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最新の現実的な展望

2020 年に私たちの生活は激変しましたが、サイバー・セキュリティ業界は 2021 年に強靭さを取り戻しまし

た。Mandiantは変化し続ける状況の中で課題に取り組み、専門家による最高レベルのサービスを顧客に提
供し続けています。

サイバー・セキュリティの世界では、予測が非常に重要です。常に言えることは、サイバー領域では不確定性
が非常に大きいということです。攻撃者は常にTTP（Tactics 、Techniques 、Procedures）を変化させて

検知をすり抜け、防御側はその対応に追われています。Mandiantは、情報と証拠に裏付けられた知見と予測
を顧客と共有することにより、このギャップを埋める役割を果たしています。このとき、サイバー攻撃に対して

あらゆる組織のセキュリティを確実にし、信頼できる準備体制を築く、というMandiantの使命も追求してい
るのです。

今年のレポート『 2022年以降のサイバー・セキュリティに関する14の予測』では、グローバル・インテリジェ
ンスおよびAdvanced Practices 担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントのサンドラ・ジョイス（Sandra

Joyce）やシニア・バイス・プレジデント兼最高テクノロジー責任者のチャールズ・カーマカル（Charles
Carmakal）をはじめ、世界中で活躍する当社のリーダーおよび専門家が 14の知見をお届けします。
それでは、Mandiantによる2022年のセキュリティ予測をご覧ください。
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注目を集めるランサムウェアと多重脅迫

1. 終わりの見えない戦い：頻度の増加と戦術の拡大
ランサムウェア攻撃はこの10 年間に急増し、依然とし
て増加傾向にあります。ランサムウェアは大きな金銭
的利益につながります。世界各国の政府や技術革新に

よって攻撃者の費用対効果の計算式を根本的に変える

ことができない限り、この状態は続きます。攻撃を遮断

して攻撃者を取り押さえてはいますが、サイバー犯罪者
はすぐにRansomware-as-a-Serviceのビジネスモ
デルの一環として別のプラットフォームに侵入し、攻撃
を継続します。多くのランサムウェア攻撃者は、米国の

法律が及ばない地域や、攻撃活動に対するコストや影
響が少ない地域から攻撃を仕掛けています。米国外か
らのランサムウェア攻撃は今後も増加すると見られま

す。また、重要な産業に対するランサムウェア・インシ

デントも増加すると見られます。一般市民の健康や暮

らしへの深刻な影響を回避するため、支払いの緊急性
が高まるからです。

多重脅迫を実行する攻撃者は引き続き、被害者に支払
いを強要するための新しい方法を見つけていくでしょ

う。多重脅迫は、暗号化によって被害者を自組織のファ
イルからロックアウトすることから始まります（古典的
ランサムウェア）。次に、機密データを公開するなどの
脅迫を加えます。2022 年には、攻撃者は新たな戦術

を拡大するものと見られます。たとえば、被害組織や

標的組織の内部の人間を仲間に引き入れることなどが

考えられます。また、支払い金額を交渉するために被

害者がプロの交渉専門家を雇った場合に、その被害者
に罰を与えるサイバー犯罪者も増えると見られます。実
際、これらの戦術は 2021 年にすでに登場しています。

来年には、攻撃者がビジネスの世界により精通し、被
害者が回避したい事態について学習することによって、
これらの戦術がさらに進化すると考えられます。

多重脅迫を実行する攻撃者は引き続き、被害者
に支払いを強要するための新しい方法を見つ
けていくでしょう。

2. 盗人に仁義なし：攻撃者間の争いが増加
Ransomware-as-a-Serviceの攻撃には通常、複数
の攻撃者が関与します。それぞれが攻撃の特定の要素

を実行し、手数料または一定の分け前を得ます。2022
年を通して、これらの攻撃者間の争いが増えると見られ

ます。こうした争いは、最終的に被害者に悪い結果を

もたらす可能性があります。標的から支払いが得られ
ない場合や、法執行機関に支払いの受け取りを阻止さ
れた場合、攻撃者間に争いが生じるかもしれません。

被害組織が最終的に支払いを行った場合でも、攻撃者

の誰かが分け前が十分ではない、あるいは不公平だと

感じれば、争いが起こるかもしれません。このような攻
撃者間の争いはすでに確認されており、被害者が悪影
響を受ける可能性がありました。今後1 年間に、窃取さ

れたデータの公開を阻止するために被害者が何百万ド

ルも支払う事例が数多く生じると思われます。このよう
な場合、攻撃者間の争いの結果として、攻撃者の中の

1 人がデータの一部または全部を公開する可能性があ

ります。このような事例が増えると、身代金の支払いに
対する組織の考え方にも影響が生じます。
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3. 米国政府とランサムウェア攻撃者と間で板挟みになる組織
米国政府はランサムウェアを抑制しようと取り組んで

かもしれないというあいまいな見解によるものです。

あります。たとえば、米国の組織や米国で事業を行う

な組織が制裁対象の疑いがある者に支払いを行った場

おり、これが組織にマイナスの影響を与える可能性が
外国企業は、制裁対象の攻撃者や、米国財務省が定
める支払い禁止リストに掲載されているグループや個

人に支払いを行うことは許されません。それでもなお、
いくつかの公開事例で、制裁対象者とゆるいつながり

があると思われるグループに被害者が支払いを行って
います。これは必ずしも確証のあるつながりや確実な
つながりがあるということではなく、つながりがある

政府が巨額の身代金支払いを阻止するために、大規模

合に、それをやり玉として挙げる可能性があると考えら
れます。身代金支払いに対しては、さまざまな考え方が

あります。完全に禁止し、支払いプロセスそのものを違

法とするべきだという考え方もあります。したがって、
脅迫に応じて支払いを行った被害組織には、何らかの
罰則が科される可能性が高いと思われます。

多くの OTデバイスは、最先端の設計でも
セキュリティが組み込まれていません。

4. サイバー・フィジカル・システムに対する「n00bs」の脅威が増大
2021 年を通して、技術力の高くない攻撃者が、運用テ
クノロジー（OT ）の分野で大きな影響力を持てること

に気付いたことが観察されています。おそらく、彼らが
意図したよりも大きな影響力であったと見られます。攻

撃者は 2022 年もOT分野への攻撃を続け、攻撃の中で
ランサムウェアを使用する頻度が高まるでしょう。OT

環境が標的とされる理由は、その運用を完全に維持す
る必要があるためです。特に、システムが重要なインフ

ラの一部である場合は狙われやすくなります。重要な

OT 環境を狙う攻撃では、深刻な障害が引き起こされ、
場合によっては人命にかかわることもあります。そのた
め、身代金の支払いへの組織のプレッシャーは高くな
ります。さらに悪いことに、多くの OTデバイスは、最先

端の設計でもセキュリティが組み込まれていません。

現在、OT 環境で特定されている脆弱性の数は大幅に
増加しています。
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5. 日本を含むアジア太平洋（APJ）地域でセキュリティ侵害の報道が増加

従来、APJ 地域の侵害が公開されることはありませ

んでした。しかし、多重脅迫の増加に伴い、2022 年に
は状 況が 変わる可能性が高いと見られています。以
前は、侵害を公開することは、攻撃者にとっても被害

組 織にとってもメリットがありませんでした。攻撃者

は、被害組織のネットワークへのアクセスを長期間維

持したいため、できるだけ長く身を隠そうとしていまし
た。また、被害組 織は、社 会的信用の失 墜や経済的
影響など、侵害による影響を回避したいと考えていま

した。多重脅迫は、この状況を一変させました。今や
攻撃者は、侵害を暴露して機密データを公開すると脅
すだけで、支払いの緊迫性を高めることができます。

APJ 地域の組織はこの種の脅迫者に対処する準備が

必要です。しかし、この地域の多くの組織は、この種の
脅威に対する経験が乏しいか、深刻な脅威として捉え

ていないのが実情です。そのため、APJ 地域の組織へ
の数多くの侵害が今後、攻撃者によって公表されると考
えられます。

国家から支援を受けた主な攻撃グループについての展望：BIG 4

6. ロシア

ロシアは 2021 年の残りから2022 年にかけて、これまでと同様にNATO 、東ヨーロッパ、ウクライナ、アフガニス

タン、エネルギー分野を主な標的に定め、積極的な姿勢を維持すると見られます。米国政府は、UNC2452の攻撃

（別名：SolarWindsサプライチェーン攻撃）をロシアと関連付けています。このことは、ロシアが広範な影響をも

たらす能力を有していることを示しています。来年も、サプライチェーンとソフトウェアのサプライチェーン環境が引
き続き、ロシアの標的になると見られます。また、クラウドとオンプレミスのハイブリッド環境でのUNC2452による

認証方法の操作は革新的な戦術であり、このことから、ロシアのオペレーション技術のレベルの高さと攻撃範囲の
拡大が見てとれます。

7. イラン

イランは、地域的な利益を拡大するために、サイバー・ツールをさらに攻撃的な形で利用してくるでしょう。2020
年と2021 年に米国がイランによるものとして関連付けた情報オペレーションを見ると、以前よりも攻撃的な戦術

になっていることがわかります。イランは引き続き、イスラエルと他の中東諸国を標的とするでしょう。イランの攻
撃者からは、破壊型のマルウェアを使用する能力と意欲があることが見てとれます。したがって、目の前のあらゆる
機会を利用してくると考えられます。最終的には、自国の利益に有利な形にパワーバランスを変えようとするでしょ

う。中東以外の国を標的としている例も見られますが、2022 年を通じてイランによる攻撃の標的は中東地域にな
ると思われます。

8. 中国

中国は引き続き、非常に攻撃的であり続け、サイバーエスピオナージを用いて一帯一路構想を支えていくと見られ
ます。国家安全部（ MSS）と人民解放軍（ PLA ）の組織改編がほぼ完了したため、オペレーションはより標的を
絞ったものになるでしょう。中国は、オペレーションの規模を拡大し、以前は避けていた手段も取るという意志を

示しています。地政学的緊張が高まり続ける中、大きな懸念となるのは、中国がすでに有しているがまだ使用して
いない破壊的能力を実際に使ってくるのはいつか、という点です。

9. 北朝鮮

北朝鮮は、地政学的、国際的、財政的課題を抱え、多くのリスクを敢えて取ろうとしています。2022年は、国家とし

て不足している手段を補うために、北朝鮮がサイバー能力を活用してくると見られます。北朝鮮のサイバー組織は、
核開発のための資金獲得と戦略的インテリジェンスの収集により、引き続き金正恩体制を支えるでしょう。
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10. アフガニスタン情勢を契機としたエスピオナージと情報オペレーション
タリバンによる支配と米軍のアフガニスタン撤退によ

に対してコミットメントを維持できなかったという見

増加すると考えられます。イラン、中国、ロシアといっ

イスラム原理主義の攻撃者がいっそう大胆になり、プロ

り、サイバーエスピオナージと情報オペレーションが
たいつもの情報オペレーション攻撃者が、2021 年末

から 2 0 2 2 年にかけて、それぞれの権 益を支えるた
めに主張を繰り広げるでしょう。これらの国はまた、

状況についての否定的な見方、特に米国が組織と国

方を強 調するでしょう。首長 国 樹立の宣言により、
パガンダ活動を拡大していく可能性があります。改ざん

などのハクティビスト戦術、ソーシャル・メディア・アカウ

ントの乗っ取り、オープンソースやデータ侵害によって
収集した「標的リスト」の流布などが考えられます。

BEC 詐欺、多要素認証プロ
トコルのバイパス、KYC ID
認証を容 易にするために、
ディープフェイクが利用され
ています。

11. ディープフェイク：情報オペレーションにとどまらない

情報オペレーションにおけるディープフェイクの効果は

タイプの犯罪スキームにも利用されています。オープン

国家支援を受けた攻撃者や金銭目的の攻撃者もこの

多要素認証（ MFA ）セキュリティ・プロトコルや Know

これまでセキュリティ分野で議論されてきましたが、
技術に関心を寄せるようになっています。Mandiant

ソースでは、操作されたメディアを攻撃者が利用して、

は 2020 年と2021 年を通じて、ロシア語と英語のアン

Your Customer（KYC）の本人確認手続きを回避する
仕組みを明らかにしています。2022 年以降、ディープ

ついての投稿や広告を観察しています。こうしたアン

ピオナージを行う攻撃者は、ソーシャル・エンジニアリ

ダーグラウンドの犯罪フォーラムでディープフェイクに

ダーグラウンド・フォーラムのユーザーは、カスタマイ
ズされたディープフェイクの動画や画像のほかにも、

操作されたメディアをユーザーが自分で作成できるよ

うになるためのトレーニングを宣伝しています。ディー
プフェイクの音声は、ビジネスメール詐 欺（ BEC ）

フェイク技術の利用が広まるにつれ、犯罪活動やエス

ングの説得力を増すために操作されたメディアをオペ
レーションに組み入れ、特定の標的に合わせて容易に
コンテンツを改変し、一部の自動個人識別システムを
突破することが予想されます。
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12. サイバー攻撃のアウトソーシングにより、不正オペレーションのスピードと影響が増大
ランサムウェアのアフィリエイト・プログラム、侵入を

成熟し、サイバー攻撃のスキルの専門化と商品化が、

ンダー、フリーランサーといったメカニズムを介した

れらすべての要因から、国家支援を受けた攻撃者や犯

請け負うベンダー、商業的請負業者、マルウェア・ベ
不正なオペレーションのアウトソーシングは、サイバー

脅威活動の頻 度と複雑さが増大する原因となってい
ます。この 傾 向が 2 0 2 2 年に鈍 化する兆候はありま
せん。ツールと人材の両面において、金銭目的のオペ
レーションと国家支 援を受けたオペレーションの境

界はあいまいになっています。また、サードパーティの
ツールやサービスに関する合法的市場と違法市場が

特にサイバー犯罪のコミュニティで進行しています。こ
罪活動を行う攻撃者が幅広く、高度な機能にアクセス
できるようになっています。不正なオペレーションの質

が高まり、量が増え、柔軟性が拡大するため、防御側
にとっては、全体的なサイバー・リスクが増大すること

を意味します。また、アトリビューションや、活動セッ
トの追跡と区別が複雑になり、攻撃者の動機とTTPに
フォーカスした防御戦略の構築も難しくなります。

Mandiantのインシデント対応調査にお
いて、クラウド・リソースが関係する割
合はここ数年間で急増しています。

13. クラウドとサードパーティの導入により新たな課題が生じる

組織は主な業務を遂行するにあたり、今後もクラウド

やクラウドでホストされるサードパーティ・プロバイダー

への依存度を高めていくでしょう。そして、これらの

サードパーティ・プロバイダーが可用性とセキュリティの
両方を維持することに対するプレッシャーも増大して

いきます。これらの機能のいずれかに障害が起きると、

組織が攻撃の主要な標的ではなく、内部ログでアタッ
ク・ライフサイクルの全体像にアクセスできない場合で
も、組織は業務中断に対処し、インシデントを診断し

て対処し、復旧にあたる体制が整っていなければなり

ません。Mandiantのインシデント対応調査において、

クラウド・リソースが関係する割合はここ数年間で急増
しています。2022 年を通じて、企業がクラウドを導入

する流れに合わせて、クラウドの侵害と悪用も増加して

いくものと見られます。クラウドやクラウドでホストさ
れるサードパーティ・プロバイダーを利用する組織は、

侵害に対する脆弱性が拡大する可能性があります。ま
た、クラウド・リソースに影響するエラーや脆弱性、設

定ミス、サービス中断に対する脆弱性も拡大する可能
性があります。
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14. IOTデバイスの増加に伴い、脆弱性と攻撃経路も増加

今後数年間、IoT（モノのインターネット）デバイスは
増加を続けると見られます。その多くは安価であり、

セキュリティを十分に考慮しないで設計されます。ソ

フトウェアとハードウェアの両 面で生じる脆 弱 性の
数は膨大であり、バグ・ハンターが追いつくことは困
難になると考えられます。すべての IoT デバイスはつ

ながっているため、全体的な攻撃 経 路が拡 大するこ
とになり、深刻な影響をもたらす可能性があります。

残念ながら、IoT デバイスの基 本設 計では、こうした
問題に対処するためのセキュリティは重 視されてき

ませんでした。そのため、今 後 数年間は状 況は悪化

の一 途をたどるでしょう。新たに発見された脆 弱 性
に対してフィックスがリリースされた場合、ユーザー

IoTデバイスに関して、協調的なセ
キュリティ・イニシアチブは存在して
いません。

7

が 主体 的 にデバイスを更 新 する 必 要 が あります。

しかし、多くのユーザーは更新が必要なことに全く気付
かないか、気付いたとしても気にしない可能性がありま
す。IoTデバイスに関して、協調的なセキュリティ・イニ

シアチブは存在していません。Secure Bootなどのテ
クノロジーは役に立ちますが、現在のところ、大規模組
織による導入や比較的新しい製品への実装に限られて

います。MicrosoftやAmazonなどの大企業が構築し

ようとしているプラットフォームは、よりセキュアな IoT
デバイスを構築する機会を中小企業に提供するもので
す。この方向性は正しいものの、セキュアな IoT 環境が
実現するまでには数年かかるでしょう。

レポート | M A N D I A N T 2022 年以降のサイバー・セキュリティに関する14 の予測

よりセキュアな未来に向けて
「予測」という言葉の方がインパクトが強いかもしれませんが、サイバー・セキュリティの分野では、
「予報」
と言った方が適切かもしれません。Mandiantの未来予測は、現在観察されているトレンドに基づいたもの

だからです。これは攻撃者の振る舞いに限ったことではありません。テクノロジーや就業場所のトレンドや、
法規制の変更など、あらゆる要素が考慮されています。

Mandiantの最近の予測レポートには、必ずランサムウェアの項目が含まれています。今年も例外ではありま

せん。実際に、2022年の脅威の展望はさらに厳しいものになるでしょう。ランサムウェア攻撃者は過激さを
増し、これまでの比較的シンプルな攻撃から、より巧妙で利益の高い多重脅迫オペレーションへと進化して

います。米国および国際社会のランサムウェアに対する 取り組みは進んでいますが、Ransomware-as-a-

Serviceのビジネスモデルには影響が及んでいません。皮肉なことに、政府の取り組みは、組織に悪い結果
をもたらす可能性があります。

ランサムウェアは存在し続けます。エスピオナージや情報オペレーションも存在し続けます。2022年は、ロ

シア、イラン、中国、北朝鮮という「Big 4」による地域的および国際的な活動が引き続き観察されるでしょ
う。また、アフガニスタンの最近の情勢に起因する活動も見られるでしょう。ディープフェイク技術の利用が
拡大することで、脅威は増す一方です。

2022年、組織は多くのことを念頭に置かなければなりません。しかし、警戒を怠らないことで、今後の脅威

を防御し、その防御を突破してくる避けられない脅威にも対応することができるでしょう。Mandiantは、広
範かつ徹底的なサイバー専門知識と脅威インテリジェンスをダイナミックなサイバー防御テクノロジーに組
み入れ、お客様組織の力となります。

詳しくはwww.Mandiant.jpをご覧ください。
マンディアント株式会社
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客様組織にとって信頼の置けるパートナーとなっています。現在、業界
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2004 年の設立以来、Mandiant は堅牢なセキュリティを必要とするお

トップクラスの脅威インテリジェンスと専門知識をもとに、ダイナミック
なソリューションを提供することで、効果的なプログラムの構築とサイ
バー防御態勢の確立においてお客様組織を支援します。
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