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Web空間は海
検索エンジンが釣り針



«
“ Symantec has identified a 

previously unknown group called 
Orangeworm that has been observed 

installing a custom backdoor 
called Trojan.Kwampirs within large 

international corporations that operate 
within the healthcare sector in the 
United States, Europe, and Asia.”.

シマンテック社2018報告書

オレンジワーム
新しいサイバーエスピオナージ集団
バックドア型の「トロイの木馬」でコンピュータを支配
標的はヘルスケア産業

ワナクライと同様の自己増殖機能
ターゲットは・・・？
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Hospitals are
the most 

favorite target 
for criminals
(Symantec Report)

被害をうけた約40％は
アメリカ、ヨーロッパ、アジア
のヘルスケア産業（残りも
ヘルスケア産業関連の企業群）5JMARI



Malware has been found
in the Image processing 

software
X-ray, CT, and MRI. 

レ線CT MRI 等イメージ運用ソフト、患者の治療行為の受諾表示機器
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総務省サイバーセキュリ
ティ総括官室

S総括補佐
「USBが接続するコンセント
はどこにありますか？」

医局のコンピュータ
画像ソフト使用中

電子カルテにアクセスする
ためにID必要だが・・・
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Note*
The motives of the attacking 
groups are unknown, and no 

evidence of state 
involvement has been found
大規模な組織だが動機不明
（ワナクライの様なランサム

人質型の攻撃ではない）
国家の関与も不明
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Large-scale cyberattacks on medical 
institutions in the USA

Community Health Systems (2014), 
Sony Pictures Entertainment (2014),

Anthem (2015) 

医療機関への大規模な攻撃（2014から）9JMARI



MedStar Health in Maryland 
in 2016

10 hospitals were forced to operate without any 
access for more than a week. 

Hollywood Presbyterian 
Medical center 2016

$17,000  in Bitcoin in order to recover 
their data 

プレスビティリアン
メディカルセンター

メッドスター
10の医療機関
1週間以上アクセス不能
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Uda City Hospital (Nara 
Prefecture,Japan)

Oct.2018

Electronic medical records for 1,133 
patients became unaccessible.

It was reportedly the first 
cyberattack made against a 
medical institution in Japan.
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Why is personal medical information so 
expensive in Darkweb?

何故ダークウェブで個人医療情報
がそんなに高価なのか？

Another use that is not just ransom?
ランサム（人質）以外の目的が？
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What is the motives of  
Orengeworm?

個人の医療情報を使って何をする？
真の犯行動機は何？
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FAKE

Fake identity
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アイデンティティ・セフト（なりすまし）
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最も考えやすいのは
資金洗浄。しかも
ブロックチェーンを使った
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money laundering 
1.placement （金の持ち込み）
2.Layering （レイヤー：出所を消去）
3.Integration（犯罪収益を、合法的なビジネスによる
収益であるかのように偽装し、再び表の経済に「統合」

インテグレートする）

たった30文字程度の英数字が並ぶウォレットのアドレス
１. 複雑なシステムを単純化

２. 金融機関の専用ネットワークでなく
オープンなインターネット回線で資金移動が可能 17JMARI



money laundering の聖地
カジノ
FATF( Financial Action Task
Force )勧告によるアンチ・マ
ネー・ロンダリングの国際協調
すすむ。
スイス銀行などのセキュリティ
―の高いプライベートバンクも
テロ対策のために守秘義務条項
が緩和。
→クリプトカレンシー（暗号通
貨）へ移行
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実際のダークウェブの取引
すでに仮想通貨が使用

連邦裁判の証拠として使用
された決済システムの
フローチャート ↓
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ダークウェブの趨勢がビットコインの
市場価格に連動
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In Japan, Over 7,000 
cases of suspected 
money laundering linked
to cryptocurrencies were 
reported to police in 2018, 
the National Police 
Agency said 

警察庁(2019/2月）
犯罪収益やマネーロンダリング
の疑いがある取引は約42万件で
過去最多であった。また仮想通
貨交換業者からの届け出は7,096
件で、前年の10倍以上であった
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Skip rocks
少額の仮想通貨を複数回、いくつもの
異なるウォレットに送金し続ける手法
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Skip rocks

医療施設へのサイバーハッキング
一回の攻撃で

個人の医療情報由来の大量の仮想通貨用
ウォレット（偽造アドレス）が作成できる
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流出仮想通貨、３万件超に分散
追跡振り切り現金化か？
仮想通貨交換業者「テックビューロ」（大阪）
から仮想通貨が流出した問題で、流出分の半数
以上が３万件超の送金先に分散されたことが、
筑波大の面（おもて）和成准教授らの調査で
分かった(産経新聞2018/10/04記事より）。

仮想通貨流出事件
でも大量のウォレッ
ト・アドレスが使わ
れた
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イスラエルの「GAFA（ガー
ファ）」研究員の共通ビジョン
（Google Apple
FacebookAmazon）
ヘルスケアの新しい

プラットフォームはスマホ
（通信）

アイデンティティ・セフ
トの被害拡大は確実
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New Technology  in Health care

（１）DATA STORAGE
（２）TRANSACTION LAYER
（３）DATA EXCHANGE
（４）DATA ANALYTICS
（５）INTERFACE LAYER
（６）SECURITY
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営利企業では情報化投資と同時に安全対策
もとるが、そのコストは対価に反映できる。
しかし保険診療の領域で医療従事者に同じ
リスクとコストを課すのは限界がある。
政策として医療機関のＩＣＴ化を進める
のであれば、充分なセキュリティリスク対策の
手当てを充当すべき。（GD2030）
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イスラエル・テルアビブ大学の研究者との会話

量子コンピュータ研究は日本での進展はどうなの？
量子コンピュータ言語の教育はQ#から始めるの？
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量子コンピューティングの実現で、公開
キーアルゴリズムは容易に突破され、量
子による暗号化の方式が開発されるまで
多くの機密情報が漏えいするだろう

（マーシュ＆マクレナン社
グローバルリスク2019）
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「医療情報を収集するのなら標的は脇の甘い
大きな病院になるんだね。日本では病院の情
報はどこに集まるの？」「Health Insurance 
Claim Review（支払基金）。」「国の機
関？」「民間（特別民間法人）だよ」
「情報漏えいしないの？」「今のところはね。
でも今そこに国民登録番号マイナンバーをつ
ける話がある」「えっバックドアにならない
か？」「（無言）」 30JMARI

イスラエルの研究者との会話



Thank you for your attention.

31JMARI



SilkRoad2.0,  Alpha Bay, Evolution Market… etc
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Grand Ｄesign
2030

Published April 
1st 2019

Dr. Sawa is the main 
writer

Perfect 
coincidence
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Key is Diversity & Inclusion 
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D&I
Only human resources are property

The development of human resources

Learn from Israel
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A new law has come into force in Japan

次世代医療基盤法
Health Infrastructure for 

Next Generation Act
May 2018
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