
ランサムウェアやIoTの 
脆弱性に対抗するために 
知っておくべきこと
サイバー回復力を高めるための推奨事項等

エグゼクティブサマリー

OT/IoTセキュリティレポート
2021年7月



OT/IoTセキュリティレポート|  エグゼクティブサマリー  |  2021年7月

2nozominetworks.com

ランサムウェアによる運用システムの破壊

ランサムウェア

ランサムウェアは2021年前半、特にColonial 

Pipelineへのサイバー攻撃がニュースのトップを独
占しました。この注目すべき事件ではOTネットワー
クへの直接的な侵入はありませんでしたが、同社が
パイプラインシステムを停止させることになったた
め、アメリカ東海岸ではガスが不足する事態になり
ました。

このことから、ITリスクとOTリスクには関連があるこ
とが浮き彫りになっています。ITへの攻撃がOTにまで
及んでいなくても、安全性に対する細心の注意から
運用システムが中断されました。

ランサムウェアの脅威は、今や役員レベルの話題と
なっています。OTシステムを導入しているすべての企
業は、こうした攻撃がどのように行われ、それに対し
てどう防御するかについて理解しておく必要がありま
す。

最近のランサムウェア攻撃は 「サービスとしてのラン
サムウェア (RaaS) 」 モデルを利用した犯罪グルー
プによって実行されるケースが増えています。これら
のグループはカルテルのように運営されており、利
益を目的として複数の無関係な団体が一つのエコシ
ステムで一緒に活動しています。

2021年の上半期は、COVID-19のパンデミック (世界的大流行) が新たな局面を
迎えました。予防接種計画によって、感染者数と重症化率が劇的に低下すること
が証明されました。1 先進国の一部で経済の正常化が見込まれるなか、世界経済は
5.6%の成長率で拡大しました。これは景気後退後のペースとしては過去80年で最
も速いものです。2

同時に、サイバー犯罪がその潜在的な利益性に後押しされて急激に増加し続けて
いる一方で、労働者は大きな打撃を受け、弱い立場に置かれています。 例えば、ラ
ンサムウェア攻撃は今年の1月から5月の間に116%増加したと推定されており、3 ラ
ンサムウェアによる被害額は増加しています。4

このレポートでは、OT/IoT環境とそのセキュリティコミュニティの保護に役立つ、ラ
ンサムウェア、新しい脆弱性の開示、IoT防犯カメラのセキュリティリスクという3つ
の重要な領域に焦点を当てています。リスクモデルおよびセキュリティプログラム
を再評価するための洞察と、運用システムのセキュリティを確保するための実践的
な推奨事項についてご説明します。

  

Colonial Pipelineに対
するランサムウェア攻撃

440万ドル

OTネットワークへの直接侵入はあ
りませんでしたが、パイプラインシ
ステムが停止される事態となりまし
た。同社は、6日間の停止期間と復
旧コストにより、多額の損失を出し
ました。

最も注目されたサイバー攻撃：2021年上半期

支払われた「身代金」

OTへの影響

https://www.nozominetworks.com
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ランサムウェア攻撃が巧妙化
Colonial Pipelineを攻撃した「DarkSide」という組
織は、RaaSの一例です。同組織は、攻撃の手口を複
数組み合わせて使用するマルウェアを入念に準備・
配備する作業をコーディネートします。これがしばし
ば、被害者の恐喝につながります。

Nozomi Networks Labsは、DarkSideの実行ファ
イルの内部を調査し、マルウェアの手口を3つの領域
に分けて明らかにしました。

	y 被害者とファイルの選定

	y 匿名性の確保と検知対策

	y データ復旧の妨害

攻撃の成功はRaaSモデルの有効性を示
すものであり、個々のグループの強みに応
じた分業が行われています。

 残念なことに、別のRaaS攻撃者グループであるREvil

も、JBS Foods、Acer、Quantaなどへの目立った攻
撃で、今年前半に大きく躍進しました。同グループ
は、5,000万ドル以上という記録的な額の身代金を
要求し、ビジネスに多大な影響を与えています。企業
はこの種の脅威にさらされるリスクが高いことがさ
らに強調されました。

サービスエコシステムとしてのランサムウェアの例

•  

•
 

•

攻撃をコーディネートする

関連会社から提供された初期アク
セスを利用して、ネットワーク内
にさらに侵入

身代金を受け取り、すべての関係
者に支払いを行う

• 
 

場所や目的（特定の国、病院など）
に基づいて被害者を除外するグ
ループもある

ランサムウェアグループ 

グループ

関連会社

• 

• 

攻撃に使われるランサムウェアを
開発

ランサムウェアに対する追加の防
御層を開発する可能性がある

開発者+パッカー

• 

• 

身代金の交渉

身代金支払い後に暗号通貨をロンダ
リングする

交渉役＋
ロンダリング担当者

• 

• 

ターゲットのネットワークを調査し
て最大の身代金要求額を特定

脅迫の材料を探す

アナリスト

•  被害者のネットワークへ
の初期アクセスを提供

ボットマスター＋
アカウント再販業者

標的となる被害者
多額の身代金を支払う
ことができる

標的となる被害者
侵入しやすい

標的となる被害者
なし

標的となる被害者
なし

標的となる被害者
なし

20~40%
ランサムウェアの割合

60~80%
ランサムウェアの割合

身代金の回収
マネタイズ戦略

サービスを販売
マネタイズ戦略

侵害されたネットワーク
へのアクセスを販売

マネタイズ戦略

マルウェアのサンプルや
ビルダーを販売

マネタイズ戦略

https://www.nozominetworks.com
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製造における重大な脆弱性が増加傾向

脆弱性調査

ICS-CERT5によって公表された脆弱性は、2020年
下半期と比較して、2021年上半期に44%増加しまし
た。影響を受けたベンダーの数は5%増にとどまりま
したが、製品数は19%増加しました。

影響を受けた業界の上位3社には、 「さまざまな
産業」 に分類される 「重要な製造業」 と 「エネ
ルギー」 が含まれます。主要な業界動向として、	
「重要な製造業」だけに影響を与える脆弱性が
148%増加しました。これは、多くのセグメントが新
型コロナウイルスのパンデミックによる操業停止か
ら勢いを取り戻すのに苦労している業界にとって、さ
らなる課題となっています。6

ICS脆弱性の動向

2020年下半期 2021年上半期

165 139 

最も多く開示されたCWE

重要な製造業において	
開示されたCWE さまざまな産業において	

開示されたCWE

エネルギーで 
公開されたCWE

他のすべての産業で 
公開されたCWE

2020年の下半期と比較すると、CWE-787は+64%
増加する一方、CWE-125とCWE-20はそれぞれ1つ
順位を下げました。

40% 23%

6%32%

2020年下半期 2021年上半期

537
373

+44% 増加
開示された 
脆弱性の総数

重要な製造業

さまざまな産業

エネルギー

1位

2位

3位

境界外書き込み (CWE-787)

境界外読み取り (CWE-125)

不適切な入力確認 (CWE-20)

1位

2位

3位

45
37

28

+19% 増加
実際に影響を受けた 
製品の数

* その他の産業グループとは、CISAが示す脆弱性の中で、商業施設、エネルギー、重要な製造業などを含むグループを指します。また、CISAの中には、特定の産業に分類しない 「さまざまな産業」 や 「さまざまな部門」 の脆弱性グループ
があり、これらの数は産業別統計には含まれていません。

2020年下半期 2021年上半期

213* 

86

+148% 増加
「重要な製造業」だけに 
影響を与える脆弱性

その他の産業グループ*の95件の脆弱性を

含めると、2021年上半期は合計で308件に
なります。

上位3位の産業
脆弱性の影響を受けた産業は 
2020年下半期から変化していません。

https://www.nozominetworks.com
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IoT防犯カメラの脆弱性

今日のOTネットワークは、10年前のOTネットワーク
とは大きく異なっています。第4次産業革命と新型コ
ロナウイルスの感染拡大によって進んだデジタルトラ
ンスフォーメーションがITとOTの融合を進めていま
す。OT環境には現在、IT装置やIoTデバイスなど、既
存のテクノロジーが多く含まれています。

IoT防犯カメラは、産業部門をはじめとする多くの企
業で広く使用されているデバイスの一例です。世界の
防犯カメラ監視システムの市場規模は2020年の455

億ドルから2025年には746億ドルまで拡大すると予想
されており、インフラ部門での利用が最も急速に伸び
ています。7  

Nozomi Networksはこの6か月間に、Peer-to-

Peer (P2P) 機能を使用して音声および映像配信の
リモートアクセスを可能にしている企業に対して、監
視カメラの脆弱性を3件発見して通知しました。

私たちのラボでは、ReolinkとThroughTekのカメラ
を調査しました。Reolinkは独自のP2P機能を開発、
使用していますが、ThroughTekは防犯カメラやIoT

デバイスの多くのOEM（相手先ブランド名製造）で
使用されているP2P SDKを提供しています。

調査の結果、どちらのベンダーにも、ユーザーの音
声・映像 (A/V) 配信にアクセスすると誰でもクリア
テキスト（暗号化されていないテキスト）でデータを
見ることができるという脆弱性があることが判明し
ました。

さらに、P2PベンダーがクリアテキストのA/V配信に
アクセスし、ローカルのユーザーリストとパスワード

にアクセスできるという場合もあります。これは秘
密保持義務に対する著しい違反です。

今年の3月に、公共の防犯カメラに対するサイバー攻
撃が発生しました。被害を受けたベンダーはVerkada

で、結果的に犯人は何千台もの監視カメラのライブ
映像データにアクセスできるようになりました。

攻撃のためのエントリーポイントはインターネット
上で公開されていたサポート用サーバーでした。犯
人はそこからA/V配信へのアクセスを最終的に許
可する権限のあるアカウント認証情報を取得しまし
た。

A/V通信のリモート視聴は一般的な機能ですが、製
品やベンダーを選択する際には、細心の注意が必
要です。リモートアクセスを可能にするためにどのよ
うな技術が使用されているか、サイバーセキュリティ
とデータプライバシーを確保するためにベンダーが
どのような対策措置を講じているかを知ることは重
要です。

  

また、攻撃者は侵入したカメラでシェ
ルコマンドを実行することもでき、被害
者のネットワーク上で水平方向に移動
するためのエントリーポイントが作られ
ました。これによってデータの盗難、ラ
ンサムウェアの配備、システム停止など
の問題が発生する可能性があります。

15万台の防犯カメラの 
ライブ映像が
Verkadaのサイバー
攻撃によって流出 

  防犯カメラシステム市場規模の拡大予想

455億ドル 746億ドル
現状 予想

2020年 2025年

https://www.nozominetworks.com


OT/IoTセキュリティレポート|  エグゼクティブサマリー  |  2021年7月

6nozominetworks.com

現在の脅威に対抗するために知っておくべきこと

結論および推奨事項

ランサムウェアによる攻撃が成功すると、被害企業
はハッカーの要求を受け入れる以外に選択肢がなく
なり、極めて深刻な打撃を被る可能性があります。リ
スクを大きく低減するには、ランサムウェアの感染を
予防するための積極的な対策を講じることが重要で
す。

ランサムウェア対策で最初に重点をおくべきなの
は、ネットワークに最初からアクセスする機会を減
らすことです。そのためには、スピアフィッシング対
策、セキュリティ意識向上のための研修の実施、さ
らに可能な場合は多要素認証の要求が必要です。

企業で最も関連性の高いサイバーセキュリティ基準
に基づき、深層防護を強化することも重要です。

ランサムウェア攻撃の頻度と巧妙さが増しているこ
とから、「侵入後対策」という考え方を重視するよう
にしてください。例えば、OTに影響を与える可能性の
あるITの障害について、運用の継続性および災害復
旧コンポーネントを含めた詳細な計画を立てます。

脆弱性に関しては、特定の期間内の数字を知るだけ
ではリスクを評価できません。 むしろ、REvilや新た
なランサムウェアなどの主要な脅威に対するセキュリ

ティ基盤を評価し、攻撃対象の表層を強化してくだ
さい。

IoTデバイスを選択する際は、これらのデバイスが			
「設計上安全でない」ことが多いことを念頭に置いて
ください。監視映像のリモート視聴などの機能が必
要な場合は、検討している技術や製造元について慎
重に検討してください。

新型コロナウイルスのパンデミック への対応が容易
になり、経済が強化されるにつれて、サイバー犯罪は

増加し続けるとみられます。

ネットワークを保護する企業を支援するため、このレ
ポートには、運用を保護するためにいま実行可能な
10の対策が記載されています。

このレポートは、脅威と脆弱性を取り巻
く環境の主な領域に関する洞察を提供す
ることで、企業がセキュリティ対策を評
価し、強化するための手助けとなること
を目的としています。

私たちは、企業がOT/IoTの可視性、セキ
ュリティ、モニタリングを向上させること
を提言しています。今日における攻撃者
の巧妙さと容赦のなさを考えると、侵入
後対策の考え方を取り入れることも重要
です。

IT/OTセキュリティ体制を継続的に改善
することは、運用システムの可用性、安全
性、機密性を確保するための最善の方法
です。

  直ちに実施すべき10の対策

「侵入後対策」
という考え方

ネットワーク 
の分割

マルウェア 
感染防止

脅威インテリ 
ジェンス

IoTベンダーと 
デバイスの選択

災害復旧 
計画の立案 

IoTネットワーク
のモニタリング

OTネットワーク
のモニタリング

安全なリモート 
アクセス 

攻撃対象となる 
表層を減らす

https://www.nozominetworks.com
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OT/IoTの可視化対策と 
セキュリティによる 
運用回復力の向上

以下に関する詳細なレポートをダウンロード

	y ランサムウェアに関する洞察

	y 脆弱性分析

 y IoT防犯カメラのリスク

	y 推奨事項

Vantageに関する情報

Nozomi Networks Vantage™ は、SaaSのパワーとシン
プルさを活用して、OT,	IoT,	ITネットワーク全体の運用の回
復力を高めます。

世界的なトップ企業が、自社の運用テクノロジーシステムを
保護するためにNozomi Networksを選択する理由をご確
認ください。ダウンロードする

デモをリクエストする

https://www.nozominetworks.com
https://attack.mitre.org/techniques/T1133/
https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report/
https://attack.mitre.org/techniques/T1027/
https://www.nozominetworks.com/demo
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https://www2.deloitte.com/us/en/pages/energy-and-resources/articles/manufacturing-industry-outlook.html
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Nozomi Networks
OTとIoTにセキュリティと可視化対策を提供する業界最先端ソリューション
Nozomi Networksは、世界の重要なインフラストラクチャ、産業および政府組織をサイバー脅威から保護することによ
り、デジタルトランスフォーメーションを加速します。当社のソリューションは、OTおよびIoT環境向けに、卓越したネット
ワークと資産の可視性、脅威の検出、および洞察を提供します。お客様は、運用の回復力を最大化しながら、リスクと複
雑さを最小限に抑えるために当社に信頼を寄せています。




