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2013.09 投稿 

【第183回 月例研究会 報告】 

会員番号 1750 舘岡 均（認定委員会） 

日時 2013 年 7 月 24 日（水曜日） 18 時 30 分～20 時３0 分 

場所：機械振興会館 地下 2 階 ホール 

講演テーマ：「実演によるサイバー攻撃の仕組み解説」 

講師： 独立行政法人 情報処理推進機構（ＩＰＡ） 

技術本部 セキュリティセンター 情報セキュリティ技術ラボラトリー 

研究員  渡辺 貴仁 氏 

 

＜講演骨子＞ 

 今年 3 月韓国で銀行や放送局を狙ったサイバー攻撃により大規模システム障害が発生し、日本でも今年 4 月から

1,000 件以上ものウェブサイトが改ざんされている。 

これらサイバー攻撃の事例を紹介するとともに、どのような問題により被害が生じたのか、特に重大な被害に結び付く

新しいタイプの攻撃について、ウイルスによる攻撃を実演し、その仕組みや対策を解説した。 

（講師から頂いた講演骨子） 

                                                     

＜講演概要＞ 

 講演の内容は、配布資料「実演によるサイバー攻撃の仕組み解説」に基づき、大項目は次のとおりである。 

１． サイバー攻撃の傾向 

２． 韓国へのサイバー攻撃 

３． 日本で最近多発している攻撃 

４． 標的型攻撃（新しいタイプの攻撃） 

５． 対策へのアプローチ 

さらに、講演のなかでは、直接に見て理解できるように、実際のサイバー攻撃の実演ＰＣ環境を用い、ＰＣ画面を

マルチスクリーンに表示して、実際の攻撃、被害状況が良く解るように解説した。 

 

＜講演内容＞ 

 詳細な内容を講演して頂いたが、本報告では講演内容のポイントを報告するので、詳細は配布資料を参照願いたい。

（本報告では、講演資料の項番を再設定している） 

 

１．サイバー攻撃の傾向 

（１）サイバー攻撃の事例 

2011 年には、国の政府・省庁に頻繁な攻撃が多かった。2012 年 1 月から 2013 年 7 月において、メディアで報道さ

れた攻撃は次のとおり。 

2012／１ ： JAXA 職員のパソコン感染、無人補給機情報など流出か（毎日新聞等） ： 標的型攻撃、 

 ・ 

2012／9 ： 「中国紅客連盟」の標的か・・・総務省統計統計局サイト（読売新聞等）： DDoS、不正アクセス 

 ・ 
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2013／7 ： 企業の監視強化迫られる 任天堂不正アクセス、手口巧妙に（日経新聞）： 不正アクセス 

等々の１７事例があり、政府機関、金融機関、多岐にわたる業種の企業において、サイバー攻撃がされている。 

（２）サイバー攻撃とは 

  サイバー攻撃には様々な攻撃があるが、情報窃取・流出、情報破壊、サービス妨害、物理破壊（制御システムを止

めるなどによる）、を目的としている。 

（３）情報セキュリティの変遷(1) 

  2001～2003 年 200４～2008 年 2009～2012 年 

時代背景 ネットワークウイルスの全盛 内部脅威・コンプライアンス

対応 

脅威のグローバル化 

IT 環境 コミュニケーション手段 ｅ‐コマースの加速 経済・生活基盤に成長 

セキュリティの意味合

い 

サーバやＰＣの保護 企業・組織の社会的責任 危機管理・国家安全保障 

攻撃の意図 いたずら目的 いたずら目的 

金銭目的 

いたずら目的、金銭目的、

抗議目的、諜報目的 

攻撃傾向 ネットワーク上の攻撃 人を騙す攻撃の登場 攻撃対象の拡大 

攻撃対象 ＰＣ，サーバ 人、情報サービス スマートデバイス、 

重要インフラ 

対策の方向 セキュリティ製品中心 マネジメント体制の確立 官民・国際連携の強化 

セキュリティ人材育成強化 

（４）情報セキュリティの変遷(2) 

・不正アクセス事案、 

・情報漏洩事件 

・日米サイバー対話 

・ミサイル技術の窃取 など。 

（５）情報セキュリティにおける領域の整理 

   情報セキュリティにおける領域は次のように整理できる。 

 内部統制・コンプライアンス サイバーセキュリティ サイバー空間防衛 

分野 企業統治 サイバー犯罪 国家安全保障 

脅威 情報漏洩、不正防止 

ガバナンス強化 

フィッシング詐欺 

ウェブサイトへの攻撃 ｅｔｃ 

重要インフラへの攻撃 

政府機関への攻撃 

対応者 システム監査人、経営層 セキュリティベンダー、 

システム管理者 

日本国政府 

重要インフラ事業者 

関連制度 ＩＳＭＳ、Ｐマーク、 

個人情報保護法 

ウイルス作成罪 

不正アクセス禁止法 

日米サイバー対話 

サイバー防衛隊新設 

日本版ＮＳＣ設立 

 

（６）サイバー空間における攻撃者 
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  様々な目的をもった攻撃者がサイバー空間に潜んでおり、その攻撃者のタイプは、社会を騒がせる、金銭型、諜報

活動型（サーバースパイ）、ハクティビスト（自分たちの主義・主張に反する政府や企業を攻撃）がある。 

現実世界と異なり、攻撃者は捕まるリスクが小さく、容易に攻撃を行うことが出来るのが特徴である。 

（７）金銭を目的とした攻撃 

  個人をターゲットにした金銭情報の窃取を目的とした攻撃が行われている。サイバー犯罪の実態としては、被害額

は世界で 1100 億ドル（約 8.6 兆円）、国内 4 億 4200 万ドル（約 348 億円） であり、被害者数は国内では 920 万人

／年、世界では 150 万人／日である。狙われる情報としては、金銭に直結する情報、本人になりすませる情報であり、

具体的には、クレジットカード番号、ＩＤ／ＰＷ、個人情報などである。代表的な攻撃例としては、スパイウェア、スピア

メール、フィッシングサイト、等々がある。 

（８）対立する組織への抗議・報復 攻撃 

  現実世界の活動家がサイバー空間でデモを実施している。攻撃者像としては、サイバー攻撃によって自身の主張・

抗議を行う人達、掲示板やソーシャルメディアによる攻撃の呼び掛けに呼応した人達である。攻撃事例としては、日

本における著作権法改正に伴うアノニマスの攻撃、イスラム諸国から米国への攻撃などある。代表的な攻撃例では、

ウェッブサイト改ざん、DDos 等々があり、攻撃の成果を目に見える形にして自分たちの主張を強調する、あるいは

現実世界における落書き、デモに似た構図である。 

（９）諜報活動を目的とした攻撃 

  気づかれないように情報を盗む攻撃者がいるが、その目的は、企業や政府機関の機密情報の窃取、知的財産情

報や組織の活動情報の収集である。狙われた情報には、国家機密情報、ソースコード、メールアーカイブ、交渉計

画、新規油田・ガス田開発に関する詳細な調査結果、ドキュメントストア、契約書、システム設計図面などがある。 

業種別の攻撃数は、政府・行政機関：２２組織、工業関連：６組織、通信関連：１３組織、軍需関連：１３組織となって

いる。代表的な攻撃例は、標的型メールを中心とした複合的な攻撃をし、静かに気づかれないように情報を盗んで

いく攻撃である。 

 

２．韓国へのサイバー攻撃 

 （１）韓国へのサイバー攻撃のあらまし 

2013 年 3 月 20 日（14 時過ぎ）に、韓国の放送局や金融機関へのサイバー攻撃があり、放送局や金融機関の業務

が停止する等の大きな被害があった。被害を受けた組織は、放送局 3 社、金融機関 3 社、保険会社 2 社で、社内

のネットワークに接続していたパソコンやサーバなど合わせて 4 万 8700 台余りが被害を受けた。その結果、銀行業

務（ATM）や窓口の停止、オンラインバンキングが一時的に利用不能になった。また、Windows Vista 以降のPCは、

マスターブートレコード破壊により復旧不可能（PC が起動不能）な状態になる被害、接続されている全てのハード

ディスク全消去になる被害、天気予報サイト（改ざん）を利用してウイルス感染サイト化し、韓国の国民の PC６００台

が感染する等の被害を受けた。 

（２）攻撃の手口と分析 

攻撃は、資産管理サーバを乗っ取り、ソフトウェアアップデート機能を利用して、ウイルスを組織内の PC に拡散し、

同時に多発被害を誘発させるような手口であった。 

攻撃を分析すると次のとおり。 

     ・敵はターゲットの電算システムの運用環境を徹底分析していた。 

     ・資産管理サーバには、アカウント情報を奪取された痕跡があった。 

     ・管理者 PC、ウェブサーバー、資産管理サーバに存在した脆弱性を利用した。 
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     ・上記は、ウイルスが仕込まれたウェブサイトの閲覧や、標的型メールの添付ファイル参照によって、ウイルスに

感染していった。 

さらなる分析の結果、中国・米国・欧州からは間接的なものであり、北朝鮮内部の PC6 台から直接および海外間

接により、1590 回接続があり、金融社向けに流布用悪性コード 3 種がアップロードされたことが判明した。2013 年

2 月 22 日には、被害直前までの予行演習がされていた。 

（３）対応と問題点 

韓国における対応は、国家サイバーセキュリティ危機管理の警報を、5 段階中 3 番目に相当する「注意」に引き上

げ、かつ官民軍の合同組織「サイバー危機対策本部」を設置して 2 次攻撃に備えた。民間等での対応は、ワクチ

ンソフト、復旧プログラムの提供等を行うが、完全な復旧は難しいと言われている。 

被害機関の問題点はとしては、セキュリティの観点で杜撰なシステムであったことが判明している。具体的には、

非セキュアーナサーバ設定、脆弱な認証、パッチ不十分、管理者以外からも可能なサーバ接続、セキュリティの

甘いネットワーク構成、等々があげられる。また、管理者 PC は、重要情報に対して不十分な管理、パッチ不十分

な状況であった。経営者と管理者の意識の低さが見られた。関連性は不明だが、同時期に韓国に対して、さらに

他の攻撃もあった。 

 

３．日本で最近多発している攻撃 

（１）日本でもサイバー攻撃が多発 

・2013 年 4 月頃からウェブサイト改ざんが多発している。 

ウェブサイトを閲覧しただけで、PC がウイルスに感染する。 

・いわゆるガンブラーの手口 

     ①アカウント情報などを窃取するウイルスが確認されている。（FTP／SSH クライアントの ID・パスワード、） 

     ②更なる攻略の手口 

        ・ウェブアプリケーション（AｐａcｈｅStruts2）が古く脆弱性が内包 

        ・ＣＭＳに、容易に推測可能な管理者パスワードを設定 

        ・ウェブサーバのアカウント情報を委託業者と共有していた。 

（２）いわゆるガンブラーの手口とは（おさらい） 

   ガンブラーの手口は次のようにステップを踏んで行われる。 

① 「ウェブサイトの管理者（Ａさん）」のパソコンにウイルスが侵入。 

② ウイルスによりｆｔｐのアカウント情報が「悪意のあるもの」に送られる。 

③ 「悪意のあるもの」が入手したｆｔｐのアカウントを使って侵入し、「Ａさんのウェブサイト」を改ざん＆ウイルスの

配置。 

④ 「一般利用者」が、改ざんされた「Ａさんウェブサイト」を閲覧。 

⑤ 「一般利用者」が「悪意のあるもの」のウェブサイトに誘導され、ウイルスがダウンロードさせられる。 

・ガンブラーの最近の傾向は、ウイルス感染の悪循環を構築して、新たに管理者がウイルス感染する方法が実

行されている。 

（３）改ざんを防ぐためのサイト管理方法 

  １)システム側の対策 

     管理方法としては、アクセス制限、パスワードの強化、ウェブサイトの管理者は更新専用パソコンの導入、 

外部のウェブサイト管理者はｓｃｐコマンド、ＦＴＰＳなどを使用、ＶＰＮなどによるアクセス制限、等が挙げられる。 
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２）クライアントパソコンの対策 

     クライアントパソコンにおける対策は次のとおり。 

     ①ウイルス対策ソフトの導入と適切な運用 

      ウイルス定義ファイルを最新に保つこと、統合型セキュリティ対策ソフトの使用、有害サイトのブロック機能を使

用すること等々がある。 

     ②脆弱性の解消 

      ・ＯＳ、その他ソフトを最新に保つようこまめなアップデートが必須である。 

      ・ウェブブラウザのオートコンプリートを無効にする。 

４．標的型攻撃（新しいタイプの攻撃） 

  新しいタイプの攻撃について、事例、手口、分析を以下に示す。 

（１）国内の大手総合重機メーカー（防衛産業）に対する標的型攻撃（2011 年 9 月） 

    関係組織の職員のＰＣをウイルスに感染させ、大手総合重機メーカとのやりとり後の 10時間後に、関連企業に標

的 

型攻撃メールを送付した。被害状況としては、ウイルスは広域に社内拡散（１１事業所、83 台のＰＣやサーバ、外 

部通信）、原発・防衛関連情報が攻撃者に窃取された 

    組織内に巧妙なルートで侵入し、組織内拡散、組織内調査、重要サーバへの不正アクセスによって、組織の重

要情報（知的財産、顧客情報等が）を狙う事件が顕在化した例である。 

（２）攻撃された後に、外部への攻撃に使われた例。 

   ＥＭＣ Ｃｏｒｐｏｒａtion のセキュリティ事業部門である RSA のＳｅｃｕｒｅＩＤに関する情報が窃取され、攻撃者はそれを

使用してさらに外部サーバの情報を窃取した。その後に外部サーバから痕跡が消去された。ＲＳＡから盗んだ情

報を利用し、ロッキード・マーチンへの攻撃に使用したとの報道もある。 

（３）韓国農協に対する攻撃（2011 年 4 月） 

   韓国農協ネットワークシステムの外部委託業者がウェブサイト経由でマルウェアに感染し、電算ネットワークのデー

タが大量に破壊され、数日にわたって業務不能状態になった。農協のバックアップされたデータも削除され、一部

のデータは復旧不可能な状況となった。 

（４）「新しいタイプの攻撃」その手口 

   段階的な手続き、0段階 〔事前調査〕、1 段階〔初期潜入段階〕、2段階 〔攻撃基盤構築段階〕、3 段階〔システム

調査段階〕、4 段階 〔攻撃最終目的の遂行段階〕で攻撃する手口がある。 

     0 段階〔事前調査〕 : 攻撃ターゲットの環境調査、関係機関の情報窃取活動。 

     1 段階〔初期潜入段階〕 ： 各種初期攻撃（標的型攻撃メール添付ウイルス、ウェッブ改ざんによるウイルス 

ダウンロードサーバへの誘導、外部メディア（USB 等）介在ウイルスなど 

     2 段階 〔攻撃基盤構築段階〕 ： バックドアを使った攻撃基盤構築。 

     3 段階〔システム調査段階〕 ： 組織のシステムにおける情報取得、情報の存在箇所特定。 

長期間（数か月～数年単位）発見されないように潜伏して行う。 

     4 段階 〔攻撃最終目的の遂行段階〕 ： 組織の重要情報（知的財産、個人情報等）の窃取、 

組織情報(アカウント等)を基に目標を再設定し、何度も攻撃を行う。 

（５）「新しいタイプの攻撃」の分析 

   「新しいタイプの攻撃」の流れを分析してみると、共通的な攻撃手法があることが分った。すなわち、構築した攻撃

基盤は発見されなく、再利用され、時間をかけて何度もしつこく行うこと等が分かった。 
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（６）共通攻撃手法の分析 

  共通攻撃手法を詳しく見ていくと、バックドア通信機能、システム内拡散機能、一斉バージョンアップ機能、USB 

利用型情報収集機能の 4 つの機能が存在する。 

５．対策へのアプローチ 

（１）セキュリティ対策の特徴と弱点 

  不正侵入を阻止する方法には、ＦｉｒｅＷａｌｌ、ＩＤＳ、Ａｎｔｉ-Ｖｉｒus 等があるが、外から内への侵入に備える境界防御

の概念であり、完全に侵入を防ぐのは困難である。また、セキュリティパッチ適用対策があるが、エンドポイント（ＰＣ）

へのパッチ適用では利用者主導による対策の為に漏れの可能性があるとか、サーバ機器等へのパッチ適用では互

換性の問題で適用できないとか、システム停止が許容できない等の問題がある。また、啓発活動による対策があるが、

不審メールを開かないという啓蒙活動では 1 人でも感染すると組織に侵入されるとか、ルールによる制限対策では、

ＵＳＢメディアの持ち込み禁止のルールがある、しかし実際の業務に支障をきたす可能性がある。 

いずれも、完全な対策は難しい。 

（２）新しい発想による対策 

従来の対策は、「脅威を入れない」対策であり、侵入されることを前提とした対応であるが、「実害を防ぐ」対策という

新しい発想の対策が必要である。具体的には次のとおり。 

 ①入口と出口に二重のセキュリティ対策を行う。 

   入口対策では外部からの脅威をブロックし、出口対策では情報を外部に持ち出されないようにする。 

  ②共通的な攻撃手法への対策ポイント 

   外部通信の検知と遮断による攻撃基盤構築を阻止をし、さらにウイルスのシステム内拡散防止による攻撃の最 

終目的への到達回避をする。 

③出口対策の考え方 

  バックドア通信の検知と抑止として、プロキシサーバーとＦＷの設定を行う。感染予防策は、アクセス区間の整理

（VLAN 構築、VLAN 間の通信を制限、マルウェアの偵察行為を阻止。）、浸食予防（ＶＬＡＮ毎に通信を監視、感

染発覚時には VLAN を切り離す）がある。さらに、早期発見のための対策として、ログの監視がある。 

（３）８つの出口対策における設計対策 

  具体的には、次のような８項の設計対策がある。 

① サービス通信経路設計、 

② ブラウザ通信パターンを模倣とするｈｔｔｐ通信検知機能の設計、 

③ RＡＴの内部 proxy 通信（CONNECT 接続）の検知遮断設計、 

④ 最重要部のインターネット直接接続の分離設計、 

⑤ 重要攻撃目標サーバの防護、 

⑥ SW 等での VLAN ネットワーク分離設計、 

⑦ 容量負荷監視による感染活動の検出、 

⑧ P２P 到達範囲の限定設計 

参考として、サービス経路設計、最重要部のインターネット直接接続の分離設計、VLAN ネットワーク分離設計、設

計実装図例を示す。（配布資料参照） 

（４）対策製品を選定する上で重要なポイント 

  対策製品を選定する上で重要なポイントは次のとおり。  

①出来ることと出来ないことをしっかり見極めること。 
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全てを防ぐことの万能製品は存在せず、ハコを置いただけで防げる攻撃は単純な攻撃だけである。 

②運用をしっかり考えること。 

その製品を運用する場合、どの程度工数が必要かを真剣に考えなければならない。 

（５）対策の考え方の整理 

 対策の考え方を整理すると、次のとおり。 

①攻撃による組織への損失を見極めること。 

何が発生すると組織にとって脅威なのか、特に情報の窃取を考慮する必要がある。 

②システム全体を見渡したトータルな対策をすること。 

一部分の対策では、対策の漏れや、効率的・効果的な対策が行えなくなる。さらに、入口対策に偏らず、出口対

策にも視点を当てたバランスの取れた対策が重要である。 

③組織の運用形態に合った対策をすること。 

   万全のセキュリティ対策設備を備えても、運用が出来なければ効果は無いので、運用が出来ることを念頭に置い

た対策検討が必要である。 

とにかく、他組織の脅威をそのまま自組織の脅威にあてはめて考えるのではなく、自組織の影響を分析して対策す

ることが重要である。 

 

６．参考となる IPA がウェブにアップしている情報 

  次のような情報がウェブにアップされているので、ご参考にされたい。 

   ・『新しいタイプの攻撃』の対策に向けた設計・運用ガイド 

     http://www.ipa.go.jp/security/vuln/newattack.html 

   ・Windows XP サポート終了について 

     2014 年４月９日にＷｉｎｄｏｗｓ ＸＰのサポートが終了するので、新たな脆弱性が発見されてもセキュリティ更新

プログラムが提供されなくなり、ウイルスや不正アクセスの脅威にさらされたままの状態になり可能性が高まる。 

      http://www.ipa.go.jp/security/announce/winxp_eos.html 

   ・５分でわかる IT パスポート 

    『ＩＴパスポート試験』はＩＴ化された社会で働くすべての方に必要な基本的能力を証明する国家試験である。 

       http://www.jitec.ipa.go.jp/ip/ 

   ・IPA 独立行政法人 情報処理推進機構 セキュリティセンター（IPA／ISEC） 

http://www.ipa.go.jp/security/ 

 

＜実演＞ 

 新しいタイプのサイバ―攻撃の例として、ウイルスによる攻撃を実演して、その仕組みを解説した。 

 攻撃とその被害状況が良く解るように、攻撃用ＰＣと被害用ＰＣを用意し、それぞれのＰＣ画面をマルチスクリーンに表 

示しした実演が行われた。 

（１）実演１ 

メールの文面にて誘導されて、添付ファイルを開く。 

これによって、ウイルスに感染し、被害者のＰＣは完全に攻撃者にコントロールされる。 

被害者のＰＣカメラを通してその表情などが攻撃者に見え、さらにデスクトップ／内部のデータが見える。 

・・・感染すると被害者のＰＣを初期化して復旧対策をするしかない。 

http://www.ipa.go.jp/security/vuln/newattack.html
http://www.ipa.go.jp/security/announce/winxp_eos.html
http://www.jitec.ipa.go.jp/ip
http://www.ipa.go.jp/security/
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  感染した理由は、ソフトウェア（MS Word）が最新の状態ではなかった、及びウイルス対策ソフト（定義ファ

イル）が最新でなかったことによる。 

 （２）実演２ 

     攻撃者が被害者ＰＣを踏み台にして、ディレクトリーサーバおよび重要書類格納サーバの内容を窃取できる。 

 

＜主な質疑応答＞ 

Ｑ１：企業において出口対策などをどのようにしたら効果的に実現出来るか？  

Ａ１：早期発見のためには、ログの監視をすることが有効であるので、企業においては、日常的に専任者がツールを活

用して怪しい動きを監視することはできる。専門的な知識も必要とされるので、ネットワークセキュリティベンダーの

サービスを受ける選択もある。いずれにしても、どのように具体的に対策をするかは、自身の脅威を明らかにして、

どの程度工数、費用をかけるかを考慮して対策することが大切である。 

Ｑ２：ＩＰＡはセキュリティについてコンサルタント業務をしているか？ 

Ａ１：ＩＰＡは直接のコンサルタント業務をビジネスとしていないが、様々な事例の紹介、対策の取組みに関してのアドバ 

イス等は出来るので、困った場合はご相談下さい。 

 

＜報告者所感＞ 

本講演には通常の約 2 倍近い多くの方々が参集し、「サイバー攻撃」についての関心の高さが伺われた。とくに実際に

攻撃用ＰＣと被害用ＰＣを用いて、実際の攻撃状況、被害状況をマルチスクリーンに投影して、臨場感のある実演が行

われた。その状況を目の当たりにすると、今後ますます注力して新しい発想による対策を含めたセキュリティ対策を実

施すべきであることを肝に銘じた。さらに最新かつ実践的なセキュリティ対策についての講演内容は、セキュリティ活動

のレベルアップに大いに役立つものであった。セキュリティ事故は、頻繁に起きており、その攻撃手口は変化し巧妙化

しているので、われわれの対策も進化させなければならず、常に高度な専門的知識を習得して対策すべきであることを

痛感した。 

２台の重いデモ用ＰＣを運び込んでご来場を頂き、さらに盛会なる月例研究会講演にして下さった、講師の渡辺貴仁

氏には、改めて深くお礼を申し上げます。有難うございました。 

 

                                                                     以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


