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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 過去 6 か月間の重要インフラに対する
サイバー攻撃

y マルウェアを利用して破壊的な攻撃を
仕掛けるハクティビストの存在

y 標的となる頻度が増加している病院
システム

y 鉄道へのサイバー攻撃と新たな保護
ガイドライン

y OT 環境を攻撃する侵入の警報

y 企業、OT、IoTに影響を与えるマルウェアの
カテゴリ

y 推奨事項と 2023年の予測

  

ハードコードされた認証情報を含
むプロトコル

最も攻撃元が多い国

最も多く使用されている認証情報

ユニークな攻撃元の IP アドレス

攻撃元の IP アドレス

最も多く実行されたコマンド

Nozomi Networksの IoTハニーポットから
得られた独自の知見：

2022 年下半期における脅威の現状
2022年 7月〜 12月

進化し続けるサイバー脅威の状況は、新たな攻撃者や攻撃手法の出現により、絶えず 

変化しています。

技術の進歩につれて、サイバー攻撃者が機密情報へのアクセスや破壊的なサイバー攻撃を開

始する方法が、ますます高度になっています。モノのインターネット (IoT)の出現により、犯

罪者は多数の接続されたデバイスにアクセスし、複数の侵入ポイントからネットワークにアク

セスすることができるようになりました。

過去 6か月間でサイバー攻撃が大幅に増加し、運輸から医療に至る幅広い業界で、大き

な混乱を引き起こしました。特に鉄道は攻撃の対象になりやすく、鉄道事業者とその資産

を保護する対策が実施されるようになりました。

さらに、ハクティビストは、ロシア・ウクライナ戦争における政治的影響力を増すために、

重要なインフラを不安定にするワイパーマルウェアを使用しています。

サイバー脅威が高度化し激化している中、組織は攻撃者が OT/IoTをどのように標的にし

ているか、また重要な資産を攻撃者から守るのに必要な対応は何かを、理解することが

重要です。
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2022 年下半期で注目を集めたサイバー
イベントの経緯：

このタイムラインは、2022 年	7 月～	12 月の最も重要
なサイバーイベント（サイバー攻撃、新たなポリシー、	
マルウェアなど）をまとめたものです。

2022 年上半期には、ロシア・ウクライナ戦争がサイバー
脅威の状況に与えた影響が見られました。

2022 年下半期にも、鉄道、病院、製造、エネルギー
などの重要なインフラの分野に対する破壊的なサイバー
攻撃が続いています。

ハクティビストは、データの盗難や

分散型サービス妨害 (DDoS) 攻撃

から、重要なインフラに破壊的な攻

撃を引き起こすワイパーマルウェア

へと戦術をシフトしています。

ロシアの攻撃者が、数か所
の石炭火力発電所を所有す
るウクライナのエネルギー
企業、DTEK Groupを攻撃
しました。

ハクティビストは	
ワイパーマルウェアを	
使用してイランにある 
複数の製鉄企業を攻撃し、
操業を停止させました。

BRP manufacturing

社がサイバー攻撃を受け、
一時的に操業を停止しま
した。

6 月
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31日
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16日
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イタリアの国有エネルギー	
企業、GSEがサイバー攻撃
の被害に遭いました。

ハクティビストが、各種の
水道システムに関係する、
PLC（公開有限企業）を	
ハッキングしました。

米国の運輸保安庁 (TSA) は、	
鉄道に対する新たな 
サイバーセキュリティの 
ガイドラインを発行しました。

サードパーティの 
IT プロバイダーに対	
するサイバー攻撃が、
デンマークの列車運行
を停止させました。

ランサムウェア攻
撃が、フランスで
病院の稼働を停止
させました。

ロシアの攻撃者が、ボットネッ
トを使用し、ウクライナの原子
力発電企業、Energoatom の
ウェブサイトを攻撃しました。

イタリアの石油企業、Eniの	
コンピューターネットワークが
サイバー攻撃を受けました。

ハクティビストが、米国にて
数か所の空港のウェブサイトで、
分散サービス拒否 (DDoS) 攻撃
を仕掛けました。

CommonSpirit Health 社に	
対するサイバー攻撃が理由で、	
全米で手術に遅れが生じました。

インドの電力会社、
Tata Powerが	
サイバー攻撃とデータ
流出に遭いました。

輸送テクノロジー企業、	
Continentalがランサムウェア	
攻撃の被害に遭い、社外秘の PII

が流出した可能性があります。

ランサムウェアがコロンビアの
エネルギー企業、Empresas

Públicas de Medellín 

(EPM)を攻撃し、同社の IT

インフラがシャットダウンされ、
40もの異なるデバイスから
データが盗まれました。
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このレポートでは、Nozomi Networks Labsハニーポット
によって収集された独自のデータを共有します。これ
らのパッシブセキュリティシステムは、攻撃者にとって
価値のある資産をシミュレートすることで、攻撃者にな
る可能性のある人物を検出するために使用されます。
2022年下半期には、以下の成果が得られました：

y ハードコードされた認証情報を含むプロトコル：

Telnet は現在、SSH よりも標的になることが多く、	
Telnet が	70%、SSH が	30% の割合となっています。

y 攻撃元が最も多い国：米国、中国、韓国のデバイス

は、他の国のデバイスよりも高い頻度で、攻撃者によっ
て攻撃の開始に悪用されています。

y 最も多く使用されている認証情報：デフォルトの認証情
報が引き続き使用されていますが、その利用頻度が、	2 

倍～	3 倍に高まっています。これは、アクセスを試みる
ボットネットが増えていることを示しています。
y 最多の攻撃元のユニーク IP アドレス：7 月、10 月、	

11 月に、OT/IoT を標的とするユニーク	IP アドレスの
数が急増しました。
y 最多の攻撃元 IP アドレス：悪意のある	IP アドレスに
よる当社の IoTハニーポットへのアクセス試行では、
最多のエントリで	60,000 件を超えるアクセス試行が
あり、これは前回レポート時の	2 倍となっています。

これらのコマンドは、他のコマンド
よりも一般的 であり、 複数の

マルウェアファミリのスクリプトで

発見されています。

1. enable
2. shell

3. sh
4. system

過去 6か月間、トロイの木馬 は企業のネットワークを標的としたマルウェアとし
て最も多く検出されており、 リモートアクセスツール (RAT)はOTを標的とし、
DDoS マルウェアは IoTデバイスを標的としていました。

攻撃者は、「クリアテキストのパスワード」 と 「弱いパスワード」 を盗み出してデバイスに
不正アクセスできます。これらのアラートは、短時間のうちに 「複数のアクセス拒否
イベント」 を伴っていることから、ブルートフォース攻撃（総当たり攻撃）の可能性を示
していると言えましょう。攻撃者がサーバーへ過度の接続要求を試みる、「TCP を悪用
した SYN フラッド」のような他の警報も、サービス拒否 (DoS) 攻撃の試みを示してい
る可能性があります。

完全なデータについては、詳細なレポートを参照してください。

最も多く実行された上位 4 つの
コマンド

ICS（産業制御システム）での攻撃の統計
2022年 7月〜 12月

最も重要なタイプ
の侵入アラート

最も一般的に検出さ
れたマルウェアの 
カテゴリ
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「クリアテキストパスワード」

「弱いパスワード」

「パケットルールの一致」

「TCP SYNフラッド」

「複数のアクセス拒否イベント」

「改悪されたOTプロトコルパケット」

「信頼性の低い IP」

「MITM攻撃」

「総当たり攻撃」
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脆弱性の脅威を取り巻く状況
2022 年 7 月から 12 月にかけて、当社では CISA が公表した、産業制御システムサイバー緊急事態対応チーム
(ICS-CERT) によるアドバイザリを分析しました。

このグラフは、2022 年後半にリリースされた共通脆弱性識別子 (CVE) に関連する、上位の共通脆弱性タイプ
一覧 (CWE) を示しています。

新たに次の 2 つの産業で脆弱性が判明しました： 

上下水道産業および運輸産業です。

これは、2022年に報告された水処理施設や鉄道 /交通システムに関するさ
まざまなサイバー攻撃を反映したものです。

領域外メモリへの書き出し (CWE – 787) と領域外メモリの参照 (CWE – 125) は、

同年上半期と比較して大幅に増加しました。 

これらに共通するソフトウェアとハードウェアのセキュリティ上の欠陥を理解するこ
とによって、組織はネットワークをより適切に保護する方法についての知見を得る
ことができます。

エネルギー産業

上下水道システム産業

運輸産業

医療と公衆衛生産業

基幹製造業

20

65

19

16

181開示された脆弱性の
影響を最も受ける 
上位 5 分野

領域外メモリへの書き出し - CWE-787

領域外メモリの読み取り - CWE-125

不適切な入力検証 - CWE-20

不適切なアクセス制御 - CWE-284

制限されたディレクトリに対する不適切な	
パス名の制限（パストラバーサル） - CWE-22

重要な機能に対する認証の欠如 - CWE-306

0 10 20 30 40
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推奨事項  

2022年に見られた事象から、2023年のサイバー脅威の
状況は、攻撃者が脆弱なシステムやネットワークを悪用す
るための手法を進化させているだろうことから、引き続き、
複雑かつ高度なものとなっていくことが予想されます。

潜在的な脅威から保護するために、重要インフラを扱う
組織は、次のような予防的な防御戦略を優先する必要が
あります： 

y ネットワークの分割

y 資産の発見

y 脆弱性の管理

y パッチの適用

y ログの管理（ロギング）

y エンドポイントの検出

y 脅威情報の分析・整理・活用（脅威インテリジェンス） 

2023 年に発生する可能性のあるサイバー 
脅威に対し、より有効に対抗できるよう、
組織は今すぐシステムの予防的な保護を講
じる必要があります。

2023 年に予想されるものとは

1. ハイブリッドな脅威戦術
TTPと動機に基づいて攻撃者の種類を分類することは、過去
に攻撃者追求で役立ってきましたが、今後はより困難になる
でしょう。

3. 医療機器の悪用
スキャナーを使って脆弱性を悪用する以外にも、攻撃者は、	
より広範な分析と監視を目的として、デバイスデータを集積する
ために使用される医療システムにアクセスすることができます。	
この操作によって、誤動作や測定値の誤り、さらには薬物の	
自動投与で過量投与が生じる可能性さえあります。

6.サイバーセキュリティの専門家は、新しいスキルを
学ぶ必要があります
サイバーセキュリティの専門家は、新しい脅威の出現に迅速に
適応し、システム環境を保護するための新しい方法を見いだ
す必要があります。

4.サイバー保険の転換点
サイバー犯罪者は、サイバー保険金請求の契約内容を調査し、
サイバー保険金の支払額に合わせた金額になるよう身代金 要求
額を調整しています。このことによって、保険料が大幅に値上が
りするか、サイバー保険のリソースが枯渇する事態も考えられ、
重大な請求の申請や支払いの受け取りがさらに困難になっていく
可能性があります 。

5. 悪意のある目的で使用される、AI を活用した
チャットボット
これらのシステムがより高度化するにつれ、攻撃者が悪意のある
コードを記述することや、脆弱性に対する搾取方法を開発するの
に利用される可能性があります。また、より説得力があり文法的
に正確なフィッシング /ソーシャルエンジニアリングテキストを生
成するのに悪用される可能性もあります。これらすべては、標的
を絞った脅威戦略の開発に要する時間を短縮し、サイバー攻撃の
頻度の増加につながる可能性があります。

2. 量子技術の脅威と備え
攻撃者が量子技術による復号化に備えて「現時点の暗号化データ
を保存し、後で複合化する」(SNDL)手法を使用するため、CISA

は組織がデータを今すぐ保護して、後に量子技術によって復号化
されるリスクを軽減できるよう、便利なガイダンスを提供します。
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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：

ダウンロードする

y 重要インフラに対する最近のハクティビスト攻撃
y ICS/OT/IoTデバイスの脆弱性と悪用のトレンド
y 2023年のサイバーセキュリティを取り巻く状況の予測

https://www.nozominetworks.com/ot-iot-security-report-january-2023/
https://www.nozominetworks.com/iot-ot-cybersecurity-research-report-january-2023/


nozominetworks.com

Nozomi Networksは、OT および IoTに対するセキュリティと可視化のリーダーです。

当社は世界最大級の重要インフラ、エネルギー、製造、鉱業、運輸、ビルディングオートメーション、

その他の OT システムのサイバーセキュリティの可視化を統一させることで、デジタル変革を

加速します。革新的な研究開発により、卓越したネットワークの可視化、脅威の検知、

運用上の洞察を通じて、深刻化するサイバーリスクへの取り組みを可能にします。

接続されたすべてのデバイスのサイバー
セキュリティと分析
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