS を再構成） 

 

また、セキュリティの不安を煽る手口としてセキュリティベンダーの偽装も見られており、

弊社トレンドマイクロも偽装に使用された事例を確認しています。 
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図 18：トレンドマイクロを偽装する詐欺メールの例（2021 年 1 月確認） 

 

 

図 19：トレンドマイクロを偽装する詐欺メールの例（2021 年 1 月確認） 

メール内の電話番号に問い合わせを誘導するサポート詐欺の手口 

 

このように、サイバー犯罪者が広く一般のインターネット利用者を狙う攻撃はネット詐欺手

口へのシフトが見られており、今後も個人利用者の財産や情報を狙うサイバー犯罪が続くで

しょう。現実社会の詐欺と同様に、ネット詐欺に対しても騙す側の手口を知ることが対策と

して重要です 
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グローバルセキュリティラウンドアップ 

 

数百万ドルの身代金支払いから緊急事態までを引き起こす最新ランサムウェア攻撃 

サイバー攻撃キャンペーンで XSS による EC サイトやウェブメールの侵害が発生 

セキュリティ上の欠陥を狙うサイバー犯罪の変化と深化 

広く利用されている技術で起こる脆弱性のリスク 

クラウドを新たなターゲットとして旧来の手口が再来 

2021 年上半期の脅威概況 
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数百万ドルの身代金支払いから緊急事態までを引き起こす最新

ランサムウェア攻撃 

最近のランサムウェアは、企業や政府機関にとって重大な脅威であり続けています。サイ

バー犯罪者グループは、より洗練されたビジネスモデルを採用し、新しい技術を取り入れ

て、効率的でステルス性の高いランサムウェア攻撃を行うからです。これらの進化した攻

撃には、従来のランサムウェアの活動とは異なる特徴があります。感染端末上でのファイ

ル暗号化だけではなく、例えば、窃取した情報の暴露による脅迫、攻撃者による秘密裏の

オンラインコラボレーション、アフィリエイトプログラムの使用、標的型攻撃のように事

前調査により標的を選定するなど、さまざまな手口が駆使されています15。 

 

図１：最新のランサムウェアと旧来のランサムウェアの違い 

 

特に2021年上半期には、最新のランサムウェアを駆使する攻撃者が、二重恐喝の手法を用

いて企業を脅し、貴重な企業データを引き出すことに成功しました。この場合、攻撃者は、

データの解読と引き換えに身代金を要求するだけでなく、個人情報をリークサイトに公開

すると脅すことで、被害者をさらに追い詰めます。貴重な知的財産を保有している企業は、

データの漏洩には規制による罰則や訴訟、評判の低下などが伴うため、これを深刻な問題

と捉えるでしょう。また、顧客に嫌がらせをして支払いの可能性を高めるために、分散型

サービス拒否（DDoS）攻撃を追加した三重恐喝、直接コールによるユーザーへの嫌がらせ

を追加した四重の恐喝モデルが台頭してきました。 

 
15 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/modern-

ransomwares-double-extortion-tactics-and-how-to-protect-enterprises-against-them 
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トレンドマイクロではランサムウェアのRaaS（ransomware-as-a-service）サイト16件16

を調査し、彼らがそれぞれどのようにして被害者から金銭を搾取しているかを調べました。

中には、テラバイト級のデータを窃取し、それらを1年以上にわたってオンラインで保管し、

時間の経過とともにさらに大量のデータを流出させると脅す者もいましたが、ほとんどの

攻撃者は、窃取したデータを自分たちの漏洩サイト上で数カ月間にわたって公開していま

した。これらの漏洩サイトの中には、Torで隠されたサーバを利用しているものもあれば、

防弾ホスティング17を利用しているものもありました。また、RaaSの運営者は、市販の無

料ファイル共有プラットフォームを利用したり、サーフェスウェブ、つまり一般のインタ

ーネット上のウェブサイトでファイルをホスティングしたりしていたケースも確認されま

した。 

2021 年上半期におけるランサムウェア攻撃の全体像 

トレンドマイクロのデータによると、2021 年の最初の 6 ヶ月間に 730 万件以上のランサ

ムウェアの脅威が検出されましたが、これは 2020 年の同時期に比べてほぼ半分です。 

 

図 2：防御層別ランサムウェア検出数の推移 

 
16 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/modern-

ransomwares-double-extortion-tactics-and-how-to-protect-enterprises-against-them 

17 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/26956 
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この減少には、いくつかの要因が考えられます。１つは、トレンドマイクロでも分析して

きた標的型攻撃の手法を駆使する最新のランサムウェア18への移行を示唆しているといえ

ます。これは、攻撃者がランサムウェアの攻撃としては効果の低い、量を重視した「ばら

まき型」モデルから、大物を狙う「標的型」へと移行してことを意味しているといえるで

しょう。また、セキュリティソリューションの検知やブロックの機能が向上したことも要

因の 1 つと考えられます。脅威がユーザーに到達する前に阻止、ブロックされることで、

ランサムウェア自体の検出数も減少しました。最近のランサムウェアは、感染フローの最

初のステップとしてフィッシングやエクスプロイトを用いて侵入するため、セキュリティ

ソリューションがこの侵入前の段階をブロックすることで、ランサムウェア自体の展開を

防ぐことができるという点は注目に値します。さらに、ランサムウェア「DarkSide」の発

生により、ランサムウェアの攻撃者への注目度が高まり、その結果、彼らの一部が身を潜

めた可能性があります。これまでに世界各地の法執行機関がアンダーグラウンドのサイバ

ー犯罪者たちを次々と摘発してきたことが、広範囲に活動するランサムウェアグループに

も影響を与えた可能性があります。 

ランサムウェアの検出台数を種別で見てみると、そのほとんどは WannaCry と Locky ファ

ミリーが占めており、「2020 年年間セキュリティラウンドアップ」19で見られた傾向が続

いています。WannaCryは2017年から企業やユーザーを悩ませ始めた周知の脅威ですが、

2021 年に入りその検出数が著しく減少しています。WannaCry が長らく生き残っている理

由は、ユーザー側の端末に適切な修正パッチが適用されていない場合、攻撃が積極的に実

行されなくても、ネットワークワームの脅威に晒されるからでしょう。 

一方、「DarkSide」、「Nefilim」、「Conti」といった最近のランサムウェアファミリー

は、この期間に検出された上位 10 のランサムウェアファミリーにも含まれており、攻撃

範囲、ツール、テクニックの面で大きく際立っています。 

標的となった業界については、ランサムウェアの攻撃者は、昨年と同様に多くの業界に焦

点を当てていました。最も被害を受けたのは、銀行、政府機関、製造業でした。銀行グル

ープを狙ったランサムウェアも急増しましたが、RaaS のビジネスモデルでは、ランサム

ウェアサービスの利用者のニーズに応じて標的が変わっていく可能性もあり、攻撃者が特

に銀行業を狙っているわけではないことを意味しています。 

 

 
18 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/modern-

ransomwares-double-extortion-tactics-and-how-to-protect-enterprises-against-them 

19 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/27470  
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図 3：ランサムウェア種別による検出台数の推移 

 

 

図 4： 業界別に見たマルウェア種別による検出台数トップ 3 の推移 
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主要ランサムウェアの動向 

このセクションでは、2021年上半期に大きな影響を与えたランサムウェアの攻撃や動向に

ついて説明します。これらの不正活動に使用された手法やツールは、ランサムウェアが長

年にわたって進化してきたことを示しているといえます。 

ランサムウェア「Nefilim」は、年商 10 億ドル規模の企業を標的にしており、その手口は

最新のランサムウェアのモデルになっています20。2021 年 5 月には、ランサムウェア

「DarkSide」21が、米国東海岸のほぼ半分に燃料供給を担う Colonial Pipeline 社を停止さ

せました。その結果、FMCSA（Federal Motor Carrier Safety Administration）は、不足

分を補うために 18 州で緊急事態を宣言しなければなりませんでした。この事件の影響は

大きく、DarkSideを装って企業の一般的なメールアドレスに恐喝メールを送る攻撃グルー

プまで現れました22。また、VMware ESXI サーバ上の仮想マシン（VM）関連のファイル

を標的としたランサムウェアの別バージョン Linux 向けの DarkSide 23も登場しました。こ

のランサムウェアは、VM を停止した上で、感染端末上のファイルを暗号化し、システム

情報を窃取してリモートサーバに送信します。 

一方、Conti24は、人気の高い Ryuk ランサムウェアファミリーの後継として知られており、

攻撃者は、Ryuk で使用されたのと同じ手法でターゲットに被害を与えています。実際、

Conti の拡散には、Trickbot、Emotet、BazarLoader などが使用されていることを確認し

ています。 

最近のランサムウェアの攻撃者は、標的型攻撃で扱うレベルのツールや技術を駆使し、被

害者の端末にアクセスして深く入り込み、データを流出させ、ペイロードを拡散させると

いうように、より成熟したものとなってきています。2021 年 5 月には、2020 年に発見さ

れた ProxyLogon25と呼ばれる Microsoft Exchange Server の脆弱性が、ランサムウェア

「BlackKingdom」を含む 3 種類のマルウェアの拡散に利用されたことが判明しました。

その他の例としては、同年 5 月にアイルランドの保健省を標的にした前述のランサムウェ

 
20 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/modern-

ransomwares-double-extortion-tactics-and-how-to-protect-enterprises-against-them 

21 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/27797  

22 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/28113  

23 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/28007  

24 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-

double-extortion-and-beyond-revil-clop-and-conti 

25 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/e/proxylogon-a-coinminer--a-ransomware--and-a-

botnet-join-the-part.html 
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ア Conti26が挙げられます27。このランサムウェアは、従来のものよりも高度なエントリー

ポイントである、ファイアウォールの脆弱性「CVE-2018-13379」および「CVE-2018-

13374」を介して被害者を危険にさらすことが確認されています。そしてファイアウォー

ルの脆弱性を悪用した後、感染端末のネットワーク内で水平移動の内部活動も試みます。 

「REvil」（別名：Sodinokibi）28は、2021 年を通して活動していた最新のランサムウェア

で、特に 2021 年 3 月にはハイテク企業の Acer 社、同年 4 月には Apple 社とその委託業

者、同年 6 月には世界最大の食肉加工業者である JBS 社を脅迫しました29。このランサム

ウェアファミリーは、標的型攻撃の手口も使用していました。例えば、リモートコード実

行（RCE）の脆弱性「CVE-2019-2725」を悪用しており、バイナリの実行ではなく、リフ

レクティブロードによって PowerShell のメモリに読み込まれることも確認されました。

拡張子に.hello を使用するランサムウェア「Hello」30は、Microsoft SharePoint の脆弱性

「CVE-2019-0604」を介して標的となる端末に到達します。解析の結果、このランサムウ

ェ ア は 、 侵 入 後 、 China Chopper の ウ ェ ブ シ ェ ル （ ト レ ン ド マ イ ク ロ 社 で は

「Backdoor.ASP.WEBSHELL.SMYAAIAS」として検出）が展開され、PowerShell コマン

ドを実行することで後続の不正活動を行い、最終的にペイロードであるランサムウェア本

体を送り込む手口が判明しました。 

企業や組織にアクセスおよび侵入するための巧妙な手法は、ランサムウェアの作成や拡散

を直接行うグループ以外からもたらされることがあります。アフィリエイトプログラムが

その一例として挙げられます。2021年上半期に盛んになったこれらのプログラムは、基本

的には、カスタマイズ可能なソフトウェアや、標的へのターゲティングを改善する際の新

しく容易に利用可能な技術など、複数の攻撃者が自分たちのツールを共有するための共同

作業といえます。具体的には、侵害された資産（被害者のネットワークへの侵入経路など）

にアクセスできる攻撃者が、ランサムウェアを保有する他の攻撃者と協力するケースが多

く見られました。ただしこうした共同作業は、特定のサイバー犯罪者が他のグループのツ

ールやリソースを利用できる一方で、マイナス面もあります。例えば、2021 年 5 月に話題

になった DarkSide 攻撃では、Colonial Pipeline 社とは別に複数の被害が出ており、その

背後には異なるアフィリエイトグループが存在することが報じられました。これは、アフ

ィリエイトプログラムで生じる問題の 1 つの傾向といえます。ランサムウェアの攻撃グル

ープは、自分たちのパートナーが狙った標的を把握しておくことができません。このケー

スでは、Colonial Pipeline 社を狙ったサイバー犯罪集団「DarkSide」は、自分たちの仕業

 
26 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-

double-extortion-and-beyond-revil-clop-and-conti 

27 https://www.bleepingcomputer.com/news/security/conti-ransomware-also-targeted-irelands-

department-of-health/ 

28 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/a/sodinokibi-ransomware.html 

29 https://www.theverge.com/2021/6/3/22466003/jbs-cyberattack-fbi-revil-sodinokibi-criminal-group 

30 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/28265  
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でない被害について弁明まで行い31、同社を自分たちの狙った攻撃も含め、事態を大きく

することが目的ではなく、今後はより物議を醸すことのない企業や組織をターゲットにす

ると述べ、自分たちのパートナーが標的にしていている企業のチェックを開始すると主張

していました。 

これらのランサムウェア攻撃では、最初の侵入のため、スピアフィッシングのリンクや添

付ファイルを含むスパムメール、利用可能なアカウントを使用したリモートデスクトップ

プロトコル（RDP）のアクセス、危険なウェブサイトへの誘導など、従来の手口を駆使し

ている点にも注意が必要です。 

侵入後の内部活動によるデータ漏えいと二重恐喝 

標的の端末への最初のアクセス後、その端

末のネットワーク内で内部活動すること

は、最新のランサムウェア攻撃の手口とし

ては重要なステップとなります。この活動

により、対象の企業や組織内の機密情報を

特定して流出させたり、不正なペイロード

を投下したりします。さらに最近のランサ

ムウェア攻撃の多くでは、最初のアクセス

後、追加のツールをダウンロードします。

例えば「Nefilim」、「Conti」、

「Hello」は、いずれも Cobalt Strike Beacon を使用しています。これらは通常、対象と

なる環境へのリモート接続を確立したり、機密情報をタグ付けしたり、コマンドを実行し

たりするために使用されます。Sodinokibi の場合は、RDP と PsExec を内部活動に使用

し、その上で他のコンポーネントやランサムウェア自体を投下していることが確認されま

した。また、Conti の場合は（Cobalt Strike、KillAV スクリプト、Conti 本体を含む）ペ

イロード自体をスケジュールタスクとしてリモートで作成し、スケジュールされたタスク

やバッチファイルを使ってリモート実行することが可能でした。 

情報暴露と恐喝の手口は、2021年に確認された従来のランサムウェアファミリーのものと

は異なり、一般的には、二重恐喝の手法で使用されます。この場合、ランサムウェアの攻

撃者は、身代金を支払わない被害者から窃取した情報をデータリークサイトに掲載すると

して、被害者に身代金の支払いを迫ります。これらのデータリークサイトは、公共のファ

イル共有プラットフォームや、時にはサーフェスウェブなどが利用されます。また、この

 
31 https://www.theverge.com/2021/5/10/22428996/colonial-pipeline-ransomware-attack-apology-

investigation 

セキュリティ脅威予測 

トレンドマイクロが 2020 年にリリースし

た「2021 年セキュリティ脅威予測」では、

ペネトレーションテストツールに依存する

高度な攻撃者グループが増加し、2020 年下

半期ソースコードが流出したとされる

「Cobalt Strike」も、こうしたツールの 1

つとして利用されると予測していました。 
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場合、ランサムウェアの攻撃者グループが使用している情報暴露のツールは、通常、オー

プンソースの無料公開リソースであることも確認しています。 

例えば、Conti の攻撃者の場合は、クラウドストレージの同期ツール「Rclone」を使用し

て、Mega クラウドストレージサービスにファイルをアップロードしていることが判明し

ました。同様に、DarkSideの攻撃者の場合は、クラウドストレージへのファイルの送出に

Mega クライアント、アーカイブに 7-Zip、ネットワークでのファイル転送に PuTTY アプ

リケーションを使用していました。 

そして情報送出後、攻撃者はペイロードを投下します。最近のランサムウェアの多くは、

リンクをクリックすると自動的に攻撃イベントが発生する従来の攻撃とは異なり、人間が

監視する複数の段階においてネットワークを乗っ取ります。そして最終的にランサムウェ

アのペイロードを実行するまでに、数週間から数ヶ月かけて被害者のネットワークのさま

ざまな場所が制圧されていきます。こうした戦術は、現代のランサムウェア攻撃が国家レ

ベルの標的型攻撃であるかのように振る舞う特徴といえます。その一例がランサムウェア

「Nefilim」32で、被害者のネットワーク内で数週間にわたって密かに活動を続け、情報を

完全に送出させてからランサムウェアのペイロードを実行します。 

ランサムウェア攻撃における正規ツールの悪用 

前節では、ランサムウェアが拡散される際、正規ツールが悪用されることがあると述べま

したが、そうした悪用の範囲はさらに追及するべきでしょう。ランサムウェアに悪用され

るツールの多くは、通常の利用方法として、セキュリティの調査に用いられたり、効率化

に利用されたりしています。それらの多くはオープンソースであり、一般の人々が自由に

使用、変更することができます。逆に言えば、優れたツールであるがゆえに、サイバー犯

罪者にとっても便利な機能を備えているともいえます33。 

ランサムウェアの扱う攻撃者グループの中には、攻撃のさまざまな段階で複数のツールを

同時に使用するケースがあります。例えば、Nefilim は AdFind、Cobalt Strike、Mimikatz、

Process Hacker、PsExec、MegaSync を使用しています。主にランサムウェアの攻撃者

は、検出回避のためにこれらの正規ツールを選択します。これらのツールは正規のものと

して認識されているため、単純なセキュリティソフトウェアでは検出されずに不正活動を

行うことが可能性となります。さらに、これらの正規ツールはオープンソースであるため、

攻撃者はコードを変更して、セキュリティソフトウェアによる検出機能の特定箇所を微調

整することも可能です。 

 
32 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/b/nefilim-ransomware.html 

33 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/locked-loaded-and-

in-the-wrong-hands-legitimate-tools-weaponized-for-ransomware-in-2021 
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ツール 正規の想定用途 ランサムウェア攻撃での悪用方法 ツールを悪用したランサムウェア 

Cobalt Strike ペネトレーションツール 

（脅威エミュレーション） 

横展開（ラテラルムーブメン

ト）、バックドア、遠隔操作ツー

ル（RAT）としての多数の機能 

Clop、Conti、DoppelPaymer、

Egregor、Hello（WickrMe）、

Nefilim、NetWalker、ProLock、

RansomExx、Ryuk 

PsExec 遠隔でのプロセス実行 任意のコマンドシェルの実行、 

横展開 

DoppelPaymer、Nefilim、

NetWalker、Maze、Petya、

ProLock、Ryuk、Sodinokibi 

Mimikatz PoCツール（脆弱性の実証） 認証情報の窃取 DoppelPaymer、Nefilim、

NetWalker、Maze、ProLock、

RansomExx、Sodinokibi 

Process Hacker システムリソースの監視、 

ソフトウェアのデバッグ、 

不正プログラムの検出 

セキュリティ製品などの正規プロ

セス／サービスの探索と停止 

Crysis、Nefilim、Sodinokibi 

AdFind Active Directory（AD）検索 AD探索、横展開時の情報収集 Nefilim、NetWalker、ProLock、

Sodinokibi 

MegaSync クラウドストレージとの同期 窃取データの外部送出 Hades、LockBit、Nefilim 

表 1：ランサムウェア攻撃での悪用が見られた６つの正規ツール（トレンドマイクロ調

べ） 

 

ランサムウェア攻撃に対する企業および政府の対応 

Colonial Pipeline 社は、DarkSide の攻撃者に 440 万米ドル相当の身代金を支払ったと報じ

られています。幸い、2021 年 6 月に米国司法省は、支払ったうち 63.7 ビットコイン分

（230 万米ドル相当）を回収したと発表しました34。法執行機関は、特定のアドレスへの

複数のビットコイン送金を追跡することができたからです。しかし、身代金の全額は回収

されず、ランサムウェアグループは支払額の半分近くを手にしたことになります。 

 
34 https://www.justice.gov/opa/pr/department-justice-seizes-23-million-cryptocurrency-paid-ransomware-

extortionists-darkside 
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Colonial Pipeline 社は、ロンドン拠点の Lloyd 社傘下の Beazley 社35にサイバー保険をか

けており、少なくとも 1,500 万米ドルが保証されていたようです。しかし、同社が実際に

その保険を使って身代金を支払ったかどうかは不明です。 

これは珍しいケースではありません。過去 2 年間、ランサムウェア攻撃に巻き込まれた企

業が、身代金の支払いに対応するためにサイバー保険を活用している事例はいくつか確認

されました。例えば、2019 年に Sodinokibi の被害に遭った Norsk Hydro 社は、AIG 社の

サイバー保険で 2,020 万米ドルを受け取りました36。保険会社の Coalition 社37は、同社の

2020 年上半期サイバー保険に関する「Cyber Insurance Claims Report」において、報告

された保険要求の 41%がランサムウェア攻撃であったとしています。実際、ランサムウェ

ア攻撃は、より深刻化しており、保険契約者が影響を受けた身代金要求は、2020 年第 1 四

半期から第 2 四半期にかけて 47％増加したとも報告しています。サイバー保険は本来、サ

イバー攻撃の被害から企業を守るためのものですが、ランサムウェアの被害者にハッカー

を阻止するためのセキュリティへの投資を忘れさせ、サイバー犯罪者に身代金を支払うた

めの資金源となっているようにもとれることから批判の対象38ともなっています。 

行政面では、米国財務省が、複数のクライムウェアギャングを同省の制裁プログラムに追

加しました39。これにより、米国の企業や市民は、これらのギャングといかなる種類のビ

ジネス（身代金の支払いを含む）も行うことができなくなります。財務省外国資産管理局

（OFAC）は、ランサムウェアの支払いに関連する制裁リスクを改めて勧告し40、被害者に

代わってランサムウェアの支払いを促進する企業が OFAC の規制に違反する可能性がある

ことを強調しています。また、政府によるランサムウェアの支払いのための特別基金を設

立する法案も提案されています。ニューヨーク州では提案されている法案 S7246 により41、

ランサムウェア攻撃に対する身代金の支払いに、州や地方の納税者の資金が使われなくな

ります。その代わりに、人口 100 万人以下の地域のサイバーセキュリティを向上させるた

めの助成金を配布する「サイバーセキュリティ強化基金」が創設されます。 

ランサムウェアに感染した企業は、身代金を支払ってでもデータを復旧させたいと思うか

もしれませんが、セキュリティ機関や政府機関はいくつかの理由から、このような考えに

反対しています。第一に、ランサムウェアの攻撃者がデータを元に戻してくれる保証はな

いことです。調査によれば、実際に身代金を支払ったにも関わらずデータが復旧できなか

 
35 https://www.reuters.com/business/energy/colonial-pipeline-has-cyber-insurance-policy-sources-2021-05-13/ 

36 https://www.reinsurancene.ws/norsk-hydro-claims-a-further-20-2mn-from-its-cyber-insurance-in-q4/ 

37 https://www.coalitioninc.com/blog/coalition-releases-new-2020-cyber-insurance-claims-report 
38 https://scan.netsecurity.ne.jp/article/2021/05/11/45642.html 
39 https://threatpost.com/cyber-insurance-ransomware-payments/166580/ 

40 https://home.treasury.gov/system/files/126/ofac_ransomware_advisory_10012020_1.pdf 

41 https://statetechmagazine.com/article/2020/03/new-york-may-ban-ransomware-payments-municipalities 
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った被害者が 4 割近くいる42ようです。第二に、身代金はこれらの犯罪組織によってさら

なる不正活動に使用されます。また、ランサムウェアの攻撃者は、身代金を払った同じ被

害者を再び攻撃するという前例もあります。Cyber Reason 社は 2020 年のセキュリティレ

ポートで、身代金を支払った組織の 80％が 2 回目の攻撃を受けたと報告43しています。実

際、ランサムウェアの攻撃者は、身代金を支払った被害者を、攻撃を受けやすい格好のタ

ーゲットとしてマークしている可能性があります。 

「Emotet」のテイクダウンと「Egregor」、「Clop」グループの逮捕 

2021年の最初の数ヵ月間、世界中の法執行機関は、長期にわたるサイバー犯罪活動を解体

し、悪質なサイバー犯罪の主要人物を逮捕することに成功しました。オランダ、ドイツ、

米国、英国、フランス、リトアニア、カナダ、ウクライナの法執行機関チームは、

Europol と Eurojust による国際的な活動の中で協調し、1 月末に「Operation Ladybird」

を実施。過去 10 年間で最も重要かつ長期的なボットネットのコマンド＆コントロール

（C&C）インフラを乗っ取り、グループの主要メンバーを逮捕してテイクダウン44しまし

た。世界で最も危険なマルウェアと呼ばれた「Emotet」です45。トレンドマイクロは 2014

年に Emotet を最初に発見してプロファイリングしたセキュリティ企業でした。Emotet の

活動は、バンキングトロジャンの拡散からマルウェアローダーのサービス販売へと発展し、

160 万台以上の端末が被害に遭っています46。注目すべきは、Emotet 自体はランサムウェ

アではありませんが、ランサムウェアの拡散に大きな役割を果たしたという点です。例え

ば 2019 年、Emotet は、情報窃取型マルウェア「Trickbot」およびランサムウェア「Ryuk」

をもたらすという 2 層構造の攻撃に使用されました47。Emotet の危険性は、その回復力と

回避能力にあります。数台の端末にしかアクセスできない場合でも、感染端末のネットワ

ーク上で水平方向に内部活動して脅威を拡散することができるからです。 

続いて 2021 年 3 月、フランスとウクライナの警察の共同作戦により、ウクライナの地に

おいてランサムウェア「Egregor」を使用するカルテルのメンバー数名が逮捕されました。

同グループは、2020 年 9 月に事業を開始し、RaaS のビジネスモデルを運営していました。

また、被害者のネットワークに侵入してランサムウェアを展開するために他のサイバー犯

罪者グループも利用していました。例えば、あるグループは、身代金の支払いを強要する

ため、Egregor が運営するリークサイトを情報暴露に使用していました。報道によると、

今回の逮捕は、Egregor のインフラに影響を与え、C&C サーバおよびリークサイト双方を

 
42 https://secure2.sophos.com/ja-jp/medialibrary/pdfs/whitepaper/sophos-state-of-ransomware-2021-wp.pdf 

43 https://searchsecurity.techtarget.com/news/252502519/Repeat-ransomware-attacks-hit-80-of-victims-

who-paid-ransoms 

44 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/27132 

45 https://www.wired.com/story/emotet-botnet-takedown/ 

46 https://www.justice.gov/opa/pr/emotet-botnet-disrupted-international-cyber-operation 

47 https://www.cybereason.com/blog/one-two-punch-emotet-trickbot-and-ryuk-steal-then-ransom-data 
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停止に追い込むことにも貢献したといいます。また、2021 年 6 月には、ランサムウェア

「Clop」を使用するグループのメンバーが、国際的な共同捜査の努力によりウクライナで

逮捕されました。Clop のグループは、Egregor 同様にリークサイトを運営しており、その

活動は逮捕後にも確認され、ランサムウェアだけでなくマネーロンダリングにも関与して

いたといいます。 
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サイバー攻撃キャンペーンで XSS による EC サイトやウェブメ

ールの侵害が発生 

標的型攻撃は、特定の組織を標的とし、高度な手法とマルウェアを使って対象の端末に秘密

裏に侵入し、被害をもたらす攻撃キャンペーンです。その目的は、金融情報の窃取やコイン

マイナーの埋め込み、機密情報の窃取など、攻撃キャンペーンごとに異なります。2021 年

上半期、攻撃者グループは、ターゲットベースの拡大とツールキットの更新を続け、秘密裏

の侵入技術に重点を置き、正規のツールやシステムを悪用して不正行動を行う新たな方法を

見つけました。また、Kubernetes や AWS などのクラウドサーバ、一般的なメールプラッ

トフォームなど、広く利用されている企業向けのツールの脆弱性を探し出し、悪用する活動

も続いています。一方、スピアフィッシングは、標的のシステムに侵入する方法として、依

然として広く普及しており、成功を収めています。またそれだけに止まらず、オンライン E

コマースの注文フォームなど、他のアクセス可能な入口も利用しています。 

サイバー犯罪集団「TeamTNT」 

サイバー犯罪集団「TeamTNT」は、高度なハッキング能力とツールを持ち、さまざまな手

法を駆使する攻撃を行うことで知られています。2020 年にこのグループは、露出した

Docker API を攻撃し、TNTbotinger という独自の IRC（インターネットリレーチャット）

を作成、展開してコインマイナー「XMRig」を拡散しました。 

2021 年 3 月には、同グループが AWS の認証情報を標的にしていることが判明しました48。

同グループが窃取した情報の保管場所として使用していたサーバを調べたところ、Linux 向

け仮想通貨のマイニングツールを感染端末上で使用していることも判明しました。また、

2021 年 5 月下旬には、TeamTNT が Kubernetes のクラスタを侵害し49、仮想通貨のマイニ

ングに利用していることが確認されています。TeamTNT の攻撃手法の詳細については、後

述のクラウドへの脅威に関する章でも説明しています。 

攻撃キャンペーン「Pamola」 

「Water Pamola」は、トレンドマイクロが 2019 年から追跡している攻撃キャンペーンで

す。この攻撃キャンペーンでは、日本、オーストラリア、ヨーロッパ諸国の EC ショップな

どで、不正な添付ファイルを含むスパムメールを使用していました。しかし、トレンドマイ

クロの調査により、2020 年初頭以降は主に日本を標的とし始めたことが確認できました。

この新たに確認できた攻撃50では、スパムメールではなく、脆弱性を利用していた点が注目

 
48 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/c/teamtnt-continues-attack-on-the-cloud--targets-

aws-credentials.html 

49 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/e/teamtnt-targets-kubernetes--nearly-50-000-ips-

compromised.html 
50 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/27875 
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されます。ある事例では、自社のオンラインポータルで奇妙な注文が行われていることが判

明しました。注文フォームの「お客様の住所」や「会社名」の欄に、JavaScript のコードが

挿入されていたのです。このスクリプトは、ショップの管理ポータルに存在するクロスサイ

トスクリプティング（XSS）の脆弱性を利用して起動し、Water Pamola のサーバに接続し

て追加のペイロードをダウンロードさせるようになっていました。 

この攻撃キャンペーンでは、このような埋め

込み型 XSS スクリプトの操作が多くの標的

となるオンラインショップに仕掛けられたと

推測されます。脆弱なサイト上でショップの

管理者が管理パネル上で不正な注文を開いた

場合、XSS 攻撃が成立してしまいます。こ

の攻撃キャンペーンの被害に遭ったあるサイ

トでは、情報漏えいの被害を公表し、顧客

名、クレジットカード番号、カードの有効期

限、クレジットカードのセキュリティコード

が流出した可能性があると報告しています。

これは、この攻撃キャンペーンを行うグルー

プの全体的な目的が金銭的なものであり、クレジットカードの情報を狙っていることを示し

ているといえます。 

攻撃キャンペーン「Earth Wendigo」 

トレンドマイクロは、2019 年 5 月から続いている標的型攻撃キャンペーンを発見しました。

この攻撃キャンペーンは、台湾の政府機関、研究機関、大学などを対象としています。調査

の結果、この攻撃キャンペーンのグループは、台湾で広く使われているウェブメールシステ

ムに JavaScript のバックドアを注入することで、標的となる企業や組織の電子メールを流出

させることを目的としていることが判明しました。また、使用された不正なスクリプトは、

被害者の電子メールの署名に自身を追加し、他の連絡先にも被害を拡散します。この攻撃キ

ャンペーンのグループは、過去の攻撃グループとの明確な関連性がないことから、トレンド

マイクロでは、このグループによる攻撃キャンペーンを新たに「Earth Wendigo」51と名付

けました。 

この攻撃キャンペーンでは、被害を受けるユーザーは、難読化された不正な JavaScript が埋

め込まれたスピアフィッシングメールを受け取り、さらに攻撃者のリモートサーバから不正

なスクリプトを読み込むことになります。セキュリティチェックによる検知を回避するため

に、このメールでは、不正なスクリプトが直接実行されるのではなく、Web メールシステ

 
51 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/a/earth-wendigo-injects-javascript-backdoor-to-

service-worker-for-.html 

セキュリティ脅威予測  

トレンドマイクロが 2020 年にリリースした

「セキュリティ脅威予測」では、パンデミッ

ク時に急成長した電子商取引を支える物流が

組織的な犯罪の標的になると予測しました。

世界的にロックダウンが施行される中、消費

者のオンラインショッピングへの依存度が高

まった結果、サイバー犯罪者は生産活動の妨

害、偽物の輸送、密売などの活動を選択する

可能性が高くなるからです。 
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ムの検索エンジンの提案機能を利用して、Web ページ自体にスクリプトを実行させるよう

に仕組まれています。 

このスクリプトは、以下のような不正動作を行うように設計されています。 

• ブラウザのクッキーや Web メールのセッションキーを窃取し、リモートサーバに送信する 

• 被害者のメールの署名に不正なスクリプトを添付して、被害者の連絡先に感染を拡散する 

• Web メールシステムの XSS 脆弱性を利用して、不正な JavaScript を Web メールのページに

永続的に注入させる 

• クライアントとサーバ間の HTTPS リクエストを JavaScript で傍受・操作できる Web ブラウ

ザ機能の Service Worker ジェ不正な JavaScript コードを登録する。さらにまた、登録され

た Service Worker スクリプトは、攻撃者が前述の XSS 脆弱性を注入できなかった場合、ロ

グイン認証情報を乗っ取り、Web メールページを変更して、不正なスクリプトを追加できる。

なお、Service Worker を利用した大規模な攻撃が確認されたのは、今回が初めてである 

攻撃キャンペーンの最後に Earth Wendigo は、リモートサーバへの WebSocket 接続を作成

する JavaScript コードを配信し、サーバから返されたスクリプトを実行します。

WebSocket と接続したサーバは、被害者のブラウザに搭載されたバックドアにより、Web

メールサーバから電子メールを読み取り、その内容と添付ファイルを WebSocket のサーバ

に送信するよう指示します。 

この攻撃キャンペーンとは別に、この攻撃者は、脅威チベット、ウイグル地域、香港での運

動を支援する政治家や活動家を含む他の個人に対して不正なメールを送信していたことも確

認されています。 

攻撃キャンペーン「Earth Vetala 」 

2021 年初頭、攻撃キャンペーン「MuddyWater」と関連があるとされる攻撃キャンペーン

「Earth Vetala」52が確認されました。このキャンペーンでは、アラブ首長国連邦、サウジ

アラビア、イスラエル、アゼルバイジャンなどの企業や組織に対して活動をしていました。

特に標的となった業界は、政府機関、学術機関、観光業などでした。 

この攻撃者は、不正なペイロードを拡散するために正規のリモート管理ツール（RAT）

「ScreenConnect」および「RemoteUtilities」というアプリケーションを使用しました。

これらのツールは、ファイルやディレクトリの閲覧、ファイルのダウンロードやアップロー

ド、プロセスの実行や終了、スクリーンショットの取得など、幅広い機能を備えています。

攻撃キャンペーン Earth Vetala では、これらの RAT を含むアーカイブファイルを拡散する

 
52 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/c/earth-vetala---muddywater-continues-to-target-

organizations-in-t.html 
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ために正規のファイル共有サービスへのリンクを埋め込んだスピアフィッシングメールを作

成していました。そして標的への侵入を果たした後、攻撃者は、それらのツールをダウンロ

ードしてパスワードを変更し、さらにオープンソースのツールを使って C&C 通信をトンネ

リングした上で、C&C インフラを使用して標的となるホストや環境内で持続的にとどまる

状態を確立します。 

攻撃キャンペーン「Iron Tiger」 

攻撃キャンペーン「Iron Tiger」53は、これまで東南アジアのギャンブル関係の企業を狙っ

てきた攻撃者です。フィリピンのギャンブル関連企業を対象としたトレンドマイクロによる

インシデント対応をきっかけに行われた調査により、この攻撃キャンペーンは、ここ 1 年半

の間に範囲を拡大し、中東や東南アジアの政府、銀行、通信事業者、さらにはエネルギー分

野までも標的にしていることが判明しました。そして 2021 年に確認した攻撃では、使用す

るツールキットが更新されていました54。さらにいくつかのルートキットも更新しており、

そのうちの 1 つは、カーネルレベルでのファイル隠ぺいに使用されており、彼らの過去の攻

撃キャンペーンでは確認されていなかったものでした。 

彼らが使用するマルウェア「SysUpdate」は、3 つのファイルをメモリにロードする手法で

知られていましたが、今回確認された攻撃キャンペーンでのツールを分析したところ、以下

の 5 つのファイルの使用が確認されました。 

• dlpumgr32.exe：DESlock+製品に属する正当な署名入りファイル 

• DLPPREM32.DLL：dlpumgr32.exe によってサイドロードされ、DLPPREM32.bin をロ

ードおよびデコードする悪意のある DLL 

• DLPPREM32.bin：解凍してランチャーをメモリ上にロードするシェルコード 

• data.res：暗号化されたファイルであり、ランチャーによって解読され、SysUpdate の

2 つのバージョン（32 ビットアーキテクチャ用と 64 ビットアーキテクチャ用）が含ま

れている 

• config.res：暗号化されたファイルであり、ランチャーによって解読され、C&C アドレ

スなどの SysUpdate の設定が含まれている 

つまり、ランチャーはインストーラーとして機能し、目的のマルウェアを一定の場所にコピ

ーし、感染端末上で次回の起動時に実行されるよう設定します。 

Iron Tiger はこのように、ツールを更新し、戦術、技術、手順を変更することで、標的を拡

大しています。また、同じツールのバージョンが同時に使用されている複数のキャンペーン

が存在することから、攻撃者にはサブグループが存在するか、もしくはこれらのツールの開

発者にアクセスできる複数のグループが存在すると推測されます。 

 
53 https://attack.mitre.org/groups/G0027/ 
54 https://blog.trendmicro.co.jp/archives/28255  
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リモートアクセスツール（RAT）「PlugX」 

トレンドマイクロでは、自社のソリューション「Apex One with Endpoint Sensor（iES）」

により、政府機関や関連業界を狙った攻撃で使用されているリモートアクセスツール（RAT）

の PlugX ローダー55を用いて企業から機密情報を流出させようとする攻撃者を確認しました。 

この RAT マルウェア「PlugX」の亜種への最初の解析では、通常のノーマルファイル、その

ファイルに依存する DLL ローダー、そして不正なコードを含む暗号化された BLOB（Binary 

Large Object）ファイルという 3 つの部分による構成が確認されました。このノーマルファ

イルは、Microsoft の一般的な DLL とよく似た名称の一見普通の DLL ファイルを読み込み

ロます。しかし、この DLL のハッシュ値は、通常の DLL の既知のハッシュ値のどれとも一

致しません。このファイルを反転させてみると、実は PlugX であることがわかりました。こ

のプロセスを調査したところ、この PlugX は、実際には、暗号化された BLOB である DLL 

ファイル（Microsoft の DLL ファイルに似た名称の別の DLL ファイル）を復号化して読み

込み、実行していました。 

そしてさらなる調査の結果、このマルウェアを駆使する攻撃者は、攻撃中に他の複数のツー

ルも使用することが判明しました。これらのツールを起動する最も簡単な方法は、svchost

に注入されたコードをこれらのツールでダウンロードして実行することです。この場合、攻

撃者は、これらの不正ツールを起動する独自の方法をとっていたことが分かりました。彼ら

は、バッチファイルを実行するスケジュールされたタスクを利用し、その中でツールを実行

していました。 

このような検出回避の手法からは、セキュリティ対策において攻撃の全体像を把握する際、

異常なイベントにフラグを立て、それらを関連付け、攻撃者が以前に使用した既知の技術と

関連付けるというアプローチの必要性がいっそう強調されることになります。こうしたアプ

ローチのソリューションにより、企業は、社内のシステムに対する脅威をより包括的に把握

することができます。 

  

 
55 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/a/xdr-investigation-uncovers-plugx-unique-technique-

in-apt-attack.html 
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セキュリティ上の欠陥を狙うサイバー犯罪の変化と深化 

ランサムウェアや標的型攻撃以外にも、2021 年上半期には、様々なサイバー犯罪組織がツ

ールを更新したり、新しい手法を試したりするケースが確認されました。特に、Mac OS や

Web ブラウザの脆弱性を狙ったマルウェアの攻撃キャンペーンや、情報窃取型マルウェア

を拡散するスパムメールなどが確認されました。また、仮想通貨の口座もよく狙われており、

取引口座情報や仮想通貨のウォレット情報を収集しようとする悪質な業者なども複数確認さ

れています。 

Mac を狙ったマルウェア「XCSSET」 

XCSSET は Mac を狙い、Xcode のプロジェクトに感染することでユーザーに被害を与える

マルウェアです。当初は単独のマルウェアとして報告されていましたが、最近の調査結果を

踏まえ、現在進行中の攻撃キャンペーンに分類されています。 

2021 年上半期、Apple 社は使用する CPU のアーキテクチャを Intel から ARM64 に移行し

ました。マルウェア「XCSSET」はこの変化に素早く追随しました。ARM64 および

x86_x64 の両方の Mac に適応し、ペイロードも変更されました。これまで XCSSET は、

macOS の 2 つの脆弱性を悪用しており、新たな 3 つ目のエクスプロイトは、OS のブラウザ

を利用してユニバーサルクロスサイトスクリプティング（UXSS）のインジェクションを仕

掛けるものでした。そして今回、新たな M1 チップを搭載した Mac 上で実行可能な検体が

発見され、このマルウェアは、macOS 11（Big Sur）にも被害を及ぼします。 

このマルウェアは、Safari の開発版を利用して、不正な Safari フレームワークおよび関連す

る JavaScript のバックドア型マルウェアを C&C サーバから読み込むことで動作します。

C&C サーバ上で Safari のアップデートパッケージをホストし、ターゲットの OS のバージ

ョンに合わせたパッケージをダウンロードして感染端末にインストールします。新しくリリ

ースされた Big Sur に適応するために、「Safari 14」用のパッケージも新たに追加されてい

ます。また、Big Sur 用の偽アプリも作成されており、このアプリは、正規のアプリに酷似

したアイコンに変更されています。 

また、XCSSET は、以下のようなさまざまなウェブサイトから機密情報を窃取するために更

新されており、そのうち 2 つは仮想通貨プラットフォームに関連するサイトでした。 

• 163.com 

• Huobi 

• binance.com 

• nncall.net 
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• Envato 

• Login.live.com 

仮想通貨取引のプラットフォーム「Huobi」の場合、このマルウェアはアカウント情報を窃

取するだけでなく、ユーザーの仮想通貨ウォレットのアドレスを置き換えることも可能であ

り、これは以前のバージョンにはなかった新しい機能です。 

情報窃取型マルウェア「Panda Stealer」 

2021 年 4 月には、主に米国、オーストラリア、日本、ドイツを狙って拡散した情報窃取型

マルウェア「Panda Stealer」（Collector Stealer の修正版）が確認されました。このマル

ウェアは、ビジネスの見積もり依頼になりすましたスパムメールを介して拡散され、ユーザ

ーは、不正な Excel ファイルの添付ファイルを開くように仕向けられます。このケースでは、

以下の 2 つのタイプの感染経路が確認されています。1 つは、第二段階でローダーをダウン

ロードするマクロ型 XLSM の添付ファイルで、ダウンロードされるローダーはメインの情

報窃取型マルウェアのダウンロードと実行を担当します。 

もう 1 つの感染経路は、XLS の添付ファイルであり、PowerShell コマンドを利用して

Pastebin の代替プログラムである「paste.ee」にアクセスし、これにより、暗号化された

PowerShell コマンドにアクセスします。このマルウェアは、検出を回避するため、ファイ

ルレスの手法も採用しています。このマルウェアは、インストールされると、感染端末のユ

ーザーが保持する Dash、Bytecoin、Litecoin、Ethereum といったさまざまな仮想通貨ウォ

レットから、秘密鍵や過去の取引記録などの詳細を収集することができます。また、仮想通

貨ウォレットだけでなく、NordVPN、Telegram、Discord、Steam などのアプリケーショ

ンからも認証情報を窃取します。また、感染端末のスクリーンショットを撮影したり、感染

端末のブラウザからクッキー、パスワード、カードなどの情報を窃取することができます。 

Covid-19 関連の詐欺活動および偽装製品 

2021 年上半期、多くのユーザーを狙い Covid-19 への対応やパンデミックに便乗した攻撃の

増加が確認されました。例えば、サイバー犯罪者がテキストメッセージを使って人々を誘い、

個人情報を共有させようとしている事例などが挙げられます56。サイバー犯罪者はどんな状

況でも利用する傾向の中、ワクチンの提供や、失業者や困難な状況にある人のための金銭的

支援などをエサに多くのユーザーを誘惑しました。 

 
56 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/g/threats-ride-on-the-covid-19-vaccination-wave.html 
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これらの犯罪行為のほとんどは、政府の

パンデミック対応に関する情報や、規制

およびロックダウンに関するニュースが

常に流動的であることを利用しようとす

るフィッシングやソーシャルエンジニア

リングです。Covid-19 に特化した詐欺

や、フェイクニュース的目的の Web サイ

トへ誘導する行為が確認されたことから

も、こうした傾向は明らかです。また一

部では、偽のワクチン登録用アプリや医

療対応サイトへの誘導なども確認されま

した。例えば、Covid-19 テストの登録を

装 っ た 不 正 ア プ リ と し て 、 「 V-Alert 

COVID-19 」 （ 「 AndroidOS_Cerberus.HRXC 」 と し て 検 出 ） 、 「 Covid-19 Test 」

（「AndroidOS_Anubis.GCL」として検出）などが挙げられます。これらのアプリはいずれ

も、バンキングマルウェア「Anubis」と「Cerberus」を拡散することが確認されています。 

 

図 5：2021 年 1～6 月に確認された Covid-19 関連不正アプリの偽装手法内訳 

（これらの偽装アプリは「AndroidOS_FakeApp.NGPF」として検出） 

 

セキュリティ脅威予測 

トレンドマイクロは「2021 年のセキュリティ予

測」の中で、不正なリンクのクリックや不正な

ファイルの開封を促すため、攻撃者は、偽情報

を利用しますが、中でもワクチン開発への人々

の期待感に便乗したフィッシングの手口とし

て、偽装アプリ、不正なドメイン、さらにはソ

ーシャルメディアを利用して、健康情報や偽ワ

クチン、偽の接種待機者リストなどが登場する

と予測しました。 
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さらにまた、一部のサイバー犯罪者は、Telegram やその他のソーシャルメディアサイトな

どのメッセージプラットフォームを利用して、政府当局が課す規制やガイドラインを回避す

るためにワクチンの接種状況を偽ることに関心のあるユーザー向けに、偽の予防接種カード

なども提供していました。こうした状況を受けて、政府機関は、予防接種カード偽造を避け

るため、予防接種を受けた個人に対して接種カードの写真をソーシャルメディアに投稿する

ことを控えるように呼びかけています。さらなる懸案は、一部の販売者が E コマースサイト

で偽ワクチンを販売していたことです。偽造ワクチンの販売はもちろん、予防接種カードの

偽造は、健康ガイドラインを無視する一部の人々に利用されるだけでなく、パンデミックの

長期化やロックダウンの増加の可能性を示しており、極めて深刻な状況を招きかねません。 

また、メーカーや物流会社、企業のお客様など、予防接種に関わる事業者や個人を狙ったフ

ィッシング詐欺も確認されました57。さらに、機密情報を窃取する不正なファイル、メール、

Web ページなども確認されました。こうした活動の標的となった組織は、通信、銀行、小

売、政府、金融などの分野に属しており、予防接種事業に関与していることから選定された

と推測されます。 

Covid-19 関連の脅威状況に関するトレンドマイクロのデータによると、2020 年上半期から

2021 年上半期にかけて 50％の減少が見られました。 

 

図 6： Covid-19 関連脅威（メール、URL、マルウェア）の検出数推移 

 

この減少の要因としては、企業とユーザーの双方によるセキュリティの強化、オンラインア

プリケーションやソフトウェアなどの攻撃経路からの検出やブロックの改善、さらには、サ

イバー犯罪者が Covid-19 を便乗トピックとして使用することへの関心の低下など、さまざ

まな可能性が考えられます。また、このトピックに便乗する脅威の多くは米国とドイツで検

出されました。 

 
57 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/g/threats-ride-on-the-covid-19-vaccination-wave.html 
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図 7：2021 年 1～6 月に検出された Covid-19 関連脅威の国別内訳 

 

むろん、一定の減少を示したとはいえ、パンデミックやワクチンのコールドチェーン（ワク

チンに特化したサプライチェーン）にまつわる詐欺活動は、個人情報の窃取だけでなく、世

界全体が Covid-19 に対処し続ける中で人命を危険にさらす事態にもつながるため、引き続

き警戒が必要です。 

IoT ボットネットマルウェア「VPNFilter」の脅威 

サイバー犯罪者は、ルータ、プリンタ、ネットワーク接続型ストレージ（NAS）など、一般

的にセキュリティが確保されていない IoT デバイスなどに対しても攻撃の手を緩めていませ

ん。これらのデバイスが標的になりやすい理由としては、ユーザーが IoT 機器に修正パッチ

を適用する機会が少ないこと、オペレーティングシステム（OS）に自動更新機能がないこ

と、メーカーがセキュリティアップデートをほとんど出さないことなどが挙げられます。 

2021 年初旬、トレンドマイクロはルータの感染状況を調査しました。結果、これらの機器

に影響を与えるマルウェアファミリーとして最も多かったのは、2018 年に発見され同年に

活動を開始した IoT ボットネットマルウェア「VPNFilter」58であることが判明しました。こ

のマルウェアは、複数の既知のベンダーのバックドアアカウントやエクスプロイトを利用し

て、ルータやストレージデバイスを侵害することが知られており、初期感染、C&C 通信、

ペイロード展開の 3 段階で不正活動を行います。ただし、2018 年からという旧来の脅威で

あるため、いくつかの緩和策がすでに用いられています。2018 年、米国司法省が C&C ドメ

インをシンクホール（トラフィックを本来の目的地からリダイレクトする動き）を実行し、

利用サイト「Photobucket」に対して、マルウェアコンポーネントへのリンクに使用されて

いたユーザープロファイルの URL を削除するように強制しました。 

 
58 https://www.trendmicro.com/en_ph/research/21/a/vpnfilter-two-years-later-routers-still-

compromised-.html 
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現在の「VPNFilter」ボットネットの詳細を調査するため、トレンドマイクロでは非営利セ

キュリティ組織「Shadowserver Foundation」と提携しました。彼らのデータによると、

2018 年に 14,000 件以上だった感染ルータは、現在 5,447 件にまで減少していました。それ

でも、IoT ボットネットでは対象デバイスが物理的に交換されるまで、感染状態が継続する

傾向があります。このため、現存する VPNFilter は、ほぼ「駆除できない」状態になってお

り、このまま別の攻撃者に引き継がれて利用される可能性も懸念されます。 

この点からトレンドマイクロでは、マルウェアの動作の第 2 段階のダウンロードサーバを探

索している感染デバイスを確認し、感染ネットワークが今後、次の段階に移行するのを防ぐ

ため、Shadowserver 所有のシンクホールで示された IP アドレスを注入しておきました。し

かしながらルータを守るセキュリティ対策はそれほど簡単ではありません。ファームウェア

のアップデートは推奨されている一方、そうしたアップデートの運用は、PC などの端末の

エコシステムと比較しても簡単とはいえません。また、ベンダーやインターネットサービス

プロバイダ（ISP）の担当者がルータの設定やアップデートを行っているケースもあり、ユ

ーザーの中にはルータにアクセスできない場合も存在しています。 
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広く利用されている技術で起こる脆弱性のリスク 

2021 年 3 月、Microsoft 社は、中国のハッキンググループ「Hafnium」が行ったとされる、

オンプレミス版 Microsoft Exchange Server に存在する 4 つのゼロデイ脆弱性59の大量悪用

の対応に追われることとなりました。同社は脆弱性に関するアドバイザリを公開しましたが、

攻撃直後の数日間、トレンドマイクロでは、米国で少なくとも 3 万に及ぶ企業や組織が攻撃

を受けた可能性があり、6 万 3000 台のサーバに脆弱性が残っていると報告しました60。 

これらの脆弱性は、総称して「ProxyLogon」と呼ばれています。これらの脆弱性が発見・

報告されて以来、ボットネット「Prometei」やコインマイナー「LemonDuck」、ランサム

ウェア「DearCry」や「BlackKingdom」などの拡散に悪用されています。Outlook Web 

App の ポ ー タ ル の 大 半 は イ ン タ ー ネ ッ ト 上 に 露 出 し 、 Google Search 、 Shodan 、

BinaryEdge、Censys、ZoomEye などの検索エンジンによってインデックス化されているた

め、こういった脆弱なサーバは、格好の標的となりました。Shodan によると、修正パッチ

がリリースされた翌日の 2021 年 3 月 4 日には、この脆弱性が存在する Exchange Server が

26 万 6 千台以上あったとのことです。 

また、Microsoft Windows に標準搭載されているサービス Print Spooler にも、悪用される

脆弱性が複数存在しており、Microsoft 社にとってはもう一つの課題となっていました。ま

ず同社は、2021 年 6 月にリリースしたセキュリティ更新プログラムにより、その内の 1 つ

の脆弱性（CVE-2021-1675）に対処しました。その後、2021 年 7 月には、脆弱性

「PrintNightmare」に対して、別の定例外のセキュリティ更新プログラムをリリースしま

した。これは、システム権限で任意のコードを実行できる重大な脆弱性（CVE-2021-34527）

に対処するものです。しかし、この時点ですでにこの脆弱性の悪用による攻撃方法の概念実

証（PoC）がネット上で公開されていました。攻撃者は、この手法を利用すれば、プログラ

ムのインストール、データの表示、変更、削除、および完全なユーザー権限を持つ新しいア

カウントの作成を行うことができます。同社は、脆弱性（CVE-2021-34527）に対するアド

バイザリを公開し、この脆弱性悪用を阻止することができましたが、同年 7 月中旬にはさら

に別の脆弱性が報告されました。セキュリティリサーチャーBenjamin Delpy 氏61によって

明らかにされた特権昇格（EOP）の脆弱性であり、CVE-2021-34481 に採番されたこの脆弱

性は、ハッカーにシステム権限を与えるだけでなく、ネットワークへのアクセスを制限する

ものでした。 

 
59 https://www.trendmicro.com/en_us/devops/21/d/could-the-microsoft-exchange-breach-be-stopped.html 

60 https://www.trendmicro.com/en_us/devops/21/d/could-the-microsoft-exchange-breach-be-stopped.html 

61 https://twitter.com/gentilkiwi/status/1416079316673339392 
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2021 年は、重要な脆弱性を悪用した重大な攻撃でスタートしたものの、全体的に報告され

た重要な脆弱性の数自体は、2020 年から大きく減少しました。一方で、深刻度が中程度と

低程度に分類される脆弱性の数は増加しています。 

 

図 8：公開された脆弱性における CVSS 深刻度別件数推移（公表情報から集計） 

 

Windows 11 でのセキュリティ対策 

Windows 関連では、Microsoft 社が 2021 年 6 月に Windows 11 をリリースする計画を発表

し、Windows 10 のユーザーには無償でアップグレードを提供することを明らかにしました。

しかし、Windows 11 の新しいシステム要件については、64 ビットプロセッサでしか利用で

きないことなどが懸念されています。今回の公式発表62では、システムのセキュリティがこ

の決定を後押しした大きな要因の一つであるとしています。 

同社の発表によると、「Windows 11 は、Windows Hello、デバイス暗号化、仮想化ベース

のセキュリティ（VBS）、ハイパーバイザーで保護されたコードインテグリティ（HVCI）、

セキュアブートなどの保護機能を有効にできるハードウェアを要件とすることで、セキュリ

ティの水準を高め、これらの機能を組み合わせることで、テスト済みのデバイスではマルウ

ェアが 60%減少することが示されています」と述べています。 

トレンドマイクロのデータは、マルウェアの脅威が Windows ユーザーにとって深刻な問題

であることを裏付けています。マルウェアの被害を最も受けているバージョンは、

Windows 10 がトップであり、Windows 7 も第３位となっています。Windows 10 ユーザー

の場合、250 万件近くのマルウェアが検出されており、このバージョンでの適切なマルウェ

ア対策の重要性が求められています。 

 
62 https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/06/28/update-on-windows-11-minimum-system-requirements/ 
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図 9：マルウェアの検出率が高いオペレーティングシステムのトップ 10 

 

Microsoft SharePoint では 2021 年当初から RCE の脆弱性が 5 件確認されており、これは

2020 年上半期とほぼ同数です。 

SharePoint の脆弱性（2020 年上半期および 2020 上半期の比較） 

Microsoft SharePoint CVE-2021-24066 
ワークフローの信頼されていないデータのデシリアラ

イズによるリモートコード実行の脆弱性 
ZDI-21-194 2021-02-12 

Microsoft SharePoint CVE-2021-27076 
信頼されていないデータの InfoPath List デシリアラ

イズによるリモートコード実行の脆弱性 
ZDI-21-276 2021-03-11 

Microsoft SharePoint CVE-2021-31181 
WebPart 解釈のコンフリクトによるリモートコード

実行の脆弱性 
ZDI-21-573 2021-05-13 

Microsoft SharePoint CVE-2021-28474 
サーバサイドの制御解釈のコンフリクトによるリモー

トコード実行の脆弱性 
ZDI-21-574 2021-05-13 

Microsoft SharePoint CVE-2021-26420 
ワークフローコンパイラ内部の露出した危険な機能の

リモートコード実行の脆弱性 
ZDI-21-755 2021-06-23 

Microsoft SharePoint CVE-2020-0931 
信頼されていないデータのスコアカードデシリアライ

ズによるリモートコード実行の脆弱性 
ZDI-20-465 2020-04-15 

Microsoft SharePoint CVE-2020-0932 
信頼されていないデータのタイプコンバータデシリア

ライズによるリモートコード実行の脆弱性 
ZDI-20-468 2020-04-15 

Microsoft SharePoint CVE-2020-1102 
共有フォームの不完全なブラックリストによるリモー

トコード実行の脆弱性 
ZDI-20-648 2020-05-12 

Microsoft SharePoint CVE-2020-1181 
サーバーWeb パートによるリモートコード実行の脆

弱性 
ZDI-20-694 2020-06-09 

表 2：2020 年 1～6 月および 2021 年 1～6 月に確認された SharePoint の RCE 脆弱性一覧

（公表された脆弱性情報を整理） 
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VPN に存在する脆弱性 

「2020年年間セキュリティラウンドアップ」63でも紹介したとおり、ネットワーク接続を外

部の脅威から守ることを目的とする企業にとって、仮想プライベートネットワーク（VPN）

は必須となっています。多くの企業や一般ユーザーが、オフィスや自宅で VPN を導入して

います。2020 年初頭から利用が急増し64、2021 年初頭の調査では、世界中のインターネッ

トユーザーの 31％が VPN を利用したことがあるとされています65。しかし、VPN に重大な

脆弱性が存在した場合、サイバー脅威の侵入経路になり得ます。実際、攻撃者はその欠陥を

利用してターゲットのシステムを侵害しています。 

トレンドマイクロによる下記のデータでは、2020 年および 2021 年の上半期に最も注目さ

れ、広く普及した VPN に存在するいくつかの脆弱性を確認しています。これによると、

2021 年 1 月には脆弱性（CVE-2018-13379）の検出数が急激に増加し、それ以降の月では

減少に転じたものの、2020 年の同時期と比較して顕著に増加していることがわかりました。 

 

表 3：主要 VPN 脆弱性の検出数推移 

 

CVE-2018-13379 は、Fortinet 社の VPN 製品に存在する脆弱性です。サイバー犯罪者はこ

の脆弱性を悪用することで、特別に細工された HTTP リソースリクエストを介して対象のシ

ステムファイルをダウンロードし、VPN のシステムで使用する認証情報を入手します。脆

 
63 https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/research-and-analysis/threat-reports/roundup/a-

constant-state-of-flux-trend-micro-2020-annual-cybersecurity-report 

64 https://www.techradar.com/news/vpn-usage-saw-major-spike-last-year-heres-why 

65 https://dataprot.net/statistics/vpn-

statistics/#:~:text=The%20VPN%20industry%20is%20expected,ages%20of%2016%20and%2024 
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弱性アップデート前に攻撃を受けている可能性を勘案し、管理者はアップデートと共に認証

情報の更新も行う必要があります。 

一方、Pulse Secure 製品の CVE-2019-11510 および CVE-2019-19781 の検出数は大幅に減

少しました。ただし CVE-2019-11510 は、ランサムウェア「Sodinokibi」の拡散など 2020

年の時点で既に攻撃者に悪用されていました。 

有名アプリ「SHAREit」に存在する脆弱性 

トレンドマイクロでは、以前、2019 年に最もダウンロードされたアプリケーションの 1 つ

として Google Play で 10 億以上のダウンロード数を誇るファイル共有ゲームプラットフォ

ーム「SHAREit」66に存在する複数の脆弱性を発見しました。このアプリは、ユーザーが動

画にアクセスしたりゲームをダウンロードしたりできる、ピアツーピアのファイル共有ネッ

トワークとして販売されています。 

このアプリを解析して脆弱性を検査した結果、まず、ダウンロード URL が Google Play だ

けでなく、他のベンダーのものも含まれていることが判明しました。ほとんどの URL は

HTTP プロトコルを使用しているため、中間者（MitM）攻撃によって改ざんされる可能性

があります。また、この脆弱性を悪用して、ユーザーの機密情報漏えいや任意コードの実行

が行われる可能性があります。また、RCE（リモートコード実行）につながる可能性もあり

ます。このアプリは、APK（Android パッケージキット）などのさまざまな種類のファイル

の転送やダウンロードを許可して促進しますが、これらの機能に関連する脆弱性は、意図し

ないセキュリティ上のリスクとなる可能性が高いといえます。なお、SHAREit の開発元は、

本レポートの公開後、これらの脆弱性を修正しています。 

 

  

 
66 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/b/shareit-flaw-could-lead-to-remote-code-

execution.html 
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クラウドを新たなターゲットとして旧来の手口が再来 

2021 年上半期にトレンドマイクロのコンテナ

ハニーポットから収集したデータによると、ク

ラウドに対する攻撃で使用されるツールやテク

ニックは、2019 年に見られたものに戻るなど

変動しています。2019 年には、攻撃者はマル

ウェアやエクスプロイトがすでに組み込まれた

不正なコンテナイメージを使用していました。

そして 2020 年は、展開後に不正な検体をダウ

ンロードする手法となり、不正イメージの使用

は見られなくなっていました。しかし 2021 年

になると、攻撃者は、不正なコンテンツととも

に不正なイメージを使用する手法に戻っている

ようです。 

ハニーポットのデータを分析したところ、興味深い点として、不正なコンテナイメージをエ

ントリーポイントに使用する手法が 3 つのカテゴリーに分けられることが判明しました。1

つ目のカテゴリーでは、使用するプロセスに正規のサービス名を付けることで管理者を騙さ

そうとする手口が確認されました。例えば、プロセスに「NGINX」という名前をつけてい

た事例がありましたが、これは正規の Web サーバの名称です。2 つ目のカテゴリーは、通

常、コインマイナーで構成されており、攻撃者は、自身の不正な目的を隠すことなく、簡単

に見分けられるよく知られた仮想通貨の名称を使用していました。最後に、3 つ目のカテゴ

リーでは、エントリーポイントが、不正なファイルを作成もしくダウンロードする単なるス

クリプトであるケースです。現在、コンテナイメージのリポジトリの中には、不正なコンテ

ンツをチェックするものがあるため、こうしたチェックを回避するため、この手法が最も多

く使われています。こうして攻撃者は、一見すると無害に見えるが、実際には実行時にのみ

不正コンテンツを作成もしくはダウンロードするスクリプトを利用します。 

サイバー犯罪グループ「TeamTNT」によるクラウドへの攻撃活動 

標的型攻撃のセクションで述べたように、「TeamTNT」は、洗練されたツールと技術を備

えたサイバー犯罪グループです。例えば、DDoS が可能な IRC ボット「TNTbotinger」を作

成して拡散するなどしています。2021 年当初には、このグループの活動として、クラウド

の認証情報を狙って、クラウドアプリケーション運用を促進するプラットフォームを侵害し

ていることが確認されました。 

セキュリティ脅威予測 

トレンドマイクロは「2021 年のセキュリテ

ィ予測」の中で、ハッカーがクラウドサーバ

を乗っ取り、不正なコンテナイメージを展開

しようとすることが、企業でのクラウド導入

に際しての懸念材料になると予測しました。

さまざまなアーキテクチャにおいてコンテナ

イメージが利用される中、このサービスに対

するユーザーの信頼を逆手にとった攻撃者が

格好の標的とする可能性があるからです。 
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トレンドマイクロは、2021 年 3 月、TeamTNT の活動を調査したところ、AWS の認証情報

窃取のために設計され67、ハードコード化されたシェルスクリプトを含むバイナリの使用が

確認されました。そしてこの場合、攻撃者が標的のインスタンスを侵害して、さらにスクリ

プトを実行した後、AWS のメタデータサービスを介して展開された認証情報を検索する動

作が判明しました。このスクリプトは、情報窃取に際してファイルを作成し、その上で、窃

取情報を含んだファイル受信向けに設定されたリモート Web サーバへ、自身が作成したフ

ァイルをアップロードします。ただし、窃取情報のアップロード先である Web サーバは、

実際にはオープンディレクトリとして設定されていた（または設定ミスである）ため、調査

に際しては、アップロードされたすべてのファイルにアクセスできました。このサーバは、

窃取された情報だけでなく、この攻撃グループが感染端末に展開する予定の Linux 向け仮想

通貨マイニングツールのリポジトリにもなっていました。この調査では、感染したインスタ

ンスを合計 4,000 件以上検出しました。 

また、このスクリプトは AWS インスタンス上で動作するように設計されているだけでなく、

あらゆる種類の Linux 端末、コンテナ、クラウドインスタンス上でも動作することが判明し

ました。ファイル名のタイムスタンプから、このグループによる攻撃キャンペーンは 2021

年 2 月 10 日に開始されたと推測されます。 

さらにこの攻撃キャンペーンは、2021 年 5 月、大規模化した Kubernetes68クラスタを侵害

し、それを仮想通貨のマイニングに利用していたことも確認されました。Kubernetes は、

コンテナ化されたアプリケーションの展開、スケーリング、管理を自動化するためのオープ

ンソースのシステムとして広く利用されています。この攻撃では、複数のクラスタで 5 万件

近い IP が侵害されていることが確認されました。 

この攻撃では、GitHub から入手可能な無料オープンソースのネットワークスキャンツール

「masscan」および、バナー取得用の非推奨ツール「Zgrab」という 2 つがインストールさ

れました。また、IRC ボットもインストールされ、関数「kube_pwn()」を使用して以下の

コマンドを実行します。 

• コンテナのパッケージインデックスを更新する 

• bash, wget, curl の各パッケージをインストールする 

• 自身の C&C サーバからシェルスクリプト「setup_xmr.sh」をダウンロードして一時フ

ォルダに保存する 

 
67 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/c/teamtnt-continues-attack-on-the-cloud--targets-

aws-credentials.html 

68 https://www.trendmicro.com/en_us/research/21/e/teamtnt-targets-kubernetes--nearly-50-000-ips-

compromised.html 
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• このスクリプトを実行して、仮想通貨「Monero」のマイニングを開始する 

2021 年 3 月から 5 月にかけて実行されたこの攻撃キャンペーンでは、複数の IP アドレスが

繰り返し悪用されました。特定されたインターネットサービスプロバイダ（ISP）のリスト

には、中国や米国を拠点とするプロバイダが最上位に挙げられており、一部のクラウドサー

ビスプロバイダ（CSP）も含まれていました。なお、米国と中国が上位に位置づけられた要

因としては、他の多くの国に比べてかなり多くのクラスタが運用されていた可能性が指摘さ

れます。 

Linux システムを狙った脅威 

今回リストアップしたベンダーの脆弱性とは別に、Linux システムに対する脅威についても、

トレンドマイクロでは調査を実施しました。Windows や macOS ほど広く普及しているわけ

ではありませんが、米国航空宇宙局（NASA）、米国国防総省（DoD）、Google など、多

くの大規模組織が Linux を使用しています69。以下の表は、トレンドマイクロの「Trend 

Micro™ Deep Security™」および「Trend Micro Cloud One™ - Workload Security」のデー

タに基づいて、2021 年 1 月 1 日から 2021 年 6 月 30 日までに Linux サーバ上での実行が確

認された上位のマルウェアファミリーをリストアップしたものです。このリストを作成する

にあたり、トレンドマイクロでは、自社のセンサーから約 1,500 万件のイベントを識別して

フラグを立てました。 

 

図 10：2021 年 1 月 1 日から 6 月 30 日までに Linux システム上で検知された 

マルウェアファミリーのトップ 5 

 

注目すべきは、Linux サーバの上位にランクインしたマルウェアファミリーがコインマイナ

ーであることです。クラウド上には豊富なコンピューティングパワーがあることを考えると、

 
69 https://www.zdnet.com/article/whats-2020s-most-popular-operating-systems/ 
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サイバー犯罪者がマイニング活動のためにこれらのリソースを盗むことは理にかなっている

といえます。SPN のデータによると、これらのマルウェアファミリーが確認された Linux の

タイプは以下の４つになります。 

 

図 11：2021 年 1～6 月にマルウェアが確認された Linux の上位４タイプ 

 

さらに、トレンドマイクロのクラウド型セキュリティソリューション「Trend Micro Cloud 

One™ Workload Security」で収集された 2021 年上半期のデータでは、130,000 件以上の

Linux ホスト上で、5,000 万件以上の IPS イベントが確認されました。この IPS イベントを

OS 別に見たところ、以下の結果となりました。 

 

図 12：2021 年 1～6 月における IPS イベントの Linux 種別件数 
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また、以下は「Trend Micro Cloud One™」のデータから悪用や PoC（概念実証）が確認さ

れた脆弱性の上位 15 件です。 

既知もしくは概念実証の脆弱性として確認された上位一覧 CVE 

Apache Struts 2 のリモートコード実行（RCE）の脆弱性 CVE-2017-5638 

Apache Struts 2 REST プラグイン XStream RCE の脆弱性 CVE-2017-9805 

Drupal Core RCEの脆弱性 CVE-2018-7600 

Oracle WebLogic サーバの RCE 脆弱性 CVE-2020-14750 

WordPressファイルマネージャープラグインのRCE脆弱性 CVE-2020-25213 

vBulletinの「subwidgetConfig」の認証されないRCEの脆弱性 CVE-2020-17496 

SaltStack ソルト認証の脆弱性 脆弱性 CVE-2020-11651 

Apache Struts OGNL表現のRCE脆弱性 CVE-2017-12611 

Eclipse Jetty のチャンク幅解析における整数オーバーフローの脆弱性 CVE-2017-7657 

Alibaba Nacos AuthFilter の認証バイパス脆弱性 CVE-2021-29441 

Atlassian Jiraの情報漏えいの脆弱性 CVE-2020-14179 

Nginx の細工された URI 文字列によるアクセス制限回避の脆弱性 CVE-2013-4547 

Apache Struts 2 RCEの脆弱性 CVE-2019-0230 

Apache Struts OGNL表現のRCE脆弱性 CVE-2018-11776 

Liferayポータルの信頼されていないデシリアライゼーションの脆弱性 CVE-2020-7961 

表 4：2021 年 1～6 月に悪用や概念実証が確認された脆弱性トップ 15 

 

全体として確認された脆弱性は約 200 件に及び、WordPress や Apache Struts などの一般

的なツールやサービスのほか、Atlassian Jira DNSmasq や Alibaba Nacos などのサービス

の脆弱性が含まれていました。 

• Alibaba Nacos • DNSmasq 

• Apache HTTPd • ISC BIND 

• Apache Struts • Netty 

• Apache Tomcat • NGINX 

• Atlassian Jira • OpenSSL 

• CMS – Drupal and WordPress and their plug-ins. • Oracle WebLogic Server 

表 5：2021 年 1～6 月に脆弱性の悪用や概念実証が確認された主なツールやサービス 
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2021 年上半期の脅威概況 

2021 年上半期、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）」は、メールの脅威、不正ファイル、不正 URL などからな

る 400 億以上の脅威をブロックしてユーザーを守りました。 

 

2021 年 1~6 月に全世界で検出された脅威の総数 

 

 

図 13：2021 年 1 月～6 月に全世界で検出された脅威の総数と検索クエリ数の推移 

 

ブロックされたメールの脅威、不正ファイル、不正 URL の検出数は、いずれも第 1 四半期

から第 2 四半期にかけて増加し、クエリ数では、Email レピュテーションおよびファイルレ

ピュテーションが増加した一方、URL レピュテーショでは若干減少しました。 

コインマイナーの検出はここ数カ月間で拡大し、SPN で検出されたマルウェアのランキン

グでトップとなりました。一方、WannaCry は、ここ数年、トップに君臨していましたが、

最近は減少傾向にあり、2021 年上半期の集計では第 2 位となっていました。なお、今回新
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たに第３位にランクインした「Webshell」は、Web サーバを悪用して感染端末へのリモー

トアクセスを可能にする際に用いられるマルウェアの総称です。 

 

図 14：2021 年 1～6 月に最も検出されたマルウェア種別トップ 10 

 

最も活発なコインマイナーのランキングは、2020 年とほぼ一致しており、「MalXMR」が

トップを維持し、その他、「Coinminer」や「ToolXMR」がランクアップしました。 

 

図 15：2021 年 1～6 月に最も検出されたコインマイナー種別トップ 10 
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2021 年上半期、C&C サーバとエンドポイントとのボットネット接続の検出数は 84 万以上

に達し、接続された C&C サーバの検出数は 2 万 2000 近くとなりました。2020 年以降、こ

れらの検出数は減少傾向にあり、2020 年の同時期と比較すると、ボットネット接続は

36.8％、C&C サーバは 73.1％減少していました。 

 

図 16：2021 年 1～6 月に検出されたボットネット接続および関連 C&C サーバの検出数 

※注：「ボットネット接続」とは、C&C サーバに問い合わせや接続を行った固有のエンドポイント

との接続を指し、「ボットネット関連 C&C サーバ」は、これらエンドポイントが問い合わせや接続

を行った固有かつアクティブな C&C サーバを指します 

 

ランサムウェアファミリーの検出数は、2020 年以降、着実に減少しており、2021 年上半期

に発見された新たなランサムウェアファミリーの数は 49 個にとどまっています。それにも

かかわらず、金銭的な影響や現実の業務への影響の観点から注目すべきサイバー攻撃事例の

ほとんどは、ランサムウェア攻撃となっていました。 

 

図 17：新たに発見されたランサムウェアファミリー数の推移 

2021 年 1～6 月は前年同期比 17%減 
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表 6：2021 年 1～6 月に発見された新たなランサムウェアファミリーの詳細 

（トレンドマイクロ調べ） 

 

スパムメールの添付ファイルに使用されたファイルの検出数は、合計 500 万件以上に及び、

ファイル形式のランキングでは、PDF 形式が大部分の 66.1%を占め、DOCX 形式や EXE 形

式がその後に続いています。 

 
図 18：2021 年 1～6 月に検出されたスパムメール添付ファイルの形式別トップ 10 
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2021 年上半期、モバイルデバイス関連の不正アプリの検体は、300 万件以上検出されまし

た。また、不正な Android アプリの数も増加傾向を示していました。 

 

図 19：不正な Android アプリの検出数推移 

 

ビジネスメール詐欺（BEC）は、わずかに増加し、2020 年上半期と 2021 年上半期を比較す

ると 4％の上昇を示しています。これはコロナ禍により、企業内において直接のコミュニケ

ーションがとりづらい状況に攻撃者が便乗しようとした可能性が考えられます。 

 

図 20：BEC 関連メール検出数の推移 

※注：あくまでも検出数であり、実際に被害が発生した件数を示すものではありません。 
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