
新しいビジネス環境でセキュリティに導く
サイバー脅威インテリジェンス



強力なクラウドベースのツールやクラウドストレージで武装し、無数の
ターゲットを狙うサイバー犯罪者と戦い、パンデミック下の在宅勤務の
展開で指数関数的に大きくなった攻撃対象領域を守った組織には
前例のない変化がもたらされました。

現場の状況が変化するにつれ、脅威アクターや悪意ある加害者の手
法も進化しました。



2021年
世界の
サイバー攻撃の
傾向
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2021年版SonicWall サイバー脅威
レポートでは、テレワーカーが自宅から
企業ネットワークを操作するという不確
実性を脅威アクターが利用してより強
力な攻撃を仕掛ける十分な機会を
COVID-19が提供したことを強調して
います。

2020年にセキュリティ業界を重大な転
換点に導いたサイバー犯罪者の活動
をこれらの傾向に垣間見ることができま
す。

56億件 380万件 4.8兆件 8,190万件 3億460万件 5,690万件



COVID-19の世界的影響
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COVID-19の発生当初、
世界的にマルウェアが急
増し、組織がマルウェア
攻撃に遭遇する確率は
35%を超えました。

12月に、その確率は
約21％まで下がりました。

ロックダウン
2020年世界のマルウェア拡散傾向



脅威に関する主な調査結果

脅威を振るう
ランサムウェア

侵入の手口が変化

犯罪者は悪質な仕掛けをした
オフィスファイルを好む

IOTマルウェアが急増

ディープ・メモリーインスペクションが
これまで以上に活躍

記録的な暗号通貨高騰で勢いづく
クリプトジャッキング



脅威を振るうランサムウェア
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SonicWallでは、
2020年ランサム
ウェアの攻撃件数は
過去最高の3億
460万件を記録し、
2019年に比べて
62％という驚異的
な増加になりました。

2020年世界のランサムウェア攻撃件数



最も検知されたランサムウェア RYUK
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最も検知数の多
かったランサムウェ
ア”Ryuk”は9月
のピーク時、実に
約8秒に1度検
知されました。

世界のランサムウェア”Ryuk”の検知量



急増するランサムウェアの影響を受ける米国の州トップ10
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攻撃の状況

2020年のフロリダ
(5,350万件)、ニュー
ジャージー (2,770万件) 
およびメリーランド(1,870
万件) はとりわけランサム
ウェアによる被害が大きかっ
たです。

2020年 ランサムウェア検知数｜米国の州トップ10



ターゲットを

絞った攻撃
明確なランサムウェアの集中
攻撃は前年と比べて小売業
（365パーセント）、医療
（123パーセント）、政府機
関（21％）において増加しま
した。

主要な垂直市場を狙うランサムウェア
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2020年 顧客ごとのランサムウェア試行数



SonicWallの特許取得

のテクノロジーRTDMI™

は、2020年に268,362

もの「未知」のマルウェア

亜種を発見しました。これ

は前年と比べて74％の

増加となりました。

ディープメモリインスペクション：これまで以上に防御
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RTDMI™によって検知された「未知」のマルウェア亜種



2020年の終わりまでに新しい悪
意のあるOfficeファイルのシェアは
67％増加して全体の約4分の1
を占めるまでになりました。対照的
に、悪意のあるPDFファイルのシェ
アは22％減少して10分の1になり
ました。

攻撃者の傾向はOfficeファイルが増加
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2020年 検知された悪意のあるファイルのタイプ｜Capture ATP



記録的な暗号通貨高騰に牽引されたクリプトジャッキング
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記録的な暗号通貨
の価格高騰がクリプ
トジャッキングを前年
比28％増の8190
万件に押し上げまし
た。

2020年世界のクリプトジャッキング件数



IOT マルウエア 急上昇
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パンデミックで自宅からの
テレワークが普通のことに
なりました。しかしそこに
あったのはセキュリティが
確保されていないパーソ
ナル・デバイスでした。そ
こにサイバー犯罪者も待
ち受けていました。

2020年にIoTマルウェ
アは66%増加しました。

2020年世界のマルウェア件数



進化する侵入の手口
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右図は2020年に進
化した侵入手口の変
化をあらわします。

2019年にRCEと同
率（各16％）で
あったDirectory 
Traversalがトップに
なりました。

※ Directory Traversal＝ディレクトリ・トラバーサル攻撃
※ RCE (Remote Code Execution)＝リモートコード実行攻撃

2020年 悪意ある侵入件数



SonicWallは、

非標準ポートを

利用したマルウェ

ア攻撃の割合が、

2020年には

13%から25%

に増加した事を

確認しました。

非標準のポートを通過するマルウェア
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2019年 2020年

2019 – 2020年世界のマルウェア攻撃



暗号化された脅威は相変わらず堅調
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隠れた脅威

暗号化された攻撃が4%
増加したのは、教育と医療
の2つの業界に起因するとこ
ろが少なくありません。教育
は前年比で292%、医療
は351%増加しました。

HTTPSを隠れ蓑にしたマルウェア攻撃を受けた顧客の%



 

リモートワーク化によってマルウェア数は減少
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最終的に、
SonicWallは2020年
に56億件のマルウェ
ア攻撃を観測しました。
2019年に比して
43%減少でした。

2020年世界のマルウェア攻撃件数



SONICWALL CAPTURE LABS THREAT NETWORK
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グローバルセンサー数

国および地域数

監視時間

脅威に対する応答時間

収集するマルウェア数/1日

防御するマルウェア攻撃件数/1日
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2021年版SonicWall Cyber Threat Reportは、組織が
新しいビジネスの現実をナビゲートするのに役立つように独自
に脅威インテリジェンスを解説しています。

SonicWall Cyber Threat Report

をご一読ください

サイバー脅威レポートをダウンロードする

https://www.sonicwall.com/2021-cyber-threat-report/?elqCampaignId=13983&sfc=7013h000000MiN6AAK


www.sonicwal l .com

https://www.sonicwall.com/
https://www.facebook.com/SonicWall/
https://www.linkedin.com/company/sonicwall
https://twitter.com/SonicWALL
https://www.instagram.com/sonicwall_inc/
https://www.sonicwall.com/
https://twitter.com/SonicWall
https://www.linkedin.com/company/sonicwall
https://www.instagram.com/sonicwall_inc/
https://www.facebook.com/SonicWall/
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添付資料



マルウェア: 米国
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SonicWallは、
マルウェア観測数
最大を米国で観
測しました。2番
目に多く観測した
イギリスより9倍
近い結果となりま
した。

2020年マルウェア攻撃件数 | 米国



マルウェア: 英国
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イギリスでは、マル
ウェアのヒット数の
半分以上が最初
の3ヶ月間に発生
しており、COVID-
19の影響の大きさ
を示しています。

2020年マルウェア攻撃件数 | 英国



マルウェア: ドイツ
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前年比でマルウェア
の減少はドイツが他
のどの国よりも多く、
67%という著しい
減少となりました。

2020年マルウェア攻撃件数 | ドイツ



マルウェア: インド
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多くの国と同
様にインドで
もマルウェアの
拡散が最も
進んだのは3
月で、その後
4月に減少し
ました。同様
に攻撃件数
も同じ傾向を
示しました。

2020年マルウェア攻撃件数 | インド



マルウェア: ブラジル
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マルウェアが全
体で46%減少
したブラジルで
は、第1四半期
にマルウェアが
最小で、マル
ウェアの拡散が
最大でした。

2020年マルウェア攻撃件数 | ブラジル



マルウェア: メキシコ
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メキシコでは、
マルウェアが実
際に増加して
おり、2019年
よも73%も急
増しています。

2020年マルウェア攻撃件数 | メキシコ



マルウェア: UAE
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UAEにおけるマル
ウェアの発生件数
は、第2四半期
に大幅に減少し
ました。第2四半
期は、数値が最
も低いポイントま
で下がり、期間
中、横ばいでした。

2020年マルウェア攻撃件数 | アラブ首長国連邦



マルウェア: 日本
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日本のマルウェア
は、3月に急増
(各国で2番目に
大きい) した以外
は、年間を通じて
一貫していました。

2020年マルウェア攻撃件数 | 日本


