エグゼクティブ サマリー

増大するサイバー犯罪の経済的な影響
戦略国際問題研究所（CSIS）とMcAfeeの新しいレポートによると、世界のサイバー犯罪の被害
総額は約6,000億ドルで、
この額は世界のGDPの0.8%に相当します。
2014年のレポートでは、
世界の被害総額が5,000億ドル（世界のGDPの0.7%）と報告されました。
このレポートを更新し
た『The Economic Impact of Cybercrime: No Slowing Down』
（増大するサイバー犯罪の経済
的な影響）が2月21日に公開される予定です。
最新の統計をみると、
この被害額はほとんどの国の収入を上
回っています。
世界のインターネット経済は2016年に4.2兆ド
ルに達しましたが、
サイバー犯罪の被害額はこの成長の14%
1
を奪っていることになります 。

世界的に影響を与える犯罪が増えています。
世界経済への打
撃となる要因として、
サイバー犯罪は政治腐敗、麻薬に次い
2
で3番目にランクされています 。
その理由は見てみましょう。
■

標的が身近にいる。
オンライン サービス利用者の3分の2
（20憶人以上）は、個人情報の窃盗や侵害の被害を受けて
います。

■

世界のインターネット経済は2016
年に4.2兆ドルに達しましたが、
サ
イバー犯罪の被害額はこの成長の
1
14%を奪っていることになります 。

ローリスクでハイリターン。
犯罪者が検挙される確率は高く
ありません。
ニュースで大きく採り上げられたセキュリティ
侵害の犯人もまだ捕まっていません。
取締機関も犯罪の摘
発に努力していますが、多くのサイバー犯罪者が捜査網を
かいくぐり、犯罪を繰り返しています。

このレポートによると、
サイバー犯罪の被害額は前回より
1,000億ドルも増えています。
新たな技術が登場すると、
サイ
バー犯罪者はその技術をすぐに採り入れ、攻撃に利用してい
ます。
サイバー犯罪に加わるハードルも低くなっています。
金
融に精通したサイバー犯罪者が巧妙な手口で攻撃を仕掛け
てきます。
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重要な調査結果
■

■

■

■

■

サイバー犯罪ツールとして急増しているのがランサムウェ
アです。
6,000を超えるオンラインの闇市場でランサムウェ
アが販売されています。
また、
サービスとしてのランサム
ウェアを利用する犯罪者も増えています。

サービスとしてのサイバー犯罪が急速に普及しています。
エクスプロイト キット、
カスタム マルウェア、ボットネットの
レンタルなど、様々なツールやサービスがサービスとして提
供され、内容も高度化しています。

取締が難しい理由としてはダークウェブの存在があります。
サイバー犯罪の取引の大半はこのダークウェブで行われて
います。
ダークウェブでは、Torの匿名性やBitcoinなど暗号
通貨を利用し、身元の特定を防いでいます。

ダークウェブでは、Webインジェクションやエクスプロイト
キットなどのマルウェアが活発に取引されています。
また、
防弾ホスティング、ボットネットのレンタルなど、IaaSサービ
スも提供されています。
知的財産権の盗難は、
サイバー犯罪被害額の4分の1以上
を占めています。
軍事技術に関連する情報が盗まれた場
合、国家の安全保障に甚大な影響を及ぼします。

サイバー犯罪の要素

このレポートは、
インターネット上のすべての不正行為を対象
としたものではありません。
被害者のコンピューターやネット
ワークへの不正アクセスに限定して分析を行っています。
レ
ポートの作成者は、
サイバー犯罪の要素として次のものを挙
げています。
■

■
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知的財産や企業の秘密情報の流出。

オンライン詐欺と金融犯罪。
多くの場合、個人情報の盗難
が原因で発生しています。
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■

■

■

■

上場企業に対する株価操作。

機会の損失。
生産や業務の妨害、
オンライン活動に対する
信頼性の低下など。

ネットワークの保護や、
サイバー攻撃に対するサイバー保
険のコスト。

影響を受けた企業やブランドの信用失墜、法的責任のリス
ク。

急速に増え続ける脅威

ランサムウェアの標的は大企業だけではありません。
個人も
攻撃対象になります。
身代金の支払いに応じる被害者も少な
くありません。
FBIによると、2016年の第1四半期にランサムウェアの身代金
として支払われた金額は2億900万ドルで、2015年の2,400万
3
ドルから大幅に増加しています 。
この数字を見ても分かるよ
4
うに、
ランサムウェアは急速に増加しています 。
■

■

■

ランサムウェア キットがアンダーグラウンドのWebで流通
されています。
6,000を超えるオンラインの犯罪市場で、
45,000種類の製品やサービスが売買されています。

サービスとしてランサムウェア（RaaS）は、
コードを共有する
プラットフォームとしても利用されています。
ランサムウェア
の作成者はこのコミュニティで意見交換をしたり、手数料を
得ています。
WannaCryなどのランサムウェア ワームは、
ネットワーク全
体に拡散し、複数のPCをロックします。

世界的に影響を与える犯罪が
増えています。
世界経済への打
撃となる要因として、
サイバー
犯罪は政治腐敗、麻薬に次い
で3番目にランクされていま
2
す。
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この他で見逃せない特徴としては、
データ窃盗機能や、保護
対策が強固でないモバイルやモノのインターネット
（IoT）デバ
イスを狙う攻撃があります。

世界中で発生しているサイバー犯罪

このレポートでは、北米、
ヨーロッパと中央アジア、東アジア
/太平洋、南アジア、南米、
カリブ海、
サハラ以南のアフリカ、
MENAのサイバー犯罪を調査しています。
その結果、
サイバー
犯罪の被害状況が地域によって異なることが明らかになりま
した。
特に、
その国のサイバーセキュリティの成熟度によって
差が生じています。
サイバーセキュリティの成熟度は、法的な
対策、技術的な対策、組織的な対策、能力の育成、強力など
の指標で測定しました。
この結果を基に、
デジタル経済が発展してサイバーセキュリ
ティが成熟している国（上位層）、
デジタル経済とサイバーセ
キュリティの発展段階にある国（中間層）、
デジタル経済とサ
イバーセキュリティに対する取り組みを始めたばかりの国に
分類しました。
予想どおり、裕福な国ほどサイバー犯罪の被
害額が多くなっています。
最も被害を受けているのは中間層
に分類される国です。
■

■

■
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ブラジル: サイバー攻撃の発生が2番目に多く、標的にされ
た件数が3番目に多い国です。

ドイツ: EUの中でアンダーグラウンドのインターネット経済
が最も進化している国です。
日本: 言語の壁があり、
マネーロンダリングのインフラもな
かったため、以前は安全な国でしたが、犯罪件数が増加し
ています。
特に、金融機関を狙った攻撃が増えています。
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■

■

英国: オンライン詐欺とサイバー犯罪は全犯罪数の約半数
を占め、年間の犯罪件数は550万件に達しています。

アラブ首長国連邦: 世界で2番目に狙われている国です。
サ
イバー犯罪の被害額は1年で14億ドルと見られています。

まとめと推奨事項

今回のCSISとMcAfeeのレポートはサイバー犯罪の被害額を
中心に分析していますが、企業も政府も次のような対策を講
じ、被害を未然に防ぐ必要があります。
■

■

■

■

■

セキュリティ ソフトウェアの定期的な更新、セキュリティ
アーキテクチャに対するパッチの適用など、基本的なセキュ
リティ対策を継続的に実施するだけでなく、
エンドポイント
デバイスからクラウドまでを網羅した高度なセキュリティ対
策に投資を行う。

各国の取締機関、政府機関、民間企業の協力体制を強化
し、調査により多くのリソースを投入できるようにする。
これ
は特に、発展途上国で重要な対策となります。
現状に合わせてプロセスを変更する。
たとえば、刑事共助
条約（MLAT）を締結し、
サイバー犯罪の捜査や証拠収集に
他国の協力を得られるようにする。
国の機関のデータ収集機能を改善する。

脅威情報の標準化とサイバーセキュリティ要件の調整によ
り、金融機関などの重要分野のセキュリティを強化する。

このレポートによると、
サイ
バー犯罪の被害額は前回より
1,000億ドルも増えています。
新たな技術が登場すると、
サイ
バー犯罪者はその技術をすぐ
に採り入れ、攻撃に利用してい
ます。
また、
サイバー犯罪に加
わるハードルも低くなっていま
す。
金融に精通したサイバー犯
罪者が巧妙な手口で攻撃を仕
掛けてきます。
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■

■

ブダペスト条約など、
サイバー犯罪の取締に対する国家の
責任を規定している条約を早期に採択する。

サイバー犯罪に対して適切な措置を講じることができない
国に対して、一時的な制裁などを行う。

McAfeeについて

McAfeeは、世界で最先端のサイバーセキュリティ企業です。
McAfeeでは、
より安全なデジタル世界を構築するため、個々
の力を結集し、企業と個人を保護するソリューションを提供し
ています。
www.mcafee.com/jp
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