各設計対策（出口対策）項目の対策使用目的
対策①②：httpバックドア検知遮断
対策③：RATの内部proxy通信(CONNECT接続)の検知遮断
対策④：サーバセグメントへのhttpバックドア開設防止
対策⑤：重要攻撃目標サーバの防護
対策⑥：マルウエアの内部拡散防止（⑦：内部拡散監視）
対策⑧：ローカルセグメント内感染拡大後のP2Pによる機能更新等防止”

大切な情報をサイバー攻撃により漏洩させない８つの対策一覧関連図
各脅威タイプに共通的な「共通脅威６
パターン」
共通脅威パターン１：バックドア通信
○httpプロトコルバックドア通信
○port8080、内部proxy未使用
共通脅威パターン２：バックドア通信
○独自通信プロトコルバックドア通信
○port8080、内部proxy未使用

出口対策（設計対策）
①サービス通信経路設計の実施
対策目的：経路ルール違反通信の遮断

×1.FWの外向通信遮断ルール設定
×2.FW,の遮断ログ監視

共通脅威パターン３：バックドア通信
○httpメソッド(GET,POST,CONECT)利用の
バックドア通信
○port8080、445、内部proxy使用
共通脅威パターン４：RAT通信
○内部proxyへのCONNECTコマンドによる
RATのバックドア通信
○port8080、内部proxy使用

② ブラウザ通信パターンを模倣するhttp
× 通信検知機能の設計
対策目的：httpメソッド利用バックドア通信の遮断

①の対策をすり抜ける
③ RATの内部proxy通信(CONNECT接続)
× の検知遮断設計
対策目的：RAT通信の遮断

④最重要部のインターネット直接接続の分離設計
共通脅威パターン５：
○システム内情報の捜索脅威

対策目的：最重要部へのバックドア設置の回避

×⑤重要攻撃目標サーバの防護

対策目的：攻撃対象となる重要サーバの防護

⑥SW等でのVLANセットワーク分離設計

共通脅威パターン６：
○バックドアウイルスのシステム内拡散、
機能更新脅威

× 対策目的：バックドアウイルスの拡散範囲の限定
×⑦容量負荷監視による感染動作の検出
対策目的：バックドアウイルスの内部拡散検知
×⑧P2P到達範囲の限定設計
対策目的：バックドアウイルスの一斉機能更新等の防止

大切な情報をサイバー攻撃により漏洩させない８つの対策一覧
実装項目①「サービス通信経路設計の実施」：共通脅威パターン１，２
対策目的

通信経路設計ルールから外れたウイルスの通信特性を基に外部C&Cサーバとのバックドア通信を遮断。

設計内容等

①-1.FWの外向通信遮断ルール設定
補足資料１：ウイルスのバックドア通信パターン特性から以下のルールを適応。
(1) FWでは、内部proxy（アプリケーションG/W）経由の外向け通信のみ許可、proxyを使わない端末からの直
接通信を遮断。
(2) 外部に80,443でアクセスする以下の各種サービスは、内部Proxyを中継するように設計。（ただし、DMZ
上に配置された機能装置を除く。）
(3) これにより、端末から内部Proxyを介さない外部80/tcp通信はC&Cサーバとのバックドア通信の可能性が
あると判断できる。
【注意事項】
Proxyを経由できないオンラインアップデート機能等を持つソフトウェアがある場合は、共有ファイルサーバな
どを別途用意し、このサーバを経由してアップデートを行う。
このとき、システム管理者が安全なPCで、社内ネットワークとは別の契約回線などを用いて入手したアップ
ロードファイルを、共有サーバに配備する運用を行うなど検討すること。
対象機能（例）

WSUS
SCCM
IPS
ウイルス関連
検疫関連
スパム
その他

通信用途

windows Update Serverとの通信(80,443)
MS製品以外のアップデート、パッチ当て、資源管理
シグネチャ更新
パターンファイル更新
最新のパッチやパターンファイル情報の取得
ブラックリストなど
ライセンス認証

①-2.FWの遮断ログ監視
FWの遮断ログを記録分析し、ウイルスによるバックドア通信を発見し、感染端末の特定に繋げる。
ログ保存期間はウイルスのバックドア通信活動のタイミング（スリープ、キープアライブ）実績から見積る。
実装イメージ

補足資料１、１－１及び１－２参照

補足資料１

ウイルスのバックドア通信パターン特性とFW遮断ルール
ウイルスのバックドア通信パターン１，２は経路設計により、FWで遮断可能。

実装項目①で遮断

実装項目②③で
遮断を検討

通信パターン３、４は経路設計対策では遮断できないため、対策②③で対応

○C&C

遮断ポイント Ｂ
AVVパターン無
脆弱性パッチ無

AVVパターン有
脆弱性パッチ有

×

ＡＶＶパターン検知
脆弱性パッチ適応
ゼロデイ対策ソフト？

FW

×

ネットワーク設計に必要なウイルス解
析仕様（バックドア通信仕様）から脅
威通信パターンを分類

パターン３,4
内部proxy(AP-proxy)

・システムproxy使用有無
・通信port
・使用プロトコル

SW
パターン１，２

遮断ポイント Ａ

C

従来対策（入口対策）
ウイルスのバックドア通信仕様種別

脅威通信 実績 内部proxy
使用有無
パターン

システム設計対策（出口対策）...httpバックドア通信対策

port

プロトコル

対策①

遮断ポイント

通信プロトコル種別
Ａ

サービス通信経路設計の実施

Ｂ

Log

パターン１ 有

未使用

8080tcp http(GET,POST)

未通過

FWルール FW
×

パターン２ 有

未使用

8080tcp 独自プロトコル

未通過

FWルール FW

パターン３ 有

使用有

8080tcp http(GET,POST)

パターン４ 有

使用有

8080tcp RAT独自(CONNECT)

透過
一部透過

対策②
ブラウザ通信パターンを模倣するhttp
通信検知機能の設計

×

透過

？

httpバックドア遮断機能

透過

？

RAT通信遮断機能

対策③RATの内部proxy通信(CONNECT接続)の検知遮断
新しいタイプの攻撃のウイルスのバックドア通信タイプとシステム設計対策

システム捜索、情報漏洩

○
○

補足資料１－１

サービス通信経路の設計例
【社外Webサービス通信経路（例）】
端末ブラウザは内部Proxy経由とする
内部Proxyの上位に外部Proxyを設置する
クライアントゾーンからの外部通信は遮断する

【ＦＷルール】
Accept Src = “Trust/10.168.1.101”, Dst = “DMZ/10.168.3.101”, Service = “http”
Accept Src = “DMZ/10.168.3.101”, Dst = “Untrust/Any”, Service = “http”
Deny
Src = “Trust/Any”, Dst = “Untrust/Any”, Service = “ANY”
インターネット

次ページ「経路設計違反を行ったウイルス
バックドア通信のＦＷ遮断ログ例」
Untrust

DMZ

外部Proxy：１０．１６８．３．１０１
DMZゾーン
ネットワークセグメント 10.168.3.0/24

【Ｌ３－ＳＷネットワーク設定】

ＦＷ

Trust
10.168.6.253
Ex0
10.168.6.254

Int0
10.168.1.254

内部Proxy：
１０．１６８．１．１０１
サーバゾーン
ネットワークセグメント 10.168.1.0/24

Ｌ３－ＳＷ

１０．１６８．１．０／２４

Ｉｎｔ０

１０．１６８．２．０／２４

Ｉｎｔ１

０．０．０．０／０

Ｅｘ０

httpバックドア通信を
行うウイルス

Int１
10.168.2.254

クライアントPC:
１０．１６８．２．３６
クライアントゾーン
ネットワークセグメント 10.168.2.0/24

上位プロキシサーバー

１０．１６８．３．１０１

プロキシサーバー

１０．１６８．１．１０１

IPアドレス（I):

１０．１６８．１．１０１

IPアドレス（I):

１０．１６８．２．３６

サブネット マスク(U):

２５５．２５５．２５５．０

サブネット マスク(U):

２５５．２５５．２５５．０

デフォルト ゲートウェイ(D): １０．１６８．１．２５４

デフォルト ゲートウェイ(D): １０．１６８．２．２５４

補足資料１－２

経路設計違反を行ったウイルスバックドア通信のFＷ遮断ログ例
Proxyを使わないウイルスの80tcpバックドア通信をFWが止めた場合のログは以下のようになる。

10.168.2.36のアドレスからHTTP通信を行おうとしてFWでブロックされた場合のログ例
=====================================================================================================================
Traffic Log for Policy:
(Src = “Trust/10.168.1.0/24”, Dst = “Untrust/Any”, Service = “ANY”)
Current system time is Tue, 28 June 2011 22:30:26
=====================================================================================================================
Time Stamp

Action

Source

2011-06-28 22:30:21 Deny 10.168.2.36:49540

Destination

Translated Source

xxx.xxx.xxx.xxx:80

0.0.0.0:0

Translated Dest Duration
0.0.0.0:0

0 sec

Bytes Sent Bytes Received Application
0

10.168.2.36端末（PC)に感染したウイルスが80(http)でproxyを介さ
ないで、直接外部とバックドア通信をしようとした

0

HTTP

実装項目②「 ブラウザ通信パターンを模倣するhttp通信検知機能の設計」：共通脅威パターン３
対策目的

通信経路設計に沿っており、ブラウザと同様の通信特性（httpメソッドGET,POST,CONNECT利用通信）を持つ
ウイルスの外部C&Cサーバとのバックドア通信を遮断。

設計内容等

②-1. JavaScriptやMETAタグを利用したリダイレクト方式（補足資料２参照）
HTTP応答に対してブラウザではできてウイルスではできないことの特性を利用した設計対策を検討。
(1) システムproxyにJavaScriptやMETAタグを利用したリダイレクト機能を実装し、リダイレクトに対する応答
によりウイルス通信とブラウザ通信とを判別。
(2) Proxyに実装が必要。
【注】今後、IPAにおいて実証試験による効果確認を検討
②-2. 当該ウイルス固有のhttpヘッダ等、通信の特徴等からバックドア通信を判別（補足資料３参照）
新しいタイプの攻撃のウイルスが行うhttpバックドア通信とブラウザなどの正規通信の違いを基に設計対
策を検討。
（1）可能性のある対応技術例は以下。
（2） 「付録1 実証検証結果」に対応技術の検証結果を示す。
・httpヘッダの正規User-Agentをホワイトリスト化
・バックドアウイルスのC&Cとのキープアライブ通信特性を登録
・.httpレスポンスデータの不自然なデータサイズを検知
・.C&Cへの接続先が複数ある事等の動的特徴を抽出
・ httpヘッダー長に基づいた検出 等
【注】対応可能技術の調査と検証が完了次第、追加の改定記載を予定。

実装イメージ

補足資料２、３参照

補足資料２

「②-1. JavaScriptやMETAタグを利用したリダイレクト方式」
httpバックドア通信パスの特徴：
・ウイルス通信の応答は、Webページの表示のために利用されない。
・JavaScriptやMETAタグを利用してリダイレクトさせる方式にはウイルスは追従できない。
・システムproxyにJavaScriptやMETAタグを利用したリダイレクト機能を実装し、リダイレクトに対する応答によりウイルス通信
とブラウザ通信とを判別する。

システム端末のhttp通信要求先（外部サイト、外部proxy等）
ウイルスバックドア通信の場合、C&Cサーバやダウンロードサーバ
リダイレクト先サーバ
④

⑤

システムProxy
実装機能

① ② ③ ⑥

①システム端末からProxyへのHTTPリクエスト
②Proxyからシステム端末へのリダイレクト指示（JavaScriptやMETAタグを利用したリダイレクト）
③システム端末からProxyへのHTTPリクエスト（②のリダイレクト先への）
④Proxyからリダイレクト先サーバへのHTTPリクエスト
⑤リダイレクト先サーバからのレスポンス
⑥Proxyからシステム端末へのHTTPレスポンス

マルウエア通信の遮断

システム端末(PC)
httpバックドア通信（パターン３）
のウイルス侵入

httpバックドア通信ウイルスの場合、②のリダイレクト指示に対応出来ず通信停止（遮断）。
システムで使用するブラウザからのhttp通信の場合は、③以降の通信プロセスに移行。

補足資料３

「 ②-2. 当該ウイルス固有のhttpヘッダ等、通信の特徴等からバックドア通信を判別」
httpバックドア通信の特性：
・ウイルスのhttpバックドア通信ヘッダはIEに比べ安直でシンプルなヘッダの使い方をする場合がある。
・ヘッダ特徴は、ブラウザのプロセスをフックするが、ブラウザ機能に依存せずウイルスの通信仕様に依存。
・キープアライブ、exeダウンロード等の周期性など、ウイルスとC&Cの通信パターンが存在する。
・ウイルスのhttpヘッダ拡張のUser-Agentはブラウザのものとは異なる場合が多い。

ウイルスのhttpバックドア通信ヘッダ例
ウイルス-1
GET
http://login.51edm.net/getconf.php?m=f9c46f1f7ed5073091dd2a196cde7761&q=FamWNHTEDv¥dSvfKy=8qRnyry9fqyIyqyv0qlwZqc9uqCv0a8aT0sJh¥ywfaFXQvsJ
ha8p4MsJfaDelHsJZKyxtWlvfOSXlOyO55 HTTP/1.1
Host: login.51edm.net
Pragma: no-cache
GET http://pds.adncommerce.com/jmoy.php?npic= HTTP/1.1
Host: pds.adncommerce.com

ウイルス-2

IE8
GET
/CIS/55/000/000/000/016/481.swf?fd=jp.msn.com&clickTAG=http%3A//g.msn.com/2AD0004N/13000000000044826.1%3F%3FPID%3D8722904%26amp%3BUIT%
3DM%26amp%3BTargetID%3D10666778%26amp%3BAN%3D52560302%26amp%3BPG%3DJHP201%26amp%3BASID%3D2e312bb00ae2479da4bc97db458b894a&
clickTag=http%3A//g.msn.com/2AD0004N/13000000000044826.1%3F%3FPID%3D8722904%26amp%3BUIT%3DM%26amp%3BTargetID%3D10666778%26amp%3
BAN%3D52560302%26amp%3BPG%3DJHP201%26amp%3BASID%3D2e312bb00ae2479da4bc97db458b894a HTTP/1.1
Accept: */*
Accept-Language: ja-JP
Referer: http://jp.msn.com/?ocid=iefvrtx-flash-version: 10,3,181,14
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR
3.0.04506.30; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
Host: a.ads2.msads.net
Connection: Keep-Alive

実装項目③「 RATの内部proxy通信(CONNECT接続)の検知遮断設計：共通脅威パターン４
対策目的

RATが内部proxyに対して発行するCONNECTコマンドにより、ネットワーク設計ルールに沿ってFWを通過
する内部proxy経由の8080外部RAT通信が確立（tcpコネクショントンネル）する。
RAT通信の特徴を基に検知遮断対策を行う。
(1) 標的型攻撃に使われるRAT(Poison ivy)がデフォルトポート（3460/tcp）を使用した場合の対策：
a. 内部proxyのCONNECT 172.16.0.210 [**] において、**を特定のポート番号に限定するネットワーク設
計を行い、ivyのCONNECT要求通信を内部proxyで遮断。（補足資料３－２参照）
例：443のみを許す設計を行った場合、CONNECT 172.16.0.210:3460（ivy通信）は遮断

設計内容等

b. 内部proxyのログ分析でivyのCONNECT通信を監視。
Ivy通信では下記ログが出力されるため、CONNECTという文字列を含む行のうち、443/tcp以外の行を
proxyログ上で監視。
例：「CONNECT 172.16.0.210:3460」（grep CONNECT access_log | grep -v :443）
(2) 検討対象の可能性がある設計技術（脅威と対策研究会において利用可能技術を継続検証予定）
a. RAT(Poison ivy)のセッションは、張りっぱなしであるため、外部と張りっぱなしのセッションは一定時間
で接続を切断する。ただし、接続可能時間、他のアプリへの影響等を調査する必要がある。

(3) RAT通信をネットワークルール設定等で全て検知遮断する事は難しいため、専用機等の利用を含めた
システム設計内容を検討する。（脅威と対策研究会において利用可能技術を継続検証予定）
実装イメージ

インターネット

Poison ivy管理ホスト

FW

RATのCONNECT
通信監視

L3-SW

内部proxy

RAT侵入端末

補足資料３－１

RATの仕様及び通信の特徴（Poison ivyの例）
RATとは何か？ （RAT: Remote Access Trojan / Remote Administration Tool）
■ 侵入したシステムを遠隔から操作するためのプログラム。潜伏活動や窃取活動で利用されている。
■ ファイアウォールを介した外部接続可能な通信環境を実現できる。
■ 独自プロトコルだが、HTTPプロキシ越え（CONNECTコマンド使用）、Socks（v4対応）越えが可能。
■ 代表的なRAT： Poison ivy、Gh0st RATなど。一部は一般公開され誰でも利用可能。
■ 標的型攻撃（標的型諜報攻撃）メール添付ファイルに隠れる形で攻撃に使用されるケースが増加している。
■ 攻撃者は外部から以下の機能を実施可能。これにより感染端末を介したシステム内の探索や攻撃が可能
ファイル／フォルダ操作、プロセス操作、コマンド実行、スクリーンキャプチャ、中継／更新機能 等

RATの侵入方法
標的型メールにウイルスとして添付された形で入口対策を突破、攻撃目標とするシステム内部の一般ユーザ端末（PC）に侵入。
・入口対策を回避し、感染端末を外部のRAT管理ホストから自由に操作
・感染端末を介してシステム内部サーバ等を探索、攻撃

TCPコネクション 8080/tcp
感染端末のリモート操作画面（RAT管理ホスト）

RAT侵入
端末

重要SV等

TCPコネクション 3460/tcp
（RAT独自プロトコル）
・WAF
入口対策
・FW、IDS

・アンチウイルスG/W
・内部proxy
・パッチオペレーション

内部proxy

CONNECTコマンドによるTCPコネクショントンネル
（入口対策を通過し、SSL+HTTP、独自プロトコルなど自由に利用可）

補足資料３－２

RATの内部proxy通信(HTTP CONNECT接続)の検知遮断実験
情報システムのネットワーク構成を模擬した環境において、 Poison Ivy(RAT)の能力検証とPoison Ivy(RAT) のHTTP CONNECT接続機能
を用いたTCPコネクションのトンネル接続状況下での検知遮断実験を行い、通信データ並びに内部proxyでの通信ログを取得。
攻撃者
172.16.0.210:3460

Poison Ivy管理ホスト

Poison Ivy侵入ホスト

省略

172.16.0.106:8080

インターネット環境
FW、AVV_GW等

内部Proxyサーバ

172.16.0.35

ホストa

ホストb

ホストc

ネットワーク検知装置A

実験環境概要図

L3-SW

ミラーポート ネットワーク検知装置B

Ivy通信の特徴
(1) Pison Ivyは独自プロトコルで、デフォルトで3460/tcpを使用する。HTTP CONNECT接続により、内部proxyを介してTCPコネクション
のトンネルを張れる。
Ivy管理ホスト
内部proxy
Ivy侵入ホスト
TCPコネクション確立 8080/tcp
CONNECT 172.16.0.210:3460
TCPコネクション確立 3460/tcp
2つのTCPコネクションを連結することで、トンネルを張る。
(2) Ivy侵入ホスト作成時に次のような設定と動作が可能。
＋内部proxyを明示的に指定する。
＋システムに設定されているproxy設定値を参照する。（この場合、IEに設定されているproxy設定値を利用）
＋管理ホスト側の待ち受けportのデフォルトは3460/tcpだが、Ivyウイルスを作成時に任意の待ち受けportを指定可能。
(3) IvyはSSLを使わない。
＋Ivyの場合：HTTP CONNECT接続で確立したTCPコネクションのトンネル上で独自プロトコルを使用
＋httpsの場合：HTTP CONNECT接続で確立したTCPコネクションのトンネル上でSSL+HTTPプロトコルを使用
(4) Ivyは共通鍵暗号(Camellia 256 bits)を利用した通信機能を持つ。

httpsバックドア通信（HTTP CONNECT接続）対策は、
本実験とは別に検証し対策を検討する必要がある。

検知遮断実験結果
(1) ivyが内部proxyとCONNECTで通信経路トンネルを作り、ネットワーク設計ルールに従った通信を行うため、proxyやFWのルール設定
のみで完全に止めるのは難しいが、ivyの通信特徴から発見出来る可能性がある。
(2) ivyは、セッションが張りっぱなしなので、proxyログはCONNECT切断時のみ出力する。
(3) proxyログは（ヘッダ記録を指定しない限り）CONNECT発行のみ記録する。
172.16.0.35 - - [17/Nov/2011:16:22:52 +0900]
"CONNECT 172.16.0.210:3460 HTTP/1.0" 200
(4) ivyの場合には、CONNECTのときに、HTTPヘッダ(例えば、User-Agentなど)をまったくつけないため、CONNECT確立通信要求が
CONNECT行のみとなる。（ivyのみの特徴）

ivyの場合：
CONNECT 172.16.0.210:3460 HTTP/1.0
IEなどの場合：
CONNECT 172.16.0.210:3460 HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1
Proxy-Connection: proxy-keeepalive
(5) Ivyがデフォルトポート（3460/tcp）を使用した場合は、プロキシのCONNECT 172.16.0.210 [**] において、**を特定のポート番号に限
定するネットワーク設計を行った場合は遮断可能。
例：443のみを許す設計を行った場合、CONNECT 172.16.0.210:3460（ivy通信）は遮断
squidのデフォルト設定例
443以外のCONNECTは拒否する。
管理ホストの待ち受けportをデフォルト
の3460から変更されても対策可能。

【SSL_portsで設定されている443以外へのCONNECTメソッドは拒否】
acl SSL_ports port 443
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny CONNECT !SSL_ports

(6) プロキシのログ分析でivy通信を監視可能。
Ivy通信では下記ログが出力されるため、CONNECTという文字列を含む行のうち、443/tcp以外の行をproxyログ上で監視。
「CONNECT 172.16.0.210:3460」（grep CONNECT access_log | grep -v :443）

実装項目④「最重要部のインターネット直接接続の分離設計」：共通脅威パターン５
対策目的

最重要部へのバックドア設置の回避

設計内容等

最重要部（重要サーバ）の通常サービス（http,ssl）に関するインターネット直接接続を行わないように、VLAN
等により分離設計し、外部攻撃サーバからの制御シーケンスの影響を回避。
【注意】 実施項目実装項目⑧「P2P到達範囲の限定設計」の対策内容と連動。

実装イメージ

インターネット

FW
重要サーバセグメントから
のインターネット直接接続
を行わない分離設計

重要サーバ

重要サーバからの公開等情
報の取り出しは、管理系セグ
メントから実施

外部通信は管理系
セグメントから実施

L3-SW

PROXY

一般利用者

業務SV
運用管理部門

実装項目⑤「重要攻撃目標サーバの防護」：共通脅威パターン５
対策目的

攻撃対象となる重要サーバの防護

設計内容等

標的型諜報攻撃では、ユーザ端末や管理端末を攻撃後、組織配置情報等を窃取し攻撃目標を特定する
ケースが多いために組織配置情報等（社内の全メールアドレスや認証情報等）が一括保存されてる認証サー
バを攻撃対象とする。このため同サーバを重要装置と位置付け、以下の防護設計を行う。
# 実装項目④「最重要部のインターネット直接接続の分離設計」、⑥「SW等でのVLANネットワーク分離設
計」とも連動した設計が必要。
# 認証サーバにレプリカサーバがある場合は、同じ対策を取る事が必要。
(1) 直ちに実施検討可能な対策
# ただし、管理端末及びユーザ端末からのバックドアリモートコントロールを用いた認証サーバアクセス対策
に関しては、本対策では限界がある。
a. 認証サーバ（ Active Directory ,ノーツサーバ等）を管理する管理セグメントの防護。
(a). 管理セグメント以外のセグメントに対してポートを開けない。（管理セグメントからの通信とする）
(b). 管理端末への優先的脆弱性パッチ当て。
b. 認証サーバ（ Active Directory ,ノーツサーバ等）の防護
(a) 「認証サーバへのログインは管理端末のみ許可する」アクセスコントロール設計を実施。
(b) 利用者端末から認証サーバに対する管理パスワード奪取攻撃（辞書攻撃等）対策の実施。
# 例：認証サーバの連続ログイン試行回数制限を設定
参考： Active Directoryアカウント ロックアウト ポリシーのマイクロソフト推奨値
# 各設定値は、システム全体設計、業務設計と整合しチューニングする必要がある。
・ロックアウト期間
・アカウントのロックアウトのしきい値
・ロックアウト カウンタのリセット

15 分
10 回ログオンに失敗
15 分

(c) 利用者端末から見える認証サーバ各サービスに対する（サーバに対する）優先的脆弱性パッチ当て。

実装項目⑤「重要攻撃目標サーバの防護」：共通脅威パターン５
実装イメージ
(1) 直ちに実
施検討可
能な対策

認証サーバにレプリカサーバがある
場合は、同じ対策を取る事が必要。

インターネット

FW
b. 認証サーバ（ Active
Directory ,ノーツサーバ
等）の防護

L3-SW

a. 認証サーバ（ Active Directory ,ノーツサー
a管理セグメントからの通信（管理セグメント
からの通信
バ等）を管理する管理セグメントの防護。

運用管理部
門
重要サーバ

PROXY

一般利用者 業務SV

【認証サーバ】
Active Directoryサーバ
ノーツサーバ等
【標的型諜報攻撃の重要サーバ攻撃シナリオ（想定）】
ケース１：管理端末への標的型メール後、バックドアリモートコントロールウイルスRAT等）で管理端末を
制御し、正規管理者権限で認証サーバへアクセス。
ケース２：一般利用者端末への標的型メール後、バックドアリモートコントロールウイルス（RAT等）で一般
利用者端末を制御し、管理パスワード奪取攻撃。（辞書攻撃等）
ケース３：一般利用者端末への標的型メール後、バックドアリモートコントロールウイルス（RAT等）で一般
利用者端末を制御し、利用者権限による範囲の情報（配置名、アドレス等）を窃取。
ケース４：一般利用者端末への標的型メール後、バックドアリモートコントロールウイルス（RAT等）で一般
利用者端末を制御し、認証サーバの脆弱性を利用した管理者権限奪取

実装項目⑤「重要攻撃目標サーバの防護」：共通脅威パターン５
設計内容等

実装イメージ
(2) 換装等タ
イミング
に向けて
の検討対
象として
考慮する
対策

(2) 換装等タイミングに向けての検討対象として考慮する対策
a. ユーザセグメント（一般利用者）からのLDAPアクセスに認証を検討
（ただし業務運用との整合調整が必要）。
b. 管理者端末と重要サーバ（ＡＤ含む）との間にPKI認証を行うためのスマートカードを導入し、管理者は
アクセス時のみスマートカードを差し込む運用を行う（これによりウイルスによるADログインは不能）

認証サーバにレプリカサーバがある
場合は、同じ対策を取る事が必要。

インターネット

FW

L3-SW

運用管理部
門

重要サーバ
【認証サーバ】
Active Directoryサーバ
ノーツサーバ等

PROXY

一般利用者 業務SV

LDAP認証機能
PKIスマートカード

参考：その他の要検討設計手法案
重要セグメントにある認証サーバから、必要な情報だけを複製した参照用LDAPサーバを一般利用者がアクセス可能な業
務サーバセグメントに配置。これにより、重要セグメントへの一般利用者のアクセスを止める設計を行う。
（重要セグメントへの一般端末のアクセスを禁止する設計思想）
ただし、認証サーバのLDAP機能以外（ユーザ認証）との関連や不要なユーザ情報の分類等、システム全体設計との整合
を図りつつ、慎重に検証を行いながら検討する必要がある。
また、攻撃者が組織の情報やメールアドレス窃取を目的とする場合の防御効果は期待できないが、標的型攻撃が侵入し
やすい一般利用者セグメントから重要サーバセグメントへのアクセスを制限する効果は期待できる。
攻撃C&Cサーバ

インターネット接続システム部
モバイルVPN接続用LDAP

ＬＤＡＰ
認証SV
VPN ＲＡＳ用
AVV_GW
対策セグメント

IDS
FW

DNS

Web

外部ProxySV
Mail

アプリケーションセグメント

レプリケーション
POP/グループウェアSV
DNSキャッシュ/DHCP
レプリケーション
内部ProxySV DB_SV

バックドア監視_GW

構内システム部

利用者端末(PC)
FW
Web
SW

SW

インターネット接続セグメン
利用者セグメント
ト認証
FW FW
ＬＤＡＰ
認証SV
サーバ IDS
システム SIP_SV ログ管理/
ファイルSV 管理SV
(ディレクトリ)
マスタ 持ち出し管理
監視端末

利用者セグメント
イントラネットサーバセグメント

管理・その他セグメント

参考：ADのネットワークトポロジ設計を行う際の課題事項
(1) ADは重要サーバが参照するため、重要サーバセグメントに配置せざるを得ない。
(2) ＡＤは直接利用者にサービスを提供してるため、業務サーバセグメントを経由した一般利用者アクセス設 計が困難。
(3) 重要サーバセグメントは安全上、一般利用者セグメントからの全アクセスを禁止（deny）したいが、ADを重要サーバセグメン
トに設置する（置かざるを得ないため）ため、一般利用者セグメントからのアクセスを禁止することが出来なくなる。このため、
他の重要サーバにも危険性が及ぶ場合がある。
(4)一般ユーザセグメントから重要サーバセグメントへのアクセス可能なポートも制限を行う場合は、業務利用ポートやADが使
用するサービスポートを全て把握する必要があるが、使用理由のブラックボックス（不明）なものが多い。
(5) 一般ユーザセグメントからAD（重要サーバセグメント）へのアクセスルートをExchangeなどの業務サーバ（セグメント）を経由
するアクセスコントロール設計に関し、実現可能性やシステム全体設計面から再検討する必要がある。
(5) ADの主要提供サービス
-ディレクトリサービス（LDAP）
-クライアント管理（SMBファイル共有）
-ユーザー認証（Kerberos）
-MAPI（RPC over TCPのメッセージングAPI(Exchange Serverを使用する場合)

実装項目⑥「SW等でのVLANネットワーク分離設計」：共通脅威パターン６
対策目的

バックドアウイルスの拡散範囲の限定と検知

設計内容等

(1) 管理系LANをVLAN等により分離し、一般系LANから管理系LANへのネットワーク感染によるバックドアウ
イルスの設置拡散を回避するためのネットワーク分離設計と拡散検知機能の設計
(2) 不要なルーティングを行わないようなセグメント設計とルーティング設計（これが行われないとウイルス
の拡散検知が困難になる）
【注意】 実施項目⑧「P2P到達範囲の限定設計」の対策内容と連動。

実装イメージ

インターネット
VLANによる重要部と一般系のセグメ
ント分離設計

ネットワーク設計ルール
違反通信をログで調査

FW

【各セグメント分離設計上の課題等】
・「（製品仕様ポートに依存する）運用管理サーバセグメント」
・「（特定のポートしか使わない）インフラサーバセグメント」
・「（何使っているか分からない）業務サーバセグメント」
・「（通信負荷が高くなってしまう場合）負荷分散セグメント」

重要サーバのデータは、運
用者の操作で、業務サーバ
経由で一般両者へ提供する

L3-SW
アクセスログで重要サー
バへのアクセスを監視

重要サーバ群は、運用管理
者しかアクセスできない設計

重要サーバ

PROXY

一般利用者

管理用ネットワーク（ＶＬＡＮ）

業務SV
運用管理部門

実装項目⑦「容量負荷監視による感染動作の検出」：共通脅威パターン６
対策目的

バックドアウイルスの内部拡散検知

設計内容等

ネットワーク感染拡散動作検出のための、ファイルSV、SW等負荷及びログ容量等異常負荷監視機能設計
ネットワーク監視部門とセキュリティ対処部門が連携出来る体制の検討

実装イメージ

セキュリティ対応部門
インターネット

L3SWの負荷を監視

FW
SNMPを監視端末で定期的に
監視するかエージェントを常駐
させてサーバ負荷を監視する

重要サーバ

サーバーやネットワークの
負荷を検知した場合、異常と考え
ネットワーク監視部門からセキュ
リティ部門へエスカレーション

L3-SW

PROXY

一般利用者

業務SV
運用管理部門

実装項目⑧「P2P到達範囲の限定設計」：共通脅威パターン６
ローカルセグメント上に感染したバックドアウイルス間の一斉機能更新等の防止
（内部拡散済みウイルス間での更新指示等が内部で渡る脅威を抑止）

対策目的

設計内容等

実装イメージ

1. システム内部拡散ウイルス間のP2Pを使用した機能更新、各種指示等動作を回避するための設計。
（設計内容は対策④「最重要部のインターネット直接接続の分離設計」⑥「SW等でのVLANネットワーク分離
設計」と同じ）
2. 不要なRPC通信を排除した安全なネットワーク設計。（システムに使用する各種RPCを事前調査の上設計）

・P2P通信仕様の特徴
(1) システム内部拡散ウイルス間のP2Pを使用した機能更新、情報収集等の指示等動作の仕様を持つウ
イルスの例として、stuxnetのMS-RPCによるP2Pが存在。
(2) 外部接続可能な環境に感染した端末からシステム内部からhttp接続できないセグメント上の感染端末に
対し、ウイルスの機能更新や情報収集等の指示を送るためのP2P仕様。
(3) P2Pにより更新されたウイルスのAV検知及び駆除（特にサーバセグメント）はより困難となる。
インターネット接続不可セ
グメント（内部接続のみ可）
内部FWで不
要RPCを遮断
内部サーバセグメント
SV

C&C

集中監視
FW
内部FW

L3SW

感染端末B

○ 対策としての設計内容は対策③④に加え本項目内容を設計。
【注意事項】
(1) ただし、L3SWに複雑なルールを設定すると性能低下がお
きる可能性があるため推奨できない。
(2) RPCを使わざるを得ないセグメントをVLANで分離
(3) 使用する各種RPCをベンダと確認し、事前調査の上で設計
【課題】
各種サービス製品が使用するRPC情報の入手が困難。

httpで機能更新、情報収集
指示等受領は①で対策
インターネット接続可
能セグメント
ユーザセグメント
感染端末A

感染端末間のP2P直接通信（RPC）による
機能更新、情報収集等指示伝達
ユーザセグメントにP2Pを閉じこめ、
マルウエアの機能更新等の影響が
重要セグメントに拡大するのを防止

設計対策システム設計実装図例
攻撃C&Cサーバ

標準的なシステム構成図上での８つの設計の対策実装例
システムの出口対策としての安全設計

②

インターネット接続システム部
システム基本図

②③

VPN

認証SV

AVV_GW

IDS
FW

対策セグメント

DNS

Web

外部ProxySV
Mail

アプリケーションセグメント
①②

②③

①

バックドア監視_GW

POP/グループウェアSV
DNSキャッシュ/DHCP
内部ProxySV DB_SV

③

構内システム部

④⑥⑧
利用者端末(PC)

システムのサービス通信フローを分
析した上で、設計対策項目の実装を
検討。
この際、新しいタイプの攻撃のシステ
ム上の共通攻撃通信フローを分析

FW
Web

インターネット接続セグメント

SW
認証SV
(ディレクトリ)

SW

利用者セグメント
④⑤⑥⑧

FW FW
ログ管理/
IDS
システム SIP_SV
持ち出し管理
ファイルSV 管理SV
監視端末

⑦

利用者セグメント
⑤

イントラネットサーバセグメント

情報システムに対する８つの出口対策（設計対策）の機能配置
①サービス通信経路設計の実施
②ブラウザ通信パターンを模倣するhttp通信検知機能の設計（一部調査中）
③RATの内部proxy通信(CONNECT接続)の検知遮断設計(一部調査中）
④最重要部のインターネット直接接続の分離設計
⑤重要攻撃目標サーバの防護
⑥SW等でのVLANネットワーク分離設計
⑦容量負荷監視による感染動作の検出
⑧P2P到達範囲の限定設計

管理・その他セグメント

⑤⑦

各対策項目の設計該当箇所の実装図を参
考にして、システム設計を行う。

