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エグゼクティブサマリー

本レポートは以下の内容で構成されます：

y サイバーセキュリティの状況をまとめます。

y 現在の脅威における主要な動きを特定し、そ
れらに対抗するためのソリューションを提案
します。

y ロシア/ウクライナ危機を振り返り、この紛争
を通じて得られた攻撃者の能力に関する洞
察、また新しい攻撃ツールとマルウェアがど
うやって侵入するかをご紹介します。

y モノのインターネット（IoT）のボットネット、
対応するセキュリティ侵害インジケーター
（IoC）、攻撃者の戦術/テクニック/手順
（TTP）に関する知見を提供します。

y 推奨事項と予測分析を行います。

絶えず変化するサイバー脅威の状況下において、それが組織にどのよう
に影響を与えているかを理解することがこれまで以上に重要になってい
ます。過去6か月間で、攻撃者による新たな戦術の使用に加え、攻撃の頻
度と複雑さが急上昇しています。過去には可能性が低いと思われていた
脅威が、突然ありふれたものになりました。

例えば、以前はランサムウェアの標的ではなかった企業が、現在はその
攻撃の被害を受けています。このような変化に加え、攻撃者は、セキュリ
ティソリューションによる攻撃活動の検出を巧妙に妨げる行動を続けて
います。

セキュリティを強化し、将来の脅威を最小化するために、企業はサイバー
リスクへの全容をリアルタイムに把握し、充分な情報に基づいて自社を
保護する最善の方法を決定できなければなりません。

  

2月に起こったロシアによるウクライナ
侵攻開始以来、以下のようなことが起
こっています：

ハクティビストの活動

国家の支援を受けた
APTとサイバー犯罪

ワイパー型マルウェア

Industroyer2

2022年上半期における脅威の状況
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2022年上半期で注目を集めたサイバー
事件のタイムライン 

Viasatへのサイバー攻撃によってドイツ
国内で5,800機の風力タービンが動作不
良を起こし、ヨーロッパ全土で混乱が生じ
ている

ロシア/ウクライナの軍事
衝突：ロシアによるウクラ
イナ侵攻

6
Jan

SysJoker： 新しいカスタムのリ
モートアクセス型トロイの木馬
(RAT) はWindows、MacOS、
Linuxに影響を与える

ロシアとウクライナの関係に緊張が生じた
ことによるCISA警告：ロシア国家が支援す
るサイバー脅威が米国の重要なインフラス
トラクチャを標的としている

Oiltanking GmbH 

Group がランサムウェア
による攻撃を受け、世界
的な石油会社の各社で
は別の貯蔵施設へ経路
を変更して石油を輸送

ベラルーシの鉄道
に対するハクティビ
ストの攻撃がロシア
軍の進軍を遅らせた

Nvidia： 米国最大のマイクロチッ
プメーカーがランサムウェアによる
攻撃を受けた

INCONTROLLER： 

産業制御システム(ICS)

を標的とする、国家の支
援を受けた攻撃ツール

ウクライナの送電網が、
Industroyerよりも対
象を絞った亜種である 
Industroyer2による
攻撃を受ける

ロシア/ウクライナの軍事衝
突から生じた CISA警告：
ロシア国家が支援する犯罪
的なサイバー脅威が重要な
インフラストラクチャを標的
としている

Samsung に対する
データ侵害（攻撃者：
Lapsus$）

風力タービンメーカー
Nordex がサイバー
攻撃を受け操業を停止

Microsoft へのデータ侵害：
37 GBのソースコードがdev 

opsサーバーから流出（攻撃
者：Lapsus$）

自動車メーカートヨタでは
サプライヤー1社がサイバー
攻撃を受けたことにより操
業停止。他の関連企業2社
も操業停止。

ノルウェーはロシ
ア国家の支援を受
けた脅威攻撃グル
ープによるものと
みられるサイバー
攻撃を受けた

ロンドン港湾局(PLA) 

がサイバー攻撃を受けた

ロシア国家の支援を受
けた攻撃者killnetが
リトアニアに対するサ
イバー攻撃を開始
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このページでは、現在の脅威を取り巻く状
況を形成してきた、2022年1月～6月の重要
なサイバー事件の一部をタイムラインで紹
介していきます。

2022年2月にロシアがウクライナへの侵攻
を開始して以来、ハクティビスト、国家が支
援するAPT、サイバー犯罪者など、さまざま
な種類の攻撃者による活動が見られてきま
した。

また、ワイパー型マルウェアの使用も着実
に普及しており、Industroyer2と呼ばれる
Industroyerの亜種が、産業環境で広く使 
用されているIEC-104プロトコルを悪用す 
る目的で開発されました。

https://www.nozominetworks.com
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IoTボットネットの状況

Nozomi Networks Labsのハニーポットはデー
タを収集、分析して攻撃者の活動に関する重要
な知見を提供しています。2022年上半期は、以下
のようなトレンドが見られました：

y 攻撃者が最も多い国：サイバー活動は、中国と
米国のIPアドレスに由来するものが最も多く
なっています。両国は高度なハイテク産業と製
造業を抱えるため、攻撃対象が増加したと考え
られます。

y ハードコードされた認証情報を含むプロトコ
ル：Miraiは、もともとTelnetを悪用する有名な
ボットネットでしたが、攻撃者がソースコードを
公開したため、SSHやその他のプロトコルを標
的とする亜種が作られてきました。

y 最も多く使用される認証：「root」と「admin」
の認証は、攻撃者がすべてのシステムコマンド
とユーザアカウントにアクセスできる可能性が
あるため、明らかに魅力的な標的となってお
り、複数の亜種で使用されています。

y 最多の個別攻撃者IPアドレス：当社のハニー
ポットが悪意のある活動に関連したIPアドレス

を収集したところ、月別では4月における活動
が最も盛んであり、5,000件近くの個別攻撃者
IPアドレスが判明しました。

y 最も多く実行されたコマンド： 当社では上位
10個のコマンドを特定しており、enable,
shell, system,which lsが名を連ねています。
約12,500のボットがこれらのコマンドを実行
しました。

脆弱性を取り巻く状況

多くのICSソフトウェアおよびハードウェア製品
のセキュリティ体制は、主にセキュリティ研究
者が発見した脆弱性を通じて開示されていま
す。2022年上半期には、ICS-CERTによって560
件の共通脆弱性識別子（CVE）が発表され、 
そのうち303件が2022年に新しく見つかったも
のでした。2021年下半期と比較して、報告され
たCVEの件数は14%減少しました。 

報告されたCVEのうち、131件が複数の分野に
影響を及ぼしました。最も直接的な影響を受
けた分野は基幹製造業で、109件のCVEが報
告されました。次に多かったのがエネルギー業
界の40件で、ヘルスケアと商業施設がいずれも
26件で第3位となりました。さらに、60社もの
ベンダーがCVEアドバイザリに記載され、172
の製品が関連しています。影響を受けたベン
ダー数は27％増加し、影響を受けた製品数は
2021年下半期から19%の増加となりました。 

560件 
の公表されたCVE 

2022年上半期におけるIoTボット

ネットの詳細な活動については、 レ

ポートの完全版 をご参照ください。

最も大きな影響を受けた業界

5,000 
に上る個別攻撃者のIPアド
レスが判明しました。

4月
はボットネットが最も盛んに
活動していた月で、およそ

基幹製造業

エネルギー

ヘルスケア

商業施設

複数の分野
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推奨事項  

組織内でどの関係者でも実装できる、予防的な
セキュリティ対策を講じる必要性が高まっていま
す。これには、セキュリティの問題について視点
が異なるであろうIT部門、コンプライアンス担当
者、リスク管理者が含まれます。最優先のセキュ
リティ対策には以下があげられます：

y 資産目録を正確に維持する

y VPNテクノロジーに関する最新版のパッチを実
装する 

y 特権アクセスを管理する

y ビッシングやSIMスワッピングの被害を受けに
くい強力な多要素認証（MFA）を使用する

y パスワードを頻繁に変更する

y ビッシングやソーシャルエンジニアリング全般
に関する従業員の研修を増やす 

追加の軽減策：

y バックアップ：ランサムウェアやワイパー型マ
ルウェアの攻撃によってデータが完全に消失し
ないよう、定期的にデータをバックアップし、

バックアップシステムをテストし、運用中のサ
ーバーとは異なるネットワークでオフサイトの
場所にバックアップを格納してください。

y 脅威インテリジェンス：サイバー脅威インテリ
ジェンスとは、組織がシステムとデータを保護
するのに役立てるために、サイバー脅威に関す
る情報を収集、分析、配布する手法です。この
情報に含まれる内容として、マルウェアの特
徴、攻撃対象の領域、セキュリティ侵害インジ
ケーター（IoC）が挙げられます。

y クラウドのセキュリティ：クラウドプロバ
イダーが定評を得ていること、ISO27001や
SOC1/2/3認定などの業界標準に準拠してい
ること、データの保存または転送時に暗号化

していること、多要素認証（2FA）とID管
理ツールを使用していることを確認します。

y 脅威の検出：脅威の検出は、将来の事象に対
する警告となるのに加え、潜在的な脅威をリア
ルタイムで検出して対抗するために使用します。
脅威の検出では、1つのIPアドレスから送られ
る異常な量のトラフィックや、特定のサービス
への多数の接続など、疑わしい活動がないか、
システムがネットワークを監視します。これは、
長い期間にわたって異常なアクティビティを監
視したり、既知の脆弱性についてネットワーク
をスキャンすることによって実施できます。

y ソフトウェア部品表（SBOM）：SBOMには、各
コンポーネントの異なるバージョンがいくつ存

在し、それらが使用されている場所についての
情報が記載されているため、時間の経過に伴
う変更を追跡し、他のコンポーネントでの問題
発生を防止するのに役立ちます。また、どのコ
ンポーネントが他のコンポーネントよりも露出
度が高く、脆弱であるかを理解し、それらの脆
弱性を軽減する方法を理解するのにも役立ち
ます。SBOMはまだ広く使用されていません
が、このテクノロジーの開発動向を見守ること
には意義があります。

予測   

この最新の分析に基づいて、2022年末までの期
間で予測される主要なサイバーセキュリティのト
レンドのいくつかを以下に示します：

y ICS関連の攻撃の増加

y ランサムウェアによる攻撃者は、引き続き重
要なインフラ企業を攻撃

y 大企業を標的とした攻撃の増加

y 技術ソースコードの盗難

y 今年初頭に確立された民間/政府のイニシアチ
ブに伴い、 サイバーポリシーとガバナンスが
強化

  より強力なセキュリティを目指した重要な脅威の軽減 

ソフトウェア部品表 
（SBOM） 

脅威 
インテリジェンス 

クラウドの 
セキュリティ

脅威の 
検知

バック
アップ
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OT/IoTセキュリティ
レポートをダウンロー
ドする
Nozomi Networks Labsは、脅威の現状を分析し、
以下の情報を提供します：
• 最近のランサムウェアとIoTボットネット攻撃
• ICS、OT/IoTデバイスの脆弱性と悪用のトレンド
• サイバー脅威に対する復旧戦略を改善するための手順

ダウンロードする
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OTとIoTのセキュリティと可視化を実現する業界最先端ソリューション
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