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はじめに 

「標的型サイバー攻撃分析レポート・2017 年版」は、2016 年の 1 年間に日本国内で観測された標的型サイバ

ー攻撃の分析から、その巧妙な攻撃手法を明らかにし、対策について考察したレポートです。「標的型サイバー

攻撃」1とは、特定の組織に不正に侵入し、時間、手段、手法を問わず、目的達成に向け、その標的に特化して

行われる一連の攻撃です。昨今の事例では様々な情報、特に法人組織が持つ個人情報を目的とした攻撃が目立っ

ており、その対象は、民間企業、学術組織、官公庁とほぼすべての国内法人組織に及んでいます。 

2016 年、国内では 6 月に公表された旅行会社での被害事例2など、12 月まで散発的に 7 件の標的型メールを発

端とした標的型サイバー攻撃事例が公表されました。しかし、この状況を年金事業者での被害3を発端として

2015 年に公表された 20 件以上の事例と比べてしまうと、標的型サイバー攻撃自体は「減少傾向」にあるもの

と感じられてしまうかもしれません。 

 

図 0-1：2015 年以降の標的型サイバー攻撃事例の公表数推移 

 

しかし、標的型サイバー攻撃は、被害者に気づかれないよう活動の痕跡を隠蔽・消去しつつ、継続的に行われる

攻撃です。これまでのレポート4でも明らかにしてきたように、そもそもが「気づけない攻撃」であり、公表事

例は「氷山の一角」に過ぎないものと言えます。2016 年に明るみになった被害は、表面化した時点で突然発生

したものではなく、以前から継続的に行われていた攻撃が表面化しただけのものと言えるでしょう。攻撃者は、

攻撃の発覚を避けるため標的組織に侵入した自身の攻撃の存在を「隠蔽」する手口に特に力を注いでいます。こ

の「隠蔽」の活動は絶えず効果を高めるために「変化」を続け、標的となった組織にとっては「気づけない攻撃」

の被害が継続していきます。特にこの 2016 年に確認された標的型サイバー攻撃からは、様々な段階における攻

撃手法が巧妙化と高度化を続けている様子が読み取れます。 

  

                                                
1 http://www.trendmicro.co.jp/jp/security-intelligence/threat-solution/apt/index.html 

2 http://www.jtbcorp.jp/jp/160614.html 

3 http://blog.trendmicro.co.jp/archives/11682 

4  「国内標的型サイバー攻撃分析レポート・2016年版 」 http://www.go-tm.jp/apt2016 
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標的型サイバー攻撃の全体的な概念は、「事前準備」、「初期潜入」、「端末制御」、「情報探索」、「情報集

約」、「情報送出」の 6 段階に分けられます。 

攻撃段階 詳細 

1 事前準備 攻撃先決定、偵察、初期潜入用不正プログラム準備、C&Cサーバ準備  

2 初期潜入 標的型メール送信、受信者による添付不正プログラム実行  侵入時 

活動 

3 端末制御 C&C通信による遠隔操作の確立、感染環境確認  

内部 

活動 

4 情報探索 内部活動ツール送出、LAN内情報探索  

5 情報集約 有益情報の収集  

6 情報送出 収集情報の入手  

 
図 0-2：標的型サイバー攻撃の全体像の概念図 

 

本レポートの第１章では「初期潜入」の段階における活動傾向を明らかにします。標的型サイバー攻撃の主な侵

入手段である「標的型メール」5について、その内容と添付ファイルの分析を中心に行います。第 2 章では「端

末制御」段階における活動傾向として、侵入した遠隔操作ツール（RAT）6が行う遠隔操作通信（C&C7通信）に

ついて分析します。第 3 章では「内部活動」段階で使用される RAT とその活動、また攻撃者からの遠隔操作に

より実行される「内部活動」の実態について分析します。第 4 章ではここまでの分析で明らかになった「内部活

動」の可視化における有効な着眼点について検証、解説します。また最後に、標的型サイバー攻撃対策に生かす

べき技術的対策などをまとめ、全体の総括といたします。 

本書の内容は、特に断りがない限り、トレンドマイクロの各種専門機関が各種調査や実際のインシデント対応の中から蓄積した「脅威に関する知

見」に基づいています。トレンドマイクロでは、世界的な脅威研究および製品サポートセンターである「TrendLabs」8、地域に密着した脅威解析セ

ンターである「リージョナルトレンドラボ（RTL）」において、全世界および日本国内での脅威解析を行っています。特に、RTL内にあって顧客環境

におけるネットワーク監視・分析から調査までを担当する「スレットレスポンスセンター（TRC）」、また各種インシデントレスポンスや被害環境の事

後調査までを行う専門チーム「サイバーアタックレスポンスチーム（CART）」9においては、調査の中から明らかになった攻撃者の内部活動の手口

を新たな監視ポイントとして対策化する、標的型サイバー攻撃の最前線での対応が日夜行われています。  

                                                
5 標的型メール：標的型サイバー攻撃で使用される攻撃対象を特定した攻撃メール 

6 RAT：コンピュータを遠隔操作可能にするツールの通称。バックドア型の不正プログラムたけでなく、正規ソフトウェアを含む呼称 

7 C&C：英「Command ＆ Control」の略。ここでは侵入した RAT に対する遠隔操作の意。「C2」と略すことも 

8 http://www.trendmicro.co.jp/jp/why-trendmicro/rd/analysis/index.html 

9 http://www.trendmicro.co.jp/jp/why-trendmicro/rd/support/index.html 
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1章 「初期潜入」の傾向 

本章では、標的型サイバー攻撃で使用された標的型メールおよび RAT について 2016 年にトレンドマイクロが

実施した分析から、「侵入時活動」の「初期潜入」段階での活動傾向を明らかにします。具体的な分析内容とし

ては、侵入経路、メール経由の侵入時に使用される標的型メールの手口の解析となります。 

 

１）「初期潜入」における侵入手法の傾向 

標的型サイバー攻撃における最初のハードルはいかにして標的組織のネットワークへ侵入するか、です。これま

でに公表された事例のほぼすべてで標的型メールをきっかけにネットワークへの侵入が発生したとされています。

2016 年には 7 件の標的型サイバー攻撃事例が公表されていますが、1 件の未公表を除き、すべての事例で標的

型メールを発端に侵入されたものとしています。 

公表月 組織 侵入発覚理由 侵入経路 

6 月 旅行会社 自組織の対策により不審な通信を確認し発覚 標的型メール 

6 月 国立大学 自組織の対策により不審な通信を確認し発覚 標的型メール 

7 月 国立大学 外部からの不審な通信の指摘 標的型メール 

10 月 国立大学 外部からの不審な通信の指摘 標的型メール 

11 月 金融機関 自組織の対策により不正プログラムのダウンロードを確認 標的型メール 

11 月 経済団体 内部調査の結果不審な通信の存在を確認 不明/未公表 

11 月 出版社 外部からの不審な通信の指摘 標的型メール 

図 1-1-1：2016年における標的型サイバー攻撃の公表事例一覧 

 

トレンドマイクロが実際に対応した調査においてもそのほとんどすべてが電子メールを発端とした侵入でしたが、

メール以外の事例として、脆弱性を利用した遠隔攻撃による侵入事例も確認されています。これは、特定環境に

おける資産管理ソフトの脆弱性を利用し、インターネット経由で直接侵入された事例です。この事例の詳細は、

本章の 3 項で説明いたします。しかし、全体としては標的型サイバー攻撃の発端はほぼすべての場合で電子メー

ルである、と言えます。 

 

２）標的型メールの傾向 

本項では、侵入時の攻撃手法として最も多い標的型メールの傾向を明らかにするため、まず法人組織を狙う標的

型メールとして、以下の 3 つの基準を設定しました。 

1. 件名、本文のいずれかで日本語が使用されている 

2. 同一本文のメールが 3 か所以上で確認されていない 

3. 特に標的型サイバー攻撃で使用される RAT への誘導を確認した 

 （添付されている不正プログラムが RAT をダウンロードすることを確認、など） 
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この基準に則り、法人組織における攻撃調査においてトレンドマイクロが入手した不審メールから 20 サンプル

を標的型メールとして抽出し、詳細な分析を行いました。 

  

図 1-2-1：標的型メールの特徴例 

 

i. 受信者を騙すための手口 

標的型メールでは受信者にいかにそのメールを信用させ、開かせるかが重要です。受信者にそのメールが不

審なものではなく、自身の業務などに関連するメールや自身が確認しなければならないメールであると誤解

させるために、攻撃者は様々な「騙しの手口」を使用しています。 

1. 具体的な件名と本文による騙しの手口： 

今回解析した 20 サンプルすべてにおいても、件名、本文において受信者の業務に直接関連したり、受

信者が興味を持つであろうと考えられる内容が使用されていました。2015 年のサンプルでは、例えば

「ご依頼の件」や「医療費通知のお知らせ」のように、ある程度幅広い対象に通用すると思われる内容

もありましたが、2016 年のサンプルではそのような汎用性のある内容は見当たりませんでした。具体

的な件名と本文の内容としては、資料や情報の送付を案内する「情報共有」の内容が最も多く、会議や

行事の開催を伝える「会議行事関連」、組織内外からの「問い合わせ」、仕事の「依頼」、日報や業務

成果を伝える「報告」といった内容に分類できました。 
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図 1-2-2：標的型メールの件名と本文からの内容分類 

 

情報共有 

最新の役員表です 

研究会入会についてのご案内 

会議・行事関連 

5 月の米国出張の件（追加情報） 

前回セミナー企画会議の議事録の送付 

問い合わせ 

入学試験について教えてください 

先日の発表会について質問があります 

依頼 

  資料作成依頼 

報告 

作業日報の送付 
 

図 1-2-3：標的型メールで使用された件名例(サンプルの内容から一般化し再構成) 

 

2. 転送メールや再送メールの偽装： 

これらのメールの中で、転送や再送を偽装する手口も全体の 25％で確認されています。これは転送メー

ルや再送メールに対しては受信者の判断が若干鈍ることを想定した手口と思われます。中でも「問い合

わせ」を偽装する巧妙な手口として、「なりすましメール」に関する外部からの問い合わせを偽装する

内容のメールを確認しています。これは「あなた/あなたの組織をなりすましたものと思われるメールを

転送するので確認してほしい」という問い合わせの内容を偽装したものです。広く一般を狙う攻撃でも

ウイルス駆除やセキュリティアップデートなどのセキュリティ上の不安をあおる手口がありますが、
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「自分や自分の組織がなりすまされたかもしれない」という不安を受信者に与えることで添付ファイル

を確認させようという巧妙なソーシャルエンジニアリング手法と言えます。 

 
図 1-2-4：「なりすましメール確認」偽装の例（サンプルの内容から一般化し再構成） 

 

3. 実在人物、実在組織の偽装： 

また、メールの From 情報に加え本文冒頭の名乗りや末尾の署名も含め、送信者を実在の組織や人物に

偽装することも常套手段となっています。組織名のみを名乗っているものが 40％、個人名のみを名乗っ

ているものが 30％、残りの 30％は組織名と個人名の双方がメール中に含まれていました。これらの組

織や個人名の偽装について確認するため、使用されている組織名と個人名をインターネット検索で確認

したところ、80％で組織や組織内個人の実在を特定できました。その他は、組織の実在は確認できたも

のの個人の存在までは特定できなかったものが 10%、個人名だけの名乗りのため実在人物かどうか特定

ができなかったものが 10％でした。総じて言うと、サンプルの 9 割で実在組織や個人の偽装が確認で

きた、と言えます。 

4. フリーメールアドレスの使用： 

このように実在する組織や個人を使った送信者偽装が定番化している標的型メールですが、これまでに

行ってきた調査では、送信元メールアドレスとしてフリーメールアドレスが使用されていることが多い

ことがわかっています。この傾向は 2016 年にも継続しており、標的型メールの From 情報は 75%がフ

リーメールアドレス、残りは実在組織のメールアドレスの使用が 15%、国内プロバイダのメールアドレ

スの使用が 10%でした。 
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図 1-2-5：標的型メールにおいて使用された送信者アドレスの分類 

 

このフリーメールアドレス使用の割合は 2015 年の 87%と比べるとやや減少していますが、受信者に

とっては依然として標的型メールに気付くことのできるポイントと言えます。 

しかし、このフリーメールアドレスの使用など不審に思われる送信元アドレスの情報から、受信者の目

を逸らさせるための手口もあります。まず、“送信者名”＜SAMPLE@sample.co.jp＞ の形式により、

送信者名を見出し表示する手口が、20 サンプル中 11 件で使われていました。これは見出し表示によ

り、実際のメールアドレスへの注意を逸らす効果を狙ったものと言えます。 

また、学生やフリーランスの仕事関係者、組織の OB など、組織外部の個人に送信者偽装する手口も全

体の 30%を占めました。これは、学生や組織外部の個人であれば、フリーメールアドレスを使用して

いたとしても違和感は少ないことを狙った手口と言えます。 

 
図 1-2-6：偽装されたメール送信者の分類 
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ii. 添付ファイルに関する分析 

標的型メールの目的は最終的に RAT を標的の環境に侵入させ、C&C 通信つまり遠隔操作を確立させることで

す。このため、最終的に RAT を侵入させるための不正プログラムを添付ファイルとして送り込むことが主流

となっています。 

1. 添付ファイルの形式： 

最終的に RAT の侵入に連鎖する不正プログラムが、他のファイル内に含まれる形でメールに添付される

手法が 20 サンプル中 18 件、全体の 9 割と大多数を占めています。このうち、パスワード付圧縮は全

体の 25%にあたる 5 件でした。不正プログラムを直接添付しない手口のうち、特徴的なものとして

msg 形式のメールファイルが添付されたケースも 1 件ありました。これは転送を偽装する手口として利

用されたものです。不正ファイルが圧縮されることなくメールに直接添付されていたのは 2 件で全体の

1 割のみでした。 

 

図 1-2-7：添付ファイルの拡張子別割合 

 

2. 不正プログラムのファイル形式： 

実際に RAT へ連鎖する活動を行う不正プログラムのファイル形式に関しては、そのほとんどがプログラ

ム（実行形式）ファイルであり、20 サンプル中 16 件を占めました。実行形式ファイルは受信者に警戒

されやすいことから、様々な偽装の手口が施されますが、アイコン表示で文書ファイルに偽装する手口

が 16 件中 15 件で使用されていました。 
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図 1-2-8：添付不正プログラムのファイル形式別割合 

 

 

図 1-2-9：実行形式ファイルのアイコン偽装例 

 

3. ショートカットによる PowerShell の悪用： 

実行ファイル以外では、エクスプロイトコードを含む文書ファイルが 2 件、ショートカットファイル

（lnk ファイル）が 2 件でした。このうち、ショートカットファイルに関してはすべて Windows 標準

の PowerShell10のコマンドを使用してダウンローダ活動を実現するものでした。ショートカットファイ

ルは基本的にはコンピュータのローカルにあるファイルやフォルダを開く機能であることから危険性の

認識はあまり高くないこと、ショートカットファイルの拡張子は Windows 上では表示されないため、

アイコン表示と相まって文書ファイルであると誤解させることを狙っているものと考えられます。不正

ショートカットファイルでは、コマンドを引数として PowerShell に実行させ、ダウンローダ活動を実

現しています。PowerShell は Windows 7 以降では標準実装されており、これまでの Windows コマン

ドに比べ多機能であることから、国内での標的型サイバー攻撃において悪用が継続しています。 

 
図 1-2-10：不正ショートカットファイルの例 

 

                                                
10

 https://technet.microsoft.com/ja-jp/scriptcenter/powershell_owner01.aspx 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/scriptcenter/powershell_owner01.aspx
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３）「標的型メール」以外の侵入事例 

メールの添付ファイル以外の侵入経路として、トレンドマイクロが解析した事例の中では、「水飲み場型」によ

る Web 経由の侵入の可能性が高い事例も確認されています。しかし、Web 経由の侵入に関しては、ほとんどの

場合、侵入元となった攻撃サイトへの誘導がメールにより行われていたものであり、標的型メールの事例と言え

ます。標的型メールが全く絡まない侵入事例としては、脆弱性を利用してインターネット経由で直接侵入するも

のを複数確認しています。12 月 21 日に公表された「SKYSEA Client View の脆弱性11（CVE-2016-783612）」

は、クライアント運用管理ソフトが稼働している端末に対し、遠隔での任意プログラム実行が可能になる脆弱性

です。このクライアント運用管理ソフトが稼働している端末がグローバル IP を持つなど、外部から直接アクセ

ス可能な場合、この脆弱性の利用により直接侵入が実現されてしまいます。 

この脆弱性を利用した侵入は、脆弱性情報の公表前に攻撃が発生していた、つまり「ゼロデイ攻撃」だった事例

も判明しています。トレンドマイクロが実際に確認した複数の事例では、最終的に RAT「KVNDM」が侵入する

ことを確認していますが、別の RAT である「DATPER」の侵入事例も他のセキュリティベンダーから報告され

ています。また、インターネット上の不特定の IP アドレスに対するスキャンによりこの脆弱性を狙う攻撃も確

認されており、この脆弱性を利用した侵入の中には、必ずしも特定の組織のみを標的にしたものではないものも

含まれているようです。 

このような脆弱性を利用した攻撃に関しては、脆弱性自体を解消することが最大の防御となります。SKY 株式

会社からは、すでに脆弱性を解決する更新プログラムならびに当脆弱性への対応に加えてセキュリティ機能を追

加した最新バージョンも公開されています。影響あるバージョンを利用している法人ユーザは、公開情報を基に

更新プログラムあるいは最新バージョンを速やかに適用すべきです。 

 

まとめ 

標的型サイバー攻撃の中で、攻撃者にとっての最初のハードルが標的組織のネットワークへの侵入です。その際、

侵入手段としての標的型メールでは、正規メールの偽装により添付ファイルを無害であると受信者に誤解させる

手法が常套化していると共に、「騙しの手口」は一層巧妙化しています。経路上の監視を免れ、受信者の警戒を

解く手法としては、不正プログラムを圧縮ファイルやパスワード付圧縮ファイルとして添付する手口が主流です。

また、添付されているショートカットファイルから Windows 標準の PowerShell を呼び出すなどの手法で、正

規プロセスを使ったダウンローダ活動も見られるなど、技術的な手法にも巧妙化が見られています。 

標的型メール以外の侵入として、「CVE-2016-7836」の脆弱性を利用する攻撃の発生は、攻撃者が常により効

果的な攻撃手法を探索している事実を思い起こさせます。本来であればセキュリティを高めることにも使用され

る管理ツールの悪用事例としては、2013 年に発生した韓国企業を標的とした攻撃13がありますが、多発してい

るものではありません。攻撃者は標的内部での様々なソフトウェアの運用実態を把握し、攻撃への利用を考えて

います。特に、脆弱性を利用した攻撃は、本来実現不可能な攻撃が実現可能になる魔法の手段と言えます。広く

                                                
11

 http://www.skyseaclientview.net/news/161221/ 
12

 https://www.jpcert.or.jp/at/2016/at160051.html 
13

 http://blog.trendmicro.co.jp/archives/6923 
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一般を狙う攻撃で利用される脆弱性は、世界的に利用が多いソフトが多くなりますが、今回確認された SKYSEA 

Client View はほぼ国内法人利用者向けと言える日本製ソフトであり、この脆弱性を把握し攻撃に利用した攻撃

者が日本を標的としていることは明らかです。このような巧妙な攻撃を防ぐためには、まず自組織が使用してい

るソフトをすべて洗い出して適切な脆弱性対策を進めていくと同時に、ホスト型 IPS 機能などにより遠隔攻撃の

存在を可視化する必要があります。  
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2章 「端末制御」の傾向 

本章では、標的型サイバー攻撃で使用された RAT について、2016 年にトレンドマイクロが実施した分析から、

「侵入時活動」の「端末制御」段階での活動傾向を明らかにします。標的型メールなどの手法で標的組織のネッ

トワーク内に侵入した RAT は、外部の遠隔操作用サーバ（C&C サーバ）に接続し、攻撃者からの遠隔操作を確

立させます。この遠隔操作の際に行われる C&C 通信の傾向を把握することは、侵入した脅威の早期可視化にお

いて重要です。本項ではこの傾向分析のため、トレンドマイクロで調査依頼を受けた標的型メールや標的型サイ

バー攻撃に関連した RAT 検体のうち、有効な C&C 通信が確認できた 39 サンプルについて、より詳細な解析を

行いました。 

 

１）RAT の遠隔操作通信に関する傾向 

攻撃者が RAT を使って遠隔操作を行うためには、RAT に対し外部の C&C サーバ 経由でコマンドを送る必要が

あります。この RAT と C&C サーバとの間の通信を分析することで、RAT への遠隔操作通信を可視化したり、

通信をブロックすることによって遠隔操作を妨げる防御を行うことが可能です。 

i. 使用ポートの傾向： 

RAT が C&C サーバと行う遠隔操作通信に関しては、継続した調査と比べても傾向的に大きな変化は見

られていません。C&C 通信に使用するポートの 87%がウェルノウンポート
14
であり、初期潜入段階では、

一般的にファイアウォールで閉じられることのないポートを利用する傾向を示していると言えます。

1024 番以上のハイポートの使用においても、プロキシなど標的組織内で使用しているポートを狙って

いることが推測されます。具体的に使用されるポートとしては Web 関連（80 番、443 番）が全体の

83％を占めました。また DNS の 53 番も 4％を占めています。これまで「PLUGX」の一部亜種が DNS

を C&C 通信に使用する RAT として特定されていますが、2016 年も変化はありませんでした。 

 

図 2-1-1： RAT が使用する通信ポートの割合(n=47) 

※一つの検体が複数ポートを使用する場合、すべてをカウント 

 

                                                
14  ウェルノウンポート：TCP/IP の主要なプロトコルで使用されている 1023以下のポート番号のこと。主要なプロトコルは割り当てられたポートを使用する

ことが慣例化している 



 

国内標的型サイバー攻撃分析レポート 2017年版 

 
13 

 
 
 

ii. 使用ポートと通信プロトコル： 

ウェルノウンポートを使用する通信で使用されるプロトコルとしては、ポート 80 番における HTTP 通

信など、ポート標準プロトコルの使用が 90%を占めており、単純なポートとプロトコルの関連に着目す

るだけでは、ほとんどの C&C 通信に気づけないことがわかります。通信ポートと実際にそこを通る通信

プロトコルとの相関は、対策の観点で注目すべきポイントではありますが、実際に不審な通信を可視化

するためには、通信内容の詳細な検証が必要であることがわかります。 

 

図 2-1-2： ウェルノウンポートを使用する RAT通信のプロトコル別割合(n=41) 

※一つの検体が複数ポートを使用する場合、すべてをカウント 

 

２）攻撃に用いられた C&Cサーバの傾向 

遠隔操作通信の相手である C&C サーバについても分析を行いました。対象は先に抽出した 39 サンプルの調査

結果から通信先として特定された 36 件の C&C サーバです。この特定にあたっては同一ホスト名でも IP が異な

る場合は異なるものとしてカウントしています。また、IP が同一でもホスト名が異なる場合も異なるものとし

てカウントしています。 

i. C&C サーバ設置国に関する分析 

特定した C&C サーバについて確認された IP アドレスから設置国を割り出し、分析しました。結果、米国が

36 件中 10 件と全体の 28%で最も多く、次いで、香港、日本が同じ 7 件で 19%を占めました。ただし、日

本国内の IP アドレスへの設置が認められた 7 件はすべて 11 月以降に確認されており、それまでは 0 件でし

た。昨年の本レポートでは、2014 年に増加した国内 IP アドレスへの C&C サーバ設置が 2015 年の間に減少

したことを確認しています。これは国内での標的型サイバー攻撃に対する調査、追跡が厳しくなったことに

より、攻撃者が国内サーバの利用を控えていることによるものと分析していました。2016 年は 11 月までは

その傾向が継続していたものですが、新たな攻撃の登場などにより 11 月以降にまた新たな傾向の変化が出て

きたものと言えます。実際に国内 IP アドレスに設置されていた C&C サーバ 7 件のうち 5 件は「CVE-2016-

7836」の脆弱性を利用した直接侵入が確認されている RAT「KVNDM」の事例に集中していました。 
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図 2-2-1：2016年に確認された C&Cサーバの設置国割合 

 

ii. C&C サーバ設置ホストに関する分析 

次に、これらの C&C サーバが、どのような素性のホストに設置されていたか、管理者を調査しました。結果、

調査時点においてホストの管理者が国内サービス事業者と特定できた IP アドレスは 9 件で全体の 25％を占

めていました。管理者が海外サービス事業者のホストは 21 件で全体のおよそ 6 割を占めました。この中には、

サブドメインに「Tokyo」「Osaka」のように日本の都市名を入れることによってログ監視上、日本関連のサ

イトと誤解させようとするような手口も 2 件ありました。残り 6 件は、調査時点で名前解決が不能だったな

どの理由でホストが特定できなかったものです。 

 

図 2-2-2：2016年に確認された C&Cサーバ設置ホストの管理者別割合 

 

これらのサービス事業者が特定できたホストのうち、調査時点で正規サイトとして Web コンテンツが存在し

運用されていたものは 9 件ありました。この正規サイト 9 件のうち 7 件は中小零細事業者や個人が運営する

正規サイトであり、すべて攻撃によるサイト改ざん、もしくは乗っ取りにより C&C サーバとして悪用されて
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しまったものと考えられます。それ以外の正規サイト 2 件は国内サービス事業者が提供する無料ブログサー

ビスであり、2 件ともブログサービスを C&C 通信に悪用する活動が確認されている RAT「ELIRKS」の通信

先であったことがわかっています。 

このように正規サイトとして運用されていたホストが悪用された事例を国内外のサービス事業者という観点

で分類すると、国内サービス事業者の管理ホストでは 9 件中 8 件が正規サイトの悪用だったのに対し、海外

サービス事業者の管理ホストでは 21 件中 1 件と全く逆の結果が出ました。 

 

図 2-2-3：管理者が国内事業者のサイトと海外事業者のサイトにおける正規サイト悪用の割合比較 

 

まとめ 

攻撃者にとって、標的型メール内の添付ファイルを開かせただけでは侵入成功ではありません。最終的に RAT

の遠隔操作に必要な C&C 通信を確立させて初めて侵入成功と言えます。この C&C 通信は攻撃者にとって最も重

要な命綱であり、露見しないよう隠蔽手段が講じられています。一般的にファイアウォールでのブロック対象に

なりづらい Web 通信に遠隔操作通信を紛れ込ませる手法や、HTTP や DNS など一見不審に思えない通信への

偽装は既に常套手段化しています。 

遠隔操作の通信先となる C&C サーバの分析においては、海外サービス事業者の管理ホストを悪用し短期間で変

化を続けていく手口と、国内サービス事業者の管理ホストの信用を利用し監視の目を免れようとする手口の２つ

が継続していることがわかりました。特に国内サービス事業者の管理ホストにおいては正規サイトが侵害され

C&C サーバとして悪用されている割合が高いことがわかっています。これは攻撃者が自身の攻撃の内容に応じ

て、最良の手法を選択した結果という見方もできます。海外サービス事業者の中には、社名をインターネット上

で検索しただけでは素性がわからないサービス事業者の管理とされているものが 21 件中 9 件と半数近くを占め

ていました。これらの中にはいわゆる防弾ホスティングなどそもそも攻撃への悪用が容易なものが含まれている

可能性もあります。対して、日本国内の事業者が管理するサイトの信用にただ乗りするためには、既に運営され

ている正規サイトを悪用するという手法が最も都合がよいと考えられます。このような判断により攻撃手法が取

捨された結果が、この侵害事例の割合として現れたものと言えます。 

  



 

国内標的型サイバー攻撃分析レポート 2017年版 

 
16 

 
 
 

3章 侵入後の内部活動の傾向 

攻撃者は「初期潜入」に成功し「端末制御」を確立すると、「情報探索」、「情報集約」など「内部活動」の段

階に進みます。本章では、この「内部活動」として行われている具体的な活動内容の実体とともに遠隔操作によ

り「内部活動」を実行していく本体である RAT 自体の傾向について解説します。また、RAT に対する遠隔操作

を通して実施される「内部活動」の傾向についても解説します。 

 

１）攻撃に用いられた RAT とその種類 

標的型サイバー攻撃で使用される RAT には複数の種類があります。どの RAT も攻撃者からの遠隔操作を実現す

る目的は同一ですが、種類ごとに特徴的な活動を持っているものもあり、背後の攻撃者の相違なども推測される

ものとされています。本項ではトレンドマイクロで調査依頼を受けた標的型メールや標的型サイバー攻撃に関連

した RAT 検体から 100 サンプルを抽出し、その傾向を分析しました。 

トレンドマイクロが解析対応した 100 サンプルにおいて確認された RAT の種類としては、「PLUGX15」が全体

の 25％と最も多く確認されました。「PLUGX」は 2013 年から存在する RAT ですが、2016 年に公表された標

的型サイバー攻撃事例の中でも 6 月の旅行会社の事例など複数の事例で使用されたことが報じられています。対

して、2015 年には「PLUGX」と存在を二分する存在だった「EMDIVI」は、2016 年に入り急激に見られなく

なり、全体の 1%に止まりました。標的型サイバー攻撃で使用される RAT としてはほぼ終息を迎えたものと思

われます。 

 

図 3-1-1：2016年に用いられた RAT種別の分類 
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 本書内で言及している「PLUGX」は 2013年に登場した RAT型不正プログラムファミリーの呼称（http://about-

threats.trendmicro.com/RelatedThreats.aspx?language=jp&name=Pulling+the+Plug+on+PlugX）であり、株式会社 地

理情報開発から提供されている PlugX(R) シリーズ（http://www.chiri.com/plugx.htm）とは無関係です 
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この「EMDIVI」の減少に対し、新たに「ZACOM」、「ELIRKS」、「ASRUEX」、「DASERF」、「SHELL」

といった様々な RAT が 2016 年を通じて確認されました。また、年末にかけては「CHCHES」、「KVNDM」

を使用した攻撃が新たに確認され、大きく状況が変化しました。「CHCHES」は 10 月後半以降、「KVNDM」

は 11 月中旬以降の登場にも関わらず、それぞれ全体の 8%を占めています。2016 年 10 月以降、年末にかけて

国内組織に対する新たな標的型サイバー攻撃が始まっていたものと言えます。これらの確認された RAT 種類の

うち、特に 2016 年新たに特筆すべき傾向が確認された RAT 種類について以下に解説します。 

 

i. 「ZACOM」 

「ZACOM」はトレンドマイクロでは 2013 年以降、日本国内での攻撃で使用を確認している RAT です。

2016 年を通じて標的型メールによる侵入試行が確認されており、民間企業や官公庁、学術組織での着弾が

報告されています。遠隔操作可能なコマンドが「任意コマンド実行」と「任意ファイルのアップロード/ダウ

ンロード」など最低限に抑えられており、この特徴は確認以来ほとんど変わっていないため、侵入初期段階

で使用される RAT と推測されます。 

ii. 「CHCHES」 

「CHCHES」は巧妙かつ高度で特徴的な活動が多いため、次項でより詳細な内容を解説します。 

iii. 「KVNDM」 

「KVNDM」の活動は 2016 年初頭から始まっていると推測されますが、日本国内の攻撃での使用は 2016

年 11 月以降に確認しています。大きな特徴として、12 月 21 日に公表された「CVE-2016-7836 」脆弱性

を利用した、インターネット経由での標的ネットワークへの直接侵入事例を複数確認しています。トレンド

マイクロの解析検体では、脆弱性情報の公表前に侵入が発生していたと考えられる、つまり「ゼロデイ攻撃」

が発生していたことも判明しています。 

iv. 「ELIRKS」 

「ELIRKS」は 2016 年 6 月に公表された旅行会社の事例など複数の事例で「PLUGX」と共に侵入していた

ことが報じられ、一躍注目された RAT です。2016 年を通じ標的型メール経由での侵入が報告されています。

トレンドマイクロでは 2012 年には「ELIRKS」が台湾などアジアの国々への攻撃で使用されていることを確

認16していました。これまで確認されてきた「ELIRKS」の特徴としてインターネット上のブログサービスを

利用し C&C 通信を行う活動があります。これは、日本国内での攻撃事例でも同様で、日本のサービス事業者

が提供しているブログサービスの悪用を確認しています。 
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 http://blog.trendmicro.co.jp/archives/13990 

 

http://blog.trendmicro.co.jp/archives/13990
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v. 「ASRUEX」 

「ASRUEX」は標的型メールの添付ファイルとしてショートカットファイル（lnk ファイル）の形式で侵入

する特徴がわかっています。このショートカットファイルには Windows 標準の PowerShell のコマンドが

含まれており、最終的に「ASRUEX」の RAT 本体がダウンロード、実行されます。確認された事例では学術

組織への着弾が報告されています。 

 

２）「CHCHES」の解析 

本項では、2016 年に新たに登場した RAT である「CHCHES」について解説します。トレンドマイクロでは

2016 年 10 月前後から日本国内への攻撃での使用を確認しています。侵入経路としては日本語を使用した標的

型メールを確認しており、民間企業、学術組織、官公庁などでの着弾が報告されています。トレンドマイクロの

エンジニアは解析を通じて「CHCHES」が「EMDIVI」と類似しており、作成者や攻撃者などに何らかの関係が

あるものと推測しています。 

i. 「CHCHES」の不正コードの特徴 

「CHCHES」の不正コードのリソースセクション内には中国将棋（英：「Chinese Chess」）で使用される

駒のグラフィックデータが含まれています。このため、単語の最初の数文字をとって「CHCHES」の呼称が

命名されました。 

 
図 3-2-1：「CHCHES」の不正コード内に含まれていた中国将棋の駒のグラフィックデータ例 

 

「CHCHES」の不正コードにはバージョン情報がハードコードされており、トレンドマイクロでは最初期の

バージョンと思われる「1.0.0」から、2017 年 3 月時点で最新となる「1.7.3」など、非常に多くのバージ

ョンを確認しています。不正プログラムにおいては、そのバージョン情報の記述をすべて鵜呑みにすること

はできませんが、それでも頻繁なバージョンアップやプログラム上の分岐が行われていることが窺えます。

トレンドマイクロで確認した攻撃では、標的型メールでの侵入時の手口の変化など、攻撃手法の巧妙化が進

むとともに「CHCHES」のバージョンも進んでいたことから、このバージョン情報の信ぴょう性は高いもの

と考えています。 

また、トレンドマイクロが行った対応と解析からは、「CHCHES」には攻撃段階により使い分けられる２つ

のタイプがあることがわかっています。１つは標的型メールでの侵入時に使用される「侵入型」、もう１つ

は侵入後により巧妙な手法を用いて潜伏し内部活動を行う「潜伏型」です。これは「EMDIVI」との類似点

の１つです。いずれのタイプにおいても、「CHCHES」の RAT としての活動はモジュール化されており、

本体のみでは活動の全体を把握できません。本体は通信機能の他、任意コードの実行や情報送信と言った限
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定された機能のみを持っています。遠隔操作のコマンドや内部活動などに必要な様々な機能は、C&C サーバ

から実行可能形式のバイナリデータのモジュールを入手し、実行します。 

ii. 標的型メールによる侵入時の活動 

「CHCHES」の侵入経路としては、日本語を使用した標的型メールが確認されています。添付ファイルを開

くと「侵入型」が受信者の環境で活動を開始します。これまでにトレンドマイクロが入手した「CHCHES」

の標的型メールにおいては、添付の圧縮ファイル内に含まれる不正ファイルについて、以下の２つのパター

ンが確認されています。 

1. 本体添付パターン： 

圧縮ファイル内には Word などの文書ファイルにアイコン偽装した「CHCHES」本体の実行可能

ファイルが含まれています。本体ファイルが実行されると C&C サーバとの通信など、「CHCHES」

の活動が開始されます。 

2. ショートカットファイル添付パターン： 

圧縮ファイル内には lnk 形式のショートカットファイルが含まれています。このショートカットフ

ァイル内にはダウンローダ活動を行うための PowerShell スクリプトが内包されており、C&C サ

ーバから jpg などの画像ファイルに偽装された別の PowerShell スクリプトがダウンロードされ、

実行されます。これにより「CHCHES」の活動が開始されます。 

 

図 3-2-2：「CHCHES」の不正ショートカットファイルの内容例 

エンコードされた PowerShell スクリプトが保持されている 
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iii. 「CHCHES」の C&C 通信 

「CHCHES」の C&C 通信は HTTP の GET、POST、HEAD などさまざまなメソッドを利用して行われます。

また「CHCHES」は Cookie ヘッダを利用した特徴的な情報送信も行います。これは、C&C サーバへの通信

に GET/HEAD メソッドを使用し、Cookie ヘッダ内に RC4 形式もしくは RC4＋AES の形式で暗号化したデ

ータを保持して送信する手法です。また、C&C サーバからのレスポンスは Base64 もしくは Base64 ＋AES

の形式で暗号化されています。これら「CHCHES」が行う C&C 通信の特徴、多様な HTTP メソッドの使用、

Cookie ヘッダの使用、加えて送信データのフォーマットなどは「EMDIVI」と類似しています。 

 
図 3-2-3：「CHCHES」の送信データ例 Cookie ヘッダ内に暗号化した情報が保持されている 

 

iv. 侵入後の巧妙な潜伏活動：解析と検出の困難化 

標的型メールによる侵入に成功し C&C 通信を確立すると、「CHCHES」は解析や検出の困難化を狙っ

た巧妙かつ高度の活動によって長期の潜伏を狙います。 

1. 正規プロセスへの「寄生」による活動継続： 

「CHCHES」は侵入成功後、「侵入型」が「潜伏型」をダウンロードし、本格的な潜伏活動を開始す

るパターンが確認されています。この際、「DLL プリロード」17手法や自身の不正コードを正規プロ

セスにインジェクションさせることで、正規プロセスに「潜伏型」を「寄生」させて活動を継続しま

す。これにより、システム上は正規プロセスのみが実行されている状態に見えるため、監視や調査の

目を免れられる可能性が高まります。 

また、端末再起動後にも活動を継続するための自動起動設定でも、正規プログラムを利用した DLL プ

リロード手法を使用します。これにより、表面上は正規プログラムが自動起動に登録されているだけ

に見えるため、調査による発見が遅れる場合があります。 

2. ファイルレス活動： 

「CHCHES」は、不正コードそのものをファイルとして保存しない、ファイルレス活動を行う場合が

あります。このためには C&C サーバから受け取った「潜伏型」の不正コードを、ファイルではなく、

レジストリに保存します。そして、正規プロセスにインジェクションした「CHCHES」のプロセスが

レジストリに保存した不正コードを実行します。これにより「CHCHES」の本体は、ファイルとして

                                                
17

 DLL プリロード：プログラムの起動時に同一フォルダ内の DLL を優先的に読み込む仕様を利用し、不正プログラムを起動する手法。これにより、

表面上は正規プログラムが起動されただけのように見せて不正プログラムを実行できる 
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存在しない状態となります。このファイルレス活動により、ファイルベースでのウイルス検出などを

行う対策機能では、検索対象が存在しないため、検出できなくなります。また、暗号化された不正コ

ードしか存在しないため、事後解析による活動内容の把握も非常に困難なものとなります。 

3. 感染 PC の情報を使用した暗号化： 

レジストリに保存された「潜伏型」の不正コードは暗号化されています。この暗号化は感染 PC の

SID など端末固有の情報に加え、感染環境に攻撃者が設定した複数の値などに基づいて行われており、

実際の感染環境以外では検体を実行しても復号されず、活動を再現できません。これにより、実際に

感染した環境以外での解析を非常に困難なものとしています。この感染 PC の情報を利用した暗号化

による解析困難化の手法は「EMDIVI」と類似しています。 

 

３）2016年に確認された内部活動の傾向 

標的型サイバー攻撃では、標的となった組織の施すセキュリティ対策を把握し、数回の失敗があったとしても常

に「変化」して最終的には対策を突破します。この侵入した攻撃者により常に変化する内部活動をいかに把握し、

対策に生かしていくかが標的型サイバー攻撃への最も重要な対応と言えます。本項では 2016 年にトレンドマイ

クロが対応した様々なインシデント対応や監視ケースにおいて、確認された内部活動の定性的な情報をまとめま

す。 

i. 情報探索段階の傾向 

「情報探索」段階では Active Directory18サーバ (AD サーバ)からの情報収集が継続しています。 

AD サーバはネットワークの情報が集積されている非常に重要な存在にも関わらず、ネットワーク内にある

サーバであることから、脆弱性への対処やログの保存など、適切なセキュリティ対策がなされていない場合

が、トレンドマイクロの実際の調査の中でも見られています。これは攻撃者にとっては非常に攻撃しやすい

状況と言え、管理者権限をもつアカウント情報の奪取、総当たり攻撃による認証突破、脆弱性の利用などに

より、AD サーバを侵害する手口がこれまでも確認されています。また、AD サーバからの情報収集において

は、AD 内の特定オブジェクトを検索するためのツールである「dsquery19」と AD のオブジェクトを一括し

て入出力できる「csvde20」の２つのマイクロソフト社製正規ツールの悪用も継続して見られています。 

 

 

 

 

                                                
18 https://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/bb466131.aspx 

19 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc730720(v=ws.10).aspx 

20 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732101(v=ws.10).aspx 
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ii. 攻撃基盤拡大時に行われる「水平移動」の傾向 

侵入後の攻撃基盤の拡大にあたっては、以下の概念図のような「LAN 内侵入活動」がこれまでと同様に確認

されています。 

 

図 3-3-1：「LAN内侵入活動」の攻撃シナリオ概念図 

Step 詳細 

Step 0 

管理者権限奪取 

脆弱性の利用 

辞書攻撃などによるリモートログイン試行 

ツールの利用 

Step 1 

ファイル転送 

Windows管理共有へのファイルコピー 

FTP によるファイル転送 

リモートでの echo コマンド実行 

Step 2 

リモート実行 

PsExecなどのツールの使用 

リモートでのタスク追加 

リモートでのサービス作成 

Step 3 

痕跡消去 

リモートでのタスク削除 

リモートでのサービス削除 

リモートでのイベントログ削除 

 

図 3-3-2：「LAN内侵入活動」で行われる具体的なネットワーク上の挙動 

 

この、「管理者権限奪取」→「ファイル転送」→「リモート実行」→「痕跡消去」、という攻撃シナリオは

既に確立されたものとなっており、以下に示すように、2016 年も手口的に大きな変化はありません。 
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1. 「管理者権限奪取」： 

特に平文でのパスワード取得が可能なツールとして「MIMIKATZ21」、「WCE（Windows 

Credential Editor）22」、「Quarks PwDump23」の使用が継続して確認されています。更新プロ

グラムの浸透があるのか、2015 年に多く見られたケルベロス認証の脆弱性「MS14-068」の利用

はあまり見られなくなりました。 

2. 「ファイル転送」： 

引き続き管理共有を利用したファイルコピーの手口が確認されています。 

3. 「リモート実行」： 

これまでに確認されてきた「at24」、「WMIC25」、「PsExec26」、「sc27」、「reg28」、

「schtasks29」などに加え「WinRM30」機能の悪用も目立ってきました。 

 

iii. 様々な活動段階における PowerShell 悪用の定着 

様々な攻撃段階において、攻撃者による PowerShell の悪用が進んでいます。これまでも述べてきたとおり、

侵入時には標的型メールの添付ファイルとして PowerShell スクリプトを含んだショートカットファイルが

利用されています。RAT の活動開始後には C&C サーバから取得した PowerShell スクリプトをファイルと

して保存せず直接実行する、レジストリに保存後に実行するなどの手段でファイルレス活動を実現します。

また、内部活動ではリモート実行の１つの手段として WinRM 経由による PowerShell の利用が確認されて

います。PowerShell が標的型サイバー攻撃を行うサイバー犯罪者に利用されている背景として、 

 Windows 7 以降では標準機能として実装されており、利用が容易であること 

 これまでのコマンドプロンプトで実行できる Windows コマンドに比べ多機能であること 

 正規ツールのため実行プログラムのホワイトリスト制御を回避できる場合があること 

 一般の管理者がリモート管理のために使用している環境では、正規通信の中に紛れ自身の活動を隠蔽し

やすいこと 

                                                
21 マイクロソフトの開発者向けデバッグツールである「WinDbg 」のデバッガーエクステンション 

 https://msdn.microsoft.com/ja-jp/library/ff551063(v=vs.85).aspx 

22 Amplia Security社 製リサーチツール http://www.ampliasecurity.com/ 

23 Qarkslab管理のオープンソースツール http://blog.quarkslab.com/quarks-pwdump.html 

24 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc748967.aspx 

25 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754534(v=ws.10).aspx 

26 https://technet.microsoft.com/ja-jp/sysinternals/psexec.aspx 

27 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc754599(v=ws.10).aspx 

28 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc732643(v=ws.10).aspx 

29 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc725744(v=ws.10).aspx 

30 https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn265971(v=ws.11).aspx 
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 実行されたスクリプトを特定しないと活動内容がわからない。また実行内容もログに残らないことから

活動内容の隠蔽や痕跡消去が容易であること 

などの点で攻撃者にとっては非常に使い勝手の良い機能となっていることが理由と言えます。 

iv. 閉域ネットワーク内の情報を狙う活動 

攻撃者が狙う情報がインターネットへ接続されていない閉域ネットワーク内に存在する場合、どのような手

口を施してくるでしょうか。トレンドマイクロでは閉域ネットワーク内に存在する情報を狙った巧妙な手口

を確認しています。トレンドマイクロの対応した事例の中では、攻撃者は閉域ネットワークとインターネッ

トに接続された業務ネットワーク間のデータやり取りに USB メディアが使用されている運用実態を捉え、接

続された USB メディア内のデータを監視し、必要な情報を抽出する活動を行っていたことが確認されました。

このように直接アクセスできない場所にある情報であっても、運用状況の監視から窃取方法を確立させる様

は、まさに長期の潜伏による情報収集と人間の攻撃者による洞察が必要という点で、標的型サイバー攻撃の

代表事例ということができます。 

 

まとめ 

侵入成功後に使用される RAT の状況では、2015 年に多くの事例での使用が見られた「EMDIVI」の使用が終息

しその他の RAT が台頭するなど、その種類の分布に大きな変化が見られました。中でも 2016 年 10 月に登場

した「CHCHES」は、ファイルレス活動や感染端末の情報を使用した暗号化による検出・調査の回避などの活動

を持ち、登場から短い期間で多くの攻撃での使用が確認されるなど、巧妙化と高度化を続ける RAT の中でもそ

の変化を代表する存在と言えます。 

しかし、RAT への遠隔操作により実行される内部活動に関しては大きな変化は見られていません。AD サーバの

侵害による情報収集、ネットワーク内での横展開で行われる「LAN 内侵入活動」、PowerShell に代表される正

規ソフトやコマンドの悪用、閉域ネットワーク内の情報を狙う活動などはすべて数年前から見られている活動で

あり、それが常套手段化したり、顕著化してきたりしたものと言えます。逆に言えば、これらの活動は攻撃者に

とって大きく変化させる必要がない成功しやすく有効な手段であるものと言えます。また、対策の観点から言え

ば、大きな変化がないということは可視化の上での着眼点も大きく変える必要がないということになります。 
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4章 内部活動に対する可視化の試み 

侵入した攻撃者は RAT への遠隔操作により様々な「内部活動」を実行します。この「内部活動」を可視化する

ことは、侵入した RAT の存在にいち早く気づくために極めて重要です。これまでのレポートでも、標的型サイ

バー攻撃における内部活動の可視化の重要性を繰り返し報告してまいりました。本章ではこれまでに確認され

た内部活動から、攻撃基盤拡大時の「横展開」や「水平移動（Lateral Movement）」31の具体例である LAN

内での侵入活動の可視化に繋げやすい監視ポイントとその効果の検証について解説します。 

 

１）ネットワーク監視による内部活動の可視化 

攻撃者は内部活動においては不正プログラムの使用を控え、OS の標準ツールやコマンド、その他の管理者用ツ

ールを利用することで、正規の通信の中に自身の活動を巧妙に紛れこませて隠蔽しています。以下はトレンドマ

イクロのネットワーク監視の中で検出された標的型サイバー攻撃の疑いを示す通信の月平均検出数の年別比較で

す。 

 
図 4-1-1：ネットワーク監視で検出された標的型サイバー攻撃の疑いのある通信の月平均検出数推移 

 

これらの検出は「疑い」を示すものであり、すべてが LAN 内への標的型サイバー攻撃の侵入を表しているもの

ではありません。また、検出基準に関しても変化しているため、単純比較により危険性が計れるものでもありま

せん。しかし、月平均数十万件という単位で、その時々の基準での「疑い」が検出されており、その絶対数は

年々増加しているということは確かに言えます。現実の対応の上ではこの大量の「疑い」の中から、実際の標的

型サイバー攻撃の侵入を見出さなければなりません。本項ではそのために必要な、巧妙な内部活動を有効に可視

化するための着眼すべき点を対処するために必要な観点を解説いたします。 

 

                                                
31 水平移動：攻撃基盤の拡大や情報の窃取のため、侵入した PCからネットワーク内の他の端末やサーバへ侵入、拡散すること 
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i. ネットワーク監視による内部活動可視化に向けた検証の前提 

本項における検証の前提として、トレンドマイクロが 2016 年中に対応したネットワーク挙動監視事例につ

いて 100 件のサンプルケースを抽出しました。トレンドマイクロでは日常的な監視対応に加え、インシデン

トハンドリングとしての監視対応を行っており、サンプルケースはこれらの対応から抽出したものです。記

述の単純化のため、１サンプルケースを「1 社」と定義します。 

この 100 社の監視について、対応内容を確認したところ、ネットワーク監視と監視に基づく調査により、

RAT 通信の発生など、なんらかの RAT の活動や活動の痕跡の存在が確認されたケースは 27 社ありました。

ここでは、RAT が確認されたケースを RAT の侵入発生環境、確認されていないケースを侵入未発生環境と

定義します。比較として、標的型サイバー攻撃で使用される RAT ではなく、広く一般利用者へのばらまき型

攻撃で侵入するランサムウェアやオンライン銀行詐欺ツールなどの各種不正プログラムを示す検出に関して

は、100 社中 97 社で確認されており、一般的なネットワーク内への脅威侵入の対策として、ネットワーク

監視の有効性は確かなものと言えます。 

本項の以下で取り上げるデータは、すべて上記の 100 社に対する統計となります。 

 
図 4-1-2：2016年のネットワーク挙動監視ケースにおける侵入発生の割合 

 

ii. ネットワーク挙動監視による内部活動可視化の問題点 

多くの「疑い」の検出すべてに反応し、調査を行うことは現実的には不可能と言えます。「疑い」の中から

効率的に脅威の侵入を可視化するためにはどのような点に着眼すべきでしょうか。まず、個々の「疑い」の

検出について、重要視すべきものがあるかどうかを検証するため、侵入発生環境と侵入未発生環境での「疑

い」の検出 TOP10 を比較しました。結果的に、特定 RAT の通信の検出を除けば、侵入発生環境と未発生環

境において単体の「疑い」の検出だけから見える大きな相違はほぼ無いものと言えます。 
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RAT 確認環境における「疑い」検出 TOP 
 

RAT 未確認環境における「疑い」検出 TOP 

リモート実行：PowerShell 1 ファイル転送：管理共有 

ファイル転送：管理共有 2 リモート実行：PowerShell 

不審通信：遠隔侵入試行 3 リモート実行：PsExec 

リモート実行：WMI 4 ファイル転送：不審ファイル 

不審通信：ダウンロード 5 不審通信：バックドアの疑い 

特定 RAT 通信 6 不審通信：ダウンロード 

ファイル転送：不審ファイル 7 不審通信：遠隔侵入試行 

不審通信：バックドアの疑い 8 不審通信：非正規プロトコル 

リモート実行：PsExec 9 不審通信：不審サーバへの通信 

リモート実行：Job 追加 10 痕跡消去：Job 削除 

図 4-1-3：2016年のネットワーク挙動監視ケースにおける侵入発生の割合 

 

ただし、「疑い」の検出の多寡という面では侵入発生環境と未発生環境では大きな相違がありました。「疑

い」の総検出数を 1 社あたりの月平均でみると、侵入発生環境 27 社では一月におよそ 9,300 件の「疑い」

の検出があるのに対し、侵入未発生環境 73 社ではおよそ 1,700 件と、5 倍以上の差がありました。このこ

とからは、攻撃の侵入が「疑い」の通信を増加させる側面は確かにあるものと言えます。監視の面からは普

段の監視から「疑い」を示す検出の「正常範囲」を割り出しておき、その範囲を大きく超える異常値になっ

た場合にはその原因を調べる対応をとる、という対応は有用と言えます。 

 

i. ネットワーク挙動監視における相関分析の効果 

これまでのレポートでも、複数の「疑い」の相関から攻撃の侵入を可視化することの有効性を報告していま

すが、これは 2016 年の事例からも言えるところです。この相関分析の上で、特に着目すべき内部活動とし

て、 攻撃基盤拡大時に行われる「LAN 内侵入活動」があります。「LAN 内侵入活動」のシナリオである

「管理者権限奪取」、「ファイル転送」、「リモート実行」、「痕跡消去」の各段階のうち、「管理者権限

奪取」に関してはローカル環境でのツール実行によるものが多く、ネットワーク監視による可視化は難しい

ものであると言えます。そして残りの「ファイル転送」、「リモート実行」、「痕跡消去」の各段階の検出

状況を侵入発生環境について確認したところ、侵入発生環境 27 社すべてで「LAN 内侵入活動」が 1 種以上

検出されていました。また、複数の「LAN 内侵入活動」、例えば「ファイル転送」の検出の後に「リモート

実行」などのように連続して確認された環境は 21 社と侵入発生環境全体の 8 割近くを占めていました。 
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図 4-1-4：侵入発生環境における「LAN内侵入活動」の検出状況割合（n=27） 

 

対して、侵入未発生環境では複数の「LAN 内侵入活動」が確認された環境は 3%にとどまりました。 

 
図 4-1-5：侵入未発生環境における「LAN内侵入活動」の検出状況割合（n=73） 

 

このことからは内部活動の中でも特にネットワーク監視で可視化しやすい、複数の「LAN 内侵入活動」の相

関に着目した監視により、対応精度の向上が見込めるものと言えます。以下に「LAN 内侵入活動」の検出条

件からみた侵入発生環境の状況の詳細を示します。 
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内部活動の確認状況 全件数 侵入発生件数 
侵入確認率 

（侵入発生件数/全件数） 

「LAN 内侵入活動」以外の「疑い」確認 

もしくは 「疑い」未確認 

34 0 0% 

「LAN 内侵入活動」を 1 種のみ確認 

（ファイル転送 or リモート実行 ） 

43 6 14% 

「LAN 内侵入活動」を 2 種確認 

（ファイル転送＆リモート実行 or ファイル転送&痕跡消去） 

18 16 89% 

「LAN 内侵入活動」を 3 種確認 

（ファイル転送、リモート実行、痕跡消去） 

5 5 100% 

総計 100 27 27% 

図 4-1-6：「LAN内侵入活動」の検出から見た侵入発生環境の状況 

 

まとめ 

第 3 章で示した通り、内部活動においては大きな手法の変化は確認されておらず、内部活動の可視化方法につ

いても大きな着眼点の変化はないものと言えます。実際の検証においても大きな傾向変化は見られていません。

内部活動では正規ツールや標準コマンドの使用、正規通信の偽装などによる活動の隠蔽が行われているため、単

純なイベントの発生有無の監視だけでは判断のためのノイズが多くなり過ぎ、判断は困難です。ネットワーク挙

動監視の中では、単体のイベント発生にとらわれていては多くの正規通信のノイズの中に紛れている不正な挙動

を見過ごしてしまう可能性があります。これに対し、実際に確認された「LAN 内侵入活動」のシナリオに沿い、

複数の挙動の相関に着眼することで、内部活動をノイズに埋もれさせることなく可視化できることも継続して確

認できました。ただし、変化はいつ起こるかわかりません。多くの攻撃の侵入が監視により発覚していけば、遅

かれ早かれまた新たな手法を編み出すことは間違いありません。一度確立した監視ポイントに固執しすぎること

なく、継続して新しい攻撃手口を把握して自組織にとって有益な「脅威に関する知見」としてまとめ、対策を更

新し続ける必要があると言えます。 
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5章 総 括 標的型サイバー攻撃への対策 

本レポートでは、2016 年に確認された標的型サイバー攻撃における様々な攻撃手口を報告してまいりました。

本章では本レポート内で明らかにした標的型サイバー攻撃の初期潜入、端末制御、内部活動の各段階、および全

体において有効な対策方法についてまとめることで、レポート全体の総括といたします。 

 

１）初期潜入段階：標的型メールとその他の侵入経路への対策 

初期潜入段階での標的型メールによる侵入に対しては以下の対策が有効です。 

i. 組織内利用者への注意喚起とセキュリティ意識向上の取り組み 

標的型メールについて確認された攻撃者の手口を広く共有し注意喚起することで、騙しの手口に早期に

気付き、被害を免れる可能性が高まります。しかし、個々人の注意には限界がありますので、技術的な

対策も当然必要となります。 

ii. 標的型メールへの警告とフィルタリング 

送信元アドレスの偽装、フリーメールアドレスの使用、添付ファイルの拡張子やリアルファイルタイプ

などの手口に着眼し、受信者への警告やフィルタリングを行うことで、大部分の標的型メールに気づけ

る可能性が高まります。 

iii. 添付の未知不正ファイルを警告できる対策 

標的型メールに添付される不正ファイルはほぼすべてが未知不正ファイル、つまり一般的なウイルス検

索機能では検出されないことを確認して攻撃に使用しているものです。このような未知不正ファイルに

対しては、動的解析に基づいて不審な活動を警告できるサンドボックス機能が対策として大きな効果が

あります。様々な標的型メールに対応するためにはサンドボックス自体のカスタマイズ機能とともに、

一般的な実行ファイル単体を解析できるだけでなく、DLL ファイルやマクロ型不正プログラムを含む文

書ファイル、ショートカットファイル、脆弱性の攻撃コードを含むデータファイルまでも解析できるこ

とが求められます。また、標的型メールの添付ファイルのうち、4 通に 1 通でパスワード付圧縮ファイ

ルを使用していたことから、パスワード付圧縮ファイル内のファイルを解析できる機能を持つことも重

要です。 

iv. 水飲み場型攻撃を遮断できる対策 

Web 経由の侵入に対しては、不審な URL へのリンクを持つメールを警告したりフィルタリングできる

機能が欠かせません、同時に、外部の不正なダウンロードサイトへのアクセスを警告、ブロックできる

Web 対策やダウンロードされるファイルに対するサンドボックス技術による検知などの対策が重要で

す。 
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v. 脆弱性を利用したインターネット経由の直接侵入への対策 

脆弱性を利用した攻撃に対しては、脆弱性対策が最も重要です。自組織が使用しているソフトを棚卸し、

その使用方法と更新プログラムの導入を適切に行っていくことで、攻撃に合うリスクを劇的に下げるこ

とができます。また、更新プログラムの適用を速やかに行えない場合や今回のようなゼロデイ攻撃に備

え、直接のネットワーク攻撃を防ぐためのホスト型 IPS 機能とローカル環境の挙動監視や振る舞い検知

などの未知脅威の侵入を警告可能な対策の導入を行うべきでしょう。 

 

２）端末制御段階：侵入端末内での不審ファイルと C&C通信の監視 

端末制御段階では、侵入した RAT が C&C 通信を確立するまでのどこかの時点で、端末内外で行われる不審

な活動を特定できることが必要です。 

i. 端末内で実行されるプログラムの挙動監視 

侵入時に検出できなかった RAT であっても、挙動監視により不審な活動を可視化することでその存在

に気づくことができます 

ii. RAT の C&C 通信に着目したネットワーク挙動監視 

RAT は遠隔操作を確立するための C&C 通信を必ず行います。この C&C 通信を、通信先や通信内容か

ら警告、可視化することが、端末制御段階において最も効果が上がっている対策ポイントとなっていま

す 

iii. 基本的にセキュアなネットワーク設計 

このようなネットワーク挙動監視の前提として、プロキシ経由でのみインターネットにアクセス可能と

するファイアウォール設定など、基本的にセキュアなネットワーク設計を漏れなく行うことが必要です。

例えば、C&C 通信の際に DNS を利用されることがあります。DNS に関してはすべての端末がインタ

ーネットへ接続しに行ける必要はないはずであり、ファイアウォールの設定を今一度見直して必要性が

ある通信のみを通すようにすべきです。 

 

３）内部活動段階：LAN内での不審挙動の可視化とサーバの防護 

内部活動の可視化においては、侵入した RAT が引き続き行う C&C 通信と端末内での不審な活動を可視化する対

策が引き続き有効です。 

i. 内部活動に着目したネットワーク挙動監視 

AD サーバの侵害や「LAN 内侵入活動」など、情報探索や横展開などの「内部活動」を可視化できる対

策が重要です。この内部活動の可視化のためには、攻撃者の手口を的確に把握し、複数の挙動の相関を

監視上の着眼点としていくことも必要です。 
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ii. 内部サーバにおける脆弱性対策と侵入防御対策 

内部サーバ、特に AD サーバに対する攻撃は攻撃者の常套手段となっています。「侵入を前提とした対

策」の観点から、ホスト型 IPS 機能や変更検知機能、脆弱性対応などの基本的対策の徹底により、内部

サーバを守るための「ハードニング（要塞化、堅牢化）」が必要になっています。 

 

４）総論：多階層防御と「脅威に関する知見」を活かした対策 

ここまで標的型サイバー攻撃の各段階で必要な対策をまとめてまいりました。１つの結論としては、単体で標的

型サイバー攻撃全体を防御できるような対策は存在せず、多階層での防御、つまり複数のレイヤーにおいて複数

の技術による対策を施していくことが必要である、と言えます。単一の技術に依存するような対策では効果は見

込めません。例えば、端末内でのファイルベースの検出のみの対策では、RAT のファイルレス活動に対して打

つ手はありません。しかし、RAT の活動を俯瞰して考えた場合、ファイルレスであったとしても、端末内での

挙動監視や振る舞い検知による不審な活動の可視化、また、内部活動や C&C 通信をネットワーク挙動監視によ

り可視化するなど他の技術やレイヤーでの防御によって対策を補完することが可能です。そして、適切な対応を

迅速に適用する基盤として、可視化された脅威への技術的な対策を自動的に組織内全体に適用できるような仕組

みの必要性が増しています。これにより、被害の拡大を防ぐとともに、その時点で既知となった脅威の侵入有無

の判断が迅速化できます。 

そして、標的型サイバー攻撃の主体は不正プログラムではなく、人間の攻撃者であることを忘れてはいけません。

対策の進化に対抗するように、攻撃方法は常に変化していきます。非常に効果が高い対策であってもそれを機械

的に導入するだけでは一時的な効果に止まり、長期的にはいつか対策を回避されてしまいます。攻撃者の内部活

動を困難化させ、目的達成までにより長い時間をかけさせることで、攻撃者の「足跡」がより多く残るようにな

ります。その足跡を分析し、自組織にとって有益な脅威対策上の知見として実際の対策に生かすことができなけ

れば、最終的に真に重大な被害である重要情報の窃取を防ぐことは困難でしょう。 

例えば、今回のレポートでは様々な段階における PowerShell の悪用が顕著化していることを報告しています。

これに対しては PowerShell の使用自体が不要な環境では Windows のグループポリシーを使用し PowerShell

を無効にしておく、使用が必要な環境では同様に Windows のグループポリシーを使用して PowerShell のロギ

ングを有効化しておく、などの対応が考えられます。このように、攻撃者の手口を把握することは具体的に有用

な対策を考える上で重要です。 

また、技術的対策だけでなく、組織的対策も重要です。技術的対策などによって可視化された攻撃の侵入に対し、

適切な対応を迅速に行える体制を事前に作っておかなければ、最終的に情報漏えいの被害などが発生する可能性

があります。実際に公表された事例の中でも、一旦は侵入脅威の可視化に成功したものの、最終的に情報漏えい

と言った実害を防げなかった事例が散見されます。自組織ネットワーク内での不審な活動がわかった場合の調査
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や対応の方法に加え、特にシステムの停止やネットワーク遮断の判断などの重要な決断まで即座に行える事前の

体制構築が不可欠です。組織内でこのような体制を事前に構築していくためには、意思決定層の参加、承認が重

要です。場合によっては経済産業省の「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」32などを活用し、セキュリテ

ィは既に事業継続上の重要事項であることの認識を広めていくような活動も必要でしょう。 

  

                                                
32

 http://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/mng_guide.html 
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Appendix トレンドマイクロのソリューション 

トレンドマイクロでは標的型サイバー攻撃の「気づけない攻撃」への対策を常に進化させています。現在、実

際に導入可能な対策の例として、トレンドマイクロの持つソリューションのうち標的型サイバー攻撃の各段階に

対応するものの一部を紹介します。 

攻撃段階 対策のキーポイント 

初期潜入 
標的型メールによる侵入 

「未知不正ファイル」の警告 

端末制御 C&C通信の可視化・ブロック 

内部活動 
ネットワーク上の内部活動検知 

クライアント・サーバ上での内部活動検知 

全体 トレンドマイクロの持つ脅威に関する知見の活用 

表 A1：標的型サイバー攻撃各段階での対策キーポイント 

 

対策のキーポイント 主な対策製品 

標的型メールによる侵入 

● Deep Discovery™ Email Inspector  

● InterScan Messaging Security 

● Trend Micro Cloud App Security™ 

●Trend Micro Hosted Email Security 

● InterScan VirusWall™ 

「未知の不正ファイル」の警告 

● Deep Discovery™ Email Inspector 

● Deep Discovery™ Analyzer 

● Trend Micro Cloud App Security™ 

●Trend Micro Hosted Email Security 

● ウイルスバスター™ コーポレートエディション 

C&C 通信の可視化・ブロック 

● Deep Discovery™ Inspector  

● TippingPoint 

● InterScan Web Security 

● InterScan VirusWall™ 

● ウイルスバスター™ コーポレートエディション 

クライアント・サーバ上での 

内部活動検知 

● ウイルスバスター™ コーポレートエディション 

●Trend Micro™ Virtual Patch for Endpoint 

● Trend Micro Deep Security™ 

● Trend Micro Endpoint Sensor™ 

ネットワーク上の 

内部活動検知 

● Deep Discovery™ Inspector 

● Deep Discovery™ Analyzer 

● Trend Micro Deep Security™ 

トレンドマイクロの持つ 

脅威に関する知見の活用 
● Trend Micro Premium Service for Enterprise 

表 A2：対策キーポイントごとの対応対策製品 
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