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まとめ

レポート

ブロックチェーンに対する攻撃 － セキュリティよ
りも成長を優先する起業家精神が狙われる
はじめに

執筆者:

• Charles McFarland
• Tim Hux
• Eric Wuehler
• Sean Campbell

2017年末、暗号通貨ビットコインの価格が1BTCあたり2万ドルに跳ね上がり、投資家以外の間で
も大きな話題となりました。
ビットコインは、革命的な新技術であるブロックチェーンを基盤として
います。
取引情報を分散して記録するブロックチェーンは、
お金に対する見方を変え始め、
これまで
のビジネスの問題を新しい手法で解決する道筋を示しています。

しかし、新しい技術が登場すると必ずセキュリティに対する新たな懸念が生まれます。
ビットコイン
も例外ではありません。
攻撃者はすでにソーシャル エンジニアリング、
マルウェア、
エクスプロイト
を利用してブロックチェーンを狙った攻撃を試みています。
ブロックチェーンを利用してシステムを
構築する場合は、
ブロックチェーンにどのようなセキュリティリスクがあるのか、
よく理解しておく
必要があります。
このレポートでは、
ブロックチェーンに潜むセキュリティ問題と具体的なインシデ
ントについて報告します。
攻撃者の手口、標的、攻撃に使用するマルウェアについても解説します。

2009年にブロックチェーンを最初に利用したビットコインの運用が開始し、多くの技術者や研究
者の注目を集めました。
ブロックチェーンは、昔からの問題である
「ピア間での合意形成」に対する
解決策のように見えました。
ブロックチェーンは、厳格な調査を行うことで、
ピア間での台帳の信頼
性を保証する分散型決済システムを実現しています。
この合意により、以前は信頼できなかった分
散型決済システムを可能にしただけでなく、
その応用範囲も広がりを見せています。
リンク
共有

3

ブロックチェーン: 脅威レポート

レポート

ブロックチェーンはどのような仕組みなのでしょうか。
ブロッ
クチェーンは、一連のレコードまたは取引情報をブロックに
まとめて、台帳の一部を定義しています。
この台帳はピア間
で共有され、各ピアは、記録の有効性を証明する手段として
この台帳を使用しています。
台帳に記録されている各ブロッ
クは次のブロックにリンクし、
チェーンを生成します。
ブロック
チェーンという名前はここに由来します。
誰もが最新のブロッ
クとその親ブロックを参照して、
アドレスの状態を確認でき
ます。
暗号通貨の場合、
アドレスの価値を特定してトランザク
ションを検証することで、報酬としてコインを獲得することが
できます。
トランザクションの検証は非常に重要です。
各ノード
は、各チェーンの正確性を個別に検証することができます。

しかし、取引が追加された場合でもチェーンが改ざんされ
ていないことをどのように検証するのでしょうか。
ブロック
チェーン技術の重要な点はブロックをつなげる方法です。
ブロックチェーンでは、
ハッシュ関数を使用して親の整合性情
報を新しいブロックに埋め込みます。
親からの情報が変更さ
れると、
ハッシュも変更されるため、改ざんを見つけ出すこと
ができます。
また、各ブロックを作成するときに、証拠を提供す
る必要があります。
この証拠により、
ブロックの作成にリソー
スが使用されていることが証明されます。
阻止

上一哈希

Tx

临时

Tx

…

図1: ブロックチェーンのプルーフオブワーク
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阻止

上一哈希

Tx

Tx

临时
…

出典: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf

このブロックを作成することをマイニングといいます。
マイニ
ングに必要な証明は、
ブロックチェーンの実装ごとに異なり
ます。
最も一般的な方法は計算量による証明です。
ここでは、
問題のすべての処理で解が必要になるため、大量のCPUリ
ソースが必要になります。
簡単に解が見つかる計算方法はあ
りません。
正しい解を見つけることで、
すべての処理が完了し
たことが証明されます
（この場合はCPUリソースを使用）。
答えを見つけるまでは多くの作業が必要になりますが、答
えが正しいことを検証するのは比較的簡単です。
ブロックを
作成するまでに膨大な計算量が必要で、各ブロックは後の
ブロックと連鎖しているため、最も長いチェーンの有効性が
確認できれば、
ブロックが信頼できることになります。
長い
チェーンを作成して台帳を書き換えるには、膨大な量のリ
ソースが必要になります。
ハッシュ関数を使用してブロックの
整合性をチェックするだけでなく、
プルーフオブワークを行う
ことで、分散台帳の記録の信頼性が確保されています。

暗号通貨は貨幣的価値の取引にブロックチェーンを利用した
もので、
ブロックチェーンは暗号通貨を実現するための技術
と思われています。
しかし、
ブロックチェーンの台帳に記録で
きるのはお金だけではありません。
ビットコインの取引データ
には、少量の追加データを保存できます。
ある研究者グループ
の論文によると、
ビットコインの台帳には任意のデータを格
納し、取得することができます
（猥褻な画像の保存も可能）。
ブロックチェーンの参加者が実行できるプログラム全体を格
納するように設計された台帳もあります。
2番目に大きい暗
号通貨プラットフォームであるイーサリアムでは、
この機能を
「スマートコントラクト」
として実装しています。
ここでは、
コー
ド
（契約）が台帳にアップロードされ、参加者がコードを実行
できる仕組みになっています。
実行される契約の内容は、作成
者がプログラムに記述するルールによって異なります。
たとえ
ば、契約の両方の当事者がそれぞれの義務を履行するまで資
金を預けておくエスクロー アカウントを設定できます。

リンク
共有
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契約を実行するマイナーには、
「GAS」
という形式で計算処
理のコストが請求されます。
過剰な処理でネットワークの速
度が遅くならないように、
すべてのスマートコントラクトには
GASがイーサリアムの通貨単位で割り当てられます。
ブロックチェーンをカスタマイズしてビジネス問題を解決しよ
うとする動きも見られます。
たとえば、
ある小売大手は、
ブロッ
クチェーンを使用して出荷の追跡と保護を行う方法を考え、
特許を出願しています。
この需要拡大に合わせて大企業向け
のブロックチェーン プラットフォームが開発されています。

ブロックチェーンに対する攻撃

ブロックチェーン技術を利用する個人や企業を狙う攻撃が多
発しています。
このような個人や企業は起業家精神が強く、成
長を優先するため、セキュリティを軽視する傾向があります。
暗号通貨企業の多くはこの範疇に入ります。
ビットコインや
イーサリアムなど、広く浸透しているブロックチェーンを利用
している企業も例外ではありません。
このような攻撃で特別
な手段が使われているわけではありません。
主な攻撃手段は
次のとおりです。
■
■

■
■

フィッシング詐欺
マルウェア（ランサムウェア、
マイナー、
クリプトジャッキング
など）
実装上の脆弱性の悪用
ブロックチェーン技術の弱点の悪用

フィッシング詐欺

ブロックチェーンに対する攻撃で最もよく利用されている手
口はフィッシング詐欺です。
たとえば、IOTAの事件では、数
か月続いたフィッシング詐欺攻撃により400万ドル相当が
盗まれています。
攻撃者は、
シードジェネレータを提供する
iotaseed[.]ioを登録し、IOTAウォレットの情報を盗み出しまし
た。
このサービスは宣伝どおり機能し、
ウォレットを作成して
使用することができたため、被害者はセキュリティや信頼性
に何の疑問も感じませんでした。
攻撃者はすぐに攻撃を実行
せず、時間をかけて信用を築きました。
6か月もの間、秘密鍵
を含むログを収集し続け、1月になって攻撃を実行し、被害者
のウォレットから全額盗み出すことに成功しました。
リンク
共有
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サイバー犯罪者は通常、
フィッシング詐欺の被害者が誰であ
るか気にしません。
暗号通貨が最終的に攻撃者の手に渡る限
り、誰でも被害者になる可能性があります。
同じことがTorの
仲介者攻撃でも起きています。
Torネットワークは、第三者か
ら発信元を隠すために使用されています。
Torを利用して、商
品の売買を匿名で行うサービスを構築するケースも少なくあ
りません。
この売買の決済手段として暗号通貨が利用されて
います。
このサービスは、
ランサムウェアの身代金の受け取り
にも利用されています。
Torを知らない被害者もいるため、攻
撃者は簡単にアクセスできるTorプロキシを用意し、
ファイル
復元用のサイトに被害者を誘導します。
Torプロキシのドメイ
ンには、検索エンジンで探してアクセスする場合もあれば、
ラ
ンサムウェアから直接移動することもあります。
被害者にとっ
て残念なことに、攻撃者が身代金の受け取りに失敗し、不正
なプロキシを介して全く関係のないウォレットに送金されるこ
ともあります。
2018年の初め、
ランサムウェアに関連するビッ
トコインのアドレスを攻撃者が管理するアドレスに置き換え
るTorプロキシ サービスが見つかり、
この現象が明らかにな
りました。
セキュリティ研究者の調査で、Tor-to-webプロキシ
サービスonion[.]topの背後にあるダークウェブ サイトでビッ
トコイン ウォレットが見つかりましたが、
アドレスはすでに犯
罪者のものに置換されていました。

マルウェア

2016年、新しいランサムウェアの数が急増しました。
これらの
ランサムウェアは、主に暗号通貨の獲得手段として使用され
ていました。
ランサムウェア自体は以前から存在しますが、暗
号通貨の利点と組み合わせることで、犯罪者の関心を再び
集める結果となっています。
サイバー犯罪者が利用しやすい
ツールも存在します。
たとえば、HiddenTearは、
ランサムウェ
アの教材的なツールで、誰でも簡単に大量の亜種を作成する
ことが可能です。
KirkランサムウェアのMoneroのような例外
もありますが、
これらの亜種は通常、身代金の支払方法にビッ
トコインを使用します。
2017年になると、仮想通貨に関心を持つランサムウェアの開
発者が増え始め、代替仮想通貨（オルトコイン）を使って実験
を行うようになりました。
よく使われたのはMoneroですが、
Dashなどの新しいコインも使用されています。
GandCrabラ
ンサムウェアは支払方法をビットコインからDashに切り替え
ました。
GandCrabは他のマルウェアと一緒にRIGエクスプロ
イトキットに追加されています。
これらのマルウェアは、
マル
バタイジングによってMicrosoft Internet ExplorerやAdobe
Flash Playerに対する攻撃を実行します。

リンク
共有
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図2: onion[.]top TorプロキシからアクセスするGandCrabの復号ページ

2018年になると、
イーサリアムを利用したランサムウェアが
出現します。
イーサリアムを狙った最初のランサムウェアの一
つにHC7の亜種であるPlanetaryがあります。
Planetaryは、
感染システムあたり700ドル相当の金額を支払うか、
ネット

ワークで感染したノード全体に対して5,000ドルを支払うかを
被害者に選ばせます。
このランサムウェアは、
ビットコインや
Moneroでの支払いも認めています。
リンク
共有
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クリプトジャッキング

クリプトジャッキングとは、
ブラウザーを乗っ取り、暗号通貨
のマイニングを実行する攻撃で、
その数が急激に増えていま
す。
ランサムウェアと同様に、
クリプトジャッキングはアルトコ
インで試されました。
2017年の終わり、Chromeブラウザーの
Archive Posterプラグインがユーザーの同意なしでMonero
コインのマイニングを行っていたことが判明しました。
CPU使
用率の異常を報告するユーザーが多くなり、
この問題が発覚
しました。
この問題が見つかるまで、10万人以上のユーザー
がマイナーをダウンロードしていました。
少なくとも4つの
バージョンにCoinhiveのJavaScriptコードが含まれていまし

た。
Coinhiveを利用すると、Webサイトやツールにマイニング
コードを簡単に埋め込むことができます
（元々は簡単に使え
るオープンソースのAPIを使用していました）。
クリプトジャッ
キングは必ずしも不正な行為とは言えません。
訪問者のデ
バイス リソースを採掘に利用するため、Coinhiveなどのマイ
ナーが実装されるケースは少なくありません。
訪問者が同意
すれば、
たとえ迷惑な挙動が見られたとしても、
マイニングを
悪質な行為と見ることはできません。
しかし、
マイニングの実
施を通知していないサイトも多く、
ユーザーはパフォーマンス
低下の原因が分からないまま閲覧を続けることになります。

リンク
図3: CoinhiveのAPI
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出典: https://gist.github.com/coinhive-com/dc37d300b2f4f909006a07139c9d2c71
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Webサイトの所有者がクリプトジャッキングのコードを挿入
していない場合もあります。
たとえば、YouTubeはまさにこ
のケースに当てはまります。
悪意のある広告主が、人気の動
画共有サイトの欠陥を悪用し、広告にクリプトジャッキングの
コードを挿入して、
ビットコインやイーサリアムのマイニング
を試みました。
YouTubeは、
この広告主をネットワークから速
やかに除外し、
マイニング広告をブロックしました。
マルバタ
イジングは何年も前から使われているサイバー犯罪の手口で
すが、暗号通貨に合わせて修正が行われています。
同意の有無にかかわらず、約30,000のサイトでCoinhiveのマ
イニング コードがホスティングされています。
この数字には、
暗号化されているサイトは含まれていません。
実際の数は、
こ
れを大きく上回る可能性があります。
調査が進むにつれ、
より
多くのクリプトジャッキング マイナーが見つかることは間違い
ないでしょう。

エンドポイント マイナー
2016年までは、不正なコイン マイニングが暗号通貨を獲得
する主な手段でした。
ランサムウェアほど知られていません
が、2017年の終わりから2018年の初めにかけてマイニング
が急増しています。
新しいマイナーが次々と出現しただけで
なく、古いマルウェアにマイニング機能が組み込まれるように
なりました。
ランサムウェアのファミリーも、獲得する金銭を増
やすためにマイニング機能を搭載するようになります。
2018
年の初めに見つかったBlack Rubyは650ドルの身代金をビッ
トコインで支払うように要求しました。
このマルウェアは、
オー
プンソースで人気のXMRig Moneroマイニング ソフトウェアを
感染先のデバイスで実行します。
2018年1月に発生した大規
模なマイニング作戦でもXMRigが使用されています。
このよう
なオープンソール ツールの存在により、
マイニング マルウェ
アの数が劇的に増えています。

3,000,000

挖矿恶意软件总计

2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度
2016
2017
2018

図4: コイン マイナー マルウェアが急増
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出典: McAfee Labs
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この6か月の間に、多くのマルウェア開発者がランサムウェア
による攻撃から暗号通貨マイニングに切り替えています。
McAfee® Global Threat Intelligenceのデータでは、2018年
第1四半期のランサムウェアによる攻撃は2017年第4四半期
と比べて32%減少していますが、
コイン マイニングは1,189%
も増加しています。
マイナーは主にPCを標的にしていますが、
それ以外のデバイスも攻撃を受けています。
たとえば、中国で
は、ADB.Minerにより、AndroidスマートフォンでMoneroコイ
ンのマイニングが実行されました。
これはワームのように機能
し、ポート5555経由で処理が実行されます。
このポートは通
常、ADBデバッグ インターフェースで利用されています。
デバ
イスにもXMRigマイナーが感染しました。
shodan.ioのクエ
リー結果を見ると、
インターネットに接続しているデバイスの
100万台以上でポート5555が利用されていました。
XMRigマ
イナーのサブセットADB.MinerはMiraiボットネットのコード
を再利用しています。

热门国家/地区
俄罗斯联邦

69,649
中国香港

美国

75,976

314,160

结果总计

巴西

76,364

1,057,959
図5: Shodan.ioでポート5555のデバイスを検索した結果
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韩国

90,605

このボットネットは2016年中頃に見つかり、世界各地の攻撃
で確認されています。
2018年2月の段階で、
このマルウェアは
7,000台以上のデバイスに感染しましたが、
その大半は中国
と韓国で確認されています。

攻撃者が無差別ではなく、特定のグループを狙った攻撃を
仕掛ける場合があります。
ある不正なマイナーは、
ロシアの
フォーラムに参加しているゲーマーを狙いました。
このマル
ウェアは人気ゲームを強化する
「モド」を装いました。
この
ゲーマーが騙されて不正なソフトウェアをダウンロードした
ため、自身のコンピューター リソースが悪用されました。
マイ
ナーは、不信感を持たれずに持続性を維持するため、開いて
いるウィンドウのタイトル（Windows タスク マネージャ、
プロ
セス ハッカー、他のプロセス マネージャーなど）を監視しま
す。
タイトルが表示されるとマイニングを停止し、
その痕跡を
消し去ります。
この攻撃を行った人物は、他のゲーム偽装ソフ
トウェアにも関与しています。
自分のマルウェアをロシアの複
数のフォーラムに投稿したことで知られていますが、匿名性の
維持にはあまり関心がないようです。

独自のマルウェアの作成には費用や時間がかかります。
多く
のマルウェア開発者は独自のエクスプロイトを作成するので
はなく、公開されているエクスプロイトと既知の脆弱性を利
用します。
攻撃に成功するには、
パッチが適用されたマシンが
少なく、攻撃を受けやすい状態になっていることが前提となり
ますが、
これは決して珍しいことはありません。
2017年後半、
不正なマイナーであるSmominruは、300万ドルを上回る金
額をMoneroコインで獲得しました。
このキャンペーンでは、
Shadow Brokersハッカー グループが公開したEternalBlue
エクスプロイトが利用されました。

リンク
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このエクスプロイトは、世界中のマシンに影響を及ぼした
WannaCryを利用し、大きな注目を集めました。
このエクスプ
ロイトは、Microsoft WindowsのServer Message Block v1プ
ロトコルの欠陥を悪用します
（問題の詳細はMS17-010を参
照）。
EternalBlueを利用するマルウェアはSmominruだけでは
ありません。
MoneroマイナーのWannaMineもEternalBlue
エクスプロイトを使用して、
ネットワーク経由で拡散しまし
た。
WannaMineは、
まず最初にフィッシング詐欺メールを送
信してバッチファイルを起動させます。
これにより、指令サー
バーから不正なPowerShellスクリプトをダウンロードし、
XMRpoolを使用して公開のマイニング プールに接続します。
被害者のシステムはユーザーの意思に関係なく、
マイニング
処理に組み込まれます。
被害者をマイニング プールに接続す
るため、次の3つの接続文字列が使用されています。
stratum+tcp://pool.supportxmr.com:80
stratum+tcp://mine.xmrpool.net:80
stratum+tcp://pool.minemonero.pro:80
また、CVE-2017-10271の脆弱性が悪用した攻撃では、
Oracle WebLogicサーバーがMoneroマイニング ボットネット
に組み込まれました（Oracleはすでにこの脆弱性を修復して
います）。
サーバーに侵入したにも関わらず、攻撃者はデータ
を盗み出すことも、身代金を取ろうともしませんでした。
デー
タの窃盗を行わなかったことが、
マイニングを目的としていた
証拠と言えるでしょう。

実装上の脆弱性の悪用

この他にも、
ブロックチェーンの実装やサポート ツールへの
攻撃も考えられます。
ブロックチェーン技術のコア部分に近づ
くほど、攻撃が成功する確率は低くなるため、
このような脅威
は従来のソフトウェアやWebアプリケーションのエクスプロイ
トに近いものになります。

Bitcoin wikiには、公式ツールに関連するCVE（Common
Vulnerabilities and Exposures）のリストが掲載されていま
す。
これらの脆弱性は、
サービス拒否、
コイン窃盗、
データ流
出に利用されています。
脆弱性の影響は大きなものですが、
すでに一般に開示され、
リリース後に修正が行われています。
安全なコードを構築し、維持することは容易ではありません。
ブロックチェーンの急速な普及と成長は、
この問題をさらに
悪化させています。
ビットコインのコアツールに関連する重大
な脆弱性は減少し、安心して利用できるレベルになりました
が、
コミュニティやサードーパーティのツールはそのような状
態ではありません。

2018年2月、
ビットコインの取引とブロック転送ステムを
ミラーリングするピアツーピア メッセージ転送ルールの
PyBitmessageがゼロデイ エクスプロイトの攻撃を受けまし
た。
PyBitmessageは、
ブロックチェーンの概念であるプルー
フオブワークを使用して、
メッセージ転送を処理し、
スパムを
減らしています。
このエクスプロイトは、特別に細工したメッ
セージを送信してデバイスでコードを実行し、
スクリプトを自
動的に実行してイーサリアム ウォレットを検索します。
また、
今後のアクセスのため、
リバース シェルも作成します。

リンク
共有
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一般に、
サードパーティのツールは、
コミュニティが小さく、
コードの保護や問題への対応を行うリソースが十分でないた
め、攻撃者から見ると狙いやすい標的となります。
稀ですが、
実装自体に問題が存在する場合もあります。
2017年7月中旬
に見つかったIOTAへの攻撃はこのケースに当てはまります。
攻撃者はハッシュの衝突で署名の偽造に成功し、
ウォレット
からコインを盗み出しました。
この欠陥はすでに修正されて
いますが、独自のハッシュ関数であるCurlの使用を止めるた
め、
ネットワークで部分的にハードフォークが必要になりまし
た。
この問題は「独自の暗号を作成しない」
という暗号化の原
則から外れたことに起因します。
暗号化は非常に難しい技術
です。
暗号関連の関数に対する変更やカスタム コードは、運
用前に十分な検証を行わなければなりません。
確立した技術
でも問題が発生することがあります。
たとえば、
ハッシュ関数
にもセキュリティ上の欠陥が見つかり、MD5からSHA-1、SHA256へと強化されてきました。
この他にも、実装に問題のあるブロックチェーンが存在しま
す。
Verge開発チームは、複数の脆弱性に十分な対策を行ず
に実装を行ったため、4月の初めに攻撃を受けています。
攻撃
者は、
この欠陥を悪用し、
マイニングの計算処理費用を支払
うことなく、新しいコインのマイニングに成功しました。
パッチ
は適用されましたが、
コインのフォークが必要になり、結果と
して元のコインとは別に新しいコインを作成しなければなり
ませんでした。
通貨としての影響力は維持されているようです
が、Vergeの維持能力には疑念が残ります。

イーサリアムなどのブロックチェーンでは、
ユーザーのコード
がスマートコントラクトとして台帳に組み込まれています。
スマートコントラクトはユーザーが作成し、台帳の一部とし
て送信されます。
ここではコントラクトのルールに基づいてロ
ジックが実行されます。
許可されていれば、自立した分散アプ
リケーションを作成し、他のユーザーに公開することも可能
です。
他のコードと同様に、
このようなコードにバグや脆弱性
が含まれている可能性があります。
2017年11月、
イーサリア
ムのスマート コントラクトと一緒に使用されるParityウォレッ
ト ライブラリで重大な脆弱性が見つかりました。
これは偶然
見つかったものですが、悪用されるとマルチシグネチャ ウォ
レットが使用不能になり、
アカウントの所有者がロックアウト
されます。
この欠陥に対する攻撃が発生し、1億5,000万ドル
相当のイーサリアム コインが凍結されました。
この攻撃の規
模はスマート コントラクトに対する過去最大の攻撃を上回
り、5,000万ドル相当の損失が生じています。
この攻撃はイー
サリアム上に構築された自律型組織（DAO）に対するもので、
ハッカーは再帰的なバグを使用して資金を吸い上げていまし
た。

リンク
共有
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ウォレットに対する攻撃

1月、
インターネットに接続しているマイニング ホストを回避
し、
ホストのウォレット アドレスを攻撃者のアドレスに変更す
る攻撃が確認されました。
サイバー犯罪者は、人気のマイニ
ング ソフトウェアClaymore Minerの管理ポートを迂回し、
ウォレットの窃盗を行いました。
デフォルトの設定では、
このソ
フトウェアはポート3333でトラフィックを受信します。
この攻
撃ではSatori.Coin.Robberというマルウェアが使用されまし
た。
これは、2017年末にIoTデバイスを攻撃し、被害をもたら
したSatoriボットネットをベースにしたものです。
この亜種に
は指令サーバーとの通信で使用するIPアドレスがハードコー
ドされ、主に韓国の標的をスキャンしました。
このマルウェア
の作成者はコード内に
「このボットは悪質なものではなく、作
成者本人とメールで連絡が取れる」
というメモを残していま
す。

サイバー犯罪者は、
よく知られている手口を暗号通貨に対す
る攻撃に応用しています。
2017年末に、
クリップボードを使
用してデジタル ウォレットを書き換える攻撃が発生しました。
この攻撃では、
データをスクレイピングしてコンテンツを書
き換える手口が使用されましたが、
この技術は目新しいもの
ではありません。
クリップボードを攻撃するCryptoShufflerト
ロイの木馬が2016年から確認されています。
このマルウェア
は、
ビットコイン、Dogecoin、Litecoin、Dash、
イーサリアム、
Monero、Zcashなど様々な仮想通貨を攻撃します。
このトロ
イの木馬の作成者は、類似した攻撃を行うEvrialトロイの木
馬も公開しています。
これらのトロイの木馬は、被害者のコン
ピューターに潜伏し、暗号通貨のアドレスに類似した文字列
がコピーされるのを待機し、
そのアドレスを攻撃者のアドレス
に書き換えます。
この手口は非常に効果的で、CryptoShuffler
でデジタル ウォレットから盗まれた金額は140,000ドルを超
えると見られています。
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古いマルウェアの動作が変更できないため、新しいマルウェ
アで古い手口を使用しているわけではありません。
バンキン
グ型トロイの木馬も暗号通貨を狙っています。
有名なバンキ
ング型トロイの木馬であるDridexは、銀行の認証情報を盗み
出す従来の機能の他に、
ウォレット窃盗機能を追加していま
す。
また、Trickbotトロイの木馬は金融機関だけでなく暗号通
貨も標的にしています。
これらの変更が確認されたのは2016
年です。
Trickbotは人気の暗号通貨取引所のcoinbase.com
も攻撃します。
このマルウェアは、被害者がデジタル通貨の取
引所にアクセスしたときに偽のログイン ページを表示し、入
力されたログイン情報とビットコイン、
イーサリアム、Litecoin
などの暗号通貨を盗み出します。

技術の弱点を狙う攻撃

最初のブロックチェーンが実装されるまで、分散型バンキング
の信頼性を保証する方法はありませんでした。
しかし、
このよ
うなシステムのセキュリティについては研究が行われていま
した。
HaberやStornettaなどの長年の研究を通じ、
ブロック
チェーンの信頼性が確立されましたが、
ブロックチェーンの信
頼性は一定の条件が前提となります。
この前提条件を満たし
ていない場合、非常に脆弱な状態となります。

ブロックチェーンの基本的な前提の一つは、
ネットワークの
参加者（ビットコインのハッシュレート）が分散していることで
す。
いかなる場合でも、1つのエンティティまたはグループが処
理するネットワークが50%を超えないことが前提となります。
1人の参加者がネットワークの50%以上を所有すると51%攻
撃が可能になります。
所有するネットワークが50%を超える
と、誰よりも速くブロックを処理し、独自のチェーンを自由に
構築できます。
さらに、多重支払いなど、他の攻撃の実行も容
易になります。
同じコインを同時に複数の相手に送信したり、
受信側の残高をゼロにすることも可能です。
ビットコインに対
して51%攻撃はまだ成功していませんが（規模がすでに大き
いため）、Vergeなどの暗号通貨では実装に成功しています。

リンク
共有
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規模が小さい通貨ほどリスクが高くなります。
Kryptonがこの
ような攻撃を受けた直後、51 Crewというグループが他の小
規模な暗号通貨を狙い、身代金の保管に利用しました。
この
リスクは内部で開発しているブロックチェーンにも存在しま
す。
多くの組織が在庫、
データ、資産の管理にブロックチェー
ン技術を応用しようとしていますが、
ネットワークまたはハッ
シュレートが十分な規模でないと、
クラウド技術、ボットネッ
ト、
プールを駆使した攻撃を受ける可能性があります。

2つ目の前提は、最初の条件とも関連しますが、大半のノード
が「正直」
であること、
つまり、少なくとも1つのノードが正規
のノードに接続していることが前提となります。
この前提が崩
れると、
シビル攻撃により、被害者を不正ノードとのみ接続さ
せることが可能になります。
攻撃に成功すると、攻撃者は被
害者がアクセスする情報（台帳を含む）をすべてコントロール
できます。
攻撃者がネットワークよりも長いチェーンを証明す
ることは困難なため、正直なノードが1つでもあれば、
この種
の攻撃は阻止できます。
長いチェーンは、
チェーンの構築に必
要な量の処理が完了していることを意味します。
被害者が有
効なチェーンに気づいた場合、攻撃者はネットワーク全体の
処理量を上回らなければなりません。
この攻撃に成功するに
は、実際のネットワークからの情報をすべて遮断する必要が
あるため、正直なノードが1つあればシビル攻撃の阻止は可
能です。
2016年に、大量のノードが同時に作成されました。
51%攻撃と同様に、小規模なネットワークほど攻撃を受ける
可能性が高くなります。
特別な対策を行っていないシステム
は攻撃のリスクが高くなります。

3つ目の前提は、
ハッシュの衝突がほとんど発生しないことで
す。
ビットコインは、256ビットでウォレットの所有者を識別し
ます。
各キーは、他の参加者が送金に使用するパブリック アド
レスに対応しています。
キーにアクセスできるのが所有者に
限定されている限り、他者がこのウォレットから送金すること
はできません。
では、衝突が稀でない場合はどうなるでしょう
か。
悪意がなくても、他人のウォレットから誤って送金してしま
う可能性があります。
ネットワーク側から見ると、両者が同じ
権限を所有しているため、
ウォレットと残高の所有権を証明す
ることは難しくなります。
ただし、業界標準のアルゴリズムを
使用している限り、
ハッシュの衝突は稀にしか発生しません。
故意かどうかに関わらず、他の参加者のキーを生成すること
はできません。
少なくともビットコインでは、
キーが正しく作成
されていれば、
このようなことは不可能です。
しかし、所有者
がキーを正しく作成していない場合もあります。
ビットコイン
では、
プライベート キーの管理を簡単にするため、1単語や覚
えやすいシードから生成されたキーを使うブレイン ウォレット
が流行しています。
規模は小さいものの、同じ傾向がオルトコ
インでも見られます。

您的节点

Sybil 节点

図6: シビル攻撃を阻止する正直なノード

最可靠节点

出典: https://www.coindesk.com/bitcoins-security-model-deep-dive/
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しかし、
このようなウォレットを使用すると、辞書攻撃でキーが
盗まれる可能性が高くなります。
実装自体に問題がある場合
もあります。
IOTAでは適切なキーが生成されないため、衝突
により、重大なセキュリティ問題が発生するリスクがあります。
MD5やSHA-1などのように、
アルゴリズムを詳しく分析するこ
とで、衝突の発生確率が高くなる可能性もあります。
現在標準
として使用されているアルゴリズムも例外ではありません。
古典的な攻撃も有効

ブロックチェーンのセキュリティでよく議論されているのは台
帳の整合性と基盤技術です。
しかし、全体のセキュリティリス
クを考える場合、
ユーザーの動作を見逃すことはできません。
安全性に問題のある挙動は狙われやすいため、現在のブロッ
クチェーンに対する攻撃でも、
よく知られた攻撃手法が使わ
れています。

辞書攻撃

辞書攻撃は古くから存在する攻撃手法で、主にパスワードや
認証情報を盗み出す目的で実行されています。
一般的な辞書
攻撃はどのように実行されるのでしょうか。
ここでは、
レイン
ボー テーブル攻撃を例に説明します。
オンライン アカウントのパスワードを作成するときに、
サービ
ス プロバイダーはパスワードをプレーンテキストで保存しま
せん。
パスワードの暗号化ハッシュを生成し、
その値を保存し
ます。
たとえば、非常に危険な
「password」
というパスワード
を作成したとします。
サーバーでは、
「password」
という文字
列のSHA-1ハッシュ値である5baa61e4c9b93f3f0682250b6
cf8331b7ee68fd8が保存されます。
このパスワードの安全性
を高めるため、他のハッシュ アルゴリズムやソルトなどを使用
することもできますが、
ここでは、上記の値に対して攻撃者が
何を行うのかを見ていくことにします。

リンク
共有
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この値を見て
「password」
という文字列のハッシュ値である
ことは分かるのでしょうか。
ハッシュ値は可逆的でないため、
ハッシュ値から元の文字列を推測することは容易ではありま
せん。
しかし、Bashなどのコマンドライン インタープリターを
使用すれば、文字列のハッシュ値を簡単に調べることができ
ます。
■

$echo -n �password� | shasum

ハッシュ関数は一方向のアルゴリズムです。
ハッシュ値だけ
で元のパスワードを計算することは理論上不可能です。
ここ
では、
パスワードとハッシュ値の両方を知っているので、両
者の変換は簡単です。
では、
「password1」のSHA-1値はど
うでしょうか。
この値も簡単に取得できます。
結果はe38ad2
14943daad1d64c102faec29de4afe9da3dです。
攻撃者が
「password」
または「password1」のハッシュ値を知っていれ
ば、元の文字列は推測可能です。

この操作を何万回も繰り返せば、
すべてのパスワードを復元
することも不可能ではありません。
問題は時間ですが、攻撃
者はよく使われるパスワードに絞り込んでこの操作を行いま
す。
暗号化されていないパスワードとそのハッシュ値のペアを
集めたものがレインボー テーブルです。
このテーブルを使用し
て暗号化ハッシュから平文のパスワードを特定する攻撃がレ
インボー テーブル攻撃です。
ブロックチェーン、特にビットコインや関連する暗号通貨に合
わせてレインボー テーブルを変更すれば、
ブロックチェーン
に対して同様の攻撃が可能になります。
このレポートの残り
の部分では、
ビットコインを例に説明しますが、同じ手法は類
似した暗号通貨や、暗号通貨以外のブロックチェーンの実装
でも利用される可能性があります。

SHA-1ハッシュ

平文

5baa61e4c9b93f3f0682250b6cf8331b7ee68fd8

password

e38ad214943daad1d64c102faec29de4afe9da3d

password1

2aa60a8ff7fcd473d321e0146afd9e26df395147

password2

…

…

e13fc576c44eacd178e21b8b253f59fa59aa4cc8

passwordN

リンク
共有
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ビットコインのアドレスは、
コインが存在する公開インター
フェースを表します。
ユーザーはこのアドレスを使用してコイ
ンを転送します。
誰かにコインを送金すると、
このアドレスか
らトランザクションが発生します。
ただし、
トランザクションを
開始し、
アドレスからコインを送信できるかどうか確認するに
は、自身のプライベート キーを使用する必要があります。
このキーは所有者以外に教えてはなりません。
また、
キーに
は、
ビットコインの楕円曲線デジタル署名アルゴリズムを使用
する必要があります。
これにより、SHA-256ハッシュアルゴリ

ズムで生成可能な256ビットのほぼすべての数字が有効にな
るため、
ブレイン ウォレットのほうが使いやすいと考える人も
います。
このウォレットでは、
ランダムな64文字を覚えたり、保
存しておく必要はありません。
普通のパスワードを使用し、
プ
ライベート キーが必要な場合にのみSHA-256ハッシュ アル
ゴリズムを使用できます。
当初は、
このようなウォレットが好ま
れる傾向がありましたが、
これは非常に危険なことです。
サイ
バー犯罪者は常にブレイン ウォレットをスキャンしています。

リンク
図7: 2018年3月以降に
「password」から生成されたプライベート キーを所有する
アカウント
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前の画像では、2012年7月から2018年3月までに45,010
件のトランザクションが発生していますが、残高がゼロに
なっています。
トランザクションを詳しく分析した結果、送金
直後に少額の入金が発生するパターンが確認されました。
「password」、
「password1」、
「password2」を使用するアカ
ウントを見ると、所有者が特定不能なトランザクションや、盗
まれた金額が不明なトランザクションが117,212件ありまし
た。
この問題が起きているのはビットコインだけではありませ
ん。
ブレイン ウォレットの欠陥が広く認識された後に開発され
た暗号通貨にも同じ問題が存在します。

2016年、
ブレイン ウォレットの脆弱性を調査している研究者
グループが18,000個の脆弱なウォレットを検出し、攻撃が効
率的に実行されていることを確認しました。
短い簡単なパス
ワードだけが問題になるわけではありません。
リストには多く
のフレーズが含まれ、
スペース、
ピリオド、
カンマ、数字なども
使用されています。

図8: Litecoinブレイン ウォレット
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調査の結果、
よく利用されているブレイン ウォレットを特定で
きました。
残念なことですが、誰かがこのウォレットを誤って使
用し、
コインを失った可能性があります。
ユーザーのエラーで
複数の人物が同じプライベート キーを生成し、
このウォレット
を共有したため、金銭が盗まれた可能性もあります。
たとえ
ば、次の2つのBashコマンドは文字列のSHA-1ハッシュを取
得するコマンドです。
■
■

$echo -n �$password� | shasum
$echo -n �$Cryt0p4sswordV3rySecure�| shasum

出典: https://chainz.cryptoid.info/ltc/
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この2つのコマンドを実行すると、2つ異なるSHA-1ハッシュが
生成されるように見えますが、実際には両方とも同じ値
（da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709）が返
されます。
これは初歩的なミスで、Bash構文の使い方に問題
があります。
パスワード文字列に$記号を使用すると、Bashで
は特殊文字になり、変数または特別なパラメーターを意味し
ます。
文字列の先頭に$を使用すると、Bashは文字列全体を
変数として扱い、
その変数の値に対応する文字列に置換しま
す。
この場合、変数が存在しないため、Bashは空の文字列を
返します。
このような間違いを行うと、意図しないプライベー
ト キーが生成され、結果として約59 BTC（3月現在で530,120
ドル）を失う可能性があります
（以下のスクリーンショットを
参照）。

例外もありますが、確認されている大半のブレイン ウォレッ
トでは、他のアカウントと同じパスワードが使用されていま
した。
具体的な結果を得るために、独自のレインボー テーブ
ルを作成してビットコインの台帳でテストを行いました。
この
テーブルには、
よく使用されるパスワードが200,000個、
ビット
コインで生成されるパスワードが160,000個、名言リスト、戦
争と平和、不思議の国のアリスなどの書籍のリストが含まれ
ています。
サンプル数は少なめですが（多くの辞書は100万単
位）、脆弱なウォレットが852個見つかりました。
これらのウォ
レットからは102 BTC（本稿の執筆時点で約1,000,000ドル相
当）が盗まれています。
サンプル数を多くすれば、
この金額も
増える可能性があります。

図9: このウォレットには、2018年3月5日の2件の取引が記録されています。
1つは入金、もう1つは送金で、
この2件は
約15分以内に発生しています。
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出典: https://blockchain.info
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多くのオンライン アカウントでは「password」
というパスワー
ドがよく使用されていますが、
ブレイン ウォレットも同様で
す。
また、流出したデータベースで、多くのパスワードが見つ
かりました（暗号通貨のパスワードも含む）。
「Have I Been
Pwned」のTroy Huntパスワード ハッシュ データベースを使
用して、様々なデータ侵害で流出したパスワード ハッシュと
結果を関連付けました。
私たちのビットコイン用辞書を見る
と、5億100万件の流出レコードの中で固有のパスワードは
5,098個だけでした。
ブレイン ウォレットのパスワードは僅か
ですが、30 BTC以上は盗まれた可能性があります。

取引所に対する攻撃

仮想通貨の取引所も重要な役割を担っていますが、
この取引
所もすでに主要な攻撃対象になっています。
暗号通貨の取引
所では、
コインの管理、売買、米国ドルなどの物理的な通貨と
の交換を行うことができます。
この取引所は、従来の銀行と同
様に多くの利用者にサービスを提供しています。
アカウントの
所有者は、
ローカルのウォレット ソフトウェアの知識がなくて
も、
アカウントの作成、資金の追加や配分、暗号通貨の管理を
行うことができます。
大手の取引所では、複数の暗号通貨を
取り扱い、通貨間の取引も行っています。
多くのユーザーは取
引所を利用して仮想通貨の売買を行っています。

ティ問題は発生しています。
この数年の間にSWIFTネットワー
クに対して数多くの攻撃が確認されています。
取引所は歴史
が浅いため、試行錯誤を重ねている段階です。
これは、取引所
にも利用者にも大きな負担となります。

主な事件

2018年1月、日本で最初の取引所の一つであるCoincheck
で、5億3,200ドル相当の仮想通貨NEMが盗まれ、260,000人
の投資家に影響を及ぼしました。
取引は停止し、混乱が生じ
ました。
攻撃者は、従業員のコンピューターに対するアクセス
権を取得し、
デジタル ウォレットからプライベート キーを盗み
出すマルウェアをインストールしました。
さらに、
オンラインの
ホット ウォレットのプライベート キーの取得に成功し、
アカウ
ントの残高を空にしました。
この事件は、取引所に対する史上
最大規模のハッキングとなりました。

サイバー犯罪者はこのような取引所に目を付け、攻撃を仕掛
けています。
銀行と同じように、適切な安全対策が行われて
いない取引所は攻撃者にとって格好の標的となります。
銀行
は長年にわたりセキュリティ問題に取り組み、
インシデント対
応の経験を積んでいます。
にもかかわらず、
いまだにセキュリ

リンク
共有
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Coincheck以外の取引所も攻撃を受けています。
2016年と
2017年は取引所を狙う攻撃が多発し、多くの攻撃が成功して
います。
2017年の初め、2016年8月にBitfinexから約120,000
BTCが盗まれたことが明らかになりました。
盗まれたコイ
ンは、LocalBitcoins、Xzzx、BTC-e、Bitcoin.de、Coinbase、
Kraken、CoinsBank、QuadrigaCXなどの取引所に移動して
いました。
5%の報奨金が設定されたにも関わらず、盗まれた
コインを取り戻すことはできませんでした。
Bitfinexのアプリ
ケーション チーム リーダーのDrew Samsen氏は次のように
述べています。
「専門家が集まった専任チームによる数か月に
及ぶ調査の結果、
ようやく経緯が明らかになりました。
」

図10: 2016年5月のGatecoinのスクリーンショット
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イーサリアムを最初に上場させた香港の取引所Gatecoinで
も事件が発生しています。
2016年5月、Gatecoinがハッキング
され、250 BTCと185,000 ETH（約200万ドル相当）を失いま
した。
攻撃を受けたのはホット ウォレットだけでなく、
オフライ
ンのコールド ウォレットも被害を受けました。
攻撃者は、
ホッ
ト ウォレットを使用するように取引所のシステムを改ざんし、
コールド ウォレットに設定されたマルチシグネチャによる保
護を回避しました。

出典: CoinDesk.com
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取引所のインフラ自体がメインのターゲットになるとは限り
ません。
取引所の利用者も直接攻撃を受ける可能性がありま
す。
最盛期に世界のビットコイン取引の10%を処理していた
Bithumbは、韓国最大のイーサ取引所となり、約44%のトラン
ザクションを処理していました。
2017年6月、Bithumbが個人
情報の流出を報告しました。
このインシデントで31,800人の
Webユーザー（同社のユーザー数の約3%）の個人情報が流
出しました。
原因は、従業員のコンピューターに対する不正
侵入です。
この攻撃では、
インフラではなくユーザーが直接狙
われ、Bithumbの経営陣になりすましたソーシャル エンジニ
アリングやフィッシング詐欺が実行されました。

図11: トランザクションの記録

投資プラットフォームのEnigmaの利用者も狙われました。
攻撃者は、
よく知られているソーシャル エンジニアリングで
Enigmaのユーザーを騙し、不正なEthereumアドレスを使用
させようとしました。
さらに、Enigmaの公式サイト、
ニュース
レター、Slackアカウントを乗っ取り、攻撃者が所有する不正
なEthereum決済アドレスを配布しました。
この攻撃により
1,500 ETH以上が盗まれました。
この侵入が見つかり、修正さ
れた後も、偽の取引が発生しています。

出典: https://etherscan.io/

リンク
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この取引所への攻撃から数年後にCoincheckへのハッキング
が発生し、目に見える形で影響が出ています。
利用者は、少し
でも問題がありそうな他の取引所に懸念を示し始めました。
予定にないメンテナンスを余儀なくされたBinanceは、顧客
に詐欺やアカウントのなりすましに警戒するように呼びかけ
ました。

Binanceで侵害は発生していませんが、
サーバーのメンテナン
ス直後に分散型サービス拒否攻撃を受けています。
不定期な
サーバー メンテナンスに不満を感じていた利用者は、攻撃の
ニュースに衝撃を受けることはなかったようです。
Binanceは
顧客の安心感を得るために2月の取引手数料を70%割引し
ました。

暗号通貨の利用者は、変動の激しい相場で安定性を求める
ようになりました。
多くの利用者は、避けられない攻撃から資
産を保護するため、複数の取引所にコインを分散するように
勧めています。
熟練したユーザーは、
ローカルまたはハード
ウェアベースのウォレットも使用しています。
これらのウォレッ
トを使用しても、
そのセキュリティは各個人で管理しなけれ
ばなりません。
成長とセキュリティの両立は容易ではありませ
ん。
取引所のセキュリティに対するユーザーの信頼は揺らい
でいます。

図12: Binanceからのメッセージ。
これ以降、
このTwitterアカウントは停止している。
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リカバリ

分散化を特徴としている暗号通貨が盗まれた場合、
そのリカ
バリは他の通貨よりも難しく、複雑なものになります。
残高を
変更できるのはウォレットの所有者だけです。
その資金を不
正に取得した場合でも、所有者以外は変更できません。
取引
所でコインの行き先を追跡できる場合もありますが、資金を
取り戻すには現在の所有者の協力が必要になります。
盗まれ
たコインを取り戻すには、取引所が加害者とウォレットのキー
を特定しなければなりません。
取引所間の移動の場合、法律
が許す限り、資金の取り戻しに合意が形成される可能性が
あります。
アカウントは中央に保存されていますが、
ブロック
チェーンのキーはウォレットの管理で必要になるため、取引
所の社内で管理されているのが一般的です。
しかし、資金が
プライベート ウォレットに移動した場合、捜査当局が窃盗犯
を突き止め、
ウォレットに関連するプライベート キーを押収し
ない限り望みはありません。
リソースの不足、ガバナンスの欠
如、法的な問題が壁となり、ほとんどの場合、
リカバリの見込
みはありません。

最近のインシデントでは、取引所が顧客に損失を補てんする
ケースもあります
（もちろん、侵害後に破綻していないことが
条件ですが）。
Coincheck、Bitfinex、Gatecoinなどは幸運な
例と言えるでしょう。
2018年3月、CoincheckはNEMを失った
被害者に対する弁済を開始しました。
2017年4月、Bitfinexは
2016年8月のハッキングで資金を失った被害者に返済を終え

ました。
しかし、事業から直接得た資金ではなく、IOUの発行
で対応しました。
ハッキングの事実が公表された後、Bitfinex
はBTXトークンを発行し、将来1ドルで買い戻すことを約束
しました。
このトークンをアカウント所有者に配布し、4月に
買戻しが完了しました。
2017年2月、香港の取引所である
Gatecoinは、2016年のハッキングで盗まれたビットコインの
返済を完了しました。
窃盗時のビットコインの価値は450ドル
から750ドルでしたが、返済完了後には約1,190ドルになりま
した。
この取引所は、盗まれたETHに対しても返済プランを計
画しました。
今回はコンサルティング サービスや交換手数料
など、事業収益の一部を返済に回しました。

すべての取引所がリカバリに成功したわけではありません。
日本の取引所であるマウントゴックスは、2011年から2014年
にかけての攻撃で4億5,000万ドル相当のビットコインを失い
ました。
この取引所は1年以内に清算され、閉鎖に追い込ま
れました。
最近サイバー攻撃を受けた2つの取引所は回復不
能な打撃を受けました。
ポーランドで最も歴史が古く、最大規
模だったBitcurexは、
ハッキングから1か月以内に閉鎖されま
した。
当初は一部のサービスの不具合と発表されましたが、
実際には2,300 BTCを失っていました。

リンク
共有
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被害が明るみに出てから数週間後、Bitcurexは突然閉鎖
され、
ユーザーが損失を回復することはできませんでした。
2017年3月、ポーランド警察は閉鎖状況に関する調査結果を
発表し、被害者に名乗り出るように呼びかけました。
韓国の取引所Youbitは、攻撃を受けた後に運用不能な状
態になりました。
Bitcurexの調査が始まってわずか1か月後
に、Youbit（Yapizon）は4,000 BTCを盗まれました。
この攻撃
で資産の約36%を失ったことになります。
後で判明したこと
ですが、
ハッカーが内部システムに侵入し、4つのホット ウォ

レットにアクセスした後にコインが盗まれました。
Youbitは、
Bitfinexと似た方法での補償を検討しましがが、損失がすべて
のアカウント所有者に及んでいたため、
トークンをIOUとして
発行し、IOUの買戻しを約束しました。
しかし、2017年12月、
Youbitは更なる攻撃を受け、資産の17%を失なったため、倒
産に追い込まれました。
残りのコインを保有していた顧客は
残高の75%が補償されましたが、
それ以外の顧客は破産手
続きが終わるまで待たなければなりません。

「2016年10月13日、
サードパー
ティのシステムサービスである
www.bitcurex.comが外部か
ら攻撃を受け、
データの自動収
集と情報の処理が不能になり、
bitcurex.com/dashcurex.com
で管理されている資産の一部が
消失しました。
」
― bitcurex.comの発表
（ポーランド語からの翻訳）

リンク
図13: ポーランドの取引所Bitcurexの閉鎖を知らせる広告
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まとめ

ブロックチェーンは、良い意味でも悪い意味でも世界を変え
ていく技術です。
そのセキュリティについては真摯に取り組
んでいく必要があります。
サイバー犯罪者は、
その目的を達
成するため、
あらゆる手段を駆使しています。
ブロックチェー
ンはよく研究され、分散型の信頼に対する多くの懸念を払拭
しました。
しかし、
このネットワークに参加するユーザーやア
プリケーションのセキュリティは解決されていません。
ブレイ
ン ウォレットなどの不適切な利用で暗号通貨が盗まれてい
ます。
攻撃者は古典的な手口を応用して攻撃に成功してい
ます。
たとえば、辞書攻撃でビットコインのプライベート キー
を盗み出しています。
また、従来型のフィッシング詐欺攻撃で
ウォレットやコンピューター リソースへの侵入に成功してい
ます。
犯罪者が狙うのはブロックチェーンのユーザーだけで
はありません。
ブロックチェーンを商用で利用している暗号通
貨の取引所も頻繁に攻撃を受けています。
政府もサイバー攻
撃による損失に関する法的問題を理解し、法律の整備を進め
ています。

攻撃は数も多く、甚大な影響を及ぼしています。
このレポート
で紹介した例はごく一部に過ぎません。
適切なリスク評価を
行わずに新しい技術を実装するべきではありません。
業界で
ブロックチェーンの研究が行われているように、
サイバー犯罪
者も新しい技術を調査し、様々な手法を組み合わせて攻撃を
仕掛けてきます。
どこにリスクがあるのか十分に検討せずに、
ブロックチェーンを過度に信頼するのは危険です。
過ちを犯す
のは簡単です。
ユーザーは制御が難しく、
リスク要因となりか
ねない存在です。
適切な意思決定を行い、新しい技術を安全
に利用するため、最近発生した事件から教訓を学ぶ必要があ
ります。

企業側も真摯に取り組む必要があります。
ブロックチェーン
は、分散型決済だけでなく、様々なビジネス問題を解決する
技術として期待されています。
スマート コントラクトで業務の
完全自動化を図る企業もあります。
小売店はブロックチェー
ンを在庫管理に応用しようとしています。
医療業界は、医療記
録を管理する新しい方法を検討しています。
取引所に対する

リンク
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McAfeeについて
McAfeeは、
デバイスからクラウドまでを保護するサイバーセ
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。
他社の製品と連携するソ
リューションを構築することで、真に統合されたサイバーセ
キュリティ環境を整備し、脅威の対策、検出、修復を連動し
て行うことができます。
McAfeeの個人向けのソリューション
は、
すべての種類のデバイスに対応しています。
自宅でも外
出先でも、安心してデジタル ライフを楽しむことができます。
McAfeeでは、他のセキュリティ企業との連携を強化し、力を
合わせてサイバー犯罪者と戦っています。
www.mcafee.com/jp

〒150-0043
東京都渋谷区道玄坂1-12-1
渋谷マークシティ ウエスト20F
www.mcafee.com/jp
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