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特集
デジタルペネトレーションテストのあり方とは
巧妙に仕掛けられる標的型攻撃への次なる対策として、

「ペネトレーションテスト」
が注目を集めています。

今回の特集では、最新の動向を踏まえて、今やるべきペネトレーションテストと、

これからやるべきデジタルペネトレーションテストについてご紹介します。
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DX（デジタルトランスフォーメーション）とは何か。
また、DX 時 代に必 要となる高 度な「デジタルペネトレーションテスト」についてご説 明します。
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加藤 規匡
手法が高 度 化し、被 害がますます深刻化しているビジネスメール詐 欺（ B E C）。
被害の実 態や、ラックがご提 供しているB E C 専用の対 策 訓 練サービスをご紹 介します。
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高度化する攻撃と
追従する診断技術

西村 篤志

セキュリティ診断センター
センター長
2000年ラックに入社。主にセキュリティコ
ンサルティング業務に従事した後、セキュリ
ティインシデントが発生した際の初動対応
支援業務に携わる。2020年度よりセキュリ
ティ診断センターの責任者を務める。

高度化するサイバー攻撃と深刻な被害の増加
近年、標的型攻撃と呼ばれるサイバー攻撃の高度化が進み、組織

は以前に増して大きな脅威にさらされています。攻撃者は検知が困
難なように改変されたマルウェアを用いて侵入を試みるため、従来
のセキュリティの観点からは十分な対策を実施していると考えられ

るような大きな組織でさえも、長期間のシステム停止や情報漏えい
といった被害が多発しています。

攻撃側が狙いを定めたターゲットに本気で攻撃を仕掛けてきた場

合、従来の対策だけでは被害を完全に防ぐのは困難なのが現状です。
組織としては「高度化した攻撃を受けた場合、自組織の情報システ

ムは大丈夫か？」という問いにどう答えるかが喫緊の課題になって
います。

に主眼を置いています。

「脆弱性をゼロにする」ことは重要な指標ではあるのですが、組織

やシステムが大きくなるほど守るべき機器の数や調査すべき脆弱性
の数が増えるため、指標の達成は難しくなっていきます。そのため

近年では、セキュリティ診断を実施した上で、仮に脆弱性が残って
いたとしてその脆弱性で攻撃を実行される可能性は高いのか、仮に

攻撃が“成功”したとして被害の程度はどれくらいなのかといった攻

撃耐性の視点も含めて「自組織の情報システムは本当に大丈夫なの
か？」を考える必要が出てきています。

この問いに答えるための手段として昨今、注目度が高まっている

のがペネトレーションテストです。組織の特性に合わせた現実的な
攻撃シナリオに沿い、侵入の可否や侵入後の影響をより踏み込んで
調査することによって組織の攻撃耐性が確認できるからです。

より現実的な攻撃シナリオに沿った対策を
自組織の情報システムを守る対策は十分かを確認する手段とし

て、これまで主要な役割を担ってきたのがセキュリティ診断サービ
スです。

セキュリティ診断は攻撃に悪用され得る脆弱性の有無を調べるも

ので、セキュリティの抜けや漏れがないかを網羅的に確認すること

本レポートでは、ペネトレーションテストが必要とされる背景か

ら、ラックが提供するペネトレーションテストの特徴、DX
（デジタ
ルトランスフォーメーション）時代に現れた新たな攻撃手法とそれ

に伴って進化する対策までを特集します。また、ここ数年被害件数

が急増しているビジネスメール詐欺（BEC）の手口と、これに対応し
たメール訓練サービスについてもご紹介します。変化に応じた次の
対策を検討する材料としてぜひご活用ください。

セキュリティ診断
①網羅的な確認

②問題点の発見

ペネトレーションテスト
③報告

①被害を受ける
シナリオを検討

③どこまで侵害を
受けるかを確認

④報告

②シナリオに
沿った攻撃試行

システム全体を網羅的に確認

現実的な攻撃シナリオを用いて、攻撃耐性を確認
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ペネトレーションテスト動向と
最適なシナリオ
田中 優毅

なぜ今、APTマルウェア耐性を
検証すべきか

デジタルペンテストサービス部 担当部長
ラックに入社して18年目、セキュリティ監視センターJSOC
やサイバー・グリッド研究所、コンサルティング部門で金融
機関のセキュリティアドバイザなどを担当。2019年からは
診断部門でペネトレーションテストを担当。学生時代は、
チェス競技の日本代表選手として国際競技会に多数参加。
その先を読む目と相手の弱点を見つける攻防経験をペネト
レーションテストにも活かしたいと思っている。

ペネトレーションテストではどのような脅威や問題を想定して、どんなチェックや対策を行うのか、また、組織においてなぜペネ
トレーションテストが必要なのかについて、最新のインシデント動向や問題の検出傾向を踏まえて解説します。

ペネトレーションテストとは？

経営責任とペネトレーションテスト

セキュリティリスクのますますの高まりと共にペネトレーション

テストに注目が集まり始め、当社ラックへの依頼件数も、2017年か

ら2019年までの2年間で、およそ2.5倍に増加するなど順調な伸び
を示しています（図1）。
図1

ペネトレーションテスト

ペネトレーションテストの必要性を理解する上で大切なポイント

は、ひとたびサイバー事故が起これば、経営責任が問われる現代に
あって、現場任せの管理は危険だということです。

事故が起こる直前まで、いわゆるC-Suite（CEO、CIOなどの経営

層）には「わが社のセキュリティは万全」と伝わっているものです。
しかし多くの場合、セキュリティリスクの実態は、そうした報告と

依頼件数の伸び率

はかけ離れています。
「大丈夫と聞いている」という伝聞形の管理で

2.5倍にアップ

は心もとなく、
経営責任を問われる事態が防げないかもしれません。
セキュリティ事故を起こしたお客様を担当すると、
「事前に、ご相

談いただいていれば」と強く思います。ひとたび事故が起きると、多

くのお客様でセキュリティに対する取り組み方が劇的に変わりま
す。経営層が本腰を入れるからです。でも、それでは遅すぎること
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「ペネトレーション」は、
「侵入」を意味する単語です。ペネトレー

ションテストでは、前提を置いた上で模擬的な攻撃を行い、攻撃成
否や被害を検証します。

「前提」とは、例えば「端末のマルウェア感染」などの、想定される

攻撃の起点を意味します。
「被害」は、例えば「極秘情報が持ち出し」

は言うまでもありません。

「Trust but Verify（信頼する、しかし検証は欠かさない）」という

言葉があります。大きな組織であるほど、複雑なリスクの実態は「実

際に攻撃されなければ」分かりません。ペネトレーションテストは、
まさに「実際に攻撃し、事故を疑似体感していただく」ためのサービ
スなのです。

私たちは、テストの結果、お客様環境において、実際に発生し得る

などです。この「前提」と「被害」の組み合わせを脅威シナリオと呼び、

脅威シナリオについて、できるだけ詳細に、生々しく伝えるよう努

を選定し、先手を打った対策に繋げる事に、ペネトレーションテス

潜在被害状況などについて、手に取るようにお分かりいただけるこ

テストに先立って設定します。いつ起きてもおかしくないシナリオ
トの価値があります。

1

めています。攻撃者に狙われたらどうなるか、防御の穴、検知状況、
とでしょう。

今、行うべきペネトレーションテストの
「シナリオ」
とは

今、組織が行うべきペネトレーションテストのシナリオと、そのテストで検出される典型的な問題点について説明します。
●現実の脅威を踏まえた「筋の良いシナリオ」の考え方

「筋の良いシナリオ」を策定するには、実際に世の中で被害につな

がっているもの、つまり「目下の危険なリスク」の把握が必要になり

ます。図2は、ラックの救急対応サービスが出動したインシデントの
原因別割合※1です。

マルウェア関連インシデントが、全体の半数を占めていることが

分かります。実際、マルウェア関連インシデントはここ数年、インシ
デントの原因別でトップの状態が続いています。また、サーバへの

図2

2019年にラックが対応したインシデントの原因別割合

DDoS

1％

BEC
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内部犯行
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不明・
その他

12％

マルウェア
サーバ不正侵入

不正侵入に対する防御にはパッチ適用などの根本策があるのに対

し、マルウェア感染には人間の不注意という要素が含まれるため、
根絶が困難です。つまり、今実施すべきシナリオは、
「不注意などに
※1

インシデントの原因別割合：「サイバー救急センターレポート 第8号」https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20200130_001983.html

26％

50％

よって、マルウェアに感染してしまったとしたら」を前提として、
「業
務情報や機密情報を盗み出されるなどの致命的な被害に容易に直結
するかどうか」です。

けながら潜伏する」戦術を取る傾向が顕著だからです。

フルパッチ状態であっても防げない、こうしたAPT攻撃※4に用い

られるマルウェア（以降、APTマルウェア）と同じ手法をぶつけ、そ

●ペネトレーションテスト実施の意義

私たちは、マルウェアに感染するシナリオでペネトレーションテ

ストを実施するとき、お客様からのご要望が特に無ければ、CVE※2

番号が採番されるような「脆弱性」は用いません。これは、マルウェ

アの背後にいる実際の攻撃者も、異常として検知されるリスクの高

い脆弱性のexploit※3は安易に実行せず、”living off the land”
（環境

2

寄生）戦略と呼ばれる、
「正規管理者ツールの悪用の範囲で検知を避

れに対抗できるシステム強靭化策を提示することが、APT攻撃シナ
リオのペネトレーションテストサービスを実施する意義だと言える
でしょう。

以降、イメージしやすいパスワード関連の事項を例に、多く見ら

れる問題点を紹介します。

パスワードに関する典型的な問題の例

潜伏活動を続けようとする攻撃者にとって、マルウェアを送り込んだ後の目標は高権限パスワードの奪取です。
これにより、正規通信に紛れて活動することが容易になるためです。
「Cyber Hygiene」という言葉があります。 私たちが日常生活を

送る中で歯磨きや手洗い、うがいを当たり前にやるように、企業も
日常の事業活動の中でセキュリティ運用の基礎事項を当然のことと

●不用意に書かれるパスワードとその流用問題

ITシステムのマニュアルには、ID・パスワードが記載されているこ

とが少なくありません。ユーザ部門には、今順調に動いているシス

して実施することが重要ということを意味します。この言葉は「サ

テムにはいかなる変更も加えたくないという気持ちが強いあまり、

は凡事徹底」、あるいは
「当たり前だと思っていることも徹底するの

けばいいや」と考えてしまう人は、あなたの組織に何人いるでしょ

イバー衛生」と訳されていますが、私はこれを「セキュリティの要諦

は難しい」というように読み取っています。なぜなら、脅威シナリオ
を実現する過程で、以下のような問題が繰り返し検出されるためで
す。Cyber Hygiene を、
「セキュリティの要諦は凡事徹底」と訳した
くなる気持ちがお分かりいただけると思います。

パスワード変更を怠ってそのまま使う人が少なくありません。
「動
うか。

●運用管理アカウント問題

APTのラテラルムーブメント ※5において、Pass the Hash※6の

手法は古くから知られています。不用意に高権限なアカウントのパ

●Joeアカウントパスワード問題

Joeアカウントとは、IDとパスワードが同一であるアカウントで

す。IDがtanaka、パスワードもtanaka、そのようなアカウントです。
そんなパスワードを設定する者はうちの会社にはいない、と思われ

るかもしれません。しかしもし仮にそういう人が1万人に1人だけ

スワードハッシュが残される原因の１つは、
「どこにでも何でもで
きる」アカウントを、サポート依頼対応などで半日常的に用いるこ

とです。しっかりとしたアカウント統制、これもまた、凡事徹底と言
えます。

いるとしましょう。すると1万人の組織で、Joeアカウントが少な

●Administratorのパスワードが共通という問題

にもなります。そして実際には、1万人に1人よりずっと多い確率で

ドが共通である場合が少なくありません。これに、IT系企業などで

くとも1つ存在する確率は、64％、2万人の組織ならばなんと87％
Joeアカウントが設定されています。つまり、Joeアカウントが存在
しない組織が、実は殆ど存在しないのです。

キッティング配布PCでは、ビルトインAdministratorのパスワー

よく見られる、従業員に管理者権限を渡すなどの運用が重なり合う

と、極めて危険です。マルウェア感染から重要情報の漏えいまで、
どんなにかかったとしても数時間で実行されてしまうでしょう（図
3）。

図3

ビルトインAdministratorを使ったマルウェア感染例
③Pass the Hashによって
他PCに感染を広げ、情報取得

Administrator

①従業員アカウント
（管理者権限あり）
でマルウェアに感染

User01
Administrator

②マルウェアがAdministratorの
パスワードハッシュを取得

※2
※3
※4
※5
※6

CVE： Common Vulnerabilities and Exposuresの略。製品における脆弱性の識別番号。
exploit： 脆弱性を利用した攻撃手法のこと。
APT攻撃： 高度な技術を利用して特定の組織を攻撃する標的型攻撃のこと。
ラテラルムーブメント： マルウェアの感染を拡大させていく活動のこと。
Pass the Hash： 取得したパスワードのハッシュを利用して不正に認証を突破する攻撃。

Administrator

Administrator

4

3

セキュリティレベルの向上に向けて

本稿では、今実施すべきセキュリティテストはペネトレーションテストであり、

特にマルウェア感染シナリオに基づくテストが有効だということを紹介しました。
図4は、ラックのペネトレーションテストにおける検出事項のリス
クレベル統計です。８割以上のお客様で、前述のパスワード関連の
問題を中心とする致命的な問題点（Highレベルの問題点）を検出し

からということに他ならないのですが、それだけではありません。

に対策が必要なMediumレベルの問題点が検出されています。これ

実施に際しては、ある意味ゲームのような「勝負」に似た感覚を持っ

な改善の余地が見つかり、セキュリティレベルの向上につなげられ

トといえるでしょう。しかし、
「勝つ」だけではペネトレーションテ

図4

り、Aという手法の結果として生じる被害の実証にばかり気を取ら

ていることが分かります。また、残り2割近くのお客様でも、基本的
はつまり、ペネトレーションテストを受けたお客様の多くで「大き
る」と読み解くことができます。

※2017年度～2019年度にラッ

16％

クが実施したペネトレーション

テストで、お客様ごとに確認さ
れた最大リスクレベルの割合

High

84％

優秀なペネトレーションテスタほど、ペネトレーションテストの

ています。セキュリティに関わる技術者として必要なマインドセッ
ストの価値を最大化できません。

Aという手法だけで
「勝負がついた」意識を過度に持ってしまった

ラックのペネトレーションテストで検出された問題点の割合

Medium

5

８割以上のお客様で致命的な問題点が見つかるという結果になっ

た理由を一言でいえば、ラックのペネトレーションテスタが優秀だ

（Lowリスクレベル以下の問題

しか検出しなかったお客様事例
は存在しません）

れて時間切れとなったりしては、Aの対策は提示できたものの、実は

Bという手法も存在したのに見逃したということになりかねません。
お客様価値の最大化のためにペネトレーションテスタとして重要

なことは、ネットワークを掌握できる方法、つまり改善策を、できる
だけたくさん具体的に提示することです。

ペネトレーションテストのベンダ選定にあたっては、資格の有無

などでテスタの技術力を確認することが重要であることは言うまで

もありませんが、ベンダチームのマネージャーが上記の点をコント

ロールできる体制かも考慮して選定していただくのが良いでしょう。

熊本城に学ぶ
「防御」
への考え方
熊本のシンボル、熊本城は、熊本地震で大きな損傷を受けて

Threat-led Penetration Test、日本語訳は「脅威ベースのペネ

公開を再開しました。築城から長い時間が建っているのに大地

出の城の図面を見ながら軍議するように、徹底的に攻城シナリ

がは不落の名城です。熊本城は、加藤清正が16世紀末の朝鮮出

かけてみます。しかしTLPTのポイントは、むしろこの後にあり

だ難攻不落の名城です。朝鮮での籠城戦では飢えに苦しんだの

退しようと戦うのです。まさに清正が行ったであろう、実戦的

埋め込まれ、畳には食用となる里芋の茎が使われたといいます。

されたら、そりゃ終わりだよ」と言ってはばからない方も少な

を想定したのです。陥落までのわずかな時間差が、援軍が到着

バーセキュリティ環境ではありません。侵入を防ぐことはもち

復旧工事を進めていましたが、2019年10月5日、大天守の特別

トレーションテスト」です。さながら清正と軍臣たちが、門外不

震にも倒壊しなかった点、短い時間で復旧を果たした点、さす

オ、すなわち脅威シナリオを洗い出し、そして実際に攻撃をし

兵において経験した、壮絶な籠城戦から学んだ備えを詰め込ん

ます。防御・籠城側が、攻城側、つまり疑似サイバー攻撃者を撃

でしょう、熊本城の本丸の壁には、非常食としてかんぴょうが

演習です。お客様企業のIT担当者の中には、
「ひとたび中に侵入

本丸に迫られても、最後は「壁を食べて、畳を食べて」戦うこと

くありませんが、現状はそんな甘いことを言っていられるサイ

し、生死を分ける境目となるかもしれないのです。

ろん大切ですが、あらゆる事態を想定し、

同じことは、組織のITネットワークにも言えます。攻撃者が

外堀を埋めてしまっても、本丸、すなわち重要情報に至るまで1

侵入者と闘うための備えが不可欠です。
築城から400年余り、大地震から復

日でも時間が稼げるならば異常に気付けるかもしれません。ウ

活した熊本城には、サイバー乱世に

藤清正にとって、ITセキュリティ用語である「多層防御」など当

詰まっています。

イルス対策ソフトのシグネチャが間に合うかもしれません。加
たり前のことでした。

外堀が埋められたら、どう戦えばいいでしょうか。城門が破

られたら？

二の丸まで入られたら？

清正も、きっとさまざ

まな状況を想定した演習を欠かさなかったことでしょう。 真

剣な守りを考えるならば、名城に、加藤清正の防御への理念に
学ぶべきです。

話 は 現 代 に 戻 り ま す が、TLPTと い う 言 葉 が あ り ま す。

おける守備の考え方も学べる教訓が

知見の整理

DX時代の不正対策。
デジタルペネトレーション
テストのあり方とは

仲上 竜太

デジタルペンテストサービス部 部長
最先端のデジタル機器やサービスに対して攻撃
者観点から脆弱性対策を行うサービスの技術開
発を担当。リサーチャーとしてデジタルトラスト
時代のセキュリティ事例研究を行っている。

DX
（デジタルトランスフォーメーション）とは、AIやIoTなどの
デジタルテクノロジーの導入や浸透による新たな価値の創出のこと。
企業や組織ではDXへの取り組みが拡大し、デジタルテクノロジーが活用される領域が広がっています。
一方で、新たなテクノロジーの登場とともに進化する攻撃や不正行為に対し、企業としての対応が求められています。

デジタル化の裏で進むデジタル不正

信頼性が揺らいでいます。

米国では、納品された半導体チップに、不正に侵入するためのバッ

ディープラーニングなどの機械学習の発展によって進化したAI技

クドア（裏口）が仕掛けられていた事件が発覚しました。さらに、ソ

すようになりました。デジタルテクノロジーの活用によってビジネ

ムが改ざんによって不正に書き換えられ、情報を盗み出すプログラ

術は、いまやさまざまな場面で活用され、私たちの生活に深く根ざ
スに新たな価値を創造するDXは、より良い社会を実現するためにす
でに不可欠な概念になったといっていいでしょう。

モバイルネットワークの整備とデバイスの低価格化によって登場

したコンセプトであるIoTは、生活の利便性向上やさまざまなデー
タの収集分析に大きく貢献しています。

昨今、日本政府は目指すべき社会の姿を「Society5.0」として提言

しています。これは、IoTによるビッグデータの収集とAIによる分析

により、さまざまなデジタルサービスの結合によってサイバー（デ
ジタル空間）とフィジカル（物理空間）を融合させた社会です。

デジタルテクノロジーを活用した新たなサービスによって、私た

ちの生活はより便利で豊かになってきました。しかし、その一方で

テクノロジーを悪用した新たな不正である「デジタル不正」が生じて
います。

スマートフォンを利用したバーコード式の決済サービスでは、会

員管理機能の不備を突いた攻撃により、利用者の口座から気が付か
ないうちに不正送金されてしまう問題が発生しました。

また、家庭用に販売されたカメラなどネットワーク機器の設定不

備や脆弱性を悪用し、家庭の中をのぞき見たり、DDoS※7攻撃ネッ

トワークの一部としてボット化したりしてしまうマルウェアの出現
も記憶に新しいところです。

デジタルにかかわるモノづくりの現場では、サプライチェーンの

フトウェアメーカーが正規の手段で配布したアップデートプログラ
ムが仕掛けられる事件も発生しています。

これらの攻撃手法はサプライチェーン攻撃と呼ばれ、特にデジタ

ルにまつわる製造業において大きな問題となっています。

デジタル不正への有効な対処方法とは
標的型攻撃のように圧倒的に攻撃者が有利な状況下において製品

やサービスを守るためには、攻撃者と同じ視点・手法を用いて製品
やサービスを事前に調査・点検する方法が有効です。

製品やサービスに潜む不正利用の糸口を攻撃者の視点から見つけ

出して攻撃シナリオを構築し、実際に攻撃を行ってその対策方法を
助言するテストのことを、ペネトレーションテスト（侵入テスト）と

呼びます。IT環境でのペネトレーションテストは、高度な技術を持っ

たセキュリティエンジニアの手によってネットワーク内部への侵
入や情報取得が行われ、問題点や弱点が洗い出されます。同様に、産
業用制御システム、ネットワーク機器などのIoT機器や、決済サービ

ス、ゲームなどのオンラインサービスに対してもペネトレーション

テストを実施することで、製品・サービスを悪用した「第三者への攻

撃」
「情報や資産の窃取」
「システム全体の破壊」といった攻撃（図1）
への事前対策が可能になり、デジタル不正への耐性を向上すること
ができます。

図1 デジタルテクノロジーへの攻撃
第三者への攻撃

情報や資産の窃取

システムの破壊
攻撃グループ
※7

DDoS： Distributed Denial of Service attackの略。複数のマシンを利用したサービス不能攻撃（DoS攻撃）
のこと。

製品・サービスの脆弱性が悪用され、
サイバー攻撃被害の端緒となる

脆弱性が
含まれた
製品やサービス

6

さらに高度な「デジタルペネトレーションテスト」

ています（図2）。次の４つのステップによってテストを実施し、得

ラックでは、一般的な侵入テストよりもさらに高度な脆弱性

すます深刻化するデジタル不正への有効な対策とすることができま

チェックが実施できる「デジタルペネトレーションテスト」を提供し
図2

す。

デジタルペネトレーションテスト
① 脅威の特定

② 攻撃シナリオの策定

製品やサービス、
接続できるものの
すべてを調査

③ 侵入検査

④ 対策の検討

攻撃用プログラム
調査結果

重要情報
GET

脆弱性

正規の動作を利用
する場合もある

対策

攻撃シナリオに
沿って実施。
影響範囲も調査

指摘範囲は
製品や
サービスに
関わる
すべての領域

①脅威の特定

のバージョン、設定ファイルの値、ハードウェアの設計や使用して

バイス製品であれば、内蔵された基板上のチップからファームウェ

ンアプリ上の問題など、悪用可能なシナリオに対応した対策方針を

攻撃の糸口となる脆弱性や設計上の問題の有無を調査します。デ

アデータを抽出することで、外側からは見えないプログラムの不備
を確認します。

他にも製品やサービスと接続可能な全ての範囲について調査しま

す。例えば、BluetoothやWi-Fiといった無線インターフェース、開
発やサポート用に配置されたテストポートなどのハードウェアに依

存した攻撃可能箇所、ネットワークプロトコル、クラウドサービス

7

られた対策案を参考に実装の見直しや不備の修正を行うことで、ま

のAPI、スマートフォンアプリの調査などを行います。

②攻撃シナリオの策定

特定した脅威をもとに、製品やサービスを悪用するシナリオを策

いるモジュールの不具合、クラウドサービス側の問題、スマートフォ
明確に提示します。

デジタル不正対策に求められる人材とは
高度なデジタルペネトレーションテストで実施する実機への攻撃

手法は、実際に製品が世の中に出た場合に犯罪者によって行われる
サイバー攻撃とほぼ同等です。では、デジタル不正対策を行う人材
とは、どのような人材でしょうか。

デジタル化が進む製品やサービスにおいては、ハードウェア（電

定します。脆弱性だけでなく、正常に動作する機能を組み合わせる

子回路）、OS、アプリケーションプログラム、ネットワーク、スマー

ラー状態を意図的に利用するなど、攻撃者が悪用する手口によって

シャル）も含めて、コンピュータテクノロジーを幅広い領域でカバー

ことで不正が可能となる設計上の不備や、動作異常を引き起こすエ
実際にどのような被害につながるかを考察します。

提供されたソースコードを用いたホワイトボックステスト（内部

構造が明らかな状態で行うテスト）では、問題となった実装箇所を
特定し、類似の問題の有無を調査します。

③攻撃シナリオを用いた侵入検査

策定した攻撃シナリオを用いて、実機やテスト用環境での侵入検

査を実施します。攻撃シナリオが実際に有効であることを確認し、
悪用された場合の被害について影響範囲を調査します。

スマートフォンアプリからの操作に対応したIoTデバイスでは、

インターネット上のサービスを介して接続されているケースが多く

見られます。必要に応じてスマートフォンアプリを模した攻撃用プ
ログラムを開発し、第三者による不正操作や情報の窃取が可能かを
試みます。

④対策の検討

最終的に製品やサービスに対して悪用可能と判断できる攻撃シナ

トフォンアプリ、クラウド、さらには運用を行う「人」の世界（ソー
する必要があります。

これらの技術を体系的に習得するには多くの時間が必要です。エ

ンジニア個人の資質としてコンピュータテクノロジーについて深い
興味と洞察力を備えているとともに、デジタル不正の傾向や最新の
事例について常日頃からアンテナを張って情報収集し、情報交換を
通して知見を拡大し続けられる環境が必要です。

最新の技術に自ら触れることで込められた本質を理解し、その上

で製品やサービスを安全・安心に利用するために力を発揮できるモ
ラル意識も非常に重要です。

次世代のデジタルペネトレーションを目指して
ラックでは、デジタル不正対策サービスを提供するとともに、進

化し続けるデジタルテクノロジーに対して、いち早くペネトレー
ション技術を確立するべく、日夜、技術開発を行っています。

5Gをはじめとしたネットワークのさらなる進化や、量子コン

リオについて、対策案をまとめ提案します。

ピュータなどの新たなコンピュータの登場、VR／ARのような人間

す。

な社会の実現に向けて、これからも活動してまいります。

対策案では、製品やサービスに関わる全ての領域が対象となりま
その製品において使用しているOSやオープンソースライブラリ

の知覚を拡張するデバイスの普及など、デジタルによる便利で豊か

esportsとオンラインゲームから
考える不正対策
「デジタルペネストレーションテスト」によって対処すべき
デジタル不正の具体的な事例として『esports』
に注目してみます。
オンラインゲームの世界で多発するデジタル不正を知ることが、
企業や組織が提供するさまざまなサービスや
製品のデジタル不正対策にも役立ちます。

現在のesportsの状況
現在、esports
（eスポーツ）
と呼ばれるコンピュータゲームの

競技が盛んです。誤解を恐れずに言うと
「ゲーム大会」の延長で

あり、
起源をさかのぼると海外の
「LANパーティ」
でもあります。
2019年7月にはTPS※8ゲーム『フォートナイト』の世界大会

がアメリカで開催され、16歳の世界王者が300万ドルの賞金
を獲得したことが話題となりました。12月には対戦型カード

ゲーム『シャドウバース』の世界大会が国内で開催され、日本の
esports大会では最高額となる優勝賞金1億1000万円が出て

題になるのは、連射機能、ショートカットキー、マクロ機能など

が追加されたものです。改造されたデバイスの持ち込みはツー
ルアシストであり競技者の実力ではないと解釈されています。

【チートツールの使用】

ゲームにおける不正行為の王道にチートツールの使用があり

ます。2018年に行われた大会では、競技者のパソコンから不正

ツールが検出され、ファイルを削除して証拠の隠滅を図るも、
運営により復元されて失格となったケースがありました。

【Pingによる妨害】

オンライン対戦で、負けそうになると回線を抜いてゲームを

います。

強制終了させるプレイヤーが一定数存在しますが、その場合は

けでしたが、そこに大金がかかるようになり、デジタル不正を

相手のIPアドレスが分かる場合は、Pingなどで通信負荷をかけ

であれば、公平性が保てないと興行自体が成り立たなくなって

衛する方法がなく、攻撃を受けたことを後から証明する方法も

かつてのゲーム大会は、優勝して得られるのは名誉と称賛だ

回線を切断した方が負けになります。これを逆手に取り、対戦

用いる輩が出現してきています。娯楽ではなく競技と捉えるの

て妨害するケースがあります。この手法の嫌らしいところは自

しまいます。

ないことです。

テレビゲームの競技大会における不正行為

ゲーム固有の不正行為
「チート」

具体的にどのような不正行為があるのか例示します。

【ドーピング】

通常のスポーツ種目同様に、選手の肉体に禁止されている薬

物を投与する不正です。2018年にジャカルタで行われた
『第18

回アジア競技大会』では、デモ競技として採用されたesportsの
競技種目の選手に対して厳格なドーピングチェックが行われた

ようです。ただし、薬物でマインドスポーツの成績を底上げで

メモリサーチによるパラメータ改ざん、セーブデータの改ざ

ん、プログラムの改変など、30年以上前から存在する不正行為
全般がチート（不正の意）と呼ばれます。

ゲームがオンラインになる前は、データ改造を行っても他人

に迷惑はかからず、問題視されていませんでした。2018年末の

法改正まではカメラ量販店でも改造ツールが売られていました。
しかし、オンラインゲームであればゲーム内世界をインター

きるのか、筆者には分かりません。多くのゲーム大会ではエナ

ネット経由で共有しているため、誰かが改造を行うと他のプレ

であれば特に問題はないという認識だと思います。

サーバー側も攻撃対象になり、攻撃のリスクが増大しています。

ジードリンク企業がスポンサーになっており、カフェイン程度
【のぞき見】

イヤーだけでなく管理者にも迷惑がかかります。通信経路や
高額賞金が出るオフライン大会でも、予選はオンライン大会

観客に向けた配信用の巨大スクリーンを競技者がのぞき見

であることがほとんどです。オンラインゲームにおける不正行

設営不備のような気もしますが、当該の不正では罰金が科され

数えても20年以上の歴史があり、現在に至るまでいたちごっこ

て、対戦相手の手の内を知る不正が過去にありました。会場の
ました。オフライン大会であればのぞき見への対策も容易です
が、オンライン大会では競技者の挙動を監視できないため、シ

ステム面の作り込みでしか不正対策ができないことになりま

す。配信側としては、のぞき見ても必ずしも有利にならないよ
うに、リアルタイム配信ではなく意図的な時間差を設けて配信
する方法が採られています。

【チートデバイス】

不正なコントローラなどのデバイスを使用する行為です。
ゲー

ム用のコントローラや入力装置については制限のない大会があ

り、その場合は競技者が使い慣れたものを持ち込んでいます。問

※8
※9

松田 和樹

SSS事業統括部
デジタルペンテストサービス部
シニアリサーチャー
2007年からゲームに関する研究開発を行う。
2012年にオンラインゲームのゲームセキュリティ診断に
参画してから研究対象を広げている。

為は、MMORPG※9の始祖となる『ウルティマオンライン』から
が続いています。

快適なゲーム性とセキュリティの両立はとても困難
ゲームの対人戦で公平性が求められ、金銭も絡んでくると、

考慮するべき技術要素が大幅に増大します。設計段階からセ
キュリティを考慮するのが理想ですが、それによってゲームの

面白さや快適さが損なわれるのは本末転倒です。ゲームデザイ
ンにも関わるため、ゲーム開発者と協調しないと不正対策を実
施できない難しさがあります。

TPS：Third-Person Shooterの略。キャラクターの後ろや上からの視点で操作するゲーム。
MMORPG：Massively Multiplayer Online Role-Playing Gameの略。大規模な多人数参加型のオンラインRPG。
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知見の整理

ビジネスメール詐欺の被害拡大と
対策のポイント
加藤 規匡

セキュリティ診断センター
サービスマネジメントグループ
多 数の企 業に対してITセキュリティ予 防 接 種
サービスを提供し、対策を支援。
セキュリティ人材の育成を目的とした学生向けイ
ベントで標的型攻撃メール訓練について講演す
るなど、啓発活動や情報発信に取り組んでいる。

ビジネスメール詐欺（以降、BEC※10）は、取引先や経営層になりすましたメールで金銭をだまし取るサイバー犯罪の一つです。
2017年には、有名な国内企業が約3億8000万円もの詐欺被害に遭ったことで話題になりました。
BECのメールにはこれまで英語が用いられることがほとんどでしたが、
2018年には日本語の使用が確認され、日本企業にとって身近な脅威となっています。
本稿ではBECの手口を解説し、新たに取り組むべき対策や適切な訓練方法をご紹介します。

1

被害状況の実態

BECによる被害は全世界で発生しています。その被害額は莫大

で、米国連邦捜査局（FBI）は、2016年6月から2019年7月における
BECおよびメールアカウント侵害※11の総被害額が260億ドル以上
に達したことを発表しました※12
（図1）。
図1

BECおよびメールアカウント侵害による被害状況
（2016年6月～2019年7月）
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全世界での累計被害件数

$26,201,775,589
（約￥2,900,000,000,000）
被害総額
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2.1

日本国内では、情報処理推進機構（IPA）が公表している
「情報セ

キュリティ10大脅威※13」の「組織」部門に2018年からBECが登場
し、2020年まで連続して3位以内に入っています（図2）。トレンド
マイクロの調査※14でも、調査対象者（情報セキュリティ・社内IT責

任者および経理責任者）の約4割がBECの攻撃を受けた経験がある
と回答しており、その脅威は日本でも身近なものになっています。
図2

IPA公表の「情報セキュリティ10大脅威 2020」上位5位

1位

国内の組織にとっての脅威 上位 5 位
（2020）
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2位

内部不正による情報漏えい

5位

3位

ビジネスメール詐欺による金銭被害

2位

4位

サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

4位

5位

ランサムウェアによる被害

3位

順位

2019
1位

ビジネスメール詐欺（BEC）が組織に対する脅威の上位にランクイン

BECの手法とその対策
攻撃の手法

BECの目的は金銭や情報の詐取です。この攻撃の肝は、担当者へ

のなりすましや偽の請求書などを用いたメールで対象者を信用させ
て、出金処理や情報の漏えいを能動的に行わせる点です。実在する
社名や担当者名が使われるなど、なりすましは巧妙に行われます。

メールによる類似の攻撃として「標的型攻撃メール」があります

合は次のポイントを押さえて被害を防ぎましょう。
●正しい連絡先への事実確認

受け取ったメールに記載された電話番号やFAX番号は偽物である

可能性が高いため、社内のデータベースなどから正しい連絡先を確
認し、口座変更などに関する連絡内容の事実確認をしましょう。

が、こちらは悪意のある添付ファイルやURLリンクによってマル

●送金手順の見直し（複数人でのチェック）

者自身が行動を誘発されるものではないという違いがあります。

よう、運用の見直しも重要です。送金処理をする際は振込先（氏名、

2.2

などの確認手順を加えましょう。

ウェアをダウンロードさせて重要情報を窃取するものであり、対象

対策のポイント

BEC対策には、標的型攻撃と同様に多層防御※15が重要になりま

仮に1人の担当者がだまされた場合でも送金を防ぐことができる

口座番号）や依頼の信憑性を、異なる方法で複数人がチェックする

ただし、上記のようなルールを作っても周知不足だったり手順を

すが、特にポイントとなるのは、攻撃者からのメールの不審な点に

誤ったりするとBEC被害に遭う可能性が高まります。ルールを徹底

められるケースが多いため、通常と異なる振り込み依頼があった場

施し、簡単にだまされないように意識の向上を図るとよいでしょう。

気付くことです。BECでは至急の振り込み依頼や口座変更などを求

※10
※11
※12
※13

し被害を防ぐためには、担当者を対象として定期的にBEC訓練を実

BEC：Business Email Compromiseの略称。
メールアカウント侵害：攻撃者にメールアドレスを乗っ取られること。BECの送金依頼に利用されることがある。
発表しました：米国連邦捜査局（FBI）
「BUSINESS EMAIL COMPROMISE THE $26 BILLION SCAM」https://www.ic3.gov/media/2019/190910.aspx#fn2
IPA「情報セキュリティ10大脅威 2018」
：前年の1年間に、社会的に影響が大きかった情報セキュリティ事案から脅威候補を選出し、ランク付けしたもの。
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2020.html
※14 調査：
「ビジネスメール詐欺に関する実態調査 2018」https://www.trendmicro.com/ja_jp/about/press-release/2018/pr-20180814-01.html
※15 多層防御：複数のセキュリティ対策を組み合わせること。

訓練方法の概要

3

ラックでは、BEC専用の訓練サービスを提供しています（図3）。

業務フローに基づき出金や口座変更の承認依頼を実際に財務部

訓練ではまず、業務フローに沿った評価ポイントをお客様と協議し

長へ行い訓練終了

て設定します。その後、お客様に用意していただいた訓練用の口座

・ 依頼を不審に思った訓練対象者が、セキュリティ担当部門に報

番号や請求書、偽の連絡先、実際の業務に模したメール文面などを

告し訓練終了

用いて本物の攻撃に近い状態で訓練メールを配信し、訓練対象者が

○調整・準備事項

とった行動を訓練結果として報告します。

・ 事実確認や送金手順のルール策定と周知（各組織で検討）

・ 訓練対象者から連絡がいく財務部長やセキュリティ担当部門に

■訓練の具体例

対し協力を事前に依頼

○シナリオ

・ 訴訟に関する手付金支払いを装い、法務部の担当者になりすま
したラックが財務部へ手続きを依頼

○想定される訓練結果

BEC対応訓練では、お客様が決めた業務フローが守られている

など

か、訓練を通して確認し評価するとともに、事故の未然防止につな
がる担当者の意識を高めることを支援します。ぜひ、お気軽にご相

・ 通常とは異なる依頼を不審に思わない訓練対象者が、

図3

談ください。

BEC訓練サービスの概要

1

シナリオ検討

報告書
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組織内報告
状況

組織内報告

ラック

実際の取引先や
経営者に
なりすまし

3

シナリオ
メールに対しての回答

Web
アンケート

10

訓練後アンケート実施

訓練対象者
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ラックの「セキュリティ診断」ラインナップ
ITシステムは多様な機器や製品、サービスを複雑に組み合わせて構築されています。
そのため、ラックではそれぞれの分野に細分化して、セキュリティ診断サービスを提供しています。
●セキュリティ診断

サービス名

概要

Webアプリケーション診断

攻撃者の視点からさまざまな疑似攻撃を考察・試行することで、ショッピングサイトや会員制サイトなど、Webアプリケーショ
ンの安全性を徹底的に調査します。

プラットフォーム診断

サーバーやネットワーク機器に対して、不正アクセスの観点から侵入手法を考察・試行し、安全性を徹底的に調査します。ツール
のみの低価格版も用意しています。

スマートフォンアプリケーション診断

リリース前やアップデート前のスマートフォンアプリケーションのセキュリティ対策が適切か、問題点はないかを診断します。

●ペネトレーションテスト
サービス名

概要

情報システム
ペネトレーションテストサービス

（侵入テスト・RedTeam・TLPT）

お客様企業ネットワークに対して疑似攻撃を行い、被害を最小限に食い止めるための防御側の動きも体験して頂きつつ、弱点を
検証し、対策アドバイスを行うサービスです。シナリオはある程度当社で用意していますが、お客様に合わせたカスタマイズも
可能です。

デバイスペネトレーションサービス
（IoT・OT・自動車・ネットワーク機器など)

デバイス製品や関連システムなどを対象に、脅威の特定、攻撃シナリオの策定、侵入検査、対策の4ステップにより不正・悪用を事前
に防ぐサービスです。回路からファームウェア、アプリ、通信、クラウドサービスなどをシステム全体を対象とした検証を行います。

●その他関連サービス
サービス名

ITセキュリティ予防接種

（標的型攻撃メール訓練）

セキュリティ診断
内製化支援サービス

オンラインゲームチート対策

概要
疑似的な標的型攻撃メールを社員へ送付し、標的型攻撃メールへの対応力を高める体験学習型の教育プログラムです。
お客様のセキュリティ診断の内製化を要所要所でバックアップし、運用の定着を手厚くサポートします。Webアプリケーション
診断やプラットフォーム診断の両方に対応しています。
オンラインゲームチート対策では、オンラインゲームで行われる不正課金や不正プレイの可否を攻撃者観点で検証します。
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