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1. はじめに

NECは、2017年3月、米国国土安全保障省（DHS）
が推進する、官民でサイバー攻撃の脅威情報を迅速に共有
する枠組み「Automated Indicator Sharing（AIS）」
に加入し、サイバーセキュリティ事業において技術・人材と
並び重要な情報（CTI）を強化しています1）。CTIは、脅
威となる要素の相互関係、メカニズム、指標などの分析に
基づき、さまざまな脅威への対処すべき判断基準を提供、
セキュリティ対策の強化と運用コスト削減を目指します。

2. CTIを活用したサイバー攻撃に対する防御強化

2.1 日本の企業・組織を狙う「URSNIF/DreamBot」
2016年6月 頃 か ら、バ ン キ ン グ マ ル ウ ェ ア の

「URSNIF」に感染させるさまざまな日本語のスパムメー
ルが配布されています。受信者が添付ファイルを開くと不
正サイトから不正コードがダウンロードされ、機密情報な
どが盗まれる可能性があります。警察庁・警視庁・一般財
団法人 日本サイバー犯罪対策センター（JC3）から頻繁に
注意喚起が出ており、被害も発生し続けています。図1は、
2017年1月から6月末まで特定組織に送信されたスパム

メールの情報を、ピボット分析した一例です。
ピボット分析は、点在する個々の事象を収集整理し、相

関関係を面でとらえて防御策の検討に利用します。図1の
場合、攻撃者のドメインやIPアドレスなどが、時期により
3つのパターンで実行されていたことが判明しました。

これを世界地図に表したのが図2です。
更に、攻撃者が使用するIPアドレスの範囲、使い回す

周期などを洗い出し、防御体制を整えることができます。
NECではさまざまな情報ソースから最新のサイバー攻撃

近年のサイバー攻撃は、マルウェア単体だけでなくターゲットのシステムにある管理ツールを巧みに悪用して検知を回
避するなど、従来のセキュリティ対策だけでは防御が難しくなっています。進化し続ける攻撃手法に対抗するため、
サイバー攻撃手法分析などのCyber Threat Intelligence（CTI）の活用が注目を集めています。本稿では、CTI
を活用して得られた最近のサイバー攻撃手法について紹介します。
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情報を収集・分析して図3のように見える化し、セキュリ
ティ対策の基盤として活用しています。

2.2 PowerShellを使うマルウェアが増加、どう防ぐか
最近、実行ファイルを直接使用しないファイルレスマル

ウェアの脅威が、よくメディアに取り上げられるようになり
ました。しかし、これは新しい脅威の概念ではありません。
例えば、2001年の「Code Red」や2003年の「SQL 
Slammer」は、メモリ上でのみ動作し、ディスク上には何
も書き込みませんでした。IoTマルウェアの「Mirai」や、
最近の米国国家安全保障局（NSA）から流出したバッ
クドアの「DoublePulsar」も同様で、ディスク上に痕
跡を残しません。攻撃対象のシステムに実装されている
Windowsの標準機能WMI2）や、PowerShell3）をリモー
トから悪用し、攻撃で使うファイルは最小限に抑えて、目
的達成後は不正ファイルやログを消去します。本稿の作
成時点では、以下の特徴が明らかになっています。事案に
ついては、JPCERT/CCで紹介されています4）。

・不正なPowerShellが実行されてもログが残らない

・OSを再起動すると不正コードの痕跡も残らない
・メモリ上に直接読み込まれるので検知が難しい
・HTTPS通信で実行されるとネットワーク検知が困難
・攻撃手法の特定や発見が難しい

現在、「PowerShellを使った攻撃の検知は難しい」と
思い込まれている企業・組織があります。Windows7
に実装されているPowerShell 2.0の場合は、起動・
終了程度しか記録できませんでしたが、5.0にアップ
デートしロギングを有効にすることにより、実行された
PowerShellコマンドやスクリプトなど攻撃者の行動を
記録できます。また、Windowsの「Module Logging」
や5）、WindowsのSysmonを使うことでPowerShell
などのログを出力して可視化できます。既存の環境を生
かしつつ、どのような運用設計でセキュリティ強度を向上
させられるか、日々発生するさまざまな脅威を検証しつ
つ、より精度の高いIntelligenceを生成することにより、

「セキュアな運用」に活用できます。

2.3 「WannaCry」の脅威、脆弱性対策だけで防御できない
2017年5月12日（米国時間）、英国の医療機関や世

界各国の企業・組織で「WannaCry」ランサムウェア（別
名: WannaCrypt、WannaCryptor、Wcryなど）によ
る被害が発生しました6）（表）。

各種メディアなどでは、「MS17-010」のセキュリティ
パッチを適用することで被害が防げると報道されてきま
した。NECでは速やかに当該検体を入手して検証、その
結果 「WannaCry」にはWindowsのファイル共有プ
ロトコルSMBv1の脆弱性を悪用して拡散するワーム機
能とランサムウェアの機能が別々に機能することが判明、

「MS17-010」を適用後もランサムウェア対策は必須であ

表　「WannaCry」ランサムウェアによる被害発生の
Time Line

図2　攻撃元の分析結果2

図3　NEC Cyber Threat Map

攻撃元C2サーバの分布

パターン（1）
・xxx.xx.xxx[.]xxx
・xx.xxx.xx[.]xx
・xx.xxx.xx[.]xx
・xxx.xxx.xxx[.]xxx
・xx.xxx.xxx[.]xxx
・xxx.xx.x[.]xxx

パターン（2）
・xxx.xxx.xxx[.]xx

パターン（3）
・xxx.xx.xxx[.]xx

xxx.xx.xxx[.]xxx

xx.xxx.xx[.]xx
xx.xxx.xx[.]xx
xxx.xxx.xxx[.]xxx
xx.xxx.xxx[.]xxx

xxx.xxx.xxx[.]xx

xxx.xx.xxx[.]xx xxx.xx.xx[.]xxx

2016年9月 MicrosoftがSMBv1の使用停止を推奨

US-CERTがSMBv1の無効化を提唱2017年1月

3月14日 Microsoftが「MS17-010」をリリース

Shadow Brokersが攻撃ツールEternalBlueを公開4月14日

DropboxのURLを悪用したWannaCryが発生4月25日

WannaCryによるサイバー攻撃が世界各国で発生5月12日

5月14日 IPAがWannaCryの就業前対応について注意喚起

5月23日 Symantecは北朝鮮関与の可能性について発表
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ることを、NECグループ内のCSIRT担当者やSEに検証
結果を展開しました（図4）。

2.4 破壊型ランサムウェアPetyaの脅威、真の目的
2017年6月27日（現地時間）、欧州各国を中心に、

再びランサムウェア感染被害（NotPetya、PetrWrap、
GoldenEyeなど）が確認され、多くの企業・組織で深刻
な被害が発生しました7）。

2017年6月28日時点での被害状況は以下となります。
・ ウクライナ：政府機関、企業、銀行は約3分の1、

国内PCの10台に1台が感染、チェルノブイリ原
発の放射線計測システムで障害

・ ロシア：国営石油会社、中堅石油会社
・ デンマーク：海運事業者大手
・ 米国：製薬会社大手、菓子メーカー大手

感染経路は、次のとおりです。
・ ウクライナの企業で使われている会計ソフト
「MeDoc」

・ Microsoft Officeの脆弱性(CVE-2017-0199)
の悪用

・ ウクライナの主要サイトを改ざんした水飲み場型
攻撃

2016年に発生した「Petya」ランサムウェアのコードが
一部使われていますが、Windows上のすべてのファイル
情報を管理するMFT（Master File Table）を暗号化し
た鍵を破棄して復旧不可にしたため、「NotPetya」と呼ば
れています。感染拡大には、「WannaCry」と同様、ハッキ

ングツールの「EternalBlue」やWindowsの正規ツール
PsExec、WMIコマンドが使われています。「WannaCry」
はSMBv1の脆弱性を悪用して外部ネットワークに感染拡
大しますが、「Petya」はターゲット組織内部に感染拡大を
図ります。当該攻撃には以下の特徴があります。

・ファイルは暗号化後のファイルで上書きされる
・暗号に使われた Salsa20の鍵が破棄され復旧不可
・ランサムウェアの常套手段である「Tor」は未使用
・連絡先はブロックされたメールアドレスのみ
・管理者情報を搾取、Mimikatzの類似ツールを使用
・ウクライナ憲法記念日の前日に攻撃が発生
・2016年の「Petya」とは異なり復号できない

前述の事実関係から、身代金搾取が目的ではなく、国
家レベルでの破壊活動が推察されます。2017年5月
にウクライナで発生した「Xdata」というランサムウェア
は、今回と同様、ウクライナで普及している会計ソフト
MeDocのアップデート機能を悪用し、認証情報を盗む
Mimiktzツールなどで多くの被害が発生しています。ま
た、2015年12月と2016年12月にはウクライナで
サイバー攻撃により大規模停電が発生しました。これは 
BlackEnergy APTという攻撃者グループによるものと、
ロシアのKaspersky社が報告しています8）。その後、ウ
クライナの親ロシア派が「新国家」宣言し、米海軍がウク
ライナ軍と共同訓練を行うなど、軍事的緊張が続いていま
す。CTIは技術面だけでなく、国際情勢や攻撃の動機と
なる背景を考察することも重要です。

2.5 日本の組織を執拗に狙うBRONZE BUTLER
「BRONZE BUTLER」（別名: Tick）は、セキュリティ

ベンダーのDELL SecureWorksが命名した攻撃グルー
プで、高い技術力を使って日本の特定組織の機密情報を
執拗に狙います。いったん侵入を許すと、数年にわたって
繰り返しサイバースパイ活動を行います8）。
・攻撃目的

日本企業の「技術情報、知財情報」
・攻撃対象

重要インフラと関連企業が標的
・標的型攻撃メール

メールの不正な添付ファイルで感染
季節の挨拶メールを偽装した標的型メール
水飲み場型攻撃

図4　「MS17-010」を適用したWindows 10で感染
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・遠隔操作で使用するRAT（Remote Access Tool、
　Remote Administration Tool）

Daserf、Datper、xxmmなど 

Symantecは当該攻撃を「Tick」と命名し、10年以
上前から活動していると報告しています。

当該攻撃では、50MB以上のごみデータが含まれ、既存
のセキュリティアプライアンス製品で検証されずにすり抜け
る可能性があります。SecureWorksの下記分析を参考に、
ある特定組織のログ情報を調べた結果、4台の端末が感
染、更にそれらから数十台の水平展開された感染が見つか
りましたが、早期であったため大事には至りませんでした。

図5は、調査時のログ解析の一例です。

3. まとめ

NECでは、CTIを活用してお客様を支援すべく、さま
ざまなIntelligenceの強化を図っています。マルウェ
アなどの攻撃の指標となる脅威情報は、構造化して表現
す る 言 語STIX（Structured Threat Information 
eXpression）9）をベースにデータを生成します。データは
人が見る脅威情報と、各種セキュリティ製品・サービスに
設定して自動防御するための脅威情報（不正なドメイン、
IPアドレス、ハッシュ値など）があり、これらを日々検証し
て精度を高めています（図6）。

システムの自動化やAIの活用による分析能力の向上を
進めていますが、教師データを実装するには人間による適
切に解析した結果と判断が不可欠です。また、進化し続け
ているサイバー攻撃手法に対しては、継続的な対策強化の
実施が重要です。

図5　調査時のログ解析の一例 図6　NEC Cyber Threat Intelligence画面イメージ

* Windows及びMicrosoftは、米国Microsoft Corporation
の米国及びその他の国における登録商標です。

* その他記述された社名、製品名などは、該当する各社の商標ま
たは登録商標です。

参考情報:

Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT

+.NET4.0E)

データ分析ツールのSplunkによるログ解析の一例:
host=ISC_Proxy UserAgent="Mozilla/4.0 (compatible;
MSIE 8.0; Windows NT 6.0; SV1)" ¦ eval MalType =
if(match(URL,".*¥.(gif¦asp¦jpg)$"),"Daserf", MalType)

+6.1;+Trident/4.0;+SLCC2;+.NET+CLR+2.0.50727;
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