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脅威インテリジェンスでは、インターネットをはじめとした
多様なデータを分析し、そこから将来サイバー脅威として
起こる確率が高いストーリーを読み取る。脅威インテリジ
ェンスから得られるストーリーを使って、企業は自社のブ
ランドや価値、情報システムを守るための意思決定を行う
わけだ。

脅威インテリジェンスから知見を得ていれば、被害を免れ
たかもしれない事例がある。日本航空（JAL）が3億8000
万円を搾取されたいわゆるビジネスメール詐欺（BEC）で
ある。2017年12月に明らかになったこの詐欺は、一般に

も大きな衝撃を与えた。取引先の担当者を装った第三者の
偽メールを、正当な取引先からのものと思い、要求された
金額を指定口座に振り込んでしまったのである。どんな企
業であっても、こうした詐欺グループに狙われてしまったら
騙されるリスクは高い。

狙われていることを事前に予測するには、こうした詐欺メ
ールの存在や、業界への攻撃の状況、さらに標的とされる
自社のメールアドレスの収集状況など、多くのデータを分
析しなければならない。実際、JALと同様の手口の詐欺メ
ールは、スカイマークにも2016年、2017年に届いていた
が、事なきを得ていた。ビジネスメール詐欺の危険性が高
まっていることや、高額な決済が怪しまれない航空業界が
狙われていることを脅威インテリジェンスから知り得てい
れば、JALの被害は避けられたかもしれないのだ。

脅威インテリジェンスとしては、インターネットの中でも一
般には見えない「Dark Web」「Deep Web」の情報を
収集して分析することで得られる情報の価値が叫ばれる。
一方で、こうした事例からは誰もが見られる「Surface 
Web」上のデータから得られるオープンソースインテリジ
ェンスや、業界の情報共有＊などからも、データを分析す
ることで得られる知見にも高い価値があることがわかる。
脅威インテリジェンスを用いることで、サイバー脅威に対す
る守りを固めるだけでなく、攻撃に対応する優先順位の決
定をしたり、事前に攻撃の芽を摘んだりというアプローチ
も採れるのである。

諜報活動や情報分析を意味する「インテリジェンス」。中
でも、サイバー脅威から企業を守る「脅威インテリジェンス
（CTI：Cyber Threat Intelligence）」が注目されるよう
になっている。サイバー脅威の多様化と標的を定めた執
拗な攻撃が増えたことで、多くの情報を分析してストーリ
ーを組み立てて洞察を得る「インテリジェンス」の重要性
が高まっているのである。

脅威インテリジェンスの世界の扉を開いていく連作ホワ
イトペーパーの第2回目は、サイバー脅威に対して、企業
が脅威インテリジェンスで備えることの必要性をテーマに
掲げる。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、第1回に続
いて考察していく。

脅威インテリジェンスでサイバー脅威を未然に防ぐ

高まる脅威インテリジェンスの必然性

IPAの注意喚起情報より
https://www.ipa.go.jp/security/announce/201808-bec.html

ターゲットの情報を取り入れ巧妙に仕組まれた
ビジネスメール詐欺のメール例

＊ 日本でも、金融、通信などのISAC （Information Sharing and Analysis Center）がある
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ビジネスメール詐欺は、サイバー脅威の1つの手法として
リスクが高まっていることを示す一例であり、攻撃者はメー
ルに限らずどこを狙ってくるかわからない。メールならば、
対応する担当者のスキルを向上させることで対応が可能か
もしれないが、機器やシステム、プラントなどを動かすた
めのデータが偽物に置き換わっていたら、どうなってしま
うだろう。

日本をはじめ、世界は「つながる社会」へ向けて変貌を遂
げている。日本でも政府の「Society 5.0」の掛け声の下
で、様々なモノや機器がネットワークにつながるようになっ
てきている。サイバーの世界とフィジカルの世界が連携す
るサイバーフィジカルシステム（CPS）や、サイバーとフィ
ジカルの世界が相互に強く連動して双子の存在となって制

御できるデジタルツインのように、つながる社会では物理
的なリアルの世界とサイバーの世界が1つのシステムに結
合されていく。

リアルの世界とサイバーの世界でフィードバックループを
作るのが、Society 5.0の世界である。これがうまく機能
すれば、社会課題の解決が進み、豊かな社会が生まれる
だろう。例えば個々の自動車の位置や走行情報を集めら
れれば、渋滞の現状をサイバーの世界で総合的に理解で
きる。この渋滞情報から、適切に自動車の走行ルートを
制御すれば、都市の渋滞問題の解消につながる。悲しみ
を生む交通事故も劇的に減らせるだろう。

しかし、このフィードバックループでは、収集するデータ
そのものを誰かが狂わせてしまえば、ループ全体を破滅的
な方向に進めることも可能なのだ。渋滞問題解消のため
のシステムによって、自動車の衝突が激増する――そんな
事態に陥るかもしれない。すなわち、センシングそのもの
を守らなければならない時代であり、現実に何かが起こる
前に間違った分析結果によるフィードバックを止めなけれ
ばならない。

渋滞情報の入力データに異常が含まれることをデータ分
析から突き止められれば、事前にサイバーフィジカルシス
テムやデジタルツインへの対応が可能だ。すなわち、第三
者が何らかの目的を達成するための手段として、つながる
社会への攻撃を選択しようとしていることを、脅威インテ
リジェンスによって浮かび上がらせる。つながる社会の進
展は、脅威インテリジェンスの必然性を高めている。

サイバー脅威に対して脅威インテリジェンスが求められる
ようになってきた背景には、実はコンピューターウイルスな
どのサイバー脅威に対する対策が進んできたことがある。

従来のようにウイルスをばらまいても、ウイルス対策ソフト
などによって防御されてしまう。そのため、ウイルス対策
ソフトでは見えないような攻撃の手法が増えてきて、検知

サイバー脅威が見えにくくなってきた

何でもつながる「Society 5.0」時代のリスク

上記数式の右辺と左辺は計算結果が同じだが、見かけ上違う記述に書き換えてみる
例えば、マルウェアのハッシュ値はかわってしまうはずだ（下記はWannaCryのファイル ハッシュ値）

同じ結果をもたらすコードであってもハッシュ値を変えて偽装することは可能だ
テーラーメイド化した攻撃手法の例

A or C　 　(A and A) or (A and C) or (C and A) or (B and A)or (B and C) or (C and (not B))

MD5：db349b97c37d22f5ea1d1841e3c89eb4 
SHA1：e889544aff85ffaf8b0d0da705105dee7c97fe26 
SHA256：24d004a104d4d54034dbcffc2a4b19a11f39008a575aa614ea04703480b1022c

つながる世界

つながる世界では、そのシステムから生じる結果ははるかに広
く、重いものとなる。被害者になった側が次の攻撃のプラット
フォームとなり、より大きな悲劇を生む可能性がある。つな
がる世界では、自らが健全であることは、他者を守ることにつ
ながっている。その責任は軽くない。

多数のIoT機器が連携して構成
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それでは、脅威インテリジェンスは実際に企業の意思決定
にどのように役立つのか。

脅威インテリジェンスが企業の意思決定に貢献する大きな
分野は、サイバー攻撃への対応である。前述したビジネス
メール詐欺のようなサイバー攻撃に対しても、「知り得なか
ったサイバー攻撃から企業を守る」というリクワイヤメント
に応じて、情報を収集して分析した脅威インテリジェンス
があれば、事前の従業員教育などを通じて被害を防ぐこ
とができた可能性は高い。

2017年に世界規模で被害が発生した身代金要求プログラ
ムであるランサムウエアの「WannaCry」。パッチによる
修正が事前にアナウンスされていたにもかかわらず、ヨー
ロッパを中心に大きな被害が生じた。このときに「自らの
企業や団体が外部からどのように見られているか、攻撃対
象として価値があるのか」という視点の知見が脅威インテ
リジェンスを通じて得られていれば、多くの企業や団体で
事前に対策を施すことができただろう。

脅威インテリジェンスは、こうしたIT関連の攻撃への対応
だけでなく、企業活動を推進する上で意思決定に役立つ
幅広い知識を与えてくれる。その一例がブランド毀損への

対策である。企業にとって、ブランドは製品やサービスそ
のものにも勝る価値を持つ場合が多い。海外で自社製品
のコピー商品が出回り、コピー商品の低い品質で悪評が広
く流布してしまったら、ブランドの価値に傷がついてしま
う。コピー商品の販売や自社の偽サイトの登場などを、
様々な情報から分析した脅威インテリジェンスを得ること
で、ブランド毀損につながる動きをいち早く止めるような
対応への意思決定が可能になる。

こうしたインテリジェンスの活用は、欧米では1980年代
ごろから一般化していた。Competitive Intelligenceと
呼ぶもので、ブランドの競合調査などを退職した国家のイ
ンテリジェンス担当官などが先鞭をつけた。日本ではマー
ケティングの領域に含まれるこうした知見を、欧米ではイ
ンテリジェンスとして獲得し、攻める手段として使ってき
た。

企業にとって、守りも攻めも意思決定には多くの情報が必
要不可欠である。意思決定のリクワイヤメントに応じて未
来を予測する脅威インテリジェンスを得ることで、ブラン
ドや企業そのものを守り、成長戦略を描くことができるの
である。

脅威インテリジェンスを企業の意思決定に活用

しかし、日本ではまだ脅威インテリジェンスの必要性が
本格的に認知され、利用が進んでいるとはいえない。その
1つの要因として、日本の文化としての性善説の考え方が
ある。ところがこれは、つながる世界では成立しない。
つながる世界では、国内や海外という区切りはなくなり

“日本や世界のどこかにある悪意”によって攻撃されるリ
スクが高まっている。

攻撃者がターゲットにしたサイトにDDoS攻撃を仕掛ける
場合、SNS上でキャンペーン告知などに偽装して、世界中

脅威インテリジェンスを活用できる企業文化の必要性

が難しくなってきた。守る側からすると、サイバー脅威が
見えにくくなってきたと言える。高度化したウイルス対策ソ
フトなどの既存の対策をすり抜けて、特定の企業や団体を
攻撃するためにテーラーメイドで作られた手段が増えてき
たことも、守りを難しくしている。

攻撃者は、バラマキ型の攻撃でどこかに当たることを目指
すのではなく、コストをかけて特定の企業や団体を狙った
攻撃を仕掛けにかかっている。そうした中では、1つの防
御手段だけでは、守り抜くことが難しい。既存の防御手段
に加えて、複数の防御手段を組み合わせたり、脅威インテ

リジェンスを採用したりすることで多層防御を実現する方
法は効果が高い。

コンピューターやネットワークにセキュリティリスクが起き
ていないかを監視し、万が一のときに対応を指揮するのは
CSIRT（Computer Security Incident Response 
Team）の役割である。脅威インテリジェンスのソリューショ
ンは、CSIRTの分析官を補助する役割を果たす。見えにく
くなってきたサイバー脅威から企業やブランドを守るため
に、「どこを見に行くか」を指し示す知見として、脅威イン
テリジェンスの役割は一層大きくなっていくだろう。
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の一般ユーザーを巧妙に自身のDDoS攻撃に組み込み、
ターゲットのサイトを機能不全状態に陥らせる攻撃も増加
している。こうした「善意を装った悪意」によるサイバー攻
撃への対策も、ますます今後重要になってくる。
 
そして、つながる世界では攻撃によって生じた結果が、こ
れまでの世界よりもはるかに広く重いものになる。その
リスクを回避するためには、情報が必要だ。しかし、現状
の日本では、情報を集める分析官も、組織体制も、残念
ながら不足していると感じる。

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

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　http://lab.iisec.ac.jp/̃goto_lab/index.html)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。

一方、海外では、すでに脅威インテリジェンスを本格的に
活用し、企業経営において重要な役割を果たすまでになっ
ている。実例を挙げると、銀行・証券・保険などの金融
業界やコンシューマ向けのサービスを提供している企業で
は、脅威インテリジェンスの導入がいち早く進み、企業名
やサービス名を悪用した、フィッシングサイトへの対策を
講じている。また、製造業の分野でも、企業の顔でもあ
る製品名やサービス名などの知的財産の保護を目的に導
入が進められている。脅威インテリジェンスを企業の脆弱
性などの調査や通信の保護だけではなく、プロアクティブ
に自社を守るために利用しているのだ。自社サービスに関
する情報の存在と、悪用情報などを24時間365日ノンス
トップで収集して、サイバー脅威に対してリアルタイムに取
り組んでいる。大切な顧客をサイバー脅威から守ること
は、ひいては自社のサービスを守ることにつながっており、
最終的に、企業が長い時間をかけて築きあげたブランド
価値を守ることにもなる。

日本企業も、企業価値を守るために脅威インテリジェンス
を有効活用すべきタイミングに入っていることを強く感じ
る。国内でも、セキュリティに対して意識の高い企業や予
算を持っている企業はすでに脅威インテリジェンスを経営
に役立てている。だからこそ、全ての企業経営者はサイバー
攻撃対策を経営課題として認識して、強いリーダーシップ
をもって取り組んでほしい。そして、情報を得ることに対
して明確に目的を持ち、さらに情報の入手には相応の投
資が必要なことを理解できるだけの企業文化、組織文化
が日本でも育っていくことを願って止まない。

アクセスの集中

ターゲットサイト

「善意を装った悪意」は、外から見ただでけでは分かりづらいケース
もある。Darkの世界で共謀する企ての一つとして、情報操作により
善意を利用しDDoS攻撃を生むことも十分可能だ。

つながらない!!
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ターゲットサイト

落ちてる!!
もう行かない!!
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DDoS攻撃を発生させる一つの手段
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