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フォーティネットジャパン

012年の上位8つのセキュリティ予測を公表
〜モバイル ランサムウェア、Androidワームなど、増加する
ハクティビズム（社会的・政治的なハッキング行為）の脅威を予測
ネットワークセキュリティのリーディングプロバイダーであり、UTM（Unified Threat Management ：統合脅威管理）ソリ
ューションの世界的リーダーであるフォーティネット（Fortinet, Inc. 本社：米国カリフォルニア州サニーベール）は、昨年
末、脅威に関する統計およびトレンドを収集・集計している FortiGuard Labs による 2012 年の脅威予測を公表し、警戒すべ
き 8 つの脅威を指摘した。

ていなかった。FortiGuard Labs は、

異することができるマルウェアで、

2012 年にこの状況は変わると予測

特定し駆除することを極度に難しく

している。2004 年に発見された最

するものである。FortiGuard Labs

「ランサムウェア」は「ランサム

初の Symbian ワームである Cabir

のチームは以前、Windows モバイ

（身代金）」の支払いが完了するまで

と違って、Android マルウェアの開

ルフォン上でポリモーフィズムに遭

デバイスを「人質」に取るマルウェ

発者が、拡散方法に制限のある

遇しており、このマルウェアが

アだが、この脅威は長年にわたって

Bluetooth やコンピュータ同期を使

Android デバイス上に現れるのも時

パソコン上で発生してきた。感染し

う可能性はほとんどないと思われ

間の問題だと考えている。

たデバイスのルートアクセスを奪取

る。その代わり、SMS メッセージ

するソーシャルエンジニアリング行
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ソーシャルネットワーク上にワーム
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匿名の送金サービス、人的ネット

しくコントロールされアクセス権が

FortiGuard Labsのチームは予測し

ワークやペイメントプロセッサ（決

制限されていることが、ランサムウ

ている。

済会社）の情報秘匿性を使用して、

【1】モバイル デバイスを
人質にとるランサムウェア

【4】ネットワークベースの
マネーロンダリングに
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ェアのようなマルウェアにとって好

サイバー犯罪組織は長年にわたっ

【3】Polymorphism は
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クラッカーを望むか？

て、摘発されることなく自由に活動
し続けてきた。FortiGuard Labs は、

2012年にはモバイルデバイス上でラ
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2010 年、FortiGuard Labs は、

2012 年には多くのサイバー犯罪者

Android マルウェアが暗号を使用
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し、攻撃コードを組み込み、エミュ

いる。ChronoPay の CEO である

レーターを検知し、ボットネットを

Pavel Vrublevsky が、Aerfolot の
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Web サイトをハッキングし、訪問

ワームはデバイスからデバイスへ
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ポリモーフィズムは自動的に突然変
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【2】Android へのワーム攻撃
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ムが予測している取締りの良い例で

に閉ざされたネットワーク上で運用

あるそうだ。

されているとは限らないことだそう

【8】大義を一刀両断する

だ。多くの新しいヒューマン・マシ

【5】セキュリティ分野での
官民の連携

ン・インタフェース（HMI）を持

Anonymous は 4Chan.org 上に

ったデバイスがこのようなインフラ

2003 年に組織化されたが、2010 年

システムと相互接続されており、ロ

には、ゆるやかに組織されたアナー

Rustock や DNS Changer を含むグ

グインのための Web インタフェー

キスト達が彼らの力を利用して、ソ

ローバルに展開するボットネットの

スを利用している。バックエンドシ

ニーのような大規模かつ高い注目を

解体が増えていきていることを確認

ステムに直接アクセスすることはで

集めているターゲットを攻撃しはじ

し た 。 こ の 解 体 と 同 時 に 、

きないが、Anonymous のような集

め、年末にかけて彼らの力を「慈善」

Anonymous や LulzSec という国際

団は、ターゲットを選びコードを調

のために使ってきている。この良い

的なハッキング集団のメンバーが逮

べることで、Web ベースの脆弱性

例としては、彼らは最近、メキシコ

捕された。このような取締りは2012

の組み合わせを既に発見していた。

の麻薬カルテルメンバーの正体を暴

年においても継続すると予測されて

2012年内には、FortiGuard Labsは、

露すると脅迫したり、当局が子供の

おり、FortiGurard Labsのチームは、

潜在的な破壊結果を伴う、新しい

ポルノ犯罪の一味を摘発するのを支

その多くが米政府直轄研究機関であ

SCADA の脆弱性が発見され、攻撃

援したりしている。ハッキング集団

る国防高等研究計画局（DARPA）

されるだろうと予測している。

は、このような正義ラインのボーダ

2011 年、FortiGuard Labs は、

の公的防御イニシアティブの支援を
受けて実施されるだろうと見てい
る。DARPA は、最近、18,800 万米

ーにのるか、これを超える攻撃を混

【7】スポンサーによって
支援された攻撃

ドルの予算を確保しており、民間セ

FortiGuard Labs のチームでは、

在させているが、2012 年には、ハ
ッキング集団の正義が裁かれる事例
が 多 く 見 ら れ る だ ろ う と

クターでサイバー犯罪防御チームを

CaaS（サービスとしての犯罪）に

立ち上げるイニシアティブにその予

ついて頻繁に討議している。多くの

算の一部を投入することを計画して

コンピュータを感染させたり、スパ

いる。2012年においても、引き続き、

ムを送信したり、DDoS 攻撃をしか

同様な官民の連帯が世界中で形成さ

けるなど、インターネットを通して

FortiGuard Labs は、世界中で稼働し

れると予測している。

不法で有害なサービスを犯罪組織が

ている FortiGate ネットワーク セキュ

どのように提供しているのかを解明

リティ アプライアンスおよび

【6】攻撃の視野に入った
SCADA の脅威

している。2012 年、FortiGuard
Labs は、国や企業レベルでの資金

10 年以上にわたって、SCADA

援助を含む CaaS が、企業や個人に

（Supervisory Control And Data

対し、より戦略的かつ標的型の攻撃

Acquisition）ベースの脅威は悩み

に悪用されるだろうと予測してい

の種であった。その理由は、多くの

る。

FortiGuard Labsは予期している。
FortiGuard Labs について
（www.fortiguard.com）

FortiGuard Labs の監視システムから
収集したデータに基づいて、過去 4 週
間の脅威に関する統計およびトレンド
を収集・集計している。

場合、電力や水道のグリッドなどの
クリティカルなインフラに接続され

●お問い合せ先●

ているためだ。注意しなければなら

フォーティネットジャパン㈱

ないことは、これらのインフラは常

URL ： http://www.fortinet.co.jp/
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