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はじめに

鷲尾 浩之
株式会社ラック
サイバー救急センター長

全世界で見えない敵との戦いが続いた 2020 年。新型コロナウイルスの影響で誰もが体験したこ
とがない 1 年でしたが、世界中でいまだに先行き不透明な状況が続いています。日本においても、
2021 年になってからはこれまでにない速度で感染拡大が進んできており、私の身近でも感染者がで
たという話をよく聞くようになってきました。私自身はこれまでも感染対策は徹底してきましたが、状況
の変化に適合しつつ、より効果的な対策を選択しながら、この状況を乗り越えていかなければいけな
いと強く感じています。
サイバーセキュリティにおける対策は、新型コロナウイルスへの対策と通ずるものがあります。大規模
なセキュリティ侵害（パンデミックに相当）が発生した際には、早期発見と封じ込め（感染拡大抑
止）が重要です。事業（経済）への影響を最小限にしながら復旧と対策をするというのは非常に
困難であるため、時にはサービス停止等の措置（緊急事態宣言）をとる必要もでてくるでしょう。ま
た、当事者意識がないとインシデント（感染者や重症者）は減らないため、周知教育（対策の呼
びかけ）は継続的に必要であり、対応力向上（免疫力向上）にはセキュリティ診断等（健康診
断や PCR 検査等）によって己の状況を知り、対策方法を常に最新にアップデートしていなければい
けません。つまり、ウイルス対策や境界監視等の既存の予防策（マスク着用や手指消毒）をやって
いるからといって安心はせず、ゼロトラストの考え方や EDR 導入等のより新しく効果的な対策（治
療薬やワクチン）を取り入れていくことも検討していかなければならないということです。
2020 年のサイバー空間においては、ネットワーク機器からの大規模侵害、Emotet やランサムウェ
アの流行と攻撃者もその時代の情勢にあわせてターゲットや手段を変えながら活動しています。世界
情勢的にはサイバー空間も現実世界も混沌とした状況ではありますが、2021 年はより安心した生
活を送るために我々も変化していかなければなりません。
想定外を想定内に。常に脅威の想定を見直して、想定外に備えていきましょう。
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サイバー119 の出動傾向
2020 年の出動傾向
Emotet と呼ばれるマルウェアの流行により、2020 年のサイバー119 の出動件数は例年よりも大幅に
増加しました。下記の図１において、Emotet はスパムボットに分類されており、スパムボットの内訳はほ
ぼ Emotet です。そのため、2020 年の出動は 3 割強が Emotet 関連ということになります。また、ラン
サムウェア感染による出動件数も例年より多く、マルウェアに関する相談が全体の 52%と大半を占める結
果になりました。なお、2019 年と比較して、サーバ不正侵入、内部犯行、BEC の割合が減っていますが、
出動件数自体は増加しています。各項目の出動件数増加により、出動件数の総計はオンラインバンキ
ングマルウェア Ursnif やランサムウェアが流行した 2016 年に次いで過去 2 番目に多い件数となりました。
2017 年よりサイバー119 の出動件数は増加傾向にあります。インシデント対応の基本的な事項とな
りますが、インシデントが発生した際に備えてインシデント対応フローを事前に整備確認しておくことや、原
因調査に備えてコンピュータ上の操作ログやイベントログ、アクセスログ、ファイアウォールやプロキシサーバの
トラフィックログ、バックアップデータの取得と保存ができているか確認しておくことを推奨します。また、取得し
た各種ログから、日時、接続元、接続先、通信内容など、調査に必要な情報が正しく取得できているか
ご確認ください。

図 1 2020 年の出動傾向
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マルウェア関連のインシデント傾向と対策
(1) ばらまき型メール(Emotet、IcedID)
2020 年の 1 月～2 月と 8 月～12 月にかけて Emotet が流行し、サイバー119 の出動件数が急
増しました。加えて、2020 年 10 月下旬より、Emotet と同様の手口を用いて感染活動を行い、メール
やブラウザなどの認証情報を窃取するマルウェア IcedID に関する出動も増加しています。
これらのマルウェアは、不審メールに添付された Word ファイルのマクロを有効化することで端末に感染し
ます。窃取したメールアドレスや実際にやりとりされていたメール本文を引用して添付ファイルの開封を促す
ことから不審なメールと見分けづらいこと、暗号化 ZIP ファイルによりセキュリティ製品の検知回避を行うこ
となどから、感染被害が急増したものと推察されます。
Emotet、IcedID の感染リスク低減策として下記の対策が有効です。下記いずれかの対策を実施す
ればいいわけではなく、実施可能な範囲でそれぞれの対策を積み重ねておくことが重要です。
1.

ウイルス対策ソフトウェアの導入

2.

EDR の導入

3.

メールシステムによる不審メールや暗号化 ZIP ファイルのフィルタリング

4.

Office ソフトウェアにおけるマクロの完全無効化

5.

PowerShell の無効化、または PowerShell による外部通信の遮断

6.

組織内への注意喚起やメール訓練

感染が疑われる場合の対応は、一般社団法人「JPCERT/CC」が公開している「マルウエア Emotet
への対応 FAQ」のうち、特に「Emotet の感染を確認した場合どのように対処すればよいですか?」1の項
目が参考になります。当ページにも記載がありますが、Emotet に感染した場合にはメールアカウントだけ
ではなく Web ブラウザに保存されていた認証情報も窃取される可能性がありますので、メールアカウントの
認証情報と併せて変更し、意図しないログイン履歴がないかもご確認ください。感染端末を特定するため
には、複数のウイルス対策ソフトウェアによるスキャンや専用の調査ツールによる確認が有効です。ただし、
最新の定義ファイルやツールを用いても検知できない可能性があるため、EDR が導入されていないような
環境であれば、ある程度の期間継続してスキャンを実施すること、端末から不審な通信が発生していない
かどうか等も含めて調査する必要があります。

1

https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2019/12/emotetfaq.html
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(2) ランサムウェア
端末を暗号化し、身代金を要求するランサムウェアに関する相談件数が 2018 年以降増加し続けて
います。別のマルウェア感染や脆弱性を悪用した攻撃などをきっかけにランサムウェア被害を受けたケースが
大半を占めますが、リモート接続サービスの接続元制限の設定不備をきっかけにインシデントに発展した
ケースも複数確認されています。
ランサムウェアの感染対策として、下記の対応が有効です。
1.

外部に対して不要なサービスを解放しない（主にリモート接続サービス）

2.

不審メールを開封しない

3.

VPN 装置などのネットワーク機器の脆弱性への対応、及びアクセス制御

4.

推測が困難なパスワードを使用する

5.

多要素認証の導入

6.

EDR の導入

対策が有効な理由やランサムウェア被害後の対応方針などについては、本レポートの「単なる脅迫では
ないランサムウェアの話」に、昨今のランサムウェアの動向と併せて記載しておりますので、ぜひご一読くださ
い。

(3) APT（標的型攻撃）
APT 関連の相談件数は減少傾向にあります。日本組織を狙ったマルウェアとして JPCERT/CC から
注意喚起 2もありましたが、不審メールに添付されたマルウェア LODEINFO の感染を契機として、内部
ネットワークが侵害されたケースがありました。また、リモート接続サービスの認証情報を悪用され、横展開、
及び情報窃取活動が行われたケースもありました。
昨年に引き続き、地方や海外拠点、サプライチェーンなどのセキュリティ対策の及びにくいところから展開
される APT 攻撃が行われています。リモート接続サービスから侵入された原因としては、簡易なパスワード
の使用や VPN 機器の脆弱性を悪用された可能性があります。ネットワーク内部でセキュリティ対策が不
十分な箇所がないか、脆弱性を含む機器を使用していないかを定期的にご確認ください。
侵害を早期に発見・対処するために、ウイルス対策ソフトの導入に加え、SOC による通信の監視や
EDR の導入など多層防御をもって対応することを推奨します。

2

日本国内の組織を狙ったマルウエア LODEINFO
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2020/02/LODEINFO.html
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サーバ不正侵入関連のインシデント傾向と対策
(1) 認証情報の不正利用
不審メールのばらまきや、意図しない IP アドレスからのログインなど、Office365 アカウントやその他
サービスの認証情報を不正利用されたことによる相談が例年より多くありました。また、何らかの原因で漏
えいした認証情報を悪用され、リモート接続サービス経由での不正アクセスや、クラウド環境上に不審なイ
ンスタンスを作成されたなどの相談も複数ありました。
認証情報が漏えいする原因は、Emotet や IcedID などの情報窃取を行うマルウェアへの感染や、
フィッシングサイトでの被害などが考えられます。Office365 の認証情報が窃取されると、メールだけでは
なくその他の Office 製品にアップロードされている機微情報も含めて流出する恐れがあります。機微情報
の流出を防ぐために、二要素認証等の認証を強化するソリューションの導入を推奨します。また、他で利
用しているシステムやサービスでパスワードの使いまわしや強度の低いパスワードを使用していないかをご確
認ください。

(2) 脆弱性悪用によるインシデント
脆弱性を悪用されたことによるインシデント傾向については、2020 年 1 月～2 月にかけて Citrix 製
品の脆弱性（CVE-2019-19781）に関連した相談が多くありました。Citrix 製品経由でネットワーク
に侵入した後、ドメイン管理者権限のあるアカウントを操作しマルウェア感染へと発展したケースがありまし
た。当該製品を使用している場合は、脆弱性対応が適切に実施されているかをご確認ください。その他
には BIG-IP 製品（CVE-2020-5902）の脆弱性を悪用した改ざん被害や、Oracle WebLogic
（CVE-2020-14882、CVE-2020-14883）の脆弱性悪用が疑われるケースがありました。
資産管理システムなどで社内の利用機器やソフトウェアを常に把握し、自組織で利用している IT 資
産に関連する脆弱性が公表された場合には、即座に対応可否を判断し迅速に対応することを推奨しま
す。昨今は、脆弱性情報の公表から即座に脆弱性を悪用した攻撃が発生することも多く、その攻撃対
象は組織内のネットワークに接続する機器やサービスであるため、攻撃を受けた場合の被害が大きくなる
ことが想定されます。そのため、暫定回避策の適用や対応が完了するまではサービスを一時停止すること
も含め、検討しなければなりません。

07

サイバー救 急 センターレポート
第 10 号／2021 冬

2018 年～2020 年の出動傾向の変化
2018 年～2020 年の出動傾向の変化は以下の通りです。

図 2 2018~2020 年の出動傾向
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(1) マルウェアに関する相談件数割合の増加
2018 年から 2020 年にかけてマルウェアに関する割合が増加しました。2018 年には見受けられな
かった、Emotet の相談件数の増加が大きな要因です。
この 2 年間でマルウェア感染被害のきっかけであった不審メールに変化がありました。本文に使用される
日本語の質の向上や窃取したメール本文の引用など、不審メールを見分けにくくするための変化が見受
けられます。また、不審メールに添付される多くのファイルは、JavaScript や実行ファイルでしたが、Office
関連のファイルが増加しました。
バンキングマルウェア関連の相談件数は減少傾向にありましたが、2020 年 10 月頃から IcedID の
相談を複数受けています。IcedID は Emotet と同じく、不審メールに添付された Word ファイルのマクロ
を有効化することで感染します。また、IcedID とほぼ同時期に、バンキングマルウェア Zloader の流行が
確認されました。Zloader も不審メールに添付された Excel ファイルのマクロを有効化することで感染しま
す。Office 関連ファイルのマクロの有効化を契機として、マルウェアに感染させる事例が複数確認されてい
ます。Zloader の詳細については LAC WATCH にて分析レポートを公開 3しておりますので、注意喚起
などにご利用ください。

(2) サーバ不正侵入に関する相談件数割合の減少
サーバ不正侵入に関する割合は減少傾向にありますが、2020 年の相談件数は 2019 年より増加し
ています。
2018 年は CMS（Contents Management System）に関する脆弱性の相談が多かったのです
が、2020 年はネットワーク機器の脆弱性に関する相談が多くを占めました。割合が増えた背景として、テ
レワークの急速な普及によって急ごしらえで整備された脆弱なリモート環境を攻撃者が狙っていることが挙
げられます。
依然として、Office365 アカウントの不正利用やリモート接続サービス経由での不正アクセス被害の相
談が続いています。被害を最小限に抑えるためには、二要素認証の導入という技術面での対策と、認証
情報の適切な管理といった運用面での対策も含めて適切に実施されているか定期的に確認することが
必要です。

3

分析レポート︓Emotet の裏で動くバンキングマルウェア「Zloader」に注意
https://www.lac.co.jp/lacwatch/people/20201106_002321.html
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まとめ
セキュリティ対策はここ数年で技術的に新しい対策が必要となってきているものはありません。セキュリティ
インシデントの発生リスクを低減するためには、IT 資産の利用者それぞれが当事者意識をもって、既存の
対策を全方位的に継続して積み重ねていくことが重要です。また、その対策はペネトレーションテスト等で
実効性を含めて確認しておくことも必要です。いざというときに対策が機能しなければ意味がなく、設計上
で対策しているつもりになっているだけで実は対策できていなかったというケースも少なくありません。昨今の
サプライチェーン経由での侵害事例も鑑みると、組織内部だから大丈夫、限られた人しかアクセスしないか
ら大丈夫、全て任せているから大丈夫といった油断も禁物です。自組織のセキュリティレベルを高めるのは
もちろん、事業に関わる全ての要素（人、モノ、サービス等）についてセキュリティリスクがないかどうかを常
に評価しながら、その時点で最適なセキュリティ運用を即座に適用できるようにしておくことを推奨します。
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単なる脅迫ではないランサムウェアの話
はじめに
2020 年を振り返るとランサムウェアの被害が相次いで報道され、被害を受けた組織にとって深刻な影
響を及ぼしています。実際 2020 年 7 月以降、サイバー救急センターでもランサムウェアの被害に関する
お問い合わせが増加しました（図 3）。

図 3 サイバー救急センターへのランサムウェアに関するお問い合わせ
ランサムウェアによる感染経路は、サイバー救急センターの脅威分析チームの調査では、不審メールや
Web 経由の攻撃による不特定多数を狙ったものを確認していますが、当センターへお問い合わせいただく
インシデントの多くは外部からのリモートアクセスを許可するなどの設定不備に起因したものです。
従来のランサムウェアはデータを暗号化し、データを復元するために身代金を要求していました。しかし、
攻撃を前提とした対策が進み、身代金の要求に応じない組織が増えたため、攻撃者は身代金の要求に
応じさせるために、新たな手口を用いるようになりました。
攻撃者は新たな手口として、身代金の要求に応じない企業に対し、被害組織の組織名を公開した
上で、窃取した情報をリークサイトで暴露するといった２重の脅迫をするようになり、ランサムウェアが組織
にとって、これまで以上に脅威になっていると言えるでしょう。
本レポートでは、ランサムウェアの動向とランサムウェア感染までの攻撃の手口、被害組織への影響とラ
ンサムウェアの対策について紹介します。
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ランサムウェアの動向
図 4 は、2016 年以降のランサムウェアを用いた攻撃の傾向と、サイバー救急センターの脅威分析
チームの調査において確認しているランサムウェアです。

図 4 ランサムウェアの動向
2016 年は、メールや Web 経由によるエクスプロイトキットを介して、Locky や TeslaCrypt、Cerber
などのランサムウェアが不特定多数を対象にばらまかれていました。
その他に Crysis(別名︓Dharma)が登場し、近年も Crysis の亜種である Phobos や Roger など
が利用されています。主に外部から不正侵入を好む攻撃者が Crysis を用いているためか、サイバー救急
センターでは Crysis の被害事例のお問い合わせを複数いただいています。
2017 年は、SMB（Server Message Block Version1）の脆弱性 MS17-010（以降、
EternalBlue）を用いて感染拡大する WannaCry や NotPetya が登場しました。現在も攻撃者はラ
ンサムウェアだけではなく、侵入後にマルウェア等を横展開していくために EternalBlue が用いられているの
を見かけます。
また、不特定多数を対象とした攻撃では、GlobeImposter や Jaff、Spora などのランサムウェアが用
いられていました。
2018 年は、GandCrab と呼ばれるランサムウェアが主に利用されていました。GandCrab を利用した
攻撃は、翌年の 2019 年から日本でも対象となり、Phorpiex と呼ばれるボットネットから GandCrab に
感染させることを目的としたメールが大量にばらまかれていました。その他にも、ばらまきメールでダウンローダ
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として機能する Emotet から企業・組織を対象に配られていた Ryuk が登場しました。Ryuk は、2018
年以降もダウンローダとして機能する Emotet や主にオンラインバンキングの認証情報の窃取を目的とし
たモジュール型の Trickbot と呼ばれるマルウェアから標的を絞り配布されています。
2019 年は、多くのランサムウェアが登場します。中でも REvil(別名︓Sodinokibi/Sodin)や Maze、
DoppelPaymer など、2 重の脅迫ランサムウェアが多く登場しました。
REvil や Maze はメールやエクスプロイトキット経由で不特定多数の個人を対象に配布されていました。
REvil は、Oracle WebLogic の脆弱性（CVE-2019-2725）を悪用し、配布されていたと報告され
ています。Maze は、RDP 経由で侵入したシステムに配布されていました。
DoppelPaymer については、メールや Web 経由で配布されていた Dridex と呼ばれるマルウェアをダ
ウンローダとして利用し、配布されていたと報告されています。このように 2019 年ごろからメールで不特定
多数にばらまかれたメールを開封し、ダウンローダのマルウェアに感染させた上で、内部に侵入した攻撃者
は標的を絞りランサムウェアを配布するように変化していきました。
2020 年は、Ryuk のソースコードが一部類似していることから、Ryuk の後継と言われている Conti や
DarkSide、また日本の大手製造業を標的とした EKANS と呼ばれるランサムウェアが登場しています。
EKANS についても 2 重の脅迫を取り入れているランサムウェアの一つです。その他にも不特定多数を対
象とした攻撃で Covid-19 に 便乗した Coronalock や Avaddon などを確認しています。Avaddon
ランサムウェアもデータを暗号化し、身代金を要求するだけではなく、2 重の脅迫を行うランサムウェアです。
2 重の脅迫を行うランサムウェアの配布方法として、Pulse Secure の脆弱性（CVE-2019-11510）
や Citrix Application Delivery Controller および Citrix Gateway の脆弱性 (CVE-201919781) などの脆弱性が残る特定の組織に対して、配布されていました。
ランサムウェアを用いた攻撃が年々進化しており、2019 年以降に登場したランサムウェアの多くが、２
重の脅迫を行う手口を取り入れていることが窺えます。さらに 2020 年には特定の組織を対象にするオー
ダーメイド型のランサムウェアも用いられるようになっているため、2021 年もランサムウェアを用いた活動が
活発になると予想されます。
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攻撃者は標的を組織にシフト
図 5 は IPA が公開している「情報セキュリティ 10 大脅威 4」のランサムウェアのランキングの推移です。
2020 年はランサムウェアによる被害が 5 位で、組織にとって依然として脅威になっているということがわかり
ます。一方で個人の脅威にはランサムウェア被害の順位はここ数年低下し、ランク外となっています。ここか
らも攻撃者が個人ではなく組織を標的にシフトしているのが垣間見えます。

図 5 情報セキュリティ 10 大脅威（ランサムウェア）
攻撃対象が不特定多数の個人から特定組織を対象にシフトした要因として、攻撃者が個人を対象
に攻撃を行っても身代金を確実に窃取できないことも多く、攻撃者にとって効率が悪いと考え、組織の IT
システムを対象にシフトしたと考えられます。
さらに、新型コロナウイルス対策として、多くの組織が在宅勤務できるように急遽導入した VPN 装置の
脆弱性や設定不備のある組織を対象に攻撃を行っていることが挙げられます。2019 年 9 月に
JPCERT/CC が複数の SSL VPN 製品の脆弱性について、脆弱性に対する実証コードが公開された
ため注意喚起を行いました 5。2020 年 8 月にはハッキングフォーラム上で 900 を超える脆弱な VPN
サーバから取得した認証情報が公開され、日本国内の組織も被害を受けたと報じられました 6。2020 年
9 月に JSOC で監視しているお客様の VPN 機器への多数の攻撃を観測したため、JSOC からテクニカル
レポートを公開しました 7。

4
5
6
7

情報セキュリティ 10 大脅威 2020
https://www.ipa.go.jp/security/vuln/10threats2020.html
複数の SSL VPN 製品の脆弱性に関する注意喚起
https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190033.html
VPN 装置からのパスワード大量流出、1 年前の脆弱性が突かれたわけ
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/01157/090900018/
VPN 機器を狙ったサイバー攻撃が継続中︕セキュリティ事故を防ぐ 3 つのポイント
https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/20200908_002277.html
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IPA が 2020 年夏に事業継続を脅かす新たなランサムウェア攻撃について注意喚起しましたが 8、これ
までは海外企業では多く報道されていた 2 重の脅迫を行うランサムウェアが、2020 年に入り日本国内の
組織でも被害が報告されています。
表 1 は、セキュリティ情報サイトなどで報告されている日本の被害組織の業種とランサムウェアの種類
です。このなかには２重の脅迫を行うランサムウェアの被害を受けたと考えられるものがあります。2020 年
11 月にランサムウェアの被害に遭う組織が多く報告されており、公表されている件数を見ても増加傾向
があるため、注意が必要です。
表 1 2020 年に日本企業・組織から報告されているランサムウェア被害事例（一部）
時期

被害組織の業種

ランサムウェア

2020 年 4 月

教育機関

詳細不明

2020 年 6 月

製造業

EKANS

2020 年 7 月

製造業

MAZE

2020 年 8 月

社団法人

詳細不明

2020 年 8 月

財団法人

REvil

2020 年 9 月

建設業

詳細不明

2020 年 11 月

情報・通信業

Ragnar Locker

2020 年 11 月

自治体

詳細不明

2020 年 11 月

システムインテグレータ

詳細不明

公開されているランサムウェアの被害の他に、サイバー救急センターでは、Ryuk や DoppelPaymer、
Egregor、Crysis の亜種である Roger などのランサムウェアの被害のご相談をいただいています。そのた
め、公開されている被害情報は、氷山の一角だと考えられます。
2020 年に公表された被害事例を見ても、ランサムウェアによる被害がこれまで以上に事業活動に影
響だけではなく、組織の信頼に関わる重要な問題であるため、経営者の方がご認識いただく必要がありま
す。2020 年 12 月 18 日に経済産業省が、「最近のサイバー攻撃の状況を踏まえた経営者への注意
喚起」 9を公開していますので、そちらも合わせてご確認ください。

8
9

【注意喚起】事業継続を脅かす新たなランサムウェア攻撃について
https://www.ipa.go.jp/security/announce/2020-ransom.html
最近のサイバー攻撃の状況を踏まえ、経営者の皆様へサイバーセキュリティの取組の強化に関する注意喚起を行います
https://www.meti.go.jp/press/2020/12/20201218008/20201218008.html
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ランサムウェアを用いた攻撃の手口（TTPs）
図 6 は、攻撃者によるランサムウェア実行までの攻撃の手口（TTPs = Tactics, Techniques,
and Procedures）です。

図 6 ランサムウェア感染までのプロセス

(1) 攻撃（侵入）
不特定多数を対象としたランサムウェアの配布には、メールや Web サイト上の不正な広告によってマル
ウェアに感染させるエクスプロイトキット経由でランサムウェアを配布するのが一般的です。
特定組織を対象としたランサムウェアの配布方法は、以下の事例が挙げられます。
 Emotet や Trickbot などのマルウェアを利用
 VPN 製品などの脆弱性を悪用
 外部からの安易な ID とパスワードを用いた RDP による侵入
攻撃者は標的組織に侵入後、Cobalt Strike Beacon や PowerShell Empire などの攻撃ツー
ルを用い、足場を確立させ、標的組織内の偵察活動を行ないます。

(2) 横展開
攻撃者は標的組織に侵入後、Active Directory の管理者権限である Domain Admin の認証
情報を得るた めの活動を行います。攻撃者は、Domain Admin の権限を得るこ とで、Active
Directory の管理機能を通じて、ドメイン内の Windows システム全体にランサムウェアを効率的に展開
することが可能です。
実際には、標的型攻撃も見られる以下のような偵察活動を展開していきます。
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 オープンソースのペネトレーションツールや IP スキャナーなどのハッキングツールを用いて、侵入
した環境を偵察
 ブルートフォース攻撃により、ネットワーク内の別システムへの侵入
 Mimikatz 10を使用し、システムのメモリ内にキャッシュされている認証情報を取得
 システム間の移動やコマンド実行は、Windows の標準機能であるファイル共有プロトコルや
リモートデスクトップ、PowerShell を利用
さらに最近の攻撃者は、Windows Active Directory のユーザー認証に使用される「Netlogon リ
モート プロトコ ル（MS-NRPC ）」 に存在する脆弱性「 CVE-2020-1472」 を利用し、Domain
Admin の権限を取得する手法を取り入れています

11

。また、主要な攻撃ツールにも本脆弱性を悪用す

る機能が組み込まれています。Domain Admin の権限を乗っ取られた場合、機密情報が漏洩するだ
けでなく、ドメインに参加しているコンピュータがすべて乗っ取られ、最悪の場合業務が長期間停止するな
ど大きな被害につながる恐れもあるため、Active Directory を利用している企業は早急に対応する必
要があります。そのため、脆弱性への対応が行えていない場合は速やかに対応いただくことをご検討くださ
い。2020 年 10 月に弊社からも本脆弱性に関する注意喚起を行っていますので、合わせてご確認くださ
い 12。

(3) データ窃取
攻撃者はランサムウェアを実行する前に、侵入したシステム上に保存されているドキュメントなどを窃取
します。攻撃者は窃取した情報を、Google Drive や Amazon S3、Mega.nz のクラウドサービスやプ
ライベートな FTP サーバ等に保存していると報告されています。
 侵入したシステム上のドキュメントやデータベース内の情報を窃取
 窃取したデータをクラウドサービスやプライベートの FTP サーバに保存
攻撃対象となるサーバが SQL サーバなどのデータベースサーバであれば、SQL などでデータベースの情
報を窃取した後に、データベースを暗号化するランサムウェアも存在します。

(4) データ破壊
攻撃者は、ローカルドライブとネットワークドライブの両方を暗号化します。ランサムウェアは、ドライブ上の
各ファイルを反復処理し、そのフルパス、ファイルの名前、およびファイルの拡張子を確認して、暗号化する
10
11
12

メモリに格納されているパスワード、ハッシュなどを取得でき、Pass-the-Hash 攻撃などに悪用されます
ランサムウェアが見せつけた Windows の脆弱性「Zerologon」の威力
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2010/26/news057.html
【注意喚起】Windows とネットワーク管理者権限を一撃で乗っ取る、脆弱性「Zerologon」対策について
https://www.lac.co.jp/lacwatch/alert/20201022_002304.html
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必要があるファイルかを確認します。また、VSC（Volume Shadow Copy）の削除をすることで、被害
者が容易に復元できないようにします。
 暗号化対象のローカルドライブとネットワークドライブの確認
 各ファイルを反復処理し、そのフルパス、ファイルの名前、およびファイルの拡張子を確認
 VSC の削除
各国の警察機構による捜査の過程で判明した復号鍵が、ランサムウェアの被害低減目指すプロジェク
トである No More Ransom で公開されるケースがあります。またランサムウェアを用いる攻撃者の集団が
解散し、暗号化されたファイルを復号化できるマスターキーが公開されるケースもあります。

(5) 脅迫
攻撃者は被害組織が暗号化されたデータの復元のための身代金要求に応じなかった場合、身代金を
支払わない企業名と窃取したデータをリークサイトへ公開、オークションサイト等で販売するなど、2 重の脅
迫を行います。
 身代金を支払わない企業名の公開
 窃取したデータの情報暴露または販売
 被害組織の競争企業への販売
2020 年 3 月にフランスのクラウドホスティング事業者が、当時 0day だった Citrix の脆弱性「CVE2019-19781」を悪用され、DoppelPaymer ランサムウェアの被害に遭いデータが暗号化されたと報
道されています。暗号化されたデータは、バックアップされたデータから復元されたものの、被害組織から窃
取されたデータが「Doppel Leaks」と呼ばれるリークサイト上に公開されたという事例が海外で報じられて
います 13。

13

DoppelPaymer Hacked Bretagne Télécom Using the Citrix ADC Flaw
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/doppelpaymer-hacked-bretagne-t-l-com-using-thecitrix-adc-flaw/
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ランサムウェアの対策について
(1) 事前の準備と対策について
被害に遭う前にご検討いただきたい内容
ランサムウェアの被害と合わせて情報漏えいのおそれが発生した場合、調査・応急処置、広報、コール
センター設置・運営、事故後の信頼回復等の緊急に必要な対応が必要となります。これらに係る費用は
サイバー保険で補うことが可能です。そのため、有事の際に備えてサイバー保険に加入することもご検討く
ださい。
また、被害が発生した場合、被害を拡大させないために早急な対応が求められます。そのため、有事
の際の対応方法や依頼先を事前に調整することも重要です。


サイバー保険へ加入



インシデント発生時の対応フローの検討・整備



インシデントレスポンスの依頼先の調整

ランサムウェアの被害に遭わないための対策
特定組織への攻撃は主に外部からのアクセス制限が重要となります。そのため、接続元の制限及び多
要素認証を利用し、社内からのアクセスについても必要な範囲に制限する必要があります。
また、VPN 装置などのネットワーク機器をはじめとしたシステムにおいて、重大な脆弱性が公開された際
は速やかに修正パッチの適用を行う必要があります。修正パッチが公開されていない場合は、システムを
停止する、接続元を制御するなどの一時的な対策も必要になるケースがあります。
昨今の状況から以下のような対策が挙げられます。


外部に対して不要なサービスを解放しない（主にリモート接続サービス）



VPN 装置などのネットワーク機器の脆弱性への対応及びアクセス制御



推測可能なパスワードを利用しない



多要素認証の導入



不審なメールと見分ける能力を強化



EDR の導入
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被害を拡大させないための対策
攻撃者は標的組織を偵察するた めに 、様々なシス テ ムに 侵入を試みます。そ のた め、Active
Directory 内の複数のシステムで Local Admin のパスワードを使いまわしてしまうと、攻撃者にとってシ
ステム間の移動が容易になってしまいます。そのため、パスワードはユニークなものに設定することも大切で
す。
Active Directory の侵害やマルウェアの伝搬を防ぐための対策として以下が挙げられます。


Active Directory 内のシステムの Local Admin のパスワードはユニークなものに設定



Active Directory への接続できる端末を限定



不要な管理アカウントは削除



Active Directory に記録されるイベントログを監視



システム間で許可されている SMB などの通信範囲を制限

被害後の早期復旧のための対策
万が一被害にあった場合、業務停止などの影響を最小限に抑えるためにもバックアップのデータとログを
取得しておく必要があります。また、取得したバックアップから復旧できるかを確認することも重要です。


バックアップデータは物理的に隔離された場所や媒体へ定期的に取得



定期的にバックアップデータからの復旧訓練

身代金を支払ったとしても、データが完全に復旧する保証はありません。そのため、定期的なバックアッ
プは物理的に隔離された場所に保管し、有事の際にはバックアップから復旧できるよう日頃から備えておく
必要があります。なお、流出した情報についても攻撃者の要求に応じても消去してもらえる保証はありま
せん。そのため、被害に遭わないための対策が重要です。
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(2) ランサムウェアの被害渦中の対応
ランサムウェアの被害が発生している渦中の対応について、確認しましょう。まずはランサムウェアに感染し
た場合、ファイル共有などしているシステム上のファイルまで暗号化されてしまう可能性があります。被害を
拡大させないために、有線であれば LAN ケーブルを外す、無線の場合は Wi-Fi をオフにしていください。
仮想サーバの場合であれば、サスペンド状態にし、感染したシステムをネットワークから切り離してください。
昨今のランサムウェアの攻撃でも標的型攻撃のように Active Directory への侵害を試みます。そのた
め、侵害がなかったかを確認してください。
情報漏洩の観点においては、被害システムから外部へファイルをアップロードしていないかをプロキシログ
のアクセス履歴から確認してください。


被害を受けたシステムをネットワークから切り離す



Active Directory への侵害有無の確認



外部への情報流出の有無の確認



ランサムウェアによる暗号化被害の影響範囲の確認



各種ログ確保、保全（ローカルのイベントログは消去される可能性があるため、日頃からバック
アップ取得することを推奨）



被害を受けたシステムのバックアップファイルの有無を確認



ランサムウェアの種類を特定するために、脅迫文の画像ファイルや脅迫文、暗号化ファイルの拡
張子を記録



複数ウイルス対策ソフトによるスキャン（ただし隔離のみで削除しないように）＋導入済みウイ
ルス対策ソフトで検知しない場合はパターンファイル作成依頼



侵害アカウントのログオン、ブラウザ保存、VPN アカウントなどのパスワード変更（Active
Directory 侵害時は高権限アカウントも）

(3) ランサムウェアの被害後の復旧対応（強化策）
攻撃者によって Active Directory 環境内を侵害された場合、マルウェアやハッキングツールなどを削
除しても、攻撃者が侵害時に利用したアクセス権限を用いて、再度侵入して来る可能性が考えられます。
そのため、新規にあるいはバックアップから Active Directory 環境を再構築する必要があります。また、
EDR を導入し、継続的にアラート監視する体制を構築することを検討する必要があります。
また、窃取されたデータがリークサイトの他にダークウェブなどに公開されていないかを調査することも重要
です。


Active Directory 環境の再構築



EDR を用いたリアルタイムな監視の強化



MEDR を用いた Detection（検知・検出）及び Response（対応・回復）
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ダークウェブに窃取された情報がリークされているかを調査



警察への被害届、監督官庁への報告

おわりに
ここ数年でランサムウェアの感染手法や脅迫の手口など攻撃がより凶悪化していることがおわかりいただ
けたかと思います。攻撃者が標的を組織にシフトしたことで、標的組織内の偵察および機密データの窃取
まで、標的型攻撃で見られるような高度な攻撃を行っています。
また、ランサムウェアによる攻撃は、事業の継続を脅かす大規模な被害を生む可能性があります。その
ため、経営者がリスクを認識し、被害に遭う前に対策を行うことが重要です。
最後に、本レポートを執筆している 12 月下旬に Emotet に感染させる不正なメールの拡散が再開し
ていることを確認しています。この Emotet 経由して Trickbot に感染する恐れがあることを確認していま
す。これらのマルウェアは最終的に Ryuk と呼ばれるランサムウェア配布する可能性があります。
脅威分析チームは、今後も、さまざまなマルウェアキャンペーンを継続的に調査し、広く情報を提供して
いきたいと考えていますので、その情報をご活用いただければ幸いです。
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船舶サイバーセキュリティの現状と課題
我が国は四方を海に囲まれていますが、業界に直接かかわっている方以外、海事業界についてあまり
知らないのではないでしょうか︖
日本は生活物資の多くを海外との貿易に頼っており、何とその 99％を海上輸送が担っています。ま
た、国内においても物流、人の移動の手段としてもなくてはならない交通手段です。そして今、船舶自体
のサイバーセキュリティが非常に注目されています。今回は、船舶サイバーセキュリティの現状についてご紹
介しようと思います。

図 7 日本の貿易量における海上輸送の割合
（日本船主協会 「日本の海運 SHIPPING NOW 2020-2021」より）

海事分野でサイバーセキュリティが注目された背景
従来の船舶はインターネットどころか電話も繋がりにくい環境であったため、IT 化が遅れていました。しか
し、近年になって衛星通信サービスの高速化、常時接続化が進んできたため、船舶機器のネットワーク化
や、船舶データの利活用の動きが活発化しています。例えば、航海中の船舶の位置情報や速度を取得
し、気象情報などと連携しながら最適な航路を選定することで燃料の削減に繋げたり、エンジンなどの情
報を取得し状態を監視することで、大規模な故障を未然に防いだりといったことが挙げられます。このよう
な船舶の IT 化や、世の中のサイバー攻撃の激化といった状況を鑑み、業界としてもサイバー攻撃による
船舶の安全運航や経済的被害のリスクが叫ばれるようになってきました。
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このような業界の流れを受けて、2017 年 6 月の国際海事機関（International Maritime
Organization: IMO） 14 より、「船主・運航者は、2021 年 1 月 1 日以降の最初の適合証書にか
かる年次検査までに、安全管理システムの中でサイバーリスク管理を実施すること」を推奨事項とするガイ
ドラインが決議されました。また 2020 年 5 月に、国際船級協会連合（IACS） 15において、船上コン
ピュータシステムに関してのセキュリティ対応の必要性をガイドするドキュメント Recommendation on
Cyber Resilience (No.166)が発行されました。何れも強制ではないものの、将来的には船舶、舶用
機器またそれを製造、運用する企業に対して強制化がかかると言われています。

海事分野のインシデント事例
では海事分野においてどのようなセキュリティインシデントが発生しているのでしょうか。
大きなインシデントとしては、2017 年デンマークに本社がある A.P. Moller-Maersk 社において、
NotPetya によるランサムウェア被害を受けた事例があります。報道

16

によると、社内のシステムがほぼ全

てダウンしてしまい、10 日間にわたり多くの業務が停止した結果、対応コストも含め約 330 億円もの損
害を受けました。
次に GPS スプーフィングの事例です。船舶では GPS の位置情報を用いて自船や他船の位置情報を
把握しています。船舶に限らず多くの機器で利用されている GPS 信号ですが、GPS 信号自体は、非常
に微弱な電波且つ信号の形式・内容が公開されているため、セキュリティの問題が指摘されています。過
去には実際の船を乗っ取った実験事例 17が公開されていました 。また近年、黒海付近では、2，3 年で
1 万件ほどの GPS 位置情報の改ざんが発生しており、1,000 隻以上の商船の航行に影響がでていま
す 18。
幸いサイバー攻撃による船舶に対しての直接攻撃があった事例は確認されていませんが、今後船舶が
より陸と繋がっていく状況において、いつインシデントが発生してもおかしくありません。
例えば、次のようなインシデントが考えられます。現在、船舶においてメールは普通に使われています。
多くの船舶ではメールやインターネットが使えるネットワークと船舶の制御系システムが繋がるネットワークと

14
15
16
17
18

国際貿易に従事する船舶の技術・安全運行・危険品輸送・海洋汚染防止などにかかる規則等を各国政府に勧告する国際連合の
専門機関
船舶の検査機関である各国船級協会の規則の統一を図った統一規則（UR）や、国際条約についての統一解釈（UI）を策定す
る団体
https://www.zdnet.com/article/maersk-forced-to-reinstall-4000-servers-45000-pcs-due-to-notpetya-attack/
https://web.stanford.edu/group/scpnt/pnt/PNT13/2013_Presentation_Files/3-Humphreys-PNT13.pdf

「ABOVE US ONLY STARS」
https://static1.squarespace.com/static/566ef8b4d8af107232d5358a/t/5c99488beb39314c45e782da/1553549492554/
Above+Us+Only+Stars.pdf
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は分離されていますが、万一設定ミス等で接続可能な状態となっていた場合、メールによるマルウェア感
染から制御系システム側に感染が拡大し、一部の機器が停止してしまうというシナリオが考えられます。さ
らに今の船舶でサイバー攻撃が起こったとしても、検知や検証する術がほぼないため、適切なセキュリティ
対策が取りにくいという課題もあります。

船舶システムの特性からみたセキュリティ対策
船舶の特徴からみたセキュリティリスクしては大きく 3 点挙げられます。

1. 長いライフサイクル
船舶は一回建造されると 10 年以上は使い続けます。また外航船の場合、一度航海に出てしまうと長
期間を海上で過ごすため、可用性が一番重要となります。そのため、システムで利用されているハードウェ
アの交換や、OS をアップデートすることが難しく、既にサポート終了となり脆弱性のあるバージョンを利用し
ている場合があります。

2. 制御系システム
船舶のシステムは、エンジンの出力や、操舵をコントロールする制御系システムが主流です。非 IP 通信
も多くあり、制御端末では USB メモリが日常的に利用されています。USB メモリの管理が不十分であった
り、ウイルス対策ソフトが導入されていない端末もあったりするため、USB メモリ経由のマルウェア感染のリ
スクがある場合があります。

3. 複雑なサプライチェーン
船舶の建造から運行に至るまで、主担当である舶用機器メーカー、造船所、船会社（船主、船舶
管理会社や用船社等）、その他様々なプレーヤーが船舶に携わっており、複雑なサプライチェーンが形成
されています。特に衛星通信から船内にネットワークを敷設する部分は、造船所ではなく、船主側がメー
カー等と直接やり取りして実施されることが多く、セキュリティはメーカー任せになることがあります。このような
状況において、船舶では全てのシステムの状態を把握することが困難であり、脆弱なシステム構成で運用
されている場合があります。
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このような特徴をもつ船舶ですが、船舶ライフサイクルにおける、主担当、参考となるセキュリティ規格と
海事分野でのセキュリティガイドラインを下図に纏めました。

図 8 船舶ライフサイクルの各フェーズにおけるセキュリティ観点とガイドライン
船舶自体へのセキュリティ対策は、舶用機器製造フェーズと造船フェーズで十分に実施しておく必要が
あります。海事分野においての当該セキュリティガイドラインとしては、国際船級協会（IACS）より 2020
年 4 月に発行された Recommendation on Cyber Resilience（No.166）が参考となります。本
ガイドラインは IEC62443 等を参考に記載されているため、制御系システムのセキュリティ要素が盛り込
まれていますが、具体的な技術要件が記載されている 7 章は、舶用機器や船舶の仕様やシステム環境
を完全に意識したものとなっていません。ただし、セキュリティ対策を行っていく上で基本となる、インベント
リーリストの作成、ネットワーク構成図の作成、リスクアセスメントの実施については、担当者がセキュリティ
対策を進めていく上で参考となると考えます。
船 舶 を運航 し て い くフ ェ ー ズ に お いて は 、 ボ ルチ ッ ク 国 際海 運協 議会 （BIMCO） よ り 、THE
GUIDELINES ON CYBER SECURITY ONBOARD SHIPS が参考となります。2020 年 12 月に
最新版である Ver4.0 が発行されましたが、現在運航している「あまりシステム化されていない」船舶にお
けるセキュリティ対策だけでなく、今後建造されていくリモートアクセス、データ利活用される船舶におけるセ
キュリティ対策も記載されています。また、同ガイドラインは船舶のシステム構成や環境を意識した記載が
されており、リスクアセスメント手法について詳細にまとめられているため、担当者がセキュリティ対策を進め
ていく上で大いに参考となると考えます。
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船舶のサイバーセキュリティ対策を進めていく上での課題
船舶のサイバーセキュリティ対策を進めていく上で、現状からみた課題を 3 点挙げます。

1. サイバーセキュリティ人材不足
陸上のサイバーセキュリティでもセキュリティ人材不足は言われていますが、海事分野においても圧倒的
にサイバーセキュリティの人材が足りていません。船舶の乗組員については勿論のこと、陸上側で支援する
側も多くがセキュリティの知識が少ないメンバーで構成されています。短期的には外部の専門家を入れ、
各船舶でどのような脅威が存在しており、必要な対策が何かを把握することが重要です。また、乗組員お
よび陸上での支援者においても、セキュリティ教育や訓練などを通じて徐々にセキュリティ知識の向上を図
る必要があります。その際、併せて IT 知識を向上させていくことも推奨されます。

2. 船舶のシステム構成管理情報の不足
現在の造船において、システムインテグレータがいないため、船舶のシステム構成が不明なことが多くあり
ます。「船舶システムの特性からみたセキュリティ対策」で述べたように、船舶が建造されるまでは多くの舶
用機器および関係者が関わっています。特に制御系システムにおいては、各責任範囲での機器構成は
把握しているものの、その機器がどのようにつながっていて、どのようなデータがやりとりされているのか、接続
先はどこなのかを把握できるドキュメントもなければ人もいません。そのため、いざリスクアセスメントをしてセ
キュリティ対策をしようにも、システム構成がどのようになっているのかを把握できず、適切なセキュリティ対策
が実施できない可能性があります。現在サイバーセキュリティに取り組んでいる船会社では、インベントリー
リストやネットワーク構成図を作成しています。今後メンテナンスなどが発生した場合に備え、継続的なシ
ステム構成管理情報のメンテナンスが出来る体制を整えておく必要があると考えます。

3. サイバー攻撃への検知機構、インシデント対応体制の不足
海事業界で発行されている各種セキュリティガイドラインにおいても、「サイバーレジリエントな船」という
キーワードが使われているように、検知、対応、復旧は重要な要素とされています。従来の船は、外部と
繋がっていない構成となっていましたが、昨今建造されている繋がっている船、また今後の自立運航船を
考えた場合、侵入前提の対策（ログの取得、異常検知、対応体制の整備等）も必要だと考えます。し
かしながら、現状海事業界にいては、サイバー攻撃に対する検知機構やサービスがほぼ存在しません。そ
のため、現状においては、ランサムウェア感染から金銭要求といったセキュリティインシデントが発生した場合、
会社としてどのような対応を行うかといった想定できるシナリオベースでの対応体制を整えておくのが現実
的であると考えます。
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さいごに
現在、日本の海事業界では船員不足や環境問題といった課題を受け、国を挙げて船舶の IT 化を進
め、将来的には自立運航船の実現に向けた研究開発が進んでいます。このような状況下において、海事
分野でもサイバーセキュリティは益々必須の事項となっていきますが、まだまだ業界内では質・量ともにセ
キュリティに対しての取り組みが足りていないと感じています。
ただ、一から海事セキュリティを構築するのではなく、船舶 OT セキュリティであれば、工場などの制御系
システムのセキュリティ、自立運航船であれば自動車の自動運転のセキュリティと既に存在する陸上のセ
キュリティを上手く活用していくことがポイントです。これらの陸上のセキュリティのエッセンスを船舶、海事業
界特有の仕組みや文化を踏まえたものにカスタマイズしていくことで、より業界にマッチしたサイバーセキュリ
ティ対策が実現していくと考えます。
今回本レポートを読んで頂いた読者の方に、少しでも海事セキュリティに興味を持っていただければ幸
いです。
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コラム︓セキュリティ百景 ＃16
COVID-19 で変わった海外での講師業務

の進捗の確認や参加者の理解度が、顔が見え

新型コロナウイルス感染症が拡大するとともに、

ないオンライン開催では、なかなか正確に把握す

日本国内の出張は控えることが多くなりました。

ることが難しいという課題がありました。そのため、

特に海外出張は渡航することが難しい状況が続

チーム数に対して、サポートするメンバーを増やし、

いています。このような情勢下において、今までと

連携を強化しました。また、事前に使用するオンラ

は異なる、変化したスタイルの海外での講師業務

イン会議ソフトで出来ること、出来ないことを確認

について紹介します。

し、受講生用のマニュアルを作成しました。演習の
前日には、参加者ごとに接続環境が異なる状況

ラックは、タイのバンコクにあるタイ電子取引開発

を考慮し、受講生と一緒にクラウド環境への接続

機 構 (ETDA : Electronic Transactions

テストを実施しました。コンテンツに関しては、オン

Development Agency) が 運 用 す る 「 日

ラインということもあり、講義時間が長くなり、集中

ASEAN サイバーセキュリティ能力構築センター」

力が途切れてしまうことを防ぐため、いつもよりハン

(AJCCBC ︓ASEAN-Japan Cybersecurity

ズオン演習を小まめに入れるようにしました。

Capacity Building Centre）にて、日本電気
株式会社と共同で、サイバーセキュリティ演習を

4 日間の演習を無事実施することができました

提供しています。私が担当した「ネットワークフォレ

が、課題として見えてきたことは、オンライン実施に

ンジック演習」、「マルウェア解析演習」は、前回ま

は、受講生の積極性が必要になるということです。

での現地でのクラスルーム形式での講義とは、大

そのためには、受講生が積極的になるようなニー

きく異なる形での実施となりました。

ズに合わせたコンテンツを作成し、編成することが
大切だと感じました。

2020 年 11 月に実施した演習は、参加者が
完全オンラインでの講習実施の経験から、事前

ASEAN 地域９カ国から政府・重要インフラ企業
の職員の皆様などに参加を頂きました。講義形

に取り組んでおくと良いことを 3 点紹介します。

式は、クラウド上に構築したハンズオン環境とオン

1 つ目はオンライン会議ソフトを使いこなすことです。

ライン会議ソフトを使用した完全リモート演習とい

普段使用していないソフトであれば、慣れるまで、

う形で実施し、講師 1 人、サポート 3 人体制とク

機能を把握することが大切です。特に、トラブルが

ラスルーム形式より 2 人多い体制で、臨みました。

起きた際に、個別サポートや現在の状況を確認
できるブレイクアウトセッションの方法、画面のシェ
アやファイルの転送等ができるかどうかを把握する

現地で行うクラスルーム形式の講義では簡単に

ことが重要です。

把握・対応ができていた、質問やグループワークで
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2 点目としては、何かの事前の設定が受講生

私のセッションは、どちらのカンファレンスも

側に必要であれば、そのマニュアルが IT に詳しくな

「Classifying Coronavirus Related Cyber

い方でもできるようになっているか、間違っていない

Threats」というタイトルで行いました。内容は

かを確認する必要があります。本番にこのマニュア

LACWATCH 21でも一部紹介した「新型コロナウ

ルが間違っていると混乱を生む恐れがあります。

イルス感染症に便乗したスパムメールについての

手順が正しいか入念に確認することをお勧めしま

調査結果」の発表でした。ホットなテーマだったた

す。３点目は、講師やサポートメンバーと本番チャ

め、関心を持っていただける人が多く、発表後に

ネルとは別に、コミュニケーションの取れるツールを

様々な質問やフィードバックを受けました。

用意することです。今回の演習には、種類の違う
今回、両カンファレンスにオンライン登壇した際に

オンライン会議ソフトを 2 つ使用して、臨みました。

戸惑いがあったのは、イベントによって発表方法が
異なることでした。AVAR では、プレゼンテーション
動画を事前に作成するなど、いつもとは違う準備
をする必要がありました。動画収録は何回もやり
直しできる反面、聴き手のいないプレゼンテーショ
ンの難しさをひしひしと感じました。もしそういった機
写真 1 演習風景

会のある方がいらっしゃったら、準備のための時間
を余分に取っておくことをお勧めします。

海外カンファレンスでの発表

オンライン開催によるメリットもありますが、一番

演習以外にも、２つの海外カンファレンスで発

のデメリットはインタラクティブに聴講者と会話する

表を行う機会があり、オンライン登壇ならではの違

ことや、議論が難しいことです。

いについても紹介したいと思います。

コロナ禍が収束し、かつてのようにカンファレンスが

私が登壇したのは、PACSEC 2020 19（2020

開催される日はいつになるのでしょうか。写真は

年 11 月 5～8 日）、そして AVAR 2020

FIRST 2019 で LT をした時のものです。再びあ

20

VIRTUAL （2020 年 12 月 3 日～4 日）

の頃のような熱気を感じることのできるリアルなイベ

の２つのカンファレンスです。

ントが再開されることを心から願っています。

特に AVAR 2020 VIRTUAL に関してはとて
も参加規模が大きく、主催者からの案内メールに
よると、55 か国、約 1,200 名以上のセキュリティ
関係者が参加していたようです。

写真 2 FIRST 2019 LT 登壇風景
武田 貴寛

19
20

21

https://www.secwest.net/en-about

https://www.lac.co.jp/lacwatch/report/2020061
1_002213.html

https://aavar.org/index.php/about/
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アンケートのお願い
今後のよりよい記事づくりの参考とさせていただくため、以下の URL または QR コードから、アンケートに
回答いただけると幸甚です。忌憚のないご意見・ご感想をお寄せください。
https://jp.surveymonkey.com/r/RM6VNZ5

編集長

鷲尾 浩之

編集者・執筆者

髙岡 将悟、髙源 武彦、竹内 正典、武田 貴寛
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