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インターネットが普及し始めた 1990 年代、サイバー脅
威はすでにその芽を出していた。当時はハッカーやクラ
ッカーといった言葉がよく使われた。クラッカーにはイン
ターネット経由でパソコンやサーバーに余計なことをする
輩といったニュアンスがあり、その当時はハッカーとクラ
ッカーをわけて呼ぶ風潮があった。ハッカーは、正義の

味方であり、あなたのパソコンやサーバーをチェックして問
題を指摘してくれる良い人といったイメージだ。家の扉を
開けてみて、「カギが空いていますよ」と “ 家の中にメモ
を置いていく”ような存在だ。一方で、扉を開けてみて、
開いた扉から家に侵入し、何かを本当に盗んでいくような
存在がクラッカーだ。

インテリジェンスという言葉は、もともとは軍事用語であ
り、諜報活動や情報分析といった意味を持つ。代表的な
諜 報 機 関 の 米 国 の CIA は Centra l  Inte l l igence 
Agency の略で、インテリジェンスを取り扱う組織であ
ることを示している。インテリジェンスは、CIA が取り扱
うような国の存亡をかけて軍事的、国家的に求められる
ナショナルセキュリティに端を発しているが、現代ではサ
イバーセキュリティに対して役立つものとして脅威インテ
リジェンスが普及し始めている。今後、脅威インテリジェ

ンスを利用した意思決定はごく普通の行為になるはずで
ある。

東陽テクニカ セキュリティ＆ラボカンバニーでセキュリテ
ィ分野の業務に長く携わり、情報セキュリティ大学院大
学で現在も研鑽を続けている筆者が、脅威インテリジェ
ンスの世界の扉を開いていく。第 1 回目は、脅威インテ
リジェンスの前提となる「インテリジェンス」について学
び、脅威インテリジェンスの基礎を紹介する。

サイバー脅威に対する「インテリジェンス」とは何か
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ビジネスになるサイバー脅威

※警察と先端技術を有する全国7,777の事業者等（31年1月現在）との間で、情報窃取を企図したとみ
られるサイバー攻撃に関する情報共有を行う枠組み。内閣サイバーセキュリティセンター（NISC）と連
携し、政府機関に対する標的型メール攻撃の分析結果についても情報を共有している。

情勢概況：警察では、情報窃取を企図したとみられるサイバー攻撃に関す
る情報をサイバーインテリジェンス情報共有ネットワーク※により事業者
等と共有しているところ、同ネットワークを通じて把握した標的型メール
攻撃の件数は6,740件と近年増加傾向にある。

標的型メール攻撃の件数の推移

サイバー攻撃の情勢および取り組み

引用：国内でも標的型攻撃が増加している（例として、警視庁サイバー犯罪対策、平成30年におけるサ
イバー空間をめぐる脅威の情勢等について[H31.3.7掲載]
http://www.npa.go.jp/publications/statistics/cybersecurity/data/H30_cyber_jousei.pdf
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既知の *2 マルウエアなどへの対策は、IDS や *1IPS（不正
侵入防御システム）のようなセキュリティ対策製品が対
応できる。しかし、これからやってくるであろう標的型攻
撃や、ブランド価値の毀損を狙った活動にはどうしても

「インテリジェンス」が求められる。

インテリジェンスとは、多様なデータを集めて分析し、
意思決定や判断のために供する情報だ。単なるデータの
蓄積や、そのデータを整理・分類しただけのインフォメー
ションは、インテリジェンスとは言えない。分析・評価・
価値づけによってストーリーを作り上げることがインテリ
ジェンスだ。

データからインテリジェンスの 1 つの例を示そう。第二
次世界大戦で、ヒトラー率いるナチスドイツとフランスの
レジスタンスとの戦いでのこと。ヒトラーは自軍の戦地
にフランス産のワインやシャンパンを送り、士気を高めて
いた。ところが、このワインの配送ルートの情報がフラ
ンスのレジスタンスに届き、ドイツ軍の侵攻先をデータ
分析から予測した。戦時中のワインの配送は、戦局とは
かかわりのない単なる「データ」だが、これを収集、分析
してストーリーを組み立てることで、フランス軍がドイツ
軍に対して有利に戦うための「インテリジェンス」を得た
のである *3。

「インテリジェンスは目的を持って生産されたプロダクツ
である」と理解していただきたい。意思決定者がアクショ
ンを起こせるレベルまで昇華された情報が出来上がって、
はじめて厳密な意味でのインテリジェンスだ。プロダク
ツなので「カスタマー」が存在する。カスタマーは、その
目的をリクワイヤメントとして持っている。国の元首が

カスタマーであれば国の舵取りのための要求、企業の経
営者ならばブランドの新しい価値創出やリスクに対して
の対処、情報システム部門であれば、セキュリティの新
たな脅威に対する防御がリクワイヤメントになることもあ
るだろう。

すなわち、インテリジェンスはカスタマーのリクワイヤメ
ントによって、情報の内容や粒度が変わる。さらに、イ
ンテリジェンスの生成プロセスは、インテリジェンスサイ
クルと呼ぶサイクルで考えることが一般的だ。インテリ
ジェンスサイクルでは、カスタマーからの要求に対して、
インテリジェンスの生産のための企画や指示、データの
収集、情報の処理、情報の解析や分析、そして情報の配
布というプロセスがある。このサイクルで生産したインテ
リジェンスは、情報を必要とするカスタマーに届けられ、
評価された後に必要に応じてフィードバックされる。一種
の PDCA（ Plan-Do-Check-Action）サ イク ル だ と 考 え
ればよい。

インテリジェンス
サイクル

リクワイヤメントと
インテリジェンスサイクルの関係

プラン／指示／
必要性／要求

リクワイヤメント

収集配布

処理／抽出分析

フィードバック

そこで改めて「インテリジェンス」とは

当時から米空軍などでは、セキュリティ対策のツール作
成に力を入れていた。1998 年、米ネットワークジェネラ
ルは、通信を監視して異常が合った際に通知する *1IDS（不
正侵入検知システム）の提供を始めていて、東陽テクニ
カでも製品を取り扱った。ネットワークジェネラルは、ネ
ットワーク解析・管理ソリューションの Sniffer（スニファ
ー）を開発、提供していた会社であり、通信を監視して
危険や異常を検知するシステムの必要性を当時から訴求
していた。

ただ、一般の企業では「クラッカーに侵入されて会社の
ホームページを書き換えられてしまった 」といった事態に

苦慮する程度で、ネットワークセキュリティの必要性を強
く感じているのは一部の人たちだけというような時代だ
った。

ところが、急速に変化が訪れる。転機はインターネットで
E コマースが発達したことだろう。インターネットが商売
の道具になってきたことで、その上にある情報をネット
ワーク経由で何かすると金が儲かるということに一部の
人が気づき始めたのだ。それまで、自分の技術や能力
を誇示するためにハッカーやクラッカーとして活動して
いたものが、金儲けをするといった明確な目的によって
動くようになった。犯罪集団が出来上がったのである。
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こうしたインテリジェンスの考え方をサイバー脅威に適用
したもの が、 い わ ゆる「 脅威インテリジェンス（ CTI：
Cyber Threat Intelligence）」だ。 イ ン ターネットな ど
から得られる多くの情報を分析し、企業や組織の運営に
必要な意思決定を支援する情報を提供する。

インターネットは、大きく 3 層に分かれる。一般に検索
エンジンなどで検索できるサーフェスウェブ（クリアウェ
ブ ）、限られた一部の人だけがアクセスできるディープウ
ェブ、そして特殊な技術がないとアクセスできないダーク
ウェブである。ダークウェブでは、企業の機密情報やロ
グイン情報、ハッキング技術などがやり取りされていると
見られる。

ダークウェブが分析できればすぐに問題解決、とはいか
ない。そもそもダークウェブに隠されていたデータは真
贋の区別がつかない。インテリジェンスを作成する分析

官は、データを「信頼性 」とその事象が起きる「確からし
さ」の 2 つの側面から見積もり、取り扱いの重み付けを
する。さらに「サーフェスウェブ」や「ディープウェブ」の
データをも収集し、企業のブランド毀損への対応やフィ
ッシング対策、情報漏洩の予見など、カスタマーのリク
ワイヤメントに対応した解析・分析を行って、脅威インテ
リジェンスという生産物を作り出す。

以前はスプレッド攻撃と呼ばれる “ 下手な鉄砲数撃ちゃ
当たる ” という攻撃手法が主流だった。不幸にして当たっ
たら何とかすれば良い、という受け身のセキュリティ対策
でも対応が可能だったとも言える。その上、不正侵入検
知システムやファイアウォールの技術進歩、OS やサーバ
ーアプリケーションのセキュリティ対策の高度化により、
守られているシステムを悪意ある第三者が正面突破する
のは、いくら高い技術があっても難しくなってきた。

サイバー脅威に対するインテリジェンス

そこで、攻撃者は目的をもって、特定のターゲットに長
期間にわたって綿密に仕組んだ攻撃を仕掛けるようにな
っ た。APT（ Advanced Persistent Threat、 持 続 的 標
的型攻撃）と呼ぶもので、「特定の相手にねらいを定め、
その相手に適合した方法・手段を適宜用いて侵入・潜伏し、
数か月から数年にわたって継続するサイバー攻撃」のこと
を指す（情報通信研究機構（ NICT ）のサイバー攻撃対策

総合研究センター（ CYREC）の定義 ）。攻撃者には目的
があり、あなたを狙う動機がある。そこで、公開された
インターネットやダークウェブの情報を収集、分析し、何
か異常が発生していないかを脅威インテリジェンスとして
得ることで、サイバー脅威から企業や組織を守ることが
できるのである。

インターネットの構造
インターネットは海面に浮く氷山のような構造を持つ。水面上に見える「サーフェスウェブ」に加えて、水面下には通常では見
えない「ディープウェブ」、アクセスに特殊な技術が求められる「ダークウェブ」が存在し、脅威につながる情報が潜んでいる

Surface web
一般的な検索エンジンで

できる空間

Deep web
限られた一部の人のみが
アクセスできる空間

Dark web
Torなどの技術を使ってアクセスが
可能な匿名性が非常に高い空間

企業の機密情報
企業から盗み出した様々な情報（機密文書や設計情
報など）が、ダークウェブなどで売買されています。

ログイン情報
様々なシステムへログインするための膨大なログイ
ン情報やパスワードなどが売買されています。

ハッキング技術
攻撃ツールやハッキング手順などが売買され、ダー
クウェブ市場でビッグビジネスとなっています。



サイバーセキュリティ 2020最前線

株式会社東陽テクニカ セキュリティ & ラボカンパニー 

All Right Reserved Copyright © 2020 TOYO Corporation.

〒103-8284 東京都中央区八重洲 1-1-6 　
TEL：03-3245-1245（直通） 　FAX：03-3246-0645
公式サイト：https://toyo-slc.com   
お問い合わせ：https://toyo-slc.com/contact/

株式会社東陽テクニカ セキュリティ & ラボカンパニー

公式サイト

〈 無断転載・複製を禁じます 〉

4

*1  IDS/IPS：そ れ ぞ れ、Intrusion Detection System （ 不 正 侵 入 検
知システム）、Intrusion Protection System （不正侵 入防止シス
テム）の略。

IDS は、外部からのネットワークやホストへの不正アクセスを検知、
アラートを生成するセキュリティ システム。IPS ではさらに、検知さ
れた有害トラフィックや、送信元 IP アドレスやポート番号等の特徴を
抽出してフィルタリングするなど、防御までを実施する。アンチ ウィ
ルス ソフトウェアの様に有害通信固有の特徴を検出する方式、平時
のネットワークやホストの状態を基準として異常状態を検出する方式
などがある。

株式会社東陽テクニカ セキュリティ＆ラボカンバニー

我妻 敏

以前であれば、インターネットと企業のシステムの間に
壁を作れば内部を一定のレベルで守ることができた。い
わば中世の城郭都市のように壁を高くして境界を守れば
よかった。ところが、交易が進み都市間の交易が盛んに
なるにつれ、人の出入りが多くなってきた。壁で守るの
ではなく、出入りする個々人を識別して守る必要が出て
きた。サイバー脅威への対応も、壁を守るだけでなく行
き来するデータそのものをきちんと見なければならない
時代に入ってきたのだ。

APT の脅威が叫ばれ、守る側の努力も続けられている。
壁の高さ、すなわち境界の守りは高まっている。そうし

た中で、攻撃者はいわゆる「 *4 トロイの木馬 」的な戦術
を取らなければ、突破できなくなってきている。そのた
めに、妙なものが添付されているメールなど、個のデー
タを識別して排除する必要性が戦術として高まっている。

実際には、世の中の脅威情報の 8 割はオープンソース、
すなわち公開情報から得られるという見方もある。オー
プンソースの情報だけでも丁寧に見ていけば、かなりの
インテリジェンスが生産できる。さらに、公開されてい
ないダークウェブなどの情報も組み合わせて解析・分析
することで、より確度の高い脅威インテリジェンスを得る
ことができる。

つながる世界で企業を守るには

脚注：用語解説および 引用索引

*2  マルウエア：所有者に認識されずにコンピューターにインストール
され、その所有者に認識されない、望まれない動作をするソフト
ウェアの総称。インストール時には、コンピューターのもつ脆弱
性が利用されたり、ユーザーにメールの添付ファイルを実行させる
などの詐欺的手法（ソーシャル エンジニアリング ）が利用される。
コンピューター ウィルスやランサムウェアなどが含まれる。

*3  『知られざるインテリジェンスの世界』
吉田一彦（ PHP 研究所、2008 年）より引用

*4  トロイの木馬 ：マルウェアの一種。通常は活動せず潜伏している
が、第３者からの命令やスケジュールによって活動を開始し、イン
ストール先のコンピューターの操作や情報窃取などが実行される。
ギリシャ神話のトロイの木馬を連想させる動作から命名。

サイバーセキュリティの未来を見据える
東陽テクニカに 1987 年に入社し、製品の評価や技術サポートに従事。1996 年からはネットワークプロトコルアナライ
ザー Sniffer University 公 認インストラクターを務め、その後 IDS（侵入検知システム ）、DDoS 検知・対策システム、
脆弱性スキャナーなど、幅広いネットワークセキュリティ製品を担当。2016 年 11 月、東陽テクニカ内に新設されたセキュリ
ティ社内カンパニー「セキュリティ＆ラボカンパニー」の立ち上げメンバーとして、サイバーセキュリティ分野のソリューション
導入コンサルティングや啓蒙活動を現在まで続けている。研究活動にも従事し、2018年から情報セキュリティ大学院大学
（https://www.iisec.ac.jp/）の後藤研究室（後藤厚宏 教授 ）で「IT/OT を統一したリスクアセスメントモデルの提案 」
をテーマとした研究を継続している。サイバーセキュリティについて、インターネットの普及初期から現在までの四半世紀に
およぶ経験・知見を持ち、未来に向けた研究にも取り組んでいる。
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