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レポート

1つの企業で1日あたり平均で
17件のデータ流出が発生しています。

McAfee Labsについて
McAfee Labsは世界で最先端の脅威研究機関で、脅威情報や
サイバーセキュリティに関する最新の情報を提供しています。
世界各地に配備した数百万台のセンサーからデータを収集し、
ファイル、Web、
メール、
ネットワークなどに対する脅威を研究・
調査し、脆弱性の報告を行っています。
McAfee Labsは、
リアル
タイムで脅威情報、重要な分析結果、専門的な情報を提供し、
保護対策の向上とリスクの軽減に貢献しています。
www.mcafee.com/jp/mcafee-labs.aspx
McAfee Labs のブログ
McAfee Labs の Twitter

はじめに

夏の休暇シーズンから戻ってきました。
まだ休暇中という方も多
いと思いますが、私たちは多忙な毎日に戻っています。

McAfeeのシニア バイスプレジデント兼ゼネラル マネージャーで
あるChris Youngが米国土安全保障省の国家安全保障通信諮問
委員会の委員に任命されました。
この委員会は、国家の安全保障
と緊急対応通信に関する政策について大統領と行政部門に提言
を行っています。

7月に開催されたAspen Security Forumの前に、McAfeeは『人
材不足の解消: サイバーセキュリティの世界的な人材不足に関す
る調査』を発表しました。
このレポートは、McAfeeのRSAでの基調
講演に続くもので、
サイバーセキュリティの人材不足について解説
しています。
戦略国際問題研究所（CSIS）の研究者がセキュリティ
業界の人材不足に関する調査を8か国で実施しました。
公共部門
と民間企業のIT部門の責任者を対象に、セキュリティに対する支
出、教育プログラム、経営側の対応、政策の4点について調査しま
した。
調査報告書では、世界的なサイバーセキュリティ業界の人
材不足を解消するための提言がまとめられています。
7月の終わり、McAfeeの研究者と各国の捜査機関が協力し、
Shadeランサムウェアの指令サーバーを閉鎖しました。
Shadeが
最初に確認されたのは2014年の終わりです。
このランサムウェ
アは、不正なWebサイトや感染ファイルが添付されたメールを介
して東ヨーロッパと中央ヨーロッパのユーザーに感染しました。
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McAfeeは、
このランサムウェアによって暗号化されたファイル
を復号する無料のツールを開発し、公開しています。
Shadeラン
サムウェアの詳細と回復方法については、
こちらをご覧くださ
い。
また、
ユーロポール、
オランダ国家警察、Kaspersky Labとと
もにランサムウェア対策のイニシアチブ
「No More Ransom」を
開始しました。
これは、民間企業と捜査当局が協力してランサム
ウェアを阻止する取り組みです。
No More Ransomのオンライ
ン ポータルにはランサムウェアの危険性と身代金を支払わず
にデータを回復する方法が掲載されています。

『McAfee Labs脅威レポート 2016年9月』
では、次の2つのト
ピックを選びました。
n

n

病院には固有の問題が存在します。
古いシステムや
セキュリティに問題がある医療機器が使用され、治
療に関する情報に迅速にアクセスしなければなり
ません。
第1四半期には病院を狙ったランサムウェ
ア攻撃が多発しました。
これらの攻撃は、
それほど
洗練されたものではありませんが、成功していま
す。

2つ目のトピックはサイバーセキュリティへの機
械学習の応用です。
機械学習、
コグニティブ コン
ピューティング、
ニューラル ネットワークの違いに
ついても説明します。
また、機械学習の利点と欠点、
機械学習に対する誤解について詳しく解説し、脅威
検出の向上に機械学習を応用する方法について説
明します。

さらに...
11月1日から3日にかけてラスベガスでMcAfee FOCUS 16セ
キュリティカンファレンスを開催します。
現在、
この準備を全力で
進めています。
McAfee Labsでは今年も様々な形でカンファレ
ンスに参加します。
個別のセッションやディスカッションだけでな
く、McAfeeのFoundstoneプロフェッショナル サービスがハン
ズオンのセキュリティ研修を行います。ぜひご参加ください。ぜひ
ご参加ください。
四半期ごとに、McAfee Global Threat Intelligenceに送信さ
れる利用統計情報から新たな事実が見つかっています。
弊社で
は、McAfee GTI Cloudのダッシュボードで攻撃パターンを確認
し、顧客の保護対策の改善に利用しています。
McAfee製品が
McAfee GTIに送信するクエリーの数は季節ごとに変化してい
ます。
また、製品機能の向上に合わせて変化しています。
私たち
は、
このような変化をより正確に分析・予測できるように努力し
ています。
n

n

n

これらのキートピックの後に、通常どおり、四半期ごとの統計情
報をまとめています。
n

McAfee GTIが1日に受信したクエリーは平均で
486億件でした。
McAfee GTIで阻止した不正なファイルで大き
な変化が確認されました。
2015年第2四半期に
McAfee GTIで阻止した不正なファイルの数は1日
平均4億6,200万個でしたが、2016年第2四半期は
1億400万個に激減しました。

同様に、McAfee GTIで阻止した不審なプログラム
も2015年第2四半期から激減しています。
2015年
第2四半期は1日あたり1億7,400万個でしたが、
2016年第2四半期は3000万個に減少しています。
McAfee GTIで阻止した危険なIPアドレスは過去
2年間で最高になりました。
2015年第2四半期は1
日あたり2,100万個でしたが、2016年第2四半期は
2,900万個に増加し、前の四半期と比べると2倍に
なっています。

－ Vincent Weafer、
バイスプレジデント/McAfee Labs

このレポートを共有
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エグゼクティブ サマリー
病院がランサムウェアの標的になっ
ています。第 1 四半期に起きた病院
に対するランサムウェア攻撃は洗練
されたものではありません。しかし、
攻撃には成功しています。

インターネットに接続するデバイスと
データ量が増加しています。攻撃を
防ぐために分析は不可欠な要素とな
ります。セキュリティ担当者にもデー
タサイエンス、分析、機械学習に関
する基礎的な知識は必要です。

医療機関の危機: 病院を狙うランサムウェア

この数年間、セキュリティ担当者にとってランサムウェアは厄介な存在となっています。
サイバー犯罪者にとって、
ランサムウェアは簡単に金銭を稼げる便利な攻撃ツールに
なっています。
攻撃の標的も変化しています。
これまでは個人を狙っていましたが、
より多
くの身代金が期待できる企業にシフトしています。
最近では、病院がランサムウェアの標
的になっています。
このキートピックでは、第1四半期に発生した病院を狙ったランサム
ウェア攻撃について詳しく分析します。
それほど洗練されていないにもかからわず、攻撃
に成功しているのはなぜでしょうか。
また、病院には固有の問題が存在します。
古いシス
テムやセキュリティに問題がある医療機器が使用され、治療に関する情報に迅速にアク
セスしなければなりません。

セキュリティに必要なデータサイエンス、分析、機械学習

機械学習とは、複数のコンピューターを使用して、継続的な分析を自動的に実行するこ
とです。
データサイエンティストは機械学習を利用して問題を解決しています。
ITセキュ
リティ固有の問題も同様です。
すでに起きた事象とその原因を分析するアナリストもい
ますが、将来の予測を行い、
その対策を提示するアナリストもいます。
このキートピック
では、
サイバーセキュリティへの機械学習の応用について解説します。
機械学習、
コグニ
ティブ コンピューティング、
ニューラル ネットワークの違いについても説明します。
また、
機械学習の利点と欠点、機械学習に対する誤解について詳しく解説し、脅威検出の向
上に機械学習を応用する方法について説明します。

このレポートを共有

McAfee Labs脅威レポート: 2016年9月 | 5

キートピック

医療機関の危機 : 病院を狙うランサム
ウェア

セキュリティに必要なデータサイエンス、
分析、機械学習

キートピック

医療機関の危機: 病院を狙う
ランサムウェア
―Joseph Fiorella、Christiaan Beek

この数年間、セキュリティ担当者にとってランサムウェアは厄介な存在となっています。
簡単に金銭を獲得し、業務を妨害できるので、
サイバー攻撃者にとってランサムウェア
は便利なツールとなっています。
攻撃者はより多くの金額を得るため、
ランサムウェアの標的を個人から企業に変えてき
ています。
当初は、ITインフラが整備されず、攻撃からの回復も遅い中小企業が狙われ
ました。
このような企業が身代金を払う可能性が高いことをランサムウェアの攻撃者は
知っています。

2016 年に入り、医療業界、特に病
院を狙ったランサムウェアが増加して
います。

しかし、今年に入り、病院に対する攻撃が増加しています。
ここ数年、医療業界はデータ
侵害の被害に苦しんでいますが、攻撃者の手口が変化してきました。
最近の攻撃者は、
ツールキットで簡単に作成できるランサムウェアを使用し、被害者にデータの復元費用
を払わせようとしています。
これまでの攻撃者は、複雑な技術を駆使して情報を盗み出
し、闇市場に流して利益を得ていましたが、最近はランサムウェアを使って被害者から
直接金銭を巻き上げようとしています。
この攻撃方法では、
データを盗み出す必要があ
りません。

第1四半期には、
ロサンゼルス地域の複数の病院にこのような攻撃が実行されました。
McAfeeが一連の攻撃を分析した結果、高度な攻撃にはない特徴がいくつか見つかり
ました。
では、
この調査結果から病院が狙われるようになった理由を分析してみましょ
う。

ランサムウェアが病院を狙う理由

ランサムウェアに狙われる理由は、
病院では古いシステムやセキュリティ
が脆弱な医療機器が使用され、情
報に対する迅速なアクセスを必要と
しているためです。

病院のITシステムとネットワークを運用する管理者は、
いくつかの課題を抱えています。
多くの病院では、古い航空官制システムのように、時代遅れのインフラを常時稼働させ
なければなりません。
このような重要システムを管理するIT担当者が解決しなければな
らない主な問題は次の3つです。
n

n

n

治療に支障をきたさない

データ侵害を未然に防ぎ、病院の信用を落とさないようにする

時代遅れのオペレーティング システムが稼働している古い機器を管理す
る

残念ながら、
この課題を解決する特効薬はありません。
ランサムウェアによる治療の妨
害は重大な問題です。
最近、
メリーランド州コロンビアの医療機関が攻撃を受けまし
た。
攻撃を受けたときに、身代金をビットコインで支払うように指示するポップアップ
メッセージが職員の画面に表示されました。
これに対して病院のネットワークの一部
を遮断したため、診察の予約ができなかったり、重要な医療記録を参照できないなど、
重要な機能が停止してしまいました。
また、診療所と病院の間のサービスも停止しまし
た。

このレポートを共有
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キートピック

データ侵害による被害は長期にわたる可能性があります。
多くの患者は、
サービスレベ
ルと評判を調べて、治療を受ける病院を選択します。
ランサムウェアの攻撃を受けて評
判が下がれば、患者は別の病院を選択するかもしれません。
また、医師が別の病院に
移ってしまう可能性もあります。
結果的に、金銭的な影響は相当な額になります。
短期
的には復旧にコストがかかり、長期的には患者離れで収益が減少する恐れがあります。
多くの病院は、古いバックエンド システムに新しい技術を統合しようとしています。
患者
の命を預かる手術室では古いオペレーティング システムが稼働しています。
ハードウェ
ア ベンダーやソフトウェア プロバイダーが廃業しているか、新しい技術に対応していな
いため、医療機器の一部はWindows XPでしか動作しません。
ハッカーはこの事実を
知っているので、
このような医療機器はランサムウェアの格好の標的となっています。
Ponemon Instituteが最近行った調査では、医療機関で発生したデータ侵害の大半は
犯罪者による攻撃が原因となっています。

医療機関で発生したデータ侵害の原因
(複数回答可)
犯罪者による攻撃
第三者による妨害
コンピューター機器の盗難
職員の不用意な行為
技術システムの欠如
内部で悪意のあるの人物
悪意のない職員による行為
0

10%
2016年

20%

30%

40%

50%

2015年

出典: Sixth Annual Benchmark Study on Privacy & Security of Healthcare Data, May 2016（第6回 医療データのプライバ
シー/セキュリティに関する年次ベンチマーク調査 2016年5月）、Ponemon Institute.

この調査では、医療機関が最も懸念しているセキュリティ問題も明らかにしています。
こ
の懸念は私たちが確認している現状と一致しています。
ランサムウェアによる攻撃の多
くは、
リンクをクリックしたり、添付ファイルを開くなど、職員の不用意な行為が原因で
発生しています。

このレポートを共有
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キートピック

医療機関が最も懸念しているセキュリティ問題
(3個まで回答可)
職員の不注意
サイバー攻撃者
保護されていないモバイル機器
パブリック クラウド
サービスの使用
不正な侵入者
職員所有のモバイル機器
または BYOD
個人情報の窃盗
保護されていない
モバイル アプリ (eHealth)
プロセス エラー
システム障害
保護されていない
医療機器
その他

0

15%
2016年

30%

45%

60%

75%

2015年

出典: Sixth Annual Benchmark Study on Privacy & Security of Healthcare Data, May 2016（第6回 医療データのプライバシー/
セキュリティに関する年次ベンチマーク調査 2016年5月）、Ponemon Institute.

セキュリティが脆弱な古いシステムが稼働しているだけでなく、職員のセキュリティ意識
が低く、職場環境も分断され、情報に対する迅速なアクセスを必要とする環境を犯罪者が
見逃すはずがありません。

このレポートを共有
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キートピック

医療機関を狙うランサムウェアの攻
撃

警戒心の低いユーザーに Word 文
書が添付されたメールを送信し、マ
クロを有効にするように指示します。
マクロを有効にすると、ダウンロー
ダーがペイロードを取得します。ペ
イロードがダウンロードされると、ラ
ンサムウェアを感染させるための一
連の攻撃が開始します。この段階で、
マルウェアが他のシステムにも拡散
し、ファイルの暗号化を行います。

最近の病院を狙ったランサムウェアの攻撃では、
ランサムウェアに感染させる添付ファ
イルやリンクを含むメールを警戒心の低い職員が開いたことで攻撃が開始しています。
一例として、Lockyの亜種を利用した攻撃を見てみましょう。
Lockyは、ボリューム スナッ
プショット サービスで作成されたファイルのシャドウ コピーを削除し、管理者がバック
アップからローカル システムの設定を復元できないようにします。

このようなマルウェアが被害を及ぼすのは従来のコンピューティング デバイスだけで
はありません。
がん治療やMRIで使用されている医療機器にも感染する可能性があり
ます。
これは病院にとって重大な問題です。
標準的なワークステーションやサーバーに
比べると、
このような医療機器の保護とクリーンアップは難しくなります。
大半の医療機
器は古いオペレーティング システムを実行しています。
高度なランサムウェアの阻止に
必要なセキュリティ技術に対応していないものもあります。
これらの機器の多くは治療
に欠かせないものであり、稼働時間の維持は重要な課題となります。

病院を狙ったランサムウェアの攻撃

2016 年 2 月、カリフォルニア州の病
院がランサムウェアの攻撃を受けま
した。この病院は、ファイルとシステ
ムを復元するために 17,000 ドルを
支払いましたが、5 営業日もシステ
ムが停止しました。

2016年2月、
カリフォルニア州の病院がランサムウェアの攻撃を受け、9,000ビットコイン
（約577万ドル）の身代金が要求されました。
この病院は、
ファイルとシステムを復元す
るため、身代金として17,000ドルを支払いましたが、5営業日もシステムが停止しまし
た。
同じ時期に他の病院にも攻撃が実行されましたが、病院を狙った標的型攻撃は珍しい
ものでした。

第1四半期に発生した標的型攻撃の手口

多くの場合、
ランサムウェアはフィッシング詐欺メールで配布されます。
このようなメー
ルでは「Failed delivery」
（配信失敗）、
「My resume」
（履歴書）などの件名が使用され、
ランサムウェアをダウンロードするファイルが添付されています。
エクスプロイト キット
で配布されることもよくありますが、第1四半期に発生した病院への標的型攻撃では、
どちらの方法も使用されていません。
この四半期の攻撃では、JBoss Webサーバーの脆
弱性が狙われています。
この攻撃では、
オープンソース ツールのJexBossを使用して脆弱なJBoss Webサーバー
をスキャンし、脆弱なホストにエクスプロイトを送信してシェルを起動します。

ランサムウェアの攻撃者は、オープンソースのツールを使用して脆弱性を検出している。

このレポートを共有
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キートピック

サーバーへの感染に成功すると、様々なツールを利用して、信頼されたネットワークを
マッピングし、
バッチ スクリプトを使用して複数のコマンドを実行します。
コマンドの1つ
がすべてのボリューム シャドウ コピーを削除し、
ファイルを復元不能にします。

このバッチ スクリプトがすべてのボリューム シャドウ コピーを削除し、
ファイルを復元不能にする。

この攻撃で特徴的な点は、
コマンド コードがバッチ ファイルに記述されていることで
す。
ランサムウェア ファミリの大半は、実行ファイルのコードにコマンドを組み込んでい
ます。
では、
コマンドと実行コードを分けたのはなぜでしょうか。
多くのセキュリティ対策
は、実行ファイルの中で暗号化されていないコマンドを検出し、
その動作に基づいてシ
グネチャを作成しています。
セキュリティ対策の検出を回避するために、
このような手法
が利用された可能性があります。
McAfee の高度脅威研究チームが病
院を狙った samsam 攻撃を詳しく分
析しました。調査結果はこちらでご
覧ください。

先行するスクリプトを見ると、samsam.exeというファイルを標的のサーバーにある
list.txtの中にコピーしています。
このランサムウェアには、
サンプルの進化に合わせて
samsam、samsa、Samas、Mokoponiという名前が付いています。

他の攻撃者の評価

カリフォルニアの病院に対する攻撃が報じられた直後に、地下フォーラムの攻撃者が
この攻撃に反応しました。
たとえば、有名なハッカー フォーラムで、
ロシア語を使うハッ
カーがこの攻撃を実行したハッカーに対して不満を漏らしました。
ロシアの地下フォー
ラムでは、
サイバー攻撃でよく狙われる国にあっても、病院には攻撃を実行しない、
とい
う決まり事があります。

ビットコインでの取引に特化している別の犯罪フォーラムでは、同様の議論が行われ、
病院に対する攻撃に関するコメントが掲載されました。
この議論は7ページにも及びま
す。
一部を紹介します。
Dumbest hackers ever , like they couldn�t hack anything else .This kind
of things will kill Bitcoin if they continue to do this

Yes, this is pretty sad and a new low.These ransom attacks are bad
enough, but if someone were to die or be injured because of this it
is just plain wrong.The hospital should have backups that they can
recover from, so even if they need to wipe the system clean it would
result in only a few days of lost data, or data that would later need to be
manually input, but the immediate damage and risk is patient safety.
コードを分析した結果、第1四半期の病院に対する攻撃は、
ランサムウェアの攻撃や侵
害でよく見る攻撃者が実行したものではないようです。
コードや攻撃は効果的でした
が、洗練されたものではありません。

このレポートを共有
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2016年前半に発生した病院を狙った攻撃

日付

脅威

地域

2016年1月6日

テキサス州の病院

ランサムウェア

米国

2016年1月6日

マサチューセッツ州の病院

ランサムウェア

米国

ノルトライン・ヴェストファー
レン州の複数の病院

ランサムウェア

ドイツ

2016年1月6日

このレポートを共有

被害者

2016年1月6日

2つの病院

ランサムウェア

オースト
ラリア

2016年1月19日

メルボルンの病院

ランサムウェア

オースト
ラリア

2016年2月3日

病院

ランサムウェア

英国

2016年2月3日

病院

ランサムウェア

韓国

2016年2月3日

病院

ランサムウェア

米国

2016年2月12日

病院

ランサムウェア

英国

2016年2月12日

病院

ランサムウェア

米国

2016年2月27日

カリフォルニア州保険局

ランサムウェア

米国

2016年3月5日

オタワの病院

ランサムウェア

カナダ

2016年3月21日

ジョージア州の歯科医院

ランサムウェア

米国

2016年3月16日

ケンタッキー州の病院

ランサムウェア

米国

2016年3月18日

カリフォルニア州の病院

ランサムウェア

米国

2016年3月22日

メリーランド州の病院

ランサムウェア

米国

2016年3月23日

病院

悪意のある広告

米国

2016年3月25日

アイオワ州の病院

マルウェア

米国

2016年3月28日

メリーランド州の病院

ランサムウェア

米国

2016年3月29日

インディアナ州の病院

ランサムウェア

米国

2016年3月31日

カリフォルニア州の病院

ランサムウェア

米国

2016年5月9日

インディアナ州の病院

マルウェア

米国
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日付

被害者

脅威

地域
米国

2016年5月16日

コロラド州の病院

ランサムウェア

2016年5月18日

カンザス州の病院

マルウェア

米国

2016年の前半に発生した病院に対する攻撃。
McAfeeの高度脅威研究チームが収集した公開情
報と内部データから既知のインシデントを選択。

このデータから見ると、病院に対する攻撃の殆どはランサムウェアが関係しています。
ま
た、一部は標的型攻撃です。

ランサムウェアの効果
McAfee が確認したところ、第 1 四
半期、病院への標的型攻撃に関与し
たグループは 100,000 ドルの身代金
を受け取っています。

第1四半期の病院に対する標的型攻撃（samsam）では、身代金の支払い通貨にビット
コイン
（BTC）が指定されています。
取引を詳細に調査した結果、身代金とした支払われ
た金額は約100,000ドルでした。

ある地下フォーラムでは、
ランサムウェアの購入者が受け取った身代金の金額が公開さ
れています。
ランサムウェアの開発者は、
コードがまだ検出されていない証拠として、身
代金の取引額の合計を示すスクリーンショットを提供しています。

ランサムウェアの開発者がランサムウェアの配布を管理・追跡するポータルのスクリーンショット
を提供している。

評価を上げるため、
この開発者は既知のブロックチェーン プロバイダーのリンクを共有し、
ウォレッ
トの詳細と取引の履歴を示している。
このレポートを共有
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McAfeeが確認したところ、
このランサムウェアの作成者と配布者は189,813ビットコイ
ンを受け取っています。
これは約1億2,100万ドルに相当します。
当然のことながら、ボッ
トネットのレンタル代やエクスプロイト キットの購入代などのコストもあるはずですが、
現在の残高は約9,400万ドルで、開発者はこの金額を6か月で稼いだことになります。
これを見ると、
ランサムウェアによる攻撃は短期間で稼げることが分かります。

前の表にあるランサムウェア攻撃に関して公開された情報を見る限り、多くの被害者は
身代金の支払いに応じていません。
しかし、samsamに狙われた病院は支払いを行った
ようです。

ビットコインによる取引の分析例

病院を狙ったランサムウェアによる
金銭的な被害の分析結果が Dark
Reading の記事「Healthcare
Organizations Must Consider the
Financial Impact of Ransomware
Attacks」（ランサムウェアによって医
療機関が被る金銭的な影響）に記載
されています。

身代金の額は様々です。
最も大きな費用はダウンタイム（機会逸失）、
インシデント対
応、
システム回復、監査サービス、
クリーンアップにかかったコストでした。
確認した報
告書によると、医療機関のシステムは少なくとも5日から10日間部分的に停止していま
す。

ポリシーと手順

ランサムウェアからシステムを保護するには、問題点と拡散方法をよく理解する必要が
あります。
以下に、
ランサムウェアによる被害を最小限に抑えるために、病院が行うべき
手順とポリシーを示します。
n

n

n

攻撃発生時の行動計画を作成しておく。
重要なデータのある場所と侵入経
路の存在を確認しておく必要があります。
緊急管理チームと協力して、業務
継続と障害時復旧の訓練を行い、目標復旧地点と時間を検証する必要が
あります。
これらの訓練により、通常のバックアップ テストでは表面化しな
い、見えない影響を確認することができます。
緊急時の対応計画がないた
め、多くの病院が身代金を払う結果になっています。

最新のパッチをシステムに常に適用する。
ランサムウェアが悪用する脆弱
性の多くはパッチの適用で解決できます。
オペレーティング システム、Java、
Adobe Reader、Flash、
アプリケーションにパッチを適用し、最新の状態を
維持しましょう。
パッチ適用の手順を決め、
パッチが正常にインストールさ
れていることを確認してください。

古いシステムや医療機器にパッチが適用できない場合には、
アプリケー
ション ホワイトリストを利用してリスクを回避しましょう。
これにより、
システ
ムをロックし、未承認のプログラムの実行を阻止できます。
ファイアウォー
ルや侵入防止システムを使用して、
これらのシステムとデバイスをネット
ワークの他の部分から分離しましょう。
これらのシステムで不要なサービス
やポートを無効にすると、侵入の可能性があるポイントの露出を減らすこ
とができます。

このレポートを共有
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n

n

McAfee の製品は、医療機関をラン
サムウェアから保護する有効な手段
となります。詳細については、ここを
クリックしてご覧ください。

n

n

n

n

n

n

エンドポイントを保護する。
エンドポイント保護と高度な保護機能を使用し
ましょう。
多くの場合、
クライアントではデフォルトの機能しか有効になって
いません。
高度な機能（一時フォルダーからの実行ファイルの実行を阻止す
る、など）を実行すると、
より多くのマルウェアを検出し、
ブロックすることが
できます。
可能であれば、
ローカル ディスクへの重要データの保存を禁止する。
デー
タを安全なネットワーク ドライブに保存する必要があります。
感染システム
の復旧が簡単になるため、
ダウンタイムを短縮することができます。

スパム対策を実施する。
大半のランサムウェアは、
リンクや特定の種類の添
付ファイルを含むフィッシング詐欺メールで攻撃を開始します。
.scrファイ
ルまたは他の不明なファイル形式にランサムウェアが組み込まれている場
合、
これらの添付ファイルをブロックするスパム ルールを簡単に設定でき
ます。
.zipファイルを許可している場合には、.zipファイルを2つ以上のレベ
ルでスキャンし、不正なコンテンツが存在するかどうか確認しましょう。
不要なプログラムとトラフィックをブロックする。
Torの必要がなければ、
ネットワーク上でTorアプリケーションとトラフィックをブロックしてくださ
い。
Torをブロックすれば、
ランサムウェアが指令サーバーからRSA公開鍵
を取得できなくなり、
ランサムウェアによる暗号化を防ぐことができます。
治療に必要な重要デバイスのネットワークを分離する。

バックアップを安全な場所に隔離する。
本稼働ネットワークのシステムから
アクセスできない場所に、
バックアップ システム、
ストレージ、
テープを保管
してください。
ランサムウェアの感染が広がると、
バックアップ データにも
感染する可能性があります。

重要な電子カルテシステムに仮想インフラを利用し、本稼働ネットワークの
残りの部分から隔離する。

ユーザーの意識向上に継続的に取り組む。
大半のランサムウェアはフィッ
シング詐欺メールで攻撃を開始します。
ユーザーのセキュリティ意識を高め
ることは非常に重要です。
統計によると、攻撃者が送信した詐欺メールの
10通に1通は攻撃に成功しています。
未確認の送信元や不明な送信元から
受信したメールと添付ファイルを開いてはなりません。

McAfeeの製品は、医療機関をランサムウェアから保護する有効な手段となります。
詳
細については、
ここをクリックしてご覧ください。
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セキュリティに必要なデータサイエンス、
分析、機械学習
―Celeste Fralick

攻撃者は悪質さを増しています。
セキュリティを侵害するため新しい攻撃方法を常に考
えています。
ITシステムやネットワークの保護に携わるものは、
データサイエンスの基礎
的な知識を身に付けておくべきです。
データサイエンスは今後のITセキュリティに欠か
せない要素となります。
アナリティクス、
ビッグデータ、機械学習といった言葉を耳にし
たことがあると思います。
データサイエンスや統計学の専門家でなくても、
これらの言葉
の意味を理解しておくことは重要です。
接続されるデバイスの数は増え続け、
データ量
も増加しています。
攻撃を阻止するには分析作業が欠かせません。
ヨタバイト
（10²⁴バイ
ト）のデータを分析するには自動化が必要です。
データサイエンスはセキュリティに欠か
せない要素となります。
データサイエンスの基礎知識がなければ、脅威を未然に防ぎ、
脆弱性を予測することはできません。

データサイエンスとは

データサイエンスでは、数学、統計学、
ハードウェア、ソフトウェア、ドメイン
（マーケットセグメント）、データ管
理などの知識が必要になります。

データサイエンスでは、数学、統計学、
ハードウェア、
ソフトウェア、
ドメイン
（マーケットセ
グメント）、
データ管理などの知識が必要になります。
データ管理とは一般的な用語で、
ソフトウェアやハードウェア アーキテクチャが取得したデータの移動を把握し、数理的
な境界条件を設定したり、
プライバシー要件などのポリシーを適用し、
データの保管と
保護を行うことです。
データ管理はアルゴリズムと同様に重要です。
では、数学関数、
アルゴリズム、
モデルの定義から始めましょう。
数学関数とは、小学校
で習ったa + b = cというような数式です。
アルゴリズムとは標準偏差や平均など、
デー
タから何らかの発見を行うための数式です。
モデルは、
データサイエンティスが調査す
る特性（特徴）を表します。
モデルを使用すると、
プロセスや他の変数との関係を理解
することができます。
また、今後起こりうることを予測することもできます。
気象予報士
はモデルを使用して天気を予測しています。
『Signal and the Noise: Why So Many
Predictions Fail and Some Don't』
（シグナル＆ノイズ）の著者であるネイト・シルバー
は、大統領選でのバラク・オバマの勝利をモデルを使って予測しました。

データサイエンティストは、数学的アルゴリズムとモデルを応用して問題を解決してい
ます
（たとえば、攻撃が発生する前に検出したり、
ネットワークに侵入する前にランサム
ウェアを阻止する、など）。
大半のデータサイエンティストは、画像処理、自然言語処理、
統計的工程管理、予測アルゴリズム、実験計画法、
テキスト解析、視覚化、
データ管理、
プロセス制御など、特定の領域に特化しています
（次のグラフを参照）。
統計学の基礎を
学んだデータサイエンティストは、作成したアルゴリズムを他の領域にも応用できます。

このレポートを共有
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では、統計学者とデータサイエンティストの違いは何でしょうか。
データサイエンティスト
が統計学の基礎を習得すれば統計学者の出番はなくなるかもしれません。
ビックデー
タやモノのインターネットが登場し、常時接続が当たり前の状況になり、製品開発では
統計学者に代わりデータサイエンティストが中心的な役割を果たしています。
ユース
ケース ベースの独自の分析を行うことで
（科学的方法でデータをビジネス インサイト
に変換することで）、
ビジネスのやり方に大きな影響を及ぼすことができます。
この影響
は特に、セキュリティ製品の開発で顕著になります。

知っておくべき用語
データサイエンティスト
に必要な知識

数学

統計学

ソフトウェア/
ハードウェア

データ管理

ドメイン

分析の定義
的確な意思決定を行うためにデータを有益な情報に変換する科学的な
プロセス
分析が利用されている領域
データマイニング

n

n

n

n

n

n

n

データ モニタリング

複雑なイベント処理

画像処理（MRIなど）

テキスト処理（ソーシャルメディア
など）
実験計画法

n

n

n

n

n

n

予測

最適化

経営分析

自然言語処理
機械学習

コグニティブ コンピューティング

可視化（グラフ化）

一般的な定義、応用分野、
データサイエンティストに必要な知識

データサイエンスの進化

分析の手法は、記述的分析から始まり、診断的分析、予測分析、処方的分析と進化して
います。
記述的分析と診断的分析は、
「何が起きたのか」
と
「なぜ起きたのか」に答える
分析手法です。
記述的分析と診断的分析から発展した予測分析は「今後何が起きるの
か」に答えるもので、処方的分析は起こりうる事象に推奨される対処を提示します。

記述的分析と診断的分析はリアクティブまたはプロアクティブになります
（プロアクティ
ブではあるが予測的ではない）。
プロアクティブの利点は、
すでに発生していることに対
して対処方法が分かっている点です。
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このプロアクティブな決定木は処方的分析の段階でも役に立ちます。
記述的分析と診
断的分析は単に報告を行うものです。
多くのセキュリティ ベンダーは、
システムが攻撃
されたときのプロアクティブな対応に記述的分析と診断的分析を利用しています。

分析手法の変遷を見ると、Analytics 1.0ではまだ受け身的な対応でした。
記述的分析
と診断的分析も広まりましたが、
ビジネスに不可欠な要素ではありませんでした。
セ
キュリティ業界は全体として記述的分析と診断的分析を重視し、
ルールに基づいて処
理を決定していました。
多層的なアプローチで効果的なセキュリティを提供するため、
この手法も引き続き継続する必要があります。

インターネットへの接続数が増え、
マイクロプロセッサーの処理能力が進化した結果、
2010年ごろにビッグデータが登場し、分析もAnalytics 2.0に移行しました。
この段階で
は、様々な情報源から収集した膨大なデータの処理がソフトウェア アーキテクチャの課
題となり、
データサイエンティストの肩書も広く認知されるようになりました。
セキュリ
ティ ソリューションの進化に伴い、Analytics 1.0で登場した予測分析と処方的分析が
利用されるようになりましたが、記述的分析と診断的分析も引き続き採用されていま
す。
現在、大半のセキュリティ会社がAnalytics 3.0への移行を進めています。
予測分析によ
る研究や応用事例が数多く発表されています。
次の図は、セキュリティ業界での分析手
法の変遷（Analytics 1.0から3.0）を表しています。

Analytics 3.0 では予測分析と処方
的分析に移行しています。2020 年ま
でにはセキュリティ ベンダーの大半
が Analytics 3.0 に達しているでしょ
う。

Analytics 3.0では、予測分析と処方的分析に移行しています。
記述的や診断的を含め、
これらの分析手法はビジネスに不可欠な要素となっています。
大半のセキュリティ企業
はまだAnalytics 3.0の段階に達していませんが、
マルウェア、
ランサムウェアン、悪質な
ボットネットを阻止するため、予測分析を応用したソリューションの提供を進めていま
す。
2020年までにはセキュリティ ベンダーの大半がAnalytics 3.0に達しているでしょ
う。

分析の進化

セキュリティ － 2016年

1.0

2.0

最先端 － 現在

3.0

Analytics 1.0

Analytics 2.0

Analytics 3.0

• 記述と診断

• 内部と外部の情報源からデー
タを収集

• 迅速でプロアクティブな検出

• 内部の構造化された
データセット
• 受け身的だが有益

• ビッグデータ複雑で構造化さ
れていない膨大なデータ

• ビッグデータの利用、
ディープ
ラーニング、
コグニティブ コン
ピューティング

分析手法の進化 － 技術的分析、診断的分析、予測分析、処方的分析
（Tom Davenport 博士の許諾を得て使用）
International Institute for Analyticsより。
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機械学習

機械学習とは、複数のコンピュー
ターを使用して、継続的な分析を自
動的に実行することです。機械学習
は記述的分析や診断的分析でも利
用できますが主に予測分析と処方的
分析のアルゴリズムで使用されてい
ます。

機械学習とは、複数のコンピューターを使用して、継続的な分析を自動的に実行するこ
とです。
機械学習は記述的分析や診断的分析でも利用できますが主に予測分析と処方
的分析のアルゴリズムで使用されています。
クラスター化または分類のアルゴリズムで
受信データを学習すると、
これらのアルゴリズムは診断的になります。
予測分析のアル
ゴリズムを受信データに応用した場合（ARIMA、自己回帰和分移動平均モデル、SVM、
サポート ベクター マシンなど）、
このアルゴリズムは、特定のクラスターまたはクラスに
データを割り当てたり、将来の値やクラスター、
クラスを予測するために学習を継続しま
す。

割り当てや予測は、
アルゴリズムに学習方法を教えていることを前提としていますが、
こ
こに最初の問題があります。
どの分析手法でも、問題のフレーミングが重要になります。
分析結果が問題解決やビジネスの成長にどのように役立つのか（プロセスの変数、入
力、出力）を事前に知っておく必要があります。
また、
すべてのデータを適切にクリーニン
グして処理する作業に分析全体の80%の時間が費やされます。
多くの時間がかかります
が、異常値や不適切な計測値を識別し、
データの傾向を把握するには重要な作業とな
ります。
しかし、特定分野の専門家でも、
クリーニングと処理にかかる時間を軽視してい
ることが少なくありません。
問題のフレーミングとデータのクリーニング処理が完了して統計分析の準備が整いま
す。
統計分析では、分布、標準偏差、歪度、尖度などを調査し、線形データか非線形デー
タかを特定し、正規化や変換を行うかどうか判断します。
データサイエンティストは、特
定のモデルに合わせるため、
これらの方法でデータやスケールを変更しています。
数学
の場合は、
より複雑なプロセスになります。

これらの手順を完了すると、
データサイエンティストは分類モデルやシステム評価モデ
ルを作成します。
使用可能なデータのタイプや解決する問題は、
モデルを選択する場合
の判断材料となりますが、
モデルの選択はデータサイエンティストにとって最も難しい
問題となります。
データによって選択するモデルが代わるのですが、
データサイエンティ
ストは最低でも3つから5つのモデルを試して最適なものを選びます。
結論を急ぎたくな
るものですが、顧客の要件を満たし、
モデルにデータを正確に適合させる上で、
モデル
の選択は非常に重要な作業となります。

この段階でデータはトレーニングセットと検証セットに分離されます。
トレーニングセット
（全体の約80%）は、
データの関連性を予測し、検証セットまたはテストセット
（約20%）
はデータの強度を検証します。
この2つの関係を理解しておくことは重要です。
トレーニ
ングモデルが検証モデルよりも適合している場合、過剰適合（データを不合理にモデル
に適合させること）が起きる可能性があります。
この場合、R値、二乗平均平方根エラー
などの分析計算が含まれている場合があります。
最適なモデル適合を行うには、多く
のモデルを試すだけでなく、
これらのモデルで使用する変数を調整することも重要です
（変換の種類など）。
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分析の一般的なプロセス
報告

リアクティブ

特徴の生成

分析の進化

プロアクティブ

一般的な分析プロセス

特徴の抽出

予想

デザインの分類

処方的

システム評価

デザイン

実験

分析

アルゴリズム

最高の結果を得るため
試行錯誤を繰り返す

実装

• 理解、
フィルタリ
ング、
クリーニ
ング、前準備

• データの基本
統計

• データの分類
• 特徴の把握

• 変換/正規化

• 予測計算

• トレーニング、
検証、
テスト

説明

分析の全般的なプロセス。分析技術の進化、試行錯誤の繰り返し、説明、アルゴリズムとアク
ションの例が示されている。
プロセスの説明にある矢印が示しているように、
プロセスは反復的で、
直線的とは限らない。

機械学習関連の用語

機械学習は、関連性を自動的に学
習する処理で、特に予測分析や処方
的分析で使用されています。機械学
習を正しく実装することで、新しい
データに対しても継続的な分析が可
能になります。

ビッグデータという用語は2010年頃から広まりましたが、現在は機械学習という言葉
が使われています。
機械学習は、関連性を自動的に学習する処理で、特に予測分析や処
方的分析で使用されています。
機械学習を正しく実装することで、新しいデータに対して
も継続的な分析が可能になります。
最近、機械学習に関連する用語は数多く存在します
が（22ページの表を参照）、
まず、
ニューラル ネットワーク、
ディープ ラーニング、
コグニ
ティブ コンピューティングの3つについて説明しましょう。
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ニューラル ネットワーク
（ニューラルネット）は機械学習の1つの技法で、
ディープラーニ
ングのアルゴリズムとしても使用されます。
ニューラルネットにはいくつかの種類があり
ますが、
いずれも、隠れ層、変換、
ノードなど、脳機能の特性を模倣しています。
ニューラ
ルネットの多くは、
ホールドアウト検証を繰り返し行うため、交差検証アルゴリズムが組
み込まれています。
検証後、対数変換、ガウス変換または双曲線正接変換が実行され、
真陰性、真陽性、偽陰性、偽陽性に分類されます。
以前は、
ニューラルネットは多くの時
間と処理能力を必要としていましたが、CPU、GPU、FPGA、
メモリーの進化で、強力な機
械学習の分析ツールとして再び注目を集めています。

ニューラルネットは、
ディープラーニングのアルゴリズムの一つとみられ、人工知能の分
野でよく利用されています。
また、自動車の自動運転、画像認識、自然言語処理によるテ
キスト解釈などの分野でも応用されています。
アンサンブル アルゴリズム（結論を導くた
めに併用されるアルゴリズム）などの複雑なアルゴリズムはディープラーニングに組み
込まれています。
ディープラーニングでは、現在のデータと予測データに対して、記憶（以
前に何が起きたが）、推論（その場合、
どうなったか）、対応を行います。

コグニティブ コンピューティング
（ニューロモーフィック コンピューティング）も機械学
習やディープラーニングの一種です。
コグニティブ コンピューティングはかなり複雑で、
相当な計算量が必要になります。
コグニティブ コンピューティングでは、脳や人の行動、
推論を模倣した自己学習分析を行います。
皮質アルゴリズム（n次元のフィードフォワー
ドとフィードバックを行う分析）は、人間の脳神経で行われるプロセスと類似しているた
め、神経形態学的とも言われています。
これらの機械学習の応用を考える場合、次の点に注意する必要があります。
n

n

n

n

n

n

データが収集され、計算される場所

必要とされる生データとサンプリングの方法

帯域幅のコストと待機時間（要員、
ハードウェア、
ソフトウェアを含むリソー
スの待機時間）
定期的または継続的に学習する対象

データの保存場所、方法、
タイミング

顧客のプロセス、
メタデータ、法規制の変更に伴い、
モデルを再計算する頻
度
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基本用語

用語

定義

ニューラル
ネットワーク

脳神経の働きを模倣し、数値変換を多層的に行い、適切なデー
タと不適切なデータを学習する。

ディープ
ラーニング

人工知能（AI）、自動車の自動運転、画像認識、自然言語処理な
どに関連するアルゴリズム。
通常、
ニューラル ネットワークなど、
複雑なアルゴリズムを使用する。
重要な属性に対して記憶、推
論、判断を行う。

コグニティブ
コンピュー
ティング

脳のプロセスを模倣して複雑なアルゴリズムを組み合わせた自
己学習システム

機械学習

継続的な学習を行う自動分析。
より複雑なアルゴリズム（予測分
析、処方的分析）に適用されることが多い。

分析、機械学習に対する誤解

分析と機械学習ですべて問題が解決できるわけではありません。
機械学習のアルゴリ
ズムを作成するには、多くの時間と労力がかかります。
機械学習のアルゴリズムはメン
テナンスが必要です。
機械学習による分析を長期間行うには、開発後も定期的にアルゴ
リズムを見直す必要があります。
分析と機械学習にはどのような誤解があるのでしょうか。

誤解の中には何度もその誤りを指摘しなければならないものもあります。
繰り返します
が、分析は短時間で行うことも、1 つのモデルで実行できるものではありません。
データのクリーニングには時間がかかります。
顧客の事例に対する適切性を検証し、正
しいモデルを適合するには、3つから5つのモデルを試さなければなりません。
分析は万能薬ではありません。
ロジスティックに関する多くの課題は解決できますが、
解決できない問題も数多く存在します。
「嘘、大嘘、統計」
という言葉がありますが、統計
的に重要な変数を見落とせば問題を解決することはできません。
この意味で、
データサ
イエンティストは統計学の基礎知識を身に付けておく必要があります。
アナリストが「x
とyは相関関係にある」
といったときに、
どのような相関係数を使用しているのか、
デー
タは正規化されているのか確認する必要があります。
その答えに驚かされることもあり
ます。
データサイエンティストは基礎的な統計学を勉強を怠ってはなりません。
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分析に対する誤解

誤解

事実

迅速に実行できる。

問題のフレーミングとデータのクリー
ニング/準備にはかなりの時間と洞察
力が必要です。

分析ですべての問題が解決できる。

ロジスティックに関する問題は解決で
きますが、放漫な経営は解決できませ
ん。

分析結果は常に正しい。

ネイト・シルバーの
『シグナル＆ノイズ』
を読んでみてください。

分析に統計学の知識は必要ない。

データを正しく準備し、解釈するには、
統計学的な洞察力が必要になります。

クリーニングなどの準備作業は簡単で、
このような作業が不要なこともある

異常値や誤ったデータが含まれている
と、正しい結果が得られません。

分析ツールは分析を自動的に行うの
で、数学の知識は要らない

多くのツールでは、適用するアルゴリズ
ムについて推測を行います。
数学の知
識は不可欠です。

データサイエンティストは、自動化の背景にあるもの、特に数学とその制限を理解する
ことなく、自動化ツール（JMP、RapidMiner、Hadoop、Sparkなど）を使用するべきでは
ありません。
データサイエンスは簡単ではありません。
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機械学習に関する誤解

誤解

事実

機械学習では、手動による操作は必要
ない。

データセットの準備、
クリーニング、
モ
デリング、評価は人間が行います。

機械学習は、
どのような状況のデータか
らでも正しい結果を出す

データが構造化されていないと、間
違った結果を導くことがあります。

機械学習はどのようなケースにも応用
できる。

大規模なデータセットに適した機械学
習のアルゴリズムもありますが、
そうで
ないアルゴリズムもあります。

機械学習はすぐに使える。

機械学習には多くのアルゴリズムがあ
ります。
それぞれのモデルを検証しな
ければなりません。
適切なデータセッ
トとモデルを選択するには、時間と洞
察力が必要です。

機械学習は常に予測を行う。

機械学習のアルゴリズムの中には、分
類を行うだけで、予測を行わないもの
もあります。

機械学習はハッキングされない。

ハッカーも機械学習システムを構築で
きます。
より優れたシステムを開発する
可能性もあります。
追加学習と複雑な
アルゴリズムが必要です。

分析と同様に機械学習にも多くの誤解があります。
機械学習は万能型ではありません。
自動化を行う前に、
クリーニング、準備、
モデリングが必要です。
データ量に応じてモデ
ルを拡張できるとは限りません。
小規模なデータには適さなくても、
ビッグデータには適
している場合もあります。
サイズによって異なるモデルが必要になります。
新しい問題は
次々に発生します。
機械学習もそれに対応しなければなりません。
プロセスの変更、機
能の違い、
データの整合性（再起動、新しい接続など）は機械学習アルゴリズムの正確
性に影響を及ぼす可能性があります。
したがって、
モデルが正しい学習を行い、
データの
入出力が適切に行われるように、実装後も見直しを続ける必要があります。
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セキュリティに必要なデータサイエンス、分析、機械学習

どの業種も問題解決に分析と機械学習を応用できます。
これらの作業を正確かつ継
続的に実行できるかどうかが問題です。
たとえば、セキュリティ製品には非常に高度な
正確性が求められます。
誤検知や非検知で企業や消費者に迷惑をかけることはでき
ません。
製品に関わるデータサイエンティストは、豊富な知識を駆使し、最適化を行っ
ていかなければなりません。
最適はモデルの構築や機械学習のアプリケーションに限
定されません。
使用するハードウェアの最適化も必要です。
Integrated Performance
Primitives、Math Kernel Library、Data Analytics Acceleration Libraryは、
データ分
析でハードウェアとソフトウェアの両方を最適化する重要な要素となります。

クラウドに対応したエンドポイント検
出管理では、機械学習と予測分析ア
ルゴリズムを最大限に活用していま
す。

クラウドに対応したエンドポイント検出管理では、
ユーザーの帯域幅の制約を考慮し、
機械学習と予測分析アルゴリズムを最大限に活用しています。
データ モデルを定期的
に更新するだけでなく、最先端の分析アプリケーションの導入も検討する必要がありま
す。
たとえば、
ランサムウェアは2015年1月から現在までに200%も増加しています。
この
ような脅威を阻止するため、
コグニティブ コンピューティングや新しい人工知能を利用
したセキュリティ技術が開発されています。

分析と機械学習の基礎だけでなく、
データサイエンティストの作業を理解することは、
ビ
ジネス リスクの把握とビジネス全体の健全性（ROI、顧客満足度、成長、速度など）の向
上に役立ちます。
データサイエンスのリソースと革新的な調査を行うソリューションを見
つけましょう。
現状だけでなく将来的な要件にも対応できるセキュリティを選択する必
要があります。
この記事の内容は概要に過ぎません。
データサイエンスについてより深く
理解する必要があります。
進化を続ける高度な脅威を検出・阻止するには、最先端の分
析技術と最適化されたハードウェアを使用するセキュリティ ソリューションが欠かせま
せん。
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マルウェア
Web 脅威

統計情報

マルウェア
新しいマルウェア
新しいマルウェア
60,000,000

新しいマルウェアは 4 四半期連続で
増加しています。第 2 四半期に見つ
かった新しいマルウェアのサンプル数
は過去 2 番目に多い数となっていま
す。

50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0

第3四半期

第4四半期

2014年

第1四半期

第2四半期

第3四半期

2015年

第4四半期

第1四半期

第2四半期

2016年

出典: McAfee Labs, 2016

マルウェアの合計
マルウェアの合計
McAfee Labs のデータベースに登録
されたマルウェアのサンプル数はこ
の 1 年で 32% 増加し、6 億を超えま
した。
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新しいモバイル
マルウェア
新しいモバイル マルウェア
第 2 四半期に見つかった新しいモバ
イル マルウェアのサンプル数は過去
最高を記録しました。
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モバイル
モバイル マルウェアの合計
マルウェアの合計
12,000,000

モバイル マルウェアの合計数は、こ
の 1 年で 151% 増加しています。
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地域別のモバイル マルウェアの感染率（2016年第2四半期）

地域別のモバイル
マルウェアの感染率
（2016年第2四半期）
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世界のモバイル マルウェアの感染率
（感染を報告したモバイル
ユーザーの割合)
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Mac
MacOSを攻撃する新しいマルウェア
OSを攻撃する新しいマルウェア
30,000

OSX.Trojan.Gen アドウェアの活動
が沈静化したため、Mac OS を狙う
新しいマルウェアは 70% 減少してい
ます。
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Mac
MacOSを攻撃するマルウェアの合計
OSを攻撃するマルウェアの合計
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新しいランサムウェア
新しいランサムウェア
新しいランサムウェアの増加は引き
続き加速しています。第 2 四半期に
見つかった新しいランサムウェアの
サンプル数は過去最高を記録しまし
た。
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ランサムウェアの合計
Total Ransomware
8,000,000

ランサムウェアの合計数はこの 1 年
で 128% 増加しています。
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署名付きの新しい不正なバイナリ
署名付きの新しい不正なバイナリ
2,000,000

署名付きの新しい不正なバイナリの
数は、4 四半期連続で減少していま
したが、再び増加傾向に転じていま
す。
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署名付きの不正なバイナリの合計
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新しいマクロ
ウイルス
新しいマクロ ウイルス
180,000

新しいダウンローダー型トロイの木
馬が原因で、前四半期よりも 200%
以上も増加しました。これらの脅威
は、Necurs ボットネットなどのスパ
ム配信で使用されています。マクロ
ウイルスの復活については、
『McAfee
Labs 脅威レポート 2015 年 11 月』
をご覧ください。
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マクロ
マクロ ウイルスの合計
ウイルスの合計
700,000

マクロ マルウェアの合計は前四半期
より 39% 増加しています。
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Web脅威
新しい不審なURL
新しい不審なURL
35,000,000

新しい不審な URL の数は 5 四半期
連続で減少しています。
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新しいフィ
ッシング詐欺URL
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新しいスパムURL
新しいスパムURL
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世界で発生したスパムとメールの量
（1兆通単位）
世界で発生したスパムとメールの量
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スパム メールを送信するボットネットの上位10
（100万通単位）
スパム メールを送信するボッ
トネットの上位10
1,400

この四半期は、スパム メールのボッ
トネットのトップ 10 リストに新しい
ボットネットが入りました。Necurs
はスパム ボットネットでもあり、マ
ルウェアのファミリ名でもあります。
Necurs は世界中にある数百万台の
感染マシンを利用して、Locky ラン
サムウェアとDridex を散布しました。
6 月初めに一時的に活動が低下しま
したが、再び活発な動きを見せてい
ます。第 3 四半期もランサムウェア
を配布するスパムが大量に配信され
る可能性があります。ボットネット全
体で見ると、第 2 四半期は約 30%
増加しています。

1,200
1,000
800
600
400
200
0

第3四半期

第4四半期

2014年

第1四半期

第2四半期

第3四半期

2015年

Kelihos

Lethic

Cutwail

Gamut

Slenfbot

その他

Necurs

Darkmailer

KelihosC

第4四半期

第1四半期

第2四半期

2016年

Sendsafe

出典: McAfee Labs, 2016

世界のボットネットの分布
世界のボットネットの分布
ワームとダウンローダーを配布する
Wapomi は第 2 四半期 8% 増加しま
した。エクスプロイトに対するバック
ドアを開くMuieblackcat は、前四
半期に 2 位でしたが、11% 減少して
います。
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ボッ
トネット指令サーバーが最も多く存在する国
ボットネッ
ト指令サーバーが最も多く存在する国
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ネットワーク攻撃の上位
ネットワーク攻撃の上位
第 2 四半期は、サービス拒否攻撃が
11% 増加し、1 位になりました。ブ
ラウザー攻撃は第 1 四半期から 8%
低下しています。
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McAfeeについて
McAfee Labs のリンク

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。
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