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はじめに 

近年、サイバー空間の安全に関して、政府レベル、民間レベル、そして国際間で様々な取組が進められてい

ます。 

２０１３年１２月に日本政府が発表した国家安全保障戦略 1において「国家の関与が疑われるものを含むサイ

バー攻撃から我が国の重要な社会システムを防護する」ことが規定されました。これは、サイバー攻撃が国民の

安全や国益を侵害するものとして捉えられ、国家の安全保障の枠組みの中でも対処していく必要性が出てきた

ことを示しています。２０１１年頃から米国政府を中心に国際的課題 2となっている、特定の攻撃意図を持ち、国

家や企業等の情報窃取やシステム破壊を行うサイバー攻撃（高度サイバー攻撃）を対象分野とする「サイバー

空間（領域）問題」への対処も、この一環になります。 

また、政府の情報セキュリティ政策会議が策定した「サイバーセキュリティ２０１４3」では、高度サイバー攻撃を

対象に「高度サイバー攻撃対処のための取組等 4」として、重要な業務・情報を取り扱う情報システムを守るため

の取組を今年度から本格的に実施することがうたわれています。 

 
情報セキュリティ政策会議 第４０回会合（平成２６年７月１０日）資料 

 

各種の政府施策において、これら問題に関する政策実現のための体制強化がなされている中、IPA では「脅

威と対策研究会」を設置して、このような“国家や企業等の情報窃取やシステム破壊を行うサイバー攻撃”から

情報システムを防護するためのシステム設計ガイドの検討を進め、その成果を２０１１年１１月、２０１３年８月に

公開してきており、また政府の「高度サイバー攻撃対処のための取組等」に用いる政府ガイドライン 5にも活用さ

れています。 

IPA では、本ガイドの利用者各所へのヒアリング結果や意見等を基に、より現場で利用しやすく関係部署との

相互調整に使えるものとして内容を強化した版を公開することとしました。 

                                                   
1 国家安全保障戦略：http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou.html 
2 サイバー空間国際戦略（International Strategy for Cyberspace）」：

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf 
3 サイバーセキュリティ２０１４：http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2014.pdf 
4 NISC 高度サイバー攻撃対処のための取組等について：http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai40/pdf/40shiryou0600.pdf 
5 高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等ガイドラインについて：http://www.nisc.go.jp/conference/suishin/ciso/dai17/pdf/1-1.pdf 

http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou.html
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
http://www.nisc.go.jp/active/kihon/pdf/cs2014.pdf
http://www.nisc.go.jp/conference/seisaku/dai40/pdf/40shiryou0600.pdf
http://www.nisc.go.jp/conference/suishin/ciso/dai17/pdf/1-1.pdf
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本書の位置づけ 

本書は、２０１１年８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」を初版（２０１１年

１１月に改訂版）とするガイドです。 

初版公開以後、継続的な調査により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、２０１３年８月

に、標的型メール攻撃対策に特化したシステム設計対策として「『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設

計ガイド」を公開しました。 

 

これまで、特定組織を狙った攻撃の特性等から本攻撃を「標的型メール攻撃」と呼称してきましたが、日本政

府と同じ問題認識に立ち、この問題が政府機関のみならず、企業秘密や知財情報を扱う民間企業や社会インフ

ラを支える関連業種に広く及ぶ重大な攻撃であるとの認識に至りました。 

そこで、対策実施の重要性を伝えるために、サイバーセキュリティ２０１４における「高度サイバー攻撃」という

表現に倣い、本書では「高度標的型攻撃」という呼び方を採用することとしました。 

 

また、本呼称の採用に合わせ、“高度標的型攻撃は、特別な攻撃意図および計画性をもって、標的とする組

織の情報システム内部に深く継続的に侵入し、国家や企業規模を問わず、機微情報や知財情報等の窃取を目

的に、基幹業務システムや社会インフラシステムの破壊の恐れがある、他の標的型攻撃とは一線を画す特別な

攻撃である”という認識を持って、本書をシステム内部での攻撃プロセス分析と『内部（攻撃段階）対策』に特化し

たものとしました。 

 

このような背景から、本書のタイトルも、「『高度標的型攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」とし、サブタイ

トルを「～入口突破されても攻略されない内部対策を施す～」としました。 

  

 

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。 

本書が、政府・民間組織における高度標的型攻撃の理解とシステム設計・運用につながり、高度標的型攻撃

による被害防止の一助となれば幸いです。  

・新たな分析結果を追加
・標的型メール攻撃対策を対象

・政府政策に連動
・高度標的型攻撃対策を対象
・内部（攻撃段階）対策に特化

2011年11月 2013年8月 2014年9月2011年8月
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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開発や管理業務、関連部署との相互調整を

行う手引書（ガイドブック）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 

 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 

 IT ガバナンス業務関係者 

 ERM（Enterprise Risk Management）関係者 

 CSIRT（Computer Security Incident Response Team）関係者 
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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（領域）」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、これらの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。 

その論点整理を土台とし、政府の重要政策としても規定されている高度標的型攻撃の全体背景やこの問題

が、政府のみならず企業の経済活動に影響を及ぼす重要な問題であるということを理解した上で、対策の実施

判断をして頂ける事を想定しています。 

高度標的型攻撃の対策実施にあたっては、前版を基に行った各所ヒアリングの意見等を吸収し、より使いや

すいドキュメントとして、解説や対策例等を強化しています。 

 

１．１ 問題領域の拡大と関係整理 

近年、「サイバー攻撃」「サイバー空間」「サイバー領域」「サイバー犯罪」「サイバー戦争」等の言葉が飛び交う

ようになり、従来からの情報セキュリティとの関係が解りにくく、問題論点を整理することが困難になってきていま

す。 

例えば、個人や組織を狙ったサイバー攻撃やその被害報道などは、ニュースで耳にする機会が多くなりました。

一方、外交・安全保障の場において、サイバー攻撃が主要なアジェンダに挙がるなど、数年前には存在しなかっ

た新たな動きも見られています。 

 

従来の情報セキュリティとしての「サイバー攻撃」、外交・安全保障の場で扱われている「サイバー攻撃」、双

方とも同じ言葉ですが、実は意味している内容は異なり、対応者も「セキュリティ技術者」、に限らず、国際交渉を

専門とする「外交担当部署」といったように、全く異なる分野に広がっています。 

国際政治、外交・安全保障や軍事分野にまで多様化した問題を攻撃事象・事故のみに注目して従来の情報

セキュリティとの関係から読み解こうとしても、多様化がゆえに全体像が一般的には解かりにくく複雑に見えます。

その結果、問題点を整理することが難解になり、理解がなかなか深まらない状況にあります。 

一言で「サイバー攻撃」と言っても、個人や企業・組織によって問題の意味合いも異なってきます。どの脅威が

どのような形で自組織や自身に影響するかを考えて対応を検討する事が改めて大切になっています。 
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どの脅威がどのような形で自組織や自身に影響するかを考えて対応を検討する事が大切です。 

脅威は、全ての組織やユーザに一様に降りかかるものではなく、攻撃者の意図や自組織の環境、そして問題

分野により受ける「影響の形」が異なるものです。 

この点を意識して、各脅威が自組織や自身にどのような形で影響するのか考えながら読み進めて頂きたいと

思います。 

 

 

図 1.1-1 問題分野の整理 
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１．２ 企業の経済活動への影響 

高度標的型攻撃では、各種事例を見ると先端技術保有企業、防衛関連企業、重要インフラ関連企業等並び

に、これらの企業と密接な関係にある周辺企業・団体組織等を標的とした攻撃が発生しています 6。 

全ての企業が対象となっているわけではありませんが、標的型攻撃メール 7を確認した企業は、対象標的組

織となっている可能性があるので注意が必要です。 

 

         

図 1.2-1 標的型攻撃メールサンプル 

 

 

図 1.2-2 標的型メールが確認された組織等の業種別割合 

  

                                                   
6 時事報道「政府機関、企業に攻撃メール＝３０団体・事業者へ１４０通－警視庁」：http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406/2014060500010 

IPA 講演資料「標的型攻撃の脅威とセキュリティ対策」：http://www.isaca.gr.jp/cism/img/2012_kouen1.pdf 

日本 IBM 2013 年上半期 TokyoSOC 情報分析レポート（P32）：http://www-935.ibm.com/services/jp/its/pdf/tokyo_soc_report2013_h1.pdf 
7 IPA「標的型攻撃メールの傾向と事例分析 <2013>」：https://www.ipa.go.jp/files/000036584.pdf 

標的型攻撃メール事例： 

IPA「標的型攻撃メールの傾向と事例分析 <2013>」 

https://www.ipa.go.jp/files/000036584.pdf 

ウイルス付き添付ファイル 

日本 IBM Tokyo SOC 調べ： 

2013 年 1 月 1 日～2013 年 6 月 30 日 

http://www-935.ibm.com/services/jp/its/pdf/toky

o_soc_report2013_h1.pdf 

 

http://www.jiji.com/jc/zc?k=201406/2014060500010
http://www.isaca.gr.jp/cism/img/2012_kouen1.pdf
http://www-935.ibm.com/services/jp/its/pdf/tokyo_soc_report2013_h1.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000036584.pdf
https://www.ipa.go.jp/files/000036584.pdf
http://www-935.ibm.com/services/jp/its/pdf/tokyo_soc_report2013_h1.pdf
http://www-935.ibm.com/services/jp/its/pdf/tokyo_soc_report2013_h1.pdf
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高度標的型攻撃は一過性の攻撃ではなく、長期にわたり企業内ネットワーク内に潜み、企業活動の源泉とな

る各種の知財情報や経営情報を密かに窃取し続けることを究極の目的としています。 

このような攻撃で、直ちにすべての企業活動に影響が出るという事ではありませんが、この問題が国際問題と

なっている状況を考えると、ライバル国の企業などにこれらの情報が流出することにより、被害となった企業の

活動にボディブローのように影響が出てくることが十分に予想されます。 

このため、各企業はそれぞれの立場に応じて影響の可能性を考えておくことは重要です。 

 

では、高度標的型攻撃の被害によって、企業活動はどのような影響をうけるのでしょうか？ 

以下は、企業活動への影響について、最悪のシナリオを想定した一例です。 

 

 影響を考える上での前提としては、以下の状況を想定します。 

・ 高度標的型攻撃による影響の意味合いや問題構図の変化が発生していることについての理解が進んで

いない。 

・ 国際競争の中で新製品、新技術の開発に多くの経営資源を投入している。 

・ IoT、IoE8時代が到来すると、ビッグデータ分析等の経営戦略への活用が拡大する可能性がある。 

・ 業種によっては、銀行顧客データ等他企業情報の取り込みが存在するビジネスモデル形態となっている。 

・ 自社内あるいは取引先との間で受発注や在庫、販売、物流などの情報を共有する形態となっている。 

 

 攻撃による直接の影響（被害）として以下のようなものが考えられます。 

・ 設計製造技術等の機密・知財情報やビッグデータ解析結果等の分析情報等の流出（窃取）が発生する。 

・ 企業経営戦略情報等の流出（窃取）が発生する。 

・ 契約管理している個人顧客データ、銀行顧客データ等の流出が発生する。 

・ 元請け、下請けを含め、自社の関連企業等の情報を窃取する際の踏み台とされる。 

 

 その結果としての企業経営活動への影響は以下が想定できます。 

・ 自社製品の模倣品が国際市場に蔓延する。 

・ 経営戦略の流出によりライバル企業に出し抜かれる。 

・ 流出（窃取）情報が顧客情報であった場合の契約責任が発生する。 

・ SCM（Supply Chain Management）の計画性が崩れ、受発注管理に影響が出る。 

・ 企業経営に影響する問題の本質が見えにくくなることによる市場分析や経営判断の誤りが起きる。 

・ 従来の IT セキュリティエンジニアでカバーできる能力範囲を超え、原因不明に陥る。 

 

  

                                                   
8 IoT（Internet of Things）、IoE（Internet of Everything） 
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 以上の結果としての経済活動への影響 

・ 技術や経営戦略の流出により「競争の原則」が崩れる。 

・ 競争力の低下により、国際市場を失う。 

・ 企業活動停滞の結果、我が国の国力が低下する。 

 

   

図 1.2-3 企業の経済活動への影響（想定シナリオ） 
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１．３ サイバー空間（領域）問題とは 

従来からの情報セキュリティ対策に関しては、ウイルスやハッキングといった技術視点に馴染みのある方が多

いと思います。一方、「サイバー空間（領域）」という概念については、新たな領域分野であるため、馴染みが薄

いのが実情です。 

サイバー空間（領域）の概念は、『国際的な公共の財産であるインターネット空間=サイバー領域を、一つの国

が占有しない』という、「外交・安全保障」の延長として生まれた概念になります。 

この点が、技術視点主とした従来からの情報セキュリティとの違いであり、対応者も技術者というよりむしろ外

交・安全保障の専門家があたることになります。 

 

サイバー領域（５番目のドメイン）という概念は、２０１１年に米国政府により定義され 9、サイバー空間も他の領

域（陸・海・空・宇宙空間）のうち公海や宇宙空間等と同じく「国際政治、国際公共財」等で扱うとしています。サイ

バー空間は、「外交・安全保障、軍事作戦」等を目的とした領域として認識されるようになり、サイバー攻撃が国

際政治の問題として扱われるようになったと言えます。すなわち、従来の情報セキュリティとは別の形の問題とし

て捉える必要があります。 

 

 

図 1.3-1 サイバー空間（領域）問題 

 

・ 国際公共財（グローバル・コモンズ） 

サイバー空間が、他の領域と同様に国際公共財（グローバル・コモンズ）10として捉えられていることが国

際的な背景にあります。今日のサイバー空間は、社会、経済、軍事等のあらゆる活動が共存する場となっ

ています。このため、サイバー空間における自由な活動やアクセスを妨げないための規範作りが行われよ

うとしています。 

  

                                                   
9 サイバー空間国際戦略（International Strategy for Cyberspace）」：

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf 
10 国際社会における共通の財産に位置づけられ、アクセスの阻害や、特定の国や地域が独占してはならないもの 

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/international_strategy_for_cyberspace.pdf
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・ 国際政治における動き 

サイバー攻撃を国際政治の主題とする動きが既に始まっています。２０１３年６月に行われた米中首脳会

談において、サイバー攻撃が主要議題に取り上げられました。国際政治の舞台では、領土、領海と同じく、

サイバー空間が安全に利用されることを模索する動きが行われています。 

 

・ 安全保障問題 

２０１３年１２月に発表された我が国の「国家安全保障戦略」において、サイバー空間への防護が国家戦

略に盛り込まれました。ここで想定されている事象は、「国家の秘密情報の窃取」、「基幹的な社会インフラ

システムの破壊」、「軍事システムの妨害を意図したサイバー攻撃」です。サイバー攻撃によって、機密情報

や知的財産情報が他国へ流出するといった国益を損なう事態や、社会の混乱につながる危険を想定して

います。このように、社会、経済、軍事等の活動を脅かす事象として、サイバー攻撃が安全保障の枠組み

の中で捉えられるようになっています。 

 

今後、国内および国際政治を含む様々な場面において、高度標的型攻撃とサイバー領域問題が関連する形 

で問題整理・体制検討が進められることが予想されます。 
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１．４ セキュリティの意味合いと問題構造の変化 

高度標的型攻撃は、その攻撃組織の特別な攻撃の意図性、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、下記の表に示すとおり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。 

表 1.4-1 代表的なセキュリティ問題とその影響 

代表的なセキュリティ問題 意図 攻撃対象 狙われる情報 影響 

ウェブサイト改ざん 攻撃踏み台 

抗議、主張対立 

政府、企業、 

個人 

－ ウェブサイト運営組織の信用失墜 

ウイルス感染の増大 

スマートフォンを狙った攻撃 経済的利益 個人 電話帳 金銭的被害、個人情報漏えい等 

内部犯行(メガリーク) 経済的利益 企業等 名簿 など 組織の社会的信用失墜 

標的型攻撃 

(バンキングマルウェア) 

経済的利益 企業、個人 ID/PW 金銭的被害 

高度標的型攻撃 諜報・破壊目的 政府・団体・ 

企業 

国家機密情報 

知的財産情報 等 

経済的な影響、外交上への影響 

（国益・民間企業の経営に影響）  

 

同時に高度標的型攻撃は、日米などの政府が「サイバー空間（領域）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分野」と「サイバー空間（領域）分野」

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（領域）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 1.4-1 サイバー空間問題の背景イメージ 

 
  

知的財産情報
国家機密情報 等

Ａ国

経済ライバル
敵対国
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従来の情報セキュリティ分野と新たなサイバー空間（領域）分野の問題が同居する全体の構図のなかで、

元々背景を異にしていた分野・担当者が相互に関係をもつことになった結果、問題解決にあたり考慮すべき事

項が拡大していることや、サイバー空間（領域）分野が各国で新たな市場として活発化している事を考慮する必

要があります。 

様々な相互関係が発生するなか、新たな全体像の中で新しい問題を政府含む各所で議論している事を理解

した上で、単に技術問題や脅威問題としてだけではなく、幅広い視野で考える事が重要です。 

 

本書は、これらの課題を見つめるためのガイドブックとしての意味も合わせ持って作成しました。 

 

 

図 1.4-2 サイバー空間と情報セキュリティ 
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１．５ 様々なサイバー脅威をそれぞれの問題視点で考える事の重要性 

サイバー攻撃には様々な種類がありますが、その影響と問題の形は一様ではありません。同時に、立場や対

象によって、その影響範囲は個人～国家まで様々です。 

サイバー攻撃の技術的内容で問題を考えるのではなく影響の内容と意味で捉え、それぞれの立場や組織に

とっての問題は何かを判別し、優先度をもって考える必要があります。 

限られたリソースの中で、全てを一様な問題と捉え、大事な問題が後回しになったり、忘れ去られたりするよう

なことがあってはいけません。 

 

一般的に言われる「標的型攻撃」も、その特性は様々であり、おおむね３種別（「図１．５－１標的型攻撃と高

度標的型攻撃の関係」参照）に区分することができます。 

標的型攻撃には、いわゆるボットウイルスが情報システムの中に混入したものや、感染サイトから落ちて来た

（ドライブバイダウンロード）ウイルスのケースなども含まれています。 

これらは、従来からあった脅威問題・サイバー犯罪問題であり、その対処もウイルス対策ソフトの導入や脆弱

性対策等の従来対策で対応可能です。 

一方、標的型攻撃のうち、従来対策では発見遮断が困難であり、内部までの侵入を許して情報窃取につなが

り、執拗に再侵入を繰り返す攻撃が高度標的型攻撃です。また、従来の対策では、内部に侵入した後の監視や

発見も困難であるという特徴を持ちます。 

 

このように、標的型攻撃の中には、高度で危険なものも含まれているので、対策にあたっては入口（段階）対

策のみで対処済みであると考えないようにすることが重要です。 

 

     

図 1.5-1 標的型攻撃と高度標的型攻撃の関係 

  



14 
 

高度標的型攻撃は、様々なサイバー攻撃の中で「国家政治問題、国家権益問題、経済問題、知財問題、安

全保障問題、危機管理問題」の問題としても扱われる攻撃であり、その他のサイバー攻撃とは一線を画す重要

な問題です。 

同時に、各国政府でも「サイバー空間（領域）問題」として扱う重要な問題となっており、その対象範囲は、政

府機関のみならず、企業秘密・知財情報を扱う民間企業や社会インフラを支える関連業種に及んでいます。 

 

本書では、このような問題分野の対象攻撃である「高度標的型攻撃」を優先的重要課題と捉えています。 

 

 

図 1.5-2 様々なサイバー攻撃 

 

 

  

不正ログイン・不正利用
ウェブサイトの改ざん
ウェブサービスからのユーザー情報の漏えい
インターネットバンキングからの不正送金
悪意あるスマートフォンアプリ
SNSへの軽率な情報公開
紛失や設定不備による情報漏えい
ウイルスを使った詐欺・恐喝
サービス妨害

高度標的型攻撃

国際政治問題
国家権益の問題
経済問題
知財問題
安全保障問題
危機管理問題
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高度標的型攻撃は、その攻撃意図性と攻撃者の特性から国際政治問題となっている攻撃であり、政府・民間

企業等を対象とした以下の攻撃内容を含んでいます。同時に政府機関のみが対象ではなく、政府・民間全体に

影響（商益・国益）する問題であり、引いては一般国民にまで影響する問題であるという認識が重要です。 

また、国家的に重要な情報や製品技術を扱う企業ばかりでなく、一見関係ないような関連企業も標的に関す

る情報を収集するために狙われる可能性もあります。 

 

 知財情報等の窃取・偵察（Information Stealing Attack） 

 IT システムの破壊・妨害（Sabotage Attack） 

 

本書は、上記のような背景を持つ高度標的型攻撃を対象として、その攻撃パターン、攻撃の全貌、攻撃パタ

ーンに対応する対策をまとめたものです。 

 

 

図 1.5-3 標的型攻撃の分類 
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１．６ 脅威と対策の橋渡しの重要性 

従来、「高度標的型攻撃は攻撃全容の把握が難しい」と言われてきました。その理由の一つに「単一分野の

み」で調査を行うことの限界が挙げられます。特に、情報システム内部（攻撃段階）での攻撃活動に関する情報

は少なく、事案解析（デジタル・フォレンジクス）分野などの情報を相関しないと対策検討の前提となる脅威モデ

ルの把握ができません。 

また、国際情報の流れなどの背景を理解しないと、問題の大きさや影響の意味合いの理解が希薄となり、対

策緊要度の判断が出来ません。 

 

そこで、本書作成にあたっては検討参加分野を広げ、サイバー空間（領域）問題に係る様々な分野を対象にし

ました。これにより、各分野の専門家の知見が相関でき、従来とは異なる発想が生まれてきやすくなります。 

このような検討スキームで出来上がったものが本書であり、各分野の専門知見が幅広く含まれています。 

 

IPA では、関係分野を幅広くつなぎ、問題の本質構造を検討する場として、初版発行時点（２０１１年８月）から

「脅威と対策研究会」を設置し検討を重ねてきました。本研究会は、従来バラバラであった脅威分析分野と対策

立案分野をつないで橋渡しを行い、脅威分析情報を基に対策側が具体策を検討できる場として設置されました

（「図１．６－１ 専門分野の連携」参照）。 

 

このような、背景と特性を持って作成された本書は、それぞれの分野間をつなぐ橋渡しとしての役割も持つこ

とになります。高度標的型攻撃問題の対応全体を検討する際には、分野間(業種間)のイメージの整合、目的・問

題認識の一致が最も大切です。 

その上で、単に脅威のみを課題とするのではなく、組織対策につなげて対策を案出する事が重要ですが、担

当分野が異なるため、脅威と対策が切り離されてしまう事があります。 

対策は、脅威とつながって初めて有効な効果を生む対策となります。このため、「脅威と対策を橋渡しするアプ

ローチ」が重要となってきます。 

 

図 １.6-1 専門分野の連携 
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１．７ 政府施策と「IPA システム設計ガイド」との関連 

政府（NISC）では、高度標的型攻撃の脅威から重要情報を扱う政府省庁等システムを守るため、「高度サイバ

ー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」の運用を開始しました 11。 

この「付属書２ 標的型攻撃への対処のための対策セット」の部分に、本書のシステム設計対策セットが活用

されており、IPA 脅威と対策研究会と連携しています。 

なお、政府（NISC）の「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価」は、国家安全保障戦略 12に「リスクアセメ

ントに基づくシステムの設計・構築・運用」として規定されている重要な政策です。 

 

IPA 脅威と対策研究会では、新たな脅威の出現による調査分析、対策の立案等を継続的に行い、必要に応じ

て政府（NISC）に設計対策セットを提供しています。 

 

図 1.7-1 関連政策との関係 

 
  

                                                   
11 「高度サイバー攻撃対処のためのリスク評価等のガイドライン」： http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/riskguide.pdf 
12 国家安全保障戦略：http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou.html 

http://www.nisc.go.jp/active/general/pdf/riskguide.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/siryou/131217anzenhoshou.html
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２. システム設計対策の概要 

本章では、「高度標的型攻撃」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 高度標的型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、高度標的型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または遮断することを

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、内部侵害拡大を早期に発見する事”を対策の主眼としています。 

 

 

図 2.1-1 高度標的型攻撃の概要 

 

 

  

標的型攻撃 高度標的型攻撃

Web改ざん
サイト閲覧によるウイルス感染等

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

内部活動（侵入行為）
全体を詳細に分析

ゲートを正常に
通過！

攻撃各段階の攻撃
動作を発見又は遮断

組織Ａの○○情報を
継続監視！

従来対策で対処

攻撃の入口

内部の侵入拡大

様々な定義が存在
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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 

 “標的型攻撃”と言うと、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、高度標的型攻撃において、偽装メールやマルウェア感染は、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・破壊です。すなわち、攻撃の本質は「感染拡大ではなく

侵害の拡大！」にあると言えます。 

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。高度標的型攻撃の全

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。 

 

図 2.1.1-1 攻撃の核心部 

 

 

 

 

 

 

攻撃核心部は「感染拡大ではなく侵害拡大！」

高度標的型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」

 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

入口対策

内部対策
（出口対策内容も含む）

情報窃取と改ざん・破壊

・
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（２） システム設計策の必要性 

攻撃者はシステム内部を広範囲にわたり侵入（システム内部でのハッキング）することから、対策の検討範

囲は、個々の端末やサーバ自体ではなく、情報システム全体となります。 

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。高度標的

型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、対策の考え方も、内部への侵入を前提とした上

で、「侵害拡大防止」および「監視強化」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。 

 

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害拡大を防止する事」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 "侵害拡大" 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！） 

 

 

  

運用管理端末 攻撃拠点

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

内部侵入（内部活動）の拡大！
(対策するポイント)

ハッキング！

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
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２．１．２ 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 高度標的型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、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を検討し、対策を 

「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。 

⑤ 定期的に対策の見直しを行い、攻撃側の変化に応じた対策案を検討。 

 

システム設計策は、現実に近いシステム構成図上で、ヒアリング結果を元に作成した現実の攻撃シナリオ

に沿って机上で模擬攻撃（トレース）を行いながら案出した、システム設計上のセキュリティ対策です。このため、

システム設計策は「侵害拡大」を防止するための具体的な実装内容となっています。 

 

図 2.1.2-1 システム設計導出アプローチ 

 

 

ヒアリングの実施

新たな攻撃手口

運用現場の声

システム基本構成図

基盤構築段階
 バックドア開設
 直接外部通信タイプ
 プロキシ通信対応タイプ
 認証プロキシ突破タイプ
 侵入端末での諜報
 ツールのダウンロード
 コマンドの実行

攻撃シナリオ

攻撃シナリオをシステム上の
動作に照らし合わせて、シス
テム設計策を案出

・
・
・

監
視
強
化
策

防
御
遮
断
策

・
・
・

監視①

遮断②

監視⑦

監視②

遮断①

遮断⑦

システム設計策

関係者を交えた机上トレース

定期的な見直し

① ②

③

④

⑤
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（２） システム設計策検討ポイント 

高度標的型攻撃においては、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？」、「窃取された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つながります。攻撃を早期に把握するため

の手段が「監視強化策」です。 

防御遮断策および監視強化策双方の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ごとに整理した攻撃目的（達成目標）と攻撃手段に対し、攻撃者の心理的要素 

を加味した模擬攻撃トレースを行い、攻撃者のミスを誘いやすい足跡部分を特定する。 

模擬攻撃トレースの結果、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。 
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（３） システム設計対策セット改定時のヒアリングで得られた改定ポイント 

２０１３年８月公開のシステム設計ガイドを対象に、設計現場等で実際に使用する上での課題や説明不足

事項などのヒアリングを行いました。ヒアリングにより得られた利用者からの意見や質問を通じて、システム設

計・運用現場において、より実践的に活用できるように、今回の改定につなげました。 

主要な改定ポイントは以下です。 

 

① 攻撃シナリオ内容の解説を充実⇒攻撃の目的背景と対策理由を理解しながら対策セットを利用可能 

② 各対策項目の関係性と対策理由を整理し、各攻撃段階に応じて用いる対策をセット化し再整理 

③ 脅威と対策箇所の関係を把握するためのリスク管理チャートを追加 

④ 今回、新たに見出した攻撃シナリオ（新脅威）と対策を追加⇒認証プロキシ突破型の攻撃対策を検討 

⑤ 各攻撃段階における従来対策と本書のシステム設計対策セットの関連性を説明強化 

⑥ IT ガバナンス分野とシステム設計管理分野の双方が利用できる橋渡しドキュメントとした 

⑦ 設計対策の該当箇所を対応対象機器に関連付けた説明を追加 

⑧ 対策案出に用いた脅威トレース技法の自動脅威トレース技術についての解説を追加 

⑨ 実際の現場システム環境に合わせ、連接システム形態時の使用方法を追加 

 

 

図 2.1.2-2 改定のポイント 
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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。 

高度標的型攻撃を想定脅威とした場合は、例えば「システム内部への侵害拡大」を前提とした、ネット 

ワーク方式設計上の対策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 

に関する情報が乏しく、内部への侵害拡大を抑制、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。 

 

 

  

高度標的型攻撃の歴史 

高度標的型攻撃は、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、明らかになっていません。 

２０１１年に米国政府が「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。 

   
図 2.1.2-3 高度標的型攻撃の歴史 

要件定義 システム設計 実装 テスト・検証 運用

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。

2003 ~ 2005 2009 2010 2011 2012

Operation
Aurora

国内重工業事案

政府機関への攻撃Titan Rain（米）
国内の政府機関
への標的型メール
の観測

~

タイムライン

2014

2008/4/16

2005/7/8

米国 英国

2006/7/8

MANDIANT社レポート(APT)

米政府サイバー空間ドクトリン発表

・

・

・

・

2013

国家安全保障戦略
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２．２ 脅威の全体イメージ 

高度標的型攻撃は、複数の攻撃手法を組み合わせ、明確な攻撃意図と、確実に攻略に至らせる戦術的な攻

撃シナリオに沿って遂行されます。また、攻撃シナリオは、メールやウェブ経由でシステム内部に侵入した後、段

階的にシステムの攻略範囲を拡大していき、情報の窃取やシステムの破壊等に至ります。 

  

図 2.2-1 脅威の全貌イメージ 

近年頻発している、巧妙なソーシャルエンジニアリングを用いた「やり取り型攻撃 13」においても、攻撃の全貌

から見ると、システム侵入の一手段にすぎません。「やり取り型攻撃」では、攻撃者は、複数回のメールのやり取

りを通じて、ターゲットユーザに安心感を与えることにより添付ファイル等を開かせて、マルウェアを配布・感染さ

せ、システム侵入への足掛かりとします。 

システム内部の端末が一度感染した後は、バックドアが仕掛けられ、端末が遠隔操作され、攻撃基盤が構築

されていきます。 

  

                                                   
13 「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）2013 年度 活動レポート ～ 「やり取り型」攻撃に関する分析情報の共有事例 ～」 

https://www.ipa.go.jp/files/000039231.pdf 

https://www.ipa.go.jp/files/000039231.pdf
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２．２．１ 高度標的型攻撃の全容（攻撃シナリオ） 

以下は、IPA で分析した結果を基に整理した高度標的型攻撃の基本パターンです（詳細は「３．１ 高度標的型

攻撃シナリオ詳細」を参照）。防御側は、攻撃者の手の内を熟知すると共に、狙われるシステム上の弱点を認識

した上で対策を講じることが重要です。 

 

また、③初期潜入段階の攻撃手口は日々巧妙化・高度化し、手口の変化が激しい部分です。このため、対策

が後手となりやすい傾向にあります。やり取り型攻撃や水飲み場攻撃などの手口は、この段階での手法変化に

なります。 

一方、④基盤構築および⑤内部侵入調査段階の攻撃手法の変化はそれほど大きく無く、対策の有効性が継

続する部分です。③初期潜入段階での様々な潜入手口も、基盤構築段階以降の攻撃手段は共通です。 

この特徴を踏まえ、内部対策を重視することで、対策コストおよび監視管理工数的にも効率的な防御が可能

になると言えます。 

 
図 2.2.1-1 高度標的型攻撃 攻撃シナリオ 

 

次項以降で各攻撃段階における攻撃者の活動内容と攻撃が成功する背景を紹介します。 

  

• 攻撃目標設定
• 関連調査

社外インターネットエリア 社内ネットワーク

①計画立案 ②攻撃準備 ③初期潜入

• 標的型メール
• C&Cサーバ準備

・マルウェア感染

⑦再侵入

・バックドアを通じ
再侵入

メールと
マルウェアの問題

④基盤構築

・バックドア開設
・端末の諜報
・ネットワーク環境
の調査・探索

⑤内部侵入
・調査

・端末間での侵害
拡大

・サーバへの侵入

⑥目的遂行

・データの外部送信
・データの破壊
・業務妨害

侵害拡大部分
（内部対策を必要とする範囲）

本ガイドの対象範囲従来対策

手口が巧妙化し、攻撃手法
の変化が激しい部分
・やりとり型、水飲み場等
・標的型メール件名等内容

攻撃手法の変化がそれほど無い部分

対策の有効性が継続

対策が後手に回りやすい
様々な潜入手口も④基盤構築
段階以降の攻撃手段は同じ。
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（１） 「計画立案段階」 

計画立案段階では、攻撃者によって一連の攻撃の基となる情報の収集が行われ、本格的な攻撃に向けた

準備が行われます。 

 

 

 

図 2.2.1-2 計画立案段階 イメージ 

 攻撃手口 
計画段階では、対象組織のユーザを確実に騙してマルウェア感染を確実に成功させるように、標的とな

るユーザが信じ込みやすい情報を収集します。 

 インターネット上からメールアドレスや職場関連の情報を収集 

 関連組織に攻撃を行い、標的組織に関連するメール等の情報を窃取 

 

 攻撃が成功する要因／運用側の問題点 
近年のインターネットサービスは、個人や組織の情報がオープンとなり、攻撃者にとっても偵察しやすい

環境になってきています。情報のオープン化に伴い、ユーザが騙されやすい状況が作り出されています。 

  

攻撃目的：標的組織に関係する情報を収集する 
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（２） 「攻撃準備段階」 

攻撃準備段階では、システム内部に侵入するための攻撃環境が作られます。 

 

 

 

 

図 2.2.1-3 攻撃準備段階 イメージ 

 攻撃手口 
侵入手段としての標的型メールおよび通信環境である C&C サーバが準備されます。 

① 標的型メールの作成 

計画立案段階で入手した情報を基に、標的ユーザが騙されやすい文面でメールが作成されます。 

② C&C サーバの準備 

C&C サーバは、インターネット上に構築され、端末の制御やターゲット組織から窃取した情報の一時保管

に用いられます。 

 

 攻撃が成功する要因／運用側の問題点 

C&C サーバは、国内に限らず世界中のサーバにホスティングされており、頻繁に攻撃拠点を変えること

で、攻撃元が特定されづらくなっています。インターネットが持つ匿名性や簡単にサーバ構築が行えるサー

ビスの充実といった背景が、攻撃に悪用されています。 

  

偽装メール

攻撃目的：攻撃に必要となる環境を準備する 
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（３） 「初期潜入段階」 

初期潜入段階では、メールを標的ユーザに送付しマルウェアに感染させます。 

 

 

 

図 2.2.1-4 初期潜入段階 イメージ 

 攻撃手口 
攻撃者は、ユーザ端末にマルウェアを感染させるために、下記のような騙しのテクニックを用います。 

 標的ユーザに関連する情報(差出人やメール件名等)を使ったメールの送付 

 アイコンの偽装、ファイル拡張子の偽装により、ユーザの警戒心を解除する 

 ユーザに添付ファイルを開かせる（プログラムを実行する）ことで、画面上の変化なくマルウェアに感染

させる 

 攻撃が成功する要因 
標的型メールを使ったマルウェア感染が成功する要因として、下記が挙げられます。 

① 標的型メールと見抜くことが困難 

近年の標的型メールは、完成度の高い日本語で書かれており、攻撃準備段階で窃取した本物のメール

が使われるなど、メール自体から偽物と見抜くのが困難になってきています。 

② マルウェアの検知が困難 

高度標的型攻撃に使われるマルウェアは、標的とする組織ごとにオリジナルのマルウェアを改造(亜種を

作成)していると言われており、ウイルス対策ソフト等で検知されないような工夫が取られています。 

③ 脆弱性を悪用しない手口の横行 

アイコンやファイル拡張子が偽装されており、ユーザが騙されやすい環境が創出されます。また、ユーザ

は正当なアプリケーションと騙されてマルウェアをインストールするため、脆弱性対策を施したセキュアな端

末でもマルウェアに感染してしまいます。脆弱性を完全に除去してもマルウェア感染を完全に回避できるわ

けではありません。 

 

攻撃者は、巧妙な偽装テクニックやユーザの心理・行動的な隙を突き標的型メールを送付してきます。ユ

ーザ側でいくら注意しても、大量の業務メールに紛れて受信するため、見分けるのが困難であり、結果とし

て攻撃の成功率が高まります。そのため、本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(「２．２．４ 攻撃手法の変化」参照)。 

攻撃目的：目標組織の端末を確実にマルウェアに感染させる 



30 
 

（４） 「基盤構築段階」 

攻撃者は、本格的な攻撃に入る前段階として、コネクトバック通信を開設し、各種ツールを用いて試行錯誤

しながら内部のネットワークやサーバの位置情報を把握します。 

 

 

 

図 2.2.1-5 基盤構築段階 イメージ 

 想定される脅威と攻撃手口 
攻撃者は、下記のような手順でシステム内部の偵察と侵害拡大に向けた攻撃基盤を構築します。 

① コネクトバック通信の開設 

ユーザ端末に送り込まれたマルウェアが活動を開始すると、C&C サーバに対して「リモートコントロール

通信経路（コネクトバック通信）」を開通しようとします。コネクトバック通信が確立されると、攻撃者がC&Cサ

ーバを経由してリモートから端末を制御できる状態になります。 

また、コネクトバック通信は、オフィス環境で使用される HTTP や HTTPS といった通信プロトコルを用いる

ため、通信の特徴だけでは検知が困難な場合が多いのが特徴です。マルウェアの通信機能に着目すると、

大まかに下記のタイプに分類されます(「２．２．４ 攻撃手法の変化」参照)。 

 直接外部通信タイプ・・・・・・・・・直接 C&C サーバに接続するタイプのマルウェア 

 プロキシ通信対応タイプ・・・・・・プロキシサーバと連携するタイプのマルウェア 

 認証プロキシ突破タイプ・・・・・・Windows 標準 API や通信キャプチャー等により、プロキシの認        

証機能を突破するタイプのマルウェア 

② 侵入端末での諜報 

攻撃者は、下記のような手口を使い、侵入した端末上の情報を収集します。 

 ツールのダウンロード・・・・・・・・攻撃に悪用するため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) 

 コマンドの実行・・・・・・・・・・・・・コマンドを実行して、サーバの位置情報や端末の環境情報を収 

集します。 

 認証情報の窃取・・・・・・・・・・・ダウンロードしたツールを用いて、端末にキャッシュされている 

パスワードハッシュを窃取します。 

 

攻撃目的：侵入端末を起点にして、ネットワークおよびサーバの位置情報等を収集する 
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③ ネットワーク環境調査・探索 

攻撃者は侵入端末を起点として、下記の様な内部ネットワークに関する情報を収集し、通信の到達範囲

や動作しているサービスを把握します。探索行為は、特定のポートに絞ったスキャンを実施することで、不正

操作の発覚を隠ぺいする工夫が取られています。 

 IP アドレスの探索 

 サービスポートの探索 

 

 攻撃が成功する要因／運用側の問題点 
攻撃者は、システムを攻略するに際し、様々な弱点を狙ってきます。狙われる弱点には、ソフトウェアの

脆弱性やサーバの設定ミス等の“セキュリティホール“だけでなく、セキュリティの考慮が不足しているシス

テム構成や運用手法も含まれます。下記は、利便性を優先させた結果、攻撃が成功しやすい環境を創出し

てしまった例になります。 

 

① FW のフィルタリングルールの形骸化 

システム運用当初は、全ての通信がプロキシサーバを経由するように設計されていても、時間の経過と

共に、FW のフィルタリングルールは緩くなり、徐々に当初のポリシーからかけ離れていく事例が散見されま

す。FW のフィルタリングルールが形骸化した環境では、マルウェアが外部の C&C サーバとのコネクトバック

通信を開設しやすくなります。更に、コネクトバック通信はルールに則った正常通信となるため、発見や事後

分析が困難になる恐れがあります。 

 

② 素通しに近いプロキシサーバの運用 

プロキシ通信対応タイプのマルウェアにおいては、HTTP の CONNECT メソッドを発行してプロキシサーバ

を通過する手口が用いられます。HTTPS（４４３ポート）のような CONNECT メソッドを使用した正規通信と比

べて、マルウェアの通信は、独自プロトコルやランダムなポートへのアクセスが多いことが分かっています。 

CONNECT メソッドを自由に利用できる素通しに近い環境で運用されているプロキシサーバでは、マルウェ

アが外部の C&C サーバとのコネクトバック通信を開設しやすくなります。 
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（５） 「内部侵入・調査段階」 

攻撃者は、前段階で確保した攻撃基盤をベースに、次々と端末を乗っ取りながら侵害範囲を広げていきま

す。本段階が高度標的型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害拡大」とする所以

です。 

 

 

  

図 2.2.1-6 内部侵入・調査段階 イメージ 

 想定される脅威と攻撃手口 
攻撃者は、認証情報を窃取しながら、近隣の端末やサーバへ攻撃範囲を拡大していきます。 

① 端末間での侵害拡大 

端末間での侵害拡大は、下記のような流れで攻撃が行われます。 

1) 侵入した端末から管理者アカウントのパスワードハッシュを奪取する。 

2) FTP サービス、Windows ファイル管理共有、echo コマンド等を使用して、近隣端末へ内部攻撃用の

ツールをコピーする。（Pass The Hash 攻撃の悪用） 

3) 近隣端末にコピーした内部攻撃ツールをリモート実行し、近隣端末を乗っ取る。 

4) イベントログやツール実行時に生成されたファイルを削除し、痕跡を消去する。 

攻撃者は、上記のように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 

していきます。攻撃基盤が役割をもってシステム全体に分散するため、攻撃の全容を掴みづらくなるような 

特徴があります。 

攻撃目的：認証情報を窃取しながら、侵害範囲を拡大する 
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② 端末からサーバへ侵害拡大 

攻撃者は、サーバに対しても侵害範囲を拡大していきます。サーバへの侵害は、大きく下記２つの経路

が用いられます。 

 管理者端末の乗っ取り 

侵害範囲が運用管理端末に及ぶことで、運用管理端末を経由してサーバに攻撃が及ぶように

なります。管理者端末が乗っ取られた状態では、サーバ側で管理者認証を実装していても、効果

が無く、認証が突破されてしまいます。 

 

 ユーザ端末からのサーバへのリモート操作 

ユーザセグメントからサーバセグメントに対して、アクセスフリーな状態で運用していると、サー

バへの侵害を許しやすくなります。攻撃者は、ユーザ端末から SSH、リモートデスクトップ、PsExec

等のリモート管理サービスを利用して、サーバへ不正アクセスを試みます。 

 攻撃が成功する要因／運用側の問題点 
内部侵入・調査段階においては、システム内を自由に歩き回れるアクセス制限の緩い環境こそが、攻撃

を完遂させやすい状況になってしまいます。一方で、運用の利便性を考慮すると、制限を厳しくできないケ

ースも存在し、利便性を考慮しながら、対策を検討していく必要があります。 

 

① ユーザ端末におけるファイル共有サービスの開放 

攻撃者は、端末のファイル共有サービスにバックドアツールを仕掛けて、端末を乗っ取っていきます。そ

のため、ファイル共有サービスが無秩序に開放されている環境は、恰好の餌食となってしまいます。一方で、

Active Directory では、ファイル共有サービスを利用してポリシーを配布しており、サービス自体を停止する

ことが運用上難しい実情があります。このような運用の利便性を低下させないように、特定のサーバとクラ

イアント間に限定してファイル共有サービスを運用することが求められます。 

 

② キッティング時に設定した共通アカウント 

ユーザ端末の初期キッティングにおいて、マスター端末のイメージを他の端末に複製するケースが散見

されます。ディスクイメージを複製すると、全端末で共通の Administrator アカウントおよびパスワードがセッ

トされた端末が出来上がり、一台のユーザ端末からハッシュパスワードが窃取されることで、他端末へ侵害

が容易になります。 

 

③ Domain Admins を使用した端末のリモートメンテナンス作業 

資源配布管理システムを導入して、ユーザ端末へのソフトウェアの配布やバージョンアップ作業を一元的

に管理するために、Domain Admins 権限を利用しているケースが散見されます。 

このような運用を行うと、Domain Admins アカウントが端末にキャッシュされてしまい、攻撃者に窃取され

るリスクが高くなります。Domain Admins のアカウントが窃取されると、ドメインに参加する全てのコンピュー

タ資源に対してフルコントロール権限を持つことになり、Active Directory によるセキュリティ構造が崩壊して

しまうことを意味します。 
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④ ユーザ端末と管理端末の共用 

業務最適化の観点で、メールチェックなどの通常業務とサーバのメンテナンス業務が同じ端末で実施さ

れているケースが散見されます。ユーザ端末と管理者端末を共有していると、外部からのメールやウェブ経

由で端末に侵入しやすく、サーバまで攻略しやすい環境になってしまいます。 

 

⑤ フラットなネットワーク構造 

ネットワークセグメントは分離しているが、セグメント間のアクセス制御については、実施できていないケース

が散見されます。ネットワークセグメントが、アクセス制御まで含めて正しく設計されてない環境では、ユーザ

セグメントに侵入した攻撃者が容易にサーバセグメントまで侵害範囲を拡大することができてしまいます。

業務要件に応じて、ネットワークセグメントを適切に分割し、アクセス制限を施すことで、攻撃者が侵害範囲

を拡大しにくいネットワーク環境を作り上げることが重要となります。 
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（６） 「目的遂行段階」 

目的遂行段階においては、複数の端末とサーバが攻撃者のコントロール下に置かれ、最終目的に応じた

攻撃が行われます。本段階では、システム全体が乗っ取られている状態となっているため、実害を回避する

のは極めて困難と言えます。 

 

 

 
図 2.2.1-7 目的遂行段階 イメージ 

 

 想定される脅威と攻撃手口 
① データ窃取・外部送信 

管理者権限で自由に操作できる各装置内から収集したデータを、複数の情報送信用端末から外部にデ

ータ分割して送出します。このため、窃取されたファイル単位での発見は困難となります。 

 

② データの破壊・業務妨害 

攻撃者により、サーバをリモートで制御されることで、業務データの削除や稼働中のサービスが停止され

るなどの被害が考えられます。海外では、資源配布に使われる運用管理サーバに攻撃用のプログラムが

設置され、端末のデータが削除される事象が発生しています。 

 

 

 

ユーザセグメント サーバセグメント

Internet

・
・
・

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を実行する 
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（７） 「再侵入段階」 

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。 

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、コネクトバック通信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。 

 

図 2.2.1-8 再侵入段階 イメージ 

 

 

 

  

ユーザセグメント サーバセグメント

Internet

・
・
・
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メール開封・脆弱性対策と残存リスクの関係 

高度標的型攻撃は、組織内でマルウェア付き標的型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取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、より開封する可能性が高い「やり取り型の標的型メール」の増加 14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つな 

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高度 

標的型攻撃の特殊性であると言えます。 

図 2.2.1-9 メール開封率と残存リスクの関係 

 
  

                                                   
14 http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250822kouhou.pdf 

対処率

残
存
リ
ス
ク

標的型メール攻撃

1人が引っ掛れば
攻撃成功

ウイルス感染

やりとり型標的型
メールの増加

http://www.npa.go.jp/keibi/biki3/250822kouhou.pdf


38 
 

 

小説や映画に登場するサイバー攻撃 

 

将来の技術や技術の使われ方をリサーチする時にＳＦ（空想科学）小説や映画が役に立つときが 

あります。ＳＦ作家は緻密な取材を元に、あっと驚く仕掛け（センスオブワンダー）を入れて話を盛り上 

げます。 

映像技術者は、ＳＦ作家たちの描いた技術や世界観を参考にし、着実に研究・開発を行い、映像化 

させる事もあります。また、当時舞台設定していた年代（西暦２０００年頃）を過ぎた作品の振り返りを 

行う事で技術進捗と実世界の変化を確認できるのも面白いポイントです。 

 

一方、作品中に現在の言葉でいう「サイバーセキュリティ」「制御セキュリティ」が一体となって表現 

されているものも多く見受けられます。 

ＳＦ作家とサイバーセキュリティエンジニアは、サイバー攻撃に関する多くの実例を知り、自身も体験 

している事から、実際の事件を参考にした話からＳＦ分野まで、ある程度意味を理解した上で作品を 

作ります。しかし、「制御セキュリティ」に関しては現場の声が反映された話が少ない（対テロ対策の 

観点でシーンカットを要請された映画もある）のが現状です。 

 

ＳＦ作家は作品の深見のために、また、サイバーセキュリティエンジニアは、よりよい対策検討のため 

に制御システムの現場の声を聴き、過大や誇張・妄想を避け、リアル感のある世界観を共有する必要が 

あるのではないかと思います。 
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２．２．２ 対策の全体像 
前述したように、攻撃者は目的を遂行するために内部の情報を探りながら、徐々に侵害範囲を拡大していき

ます。防御側も攻撃シナリオを認識した上で、各攻撃段階に応じた対策を多層的に講じる防御思想を取り入れ

ることが重要になります。

 

図 2.2.2 攻撃シナリオと対策の関係 

対策の考え方 

 「初期潜入」から「内部侵入・調査」までの段階で、攻撃の連鎖を断ち切り、実害を回避する。 

 「初期潜入」、「基盤構築」段階のコネクトバック通信開設までは、マルウェアによる動作である。  

 コネクトバック通信開設後は、攻撃者が内部の端末をリモート操作して、不正アクセス（ハッキング）を

仕掛けてくるため、侵入を前提とした内部システムの防御が重要となる。 

 

攻撃
シナリオ

想定
脅威

マルウェア感染
（不正プログラム）

対策

偵察・攻撃環境の準備

内部対策

対策なし
(直接的な攻撃なし)

システム内部への不正アクセス
（ハッカーによる攻撃）

対策ポイント

入口対策
エンドポイント対策

• 攻撃目標設定
• 関連調査

社外インターネットエリア 社内ネットワーク

①計画立案 ②攻撃準備 ③初期潜入

• 標的型メール
• C&Cサーバ準備

・マルウェア感染

⑦再侵入

・バックドアを通じ
再侵入

メールと
マルウェアの問題

④基盤構築

・バックドア開設
・端末の諜報
・ネットワーク環境
の調査・探索

⑤内部侵入
・調査

・端末間での侵害
拡大

・サーバへの侵入

⑥目的遂行

・データの外部送信
・データの破壊
・業務妨害

侵害拡大部分
（内部対策を必要とする範囲）

本ガイドの対象範囲従来対策

・ウィルス対策ソフト
・IDS/IPS
・セキュリティパッチ

…

・ネットワーク分離設計
・管理者権限の最小化
・ファイル共有の制限

…

実害
発生

出口対策
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２．２．３ 攻撃シナリオと対応機能の関係 
高度標的型攻撃の攻撃シナリオと対応する機能(機器)を以下に示します。一連の攻撃に対処するには、攻撃

を「検知」、「遮断」でき、攻撃状況を「追跡」できる状態を整備することが必要になります。各々の機器の機能特

性を踏まえ、攻撃の前段から終盤に至るまで、一連のシナリオを可視化できる仕組みが求められています。 

 

表 2.2.3 攻撃シナリオと対応機能の関係 

 

 

上記の表からも分かるようにコネクトバック通信の開設までは、セキュリティ製品が中心の対策に対し、内部

侵入後は、業務・運用機器中心の対策に変わってきます。システム内部に侵入された後は、業務・運用機器や

ネットワーク機器のインフラ装置を使ったシステム設計策が重要になってきます。 
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1

2 メール型マルウェア △ △ □ ○ △ △ ○

3 ウェブ型マルウェア ○ △ △ △ ○ △

4

5 直接外部通信タイプ ○ ○ △ △ ○ △

6 プロキシ通信対応タイプ ○ △ △ △ △ ○

7 認証プロキシ突破タイプ ○ △ △ □

8

9 ツールのダウンロード ○ △ ○

10 コマンドの実行 ○

11 認証情報の窃取 ○ □

12

13 IPアドレス探索 □

14 サービスポート探索 □ □ □ □

15

16
ファイル共有サービスを経由した侵
害拡大 □

17 Pass The　Hash 攻撃 □ ○ □

18

19 管理者端末乗っ取り □

20
ユーザ端末からのリモート
操作

□ ○ □ □ □ ○

【凡例】　○：アラート検知(主)　△アラート検知(補助的)　□：ログ取得 セキュリティ製品 業務・運用機器

No. 　　　　　　対応機能

攻撃手口

マルウェア感染

バックドア開設

初
期
潜
入

基
盤
構
築
段
階

ネットワーク環境の調査・探索

内
部
侵
入
・
調
査

入口対策

端末からサーバへの侵入

ユーザ端末での諜報

エンドポイン
ト対策

端末間での侵害拡大

内部対策
（出口対策を含む）
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人間力 

 

セキュリティの監視運用の自動化は、監視の勘どころさえカバーしていれば半自動化することが可能 

です。また、対処もマニュアル化されているために、半自動化されたシステムからの警報を元に人間が 

機械的に対処出来ます。マルウェアの解析においても、サンドボックスを用いた自動的解析が可能です。 

人が介在しようがしまいが、機械化された（実質自動化された）監視・運用が可能となるサイバー攻撃 

もあります。 

 

一方、攻撃の基本パターンは同じであっても「気づきを得にくい侵害」も存在します。また、昨今はイン 

ターネットに直接つながった制御系システムも攻撃対象範囲に拡大しています。 

 

つまり一度構築した監視・運用の仕組みを最低でもＰＤＣＡサイクルの中で検証する必要があります。 

監視装置による単純監視手法のみに依存せず、「監視の結果をどの様に捉え、どの様な判断対処 

アクションプロセス（組織的な）に対応させるのか」を常に見直す事が重要です。 

 

監視解析センターでは、解析対応そのものは機械的かつスマートに行われた上で、解析者はマニュ 

アルに基づきながらも最大限に気づきを得られる様に進めます。 

最後は優秀な解析者一人一人の総和が正しい解析結果を得る事になります。 

全ての監視・運用者が高いレベルを維持することは困難かもしれません。しかし、一人一人が真摯に 

手順を踏み、個々の能力を総和すれば「異常に気付く」可能性があります。 

まだまだ人間の技（わざ）と知恵に頼らねばならないのが、セキュリティの監視・運用の世界です。 
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２．２．４ 攻撃手法の変化 
攻撃者は、常にシステム上に配備された防御システムを突破するように攻撃手法を改善してきます。以下の

表は、前述した初期潜入以降の攻撃シナリオごとの想定脅威と攻撃手口、攻撃が成功する背景をまとめたもの

になります。 

表 2.2.4-1 攻撃シナリオ一覧 

 想定脅威 攻撃手口 攻撃が成功する要因／運用側の問題点 

初
期
潜
入 

マルウェア感染 

メール型マルウェア 

・ソフトウェア脆弱性の放置 

・ユーザの心理的・行動的な隙 ウェブ感染型マルウェア 

基
盤
構
築 

バックドア開設 

直接外部通信タイプ ・FW のフィルタリングルールの形骸化 

プロキシ通信対応タイプ ・素通しに近いプロキシサーバの運用 

★認証プロキシ突破タイプ ・OS の標準仕様を悪用した通信のため、検知が困

難 

ユーザ端末での諜報 

ツールダウンロード・実行 
・ツールやコマンド実行結果がログに残らず検知が

困難 
コマンドの実行 

認証情報の窃取 

ネットワーク環境の調査・

探索 

IP アドレスの探索 ・正常通信のため、機器やセンサー装置による攻

撃か否かの判別が困難 サービスポート探索 

内
部
侵
入
・
調
査 

端末間での侵害拡大 

近隣端末へ攻撃ツールのコ

ピー 

・ユーザ端末におけるファイル共有サービスの開放 

Pass the Hash 攻撃 ・PC キッティング作業時の共通アカウントの設定 

・Domain Admins を使用した PC のリモートメンテナ

ンス作業 

端末からサーバへの侵入 

管理者端末の乗っ取り ・ユーザ端末と管理端末を共用したサーバ運用 

ユーザ端末からのサーバへ

のリモート操作 

・フラットなネットワーク構造 

・サーバにおけるアクセス権限の不備 

目
的
遂
行 

データ窃取・外部送信 ファイル分割して外部に送信 
システム全体が乗っ取られているため、対策が困

難 データの破壊・業務妨害 
業務データ削除 

破壊プログラムの設置と実行 

★：新たな攻撃手口 

 

前回改訂時（２０１３年８月）からの攻撃手法の変化として、認証プロキシ突破タイプのマルウェア「PlugX」によ

る攻撃が顕著になってきています。以降では、トレンドマイクロ株式会社から出されているデータ 15を基に攻撃状

況の変化について考察します。 

                                                   
15 セキュリティインテリジェンスホワイトペーパー/「2013 年 国内における持続的標的型攻撃の分析」 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html
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（１） PlugX の概要 

～巧みに検出を回避し、ユーザ認証をも突破するマルウェアの登場～ 

PlugX は、ファイル操作、リモートシェル操作等の RAT(Remote Access Tool)の基本機能を有したマルウェア

で、２０１２年３月に発見され、その後頻繁に更新され続けています。２０１３年１０月には、大幅に機能改良さ

れたバージョンが確認され、機能の追加と共に発見を困難にする仕組みが取り入れられています。下記は、

PlugX の主な特徴になります。 

① Windows の標準 API を通じてキャッシュされた認証情報を使用する Internet Explorer へのインジェクショ

ンにより認証情報を窃取する（認証プロキシ突破） 

② ネットワーク盗聴機能によるプロキシの認証情報の窃取（認証プロキシ突破） 

③ HTTP ヘッダ情報が可変（検出が困難） 

④ マルウェア本体がコード署名された、正規のアプリケーションに悪意ある DLL をロードすることで実行され

る（検出が困難） 

⑤ プラグインでの機能拡張が容易となっている 

PlugX の詳細については、下記のレポートをご参照ください。 

・ 株式会社インターネットイニシアティブ：Internet Infrastructure Review（IIR）Vol.21 

http://www.iij.ad.jp/company/development/report/iir/021.html 

・ 株式会社インターネットイニシアティブ：新型 PlugX の出現 

https://sect.iij.ad.jp/d/2013/11/197093.html 

・ トレンドマイクロ株式会社：標的型攻撃に利用される PlugX の脅威とは 

http://about-threats.trendmicro.com/RelatedThreats.aspx?language=jp&name=Pulling+the+Plug+on+PlugXl  

 

（２） 新脅威（PlugX 等）の出現とその影響 

認証プロキシを突破してバックドア通信を開設されることにより、コネクトバック通信の監視発見がより困難

になり、気付かないうちに攻撃は基盤構築段階以降に推移します。このため、基盤構築段階の対策セットに

加え、内部侵入・調査段階の対策セットを組み合わせると効果的です。（２．３．２ 補足事項参照） 

 

図 2.2.4-1 新脅威（PlugX 等）の影響 

（３） マルウェア通信タイプの推移 

次に PlugX を含めたマルウェアの通信タイプの推移と変化について、各社詳細レポートから得られるデータ

を基に考察します。 

http://www.iij.ad.jp/company/development/report/iir/021.html
https://sect.iij.ad.jp/d/2013/11/197093.html
http://about-threats.trendmicro.com/RelatedThreats.aspx?language=jp&name=Pulling+the+Plug+on+PlugXl
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 マルウェア通信タイプ別の割合 

認証プロキシを突破するタイプのマルウェア「PlugX」の割合が２１％になっています。現在のところ「PluｇX」

によるコネクトバック通信の開設を防止する有効な手立ては見つかっておらず、認証プロキシを導入しても、 

２１％がバックドアを開設されてしまうことを意味しています。 

 

 

Plug X の割合 

(認証プロキシ突

破タイプ) 

 

21％ 

(+４％) 

図 2.2.4-2 マルウェア通信タイプ別の割合変化（データ提供元：トレンドマイクロ株式会社） 

 

 マルウェア通信プロトコル別の割合 

プロキシサーバを利用するタイプのマルウェアの比率が４８％となっており、２０１３年上半期と同程度の推

移を示しています。また、プロキシ未連携タイプのマルウェアが約半数を占めており、インターネットへの直接

通信を禁止する通信経路設計を行うだけで、コネクトバック通信の約半数が遮断できることを示しています。 

 

 

プロキシ利用通

信タイプの割合 

 

48％ 

(+2％) 

図 2.2.4-3 プロキシ通信対応タイプの割合変化（データ提供元：トレンドマイクロ株式会社） 

 
 マルウェア通信タイプの推移 

以下は、本書改訂時点におけるマルウェア通信タイプの変遷を表しています。「認証プロキシ突破型」のマ

ルウェアを除けば、通信タイプの割合に大きな変化はなく、依然としてプロキシサーバを用いた対策の有効性

を示していると言えます。 
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図 2.2.4-4 マルウェア種類別割合の変化（データ提供元：トレンドマイクロ株式会社） 

（４） 攻撃発生の割合 

以下は、トレンドマイクロ社で採取したマルウェア検体の攻撃発生状況を攻撃段階別に示したものになりま

す。１００サンプル中、４９件は外部との通信を行い、更に外部通信したサンプルの９４％に相当する４６件がフ

ァイル転送、リモート実行などのシステム内部の侵害活動に移行しています。これは、コネクトバック通信が確

立した後は、高い確率で「内部侵入・調査」段階に移行し、システムが侵害されることを示しています。 

 

図 2.2.4-5 段階別の攻撃発生割合 16 

                                                   
16 セキュリティインテリジェンスホワイトペーパー/「2013 年 国内における持続的標的型攻撃の分析」 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html 
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0
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70%

80%

90%
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(2版発行時)
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(3版発行時)
2013年下

(4版発行時)

直接通信タイプ

(プロキシ未連携)

認証プロキシ突破型

プロキシ連携

100サンプル

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

7.再侵入

49/100 が移行

内部対策

46/100 が移行

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html
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【まとめ】 

認証プロキシを突破するタイプのマルウェア「PlugX」のように、防御側の遮断策をすり抜ける手口が進んでおり、

今後コネクトバック通信の検知・遮断が、更に難しくなっていくことが想定されます。また、コネクトバック通信確立

後は、高い確率で「内部侵入・調査段階」に移行します。そのため、コネクトバック通信を遮断する対策をシステ

ム上に配備しながら、最終被害を回避する対策を多層的に講じる防御思想が重要になってきます。 

 

 

脆弱性を対策しても、８割の攻撃には効き目なし！ 

OS や利用しているアプリケーションを最新の情報に更新して、脆弱性を解消したセキュアな状態の 

端末を使用することは、セキュリティ対策の基本とされています。しかし、高度標的型攻撃の場合、必ず 

しも「セキュアな端末＝防御可能」な訳ではありません。 

以下は、脆弱性の利用割合の比較になります。標的型メールに添付されるマルウェアの約８割は、 

脆弱性を悪用しないことが示されています。これは、完全に脆弱性対策を実施していても、約８割は 

マルウェアに感染する可能性があることを示しています。 

脆弱性対策だけでは、マルウェア感染を防止できないことを念頭に、システム内部に侵入されるリスク 

を考慮した対策を検討していくことが重要です。 

 

 

脆弱性を利用 

しない割合 

 

79％ 

(+21%) 

図 2.2.4-6 マルウェア脆弱性利用の比率 17 

  

                                                   
17 セキュリティインテリジェンスホワイトペーパー/「2013 年 国内における持続的標的型攻撃の分析」 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html 

 

2013年 上半期 2013年 下半期

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html
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２．３ 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解説します。本対策セットを参考に自組織の設

計・運用要件に当てはめて、対策検討してください。 

 
（１） システム設計対策セット改定のポイント 

今回の改訂では、前回の改版(２０１３年８月)後に実施した利用者へのヒアリングや質問を通じて、頂いたご意

見を基に、システム設計・運用現場でより実践的に活用できるように改版しています。今回のシステム設計対策

セットにおける改版ポイントは以下の３点です。 

 
① 対策の統制目標を明確にした 

 

旧版である「『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」は対策を中心に記載しており、対

策をすることが目的となって手段が目的化してしまうケースが散見されました。そこで、IPA 脅威と対策研

究会では何を統制することが目標なのか、なぜ対策セットが必要なのかを明確に提示し、読者が対策の

内容にとらわれないように改版を行いました。対策の統制目標を明確にすることで、本書に記載された対

策セットに拘らず、別の有意義な対策もご検討頂けるようになっています。 

 

② 統制目標に従って対策を再整理した 

 

IPA 脅威と対策研究会では、対策の目的ごとに今まで検討した対策を再整理し、６つの対策セット（対

策セット A～F）として導き出しました。それぞれの対策セットは統制目標を実現するために、「止められる

ものは止め、攻撃の疑いのある通信を絞った監視強化により、組織対処の引き金とする」を発想に、防御

遮断策と監視強化策を組み合わせて対策セットとしました。 

 

③ 機器の設定方法を対策の参考例として記載 

 

読者が実装のイメージを持ちやすくするため、対策セットの中に具体的な設定方法を参考例として記

載しました。各設定例はローカル環境にて検証を行い、統制目標に対して機能することを確認しています

が、各組織の環境下での動作を保証するものではありません。対策の実施にあたっては自組織内での

影響を事前に検証し、実装してください。 
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（２） システム設計対策セットの構成 

各対策セットの構成は以下のようになっています。 

「（１）攻撃者が狙うシステム上の弱点」では、各攻撃段階において攻撃者がどのようなシステム上の弱点を

突いて攻撃をしてくるのかを解説しています。 

「（２）統制目標の概要」では、攻撃者が突いてくる弱点に対して、各対策は何を制御することを目標としてい

るのかを解説しています。 

「（３）対策セット詳細」では、防御遮断策と監視強化策をセットにして具体的な対策を解説しています。 

対策セットを実施すること自体を目的とせずに、それぞれの対策セットが何を目標（どの攻撃段階の何を防

ぎたいのか）とした対策セットなのかを理解した上で、自組織の対策として有効かどうか判断して導入の検討

を進めていくことが重要です。 

 

 
図 2.3-1 対策セットの構成イメージ 
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（３） 攻撃の段階に応じた対策セットの一覧 

対策セットは、内部設計対策（出口対策を含む）を対象にしています。各対策セットと旧版の「『標的型メー

ル攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」との関係および統制目標との関係性を以下に整理します。 

 

① 基盤構築段階 

表 2.3-1 基盤構築段階におけるシステム設計対策セット一覧 

分類 No 旧 版 と の

対応 

対策セット名称 統制目標項目 

対
策
セ
ッ
ト 

対策セット A 断① ネットワーク通信経路設計によ

るコネクトバック通信の遮断 

（２．３．１参照） 

ユーザ端末から直接インターネット上の C&C サーバ

へ接続するコネクトバック通信を遮断および検知す

る。 

対策セット B 断③ 

＋ 

視① 

認証機能を活用したコネクトバッ

ク通信の遮断とログ監視 

（２．３．２参照） 

認証機能を持たないプロキシを突破して C&C サー

バへ接続するコネクトバック通信を遮断および検知

する。 

対策セット C 断② 

＋ 

視② 

プロキシのアクセス制御によるコ

ネクトバック通信の遮断と監視 

（２．３．３参照） 

CONNECT メソッドを利用してセッションを維持するコ

ネクトバック通信を遮断および検知する。 

ご
参
考 

- - ブラウザ通信を模倣する http 通

信検知機能設計 

通常のブラウザ通信とマルウェアの通信をその通信

の特徴から検知する。 

（２．３．７ 

参照） 

- 内部未使用 IPによる特定サービ

ス監視 

攻撃者が無作為な IP アドレスに対して行うファイル

共有の探索通信を検知する。 

対応 ： 「『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」にて記載したシステム設計対策セットとの対応 

 

表中で【ご参考】となっている項目については、運用の負荷や技術的な課題からご参考として掲載して

いる対策です。 
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② 内部侵入・調査段階 

表 2.3-2 内部侵入・調査段階におけるシステム設計対策セット一覧 

分類 No 旧 版 と の

対応 

対策セット名称 統制目標項目 

対
策
セ
ッ
ト 

対策セット D 断④ 

＋ 

断⑤ 

運用管理専用の端末設置とネ

ットワーク分離と監視 

（２．３．４参照） 

ユーザ端末に保存されている重要情報（運用管理業

務で使われている管理者情報や機微情報など）の窃

取を防止し検知する。 

対策セット E 断⑦18 

＋ 

視⑤ 

＋ 

新 規 視

③19 

ファイル共有の制限とトラップ

アカウントによる監視 

（２．３．５参照） 

攻撃者によりリモートコントロールされたユーザ端末か

ら、周囲のユーザ端末へのファイル共有機能を悪用し

た内部侵害拡大を防止する。また、ファイル共有が業

務上必要な場合は監視を強化し、不正なファイル共有

機能の利用を検知する。 

対策セット F 断⑥20 

＋ 

新 規 視

④21 

管理者権限アカウントのキャッ

シュ禁止とログオンの監視 

（２．３．６参照） 

攻撃者に管理者権限のアカウント情報を窃取させな

い。および、万が一窃取されたときも管理者権限のア

カウントの不正使用を検知する。 

ご
参
考 

- - Listen ポート開設の監視 攻撃者により、新たに開設されたバックドア用の Listen

ポートを検知する。 

- - ハッキングコマンドの監視 攻撃者による不正なコマンド実行を検知する。 

（２．３．８ 

参照） 

- デコイサーバによる監視 ファイル共有を利用した、攻撃者による内部侵害拡大

を検知する。 

対応 ： 「『標的型メール攻撃』対策に向けたシステム設計ガイド」にて記載したシステム設計対策セットとの対応 

 

表中で【ご参考】となっている項目については、運用の負荷や技術的な課題からご参考として掲載して

いる対策です。 

 

  

                                                   
18 旧断⑦の一部に、監視強化策に相当する機能が入っていたため、当該機能を切り出しました。 
19 旧断⑦から切り出した監視強化策に該当する機能を新たに視③として追加しました。 
20 旧断⑥の一部に、監視強化策に相当する機能が入っていたため、当該機能を切り出しました。 
21 旧断⑥から切り出した監視強化策に該当する機能を新たに視④として追加しました。 
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（４） リスク評価チャートによるリスクと対策セットの関係性 

各対策セットの関係性は以下のリスク評価チャートで示すことができます。 

 

 
図 2.3-2 各攻撃段階におけるリスク評価チャート 

 

一般的なセキュリティ対策として、政府統一基準に記載されるような従来型の入口対策やエンドポイント対

策があります。これらの対策は引き続き重要です。一方で、こうした対策を突破する高度標的型攻撃が存在し

ます（突破①）。本書はこうした高度標的型攻撃への対策を対象とし、侵入を前提とした対策を記載します。 

 

高度標的型攻撃では、入口・エンドポイント対策を突破されると、ユーザ端末までマルウェアが届き、ユーザ

端末がマルウェアに感染することになります。ユーザ端末に感染したマルウェアは C&C サーバに対してコネク

トバック通信を試みます。 

 

この段階において効果を発揮するのが対策セット A、B、C です。 

対策セット A、B、C は基盤構築段階において、マルウェアに感染したユーザ端末から出るコネクトバック通

信を遮断あるいは発見することを目標としたものです。 

これら対策セット A、B、C を突破されると、突破②まで攻撃段階が進行します。攻撃者に対してコネクトバッ

ク通信が確立し、システム内のユーザ端末が攻撃者によってリモートコントロールされる状況に陥ります。 
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ユーザ端末をリモートコントロールできる状況になった攻撃者は、ユーザ端末の中にある情報の窃取と内

部侵入の拡大を試みます（内部侵入・調査段階）。 

 

この段階において効果を発揮するのが対策セット D、E、F です。 

対策セット D、E、F は内部侵入・調査段階において、攻撃者が内部侵入時に行うであろう情報窃取や侵害

拡大行為を遮断あるいは発見することを目標としたものです。 

これら対策セット D、E、F を突破されると、突破③まで攻撃段階が進行し、攻撃者は攻撃の最終目的である、

システム内の任意の情報を窃取、あるいは破壊することが可能になります。 

 

攻撃がどの段階まで到達したかを把握することは、組織業務への影響を図る上で重要な分析であり、攻撃

全体の分析調査によって最終判断する事になります。 

その際、どの対策セットによって検知・遮断したかを把握することで、攻撃プロセスの到達段階の分析と影

響判断のための材料のひとつとして役立ちます。 

 

攻撃者の最終目的を阻むために、本書を参考にして、どの段階で何を防ぐのか統制目標を意識しながら対

策の検討を進めてください。 

以降の節で個々の対策セットについて説明していきます。 
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２．３．１ ネットワーク通信経路設計によるコネクトバック通信の遮断 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

攻撃の基盤構築段階において、攻撃者はユーザ端末をリモートコントロールするためユーザ端末をマルウ

ェアに感染させます。その際、攻撃者が狙うシステム上の弱点はシステム構成とファイアウォールのフィルタリ

ングルールです。 

８９％のマルウェアはコネクトバック通信にインターネット閲覧で一般的に使用される TCP/８０ポートまたは

TCP/４４３ポートを利用します 22。 

そのため、Web プロキシサーバ（以下、プロキシ）が導入されていないまたは透過型プロキシ 23を導入してい

るシステム構成の場合や、ファイアウォールのフィルタリングルールが形骸化してユーザ端末から直接インタ

ーネットへの通信が許可されてしまっている場合は、容易にコネクトバック通信が確立してしまいます。 

 

 
図 2.3.1-1 攻撃者に狙われる弱点 

 
  

                                                   
22 セキュリティインテリジェンスホワイトペーパー/「2013 年 国内における持続的標的型攻撃の分析」 P.13 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html 
23 プロキシをユーザ端末のプロキシ設定無しで使用できるようにする構成のこと 

FW

Internet

正常なサービス通信

C&Cサーバ

マルウェアの通信
・プロキシ未導入

・透過型プロキシ

・フィルタリングルールの形骸化

【対策セット A】 

http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/white-paper/index.html
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（２） 統制目標の概要 

 
 

 ユーザ端末から直接インターネット上の C&C サーバへ接続するコネクトバック通信を遮断および検

知する 

 

 

マルウェアの５２％は依然としてシステム構成を意識せず、感染したユーザ端末からプロキシを経由せずに

直接インターネット上の C&C サーバへ接続を試みます（※数値の詳細は「２．２．４ 攻撃手法の変化」参照）。 

この対策の統制目標は、上記のようにユーザ端末から直接インターネット上の C&C サーバへ接続するコネ

クトバック通信を遮断することです。 

 

 
図 2.3.1-2 対策の統制目標イメージ 
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（３） 対策セット A 詳細 

「（２）統制目標の概要」を達成するための具体的な対策例として、防御遮断策「ネットワーク通信経路設計

によるファイアウォール（FW）でのコネクトバック通信の遮断（断①）」で攻撃を止める、対策セット A を記載しま

す。 

 

① 防御遮断策（断①） 

 
図 2.3.1-3 防御遮断策（断①）イメージ 

 
【実装事項 ア： ブラウザのプロキシ設定を有効にする】 

インターネット閲覧など、インターネットへの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、組織内のプロキシを明示的に指定します。実装項目イとあわせ、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アクセスを禁止します。 

なお、アプリケーションソフトウェアの更新プログラムなどでプロキシ設定が必要な場合には、Windows 

Server Update Services（WSUS）などの中間配布サーバを設置するか、個々のプログラムで同様に組織

内のプロキシを指定します。 
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データの更新や情報取得のために、外部に TCP/８０ポートや TCP/４４３ポートでアクセスする各種サ

ービスについても、組織内プロキシを中継するように設計・設定します。 

 

表 2.3.1-1 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（セキュリティパッチ情報の

取得・更新） 

System Center Configuration Manager（SCCM） マイクロソフト製品以外のアップデート、資源管理など 

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 

 

 
 
【実装事項 イ： ファイアウォールにおいて、内部から外部へのフィルタリングルールを設計・設定する】 

インターネットとの境界に設置するファイアウォールのフィルタリングルールに以下を適用します。 

 TCP/８０や TCP/４４３ポートを使用するインターネット閲覧については組織内プロキシ経由の通信

のみ許可 

 ユーザ端末から直接インターネットへの通信（組織内プロキシを介さない通信）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 

 

 
  

【注意事項】 

・オンラインアップデートが必要な機能でプロキシ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。 

【補足事項】 

・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することも 

有効です。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通信ログ（遮断 

ログ）があった場合は、マルウェア感染の可能性があります。 

 

・アプリケーションソフトウェアなどの自動更新などが通信ログ（遮断ログ）に出力されていた場合は、宛先 

IP アドレスなどからホワイトリストを作成し、システム内のノイズを除去するなど、通信ログを見るためのチュ 

ーニングを行うことも重要です。 

 

・ファイアウォールのフィルタリングルールは定期的に見直し、不要となったフィルタリングルールがないか 

確認することも重要です。そのためには、設計書をきちんと整備しフィルタリングルールを管理するなど、 

日頃より変更管理・構成管理を実施されることをお勧めします。 
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２．３．２ 認証機能を活用したコネクトバック通信の遮断とログ監視 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

攻撃の基盤構築段階において、攻撃者はユーザ端末をリモートコントロールするためユーザ端末をマルウ

ェアに感染させます。その際、攻撃者が狙うシステム上の弱点は、認証機能を十分に活用できていないプロ

キシです。 

２７％のマルウェアは、認証機能のないプロキシに対応しており、ブラウザの設定から組織内プロキシの設

定を入手し、そのプロキシを利用してコネクトバック通信を行います（※数値の詳細は「２．２．４ 攻撃手法の

変化」参照）。 

そのため、プロキシで認証機能を活用していない場合や、認証プロキシを導入していてもシングルサインオ

ン機能により、自動的に認証が行われる設計となっている場合、また認証情報をブラウザに保存する設定と

なっている場合は、マルウェアによるコネクトバック通信が確立してしまいます。 

 

 
図 2.3.2-1 攻撃者に狙われる弱点 

  

FW

Internet

C&Cサーバ

プロキシ 正常なサービス通信

マルウェアの通信
・認証なし

・自動認証や設定による

すり抜け

【対策セット B】 
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（２） 統制目標の概要 

 
 
 認証機能を持たないプロキシを突破して C&C サーバへ接続するコネクトバック通信を遮断および

検知する 

 

 

２７％のマルウェアは認証機能を持ったプロキシに対応しておらず、認証情報なしで C&C サーバへの接続

を試みる行為や、ユーザ端末にキャッシュされた認証情報を窃取して認証プロキシへの突破を試みる行為が

確認されています（※数値の詳細は「２．２．４ 攻撃手法の変化」参照）。 

この対策の統制目標は、プロキシの認証機能を有効にすることで、認証機能に未対応のマルウェアからの

C&C サーバへの接続を試みるコネクトバック通信を遮断および検知することです。 

 

 
図 2.3.2-2 対策の統制目標イメージ 
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（３） 対策セット B 詳細 

「（２）統制目標の概要」を達成するための具体的な対策例として、防御遮断策「プロキシの認証機能による

コネクトバック通信の遮断（断③）」で攻撃を止め、監視強化策「プロキシの認証ログによるコネクトバック通信

の監視と分析（視①）」で監視を強化する、対策セット B を記載します。 

 

① 防御遮断策（断③） 

 
図 2.3.2-3 防御遮断策（断③）イメージ 

 
【実装事項 ア： プロキシの認証機能を有効にする】 

プロキシの認証機能を有効にし、インターネットへの通信について認証を行うようにします。プロキシは、

次の仕様を満たすものを導入することを推奨します。 

 ユーザ管理機能付または、ディレクトリサービスなどの認証サービスと連携可能である 

 ユーザ単位で認証が可能である 

 

  

【注意事項】 

・Basic 認証については、ID/パスワードが平文でネットワーク上に流れるため禁止すべきです。 

 

・ドメインと連携したシングルサインオン機能を使った認証プロキシでは、コネクトバック通信の際も自動的

に認証が行なわれインターネットと通信できてしまう恐れがあります。その場合、監視強化策（視①）による

補完が本統制目標には有効です。 
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【実装事項 イ： ブラウザのオートコンプリート機能を禁止する】 

攻撃者が狙う「認証情報をブラウザに保存する設定」とは、ブラウザのオートコンプリート機能 24などに

よって、ユーザ ID やパスワードを端末に保存する設定のことです。ブラウザのオートコンプリート機能を

用いると、認証情報（ユーザ ID とパスワード）がユーザ端末上に保存されるため、攻撃者に窃取されてし

まう可能性があります。そのため、ブラウザが Internet Explorer の場合は、オートコンプリート機能を使用

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認証情報を入力するようにし

てください。 

 

 

Active Directory によるオートコンプリート禁止の設定例 

Active Directory を導入している場合は、グループポリシーにて以下の設定項目によりブラウザの 

オートコンプリート機能を禁止することができます。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 ネットワークアクセス：ネットワーク認証のためにパスワードおよび資格情報を保存する 

ことを許可しない → 有効 

 

図 2.3.2-4 オートコンプリートの禁止設定イメージ 

 

                                                   
24 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 監視強化策（視①） 

 
図 2.3.2-5 監視強化策（視①）イメージ 

 
【運用事項 ア： プロキシ認証ログを監視・分析する】 

プロキシの認証ログに記録された、認証の成功および失敗に関するログを定期的に監視し、不正な認

証の試行がないか検査します。 

具体的には、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、プロキシのログには異な

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、同一の時間帯に同一

ユーザ ID によるログインが複数のユーザ端末の IP アドレスで発生していなかったかを検査することで、

コネクトバック通信を発見することができる可能性があります。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。 

他には、時間帯ごとの認証ログに着目し、業務時間外（深夜など）の認証ログが特定端末から定期的

に出力されている場合についてもマルウェア感染の疑いが強いと考えることができます。 

実施にあたっては、認証ログを常に監視することは運用者にとって現実的ではないため、上記のような

監視をする上での検知トリガーをあらかじめ定めておき、自動的に運用できるようにしておくことが望まし

いです。検知トリガー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、調査につな

げられます。 

 

 
 

【注意事項】 

・認証プロキシで利用する認証情報を適切に管理することも重要です。不要なアカウントの削除漏れ等がな

いように、組織の業務実態に合わせて定期的な見直しが必要です。 
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【補足事項】 

・より高度化されたマルウェアの一部は、Internet Explorer上でユーザが入力した認証情報をそのまま流用

し認証プロキシを突破します。最近では PlugX と呼ばれる認証情報を悪用するツールが増加傾向にあり、

マルウェア全体の２１％を占めるまでに増加してきています（※数値の詳細は「２．２．４ 攻撃手法の変化」

参照）。適切に運用されている認証プロキシでさえ突破するようなマルウェアについては、「２．３（４） リス

ク評価チャートによるリスクと対策セットの関係性」を参考に、対策セットCの監視強化策で検知・発見を試

みる、あるいは内部侵入・調査段階の対策セット D～F で対応するなどの検討が必要です。 
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２．３．３ プロキシのアクセス制御によるコネクトバック通信の遮断と監視 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

攻撃の基盤構築段階において、攻撃者はユーザ端末をリモートコントロールするためマルウェアに感染さ

せます。その際、攻撃者が狙うシステム上の弱点はプロキシの設定と通信の監視の対象漏れです。 

一部のマルウェアはコネクトバック通信に HTTP プロトコルのメソッドの一つである CONNECT メソッドを利用

します。CONNECT メソッドを利用することでステートレスな HTTP プロトコルにおいてセッションを維持すること

ができます。 

一般的には CONNECT メソッドは主に、SSL/TLS などのプロトコルをトンネリングさせるために https 通信 

（４４３ポート）で利用されますが、CONNECT メソッドを利用するマルウェアの一部は４４３以外のポート番号を

利用する場合があります。 

そのため、プロキシの設定で CONNECT メソッドが利用するポートを制限していない場合は、そういったマル

ウェアのコネクトバック通信が確立してしまいます。また、セッションの接続状態を監視していない場合は、セッ

ションを維持されたまま気が付かない状況となってしまいます。 

 

 
図 2.3.3-1 攻撃者に狙われる弱点 

 
  

FW

Internet

C&Cサーバ

プロキシ 正常なサービス通信

マルウェアの通信

CONNECT要求

CONNECT要求/SSL通信

CONNECTメソッドが使用

するポートの制限やセッ

ションの監視をしない

【対策セット C】 
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（２） 統制目標の概要 

 
 

 CONNECT メソッドを利用してセッションを維持するコネクトバック通信を遮断および検知する 

 
 

システム構成を意識して通常のプロキシを突破するマルウェアの一部は、CONNECT メソッドを利用して

C&C サーバへ接続を試みます。 

この対策の統制目標は、上記のようにユーザ端末から CONNECT メソッドを利用してセッション維持しようと

するマルウェアのコネクトバック通信を遮断および検知・発見することです。 

 

 
図 2.3.3-2 対策の統制目標イメージ 
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（３） 対策セット C 詳細 

「（２）統制目標の概要」を達成するための具体的な対策例として、防御遮断策「プロキシのアクセス制御に

よるコネクトバック通信の遮断（断②）」で攻撃を止め、監視強化策「プロキシ経由通信強制遮断によるコネクト

バック通信の発見（視②）」で監視を強化する、対策セット C を記載します。 

 

① 防御遮断策（断②） 

 
図 2.3.3-3 防御遮断策（断②）イメージ 

 
【実装事項 ア： プロキシに ACL を追加する】 

ユーザ端末からプロキシを経由するインターネットへの通信については、CONNECT メソッドで利用す

る通信ポートを最低限のもの（例えば、TCP/８０（HTTP）、TCP/４４３（HTTPS）など）に制限する設定とし、

許可した以外のポートへの通信は、プロキシにて遮断します。これにより、組織で標準的に利用していな

いポート番号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で遮断することを可能にします。 

 

 
 

  

【注意事項】 

・業務システムで SSL/TLS 通信以外に CONNECT メソッドを使用していないか事前に確認してくださ

い。もし、CONNECT メソッドで４４３以外の独自ポート番号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。 
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Squid における ACL の設定例 

「CONNECT ４４３/TCP」以外の通信を遮断する ACL を追加するには、プロキシで以下のように設定 

します。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

図 2.3.3-4 Squid における ACL 設定例 

 
 

 
 

  

# TCP/443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” “%{User-Agent}>h” %Ss:%Sh 

access_log /var/log/squid/access.log combined 

【補足事項】 

・プロキシの通信ログ（遮断ログ）を定期的に確認し、ユーザ端末からのコネクトバック通信の有無を確認する

ことも有効です。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、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。 

 

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 



67 
 

② 監視強化策（視②） 

 
図 2.3.3-5 監視強化策（視②）イメージ 

 
【運用事項 ア： 外部通信を計画的に遮断し、長期間維持されたセッションを発見する】 

外部通信を計画的に遮断することで、セッションを維持しているマルウェアのコネクトバック通信をプロ

キシの通信ログから発見します。ただし、プロキシ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ります。そのため、夜間等の業務ピークを避けた時間帯で、遮

断テストを計画しておき、職員・社員へは、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事前

にアナウンスを行います。夜間などの業務ピーク時を避けた時間帯で通信遮断を行うことで、通信量が

少なくなり、マルウェアの通信を効果的に発見しやすくなります。 

また、セッション維持の他に、マルウェアには再接続という機能があります。そこで、プロキシを経由す

る通信をファイアウォールのフィルタリング機能などを利用して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。 

 

 
 

  

【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。そのため、サーバセグメント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。また、実施にあたっては対象を特定のフロアや特定の部署など重要度の高い箇所に絞る、あるいは夜

間を利用して実施するなど、システム部門やユーザに対する負荷についても考慮することが必要です。 



68 
 

２．３．４ 運用管理専用の端末設置とネットワーク分離と監視 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

攻撃の内部侵入・調査段階において、攻撃者は運用管理で使われているツールを悪用して運用サーバ

群 25 や機密情報が保存されているユーザ端末へ内部侵入を拡大させます。その際、攻撃者が狙うシステム

上の弱点は、サーバの運用管理業務を通常のインターネット閲覧やメール受信に使用するユーザ端末と併用

している運用設計や、適切に分離アクセス制御されていないネットワーク設計です。 

前述のとおり、内部侵入・調査段階まで攻撃が進むと攻撃者は不正侵入に成功したユーザ端末から、シス

テム内部の様々な情報や端末内に保管されたアカウント情報などを窃取することが可能になります。その後、

攻撃者はユーザ端末からこれらの情報を使って周りのユーザ端末や運用サーバ群へ内部侵入を拡大させて

いきます。 

そのため、サーバの運用管理業務を通常業務と同じユーザ端末で行っていると、ユーザ端末が、高度標的

型攻撃などにより不正侵入されると同時に、サーバ群に対するアカウント情報も窃取されてしまい、そのまま

運用サーバ群への内部侵害拡大につながってしまいます。 

また、インターネット閲覧やメール受信に使用している端末と、サーバの運用管理業務用端末をネットワー

ク上で論路的に分割していない場合、不正侵入に成功したユーザ端末をいくつか経由することで運用管理業

務用端末に不正アクセスを試みることが可能となる恐れがあります。 

 

 

図 2.3.4-1 攻撃者に狙われる弱点 

  

                                                   
25 運用サーバ群とはドメインコントローラや資源配布サーバ、システム監視サーバなどシステム運用に使われるサーバ全体を指す 

ユーザ端末 運用管理兼用端末

運用サーバ群

ユーザ端末

内部侵入拡大経路

ユーザセグメント

・メールやウェブサイトを見るユーザ端末と運用管理

を行う端末を併用（１台で兼用）

・ネットワークが適切に分離アクセス制御されていない

【対策セット D】 
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（２） 統制目標の概要 

 
 
 ユーザ端末に保存されている重要情報（運用管理業務で使われている管理者情報や機微情報な

ど）の窃取を防止し検知する 

 

 

この対策の統制目標は、インターネット閲覧やメール経由で侵入してきた攻撃者に対し、侵害拡大によるユ

ーザ端末に保存されている重要情報（運用管理業務で使われている管理者情報や機微情報など）の窃取を

防止することです。 

 

 

図 2.3.4-2 対策の統制目標イメージ 

 
  



70 
 

（３） 対策セット D 詳細 

「（２）統制目標の概要」を達成するための具体的な対策例として、防御遮断策「運用管理端末とユーザ端

末のネットワーク分離設計」と「ネットワークの分離設計とアクセス制御」で攻撃を止める、対策セット D を記載

します。 

 

① 防御遮断策（断④） 

 

図 2.3.4-3 防御遮断策（断④）イメージ 

 
【実装事項 ア： 運用管理専用の端末を準備する】 

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メンテナンスは当該端末か

らのみ行うこととします。 

 メール・Web など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など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構築・運用しているケースでは、運用・管理負担を低減するために専用

の運用管理端末を保有しない傾向にありますが、不正アクセス事例の調査結果から、このようなシステ

ムにおいても、専用の運用管理端末を設置することを推奨します。 
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【実装事項 イ： 運用管理セグメントを構築する】 

運用管理専用のセグメント（以下、運用管理セグメント）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、運用管理セグメントにはユーザ端末用セグメント（以下、ユーザセグメント）からアクセス

できないようにアクセス制限を行います。 

 

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

ポートからネットワークを構築する方法や、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、各サーバはユーザセグメント側のネットワークから SSH や管理用画面などの運用管理で使用す

る通信ポートにアクセスできないようにアクセス制限を行います。更に、運用管理セグメントは、システム

管理者の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。 

 

 

図 2.3.4-4 サーバの LAN ポート利用イメージ 

 
  

【注意事項】 

・運用管理端末が脆弱とならないように、ユーザ端末と同様に運用管理端末についてもマルウェア対策や

ソフトウェアの脆弱性対策を実施してください。 
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やむを得ずリモートで運用サーバ群のメンテナンスを行う必要がある場合は運用管理セグメントの前

段に、認証と操作ログ管理機能を有したトランジットサーバ 26 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設計します。このような設計にすることで、ユーザセグメントから運用管理

セグメントへの直接ログインの防止および運用管理セグメントへのアクセスに際して追加認証が必要とな

り、運用サーバ群への内部侵入をより困難にすることができます。 

 

 
図 2.3.4-5 トランジットサーバを利用したリモートメンテナンスイメージ 

 

 

 
  

                                                   
26 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す 

以前から「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 

【注意事項】 

・トランジットサーバ経由で侵入されることがないように、トランジットサーバの認証はワンタイムパスワードや

生体認証を用いるなど十分強固なものを推奨します。 



73 
 

② 防御遮断策（断⑤） 

 

図 2.3.4-6 防御遮断策（断⑤）イメージ 

 
【実装事項 ア： 業務ごとのネットワーク分離とアクセス制御を設計する】 

業務内容や取り扱う情報区分ごとに、ネットワーク機器によりネットワークセグメントを分離し、セグメン

ト間の通信を最小限のサービスのみに制限することで、内部侵入の拡大を困難にします。 

セグメント間のアクセス制御ルール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など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。 
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表 2.3.4-1 アクセス制御マトリクス表の例 

 アクセス先セグメント 

インター 

ネット 
DMZ 

プロキシ 

サーバ 

内部 

サーバ 

ユーザ 

端末 

運用管理

端末 

ア
ク
セ
ス
元
セ
グ
メ
ン
ト 

インターネット  ○ × × × × 

DMZ ○  × × × × 

プロキシサーバ ○ ○  ○ × × 

内部サーバ × ○ ○  × × 

ユーザ端末 × × ○ ○  × 

運用管理 × ○※1 ○※1※2 ○※1 ○※1  

凡例 ○：可、×：不可 

※1 運用管理専用のポートによる通信 

※2 運用管理端末のパッチ適用などに係る通信を含む 

 

 

 
 

  

【補足事項】 

・管理者以外が管理者アカウントを使用することが無いように、管理者アカウント情報は厳格に管理される

必要があります。具体的には、アカウントの定期的な棚卸しや、パスワードポリシーの設定などを実施してく

ださい。 

 

・業務仕様の変更やシステムの改修に合わせて、各セグメント間のアクセス制御ルールの見直しを行い、ア

クセス制御の仕組みが形骸化しないように努めてください。 
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２．３．５ ファイル共有の制限とトラップアカウントによる監視 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

攻撃の内部侵入・調査段階において、攻撃者はリモートコントロールしているユーザ端末から周りのユーザ

端末に対して内部侵入を拡大させていきます。その際、攻撃者が狙うシステム上の弱点は Windows 系 OS に

おいてデフォルトで有効になっているファイル共有です。 

攻撃者は内部侵入を拡大する過程で、周りのユーザ端末の OS 標準状態で有効になっているファイル共有

フォルダ上に不正ツール 27 を配置し、タスクスケジューラや PsExec28 などを使って、ネットワーク経由でリモ

ートから不正ツールを実行させます。 

攻撃者は正規のコマンドおよびサービスの仕組みを悪用して侵入行為を行うため、ファイル共有の通信が

制限されていない場合、容易に内部侵入の拡大につながってしまいます。 

一方で、ファイルサーバやドメインコントローラは業務上あるいはシステム動作上、ファイル共有機能を有効

にしておく必要があるため、これらの止められないファイル共有機能についても安全性を十分に確保する必要

があります。 

 

 

図 2.3.5-1 攻撃者に狙われる弱点 

  

                                                   
27 内部で侵害拡大をやりやすくするためのツールを指し様々なものがある 

端末のファイル一覧を作成するものや、さらに別のツール一式をダウンロードするもの、周りの端末に対してスキャンを行うものなど 
28 Microsoft Technet Windows Sysinternals PSEXEC 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb897553.aspx 

ファイルサーバ

ユーザ端末 ユーザ端末ユーザ端末

内部侵入拡大経路

ユーザセグメント

デフォルトで有効になっている

ファイル共有が悪用される

【対策セット E】 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/bb897553.aspx
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（２） 統制目標の概要 

 
 
 攻撃者によりリモートコントロールされたユーザ端末から、周囲のユーザ端末へのファイル共有機

能を悪用した内部侵害拡大を防止する 

 ファイル共有が業務上必要な場合は監視を強化し、不正なファイル共有機能の利用を検知する 

 

 

この対策の統制目標は、リモートコントロールされているユーザ端末から周りのユーザ端末へファイル共有

機能を悪用した内部侵害拡大を防止および監視することです。 

 

 

図 2.3.5-2 対策の統制目標イメージ 

 
  

ユーザ端末 ユーザ端末ユーザ端末

内部侵入拡大経路

ユーザセグメント

ファイルサーバ
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（３） 対策セット E 詳細 

「（２）統制目標の概要」を達成するための具体的な対策例として、防御遮断策「ユーザ端末間のファイル共

有禁止（断⑦）」で攻撃を止め、監視強化策「トラップアカウントによる認証ログの監視と分析（視⑤）」および「リ

モート実行ログの監視（新規 視③）」で監視を強化する、対策セット E を記載します。 

 

 
 
① 防御遮断策（断⑦） 

 

図 2.3.5-3 防御遮断策（断⑦）イメージ 

 
【実装事項 ア： ユーザ端末間のファイル共有を禁止する】 

ユーザ端末においてファイル共有機能を利用していない場合は、グループポリシーなどを利用してファ

イル共有機能を停止するとともに、ユーザによるファイル共有の作成を禁止 29 します。 

OS 標準状態で有効になっている管理共有（C$や D$、ADMIN$など）が非常に良く狙われるため、設定

後に正しく無効化できているか net share コマンドを利用して確認することを推奨します。 

 

                                                   
29 「グループ ポリシーを使用してユーザ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 

【注意事項】 

旧断⑦の一部に、監視強化策に相当する機能が入っていたため、当該機能を切り出しました。 

旧断⑦から切り出した監視強化策に該当する機能を新たに視③として追加しました。 

http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754359(v=ws.10).aspx
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図 2.3.5-4 net share コマンド出力イメージ（管理共有が有効なケース） 

 

図 2.3.5-5 net share コマンド出力イメージ（管理共有が無効化されているケース） 

 
  

c:\>net share 

共有名       リソース                            注釈 

------------------------------------------------------------------------------- 

C$           C:\                             Default share ←管理共有が有効になっている 

D$           D:\                             Default share ←管理共有が有効になっている 

IPC$                                         Remote IPC 

ADMIN$       C:\windows                     Remote Admin  ←管理共有が有効になっている 

コマンドは正常に終了しました。 

c:\>net share 

共有名       リソース                            注釈 

------------------------------------------------------------------------------- 

IPC$                                         Remote IPC 

コマンドは正常に終了しました。 
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Active Directory による管理共有無効化の設定例 

Windows Server 2008 以降の Active Directory を導入している場合は、グループポリシーの設定に 

より管理共有の無効化が可能です。以下は Windows7 に対する設定例です。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\ 

Parameters\AutoShareWks → 0 

 

図 2.3.5-6 管理共有の無効化設定イメージ 
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業務やシステム運用の都合から、ファイル共有機能を無効にすることが難しい場合は、Windows ファイ

アウォールなどによるネットワークのアクセス制御機能を用いてサーバ側から業務やシステム運用に必

要な IP アドレスに限定して受け付ける設定にします。 

 

 

Windows ファイアウォールの一括設定例 

Windows Server 2008 以降の Active Directory を導入している場合は、グループポリシーによりユー 

  ザ端末の Windows ファイアウォール設定が可能です。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 

コンピュータの構成 

-ポリシー 

-セキュリティの設定 

-セキュリティが強化された Windows ファイアウォール 

-受信の規則 

 全般 → 接続をブロックする 

 プロトコルおよびポート → ローカルポート UDP（１３７、１３８）、TCP（１３９、４４５） 

 スコープ → リモート IP アドレスにクライアントのサブネットを設定 

 
図 2.3.5-7 Windows ファイアウォールの一括設定イメージ  
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② 監視強化策（視⑤） 

  
図 2.3.5-8 監視強化策（視⑤）イメージ 

 
【実装事項 ア： 認証失敗ログの出力を設定する】 

Active Directory にて認証失敗のログを取得するように設定します。Windows 系 OS のデフォルト設定

では認証のログは成功ログしか取得できないため、事前に設定を変更しておく必要があります。加えて、

必ず認証に失敗するような普段使用しないアカウント（トラップアカウント）を設定し、認証失敗のログを監

視することで、攻撃者による内部侵入の拡大を発見できるようにします（詳細については次項を参照）。 

 

  

Trap 
Account

内部侵入拡大経路

ユーザ端末

ユーザセグメント
（A部署）

Internet

FW

サーバセグメント

運用管理セグメント

運用管理端末

Active
Directory 運用管理

サーバ
ファイル
サーバ

・・・

ユーザ端末

ユーザセグメント
（B部署）

Trap 
Account

認証ログ

【実装事項 ア】
認証失敗ログの出力
を設定する

【運用事項 ア】
トラップアカウントの
認証試行を監視する
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認証失敗ログ取得例 

認証失敗ログの取得は、グループポリシーにて以下の設定項目を活用することで可能です。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 

コンピュータの構成 

-ポリシー 

-Windows の設定 

-セキュリティの設定 

-ローカルポリシー 

-監査ポリシー 

 アカウント ログオンイベントの監査 → 成功、失敗 

 
図 2.3.5-9 認証失敗ログの出力設定イメージ 

 
 
【運用事項 ア： トラップアカウントを作成し認証試行を監視する】 

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など組織内で狙われやすいと考えら

れるユーザ端末に、高い権限があることを想起させるユーザ名(例：clientadmin01 など)を付与したアカウ

ント（トラップアカウント）をローカルアカウントに設定しておき、当該アカウントの認証施行を監視すること

で、ユーザ端末上に保管されたアカウント情報の不正利用を検出します。また、ユーザ端末の初期構築

時に共通のローカルアカウントを設定済みの場合には、そのアカウントをトラップアカウントとして監視す

ることも有効です。 

ドメインのアカウントをトラップアカウントとして使用する場合は、ユーザ端末にログオンキャッシュが残

るように設定した上で、それぞれのユーザ端末にトラップアカウントでログオンを行う必要があります。 
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トラップアカウントを設定後、認証サーバ（Active Directory）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記録が残っていた場合は、攻撃者によって内部

侵入が行われている可能性が高いため、アクセス元のユーザ端末を検査する必要があります。 

 

③ 監視強化策（新規 視③） 

 

図 2.3.5-10 監視強化策（断⑦再整理）イメージ 

 
【運用事項 ア： タスクスケジューラや PsExec の実行を監視する】 

Windows サーバのイベントログに対してタスクスケジューラのログを出力する設定を行います。 

 

【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、ユーザ端末には有効でないパスワードをキャッシュ情報

として保管させることを推奨します。具体的には、ユーザ端末からトラップアカウントで一度ログインをして

ユーザ端末上にパスワード情報をキャッシュとして保管させた後に認証サーバ（Active Directory など）側

で、トラップアカウントのパスワードを強制変更することで、ユーザ端末上にキャッシュされたアカウント情報

による認証が失敗するようにします。 
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攻撃者は Windowsサーバに不正ツールを配置した後、タスクスケジューラや PsExec を使って不正ツー

ルをリモート実行させることが多いです。Windowsサーバでタスクスケジューラのログが出力されていない

場合は、事前にイベントログの取得設定を変更しておく必要があります。 

 

 

 

タスクスケジューラのログ取得設定例 

タスクスケジューラのログは、イベントログにて以下の設定を行うことで取得可能です。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 アプリケーションとサービスログ – Microsoft – Windows – TaskScheduler - Operational → ログ

の有効化 

 

図 2.3.5-11 タスクスケジューラのログ出力設定イメージ 
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タスクスケジューラをリモートから追加された場合、上記で有効にしたイベントログでタスクの追加イベ

ントを検知することで、タスクの追加を監視することができます。 

また、PsExec をリモートから実行された場合、一時的にサービスが追加されるため、イベントログでサ

ービスの追加イベントを検知することで、PsExec の実行を監視することができます。 

 

以下に、イベントログを活用したイベント監視の設定例を記載します。 

 
 

タスクスケジューラのイベントログ監視設定例 

イベントビューアの特定イベントを監視する機能を活用し、アプリケーションとサービスログのタスク 

スケジューラログから以下のイベントを監視することで、新たなタスクの追加を検知することが可能に 

なります。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 “現在のログをフィルター”からイベント ID「１０６」で絞り込みを実施 

 “このイベントにタスクを設定”から通知設定を実施 

 

図 2.3.5-12 タスクスケジューラの通知設定イメージ 
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PsExec 実行状況の監視設定例 

PsExec 実行時にはサービスが一時的に追加されるため、イベントビューアの特定イベントを監視 

する機能を活用し、Windows ログのシステムログから以下のイベントを監視することで、PsExec の実行 

を検知することが可能になります。 

なお、各組織における動作を保証するものではありません。実施にあたっては自組織内での影響を 

事前に検証し、実装してください。 

 “現在のログをフィルター”からイベント ID「７０４５」で絞り込みを実施 

 “このイベントにタスクを設定”から通知設定を実施 

 
図 2.3.5-13 PsExec の通知設定イメージ 

 

 

 
  

【注意事項】 

・頻繁にタスクの追加やサービスの追加が行われる環境の場合、当該イベントが正規のものか不正アクセス

のものか判別することが困難です。どうしてもファイル共有を有効にする必要があるサーバに限って設定す

ることを推奨します。それ以外のサーバについては、ファイル共有機能を無効にするか、Windows ファイアウ

ォールなどで制限を行ってください。 
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２．３．６ 管理者権限アカウントのキャッシュ禁止とログオンの監視 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

攻撃の内部侵入・調査段階において、攻撃者はユーザ端末にキャッシュされている管理者権限 30 のアカウ

ント情報を窃取します。その際、攻撃者が狙うシステム上の弱点は日常の運用で使われている管理者権限の

アカウントです。 

運用管理などで管理者権限のアカウントを使用していた場合、ユーザ端末にはそのキャッシュ情報が残る

ため、攻撃者は管理者権限のアカウントを窃取できてしまいます。 

攻撃者は管理者権限のアカウント情報窃取により、Active Directory に対する様々な操作（ユーザの追加

やアクセス権限の変更、グループポリシーの変更など）が可能になり、目的遂行まで後一歩の状況まで到達

したといえます。 

一方で、システムの日常運用保守業務には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ものもあり、運用設計をする上では、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。 

 

 

図 2.3.6-1 攻撃者に狙われる弱点 

  

                                                   
30 管理者権限のアカウント情報には端末の管理者とドメインの管理者の 2 つがある 

ここで記載する管理者権限のアカウントは、Domain Admins グループに所属するドメインの管理者アカウントのことを指す 

ユーザ端末 ユーザ端末

内部侵入拡大経路

ユーザセグメント

Domain
Admins

ユーザ端末

Domain
Admins Active Directory

ユーザ端末にキャッシュされている、

日々の運用で使用されている管理者

権限のアカウントが悪用される

【対策セット F】 
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（２） 統制目標の概要 

 
 
 攻撃者に管理者権限のアカウント情報を窃取させない 

 万が一窃取されたときも管理者権限のアカウントの不正使用を検知する 

 

 

この対策の統制目標は、攻撃者にユーザ端末経由で管理者権限のアカウント情報を窃取させないこと、お

よび万が一窃取された場合にもそのアカウントの不正使用を検知できることです。 

 

 

図 2.3.6-2 対策の統制目標イメージ 
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（３） 対策セット F 詳細 

「（２）統制目標の概要」を達成するための具体的な対策例として、防御遮断策「管理者権限アカウントのキ

ャッシュ禁止（断⑥）」で攻撃を止め、監視強化策「管理者権限ログイン履歴の監視（断⑥再整理）」で監視を強

化する、対策セット F を記載します。 

 

 
 

① 防御遮断策（断⑥） 

 

図 2.3.6-3 防御遮断策（断⑥）イメージ 

 
  

【注意事項】 

旧断⑥の一部に、監視強化策に相当する機能が入っていたため、当該機能を切り出しました。 

旧断⑥から切り出した監視強化策に該当する機能を新たに視④として追加しました。 
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【実装事項 ア： ユーザ端末で使用するアカウントの権限を最小化する】 

ユーザ端末で使用するアカウントの権限は必要最低限となるようにアカウントの設計を行います。 

 Domain Users グループ：ユーザ端末における一般ユーザ権限 

 Operators グループ：ユーザ端末におけるローカル管理者権限 

            （ユーザ端末の Administrators グループに所属させる） 

 ユーザ端末のローカル管理者：アカウントを無効化 

 
ユーザ端末で使用するアカウントは Domain Users グループに登録し、管理者権限を付与しないように

します。 

ユーザ端末のメンテナンスを行う際には、Operators グループに登録したアカウントを使用するようにし、

ドメインの管理者アカウント（Domain Admins グループ）を使用しないようにします。 

ユーザ端末のその他のローカルアカウントについては、原則としてトラップアカウントを除いて全て無効

化し、使用できないようにします。 

 

【運用事項 ア： ドメインの管理者アカウントを使用する業務を最小化する】 

ドメインの管理者アカウントの利用は、ドメインの管理者権限が必要となる業務に対してのみ許可する

運用とします。その際、普段使用するアカウントとは別に管理業務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、ドメインの管理者アカウントの不用意な配布・拡散を防ぐことが出

来ます。 
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② 監視強化策（新規 視④） 

 

図 2.3.6-4 監視強化策（断⑥再整理）イメージ 

 

【運用事項 ア： Domain Admins グループのログイン履歴を確認する】 

防御遮断策（断⑥）運用事項アで記載したとおり、ドメインの管理者アカウント（Domain Admins グルー

プのアカウントなど）については原則使用しない運用とし、ドメインの管理者権限が必要となる作業を運用

記録などで管理し、いつ誰が使用したのかを記録しておきます。その上で、定期的（月次など）にドメイン

の管理者アカウントがいつ使用されたか Active Directory の認証ログと突き合わせ、作業履歴にないロ

グイン履歴があった場合には、攻撃者にアカウント情報が窃取されている可能性があるため、運用者へ

の作業実績の確認とアクセス元の端末を調査します。 

認証ログの突き合わせ作業に伴う運用負荷を軽減するため、ログイン履歴をメールで管理者に送信す

るなどの仕組みも有効です。具体的には、システム管理製品のメッセージ監視機能を活用し、Active 

Directory のセキュリティログをメッセージ監視して、Domain Admins グループのユーザに対するログイン

イベントを検知し、管理者のメールアドレスに都度送信させるようにします。送信されたログインイベント

のメールと実際の作業履歴の突き合わせを行なうことで、上記作業と同などの作業を実現することが出

来ます。 
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２．３．７ （参考）内部未使用 IP によるファイル共有探索活動の監視 
 

 
 

（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

基盤構築段階において、マルウェアに感染したユーザ端末は攻撃者にリモートコントロールされ、ネットワー

ク内のさまざまな機器に対してファイル共有の探索行為を行う場合があります。 

 

（２） 統制目標の概要 

 
 
 攻撃者が無作為な IP アドレスに対して行うファイル共有の探索通信を検知する 

 
 

この対策の統制目標は、上記のようなファイル共有を探索する行為を検知することです。 

 

  

【注意事項】 

本項目は攻撃者が無作為にファイル共有を探索する行為を実際に行っているという確証が取れてい

ないため、参考としています。 
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（３） 対策セット詳細 

① 監視強化策（新規） 

 
図 2.3.7-1 内部未使用 IP による特定サービス監視 

 
【実装事項 ア： ネットワークセンサーを用意し、ファイル共有の探索活動を検知する】 

ユーザ端末から出るファイル共有を探す通信を監視します。 

Windows 系 OS は、一般に同じサブネットワーク内に対してファイル共有を探索する通信を行いますが、

サブネットワークを超えて探索通信を行うことはまれです。 

そこで、ネットワークの設計を考慮し、システム内の未使用サブネット宛て通信をネットワークセンサー

へ全て向けるように設定します。そうすることで、攻撃者が行う無作為なファイル共有探索通信を検知し

ます。 
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２．３．８ （参考）デコイサーバによる監視 
 

 

 
（１） 攻撃者が狙うシステム上の弱点 

内部侵入・調査段階において、攻撃者はネットワークマウントされているファイルサーバに対して侵害拡大

やファイル収集を行う場合があります。 

 

（２） 統制目標の概要 

 
 
 ファイル共有を利用した、攻撃者による内部侵害拡大を検知する 

 

 

この対策の統制目標は、上記のような侵害拡大やファイル収集行為を検知することです。 

 

  

【注意事項】 

本項目は攻撃者に対しどの程度効果があるかが明確でないため、参考としています。 
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（３） 対策セット詳細 

① 監視強化策（新規） 

 
図 2.3.8-1 デコイサーバによる監視 

 
【実装事項 ア： デコイサーバを用意し、攻撃者の内部侵害拡大を検知する】 

ユーザ端末からおとりとして設置したデコイサーバへのアクセスを監視します。 

デコイサーバの実施方法にはいくつか方式がありますが、ここでは単純にファイルサーバをデコイサー

バ（以下、デコイファイルサーバ）とする例を記載します。 

あらかじめユーザ端末にはデコイファイルサーバをネットワークマウントしておきます。 

ユーザに対しては、該当ネットワークドライブを利用しないように通知しておくことで、デコイファイルサ

ーバに対するアクセスは攻撃者によるものであると判断します。 

アクセスの検知にあたってはファイル操作ログを取得できる製品や認証ログを活用するなどの方法が

あります。 
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２．４ その他の活用場面 
本書は、情報システムの設計／運用管理場面での使用以外に、様々な利用シーンを想定しています。そのい

くつかについて紹介します。 

高度標的型攻撃は、他の攻撃に比べ多様な問題を内包（国際政治、安全保障・危機管理、市場問題等）して

いるため、単にサイバー攻撃以上の意味を持つことになります。このため、従来以上に様々な分野との関連が

テーマとなってきます。本書は、これらの関連分野との関係を検討調整するための材料を提供します。 

 

２．４．１ 連接システム間における設計対策の利用 
本書のシステム設計対策セット（「２．３ システム設計対策セット」）は、情報システム全体を対象として記載さ

れていますが、実際の情報システムは、複数のシステムが内部 LAN や回線等で結ばれた連接形態となっており、

運用管理責任もサービス機能により分散管理と集中管理が複雑に組み合わされています。 

 

 

図 2.4.1-1 情報システムの連接形態（例） 

 

システム設計対策セットは、「図２．３－２ 各攻撃段階におけるリスク評価チャート」に示す攻撃シナリオの各

攻撃段階に対応し、セット（A～F）で用いるものです。また、対策対象箇所は、「表２．２．３ 攻撃シナリオと対応

機能の関係」に示す「内部対策」に該当する機器等が対象になります。 

高度標的型攻撃では、初期潜入後に外部とのコネクトバック通信用の経路を確保し、以降の攻撃段階に推移

するため、インターネットとの接続管理を行う情報システムは、優先的に対策を講じる必要があります。 

結果的に、内部ネットワークでつながった他の接続システムへの攻撃を発見遮断する最後の砦にもなります。 

また、直接インターネットへの接続を有さず、内部ネットワークでつながった拠点システムのうち、システム設

計対策セット個々に記載した対策対象装置を保有している場合は、対策を行う必要があります。 
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図 2.3-2 各攻撃段階におけるリスク評価チャート（再掲・加筆） 

 

表 2.2.3 攻撃シナリオと対応機能の関係（再掲） 
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4

5 直接外部通信タイプ ○ ○ △ △ ○ △

6 プロキシ通信対応タイプ ○ △ △ △ △ ○

7 認証プロキシ突破タイプ ○ △ △ □

8

9 ツールのダウンロード ○ △ ○
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11 認証情報の窃取 ○ □
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13 IPアドレス探索 □
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端末からサーバへの侵入

ユーザ端末での諜報
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端末間での侵害拡大

内部対策
（出口対策を含む）



98 
 

以下に、各種システム連接状況下におけるシステム設計対策セットの適応箇所検討の一例を示します。 

実際の対策実施に当たっては、相互に関係する複数部署間での調整が発生するため、共通の意識合わせの

参考としてください。 

 

実際の情報システムでは、共通ネットワークや共通サービスを利用する形態や、個別のサービスシステムが

基幹 LAN を利用する形態など、様々につながりあって稼働しています。また、それぞれの監視・管理権限も分散

しています。 

このような複合形態においては、どの部分が対策対象になるのかの判断と調整が複雑になります。また、攻

撃を観測した場合の通報先の特定も事前の調整無くしては難しいでしょう。 

システム設計対策セットを適応する場合には、関連部署間の連絡調整要領等の組織体制も合わせて検討し

ておくことが重要です。 

 

 
図 2.4.1-2 各種システム連接状況下でのシステム対策セット適応例 
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２．４．２ システム設計時における脅威トレースの自動モデル化 
IPA 脅威と対策研究会では、高度標的型攻撃のシステム設計対策を案出した机上脅威トレース手法（「２．２．

１ システム設計策の導出アプローチ」）を基に、脅威トレースの自動化を研究しています。 

本項では、脅威トレースの自動化ツールの研究開発について紹介します。 

 

これは、現在セキュリティのエキスパートにより人手で行われている情報システムに対する標的型攻撃の対策

部位の特定を自動化する設計支援ツールとして開発しているものです。 

高度標的型攻撃の各攻撃段階の挙動全体をシミュレーションすることで、攻撃全容の理解を助け、情報シス

テムの設計・運用管理者等がシステム上の弱点を見つけ出す事を目的としたツールです。 

同時に、教育および訓練ツールとしての利用可能性も検討しています。 

 

図 2.4.2-1 机上脅威トレースの自動化 

 

（１） 自動脅威トレース技術の概要 

自動脅威トレースでは、シミュレーション対象の情報システムの構成（情報機器、ネットワーク、ソフトウエア

等）をモデル化し、パターン化した各段階の攻撃パターンを用いて順に全てのケースをシミュレーションし、影

響箇所（攻撃結果と要対策箇所）を出力します。 

 

図 2.4.2-2 自動脅威トレース技術の概要 
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（２） 自動脅威トレースの実行手順 

自動脅威トレースは、ソルバーとシミュレータエンジンで構成されます。 

①  シミュレーション実行者が調査したいネットワークの構成を脅威トレースに入力。 

②  ソルバーに定義している各段階の攻撃シナリオ（複数パターン）をシミュレータエンジンが実行。 

③  攻撃段階ごとに指定した攻撃シナリオをトレースシミュレーションする。 

④  シミュレータエンジンはネットワークの状態の変化を保存しながらシミュレートを行う。 

以上を繰り返して攻撃シナリオをシミュレートしていくことで、ネットワークに潜む問題点を洗い出します。 

 

既存の関連研究との相違点 

 ネットワークシミュレーション 

既存のネットワークシミュレータでは TCP/IP プロトコルスイートを忠実にシミュレートするものが多く 

ありますが、脅威対策のためのシミュレーションでは既存のネットワークシミュレータのような忠実なシ 

ミュレーションは要求されていません。 

そこで、自動脅威トレースではシミュレータプログラム上で、ノード間で行われる通信の流れを表現 

するシンプルなモデルを用いてシミュレートする方法を採っています。 

 

 マルウェアのモデリング 

近年の標的型攻撃で使用されるマルウェアは多種多様で、そのほとんどが攻撃を遂行するために 

   必要な機能を豊富に持ちあわせており、その全てを網羅することは非常に困難ですが、マルウェア 

   解析によって得られた情報を元に大別すると、その機能は十数種類程度まで抑えられます。 

特に高度標的型攻撃に関しては、「初期潜入段階」のコネクトバック通信の設置が主たる機能（攻撃 

   目的）であり、その他は脆弱性等の利用による感染動作になります。 

本来、自動トレースにおいては、膨大なマルウェア機能全てを網羅する必要は無く、システムの影響 

   調査に必要な部分の機能のみをモデル化できれば十分検証できることになります。 

具体的には、専門家による静的・動的解析によって得られたマルウェアの機能を、抽象度を高めて 

   攻撃段階別に分類を行い、類似する機能の列挙を行います。 

その列挙された機能を元にシミュレーションに使用するマルウェアの機能をピックアップし、マルウェ 

   アとしてモデル化を行うことで、シミュレーションに必要な機能を持ち合わせたマルウェアのモデル化が 

   可能になります。 
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攻撃の対象となる企業や組織の情報システムは大規模かつ複雑であり、このような環境において、あらゆる

攻撃を網羅的かつ具体的な手法で、シミュレーションを行うと多くの計算時間を要します。 

そこで自動脅威トレースの実装では、シミュレーションの計算時間を短くして実際的なツールとして実現するた

め、以下の（１）～（３）の工夫をしています。 

 

（１） 標的型攻撃に限定 

多種多様な攻撃全てを対象とするのではなく対象を標的型攻撃に限定します。 

特に標的型攻撃では、「初期潜入」「基盤構築」「内部潜入•調査」「目的遂行」の各段階では、数え上げられ

る程度の数の典型的な攻撃パターンが存在し、それらの段階ごとの組み合わせで攻撃全体が実現されてい

ることが分析されています。 

それぞれの攻撃の段階で攻撃のシナリオを自動トレースに記述し、段階ごとのシミュレーションを組み合わ

せることにより、攻撃全体をシミュレーション可能となります。 

攻撃全体で網羅的にシミュレーションしなければならない一般的な攻撃よりもシミュレーションの計算時間を

短くすることができます。 

 

（２） 高い抽象度のモデルを採用 

標的型攻撃の全貌を効率良く把握することが目的であるため、抽象度の高いモデルを採用してシミュレー

ションを行います。例えば、標的型攻撃の分析が目的の場合は、情報システムにおける各情報機器の IP アド

レスの具体的な値は、その情報機器がどのサブネットに属しているか、また他の情報機器と区別できれば具

体的な値をやめて抽象化しても問題ありません。またシミュレーションアルゴリズムを最適化し、計算時間を短

くすることができます。 

 

（３） 並列分散計算を検討 

（１）（２）の工夫を行っても、高度標的型攻撃の特に「基盤構築」「内部侵入調査段階」（内部攻撃段階）では、

攻撃者がコネクトバック通信を用いて手動で行う攻撃であるため、その攻撃パターンは複数存在し、情報シス

テムも複雑なため、網羅的に調べなければならない部分が残ります。 

現在の自動脅威トレースはアクタモデルで実装されており、ルータや PC 等の情報機器や Web ブラウザ、マ

ルウェア等のソフトウェアは全てアクタとして他と独立して動作しています。 

また、各アクタは IP データグラム等のメッセージを交換することで、シミュレーション全体を実現していますが、

これは、並列分散処理と実装に用いたフレームワークと親和性が高いことになります。 

そこで、計算時間を短くするためにマルチコアプロセッサによる並列処理、クラウドによる複数の計算機を利

用した並列分散処理を行うことを検討しています。 

 

参考文献 

1. Kato, M., Matsunami, T., Kanaoka, A., Koide, H. and Okamoto, E.: Tracing Advanced Threats in Networked Systems, 

SafeConfig, October 2012. 

2. Koide, H. : Tracing Attacks on Advanced Persistent Threats in Networked Systems, FIRST TC, Kyoto, November 

2012. 
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２．４．３ 統制目標とシステム設計ガイドとの関係 
本書は、組織の情報システムの調達段階から、運用管理段階に至る各フェーズでのシステム設計・管理場面

で使用する事を想定しています。これらの各段階では、例えば、経営層、IT ガバナンス部署、設計調整部署、運

用管理部署等、組織内の様々な役割の関連部署が関連を持ちます。 

その際に、「高度標的型攻撃」対策に対して、関連部署間で共通的な概念を認識し、諸課題を調整しなければ

なりません。 

本書は、その役割の異なる部署間をつなぐドキュメントとしての意味を持っています。 

 

 

図 2.4.3-1 情報システムに係る関係部署（一例） 

 

経営層や IT ガバナンス部署としては、IT システムへの投資が、妥当であるかどうかに関心がある一方、IT シ

ステムの設計調整部署や運用管理部署では、情報システムの実際の対策内容に関心があります。そのため、

一つの対策を実施する際には、対策内容が「高度標的型攻撃」に対して有効であり、かつ、IT システムの投資と

して妥当であるかどうかを検討する必要があります。 

「２．３ システム設計対策セット」では、以下が記載されています。 

 対策の目標を記載した「統制目標の概要」 

 対策内容詳細を記載した「対策セット詳細」 

 

「統制目標の概要」では、「高度標的型攻撃」対策として、経営層や IT ガバナンス部署が IT システムに対策を

する必要性を統制目標として列挙しています。この「統制目標の概要」は、「高度標的型攻撃」対策の目標であり、

異なる組織間でも共通です。そのため、ここに挙げた「統制目標の概要」は、あらゆる組織においても、全て網羅

的に留意すべき統制目標です。 

 

一方、設計調整部署や運用管理部署が、「統制目標の概要」を実現するために、IT システムに組み込む実際

の対策内容詳細は、「対策セット詳細」として、記載しています。 

実際の対策内容詳細は、「統制目標の概要」と異なり、IT システムの環境や構造により、異なります。そのた

め、「対策セット詳細」は、自組織の組織やシステム条件等の特性に合わせて適応する事になります。 

 

重要な点は、実際に行う対策内容が「統制目標の概要」の統制目標を実現していることです。 

同時に対策内容は、その効果が定量的に確認されたものでなくてはなりません。 
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なお、「統制目標の概要」は、COBIT の「コントロール（統制）目標」に相当し、「対策セット詳細」は同「コントロ

ールプラクティス」に該当します。（下記、『COBIT とコントロール（統制）目標』参照） 

 

以上の関係を理解しておくことにより、経営層、IT ガバナンス部署、設計調整部署、運用管理部署等との間で

の総合調整ドキュメントとして、本書を利用する事が可能となります。 

 

 

COBIT とコントロール（統制）目標 

 

組織の IT ガバナンス／IT マネジメントの実践規範として世界的に使用されている基準として、米国 

   の情報システムコントロール協会（ISACA）が提唱する COBIT があります。 

    COBIT：Control Objectives for Information and related Technology 

    ISACA COBIT：http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-japanese.aspx 

 

COBIT は、IT 管理の設計、IT 投資の評価、IT のリスクとコントロールの判断、システム監査の基準 

などに広く世界中で使われています。その目的は、ビジネス要件の効果の実現やリスクの最適化、IT 

資源の最適化とのバランスを維持し、IT により最適な価値を創り出すことを支援することです。 

COBIT コンポーネントには、『コントロール（統制）目標』が規定されており、このコントロール（統制） 

目標に沿うような具体的な対策内容を『コントロール（統制）プラクティス』とし、情報システムの調達／ 

設計段階において該当する対策内容を行います。 

 

     COBIT キューブ                 COBIT4.1 のコンポーネントの相互関係 

図 2.4.3-2 情報システムに係る関係部署（一例） 
 
  

http://www.isaca.org/COBIT/Pages/COBIT-5-japanese.aspx
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２．４．４ 組織としての判断対応への活用 
高度標的型攻撃は、その背景・意図性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つながる可能性があります。 

また、このような政治、外交分野等の問題に至らない場合であっても、組織の機微情報やシステムの破壊を

伴う攻撃の性格上、通常のサイバー攻撃に比べ組織関連部署との調整や判断場面が多くなる事態となる事が

想定されます。 

 

（１） 組織対処判断のために必要な情報の取得 

このような組織判断場面においては、早急な事実の確認が重要となります。特に情報漏えいの有無は最重

要確認事項です。 

通常、事案発覚後に数か月をかけてシステム解析（デジタル・フォレンジクス）を行いますが、これでは時間

がかかり過ぎて初動の対処判断情報には使えません。 

 

本書では、このような組織対処場面での利用を想定し、「２．３ 設計対策セット」では監視強化により組織対

処の引き金につなげるための情報を取得する方法が記載されています。 これは、リアルタイムなシステム解

析（デジタル・フォレンジクス）を可能にしたとも言えます。 

この監視情報は、組織対処判断のための情報として用いる事が可能となります。 

 
図 2.4.4-1 組織としての判断対応への活用 
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（２） 組織体制の検討と整備 

高度標的型攻撃においては、場合により様々な関連部署との緊密な連携や調整が発生します。全ての組

織が整備すべき体制とまでは言いきれませんが、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。 

 

特に、初期段階での現場対処ステージから、組織の判断体制の遷移と対応イメージにつながる時の判断とタ

イミングが重要であり、CSIRT 機能整備のみでは、この判断と組織の判断体制の遷移と対応イメージがスムー

ズに行われない可能性があります。 

 

図 2.4.4-2 事案発生時の組織体制アップと対応イメージ 

また、人材的にもこのような総合調整（縦斜めの橋渡し人財）を行える要員の育成が重要とも言えます。 

 

図 2.4.4-3 縦斜めの橋渡し人財 
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上記組織体制の整備にあたり、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つな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、発生する関連組織と調整等場面での対応に課題が残ります。（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等） 

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、組織対処につなげていくのか？ 

   - 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つなげるための仕組みをどうつくるか？  

   - 監視や解析（デジタル・フォレンジクス）結果等をシステム設計や運用管理対策に生かし、 

再発防止につなげる体制の検討 

 

 

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。 

組織の対応判断のため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 2.4.4-1 「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、監視用ホストと複製したゲストOSとを通信させ
ることにより疑わしいクライアントを検出。

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．システム設計対策の概要」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 高度標的型攻撃シナリオ詳細 

高度標的型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） 高度標的型攻撃の各攻撃段階の詳細攻撃フローモデル 

 
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 
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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 

 
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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図 3.1-4 目的遂行段階における攻撃フロー 
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（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。侵害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。  

 

 
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 高度標的型攻撃シナリオ詳細」で分析した「高度標的型攻撃シナリオ」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

ム設計対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 

システム設計対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、個々の情報システムに合わせて作成する必要がありま

す。 

 

 

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 

前述したように高度標的型攻撃は、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、

各部署との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ため、

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。 

 

 

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 高度標的型シナリオ詳細」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（基盤構築段階以降）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。 

 

 

図 3.2-3 システム基本構成図③ 
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・
・
・

（４） システム検討対策の検討 

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ごとの設

計対策としてマトリックスシートにまとめました。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、攻撃段階ごとの「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。 

検討に実事案およ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。 

 
図 3.2-5 現状分析例  

ユーザセグメント サーバセグメント

運用管理
サーバ

管理者端末

・
・

Internet

攻撃者 リモートメンテナンス

①コネクトバック
通信経路確立

リモートメンテナンス
通信経路

②管理者権限奪取

③サーバ探索、運用管
理サーバ乗っ取り

④タイマー付き破壊
プログラム配置

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

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

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

現状分析
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図 3.2-6 システム設計策例 

 

  

ユーザセグメント

サーバセグメント

運用管理
サーバ

ユーザ端末
(攻撃拠点)

Internet

攻撃者 リモートメンテナンス

①コネクトバック
通信経路確立

トランジット
サーバ

運用管理端末

運用管理セグメント

トランジット
サーバ

DMZ

デコイ
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

トラップ手法により探索
活動を検知

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

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

対策例

安全なリモートアク
セスメンテナンス
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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害拡大を防止し、攻撃調査を行いやす

くします。 

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 2.3.4-1 アクセス制御マトリクス表の例（再掲） 

 アクセス先セグメント 

インター 

ネット 
DMZ 

プロキシ 

サーバ 

内部 

サーバ 

ユーザ 

端末 

運用管理

端末 

ア
ク
セ
ス
元
セ
グ
メ
ン
ト 

インターネット  ○ × × × × 

DMZ ○  × × × × 

プロキシサーバ ○ ○  ○ × × 

内部サーバ × ○ ○  × × 

ユーザ端末 × × ○ ○  × 

運用管理 × ○※1 ○※1※2 ○※1 ○※1  

凡例 ○：可、×：不可 

※1 運用管理専用のポートによる通信 

※2 運用管理端末のパッチ適用などに係る通信を含む 
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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、高度標的型攻撃等の高度

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 31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、高度標的型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。 

 

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）  

ツール名 説明 概要や補足 参考 URL 
パスワードハッシュの窃取 

Pwdump Windows 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。 

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-nt-200
0-xp-2003-vista-7 

Cachedump 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。 

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 

 

 

 

 

                                                   
31 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 

この部分で悪用さ
れるツールを紹介

• 攻撃目標設定
• 関連調査

社外インターネットエリア 社内ネットワーク

①計画立案 ②攻撃準備 ③初期潜入

• 標的型メール
• C&Cサーバ準備

・標的型メール
の送付

⑦再侵入

・バックドアを通じ
再侵入

④基盤構築

・バックドア開設
・端末情報入手
・構成情報入手

⑤内部侵入
・調査

・他端末侵入
・サーバ侵入
・管理者情報窃取

⑥目的遂行

・情報窃取
・システム破壊

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） 

ツール名 説明 概要 参考 URL 
パスワードハッシュの窃取  

Lslsass Windows のプロセスからアクティブなログ

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。 

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) 

Windows 
Credential 
Editor （WCE） 

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。 

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 

Gsecdump 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 

通信経路の確保 

HTRAN 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。 

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

ができる。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.f-secure.j
p/tag/HTran 

ZXProxy (別名 
AProxy) 

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。 

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

キシとして機能させることができる。 

  

ZXPortMap 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。あるサーバを通

信中継サーバとして使用することがで

きる。２００６年頃開発。 

  

Web サーバー（データ収集・配布用） 

Netbox 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）。 

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。 

  

ZXHttpServer 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。 

非常にシンプルな Web Server。 

２００６年頃開発。 
  

メール情報の取得 

GETMAIL 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。 

POP3 に対応したメール取得ツール http://www.interlog.c
om/~tcharron/getmai
l.html 

mapiget 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。 

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。 
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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 参考 URL 

ファイル圧縮 

Lz77.exe 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。 

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。 

  

UPX Shell 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。 

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 

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） 

LSB-Steganogr
aphy 

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。 

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 

Sdelete 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。 

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。 

http://technet.micros
oft.com/ja-jp/sysinter
nals/bb897443.aspx 

Dbgview 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。 

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/ja-jp/sysinter
nals/bb896647.aspx 
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（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。 

 

 

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 

 

  

パスワード
ハッシュの窃取

Outlookなどの
ローカルメール

ボックスから取得

パスワード
ハッシュの窃取

ファイル
圧縮・隠蔽

通信経路の
確保

通信経路の
確保

ファイル
圧縮・隠蔽

インターネット

標的型メール
感染端末

(踏み台端末）

近接サーバ

近接端末

プロキシやリダイレクタ
による通信経路の確立

プロキシやリダイレクタを
による通信経路の確立

重要サーバ

PCから正規の権限
でアクセスしハッシュ

情報を取得
(pwdump)

他端末/サーバから
取得した正規の
権限でアクセス

Webサーバー
（データ配布
収集用）

セキュア削除による
アクセス痕跡の消去

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
(pwdump.exe, lsass, cachedump

WCE, secdump等)

メール情報
の取得

(sdelete)

（Mapi.get, getmail）

(HTRAN, ZX Proxy)
+RAT

(LZ77, UPX Shell、
LSB-Steganography)

攻撃者

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

(HTRAN, ZX Proxy)
+RAT 

ファイル
圧縮・隠蔽

通信を中継

通信を中継

C&Cサーバや
情報取得用

メールアドレス
の確保

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

に高度標的型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「PoisonIvy32」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。 

 

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

                                                   
32 「remote administration tool (RAT) 」というリモートアクセス型マルウェア。 

L3-SW

PoisonIvy サーバ

①端末でサーバプロ
グラムを実行

プロキシサーバ

squid

②プロキシサーバ
（Squid）に出力される
ログを確認

ユーザ端末攻撃端末

PoisonIvy クライアント
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切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。 

 
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。 

 

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、「２．３．３ プロキ

シのアクセス制御によるコネクトバック通信の遮断と監視（対策セットＣ）を導出しました。  

デフォルト設定値

#TAG:debug_options
#Default
Debug_options ALL,1

変更後設定値

#TAG:debug_options
#Default
Debug_options ALL,9

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
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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する通信のこと。主に攻撃者がファイアウォールをすり抜け、侵入するために用い

られる。 

 

入口対策 

高度標的型攻撃の入口攻撃段階（初期潜入）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、標的型メール訓練、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 

高度標的型攻撃において、マルウェアによる外部へのコネクトバック通信の遮断、およびシステム内部に侵入

した攻撃者による侵害拡大の防止を目的とした内部攻撃段階（基盤構築段階、内部侵入・調査段階）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害拡大活動や、攻撃目標を定めるためのシステム内

部の情報を調査する行為を指し示す。 
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