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はじめに
近年、官公庁や企業が標的型メール攻撃を受け、国益や事業に大きな影響を及ぼしかねない情報の流出が
発生し、深刻な問題となっています。標的型攻撃メールは送信者やメール文、添付ファイル名などが巧妙に偽装
されており、受信者のいわば”水際”で攻撃を完全に防ぐことは困難といえます。
そこで IPA では、マルウェア感染後の攻撃全体像と手口を把握し、それに対応したシステム設計による防御
案をまとめることにしました。
本書では、前述した分析結果に基づき、標的型メール攻撃を 7 つの攻撃段階に分類し、各段階における攻撃
者の狙いや攻撃の特徴・パターンを解説しています。そして、従来のセキュリティ対策ではカバーしきれていな
い、内部ハッキング・情報窃取にフォーカスを当てたシステム設計策を紹介しています。本書で紹介するシステ
ム設計策は、特定の技術やソリューションに依存したものではなく、既存システムの設計・設定を工夫することに
より、攻撃者が侵入し辛く、攻略が難しい（攻撃者にとって歩きづらい）システム設計を目的としています。
本書が、政府・民間組織における標的型メール攻撃の理解とシステム設計・運用に繋がり、標的型メール攻
撃による被害防止の一助となれば幸いです。

本書の位置づけ
本書は、2011 年 11 月に公開した「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド」の続編として、新
たに判明した事実や攻撃事案を分析した結果に基づき、標的型メール攻撃対策に特化した内容となっていま
す。なお、IPA ではこれまで、本攻撃を「新しいタイプの攻撃（標的型諜報攻撃）」と呼称してきましたが、特定組
織を狙った攻撃の特性等から「標的型メール攻撃」と呼称することにしました。

・新たな分析結果を追加
・標的型メール攻撃対策を対象

なお、本書に示す内容は、あくまで解決策の一例であり、必ずしも全ての実施を求めるものではありません。

対象読者と本書の活用方法
本書は、下記のような担当者が各々の視点で俯瞰的にシステム設計を行う手引書として、活用されることを想
定しています。


ネットワーク管理者/運用者、業務システム・サーバ管理者/運用者



業務システム・サーバ管理者/運用者



システムインテグレータ(システム構築業者)



システム発注者・企画者

1

標的型メール攻撃の特性
標的型メール攻撃は、その攻撃組織の特別な目的意図性、攻撃活動の継続性並びに窃取される情報が国益
や知財問題に影響することから、従来の情報セキュリティの問題とは一線を画す特別な問題であると認識されて
います。同時に標的型メール攻撃は、日米などの政府が「サイバー空間問題」と位置付けた重要な政治問題でも
あります。従来からの概念である「情報保全・管理やサイバーセキュリティ」と「サイバー空間」の意味合いや構
図の違いを関係分野全体の視点から整理しておくことにより、問題の本質を理解する助けになります。
「サイバー空間問題」は、単に技術的観点のみならず国際政治、市場権益（国際公共財）、知的財産、安全保
障、軍事作戦、国の危機管理体制などの各分野に跨る問題の側面を合わせ持っている点に特徴がありま
す。

図 １．サイバー空間と情報セキュリティ
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１. エグゼグティブサマリー
昨今の「サイバー空間」の持つ概念は、従来の「サイバーセキュリティ」の概念を超えて、種々の問題を内包し
た国際政治分野までの広がりを持っています。本書は、これら問題構造の読み解きや論点整理を解説する部分
を重視し、問題の本質は何か？について迫ろうとするものです。
その理解の元に、問題に該当する組織等の判断において、「自組織のみならず、国益等に影響を及ぼす機微
情報をしっかりと守るべき」との決断がなされた場合、該当組織に対して必要な実施対策を提供するための対策
ガイドブックとして作成しました。

本書で提示するシステム設計策は、標的型メール攻撃の攻撃手法に応じて有効な内容だけに絞り込ん
でいます。攻撃の全体像と問題を理解し、その中で自組織が該当する対策について、必要性、コスト効率、
対処優先度を踏まえた、メリハリの利いた対策が取れる事を重視して作成しました。

１．１ サイバー空間問題の全体構造
サイバー空間の言葉概念は２０１０年１月に米政府（国務省と国防総省）が使い始めた用語です。その後、２０
１１年５月には米大統領府が「サイバー空間の国際戦略 1」を公表しました。
その意味は「国際公共財としてのサイバー空間を第５の空間として追加する 2」と言うものであり、単にサイバ
ー攻撃のみに焦点を当てたものではありませんでした。
この後、２０１３年に入り、日米包括対話 3や米中首脳会談でサイバー空間の国際ルール作りの国際対話が
始まる状況に至っています。
この流れの中の問題テーマと想定脅威は、「社会インフラ破壊、重要情報窃取（軍事、知財等）」となっており、
同時に国家間の問題（経済、知的財産、外交、安全保障、国家危機管理等）とされています。
単に、従来のハッカー等によるサイバー攻撃（サイバーセキュリティ）問題とは別次元であると言えます。
このような、広範な問題範囲であるが故に、関係分野は従来のサイバーセキュリティテーマとは大きく異なり、
国際政治、経済、外交、軍事各分野に広がっていると見られます。
「サイバー空間」の言葉概念と従来の「サイバーセキュリティ」の言葉概念の意味合いの違いや背景を理解す
る事が、問題の本質と自身組織への影響や立ち位置を考える重要な視点と言えます。
単に「サイバーセキュリティ」という言葉が「サイバー空間」という言葉に置き換わっただけでは無い、との気付
きが問題の本質を見抜くポイントであるとも言えます。

1

総務省「サイバー空間の在り方に関する国際議論の動向」：http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/cyberspace_rule/index.html
米大使館政策情報：http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20110517a.html
3
日米サイバー対話 共同声明（仮訳）：http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/page24_000009.html
2

3

１．２ 標的型メール攻撃の影響と問題
１．１で述べたような事柄を背景として、対象テーマの一つとして上げられているサイバー攻撃が「標的型メール
攻撃」です。誰が何のために行っているのか？が長年疑問のまま推移しました。攻撃自体は２００３年から始ま
っているにも関わらず（２．１．２ 「コラム：標的型メール攻撃の歴史」参照）、誰が何のために行っているのか？
が長年判明されないでいましたが、 ２０１１年に米政府が「サイバー空間問題」として扱い始めた以降、「誰が何
のために」の答えが公開されはじめました。
一方で、２００３年から１０年間も続いている攻撃にも関わらず、その攻撃全容の分析や注意喚起以外の具体
的対策は不十分なままでした。
本書では、今まで一部しか垣間見えて無かった攻撃の全体像を明らかにすることを第一義として調査を行いま
した。「意図背景、攻撃全体像」が解れば、対処優先度判断と対策箇所の特定に繋がり、必要に応じた適切な対
策を検討する事が可能になるからです。
そして、標的型メール攻撃の意図背景は、国内外各種事案等に見られるように、組織情報の収集監視と情報
システムの破壊にあると想定されます。このことから、攻撃目標は組織内の個々人ではなく、関連組織を含む組
織全体との認識に立つ必要があります。このため、本書では組織の IT 情報インフラそのもの、つまり IT 系情報
システム系全体を防護対象目標として、対策検討を進めました。
標的型メール攻撃の本質はメールや添付マルウェアにあるのではなく、「攻撃核心は組織への侵入拡大」にあ
ります。これを軸にした対策を施し、監視手段を提供し攻撃されている事に早期に気づき、組織判断に繋げる体
制を整備する事が最大の防御になります。その上での組織連携と情報共有が重要です。

図 １.2-1 標的型メール攻撃の問題意識
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１．３ システム設計対策セットの意味
本書の前編である「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド 4」作成時の検討参加分野は「シ
ステム構築専門家（SIer）、サイバーセキュリティ専門家（ウイルス解析、SOC、学術研究）」でした。各専門分野
が同じテーブルに付き、情報と知見を出し合い、議論相関することで、標的型メール攻撃の第一段階（メール添
付マルウェアが動作する“初期潜入段階”）の攻撃像を把握する事が出来ました。
本書の執筆にあたっては、前回に加え「攻撃解析（フォレンジックス）分野、情報システムの内部侵入（ペネトレ
ーション）テスト分野、運用管理分野、危機管理分野、行政分野」が新たに検討に参加し、同じくラウンドテーブル
方式で調査を行い、本攻撃の核心部であるシステム内部での侵入拡大ステージの全容解明を行いました。
従来、「本攻撃は把握が難しい」と言われた理由の一つは「単一分野のみ」で調査を行う限界にあったと理解
します。今回のガイド検討のように、検討該当分野を広げ分野相関による調査と検討スキームにより、従来見え
なかったものも見えてきます。このような検討スキームで出来上がったものがシステム設計対策セットであり、各
分野の専門知見が幅広く含まれています。
このため、本システム設計対策セットには各分野の専門知見が万遍なくちりばめられています。
同様な考え方から、発注者と受注者間、組織の現場管理部門と予算部門、組織の経営部門と開発部門等、
製品の購入側と提供ベンダー間、それぞれの分野間を繋ぐ橋渡しとしての役割を本システム設計対策セットに持
たせました。対処を検討する際には、互いのイメージの整合、目的・問題認識の一致が最も大切です。

学術研究分野

行政分野

侵入テスト分野

運用管理分野

攻撃解析分野

システム設計分野

ウイルス解析分野

危機管理分野
図 １.3-1 専門分野の連携
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http://www.ipa.go.jp/security/vuln/newattack.html
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２. システム設計対策の概要
本章では、「標的型メール攻撃」について、攻撃動作の全容と情報システムの設計構築対策を解説します。ま
た、IPA「脅威と対策研究会」において、設計対策検討の過程で試みた「対策を導出するアプローチ」についても
紹介します。

２．１ 標的型メール攻撃の全容と対策導出アプローチ
システム設計対策セットは、標的型メール攻撃の攻撃全体プロセス（攻撃目標の情報システム上で行われる
「攻撃者の内部活動（侵入行為）」全体）を詳細に分析し、各攻撃段階の内部活動を発見又は遮断することを目
的に、「情報システム設計構築上の設計仕様」として案出しました。
また、システム設計対策セットでは、攻撃者のシステム内部活動（下図赤→部分）や心理状態を分析した上
で、“内部活動を困難にし、ミスを誘い、内部侵入拡大を早期に発見する事”を対策の主眼としています。
なお、標的型攻撃には様々な定義が存在しており混乱の原因にもなっていますが、本書では偽装メールを起
点としシステムへの初期侵入～侵入拡大～情報の送出に至る一連の攻撃行動が確認される攻撃を「標的型メ
ール攻撃」と呼び、他の標的型攻撃とは区別しています。
標的型攻撃

標的型メール攻撃

様々な定義が存在

攻撃各段階の攻撃
動作を発見又は遮断

Web改ざん
サイト閲覧によるウイルス感染等
従来対策で対処
攻撃の入口
内部活動（侵入行為）
全体を詳細に分析

特別な目的背景を持って
継続的に目標組織の情報
窃取等を意図

内部の侵入拡大

ゲートを正常に
通過！

組織Ａの○○情報を
継続監視！

図 2.1-1 標的型メール攻撃の概要
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２．１．１ システム設計策の必要性と背景
（１）攻撃の本質
“標的型メール攻撃”とは、その名称から受けるイメージにより、偽装メール問題、マルウェア感染問題と認識
されがちです。しかし、今回 IPA「脅威と対策研究会」で行った攻撃手法全体の調査により、偽装メールやマルウ
ェアは、外部からのリモート操作を行うための通信経路を確保するための最初の手段に過ぎず、攻撃の核心部
は侵入後に外部の攻撃者によって行われる、情報システム(組織内部)への侵入行為による情報の窃取・破壊で
あることがわかりました。すなわち、攻撃の本質は「感染拡大ではなく侵入拡大！」にあると言えます。
この攻撃の本質を正確に理解する事により、効果のある対策を立案する事ができます。標的型メール攻撃の
全体像を誤って理解することが、十分な対策効果を生まない原因の一つともなっています。

標的型メール攻撃の全体像を正確に理解する事が効果的な対策を考えるポイント！
 偽装メールは攻撃の入口段階に過ぎない
 外部からのリモート操作を行うための初期
通信経路を確保

攻撃核心は「外部からのリモート
操作により情報窃取・破壊等を
行うサイバー攻撃」

入口対策
情報窃取と改ざん・破壊

 情報システムの設計内容全体の問題
 内部での侵入拡大を前提としたシステム
設計手法に変更
要件定義

設計

実装

テスト・検証

運用

攻撃核心部は「感染拡大ではなく侵入拡大！」

図 2.1.1-1 攻撃の核心部
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内部対策
（出口対策内容も含む）

（２）システム設計策の必要性
攻撃目的が組織情報の窃取及び組織業務の停止にあり、攻撃者はシステム内部を広範囲にわたり侵入（内
部ハッキング）することから、対策の検討対象は、個々の端末やサーバ自体ではなく、情報システムの設計内容
全般となります。
従来、システム設計は攻撃の初期侵入を防止（入口対策）する事を前提として行われていました。標的型メー
ル攻撃はこれを突破して内部に侵入し攻撃を拡大するため、内部での侵入拡大を前提とした上で、「侵入拡大
防止及び監視強化等を目的」としたシステム設計手法に変更（内部対策）していく必要があります。
この対策観点により実際の攻撃手法分析に基づき、情報システムの新たな設計手法として検討されたものが
「システム設計対策セット」です
なお、本書の前編である「『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド」に記載されている「出口対
策」は「内部対策」に含まれています。
攻撃の内部侵入を防止する事を前提としたシス
テム設計（入口対策）は突破
入口対策 ：攻撃の内部侵入を防止
内部対策 ：侵入拡大防止及び監視強化等
（出口対策）：攻撃の外向き通信を遮断及び監視強化

運用管理端末

ハッキング！

攻撃拠点

内部侵入（内部活動）の拡大！
(対策するポイント)
図 2.1.1-2 対策ポイント
システム設計対策セットの主眼は「システム内部での侵入拡大を防止する事」であり、その要点は以下になり
ます。

・攻撃者が心理的に“内部探索しづらい”システム設計策を施す。
・攻撃者の内部探索活動を発見するための「トラップ（罠）」を設置する。
・システム管理者が "侵入拡大" 行動（内部活動の存在）に早期に気付くようにする。
（結果的に攻撃の遮断と防止につながる！）
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なお、内閣官房情報セキュリティセンター(NISC)「リスク評価手法等に関する検討会」と IPA「脅威と対策研究
会」は連動しており、本システム設計対策セットは以下の政府対策の対策推進の中でガイドラインとして使用さ
れます。同時に、NISC の当該検討会の検討結果の一部は本書にも反映されます。
NISC「リスク評価手法等に関する検討会」は、以下の「国の重要な情報をねらう攻撃」事象に対する取り組み
として政府が行っている政策であり、IPA「脅威と対策研究会」からも委員として参画しています。
当該検討会の活動内容については、「政府機関における情報セキュリティに係る年次報告 5」：P18 リスク評
価及び標的型攻撃等の対策推進とおりです。

5

http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai36/pdf/36shiryou0402.pdf
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２．１．２ 標的型メール攻撃の全容（攻撃シナリオ）
標的型メール攻撃には、以下７つの攻撃段階があります。攻撃は、目標組織に対する情報窃取等を意図背
景とし、攻撃全体が計画的に進められていきます。
当該攻撃は、偽装メール分析やマルウェア解析などの一部分のみの調査では、攻撃の全容分析と攻撃に応じ
た対策の案出は困難です。攻撃者による手動による攻撃であるため、攻撃段階毎の攻撃達成目標を読み解きな
がら、総合的かつ多面的に目的遂行までの全体を調査分析する事により、攻撃の全体像が把握でき、それぞれ
に応じた対策が検討できます。

１．計画立案段階
目的達成のため計画的
に行われる攻撃
初期侵入から目的遂行
まで分析する事により、
全体像が把握できる

それぞれに応じた対策を！

２．攻撃準備段階
３．初期潜入段階

入口対策

４．基盤構築段階
内部対策
（出口対策）

５．内部侵入・調査段階
６．目的遂行段階
７．再侵入

一部分のみの調査では、攻撃の全容と攻撃に応じた対策は検討できない
図 2.1.2-1 標的型メール攻撃 攻撃シナリオ
（１）攻撃シナリオの概要フロー
以下は、分析結果を基に整理した標的型メール攻撃の基本パターンです（詳細は 「３．１ 標的型メール攻撃
シナリオ詳細」を参照）。本システム設計策の対象は、④基盤構築段階～⑥目的遂行段階になります。

従来対策

本ガイドの対象範囲
内部侵入拡大問題部分
（内部対策を必要とする範囲）

メールと
ウイルス問題

①計画立案

②攻撃準備

③初期潜入

④基盤構築

⑤内部侵入
・調査

⑥目的遂行

• 攻撃目標設定
• 関連調査

• 標的型メール
• C&Cサーバ準備

・標的型メール
の送付

・バックドア開設
・端末情報入手
・構成情報入手

・他端末侵入
・サーバ侵入
・管理者情報窃取

・情報窃取
・システム破壊

社外インターネットエリア

社内ネットワーク

図 2.1.2-2 標的型メール攻撃 攻撃段階
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⑦再侵入

・バックドアを通じ
再侵入

以下、各攻撃段階における攻撃者の活動内容になります。
a.

「①計画立案段階、②攻撃準備段階」
本段階は、組織諜報等を目的とした攻撃対象組織の予備調査と攻撃準備であり目標組織の特定、関連組
織団体等からの偽装に窃用可能なメールの内容や送信先アドレスの取得、攻撃成果確認指標の準備、マ
ルウェア付き偽装メールの準備、リモート操作環境の準備を行います。

b.

「③初期潜入段階」
本段階では、関連する目標組織に対して同時にマルウェア付き偽装メールの送信を行います。
この段階は、目標組織の情報システム内部に潜入しシステム内部に通ずる「リモートコントロール通信経路
（コネクトバック通信）」を確保するために行う攻撃で、入口対策（偽装メール情報の共有、マルウェア検知、
脆弱性対策、悪性サイト遮断等）の対象範囲です。実際の標的型メール攻撃では、この段階での防止は難し
く次段階以降の攻撃プロセスに至るケースが多いのが実情です。

c.

「④基盤構築段階」
本段階以降は、システム内部に開通したコネクトバック通信を用いて行う「外部攻撃者によるシステム内部
への侵入行為」です。攻撃者が各種ツールを用い、試行錯誤しながら手動で攻撃を行います。攻撃がこの段
階まで達した場合、“内部侵入行為を如何に発見し侵入拡大を抑止するか？”の発想が必要になります。「④
基盤構築段階」での攻撃プロセスは以下です。

攻撃目的：侵入端末を起点にして、ネットワーク及びサーバの位置情報等を収集する。


攻撃者は目標組織への侵入成否を管理し、継続的に侵入可能な目標の管理（戦果管理）を行う。



侵入端末から ID とパスワードハッシュを窃取し、システム内侵入拡大の準備を行う。



この段階以降の攻撃プロセスは、マルウェア感染問題ではなく、攻撃者の手動操作によるハッキングプ
ロセスとなり、「⑤内部侵入・調査段階」に移行する。

【攻撃の特徴】


コネクトバック通信は、システムのネットワーク設計ルールに従った通信プロトコルを用いる正常通信と
して行われるため、検知が困難な場合が多い。



C&C サーバとのコネクトバック通信確立後、外部の攻撃者は攻撃に悪用する為の複数のツールをダ
ウンロードします (詳細は、「３．３ 内部侵入時に使われるツール」参照)。
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d.

「⑤内部侵入・調査段階」
本段階が標的型メール攻撃の攻撃核心部であり、攻撃イメージを「感染拡大ではなく侵入拡大」とする所以
です。「⑤内部侵入・調査段階」の攻撃プロセスは以下です。

攻撃目的：アカウント情報を窃取しながら、侵攻範囲を拡大する。


ユーザ端末から取得した管理者権限アカウントにより、ファイルサーバ、認証サーバ（Active Directory
等）、運用管理端末、運用管理サーバ等の各装置を乗っ取る。



外部からリモートコントロールできる複数の端末を確保し、拠点（司令用）端末、基盤拡大用端末、潜
伏用端末、情報収集用端末、情報送信用端末などの役割を有した攻撃基盤を構築する。



システム内の各セグメントや接続システムへの侵入拡大を行う。

【攻撃の特徴】


侵入行為は、同一セグメント内→認証サーバ(Active Directory)→ネットワーク機器→管理サーバへと
拡大していく。



攻撃基盤が役割をもって分散するため、攻撃の全容を掴みづらい。

ID/PWを窃取しながら端末
やサーバへ侵入を拡大

Internet

指令

侵入拡大

ファイルサーバ
Active Directory

サーバセグメント

ユーザセグメント
図 2.1.2-3 内部侵入攻撃イメージ
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e.

「⑥目的遂行段階」
本段階では、管理者権限で自由に操作できる各装置内から収集した、目的とする情報等を、複数の情報送
信用端末から窃取情報を外部に少しずつ分割して送出します。このため、窃取情報単位での発見は困難と
なります。窃取情報の送出には、検知の難しいコネクトバック通信を用います。

攻撃目的：乗っ取ったサーバから機密情報の窃取、重要システムの破壊
なお、国内でも組織情報の窃取を目的とする攻撃は確認されていますが、国外事案に見られるような情報
システムの破壊を目的とする攻撃においても、「⑤内部侵入・調査段階」までは同じであることが確認されてい
ます。
つまり、目的遂行段階においては情報システムが乗っ取られている状態であるため、その最終目的と組織
的影響は攻撃者の攻撃意図次第とも言えます。

①コネクトバックにより
攻撃指令を受ける

Internet

②運用管理サーバを乗っ取り、
破壊プログラムを配備する

運用管理
サーバ

ユーザ端末兼
管理者端末
・
・
③パッチ、パターンの配布経路
に従い破壊プログラムを配布

サーバセグメント

ユーザセグメント

図 2.1.2-4 情報システム破壊イメージ
f.

「⑦再侵入」
本段階では、目標組織のシステムに確保したコネクトバック通信を用いて、継続的に再侵入し、システム内
探索を継続します。また、新たな拠点端末とリモートコントロール通信経路を確保するために、同一組織に対
してマルウェア付き偽装メールの送信を継続します。
このため、攻撃が終結したかどうかの判断が難しい場合もあり、一度目標となった組織は、その後の運用に
おいてもリモートコントロール通信経路が設置されてないかを継続的に監視する事も重要になります。
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（２）攻撃シナリオの細部攻撃諸元等
攻撃核心部である「④基盤構築段階、⑤内部侵入・調査段階、⑥目的遂行段階」の全体概要並びに、各攻
撃段階における具体的な攻撃手口等の細部諸元等を、「３．１ 標的型メール攻撃シナリオ詳細」に記載しま
す。これらの諸元は、「システム設計対策セット」の内容を基に情報システムの設計等を行う場合に、システム
要件定義担当者、設計技術者及びシステム運用管理者が参照するものとして整理しました。
各担当者、設計技術者及び運用管理者は、システム設計対策セットを基にそれぞれのシステムの特性や
環境に応じたシステム全体の設計仕様等とのバランスを取りながら対策設計内容を検討する事が重要です。

メール開封・脆弱性対策と残存リスクの関係
標的型メール攻撃は、組織内でマルウェア付き偽装メールを一人でも開封してしまうと「リモートコントロー
ル通信経路（コネクトバック通信）」が攻撃者に開通してしまうため、侵入成功！と言えます。
職員数が多く、各地に分散している組織や業務上外部とのやりとりが必須な部門を持つ組織では、偽装メ
ール開封を完全に防止するのは困難です。
また、最近は、より開封可能性が高い「やりとり型の標的型メール」の増加 6により、組織への侵入成功率が
上がっていると見られています。
このため、従来のマルウェア感染拡大や脆弱性対処問題のような、「対処率の向上がリスク低減に繋がる」
との考え方とは異なり、対処率９９％でも残存リスクは１００％のままであるという問題特性が標的型メール
攻撃の特殊性であると言えます。

1人が引っ掛れば
攻撃成功

残存リスク

やりとり型標的型
メールの増加

図 2.1.2-5 メール開封率と残存リスクの関係

6

http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250822kouhou.pdf
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標的型メール攻撃

ウイルス感染

対処率

要件定義・システム設計における課題
要件定義・情報システムの設計工程においては、設計前提となる想定脅威を設定し脅威に応じたシステ
ム設計（ネットワークトポロジ設計、セキュリティ機能設計、製品プロダクトの採否決定等）を行います。
標的型メール攻撃を想定脅威とした場合は、「システム内部への侵入拡大」を設計前提としたシステム設
計が必要となりますが、現在行われているシステム設計事例の多くは、この前提情報が乏しく、内部への侵
入拡大を防止、もしくは監視するためのシステム設計が行えない現実があります。
このため、システム設計対策セットは「設計前提とこれに基づく設計上の対策」に関する情報をシステム
の設計者や運用管理者に情報提示するドキュメントとして作成したものです。

要件定義

システム設計

実装

テスト・検証

運用

標的型メール攻撃の歴史
標的型メール攻撃は、２００３年頃から世界各国で出現した歴史の長い攻撃手法であり、現在に至るまで、
その攻撃全容や意図性等は長らく不明な状態が続いています。
２０１１年に米政府が「サイバー空間ドクトリン」を発表した以降は、同攻撃による情報偵察行為は国際政治
問題化しています。

2005/7/8

2005/7/8

米国

英国

米政府サイバー空間ドクトリン発表
MANDIANT社レポート(APT)

国内の政府機関 Operation
への標的型メール Aurora

Titan Rain（米）

国内重工業事案
政府機関への攻撃

の観測
タイムライン

2003

~

2005

~

2009

2010

2011

2012

2008/4/16

2006/2/27
・

・

・

・

 10年間同じ攻撃が続いており、被害が食止められていない実情がある。
 国内の大手重工業を狙った攻撃事案以降、被害が顕在化してきた。
 ただのサイバー攻撃とは一線を画す特別な問題という認識が必要となる。
図 2.1.2-6 標的型メール攻撃の歴史
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２．１．３ システム設計策の導出アプローチ
IPA「脅威と対策研究会」でシステム設計策を試みた導出アプローチについて紹介します。
（１）システム設計策導出手順
システム設計策の検討は、以下の導出アプローチによって作成しました。
① 標的型メール攻撃の攻撃手法分析（事例ヒアリング等）やシステム内部侵入検査手法等を基に、
「攻撃シナリオ」の各段階における攻撃手順を詳細に分析し「攻撃シナリオ」を作成。
② 攻撃対象のシステム設計モデル（システム構成基本図）を作成。
③ 「攻撃シナリオ」の各段階攻撃手順を基に、システム設計モデル（システム構成基本図）を机上
で模擬攻撃トレースし、攻撃の成否を判定。（同分析は「④基盤構築及び⑤内部侵入・調査、
⑥目的遂行」段階を中心に実施）
④ 上記結果をもとに、各段階の攻撃を発見、防止できるシステム設計策を検討し、設計対策箇
所を「監視強化策」と「防御遮断策」に分けて分析し、システム設計策とした。
システム設計策は、ヒアリング結果を元に作成した、現実に近いシステム構成図上で、現実の攻撃シナリオ
によって机上で模擬攻撃（トレース）を行いながら案出したものであり、その結果をもとに作成したシステム設計
上の対策です。このため、システム設計策の内容は「侵入拡大」を防止するための具体的な実装内容となって
います。以下に、システム設計策の導出アプローチを示します。
システム基本構成図

④システム設計策として纏める

システム設計策

・・・

③机上で模擬攻撃トレース
の実施

監視強化策

①ヒアリングの実施

攻撃シナリオ

遮断⑦
監視①
監視②

・・・

防御遮断策

②ヒアリング結果を基に作成

遮断①
遮断②

監視⑦

「感染拡大」ではなく「侵入拡大」を防止するシステム設計対策
 監視強化策：攻撃の監視強化のための対策（トラップの設置）
 防御遮断策：バックドアや乗っ取りを阻止する対策
図 2.1.3-1 システム設計導出アプローチ
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（２）システム設計策検討ポイント
標的型メール攻撃においては、防御遮断策での自動防御のみに頼らず、「情報システム内部で起きている
攻撃がどの段階にあるか？」、「窃取情報の送出や破壊工作などの最終段階にあるか？」など、攻撃の様相
全体を早期に把握することが、組織に最悪の事態を招かないための対処に繋がります。このための手段が「監
視強化策」です。設計対策の案出にあたり着眼したポイントは以下です。（詳細は、「３．２ システム設計モデ
ルを用いた設計対策の検討」を参照）


攻撃シナリオの攻撃段階毎に整理した攻撃目的（達成目標）と攻撃手段に対し、攻撃者の心理的




攻撃動作が成功してしまう結果となった場合、その攻撃を防止する設計上の対策を検討し、再度攻撃




要素も加味した模擬攻撃トレースを行う（攻撃者のミスを誘いやすい足跡部分を特定）。
動作を検証し、設計対策を導出する。

設計対策内容の効果を模擬攻撃トレースによって再検証する。

（３）システム設計対策セットの構成
システム設計対策セットは、「設計技術策（システム設計要領）、技術策使用要領（各設計技術策の組み合
わせ設計要領、運用管理要領）の各要素で構成されています。
その他、設計技術策を自己のシステム設計に取り込む場合において、対策目的や想定脅威を理解しなが
ら、各々の情報システムの環境や特性に応じたカスタマイズ利用を行うために必要な補足情報や重要な攻撃
が発生した場合に取られる組織エスカレーション体制や緊急回避手段の検討などの際に使用する「設計技術
策」の関係等、理解の参考となる補足資料群を 「３．２ システム設計モデルを用いた設計対策の検討」に付
加しています。システム設計対策セットの構成イメージは以下になります。
補足資料１

システム設計対策セット
技術策使用要領

設計技術策リスト

攻撃シナリオと発見手法（設
計技術策）の相関マトリクス

標的型メール攻撃シナリ
オ詳細と設計対策箇所

運用管理要領

・・

監視強化策

遮断⑦
監視①
監視②

システム構成基本図

各設計技術策の組
み合わせ設計要領

・・

遮断策

設計技術策（システム設計要領）
遮断①
遮断②

エグゼクティブ向けサマリー

組織内説明や理解補足等に使用する資料群

監視⑦

補足資料２
各設計技術策と応急策の図解集

緊急回避オペレーション手段

脅威を軽減するための
一時的な措置

組織対処プロセスマニアル
（組織エスカレーション判断フロー）

初動分析、簡易調査

各対処段階で
の設計対策
セットの運用法

組織内CSIRTとの関連等

図 2.1.3-2 システム設計対策セット構成イメージ
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このページは空白ページです。
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２．２ システム設計対策セット
本節では、システム設計対策セットの具体的な内容について紹介します。IPA「脅威と対策研究会」では、侵入
検知の観点から「監視強化策」、侵入防止の観点から「防御遮断策」を導き出しました。
「監視強化策」は、攻撃者によるシステム内部の基盤構築、内部侵入行為を監視強化及びトラップ（罠）により
検知し、システムの防御及び管理側の要員にいち早く気がつかせる事を主眼とした設計策です。
「防御遮断策」は、攻撃シナリオの内容を“前提条件”としたシステム設計を行う事により、「コネクトバック通信
の確立、サーバーハッキング/乗っ取り、パスワード窃取」等の攻撃を回避する事を主眼とした設計策です。
なお、設計構築と運用でベンダーが異なるような場合がありますが、そのような場合においても、自組織の対
策として有用であるかどうか、発注側の責任においてそれぞれの契約ベンダーと調整し、「監視強化策」と「防御
遮断策」の検討を進めていくことが望ましいと考えます。本システム設計対策セットは、このような契約間調整の
場における橋渡し場面においても利活用できることを意図して作成しました。以下、攻撃の核心であり本設計対
策セットが想定する基盤構築段階、内部潜入・調査段階におけるシステム設計策を示します。
(１) 基盤構築段階
基盤構築段階における、対策目標は下記 2 点となります。
① リモートコントロール通信経路（コネクトバック通信）の検知/遮断
② 攻撃者による、内部探索・調査活動の検知/遮断
表 2.2-1 基盤構築段階におけるシステム設計策一覧(1/2)
分類

防御遮断策

No.

対策名称

概要

対象機器

断①

ネットワーク通信経路設計による FW

ネットワーク通信経路設計により、ファイアウォール

・FW

でのコネクトバック通信の遮断

(以下、FW と称す)でコネクトバック通信を遮断する

・プロキシサーバ

プロキシサーバのアクセス制御によ

プロキシサーバにおけるアクセス制御によりコネクト

・プロキシサーバ

るコネクトバック通信の遮断

バック通信を遮断する

(2.2.1 参照)
断②

(2.2.2 参照)
断③

プロキシサーバの認証機能によるコ

プロキシサーバの認証機能により不正な通信を遮

ネクトバック通信の遮断

断する

・プロキシサーバ

(2.2.3 参照)
視①

監視強化策

視②

視③

プロキシサーバの認証ログの監視と

プロキシサーバの認証ログを分析し、コネクトバック

分析(2.2.4 参照)

通信の兆候を監視する

プロキシサーバ経由通信強制遮断

プロキシサーバ経由の通信を一度切断し、強制切

によるコネクトバック通信の発見

断時に発生するログ等により、C&C サーバへ再接

(2.2.5 参照)

続を行うコネクトバック通信を調査・発見する。

ブラウザ通信を模倣する http 通信検

通常のブラウザ通信とマルウェア等により模倣され

知機能設計

た HTTP 通信の特徴の違いをプロキシで監視する
【継続検討中】

「断」：防御遮断策の略 「視」：監視強化策の略
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・プロキシサーバ

・プロキシサーバ

・プロキシサーバ

表 2.2-1 基盤構築段階におけるシステム設計策一覧(2/2)
分類

監視強化策

No.

対策タイトル

概要

対象機器

視④

内部未使用 IP による特定サービス監視

未使用の IP アドレスに監視装置を設置し、内部探

・ネットワーク

7

索・調査活動の兆候を監視する（デコイサーバ 等
の検討） 【継続検討中】

(２) 内部侵入・調査段階
内部侵入・調査段階における、対策目標は下記２点となります。
① 攻撃者による内部侵入の拡大防止
② ユーザ端末におけるアカウント窃取防止
表 2.2-2 内部侵入・調査段階におけるシステム設計策一覧
分類

防御遮断策

No.

対策タイトル

概要

対象機器

断④

運用管理端末とユーザ端末のネットワ

ユーザ端末と運用管理端末を分離し、ユーザ端末

・ユーザ端末

ーク分離設計

から運用管理端末へアクセスできないようにネット

・運用管理端末

(2.2.6 参照)

ワークを分離する

ネットワークの分離設計とアクセス制御

適切なネットワークセグメントの分離設計とネット

・ネットワーク機

(2.2.7 参照)

ワークセグメント間のアクセス制御を実施する

器

高い管理者権限アカウントのキャッシュ

高 い 管 理 者 権 限 を 有 す る ア カ ウ ン ト (Domain

・ユーザ端末

禁止

Admins 等)のキャッシュ禁止

断⑤

断⑥

(2.2.8 参照)
断⑦

ユーザ端末間のファイル共有の禁止

端末間でのファイル共有や管理共有を禁止(無効

(2.2.9 参照)

化)し、ファイルサーバなど必要最低限の対象とだ

・ユーザ端末

けファイル共有を許可する
視⑤

監視強化策

視⑥

トラップアカウントによる認証ログの監視

ユーザ端末にトラップアカウントを仕込み、当該ア

・ユーザ端末

と分析

カウントを用いた攻撃者のログイン攻撃を検知す

・認証サーバ

(2.2.10 参照)

る

(AD)

Listen ポート開設の監視

新たに開設されたコネクトバック通信の Listen ポ

・サーバ

ートを監視する【継続検討中】
視⑦

ハッキングコマンドの監視

普段の運用管理に使用せず、ハッキングで使用さ

・サーバ

れることの多いコマンド群の使用状況を監視する
【継続検討中】
「断」：防御遮断策の略 「視」：監視強化策の略

以降の節で個々のシステム設計策について説明します。なお、表中で【継続検討中】となっている項目につい
ては、運用への影響度や技術的検証を行っているところであり、完了しだい随時追加公開していきます。

7

攻撃対象となったサーバの「デコイ」（おとり）として攻撃の記録を記す役目を果たすサーバ
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２．２．１ ネットワーク通信経路設計による FW でのコネクトバック通信の遮断
プロキシ

正常なサービス通信
マルウェアの通信

Internet
FW

C&Cサーバ

図 2.2.1-1 対策前の攻撃イメージ
プロキシサーバに対応していないマルウェアが一定数存在していることが分かっています。本対策は、プロ
キシサーバを介した外部アクセスをルール化し、通信ルールから外れるマルウェアのコネクトバック通信を FW
で遮断することが目的です。
(１) システム設計要領

Internet
正常なサービス通信

【実装事項②】
FWにおいて、ユーザ
セグメントから外部へ
の通信遮断ルールを
設計・設定する

FW

マルウェアの通信

【実装事項①」
ブラウザのプロキシ
設定を有効にする

L3-SW

・・・
プロキシ

インターネット接続セグメント

ユーザ端末

ユーザセグメント

図 2.2.1-2 システム設計策イメージ
ブラウザのプロキシサーバ設定に則った正常なサービス通信は FW を通過させます。一方で、プロキシサ
ーバを通らず、外部サーバへ接続を試みるマルウェアの通信については、FW で遮断します。このように設
計することで、プロキシサーバに対応していないマルウェアのコネクトバック通信を FW で遮断することがで
きます。
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【実装事項①：ブラウザのプロキシ設定を有効にする】
インターネット等、外部アクセスを行うユーザ端末では、ブラウザのプロキシ設定において、組織内のプロキ
シサーバを指定します。実装事項②とあわせ、プロキシの設定が行われていない端末のインターネットへの
直接アクセスを禁止します。
【実装事項②：FW において、ユーザセグメントから外部への通信遮断ルールを設計・設定する】
FW の外向き通信遮断ルールに以下を適用します。


プロキシサーバ経由の外向け通信のみ許可し、プロキシを使わない端末からの直接通信を遮断



ユーザ端末からプロキシサーバを介さない外部 80、443 ポート通信は C&C サーバとのコネクトバック
通信の可能性があるとして遮断



外部に 80,443 ポートでアクセスする以下のような各種サービスは、プロキシサーバ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）
表 2.2.1-1 プロキシ通信対象機能例
対象サービス例

通信用途

Windows Server Update Services (WSUS)

Windows Update Server との通信(80,443)

System Center Configuration Manager(SCCM)

マイクロソフト製品以外のアップデート、資源管理等

ウイルス対策ソフト

パターンファイル更新

セキュリティパッチ管理ソフト

最新のパッチやパターンファイル情報の取得

その他

ライセンス認証など

【注意事項】
オンラインアップデート機能でプロキシ機能をサポートしていないソフトウェアがある場合は、共有ファイル
サーバを利用したオフラインアップデートなどを検討してください。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：FW 通信ログ(遮断ログ)の定期的な確認】
FW において、通信ログ（遮断ログ）を定期的に監視し、ユーザ端末からのコネクトバック通信の有無を確認
します。ユーザ端末から直接外部に 80,443 ポートで通信しようとして遮断されているような、通信ログ（遮断
ログ）があった場合は、マルウェア感染の恐れがある為、当該ユーザ端末を調査します。
【運用事項②：FW 通信ルールの棚卸し】
定期的に FW の通信ルールを見直し、不要となった通信ルールがないか確認します。
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２．２．２ プロキシサーバのアクセス制御によるコネクトバック通信の遮断

正常なサービス通信
マルウェアの通信
プロキシ
CONNECT要求

Internet
CONNECT要求/SSL通信

FW
図 2.2.2-1 対策前の攻撃イメージ
CONNECT メソッドは、プロキシサーバにトンネリング通信を要求するための HTTP1.1 の機能です。一般的
には、SSL/TLS 等のプロトコルで暗号化された通信をプロキシサーバでトンネリングさせるために使用されま
す。一部のマルウェアは、この機能を悪用し、プロキシサーバに対して CONNECT メソッドを発行し外部接続
することが分かっています。
本対策は、プロキシサーバで外部 Web サーバへの https 通信ポート(通常は TCP/443 が使用されます)等
の業務に必要な CONNECT メソッドのみを通過させ、マルウェアの通信を遮断することが目的です。
(１) システム設計要領

Internet
FW

【実装事項①】
プロキシサーバに
ACLを追加する

L3-SW

・・・
プロキシ

ユーザ端末

インターネット接続セグメント

ユーザセグメント

図 2.2.2-2 システム設計策イメージ
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ユーザ端末からプロキシサーバを経由するインターネットへの通信については、許可する通信ポートを最低
限のもの（例えば、HTTP、HTTPS）に制限する設定とし、正規通信ポート以外への通信は、プロキシサーバに
て遮断します。このように設計することで、組織で標準的に利用していない通信ポートを利用するマルウェア
のコネクトバック通信をプロキシサーバで遮断・検知することを可能にします。
【実装事項①：プロキシサーバに ACL を追加する】
プロキシサーバに「CONNECT 443/TCP」以外の通信を遮断する ACL を追加します。
# SSL ポート以外への CONNECT メソッドのリクエストは拒否する。
acl SSL_ports port 443
acl CONNECT method CONNECT
http_access deny CONNECT ! SSL_ports
（中略）
#ログフォーマットを変更し、見やすい時刻などをログに残す設定とする。
logformat combined %>a %ui %un [%tl] “%rm %ru HTTP/%rv” %>Hs %<st “%{Referer}>h” “%{UserAgent}>h” %Ss:%Sh
access_log /var/log/squid/access.log combined
図 2.2.2-3 Squid における ACL 設定例
【注意事項】
業務システムで SSL 通信以外に CONNECT メソッドを使用している場合は、業務システム用のポート番
号も ACL に追記してください。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：プロキシサーバ通信ログ(遮断ログ)の定期的な確認】
プロキシサーバの通信ログ（遮断ログ）を定期的に監視し、ユーザ端末からのコネクトバック通信の有無を
確認します。CONNECT メソッドを使い、許可されていないポート番号で接続しようとしているような、通信ログ
（遮断ログ）があった場合は、マルウェアに感染している恐れがあるため、当該ユーザ端末を調査します。
(参考：「３．４ マルウェア動作時のプロキシサーバログ分析結果」)
許可されていないポート番号でリクエストが来た場合は、以下のようなログが出力されます。
（送信元 IP アドレス） - - [30/Jul/2013:20:52:11 +0900] “CONNECT （通信先 IP アドレス）:（ポート番号） HTTP/1.1”
403 3355 （リファラ） （ユーザエージェント） TCP_DENIED:NONE

図 2.2.2-4 access.log 出力イメージ
【運用事項②：プロキシサーバ設定の棚卸し】
定期的に通信ログを確認し、業務システム用の通信を拒否していないか確認した上で、プロキシサーバの
ACL の見直しを行います。
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２．２．３ プロキシサーバの認証機能によるコネクトバック通信の遮断
【組合せ設計要領 ⇔ 2.2.４】
C&Cサーバ
プロキシ

Internet
FW
図 2.2.3-1 対策前の攻撃イメージ
プロキシサーバの認証機能に対応していないマルウェアが存在することが分かっています。本対策は、プ
ロキシサーバの認証機能に未対応なマルウェアがプロキシサーバを経由して外部通信を試みるコネクトバッ
ク通信を、プロキシサーバの認証機能によって遮断することが目的です。
また、「２．２．４ プロキシサーバの認証ログの監視と分析」と組合せることで、相乗効果が期待できます。
(１) システム設計要領

Internet
FW
【実装事項①】
プロキシサーバの認
証機能を有効にする

【実装事項②】
ブラウザのオートコン
プリート機能の禁止

L3-SW

・・・
プロキシ

ユーザ端末

ユーザセグメント

インターネット接続セグメント

図 2.2.3-2 システム設計策イメージ
プロキシサーバを経由する通信に対してユーザ認証を導入し、当該認証に成功したユーザのみを通信許
可する設計とします。このように設計することで、プロキシサーバによる認証に対応していないコネクトバック
通信をプロキシサーバで遮断することを可能にします。
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【実装事項①：プロキシサーバの認証機能を有効にする】
プロキシサーバは、次の仕様を満たすものを導入することを推奨します。


ユーザ管理機能付である、または、ディレクトリサービスと連携可能



ユーザ単位で認証が可能



Digest 認証や NTLM 認証等の認証方式として安全性が高いものを利用する

【注意事項】
Basic 認証については、ID/PW が平文でネットワーク上に流れるため、推奨しません。
【実装事項②：ブラウザのオートコンプリート機能の禁止】
ブラウザのオートコンプリート機能 8 を用いると、ID/PW がユーザ端末上に保存される為、攻撃者に窃取さ
れてしまう可能性があります。その為、ブラウザのオートコンプリート機能は使用しないように、グループポリ
シーなどで制限を実施し、ブラウザ起動時に毎回 ID/PW を入力するようにしてください。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：ユーザアカウントの管理】
プロキシサーバ認証で利用するユーザアカウントを適切に管理します。不要なアカウントの削除漏れ等が
ない様に、組織の業務実態に合わせて定期的な見直しが必要です、認証サーバ(Active Directory や LDAP
サーバ)と連携することで、統合的なユーザ管理が行えます。
【運用事項②：プロキシサーバの認証ログの監視と分析】
プロキシサーバの認証ログの監視と分析を行い、不正アクセスの兆候を発見します(詳細は、「２．２．４ プ
ロキシサーバの認証ログの監視と分析」参照)。

8

Web ブラウザ等に付属している機能の一つであり、ユーザの情報入力時に、過去の入力履歴を参照して、あらかじめ入力候補を表示すること。
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２．２．４ プロキシサーバの認証ログの監視と分析
【組合せ設計要領 ⇔ 2.2.3】
認証
OK

C&Cサーバ

プロキシ
(認証機能付)

Internet
FW
図 2.2.4-1 対策前の攻撃イメージ
ユーザ端末に保存されている認証情報をオートコンプリート等から取得して認証機能付きプロキシサーバ
サーバを通過するマルウェアが存在します。本対策は、プロキシサーバの認証ログによりマルウェアや攻
撃者の追跡性を高めることを目的とします。
また、「２．２．３ プロキシサーバの認証機能によるコネクトバック通信の遮断」と組合せること
で、対策効果が増します。
(１) システム設計要領

Internet
FW
【運用事項①②】
プロキシサーバ認証ロ
グの分析と追跡調査

L3-SW

・・・

認証ログ
プロキシ

ユーザ端末

インターネット接続セグメント

ユーザセグメント

図 2.2.4-2 システム設計策イメージ
プロキシサーバの認証機能を有効にし、ユーザ認証の成功・失敗を認証ログに記録するように設計
します。このように設計することで、プロキシサーバにおける認証の成功及び失敗に関するログから
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コネクトバック通信の痕跡を検出し、早期に対処することが期待できます。
【実装事項①：プロキシサーバの認証機能を有効にする】
「２．２．３ プロキシサーバの認証機能によるコネクトバック通信の遮断」のシステム設計要件を組込みます。
認証用のユーザ ID およびパスワードは共有せず、利用者個人に付与することを推奨します。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：プロキシサーバの認証ログの分析】
プロキシサーバの認証ログに記録された、認証の成功及び失敗に関する事象を定期的に監視し、以下
のような不正な認証の試行がないかを検査します。


特定のユーザ ID に対するブルートフォース 9による認証の試行
特定のユーザ ID に対してブルートフォース(総当り攻撃)による認証が試みられた場合、特定の
ユーザ ID に対して短時間に大量の認証失敗のログが記録されます。従って、一定期間に一定量
以上の認証失敗のログが記録された場合は、当該ユーザ ID を使用している端末を検査する必要
があります。



パスワードを固定してユーザ ID を変化させる認証の試行
パスワードを固定してユーザ ID を変化させる認証が行われた場合、特定のユーザ端末から異な
る複数のユーザ ID による認証失敗のログがプロキシサーバに記録されます。従って、このよう
な事象が発生していないかをユーザ端末の IP アドレスごとに検査する必要があります。



ユーザ ID の使い回しによる認証の試行
窃取されたユーザ ID の使い回しによる認証が行われた場合、異なるユーザ端末から同一ユーザ
ID による認証成功のログが記録されます。従って、このような事象が発生していないかをユー
ザ端末の IP アドレスごとに検査する必要があります。なお、IP アドレスは DHCP で割り当てら
れることもあることから、IP アドレスの有効期限を考慮して確認する必要があります。

【運用事項②：プロキシサーバ認証ログからの追跡調査】
運用事項①で分析した結果から、不正な通信に使用されている可能性のあるユーザ端末を特定し、
調査します。また、分析の中で認証成功していたユーザ ID は窃取されている可能性が高いため、パ
スワードの変更を行うとともに、該当ユーザのユーザ端末を調査します。

9

パスワードの取得のため、あらゆる文字の組み合わせで総当たりを試みる攻撃手口。

28

２．２．５ プロキシサーバ経由通信強制遮断によるコネクトバック通信の発見
C&Cサーバ

プロキシ

Internet
FW
図 2.2.5-1 対策前の攻撃イメージ
マルウェアは、C&C サーバからの指令を受け取るために、通信状態を維持しようとします。
本対策は、定期的にプロキシサーバを経由する通信を強制遮断することで、自動的に外部の C&C サーバに
接続を試みるコネクトバック通信を検知・発見することを目的とします。
(１) システム設計要領

Internet

【運用事項①】
計画された外部通
信の遮断

FW

【運用事項②】
通信ログの分析

L3-SW

通信
ログ

・・・

プロキシ

ユーザ端末

インターネット接続セグメント

ユーザセグメント

図 2.2.5-2 システム設計策イメージ
プロキシサーバを経由する外部向けの通信を FW 等で強制的に遮断します。その結果、通信を回復しようと
するマルウェアは、C&C サーバへ再接続を試みます。これらの通信ログをプロキシサーバに残すことで、不正
な通信の早期発見を可能にします。
【実装事項①：ブラウザのプロキシ設定を有効にする】
【実装事項②：FW の外向き通信遮断ルール設計】
「２．２．１ サービス通信経路の設計」のシステム設計要件を組込み、全ての業務通信がプロキシサーバ経
由で外部にアクセスするネットワーク構成とします。
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(２) 運用管理要領
【運用事項①：計画された外部通信の遮断】
夜間などの業務ピーク時を避けた時間帯にプロキシサーバを経由する通信を FW やサーバのフィルタリン
グ機能等を利用し、通信を強制切断することで、規則的に再接続を試みるマルウェアのコネクトバック通信を
発見します。通信切断は規則性を確認する為に、2 回以上実施すると効果的です。
また、プロキシサーバの通信ログにユーザの業務通信が混在すると、マルウェアの通信と区別できない可
能性が高くなる為、遮断する時間帯はユーザ端末を利用しないで起動したままにしておくように、職員・社員へ
事前アナウンスすることを推奨します。
【注意事項】
業務系サーバについては、自動的に定義ファイルやアップデート情報等のデータを外部から取得することが想
定されます。その為、サーバからインターネットに対する通信は遮断しないことを推奨します。
【運用事項②：通信ログの分析】
通信遮断後の通信ログログを確認し、規則的に再接続を試みるアクセスの有無を確認し、接続元と接続先
の IP アドレスの調査から、コネクトバック通信を行っているユーザ端末を発見します。
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２．２．６ 運用管理端末とユーザ端末のネットワーク分離設計
【組合せ設計要領 ⇔ 2.2.7】

ユーザ端末

運用サーバ群

ユーザ端末

運用管理端末

図 2.2.6-1 対策前の攻撃イメージ
内部侵入・調査段階において、運用管理に必要な ID/PW が悪用されている事案が存在します。
本対策は、ユーザ端末と運用管理端末を分離運用することで、メール経由で侵入してきた攻撃者に運用管
理に必要な情報が窃取されるのを防ぎ、運用サーバ群への不正アクセスを防止することが目的です。
また、「２．２．７ ネットワークの分離設計とアクセス制御」と組合せることで、高い対策効果が期待でき
ます。
(１) システム設計要領

【実装事項③】
Active Directory
の管理機能に
アクセスできる
端末の制限

サーバセグメント

L3-SW

・・・
ユーザセグメント

Active Directory ファイルサーバ

【実装事項②】
運用管理セグ
メントの構築

運用管理サーバ

【実装事項①】
管理用の専用端末を
準備する

ユーザ端末

運用管理端末

運用管理セグメント
図 2.2.6-2 システム設計策イメージ
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ユーザ端末と運用管理端末とのネットワークを分離することで、たとえユーザ端末が不正プログラムに感染
したとしても、運用管理端末が乗っ取られないようなネットワーク構成とします。また、Active Directory のよう
な重要サーバに対しては、管理機能へのアクセスを特定の端末に制限することで、不正アクセスのリスクを低
減します。このように設計することで、ユーザ端末の乗っ取りに成功した攻撃者が運用サーバに直接侵入する
ことを防止します。
【実装事項①：管理用の専用端末を準備する】
下記の条件を満たす運用管理端末を準備し、サーバやネットワーク機器の運用は当該端末からのみ行うこ
ととする。


メール・Web 等のインターネット接続を行わない端末環境とする（セキュリティパッチ適用やウイルス定
義ファイル更新等についても社内の運用管理サーバ経由での適用を推奨します）



サーバやネットワーク機器への認証情報を端末に残さない

業務部門で個別にシステムを運用しているケースでは、システム規模が小さいことから、専用の運用管理
端末を保有しない傾向にあります。業務部門が管理するシステムにおいても、専用の運用管理端末を用意
させるなどの組織的な対応が必要です。
【実装事項②：運用管理セグメントの構築】
他セグメントからアクセスできない運用管理専用セグメントを構築し、当該セグメントに運用管理端末を接続
します。また、ユーザセグメントから運用管理セグメントにはアクセスできないようにします。

サービスに必要な
ポートのみ通信許可

サーバ
NIC_2

NIC_1

ユーザ
セグメント

サーバメンテナンスは
運用管理セグメントから
のみ行う

運用管理
セグメント

図 2.2.6-3 運用管理セグメントイメージ
運用管理セグメントの構築方法としては、サーバセグメントに接続されている LAN ポートとは別の LAN ポー
トから LAN を構築する方法や、運用管理端末との接続専用の LAN ポートを使用する方法が考えられます。
また、当該サーバはユーザセグメント側のネットワークから SSH や管理用 Web ページ等の運用管理端末で
使用する通信ポートにアクセスできないように設定します。更に、運用管理セグメントは、システム管理者の
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みが使用できる専用ネットワークとし、一般ユーザには公開しない設計とします。
リモートで運用サーバ群のメンテナンス行う場合は運用サーバ群の前段に、認証、ユーザ管理、ログ管理
機能を有したトランジットサーバ 10を配置し、トランジットサーバを経由してリモートメンテナンスを行うように配
置設計します。このような設計にすることで、運用サーバ群への不正アクセスを困難にすることができ、認証
ログから不正アクセスの兆候が発見しやすくなります。
【実装事項③：Active Directory の管理機能にアクセスできる端末の制限】
Active Directory は、管理ドメイン内の全ユーザの認証情報を保持している為、不正侵入の目標となりやす
い傾向にあります。その為、Active Directory への管理者機能へのアクセスは特に慎重にする必要があり、
特定の端末から管理者権限で Active Directory にアクセスできるよう、ポリシーでアクセス制御を実施してお
くことが重要です。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：管理者アカウントの適切な利用と管理】
許可されたユーザ以外が当該端末を使用しないように、運用管理端末の管理を実施する必要があります。
【運用事項②：運用管理端末のセキュリティ対策】
運用管理端末が脆弱とならないように、ウイルス対策やソフトウェアの脆弱性対策を実施してください。
(３) 応急策
運用管理セグメントの構築や運用管理用の NIC の用意が困難な場合は、運用管理端末の乗っ取りリスクを低
減するため、以下のような応急策が考えられます。
 ユーザセグメントに運用管理端末を接続するが、常時接続はしない。システム管理業務の発生の都度、
当該端末をユーザセグメントに接続し、業務終了後は当該端末をユーザセグメントから切り離す。
 ユーザセグメントに運用管理端末を接続するが、インターネット閲覧や電子メールを利用して業務を行う
端末とは分離した、専用端末として接続する。
 運用サーバに IP アドレス等のフィルター制限を行い、運用管理端末からのみのアクセスを受付けるよう
にする。

10
異なるネットワーク間でサーバやネットワーク装置のメンテナンスを行う際の中継サーバを指し示す。従前から「踏み台サーバ」と呼称してきた
が、攻撃手法において脆弱なサーバを「踏み台サーバ」と呼んでいる事から、混乱を避けるために、本書では「トランジットサーバ」と呼称する。

33

このページは空白ページです。
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２．２．７ ネットワークの分離設計とアクセス制御
【組合せ対策 ⇔ 2.2.6】
サーバ系セグメント

・・

・・
運用管理セグメント

ユーザセグメントB

ユーザセグメントA

図 2.2.7-1 対策前の攻撃イメージ
内部侵入・調査段階において、フラットなトポロジ設計を悪用され、攻撃者がシステム全体に侵入
を拡大する事案が散見されます。
本対策は、攻撃者の侵入範囲の限定およびサーバへの侵入拡大防止が目的です。
また、「２．２．６ 運用管理端末とユーザ端末のネットワーク分離設計」と組合せることで、対策効果が
増します。
(１) システム設計要領
【実装事項①】
業務毎のネットワー
クの分離とアクセス
制御設計

L3-SW

サーバセグメント

・・・
運用サーバ群

ユーザ端末
（A部署）

ユーザ端末
（A部署）

ユーザセグメント
（A部署）

ユーザ端末
（B部署）

ユーザ端末
（C部署）

ユーザセグメント
（B部署 機微業務）

ユーザセグメント
（C部署 情シス）

図 2.2.7-2 システム設計策イメージ
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組織内ネットワークは、セグメントの役割やアクセスの必要性の観点から、サーバセグメント、ユーザセグメ
ント、運用管理セグメント等に適切なネットワークの分離設計を行い、各セグメント間で行う通信を必要最小限
に制限することが重要です。このように、適切なアクセス制御設計を行うことで、攻撃の侵攻を困難にすること
ができます。
【実装事項①：業務ネットワークの分離設計とアクセス制御設計】
ネットワーク機器でセグメントを分離し、セグメント間の通信を最小限に制限することで、侵入拡大を防止し
ます。
アクセス制御（ACL）の設計にあたっては、下記のようなマトリクス表で通信の可否、通信を許可するポート
番号等について検討することを推奨します。なお、下記表は、大まかに各セグメントをモデル化したものであ
り、実際はさらに詳細化して整理する必要があります。表中のアクセス可否については例示となります。
表 2.2.7-1 アクセス制御設計の例
アクセス先セグメント
インター
ネット
アクセス元セグメント

インターネット

ユーザ

ユーザ

運用

（一般）

（機微）

管理

×

×

×

×

○

×

×

×

×

×

×

×

×

DMZ

サーバ

○

DMZ

○

サーバ

○※1

○

ユーザ（一般）

×

×

○

ユーザ（機微）

×

×

○

×

運用管理

×

○

○※2

×

×
×

凡例 ○：可、×：不可
※1 プロキシ、運用管理サーバ等からの通信を想定
※2 運用管理端末のパッチ適用等に係る通信を含む
(２) 運用管理要領
【運用事項①：ACL の定期的な見直し】
業務仕様の変更やシステムの改廃に合わせて、各セグメント間のアクセス制御設計および ACL（Access
Control List）の見直しを行い、アクセス制御の仕組みが形骸化しない様に努めます。
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２．２．８ 高い管理者権限アカウントのキャッシュ禁止

Domain Admins

Active Directory

ユーザ端末

図 2.2.8-1 対策前の攻撃イメージ
内部に侵入した攻撃者は、ユーザ端末からアカウント情報の窃取を試みます。Domain Admins グルー
プ等の権限の高いアカウントをユーザ端末にキャッシュさせていた場合、アカウント情報が盗まれることで認
証サーバ(Active Directory)等への不正アクセスのリスクが高まります。一方で、ソフトウェアの自動アップデー
トやリモートメンテナンスなどの目的で、運用上管理者権限が必要となるケースもあり、高い管理者権限アカ
ウントの安全性を十分に確保する必要があります。
本対策は、リモートからのパッチ配布などの管理者権限が必要な運用を維持しつつ、認証サーバ(Active
Directory)や運用サーバに影響を与えないアカウント運用を実現することが目的です。
(１) システム設計要領

・・・

L3-SW

運用サーバ群 Active Directory

サーバ系セグメント

【実装事項①】
ユーザ端末のアカウ
ント権限の最小化

Domain Users
Local Administrator
ユーザ端末

ユーザセグメント

【実装事項②】
管理者用アカウント
の利用最小化

Domain Admins
管理端末

運用管理セグメント
図 2.2.8-2 システム設計策イメージ
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ドメイン管理者等の高い権限のアカウントは、メール/Web アクセスなどの通常業務を行なうユーザ端末で
は利用せず、特定の運用管理端末のみで利用するようにします。また、ヘルプデスクによるリモートサポート
などユーザ端末上で管理者権限を必要となる運用については、原則、ユーザ端末の管理者権限(ローカルア
ドミニストレータ権限)で動作させるよう設計します。このように、特権の範囲を最小限の範囲に制限すること
で、攻撃者がユーザ端末上のアカウント情報を窃取した場合でも、ほかのユーザ端末やサーバの高い権限
のアカウント情報とは独立しているため、該当ユーザ端末以外の機器（ほかのユーザ端末やサーバ等）の乗
っ取りを防止することができます。
【実装事項①：ユーザ端末のアカウント権限の最小化】
ユーザ端末には、以下のように権限を最小化できるようにアカウントの設計をします。


Domain ユーザ：ユーザ端末における一般ユーザ権限



ローカルユーザ：ユーザ端末における Administrator 権限

安易な Domain Admins グループの利用は避け、ユーザ端末の管理者権限（ローカルアドミニストレータ権
限）で動作させるなど、最小限の権限となるよう利用設計する必要があります。また、ユーザ端末上のサービ
スやスケジュールされたタスクについても、可能な限り Domain Users グループ等の高い権限のアカウントで
実行しないよう設計してください。
【実装事項②：管理者用アカウントの利用最小化】
管理者業務に対して、ユーザアカウントとは別に管理者専用のアカウントを割り当て、特定の運用管理端
末でのみ使用することで、不用意な管理者アカウントの配布・拡散を防ぐことが出来ます。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：Domain Admins グループ権限でユーザ端末へログオンしない】
ユーザ端末に、ドメイン管理者等の高い権限を持つアカウントでログインすることを禁止します。さらに、
Domain Admins グループのユーザで、ユーザ端末にログオンされていないか、認証サーバ(Active Directory)
のログから定期的に確認します。

38

２．２．９ ユーザ端末間のファイル共有禁止

ユーザ端末

ユーザ端末

ユーザ端末

図 2.2.9-1 対策前の攻撃イメージ
攻撃の内部侵入・調査段階において、ユーザ端末のファイル共有機能を悪用して、侵入を拡大する手法が
取られているケースが散見されます。一方で、ファイル共有は、認証サーバ(Active Directory)との通信や運
用業務などでも使用されている為、使用を停止することは困難です。
本対策は、ユーザ端末から必要な通信先に限定したファイル共有を許可することにより、侵入拡大を防止
することが目的です。
(１) システム設計要領
【実装事項③】
Windowsサーバの
セキュア設定

L3-SW
ファイルサーバ

【実装事項②】
ユーザ端末間の通信遮断

サーバセグメント

【実装事項①】
ユーザ端末のファイル
共有の禁止
ユーザ端末

ユーザ端末

ユーザセグメント
図 2.2.9-2 システム設計策イメージ
ユーザ端末におけるファイル共有機能を無効化する、又はユーザ端末間のファイル共有の通信を遮断す
ることで、ユーザ端末間のファイル共有を禁止する設計とします。このように設計することで、攻撃者がファイ
ル共有機能を悪用してユーザ端末へ侵入することを防止することができます。
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【実装事項①：ユーザ端末のファイル共有機能の停止】
ユーザ端末間のファイル共有機能を停止します。Active Directory のグループポリシーを利用して

11

、新規

のファイル共有を強制的に禁止するなどの対策も検討してください。
【実装事項②：ユーザ端末間の通信遮断】
実装事項①の対応が困難な場合は、パーソナルファイアウォール等のアクセス制御機能を用いて、ユーザ
端末間の通信を遮断し、ウイルス定義ファイルやセキュリティパッチ自動配信等の運用管理に必要な通信の
み受付ける設定にします。
【実装事項③：Windows サーバのセキュア設定】
Microsoft Windows では、サーバや端末のリモートメンテナンスの用途として、PsExec 12 というツールが用意
されています。一方、攻撃者はこの PsExec を悪用してリモートから特定のコマンドを送信し、サーバ上で実
行ファイルを起動させ不正アクセスを試みることがあります。Windows Server 2008 以降のサーバ OS では、
デフォルトで UAC（ユーザアカウント制御）が有効になっており、そのままでは PsExec は使用できません。そ
の為、Windows Server 2008 以降の OS を Active Directory やファイルサーバとして使用している場合は、
UAC 機能を有効にしたままで利用してください。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：不審なプロセスの監視】
Active Directory やファイルサーバ(WindowsOS を使用している場合 )には、PsExec を使用したによるリモ
ートメンテナンスは行わない運用とします。また、”PsExecsvr”のプロセスが起動していないか監視し、攻撃
の兆候を見逃さないようにします。

11

12

「グループ ポリシーを使用してユーザーまたはグループのファイル共有を有効または無効にする」
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754359(v=ws.10).aspx
Microsoft Technet Windows Sysinternals PSEXEC
http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb897553.aspx
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２．２．１０ トラップアカウントによる認証ログの監視と分析

ユーザ端末

Active Directory
ユーザ端末

図 2.2.10-1 対策前の攻撃イメージ
攻撃者は、不正侵入に成功したユーザ端末やサーバから窃取したアカウント情報（ID/PW）を用いて、より
重要なサーバ（認証サーバ（Active Directory）や運用管理サーバ）に不正アクセスを試みます。一方で、それ
らのアクセスは、正しいアカウント情報を用いて行われるため、正常なアクセスと見分けることが困難です。
本対策は、ユーザ端末上に通常業務で使用しないトラップアカウントを仕込み、重点的に監視を行うこと
で、不正なアクセスと正常なアクセスを見分けることが目的です。
(１) システム設計要領
【運用事項①】
認証サーバ（Active
Directory)の認証ロ
グの監視

L3-SW

Trap Account

認証ログ

【実装事項①】
ユーザ端末へトラッ
プアカウントを仕込む

Trap Account

ユーザ端末

ユーザセグメント

認証サーバ
(Active Directory)

・・・
Trap Account

ユーザ端末

図 2.2.10-2 システム設計策イメージ
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サーバセグメント

ユーザ端末に通常は使用しない偽物のアカウント情報を、トラップアカウントとして PC にキャッシュしてお
き、使われるはずの無いトラップアカウントの利用履歴を認証サーバ（Active Directory）の認証ログを確認す
ることで、不正アクセスの発生を検出します。
【実装事項①：ユーザ端末へトラップアカウントを仕込む】
機密情報を取り扱っている部門や対外的なやり取りの多い部門のユーザ端末数台に、故意に権限が高い
ことを示唆するユーザ名のアカウントをトラップアカウント(例：clientadmin01 など)としてキャッシュさせます。
ユーザ端末にキャッシュさせる為には、トラップアカウントで一度、ユーザ端末にログインを行います。
【注意事項】
攻撃者にトラップアカウントが悪用されないように、ユーザ端末にキャッシュさせたアカウントの PW は、認証サ
ーバ(Active Directory)側で強制的に異なる PW に変更し、認証が成功しないようにしてください。
(２) 運用管理要領
【運用事項①：認証サーバ(Active Directory)の認証ログの監視】
ActiveDirectory のセキュリティイベントにおいてトラップアカウントの認証ログを監視します。トラップアカウ
ントの認証結果が残っていた際は、攻撃者によって不正アクセスが行われた可能性が高いため、アクセス元
の端末の詳細を調査するなどの対応が必要です。
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２．３ 組織アプローチ
標的型メール攻撃による被害を防止する為には、2.2 章で解説したシステム設計対策セットを自組織の
システムに適用し、攻撃の監視と遮断が行えるシステム設計を行うことが重要です。また、被害を深刻化
させない為に、攻撃の兆候を検知した際に適切に対応する為の体制や対応アプローチを整備する必要が
あります。
標的型メール攻撃は、その背景から攻撃による重要情報漏出問題が自組織や現場技術部門に留まらず、
組織全体並びに政治、外交分野等に一気に繋がる可能性があります。
本項では、このような最悪の事態を想定した場合の組織体制整備に関する一案を整理します。全ての組織
が全てのサイバー攻撃に対して整備すべき体制ではありませんが、その可能性があると思慮する組織向けに、
検討の参考としての一案を提示します。
この場合に考えられる要検討課題は以下です。特に、⑥緊急対応組織（CSIRT）の役割を拡大し再発防
止のシステム対策に繋げる発想が従来必ずしも十分ではなく、解析調査に力点が置かれ、システム対策
組織との繋がりが弱い部分があります。
（例：解析調査のみに力点が置かれすぎ、必要な該当組織との連
携がなされない）
。
また、組織によって CSIRT 機能の役割やモデルは様々であり、単なるインシデントレスポンスの概念を超え
た体制整備が重要です。
検討課題：
① どの運用段階で、どの対策をどのように使い、組織対処に繋げていくのか？
-各段階での判断事項と判断に必要な情報は何か？
-上位の行動段階に移行（エスカレーション）すべきかどうかの判断事項は何か？
② 判断優先事項をどう設定するか？
③ 組織対処各段階に応じた対策の使い分け手順をどうするか？
④ 初動での緊急回避（回復）手段をどうするか？
-全貌把握のための情報収集手段を確保する必要から取るべきリスク緩和策を検討
⑤ 緊急対応組織（CSIRT）は対応プロセスの中でどのような役割をもつべきか？
-CSIRT 組織機能の組織全体における役割再定義。再発防止対策検討までのプロセスに参画
⑥ 事案対処分野を予防・再発防止対策分野に繋げるための仕組みをどうつくるか？
-監視や解析（フォレンジックス）結果等をシステム設計や運用管理対策に生かし、再発防止に繋
繋げる体制の検討

また、事案発生時、現場対応で終わるものから組織全体や外部組織等まで巻き込むものまで様々です
が、事案発生から収束に至るプロセスでは、上位の行動段階に移行すべきかどうかの判断が各段階で入りま
す。
各判断に必要な情報をどのように取得し判断するかがポイントになりますが、システム設計対策セッ
トの各機能で得られる情報は、このような判断に資することを想定して作成しました。
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図 2.3-1 事案発生時のエスカレーションと対応イメージ
以下は、全貌把握のための情報収集手段を確保する必要から、緊急対応決定までの間に取るべきリス
ク緩和策の一例です。
組織の対応判断の為の情報を得ることが最も重要ですが、情報が得られなくなった場合を想定して緊急回
復手段を検討しておく必要があります。
表 2.3-1 「緊急回復手段」に関する一例

緊急対策手段（例）

対策内容（例）

緊急回避（回復）手段①

【クラウド・仮想化の場合の対策】
・ゲストOSを監視用ホストOS上に移動させ、トラッフィクやゲストOSでの操作を監視。
・ゲストOSを監視用ホストOSに複製し、ポリシーベースルーティングにより疑わしい
クライアントのみ監視。

緊急回避（回復）手段②

【ネットワーク構成の段階的変更プランを予め準備】
・ネットワークの緊急構成変更
・疑わしいネットワークの通信を制限
・通信状況の監視強化
・他部署への通信を禁止
・制限を乗り越えようとする通信監視強化
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３ 補足説明資料
本章では、２章システム設計策の概要で解説した各検討諸元や内容を補足する情報を添付します。
情報システムの設計・運用管理業務に、本書のシステム設計対策セットを適用する際に、参考になると思わ
れる資料になります。

３．１ 標的型メール攻撃シナリオ詳細
標的型メール攻撃の各攻撃段階の詳細攻撃フローモデルにシステム設計項目をマッピングしています。攻撃
の流れや攻撃者の狙い、詳細攻撃に対応するシステム設計策の理解を深めるために活用してください。
（１）標的型メール攻撃の各攻撃段階の詳細攻撃フローモデル

①計画立案／②攻撃準備／③初期潜入 段階
攻撃目的：標的型メールによるウイルス感染と内部侵入

C&C
サーバ

インターネット

攻撃者

FW

（１）攻撃目標の設定／周辺調査
を行う

（２）攻撃環境準備を行う

ルータ/ L3SW

L2SW

（３）標的型メールを送付し、ユーザ
端末へウイルス感染を試みる
入口対策(従来対策)

L2SW

・・・・・・

ユーザ端末
（感染源）

ユーザ端末

運用管理
端末

ユーザ端末

認証
サーバ
（AD）

ファイル
DB
サーバ サーバ

運用管理
サーバ

サーバセグメント

ユーザセグメント

図 3.1-1 「計画立案」から「初期潜入」段階までの攻撃フローとシステム設計ポイント

45

④基盤構築段階
攻撃目的：感染端末を起点としたネットワークやホストの情報の収集

インターネット

C&C
サーバ
攻撃者
（４） 次段階攻撃用マルウェア/
ツールをダウンロードする
断①②③ 視①②③

FW
ルータ/ L3SW

（３） 感染端末からネットワークや
ホストの情報を収集する

L2SW

L2SW

（１）
コネクトバッ
ク通信を確
立する
断①②③
視①②

・・・・・・

ユーザ端末
（感染源）

ユーザ端末

ユーザ端末

運用管理
端末

認証
サーバ
（AD）

DB
サーバ

ファイル
サーバ

（２）感染端末が保持するシステム
情報を収集する

ユーザセグメント

運用管理
サーバ

サーバセグメント

図 3.1-2 基盤構築段階における攻撃フローとシステム設計ポイント

⑤内部侵入・調査段階
攻撃目的：アカウント情報の窃取と侵入範囲の拡大

インターネット

C&C
サーバ
攻撃者
（４） 窃取した管理者権限アカウントを
用いて、運用管理サーバを乗っ取る

FW
ルータ/ L3SW
（２） 運用管理端末への攻撃を
行い、侵入範囲を拡大する
断④⑥

（３） 窃取した管理者権限アカウント
を用いて、認証サーバを乗っ取る
視⑤

L2SW

L2SW

（１）自他端末を乗っ取り、
侵入範囲を拡大する
断⑤⑥⑦

・・・・・・

ユーザ端末
（感染源）

ユーザ端末

ユーザ端末

運用管理
端末

ユーザセグメント

認証
サーバ
（AD）

ファイル
DB
サーバ サーバ

図 3.1-3 内部侵入・調査段階における攻撃フローとシステム設計ポイント
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運用管理
サーバ

サーバセグメント

⑥目的遂行段階
攻撃目的：サーバからの機密情報窃取や重要システムの破壊

インターネット

C&C
サーバ
攻撃者
（４） 重要システムを破壊する

FW
ルータ/ L3SW
（２） 収集した情報を、情報送信
用端末に移動または複写する

（１） 窃取した情報を、情報集約
用端末に集積する

L2SW

L2SW

（３）情報送信用端末から、
情報を分割して外部に
送出する
断①②③ 視①②
・・・・・・

ユーザ端末
（感染源）

ユーザ端末

ユーザ端末

（情報送信用）

（情報集約用）

運用管理
端末

認証
サーバ
（AD）

ファイル
DB
サーバ サーバ

ユーザセグメント

図 3.1-4 目的遂行段階における攻撃フローとシステム設計ポイント
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運用管理
サーバ

サーバセグメント

（２）攻撃核心部の全体見取り図
下記は、「④基盤構築段階、⑤内部侵入・調査段階、⑥目的遂行段階」の攻撃核心部の全体見取り図になり
ます。侵入拡大やアカウントの窃取手口の詳細について記載しています。

攻撃核心部の全体見取り図
攻撃外部通信経路

攻撃核心部
Active
Directory

同一経路＆サービス

基幹SW

Webサーバ

中継SV群

DMZ

政府共通NW 運用管理ｻ
セグメント

管理端末

ファイル
ファイルサー
ファイル
サーバ
バ

-ﾊﾞ
サーバ
中継サーバ（メール等）

インターネット

業務システム セグメント

他システム
セグメント

拠点端末

内部探索手順

FW
ドメインアドミン（管理作業用）

【拠点端末】→装置名称を参考、各種ツール使用
システム内構成、ADサーバ等の位置を捜索
端末の通信先盗聴、パスワードハッシュ情報を取得

サーバー セグメント
運用管
理ｻ-ﾊﾞ

侵入端末、サーバから情報の収集、情報送出
ツールでキーワード検索収集
複数端末から圧縮送信（分割）

②コネクトバック通信経路の開設
（各種捜索、ツールDL等操作）
Active
Director
y

MAILL
サーバ
(SMTP
)

グルー
プ
ウェア

ファイル
サーバ

ログ
管理

フロアセグメント
西館 1-4F

東館 1-4F
攻撃基盤構築

１次着弾 拠点端末 情報収集 情報送信
端末
端末
端末

【認証サーバ（AD等）】 AD攻略１
管理又は拠点端末から管理者権限アカウントPWでAD
にログオン。ドメイン内のユーザID、PWを搾取

【UNIXサーバへのログオン（ファイルサーバ等）】 SV攻略
ADから得た情報でUNIXサーバへのログオンを試す

プロキシ
サーバ

本館 1-3F

【運用管理端末、拠点端末】→各種ツール使用
取得したパスワードハッシュを用い、Pass-the-hashの
手法で認証・侵入。管理者権限アカウントPWを取得

【認証サーバ（AD等）】 AD攻略２
拠点端末からブルートフォースでADのアカウントPW取得

FW

インターネット セグメント

他端末への
拠点拡大

内部調査侵入

正常サービス通信経路

管理
セグメント

①メール一次着弾

⑤収集情報を正常サー
ビス通信経路で送信
④窃取情報の集積

③拠点を移動し内部探索（各種ツールを使用）
＊発見された時、１次着弾端末の捜査回避の為

図 3.1-5 攻撃核心部の全体見取り図
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３．２ システム設計モデルを用いた設計対策の検討
IPA「脅威と対策研究会」では、３．１で分析した「標的型メール攻撃シナリオ」を基に、下記の「システム基本構
成図」を用いて、攻撃プロセスを机上模擬攻撃トレースし、システム設計内容などの弱点と対策を検討しました。
以下に IPA「脅威と対策研究会」で実施した設計対策導出アプローチを紹介します。本手法は、自組織のシス
テム設計策の検討の参考に資するものと思われますので、活用を検討してみて下さい。
(１) システム基本構成図の作成
システム設計策の検討の手始めとして、ヒアリングや運用管理者の知見を基に、下記のような「システム基
本構成図」を作成しました。ここでのポイントは、攻撃の全体像を俯瞰的に観察できるように、外部へのサービ
ス通信と関連する機器・装置の配置構成を明確にすることです。なお、下記の「システム基本構成図」は、一
般的な情報システム形態をモデル化したものであり、実装設計図ではありません。

基幹SW

中継SV群

Webサーバ

DMZ
インターネット セグメント

FW

業務システム セグメント

インターネット

FW

・・・
インターネット

B
system

公開サービス用

C
system

D
system

サーバー セグメント

FW
運用管
理ｻ-ﾊﾞ

独立型システム

プロキシ
サーバ

AD

MAILL
サーバ
(SMTP)

グループ
ウェア

ファイル
サーバ

ログ
管理

ユーザセグメント
本館 1-3F

西館 1-4F

広域ＷＡＮ

地方支部 セグメント

東館 1-4F

運用管理 セグメント
プロバイダーサービス利用

凡例
：共通システム
：個別業務システム

遠隔地バックアップ セグメント

図 3.2-1 システム基本構成図①
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(２)管理分掌の明確化
前述したように標的型メール攻撃は、システム全体が攻撃フィールドになります。一定規模以上の情報シス
テムは、管理分掌（各システム担当者の業務・管理権限）が複雑に絡み合っており、総括的な対応をするに
は、相互連携が必須になります。そこで、システム設計策に必要なステークホルダーを洗い出す為、下記のよ
うに管理分掌を明確にしました。こうすることで、対応すべき部門や連携・調整すべき部門が明確になり、検討
がスムーズになります。

基幹SW

中継SV群

Webサーバ

DMZ

各部門システム
担当者

B
system

公開サービス用

C
system

FW

インターネット
基幹システム担当者

FW

・・・
インターネット

インターネット セグメント

業務システム セグメント
D
system

サーバー セグメント

FW
運用管
理ｻ-ﾊﾞ

独立型システム

プロキシ
サーバ

AD

MAILL
サーバ
(SMTP)

グループ
ウェア

ファイル
サーバ

ログ
管理

ユーザセグメント
本館 1-3F

広域ＷＡＮ

地方支部 セグメント

独立系
システム
管理者

東館 1-4F

西館 1-4F

部門
管理

運用管理 セグメント
プロバイダーサービス利用

広域ＷＡＮ管理者

凡例
基幹システム担当者

遠隔地バックアップ セグメント

個別システム
：共通システム
：個別業務システム

図 3.2-2 システム基本構成図②
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(３) 模擬攻撃トレースの実施
「３．１ 標的型メール攻撃シナリオ詳細」に従い、システム基本構成図上で模擬攻撃トレースを行い、対策
すべき機器・装置を明確にしました。ここでは、攻撃者がシステム内部に潜入することを前提に、攻撃シナリオ
に従って、攻撃者の足取りを明確にします。

基幹SW

C&Cサーバ

Webサーバ

中継SV群

DMZ

各部門システム
担当者

インターネット

インターネット
基幹システム担当者

FW

・・・

B
system

公開サービス用

C
system

FW

インターネット セグメント

業務システム セグメント
D
system

サーバー セグメント

FW
運用管
理ｻ-ﾊﾞ

独立型システム

プロキシ
サーバ

Active
Director
y

MAILL
サーバ
(SMTP)

グループ
ウェア

ファイル
サーバ

ログ
管理

ユーザセグメント
本館 1-3F

広域ＷＡＮ

地方支部 セグメント

部門
管理

西館 1-4F

東館 1-4F

１次着弾 拠点端末 情報収集 情報送信
端末
端末
端末

運用管理 セグメント

独立系
システム
管理者

プロバイダーサービス利用

広域ＷＡＮ管理者
基幹システム担当者

遠隔地バックアップ セグメント

図 3.2-3 システム基本構成図③
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凡例
：共通システム
：個別業務システム
：対策装置

個別システム

(４) システム設計策の検討
模擬攻撃トレースの分析結果を「監視強化策」と「防御遮断策」に分けて、下記のように攻撃段階毎の設計
対策としてマトリックスシートに纏めました。下記は、実際に使用したマトリックスシートの一部抜粋です。
ここでのポイントは、攻撃段階毎の「脅威シナリオ内容」、「対策目標」を明確にした上で、「監視強化策」と
「防御遮断策」を検討することです。また、特定の知見を持った人だけで検討を行うのではなく、ネットワーク構
築技術、サーバ運用技術、ウイルス解析技術等の複数の視点を入れた検討を行うことが重要です。組織内に
おいても、構築事業者や各分掌の担当者等の複数の知見の異なる有識者を交えることで、有効な解決策が
生み出せます。

・・・
図 3.2-4 攻撃・対策マトリックスシート
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◆システム設計策のイメージ例
システム設計策の案出イメージを以下に示します。想定されるシステム構成上に攻撃パターンを被せ、現
状想定（設計）で抽出した設計上の問題点に対し設計案を検討していきます。
検討に実事案及び実設計構成を用いることにより、対策精度は向上します。

現状分析

攻撃者

リモートメンテナンス

Internet
リモートメンテナンス
通信経路

①コネクトバック
通信経路確立

設計上の問題点①
管理用ポートがインター
ネットおよびユーザセグ
メント側に設置
②管理者権限奪取
④タイマー付き破壊
プログラム配置
管理者端末

③サーバ探索、運用管
理サーバ乗っ取り
運用管理
サーバ

・
・
⑤パッチ、パターンファ
イルの配布経路に従い
破壊プログラムの配信

ユーザセグメント

設計上の問題点②
ユーザセグメントに運用
管理端末を設置
図 3.2-5 現状分析例
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サーバセグメント

攻撃者

リモートメンテナンス

対策例

Internet
安全なリモートアク
セスメンテナンス
①コネクトバック
通信経路確立

トランジット
サーバ
DMZ

トランジット
サーバ

②サーバ探索

管理用ポートは、
ユーザセグメントから
見えない

ユーザ端末
(攻撃拠点)

・
・
攻撃者が嫌がる障壁
・
を入れることで、ミスを
・
誘い検知を高める
・

トラップ手法により探索
活動を検知

デコイ
サーバ

運用管理
サーバ

サーバセグメント
運用管理セグメントは、
ユーザセグメントからア
クセスできない裏LAN
設計を実施

運用管理端末

運用管理セグメント

ユーザセグメント
図 3.2-6 システム設計策例
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◆システム設計策の基本コンセプト
システム設計策の基本コンセプトは、適切にネットワークを分離設計し、業務上必要な通信だけを通過（下
記のアクセス制御例参照）させることで、システム内に侵入した攻撃者の侵入拡大を防止します。本書で推
奨するシステム基本構成のポイントは下記になります。
① ユーザセグメントからの外部通信には、プロキシサーバを経由するネットワーク経路設計にする
② ユーザセグメントからは運用機器のメンテナンスを行えないようにする
③ 運用管理セグメントを設け、特定の管理者のみがサーバ群のメンテナンスが行えるようにする
表 3.2-1 アクセス制御設定例
アクセス先 セグメント

アクセス制御例

インター

DMZ

業務システム

ネット

○

インターネット

イントラネッ

インターネット

トサーバ

接続

ユーザ

運用管理

アクセス元 セグメント

×

×

×

×

×

×

○

○

×

×

△

○

×

×

×

×

×

×

×

DMZ

△

業務システム

×

×

イントラネット

×

×

×

×

○

×

○

ユーザ

×

○

○

○

運用管理

×

○

×

○

サーバ
インターネット
接続

凡例 ○：通信許可、△：一部通信許可、×：通信遮断
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×
○

×

３．３ 内部侵入時に使われるツール
攻撃者がどのようなツールを用いて攻撃を行うのかを知る上で有益な情報として、標的型メール攻撃等の高
度な不正アクセスでよく利用されるツールについて調査された資料

13

が、2013 年 3 月 7 日にトレンドマイクロ社

から公開されました。
本節では、この資料を元に C&C サーバとのコネクトバック通信確立後の「基盤構築」、「内部侵入・調査」段階
で使用されるツールを、標的型メール攻撃のフローと併せて整理しました。
なお、これらのツールはアンチウイルスソフト等で検知される場合があります。

①計画立案

②攻撃準備

③初期潜入

④基盤構築

⑤内部侵入
・調査

⑥目的遂行

• 攻撃目標設定
• 関連調査

• 標的型メール
• C&Cサーバ準備

・標的型メール
の送付

・バックドア開設
・端末情報入手
・構成情報入手

・他端末侵入
・サーバ侵入
・管理者情報窃取

・情報窃取
・システム破壊

社外インターネットエリア

⑦再侵入

・バックドアを通じ
再侵入

この部分で悪用さ
れるツールを紹介

社内ネットワーク

図 3.3-1 本節で紹介するツールの攻撃段階
（１）攻撃に悪用されるツールの一例
以下の表は、コネクトバック通信確立後に攻撃に悪用されるツールの概要一覧になります。なお、下記の表
はトレンドマイクロ社から発表された情報に、IPA「脅威と対策研究会」がツールの概要を補足したものになり
ます。
表 3.3-1 攻撃に悪用されるツール例一覧(1/3)

説明 14

概要や補足

参考 URL

のレジストリからパスワードハッ
シュを取得する。通常、パスワードを破
り、ユーザの環境を自由に動き回るため
に利用される。また、「pass-the-hash」
攻撃でも利用。
コンピュータのレジストリからキャッシュされ
たパスワードハッシュを復元するプログラ
ム。通常、パスワードを破り、ユーザの環
境を自由に動き回るために利用され
る。また、「pass-the-hash」攻撃でも利
用される。

パスワードリカバリに使われるツール。
pwdump ,pwdump2 から 7 まで、いく
つかのバージョンがあり、最新版は
Windows7 に対応。

http://www.openwall
.com/passwords/micr
osoft-windows-nt2000-xp-2003-vista-7

ネットワークドライブのパスワードハッシ
ュを取得する。2003 年くらいからあ
る。

http://www.securitea
m.com/tools/5JP0I2K
FPA.html

ツール名
パスワードハッシュの窃取
Windows
Pwdump

Cachedump

13

トレンドマイクロ社 TrendLabs Blog: 持続的標的型攻撃に利用されるツールを徹底解析
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/6835
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表 3.3-1 攻撃に悪用されるツール例一覧(2/3)

概要

参考 URL

LSASS（windows の認証プロセス）か
らパスワードハッシュを取得するツー
ル、2010 年にリリース。

http://www.truesec.s
e/sakerhet/verktyg/s
aakerhet/lslsass_v1.0
_(x86)

ログオンセッションから平文パスワード
を抽出するツール

http://www.ampliase
curity.com/research.h
tml

SAM ファイル、キャッシュされた認証情
報および LSA が管理するプライベート
なデータ「LSA 秘密」の取得。通常、パ
スワードを破り、ユーザの環境を自由に
動き回るために利用される。また、
「pass-the-hash」攻撃でも利用され
る。

SAM（windows の認証情報が含ま
れるレジストリ）からパスワードハッシュ
を取得するツール、2010 年にリリー
ス。

http://www.truesec.s
e/sakerhet/verktyg/s
aakerhet/gsecdump_
v2.0b5

接続の「バウンサー」で、あるホストへの
TCP トラフィックを代替ホストにリダイレク
トする。また、攻撃者の送信元 IP を
難読化するためにも利用される。ツール
により、攻撃者は、標的とする国で複数
の接続を経由してバウンスさせ、インシ
デントの対応者を混乱させる。
トラフィックをリダイレクトするためのプロキ
シとして機能する。HTTP/HTTPS の
接続をリダイレクトし、接続元を不明に
する。トレンドマイクロ社では、情報窃取
においての利用を確認。
接続元を難読化するために、トラフィック
のリダイレクトツールとして利用される。

パケット転送ツール。あるサーバまたは
PC を中継サーバとして使用すること
が出来る。2003 年頃に中国紅客連
盟により開発された推測される。

http://blog.fsecure.jp/tag/HTran

ツール名
説明
パスワードハッシュの窃取
Windows のプロセスからアクティブなログ
Lslsass

Windows
Credential
Editor （WCE）

Gsecdump

インセッションのパスワードハッシュを取得
する。通常、パスワードを破り、ユーザの
環境を自由に動き回るために利用され
る。また、「pass-the-hash」攻撃でも利
用される。
ログオンセッションのリスト化および関連
する認証情報の追加、変更、リスト化
および削除を行うセキュリティツール。

通信経路の確保

HTRAN

ZXProxy (別名
AProxy)
ZXPortMap

Socks4/5 に対応したプロキシーツー
ル。あるサーバまたは PC を内部プロ
キシーとして機能させることが出来
る。
パケット転送ツール。あるサーバーを
通信中継サーバとして使用することが
出来る。2006 年頃開発。

Web サーバー（データ収集・配布用）

Netbox

ZXHttpServer

ホスティングツール、窃取した情報の送
信先サーバ、C2 サーバ向け。通常、バ
ックエンドでの基盤として利用され、作
業におけるタスクを支援する（”Netbox”
は、正当に利用される場合もあるため、
直接的に侵入の痕跡とはいえません）。
配置が簡単で非常に柔軟性のある小
規模な HTTP サーバ。トレンドマイクロ
では、このツールがファイルの転送を試み
る際に利用されているのを確認してい
る。

500kb 前後の非常に軽量な Web サ
ーバプログラム。JavaScript,
VBScript, Perl, などをサポート、
SSL/TLS にも対応。

非常にシンプルな Web Server。
2006 年頃開発。

メール情報の取得

GETMAIL
mapiget

通常、メールアーカイブやこれらのアーカ
イブの中からメールを確認するために利
用される。
このツールは、アーカイブされる前に
“Outlook” から直接 E メールを収集
するために利用される。その後、テキスト
ファイルにダンプされる。
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POP3 に対応したメール取得ツール

メールを直接抜き出すツールのようで
あるが詳細は不明。同様のツールに
mapi.exe などがある。

http://www.interlog.c
om/~tcharron/getmai
l.html

表 3.3-1 攻撃に悪用されるツール例一覧(3/3)

ツール名

説明

概要

情報窃取の一助を担う圧縮アプリケー
ションとして利用される。通常、このツー
ルは、”Winrar”、”7zip” および
“Winzip” で確認される。
持続的標的型攻撃のキャンペーンで利
用される不正プログラムのコードを圧縮
するために利用される。このツールは、リ
バースエンジニアリングおよびコード解析
を防ぐ。

アーカイバを指すと思われる。Lz77 は
データ圧縮の基本アルゴリズムであ
り、インターネット上で自由に入手
可。
オープンソースの実行ファイル圧縮ツ
ール。Windows 用 GUI ツールだが、
コマンドライン版もある。パターンマッチ
ング回避が可能

参考 URL

ファイル圧縮

Lz77.exe

UPX Shell

http://sourceforge.jp/
projects/sfnet_upxsh
ell/

その他のツール（隠蔽化、セキュア消去、情報取得等）

LSBSteganograph
y
Sdelete

Dbgview

データ隠ぺい技術「ステガノグラフィー」の
手法を利用し、画像内にファイルを埋め
込むために利用される。従来の持続的
標的型攻撃の初期の侵入段階および
情報窃取の際に利用される。
安全な削除ツール。安全に削除でき、
フォレンジックによる修復が困難になるた
め、インシデント対応が複雑になる。
ユーザのローカルコンピュータまたは
TCP/IP 経由でユーザがアクセスできる
ネットワーク上のコンピュータにおけるデバ
ッグ出力を監視するアプリケーション。
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プログラム自体は、研究用にリリース
されているコードを流用していると思
われる。AntiVirus GW や Proxy の
回避に使用されると推測。

http://ieeexplore.ieee
.org/xpls/abs_all.jsp?
arnumber=5328281&
tag=1

Microsoft Sysinternals が提供して
いるセキュア削除ツール。プログラムや
収集ファイルの削除に使用していると
考えられる。
Microsoft Sysinternals が提供して
いるデバッグ出力ツール。API やアプリ
の出すデバッグ情報を取得。

http://technet.micros
oft.com/jajp/sysinternals/bb897
443.aspx
http://technet.micros
oft.com/jajp/sysinternals/bb896
647.aspx

（２）攻撃ツールの使われ方
前述したツールは、下記のような内部侵入ケースで悪用されます。下記のケースが全てではありませんが、
攻撃に悪用されるツールにどのような種類が存在し、どのような機能を持っているかを知ることは、各攻撃段
階において攻撃者が何を行おうとしているのか推測する貴重な手掛かりとなります。

データ圧縮や透かしを使用した
データ/プログラムの隠蔽

踏み台PCの
内部から取得

(LZ77, UPX Shell、
LSB-Steganography)

ファイル
圧縮・隠蔽

(pwdump.exe, lsass, cachedump
WCE, secdump等)

プロキシやリダイレクタ
による通信経路の確立
(HTRAN, ZX Proxy)
+RAT

攻撃者

標的型メール
感染端末
(踏み台端末）

通信経路の
確保

C&Cサーバや
情報取得用
メールアドレス
の確保

パスワード
ハッシュの窃取

パスワード
ハッシュの窃取
PCから正規の権限
でアクセスしハッシュ
情報を取得
(pwdump)

Webサーバー
（データ配布
収集用）

通信を中継

インターネット

近接サーバ

近接端末

重要サーバ

メール情報
の取得
Outlookなどの
ローカルメール
ボックスから取得

通信を中継

（Mapi.get, getmail）

ファイル
圧縮・隠蔽

ファイル
圧縮・隠蔽
セキュア削除による
アクセス痕跡の消去
(sdelete)

データ圧縮や透かしを使用した
データ/プログラムの隠蔽
(LZ77, UPX Shell、
LSB-Steganography)
+ rar, zip(パスワード付き）等

通信経路の
確保

他端末/サーバから
取得した正規の
権限でアクセス

プロキシやリダイレクタを
による通信経路の確立
(HTRAN, ZX Proxy)
+RAT

図 3.3-2 ツールを使った攻撃イメージ
また、各攻撃段階において攻撃目的と各ツールの機能から分析した攻撃手口について、下記の URL で
紹介されています。
※参考情報：トレンドマイクロ社 「2013 年上半期 日本国内の持続的標的型攻撃の分析」
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/7726
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３．４ マルウェア動作時のプロキシサーバログ分析結果
現実の対策検討には実装レベルでの検証を行った上で検討する発想が重要であることから、本節では、実際
に標的型メール攻撃のプロセスで使用が確認されたマルウェア（リモートアクセスツール）である「PoisonIvy 15」を
用いて、攻撃動作時にプロキシが記録するログについて検証した内結果を記載しています。
検証の目的は、「単純に”ログを保存”するという発想だけでは不十分であり、”攻撃の実態に合わせてログを特
定”しないと実用できない」という事を具体的に確かめるためです。対策案の実行可能性や運用実現性の観点か
ら課題を具体的に確認するための検証実験を行いました。検証は以下に示す環境で行いました。

②プロキシサーバ
（Squid）に出力される
ログを確認
プロキシサーバ

squid

①端末でサーバプロ
グラムを実行

L3-SW
PoisonIvy クライアント

PoisonIvy サーバ

攻撃端末

ユーザ端末

図 3.4-1 検証構成
検証の手順は以下の手順で行いました。
①ユーザ端末でトラフィックキャプチャツールを実行
②ユーザ端末で PoisonIvy サーバプログラムを実行
③攻撃端末の PoisonIvy クライアントプログラムでセッションの確立を確認
④プロキシサーバの Squid に記録された各種ログを確認
プロキシサーバの機能を提供する Squid には、以下に示す３種類のログが存在します。Squid を標準設定でイ
ンストールした場合、それぞれのログファイルは /var/log/squid 配下に格納されます。
１．access.log ・・・ 端末からの要求（接続元情報、要求メソッド、接続先情報）を記録するログファイル
２．cache.log ・・・ Squid のサービスが生成するエラーやデバックメッセージを記録するログファイル
３．store.log ・・・ キャッシュに記録・削除されたオブジェクトを記録するログファイル
検証の結果、PoisonIvy には以下の特徴がある事が解りました。
・プログラムを停止しない限り、サーバ－クライアント間でセッションを張り続ける
・Squid の access.log にはプロキシサーバに対する CONNECT 接続時にはログが記録されず、セッションの切
15

「remote administration tool (RAT) 」というリモートアクセス型マルウェア。
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断時にログが記録される。
一般的なプロキシサーバの運用で監視する access.log にプロキシサーバに対する CONNECT 接続時のログ
が記録されないという結果を受け、条件を変更して再度検証を行いました。条件の変更には Squid の設定ファイ
ルである squid.conf ファイルのログレベルを変更し、cache.log に記録されるログの分析を行いました。
cache.log は通常、Squid のサービスが生成するエラーやデバックメッセージを記録するログファイルであるため、
プロキシサーバへの接続要求等のログは記録されません。しかし、検証の結果、ログレベルを変更することで、
詳細なログを記録させることが可能だと解りました。
cache.log のログレベル変更は、squid.conf ファイルに記載されている「debug_options」の値を「ALL,1」から
「ALL,9」に修正します。

デフォルト設定値

変更後設定値

#TAG:debug_options
#Default
Debug_options ALL,1

#TAG:debug_options
#Default
Debug_options ALL,9
図 3.4-2 squid.conf 設定変更例

この cache.log に対する設定変更を行うことで、以下のように access.log には表示されない、プロキシサーバに
対する CONNECT 接続時の情報が記録されることが分かりました。

parseHttpRequest: Method is ‘CONNECT’
parseHttpRequest: URI is ‘接続先IPアドレス’
sslStart: ‘CONNECT 接続先IPアドレス : ポート番号’
commConnectStart: FD 20, 接続先IPアドレス : ポート番号
図 3.4-3 access.log 出力例
上記の設定変更を行うことによって、RAT ツールが行う C&C サーバへのコネクトバック通信をプロキシサーバ
で発見するトリガーとすることができます。しかしながら、実際の運用を考慮した場合には以下に示す致命的な
課題が存在しました。
【検証により確認した課題】


cache.log のログレベルを変更した場合、Squid がサービスとして出力するログ容量が膨大（1 分間に約
10MByte）になる。



サービスとして出力するログとプロキシサーバに対する接続要求を分けてログに記録させる設定がで
きない。

上記の課題により、本書では「cache.log のログレベルを変更して、プロキシサーバに対する接続要求を監視
する」という対策手法は、実現性が極めて低いと判断しました。cache.log のログレベルの設定は、本来トラブル
時の切り分けを目的として設計されるものであり、定常的にログ監視するために設計されているものではありま
せん。この結果から access.log での監視に着目した手法を検討する必要があることが分かり、「２．２．５ プロキ
シサーバ経由通信強制遮断によるコネクトバック通信の発見」を導出しました。
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３．５ 統計データから見た分析
標的型メール攻撃に添付されている、コネクトバック通信用マルウェアの解析により、コネクトバック通信種別
が分析できます。これら通信は、各攻撃段階における攻撃者によるシステムのリモート操作等に利用されるた
め、システム設計対策セット項目により監視強化及び遮断対策となる対象通信です。
以下の設計対策項目により、半数以上のコネクトバック通信を遮断・通信監視が可能であることが解ります。


2.2.1 ネットワーク通信経路設計による FW でのコネクトバック通信の遮断



2.2.2 プロキシサーバのアクセス制御によるコネクトバック通信の遮断



2.2.3 プロキシサーバの認証機能によるコネクトバック通信の遮断



2.2.4 プロキシサーバサーバの認証ログの監視と分析



2.2.5 プロキシサーバ経由通信強制遮断によるコネクトバック通信の発見

以下は、２０１１年１１月時と２０１３年８月時の調査結果を比較分析したものです。
データ出典：トレンドマイクロ社 「2013 年上半期 日本国内の持続的標的型攻撃の分析」
http://blog.trendmicro.co.jp/archives/7726


前回調査に比べ大きな傾向変化はない。
（IPA「脅威と対策研究会」では、より対策が困難な HTTPS 利用の増加を警戒して分析を継続した。）





プロキシサーバを利用しない通信が引き続き多く（約半数）利用されている：４６％→５４％


標的組織環境では現在でも直接通信可能な環境が多い。



直接通信を禁止するだけでも被害を低減できる。

HTTPS の利用は増えてはいない：２８％→１４％


攻撃者は HTTPS を使わなくても通信が成功する事を理解している可能性がある。
（通信内容の特徴で検出するアプローチの利用は進んでいない。）



通信内容の特徴で検出するアプローチを利用することで被害を減らせる。

2011年11月調査（ガイド２版時）
□プロキシ利用通信 54
HTTP 26
HTTPS 28
独自 0

2013年8月調査

HTTPSの利用は増えてはいない

■直接通信（プロキシ利用なし） 46
HTTP 4
HTTPS 0
独自 42
単位（％）

引き続き多く（約半数）利用されている

図 3.5-1 マルウェア通信特性の推移
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□プロキシ利用通信 46
HTTP 30
HTTPS 14
独自 2
■直接通信（プロキシ利用なし） 54
HTTP 8
HTTPS 1
独自 45
単位（％）

今後のマルウェアの通信仕様としては、C&C 通信を阻害/検出する対策アプローチが推進していくことで、
HTTPS の利用やクラウド等の正規サービスを悪用する手法が進んでいき、コネクトバック通信の検出が難しくな
っていくことが想定されます。
このため、IPA「脅威と対策研究会」では、今後も通信種別の調査を継続し動勢監視を継続します。一方で、多
くの組織が継続的な監視手法を持ち、攻撃に気づくことで、攻撃側の変化を早期に感知し対応策を検討する事
に繋がります。
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用語集
C&C サーバ(シーアンドシー)
Command and Control サーバの略。攻撃者がマルウェアに対して指令となるコマンドを送信し、マルウェアが
仕掛けられたコンピュータの動作を制御するために用いられる。
コネクトバック通信
外部の攻撃者が端末へ侵入する時の通信方式として、端末側が接続元となって通信を発し、それに応答する
形で攻撃者が端末に接続し、侵入すること。主に攻撃者がファイアウォールをすり抜けるために用いられる。
入口対策
標的型メール攻撃の入口に対する対策の総称。偽装メール対策、マルウェア感染防止、脆弱性対策など、侵
入されないことを前提とした対策の総称。
内部対策
標的型メール攻撃において、マルウェアによる外部へのコネクトバック通信の遮断、及びシステム内部に侵入
した攻撃者による侵入範囲拡大の防止を目的とした対策の総称。
マルウェア
使用者の不利益となる「不正な活動」を行うプログラムの総称。本書では、いわゆる「ウイルス」や「トロイの木
馬」についても、マルウェアと呼称している。
内部侵入・調査
コネクトバック通信を使って内部に侵入した攻撃者の侵入範囲拡大活動や、攻撃目標を定める為のシステム
内部の情報を調査する行為を指し示す。
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