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2022 年 高度なサイバー脅威の予測 
この 1 年、APT（高度サイバー攻撃）のスタイルと深刻さは変化し続けました。常に変化し続ける性質を帯びてはい

ますが、2022 年に起こりうる事態を予測するために、最近の APT の動向から学べることは多くあります。 

当社エキスパートの知識と洞察に基づき、標的となりうる方々が防御態勢を維持できるように、APT グループが次

に狙うであろう対象について予測しました。 まずは 2021 年の高度なサイバー脅威の予測について振り返ります。 

昨年末、APT 脅威アクターたちが 
ディープウェブ市場を活用している

ケースを確認しました。ここでは、侵

入した企業へのアクセス権を犯罪者

たちが売買しています。

APT 脅威アクターは、初期のネットワークアクセスをサイ

バー犯罪者から購入する

当社は昨年、APTグループとサイバー犯罪者の間で、運用レベルでの関わりが深くなると予測しました。

特に、APT 脅威アクターがディープウェブ市場を活用するようになると予想しました。ここでは、侵入し

た企業へのアクセス権を犯罪者たちが売買しています。この予測が正しかったことが、わずか数日前

に明らかになりました。Blackberry は先日、同社が Zebra 2104 と呼ぶ、「初期アクセスブローカー」と

考えられる主体を中心としたレポートを発表しました。同社の調査によれば、Zebra 2104 はランサム

ウェア攻撃のオペレーターに対して、一部の被害者への初期侵入の足掛かりを提供していたというこ

とです。しかし、さらに興味深いことに、StrongPity APT も Zebra 2104 のサービスを利用したと見ら

れます（もっとも、その目的はインテリジェンスの収集に終始していました）。この種のやり取りは、攻

撃の準備段階、つまり通常は私たちが目にすることのできない段階の活動であるため、気付かないう

ちに APT グループとサイバー犯罪者の間でもっと頻繁に行われている可能性があります。 

サイバー戦略の一環として、法的手段に訴える国が増加

する

当社は昨年、2021 年は敵対する APT グループの活動に関心を集めるため、各国政府が「名指しで

非難」する戦略を取り入れると予測しました。実際、この傾向はこの 1 年でさらに強まっています。また、

各国はあらゆる法律を駆使して敵対的な攻撃を妨害し罰則を科すようになるだろうとも予測しましたが、

これも正しいことが実証されました。

2021 年 4 月 15 日、米国政府は、SolarWinds 社へのサプライチェーン攻撃についてロシア政府を

公に非難しました。この発表に続いて、一連の攻撃を支援したと米財務省がみなす複数の企業に対

して制裁措置が実施されました。

7 月 1 日、米国家安全保障局（NSA）、米連邦捜査局（FBI）、米サイバーセキュリティ・インフラストラクチャ

セキュリティ庁（CISA）、および英国の国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）が共同勧告の発行

という形で、Sofacy（別名 APT28、Fancy Bear）によるブルートフォース（総当たり攻撃）が世界中で

何百件も試行されていると警告しました。標的には政府機関や軍事機関、防衛関連事業者、政党や

政治関連コンサルタント会社、物流会社、エネルギー会社、大学、法律事務所、メディア企業が含ま

れていました。

7 月 19 日、米国は NATO、EU、英国の支持を得て、「サイバー空間における無責任かつ不安定化を

招く行為（irresponsible and destabilizing behavior in cyberspace）」を非難する意思があることを発表

しました。ホワイトハウスの声明では、近年の Microsoft Exchange ゼロデイ脆弱性の悪用について

具体的に言及しています。また、米司法省は、違法なコンピューターネットワーク活動を行ったとされる

APT40 のメンバー4 人を告発しました。 

イスラエル国防軍（IDF）は、攻撃者がなりすましによってイスラエル兵士にスパイウェアをインストール

するよう仕向けていると主張しました。攻撃者は Facebook、Instagram、Telegram の 6 つのプロファイル

を利用して男性ターゲットの注意を引き親密な関係を築いて、最終的に携帯電話にプライベートチャット

の機能を提供すると称するアプリをインストールするよう仕向けていました。

https://securelist.com/apt-predictions-for-2021/99387/
https://securelist.com/apt-predictions-for-2021/99387/
https://blogs.blackberry.com/en/2021/11/zebra2104
https://apt.securelist.com/apt/strongpity
https://www.reuters.com/business/white-house-blames-russian-spy-agency-svr-solarwinds-hack-statement-2021-04-15/
https://media.defense.gov/2021/Jul/01/2002753896/-1/-1/1/CSA_GRU_GLOBAL_BRUTE_FORCE_CAMPAIGN_UOO158036-21.PDF
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa21-200a
https://www.timesofisrael.com/idf-hamas-again-tries-to-catfish-soldiers-with-fake-women-on-social-media/
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昨年の予測のリリース直後、

Facebook の NSO に対する法廷闘

争に、Microsoft、Google、Cisco、
Dell も加わりました。この一連の訴訟

は現在も続いています。

ランサムウェア問題への対応が組織化

されつつあります。

9 月 24 日、EU は、2017 年 3 月から現在まで続き、NATO の信用低下を意図した、「Ghostwriter」と
呼ばれる偽情報キャンペーンに関する声明を発表しました。このキャンペーンでは、ニュースサイトや

政府関係者のソーシャルメディアアカウントに侵入し、選挙の揺さぶりや地方政治エコシステムの攪乱、

NATO の信用低下を目的として、偽造文書やフェイクニュース、ミスリードにつながる見解の公表が行

われたと言われています。脅威ではあるものの、EU は最終的に制裁を課さないことを決定しました。 

全体的には、サイバーインシデントする対処方法に明らかな変化が見られ、外交ルートを通さずに、

告訴などの法的手段が講じられるようになってきています。

ゼロデイブローカーに対して行動を起こすシリコンバレー

企業が増える

当社が昨年の脅威予測を発表した直後、Facebook がスパイウェアを販売する NSOに対する法廷闘

争に、Microsoft、Google、Cisco、Dell も加わりました。この一連の訴訟は現在も続いており、当社が

知る限り、ほかのゼロデイまたは侵入するためのソフトウェアを販売するベンダーに対する訴訟は始

まっていません。

手短に言えば、予測がすぐに的中した形になりました。今後、シリコンバレーの企業がこの最初の訴

訟の結果を待って、ほかのブローカーに対する手続きに入る可能性もあります。一方で、米商務省は

11 月 3 日に、「サイバーツール内のトラフィック」の観点で米国の国家安全保障に反する活動を行って

いる複数の企業（NSO、Positive Technologies、COSEINC、Candiru）を、取引を制限するエンティティ

リストに追加することにより、ゼロデイ市場に非常に強い警告を示しました。現時点では、この警告が

進行中の手続きにどのような影響を及ぼすかは不明です。

ネットワーク機器が狙われるケースが増える

当予測の執筆時点では、主に VPN 機器を標的とした悪意のある活動が続いていくと考察していました。

しかし、本記事の最初に言及したとおり、最も顕著に見られたソフトウェア脆弱性は、各種プログラム

（Microsoft Exchange など）に影響を及ぼすものでした。それでも、APT10 などの一部の攻撃者がこ

れらの脆弱性を悪用して VPN セッションの乗っ取りを行っていたことが確認されています。 

また、この予測は別の方面でも的中しました。APT グループの APT31 が首謀者となった、極めて興味

深いキャンペーンが 2021 年に表面化しました。その中で、この攻撃者は感染済みの SOHO ルーター

のネットワーク（具体的には、Pakedge RK1、RE1、RE2 の機種）を利用し、匿名化ネットワークとして、

また、指令サーバーをホストするために使用していました。

5G の脆弱性が出現する 
2020 年は 5G テクノロジーの開発をめぐり緊張が高まった年でした。2021 年はこの緊張がさらに高

まり、それを示す事象の 1 つとして、5G 関連製品あるいは 5G プロトコル自体の脆弱性が発見され公

表されることになるだろうと予測していました。実際は主に法的分野に限定された論争が起こったよう

ですが、一方で、攻撃者が認証情報や位置情報を抽出できるセキュリティ上の問題を指摘した興味

深い研究も見られました。

「脅迫して」金銭を要求する

2019 年から確認されている「強化された」ランサムウェアの手口は、サイバー犯罪者の戦略に欠かせ

ないものになるほどの効果を発揮しています。一方で、各方面で逮捕者が出ていることや、多数の法

執行機関や当局から共同宣言が出されていることから判断すると、ランサムウェア問題への対応が

組織化されつつあることは明白です。米政府は 2021 年 10 月に、ランサムウェア攻撃活動 REvil の
活動を阻止するための積極的な対策を実施しました。

このような圧力の高まりや、それがもたらす本質的な脅威が、ランサムウェアのエコシステムにおける

現在の動向にも反映されています。盗み出したデータを利用した脅迫戦術は十分に試行され手法と

して確立されたため、現時点で犯罪グループの焦点にはなっていないものと思われます。

https://www.reuters.com/article/us-facebook-nso-cyber-idUSKBN28V2WX
https://www.politico.com/news/2021/04/12/nso-falters-lawsuit-whatsapp-hacking-481073
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/09/24/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-on-respect-for-the-eu-s-democratic-processes/
https://www.euronews.com/2021/09/24/eu-s-borrell-threatens-sanctions-on-russia-over-malicious-cyber-activities
https://www.reuters.com/article/us-facebook-nso-cyber-idUSKBN28V2WX
https://www.politico.com/news/2021/04/12/nso-falters-lawsuit-whatsapp-hacking-481073
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2021/11/commerce-adds-nso-group-and-other-foreign-companies-entity-list
https://securelist.com/apt10-sophisticated-multi-layered-loader-ecipekac-discovered-in-a41apt-campaign/101519/
https://securelist.com/apt10-sophisticated-multi-layered-loader-ecipekac-discovered-in-a41apt-campaign/101519/
https://securelist.com/apt-trends-report-q2-2021/103517/
https://securelist.com/apt-trends-report-q2-2021/103517/
https://www.theverge.com/2021/9/20/22684274/huawei-honor-blacklist-entity-list-commerce-pentagon-energy-state
https://positive-tech.com/about/news/vulnerabilities-in-standalone-5g-networks-could-allow-attackers-to-steal-credentials-and-falsify-subscriber-authentication/
https://info.adaptivemobile.com/5g-network-slicing-security
https://www.reuters.com/technology/exclusive-governments-turn-tables-ransomware-gang-revil-by-pushing-it-offline-2021-10-21/
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破壊的な攻撃が増える

昨年のこの予測も正しいことが実証されました。2021 年の最も象徴的な事件の 1 つが、Colonial 
Pipelineへのランサムウェア攻撃です。この攻撃の過程で、燃料供給のパイプラインを管理する機器

がランサムウェアに感染し、その結果、米国で重大な燃料供給不足の問題が発生しました。このイン

フラは非常に重要だったため、被害を受けた企業は 440 万ドルの身代金を支払わざるを得ませんで

したが、幸いにも 230 万ドルが米国司法省によって取り戻されました。

2021 年 7 月、未確認のワイパー型マルウェア（Meteor）がイランの鉄道システムを麻痺させました。

さらに、立ち往生した利用者に対して、地元の当局に電話で苦情を伝えるような誘導があったた

め、鉄道会社とは別に苦情を受けた政府機能のサービス品質に影響を及ぼしたと思われます。そ

の後 10月にも同様の攻撃があり、イラン国内のすべてのガソリンスタンドが影響を受けました。いず

れの攻撃についても、その犯行を認めたサイバー犯罪グループはいません。

サイバー攻撃者は新型コロナウイルス感染症の蔓延を悪

用し続ける

2020 年、複数の APT グループが新型コロナウイルスのワクチン開発に携わる学術機関や研究セン

Android ベースの端末は多数の 
サイバー犯罪型マルウェアに悩ま

される一方、iOS は主に国家の支

援を受けた高度なサイバースパイ

活動の標的となっています。

ターを標的としていることが確認されました。これにはDarkHotelとAPT29（別名CozyDuke、CozyBear）
が含まれ、WellMess マルウェアを使用していました（英国の国家サイバーセキュリティセンター（NCSC）
によるアトリビュート）。2021 年には、ScarCruft、LuminousMoth、EdwardsPheasant、BountyGlad、 
Kimsuky、ReconHellcat など複数の APT グループが、新型コロナウイルス感染症のトピックスを利

用して標的を探していることが確認されました。当社が追跡した活動の中でも興味深いある一群は、

後に SideCopy との呼び名で知られる攻撃者によるもので、アジアおよび中東地域の外交関係の政

府機関を標的としていることが特定できました。攻撃では、悪意のある HTA ファイルや JS ファイルを

ホストしている侵害された Web サイトを利用し、新型コロナウイルス関連の情報をフックにしていました。

この攻撃には、実行チェーン、使用しているマルウェア、インフラの重複、PDB ファイルのパス、その

ほかの TTPs (戦術、技術、手順）など複数の側面で、同地域で活動するほかの攻撃グループ

（SideWinder、OrigamiElephant、Gorgon Group、Transparent Tribe など）を想起させます。しかし、

これらの類似性は、一連の活動を既知の攻撃グループに関連づけるほどの強いものではありません。

次に、今後に目を向け、当社が 2022 年に起こりうると考える展開
について紹介します。

民間企業が新たな APT 攻撃者の流入を後押し 
前述したとおり、今年は民間のベンダーが開発した監視ソフトウェアの使用が注目を集めました。この

ビジネスの潜在的な収益性の高さと、標的となる組織に対する影響の大きさを考慮すると、少なくとも

政府がその使用の規制を検討し始めるまでは、このようなソフトウェアベンダーの役割は大きくなる

と考えられます。その兆候はすでに確認されています。2021 年 10 月、米商務省産業安全保障局

（BIS）は、商用の監視ソフトウェアに対して輸出許可が求められる場合の条件を定義した最終規則の

中間結果を報告しました。その目的は、安全保障に関する合法的なセキュリティの研究や取引を継続

しつつ、軍備管理対象国への監視ツールの配布を防止することです。

しばらくは、マルウェアベンダーや軍事攻撃用セキュリティ産業界は、その攻撃の実施において、

既存のプレイヤーだけでなく新しいプレイヤーの活動の支援も目指すことになるでしょう。

モバイルデバイスが幅広い攻撃にさらされる

モバイルデバイスを標的としたマルウェアは、10 年以上にわたり途切れることなくニュースになってき

ました。これは、主要 OS の普及率との強い相関関係があります。現在のところ、普及率の高いモバ

イルデバイス用 OS は iOS と Android の 2 つです（これに加えて、Android/Linux ベースのクローン

OS も存在します）。これらの OS の理念は元々大きく異なり、iOS は審査を通ったアプリのみが許可さ

れる閉じられた環境の App Store を利用してきたのに対して、Android はよりオープンで、ユーザーが

サードパーティが開発したアプリをデバイスに直接インストールすることができます。結果として、こ

れら 2 つのプラットフォームを標的とするマルウェアの種類にも大きな違いが生じ、Android ベースの

端末は多数のサイバー犯罪型マルウェアに悩まされる一方（APT 攻撃とは無縁ではありませんが）、 

iOS は主に国家の支援を受けた高度なサイバースパイ活動の標的となっています。2021 年、 

Pegasus Project による調査の結果では、iOSのゼロクリック・ゼロデイ攻撃の実態が明らかになり、

例年と比較して多くの iOS ゼロデイ攻撃が報告されました。

https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack
https://www.sentinelone.com/labs/meteorexpress-mysterious-wiper-paralyzes-iranian-trains-with-epic-troll/
https://apnews.com/article/business-middle-east-iran-dubai-united-arab-emirates-0342c10733bc89379e00d99152fe7a1f
https://media.defense.gov/2020/Jul/16/2002457639/-1/-1/0/NCSC_APT29_ADVISORY-QUAD-OFFICIAL-20200709-1810.PDF
https://media.defense.gov/2020/Jul/16/2002457639/-1/-1/0/NCSC_APT29_ADVISORY-QUAD-OFFICIAL-20200709-1810.PDF
https://www.theregister.com/2021/10/20/us_intrusion_software_rules/
https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2021/07/the-pegasus-project/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/the-pegasus-project/
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多くの従業員が今後しばらくは在宅勤

務を継続することになりそうです。この

ことは、攻撃者が企業ネットワーク内

に侵入する機会を与えることにもなり

ます。

クラウドプロバイダーは国家機関の関

心を引くほど大量のデータを集積して

おり、今後、高度な攻撃の主要な標的

になるでしょう。

攻撃者の視点から見ると、モバイルデバイスは理想的なターゲットです。所有者と一緒にほぼどこに

でも移動し、プライベートな詳細情報を保存していながら、マルウェア感染の防止や検知が困難です。

ユーザーがセキュリティ製品をインストールできる Windows PC や Mac とは異なり、iOS の場合は

そのような製品は無効化されているか、存在しません。これは、APT グループにとって非常に大きな

チャンスであり、国家の支援を受ける攻撃者にとって見逃すことはできません。2022 年は、モバイル

デバイスに対する高度な攻撃がより多く確認され対処され、攻撃者は当然、否定的な態度をとると予

想されます。

サプライチェーン攻撃がさらに増加

2021年はサプライチェーン攻撃が目立ちました。APT脅威グループがこの手法を利用していることに

ついては、前述しました。一方で、侵害を受けた企業の顧客を侵害する目的で、サイバー犯罪者がサ

プライヤーのセキュリティ上の弱点を利用するケースも見られます。その顕著な例が、5 月の米石油

パイプラインシステムに対する攻撃、6 月の世界的な食肉生産企業に対する攻撃、そして 7 月の

MSP（マネージドサービスプロバイダー）とその顧客を標的とした攻撃です。この種の攻撃は、サプラ

イチェーン内のどこかで信頼が損なわれていることを意味しています。攻撃者にとっては、ほかの多

数の標的への足掛かりが一挙に得られるため、特に価値があります。このことから、2022 年以降も

サプライチェーン攻撃は増加傾向になるでしょう。

在宅勤務を狙った攻撃が続く

世界各地で新型コロナウイルス対策のロックダウン規制が緩和されていますが、多くの従業員が在

宅勤務を続けており、今後しばらくはその傾向が続くと見られます。このことは、攻撃者が企業ネット

ワーク内に侵入する機会を与えてしまうことになるでしょう。ソーシャルエンジニアリングによって認証

情報を取得したり、保護が適切ではないサーバーを見つけようと企業が使用するサービスに総当たり

攻撃を仕掛けるケースも含まれます。さらに、多くの従業員が企業の IT 部門によりロックされた機器

ではなく個人保有の機器を使用し続けると、サイバー攻撃者はセキュリティ保護がされていない、あ

るいはパッチが適用されていない自宅用コンピューターを企業ネットワークへの侵入経路として利用

するための新たな機会を模索するようになるでしょう。

META（中東、トルコ、アフリカ）地域、特にアフリカで APT
攻撃による侵入が増加

同地域全般の地政学的緊張の高まりを受けて、スパイ活動を基にしたサイバー攻撃が増えています。

地政学は、経済、技術、外交などの要因と並んで、国家安全保障のための機密データの窃取を目的

としたサイバー侵入に影響を与える主な要因となってきました。世界全体に影響を及ぼしている新型

コロナウイルスの状況をよそに、少なくとも 2020 年 1 月以降、中東地域とトルコで地政学的緊張が著

しく高まっており、今後もその傾向が続くと見られます。

アフリカは急速に都市化が進んでいる地域であり、多額の投資対象となっています。同時に、アフリカ

大陸の多くの国々が海上貿易における戦略的な立場にあります。このことと、地域の防衛能力が継

続的に向上していることから、2022 年は META 地域、特にアフリカにおいて大規模な APT 攻撃が

発生すると考えられます。

クラウドセキュリティやアウトソーシングサービスに対する

攻撃が爆発的に増加

クラウドコンピューティングには高い利便性とスケーラビリティがあることから、ビジネスモデルにクラウド

コンピューティングを組み込む企業が増えています。DevOps の考えが普及したことで、多くの企業が

マイクロサービスをベースとしたソフトウェアアーキテクチャを取り入れ、サードパーティのインフラ上で

実行するようになりました。こういったインフラは通常、1 つのパスワードまたは API キーを突破される

だけで乗っ取られてしまいます。

このような最近のパラダイムには、開発者側が完全に理解していないセキュリティ上の影響がありま

す。これは、防御側もほとんど見通すことができておらず、APT グループもこれまであまり調査してい

ないような影響です。当社では、この状況に先に対応できるのは APT グループだと考えています。 

この予測を広義に捉えると、オンラインドキュメント編集、ファイルストレージ、メールホスティングなど

のアウトソーシングサービスも関係します。サードパーティのクラウドプロバイダーは、国家背景の攻

撃者が注目するほどの大量データを集積しているため、今後は高度な攻撃の主要な標的の一つとな

るでしょう。

https://apnews.com/article/hacking-technology-business-ed1556556c7af6220e6990978ab4f745
https://apnews.com/article/hacking-technology-business-ed1556556c7af6220e6990978ab4f745
https://www.theguardian.com/business/2021/jun/10/worlds-biggest-meat-producer-jbs-pays-11m-cybercrime-ransom
https://securelist.com/revil-ransomware-attack-on-msp-companies/103075/
https://securelist.com/revil-ransomware-attack-on-msp-companies/103075/
https://securelist.com/covid-19-examining-the-threat-landscape-a-year-later/101154/
https://securelist.com/covid-19-examining-the-threat-landscape-a-year-later/101154/
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サイバー攻撃の分類法を発表し、禁止され

る攻撃経路の種類や行動を詳細に示す国

も出てくるでしょう。

ローレベルの攻撃が復活し、ブートキットが再び「ホット」に

ローレベルの埋め込みプログラムは、時々攻撃者に敬遠される傾向があります。性質上システム障害
を引き起こすリスクがあること、作成に高度な技術が必要であることが主な理由です。当社が 2021年
に発行した複数のレポートでは、ブートキットにおける攻撃的な研究が頻繁におこなわれていることに
触れています。これは、隠れた利益がリスクを上回るようになった、あるいはローレベルの開発が実

施しやすくなったことを示しています。2022年には、この種の高度な埋め込みプログラムの検知件数が

増えると予想されます。さらに、セキュアブートの普及が進んだことから、攻撃者はそれを迂回するた

めに、このセキュリティ機構のエクスプロイトや脆弱性を探し出し、ツールの展開を継続する必要があ

るでしょう。

各国が許容するサイバー攻撃活動を明確化

過去 10 年の間、業界全体の動向として、特にサイバー戦争の観点から、サイバー空間がますます政

治的になっていく傾向を観察してきました。当社は昨年、攻撃側の作戦に対してコストを強いる目的

で、西側諸国において法的手段が戦略の重大な部分を占めるようになると予測しました。

しかし、自国へのサイバー攻撃を非難している国々が、自らもサイバー攻撃を仕掛けているという問

題があります。それらの国々で抗議の説得力を増すために、許容できるサイバー攻撃と許容できない

サイバー攻撃の違いを明確化することが必要になるでしょう。2022 年は、サイバー攻撃の分類法を

発表し、禁止される攻撃経路の種類（例：サプライチェーン）や行為（例：破壊的なもの、市民インフラ

に影響を及ぼすものなど）を詳細に示す国が出てくると考えられます。

Cyber Threats News: www.securelist.com 
IT Security News: business.kaspersky.com 
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