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情報漏えい対策
ソリューション

情報セキュリティコラム

The ANGLE
情報漏えい対策の視角
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国内法人組織の13.4％がビジネスメール詐欺メー
ルを受信

 取引先を装ったビジネスメール詐欺：10.4％

 経営幹部・上層部を装ったビジネスメール詐
欺：8.0％

国内法人組織の7.4％がビジネスメール詐欺によ
る金銭詐欺被害を経験

 取引先を装った金銭詐欺被害:4.7％

 経営幹部・上層部を
装った金銭詐欺被害:3.6％

トレンドマイクロ調査※2

TREND MICRO

JAL・日本航空が2017年12月に偽の請求書メールにだまされ、約3億8,000万円を盗み取られました。これはビジネスメール詐欺・BEC

（Business E-mail Compromise）の被害です。ビジネスメール詐欺は、たんなる詐欺メールではありません。企業間のメールを盗み読

みして、そっくりのメールや請求書を作って割り込むサイバー攻撃です。

ビジネスメール詐欺では、1件あたり平均で1,400万円を超える大きな被害が出ています。経営を揺るがす被害が出る可能性があるので、

しっかり対策する必要があります。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第10回 BEC＝ビジネスメール詐欺は「メール監視」から始まっている

BEC＝ビジネスメール詐欺は
「メール監視」から始まっている

第10回

ビジネスメール詐欺は、たんなる詐欺メールではありません。

被害事例:40,203件
（月平均1,057件）

累計被害額:$5,302,890,448
（5,945億円）

平均被害額:$131,902
（1,479万円）

米インターネット犯罪苦情センター（IC3）発表
（2013年10月～2016年12月）※1

ビジネスメール詐欺の現状

TREND MICRO

JAL・日本航空で約3.8億円被害。
1件あたりの被害額は1,400万円
を超える

2017年12月に起きたJAL・日本航空のビジネス

メール詐欺被害は、テレビや新聞が大きく扱う

衝撃的な事件でした。取引先に偽装して「振込

口座を変更してほしい」とのメールが届き、JAL

本社は約3億8,000万円、JALのアメリカ事務所

は約2,400万円を振り込み、いずれも回収不能

となっています。またスカイマークにも詐欺

メールが届いて振り込んだものの、口座が凍結

されていたために被害に遭わずに済んだという

未遂事件も起きています。

このビジネスメール詐欺・BEC（Business E-

mail Compromise）は、英語圏では2014年頃

から大きな被害が出ています。アメリカでは

2013年10月から2016年12月までの3年間で、4

万件もの被害があり、被害総額は約6,000億円

（5,300万ドル）、1件あたりの被害額は約

1,500万円（約13万ドル）にもなります（アメ

リカ・インターネット犯罪苦情センターによ

る）。（図1参照）

※1：https://www.ic3.gov/media/2017/170504.aspx

※2：トレンドマイクロ「法人組織におけるセキュリティ実態調査」

2017年9月

図1：トレンドマイクロによるビジネスメール詐欺の被害まとめ。

日本国内の法人組織のうち13.4％がビジネス詐欺メールを受信している

国内でのビジネスメール詐欺被害事例

図2：日本国内でのビジネス詐欺メール被害事例

（トレンドマイクロまとめ）

日本での被害例もあります。2016年3月には不

動産管理会社が、外国人オーナーを装った犯人

からのメールで約2,000万円をだまし取られま

した。また2017年3月には農機具販売会社が農

機具の代金500万円をだまし取られる事件も起

きています。日本国内の被害件数はまだ少ない

ものの、法人組織の13.4％がビジネス詐欺メー

ルを受信したという調査もあります（トレンド

マイクロ 「法人組織におけるセキュリティ実態

調査」2017年9月）。（図2参照）

時期
業種

概要

2016年
3月

不動産管理会社

外国人オーナーを装った犯人に、ペンションの宿
泊代金など約2,000万円をだまし取られる。

2016年
11月

貿易会社

サウジアラビアの取引先に成りますし、ライバル
会社にメールを送り見積もりを不正に入手、逮捕。

2017年
2月

農機具販売会社

海外取引先に農機具を発注。300万円をだまし取
られる。

2017年
2月

貿易会社

フィリピンの農業用肥料販売会社から貿易会社へ
の取引代金580万円が国内別会社に送金、逮捕。

2017年
3月

農機具販売会社

海外取引先に農機具を発注。500万円をだまし取
られる。
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メールを監視して本物そっくりの
請求書・本文を作成

なぜビジネスメール詐欺にだまされてしまうので

しょうか。それは犯人が企業間のメールを監視、

つまり盗み読みして、そっくりのメールを送って

くるためです。

たとえば2016年12月のJALの被害では、正規の取

引先から請求書が届いた直後に、「訂正版」とし

て振込口座を変更する偽のPDF請求書が届いてい

ます。請求書の書式は正規のものと同じで、担当

者名や本文も正規のものそっくりでした。ここま

で完璧な偽造ができるのは、メールを盗み読みし

ているからとしか考えられません。

ではどうやってメールを監視し、本物そっくりの

偽装請求書を送ることができるのでしょうか。犯

人は大きく分けて2つの手口を使っています。

キーロガーやHTMLメールでメール認証
情報を盗み取る

犯人は何らかの方法で、メールを盗み読みしてい

ます。手口は大きく分けて「被害者のパソコンを

マルウェア感染させて監視する」、もしくは

「メール認証情報を盗み取る」の2つの方法が考

えられます。トレンドマイクロの調査によれば、

ビジネスメール詐欺のために「メール認証情報を

盗み取る」手口が2014年頃から使われていると

のこと。メール認証情報を盗み取る方法を下の図

にまとめました。（図3、4参照）

（参考記事：多額の損失をもたらすビジネスメール詐欺

「BEC」：トレンドマイクロ）

まず犯人は詐欺メールを無差別にばらまくか、標

的型攻撃メールを企業に送ります。目的は被害者

のメール認証情報を盗み取ること。具体的には

メールにキーロガー（キーボード入力を盗み取っ

て送信するマルウェア）を添付するか、メール自

体にだましのHTMLを入れてメールのID・パス

ワードを入力させる手口です。

これにより犯人は、A社担当者のメール認証情報

を知り、メール内容をすべて監視します。正規の

取引先であるB社とのやり取りも見ることができ

るでしょう。

本物とまったく同じ偽請求書で
口座変更→代金窃取

次に犯人は被害企業であるA社とそっくりのドメ

インを取得します。被害企業と一文字違いなど

のドメインを取り、メールサーバーを立てて、

担当者と同じ名前でメールアドレスを作成。ド

メインが一文字違いのそっくりなメールアドレ

スになるため、気づくことは難しいでしょう

（フリーメールを使って送るパターンもありま

す）。

犯人は被害企業A社担当者のメールをすべて監視

していますから、B社に送った正規の請求書を盗

み読みできます。正規の請求書が送られた後

に、「口座を変更したい」としてまったく同じ

形式の請求書を送るのです。

請求書の場合、担当者だけではなく上司や経理

担当者にCCするのが一般的ですが、犯人はこれ

も偽装します。犯人は偽装メールサーバーを

持っていますので、上司や経理担当社のメール

アドレスも作って、CCに含めればいいわけで

す。CCがあるので安心と思わせる手口です。

（参考記事：PDF文書 ビジネスメール詐欺「BEC」に関す

る事例と注意喚起：情報処理推進機構）

STEP1

第10回 BEC＝ビジネスメール詐欺は「メール監視」から始まっている

STEP2

ビジネスメール詐欺の手口
メール認証情報の盗み取り

STEP
1

図3：ビジネスメール詐欺の手口 STEP1「メール認証情報の盗み取り」

ビジネスメール詐欺の手口
偽装請求書で口座変更

STEP
2

図4：ビジネスメール詐欺の手口 STEP2「偽装請求書で口座変更」
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本物そっくりの請求書・担当者
メールアドレスでだまされる

このように巧妙な手口によって、被害企業B社の

担当者には本物そっくりの請求書が届きます。

正規の請求書と同じ形式であり、担当者名や

メールの文章・署名も同じ、メールアドレスは

そっくりでCCの担当者名も同じ、しかもタイミ

ングは「正規の請求書が届いた直後の口座変更

依頼」です。これでは被害企業B社の担当者がだ

まされたとしても、責めることはできないで

しょう。

しかも怖いことに、被害企業B社側のセキュリ

ティ対策では、メール盗み読みを防ぐことがで

きません。被害企業A社側で不正アクセス・不正

ログインがおこなわれメールを盗み読みされ、

ビジネス詐欺メールが送られているからです

（もちろんB社側で不正アクセス・不正ログイン

がおこなわれている可能性もあります）。

被害企業B社がすべきなのは、請求書メールや口

座変更依頼メールを疑ってかかること。メール

アドレスは正規のものかチェックし、電話など

による二重チェックも欠かせません。

ここで紹介しているビジネスメール詐欺は、請

求書を偽装するものでしたが、この他にも社長

や経理担当取締役、弁護士や会計士を装うパ

ターンもあります。

社長の名前で経理担当者に「至急送金しろ」な

どと偽メールを送る手口です。また弁護士など

の名前で「緊急に必要だから」と送金依頼する

パターンも見つかっています。IPA・情報処理推

進機構が、ビジネスメール詐欺のパターンをく

わしく解説する文書を出していますので、経理

担当者は一度目を通しておくと良いでしょう。

（参考記事：PDF文書 ビジネスメール詐欺「BEC」に関す

る事例と注意喚起：情報処理推進機構）

対策は「送金前に二重チェック」
「メール感染対策」

このようにビジネスメール詐欺では、本物そっ

くりで判別がしにくい、メールを盗み読みされ

ている、取引先でのマルウェア感染が原因で不

正アクセス・不正ログインがあるなど、対策す

べきポイントがいくつもあります。詐欺だとバ

カにせず、総合的なセキュリティ対策を施す必

要があります。

ビジネスメール詐欺は「急がせる」「登録して

いない口座に送金依頼」という特徴がありま

す。そのため「緊急」「口座変更」のメールは

特に警戒することを覚えておきましょう。

もしビジネス詐欺メールが届いた場合には、取

引先か自社のどちらかでメールの盗み読みがお

こなわれていることになります。原因究明を

しっかりおこなってください。合わせて標的型

攻撃メール対策をしっかりおこなうことも重要

です。

(2018年3月23日)

第10回 BEC＝ビジネスメール詐欺は「メール監視」から始まっている

ビジネスメール詐欺への対策

１：口座変更と急な送金依頼メールは疑う

口座変更を依頼する請求書メールと、急な送金依頼メールは疑う。メールアドレスが正規の

取引先かチェックした上で、電話などで二重チェックをすること。偽装の電話番号が使われ

るパターンもあるので、メールに書かれた番号ではなく事前にわかっている電話番号で「こ

の請求は本物か？」と確かめる。

２：特に海外との取引先とのやり取りは慎重に

日本国内のビジネスメール詐欺被害は、海外の取引先とのメールで多く発生している。海外

との取引先では時差や言語のために、電話で確認しにくいという事情もある。海外との請求

書メールは特に慎重に扱い、必ず二重チェックをおこなうこと。

３：エンドポイントでのマルウェア対策をしっかり

ビジネス詐欺メールの根本的な原因のひとつは、どこかでメール認証情報が漏れていること。

社員の端末がキーロガーなどのマルウェアに感染している可能性がある。まずはエンドポイ

ントのセキュリティ対策をしっかりおこないたい。基本的な対策は標的型メール対策と同じ

だ。

４：メールとWebセキュリティ製品の利用

キーロガーなどのマルウェア添付メールを阻止するために、メールセキュリティ製品を導入

する。またメール認証情報を盗むために、フィッシングサイトへ誘導するパターンもあるの

で、Webセキュリティ製品の導入も検討したい。

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

掲載日：2018年3月23日
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企業のセキュリティで、もっともアナログであり人間の行動・意識に任せているもの

は「パスワード」でしょう。ITのすべての鍵であるのに、未だに個人の暗記に頼り、

場合によっては付箋に頼っているところまでありそうです。増え続けるパスワードに

対して、企業はどう対応すればいいのかまとめます。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第11回 企業でのパスワード管理：社員頼りのアナログ管理はやめよう

企業でのパスワード管理：
社員頼りのアナログ管理は
やめよう

第11回

増え続けるパスワードに対して、
企業はどう対応すればいいのか。

クラウド化とモバイル利用で
増え続けるパスワード

あなたの企業はどこまでクラウド化を進めてい

るでしょうか。システムの多くをクラウドに移

行するのは時代のすう勢です。コストや利便性

から当然のことですが、クラウド化すればする

ほどIDとパスワードは増え続けます。以前であ

れば社員はひとつのパスワードで社内のシステ

ムにアクセスできたでしょうが、今ではクラウ

ドのために複数のパスワードを個人が管理しな

ければなりません。

またモバイル利用が増えたこともパスワード増

殖の原因となっています。以前であればメール

のパスワードさえ覚えておけばよかったもの

が、社外からシステムにアクセスするために複

数のパスワードを管理する必要が出てきまし

た。（図1参照）

クラウド・モバイル共通のパスワード問題は2

つあります。ひとつは使い回し・単純化です。

大量のパスワードを個人が管理するため、使い

回し・単純化などの弱点が生まれてしまいま

す。もうひとつはネットからのアクセスを可能

にしていること。IDとパスワードさえわかれ

ば、犯罪者によってアクセスされてしまう恐れ

があるのです。

「パスワード増殖」「ネットからのアクセスが

可能なこと」この2点の問題をクリアするため

に、企業はパスワード管理を見直す必要があり

ます。

図1：企業でのパスワードの課題

企業でのパスワードの課題
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第11回 企業でのパスワード管理：社員頼りのアナログ管理はやめよう

「使い回し」「単純化」
「社員頼り」が
パスワードトラブルを生む

パスワードが増えすぎたことで生まれる最大の

弱点が「使い回し」です。同じパスワードを使

い回す人間の習性を狙った「パスワードリスト

攻撃」によって、ここ数年大きな被害が出てい

ます。一か所で漏れたパスワードを入手した犯

人が、他のネットサービスでも試すことで不正

ログインを狙う攻撃です。

このパスワードリスト攻撃は多くが個人ユー

ザーの被害でした。しかし企業がクラウドを利

用することが増えたことで、企業の社員もパス

ワードリスト攻撃のターゲットになっていま

す。使い回しをやめて、ひとつずつ必ず別のパ

スワードにすることがもっとも重要です。

同時にパスワードの単純化・パターン化も問題

です。クラウド化・モバイル化により、ネット

からアクセスできる時代では、単純なパスワー

ド、パターン化したパスワードは危険度が高く

なります。

そのひとつの例が「リバースブルートフォース

アタック」です。よく使われているパスワード

リストを入手し、パスワードを固定しIDを変え

て不正ログインを試す方法です。IDを固定した

攻撃では、複数回の間違いでロックをかけるこ

とができますが、逆にパスワードを固定しIDを

変えていく攻撃では、ロックをかけることがで

きません。ネットからのアクセスが可能である

がゆえの弱点です。

「パスワードをガチガチに縛ることで不便にな

る」という問題もあります。安全性のためにと

ガチガチのパスワードポリシーを作りたくなる

気持ちはわかります。しかし社員にそれを強制

することで、負担が増して逆に管理が甘くなる

ことがあるのです。

以前の「定期変更」ルールは
見直すべき

多くの企業がパスワードポリシーで「定期変更」

をルール化しています。しかし定期変更は弊害が

多く、推奨しないことが一般的になってきまし

た。

パスワードの定期変更をルール化すると、社員は

パスワードをその度に考えなければなりません。

すると同じパターンで作成しがちです。たとえば

末尾に年月（「201801」「june18」）を入れた

り、覚えやすいように連番にするなどパターン

化・単純化してしまうのです。パスワードがより

甘くなってしまうことになります。

定期変更自体がダメなわけではありません。気が

つかない流出があって悪用される場合は、一定の

効果はあるでしょう。しかしその危険性よりも、

定期変更強制でのパターン化・単純化のほうが危

険なのです。

現在では内閣サイバーセキュリティセンター

（NISC）から「パスワードを定期変更する必要

はなく、流出時に速やかに変更する」との指針が

出ています（情報セキュリティハンドブック

ver3,00）。またアメリカの国立標準技術研究所

（NIST）からも「パスワードの定期的な変更は

しないほうがいい」というガイドラインも出てい

ます（NIST SP800-63B：電子的認証に関するガイ

ドライン）。

社内のシステム、およびパスワードポリシーもこ

れに合わせて方針を変えるべきです。まずは、覚

えやすいパスワードから、破られづらいパスワー

ドにします。それは、数字や記号をむやみに挿入

したパスワードのことではありません。現状、ク

ラッキングツールがパスワードアタックのために

自動生成されるパスワードには数字や記号も含ま

れますが、機械が自動生成できるパスワードの

「桁数」には限りがあります。

最近はパス「フレーズ」という言葉も聞かれるよ

うになりましたが、総当り攻撃への対応には、長

いパスワード（パスフレーズ）が有効です。パス

フレーズ化（最小桁数を増やす）の徹底ができま

したら、パスワードポリシーにある「定期」変更

ルールをやめる方向で検討してください。

パスワード運用で
やってはいけない行為

企業でのパスワード管理・運用でやってはいけな

いこと、見直すべきことは以下の通りです。現場

レベルでおこなわれていないか、チェックしたほ

うが良いでしょう。

共通パスワードをやめて社員ごとのアク
セス権限に

ひとつのIDとパスワードだけで、誰でもアクセス

できるものが残っていませんか？社員が同じパス

ワードでログインしてシステムを使うパターンで

す。複数の人が同じパスワードを使うために、単

純化・パターン化してしまう可能性があり、また

漏えいの危険性も高まります。

システムへのアクセスは、社員ひとり一人に別の

アクセス権限を付与し、共通のパスワードでアク

セスさせるシステムは今すぐ見直すべきです。

パスワードを付箋で貼っておくのはダメ

昔はディスプレイの横に、パスワードを付箋で貼

る光景をよく見かけました。今ではほとんどない

はずですが、個人レベルでは同様の行為をしてい

るかもしれません。ショルダーハッキング（肩越

しに見られる）の可能性があるので、付箋のパス

ワード管理はやめるべきでしょう。

パスワード管理ソフトを導入する、もしくは個人

でのパスワード管理ルールを決めるなどの対策が

必要です。

メール添付ファイルのパスワードはでき
るだけ別の手段で送る

メール添付ファイルは暗号化するのが一般的に

なってきました。パスワードは別のメールで送る

ことが多いかもしれません。しかし不正アクセス

でメールが盗み読みされる事態も考えられるの

で、パスワードはできるだけメールで送らないほ

うがいいでしょう。

暗号化のパスワードは、別の手段で送ること。

SMSやメッセンジャーで送るのが理想です。
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「二段階認証」
「SSO・シングルサインオン」
の導入を

人間に任せるパスワード管理には限界がありま

す。長期的には個人の管理に任せる部分を減ら

し、システムで安全にアクセス管理する必要が

あります。

安全性を高めるには二段階認証の導入を急ぐべ

きです。トークンやスマートフォンのアプリに

よる二段階認証によって、仮にパスワードが漏

れた場合でも不正ログインを防ぐことが可能で

す。社員にトークンを持たせ、ネット経由のア

クセスでは二段階認証を必須にすることを検討

してください。（図2参照）

増殖するパスワードへの対策としては、SSO・

シングルサインオンが有効です。ひとつのパス

ワードで管理することで、社員のパスワード管

理の負担を減らし、かつ安全性を高めることが

可能です。

SSOでは2つのことを考慮するといいでしょ

う。ひとつは既存の業務システムに対応できる

こと。大規模な改修なしで、既存の業務システ

ムのログインにSSOを導入できるソリューショ

ンを選ぶことを勧めます。もうひとつはセキュ

リティレベルごとに安全度を変更できること。

社内のみでアクセスできるシステムならパス

ワードでログインできる、ネット経由のサービ

スなら認証済デバイスに固定する、指紋認証を

要求するなど、セキュリティレベルを変更でき

ることが理想です。

今後もパスワードは増えることは必至でしょ

う。社員の意識に頼るアナログなパスワード管

理ではなく、システムで安全かつ便利に使える

システムに移行していくべきです。

(2018年7月2日)

第11回 企業でのパスワード管理：社員頼りのアナログ管理はやめよう

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

図2：パスワード管理では「二段階認証G」と「SSO」を

パスワード管理では「二段階認証」と「SSO」を

掲載日：2018年7月2日
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日本企業狙いのランサムウェア
「Oni（鬼）」は
長期潜伏後に痕跡消去

大規模なランサムウェア（身代金脅迫マルウェ

ア）攻撃が繰り返し起きています。「WannaCry

（ワナクライ）」「NotPetya（ノットペトヤ

もしくはノットペチャ）」「BadRabbit（バッ

ドラビット）」など、世界を揺るがすランサム

ウェアの被害が続きました。

日本企業も狙われています。国内法人のアン

ケート調査によると、7.6％の法人が「ランサ

ムウェアによる暗号化」の被害を受けています

※1。約13社に1社は、ランサムウェアの実被

害に遭っており、他人事ではありません。

2017年6月と11月には、日本の企業を狙うラン

サムウェアも発見されています。その名も

「Oni（鬼）」と呼ばれるランサムウェアで、日

本国内の企業で感染がみつかっています※2。

特徴は、長期間潜伏した後にファイルを一気に

暗号化すること。感染ルートは標的型攻撃メー

ルによるものですが、最初の感染から暗号化さ

れるまで少なくとも9ヶ月あったことが確認さ

れています。犯人の目的はわかりませんが、

9ヶ月間潜伏していたということは、企業の情

報を収集していたと考えられます。

情報を収集した上で、用が済むと暗号化したの

かもしれません。調査を行ったサイバーリーズ

ン社によれば「ファイルの暗号化と身代金要求

を目的としたものではなく、環境内に侵入した

痕跡、目的を隠蔽する手段として、攻撃者がラ

ンサムウェアの暗号化機能を使ってデータを

『破壊』したのではないかと考えています」と

のこと。

暗号化で金銭を脅し取るだけではなく、侵入の

痕跡を消すためだけにランサムウェアを使って

いた可能性があるというわけです。このように

痕跡を消す・データを丸ごと消去することを目

的としたマルウェアは「ワイパー（Wiper）」

とも呼ばれています。

「新圧縮形式」「匿名通貨」
ランサムウェアに次々と投入され
る新しい手法

この他にもランサムウェアでは、新しい手法が

次々と投入されています。たとえば2017年12

月には、「.7z」という圧縮形式のファイルが

利用されました※3。

「.7z」は圧縮率が高いことから近年使われるよ

うになった圧縮ファイル形式です。犯人はラン

サムウェアに感染させるメールに、通常の

「.zip」形式ではなく「.7z」を使っていたのです。

理由は企業が導入しているメールスパムフィル

ター・対策ソリューションの検知を回避するた

めでしょう。一般的に使われている「.zip」形

式での添付ではブロックされる可能性が高いの

に対し、マイナーな「.7z」形式ならすり抜け

るだろうという目論見です。とても巧妙な手法

です。

また資金回収方法も進化しています。たとえば

2018年1月に発見された「GandCrab（ガンク

ラブ）」というランサムウェアでは、支払いに

「DASH」という仮想通貨を指定しています※4。

DASHはビットコインのような仮想通貨の1つ

で、匿名性が高いことが特徴です。ビットコイ

ンやNEMなどでは、取引履歴が公開されている

ために追跡することが可能です（たとえば

WannaCryでも犯人の口座にいくら入金された

かは見ることができました）。それに対して

DASHは、取引履歴が全体でまとめられてお

り、個別の取引を追跡することができません。

犯人は警察の捜査を逃れるために、DASHを

使っていると思われます。追跡できない匿名通

貨を利用し始めているのです。DASHで身代金

を払わせるランサムウェア「GanCrab」は、日本

での感染も確認されているので注意が必要です。

ランサムウェアの被害が続いています。犯人は巧妙な手口で侵入し、効率よく安全に

資金回収する方法を確立してきました。企業狙いのランサムウェアの最新手口を

チェックして、被害を防ぎましょう。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第12回 サイバー攻撃手法の最新事例(1) ランサムウェアの最新事例

サイバー攻撃手法の
最新事例(1)
ランサムウェアの最新事例

第12回

ランサムウェアの感染手口・資金回収方法が巧妙に進化
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第12回 サイバー攻撃手法の最新事例(1) ランサムウェアの最新事例

この他にも、ランサムウェアの作成から資金回

収までを代行するアンダーグラウンドのサービ

スが存在しています。このサービスではランサ

ムウェアを販売し、被害者から身代金を回収し

ます。犯人はランサムウェアをカスタマイズし

てばら撒くだけで、あとは身代金の一部をもら

うというビジネスモデルです。いわばランサム

ウェアの外部委託であり、「RaaS（ランサム

ウェア・アズ・ア・サービス）」とも呼ばれて

います。

図1：ランサムウェアの犯人は新しい手口を貪欲に採用

ランサムウェアの犯人は新しい手口を貪欲に採用

メールから
業務ソフト更新ファイルまで。
多岐に渡るランサムウェアの
感染ルート

ランサムウェアの感染ルートは、様々なパター

ンがあります。今までのマルウェアが実行して

きた感染ルートをほぼ網羅しているような状態

です。

もっとも多いのは標的型攻撃メールです。メー

ル添付でランサムウェア、もしくはランサム

ウェアに感染させるためのダウンローダー（マ

ルウェアの一種）を実行させるものです。企業の

メールアドレスに、ランサムウェアに感染させ

るメールが大量に送りつけられている状態です。

またウェブサイト閲覧での感染もあります。

2017年10月にウクライナやロシアで被害を出

したランサムウェア「Bad Rabbit（バッドラ

ビット）」では、改ざんされたウェブサイトで

感染を広げました。

改ざんされたウェブサイトを開くと、Flashの

更新をうながす偽の表示が出ます。信じて更新

してしまうと「Bad Rabbit」に感染してしまう

のです。日本の建材メーカーのウェブサイトも

改ざん被害に遭って、「Bad Rabbit」の踏み台

になっていました。

さらに業務ソフトのアップデートが不正に改ざ

んされていた例もあります。2017年6月に世界

中で被害が出たランサムウェア「NotPetya

（ノットペトヤもしくはノットペチャ）」で

は、会計ソフトのアップデートが原因でした。

ウ ク ラ イ ナ で 使 わ れ て い る 会 計 ソ フ ト

（M.E.doc）の更新ファイルが改ざんされ、ラン

サムウェアの感染源となったのです。業務で

使っているソフトウェアの更新ファイルが、マ

ルウェアそのものだったという恐ろしい事態です。

また世界的な被害が出たWannaCry（ワナクラ

イ）では、ワームが使われていました。ワーム

とはネットワーク経由で自律的に広がるマル

ウェアで、マルウェア感染ルートとしては古典

的なもの。今ではセキュリティ対策が進んでお

り、ワーム活動でのマルウェア感染はほとんど

ないと思われていました。

しかしWannaCryでは、このワーム活動をいわ

ば「再発見」しインターネット経由で感染を広

げたのです。ファイル共有の方式であるSMBの

脆弱性を突くもので、ポート445が開放されて

いる端末を狙って感染を広げます。

ポート445が開放されている端末は未だに存在

しており、2017年12月の調査では日本国内に5

万 台 以 上 が 存 在 し て い る と の こ と ※5 。

WannaCryの流行から半年以上たっているの

に、まだ無防備な端末が残っていることになり

ます。

図2：ランサムウェア感染ルート あらゆる手段・最新の方法を使う

ランサムウェア感染ルート「あらゆる手段・最新の方法を使う」

※1 トレンドマイクロ・国内法人組織におけるセキュリ
ティ実態調査 2017年版による

※2 サイバーリーズン・ランサムウェア「ONI（鬼）」ラン
サムウェアを利用し、日本企業への侵入の痕跡を消去

※3 キヤノンITソリューションズ／ESET・2017年12月 マ
ルウェアレポート

※4 Malwarebytes・GandCrab ransomware distributed
by RIG and GrandSoft exploit kits

※5 トレンドマイクロ・トレンドマイクロ、「2017年国内
サイバー犯罪動向」速報を発表
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最新の手口を貪欲に取り入れる
ランサムウェア

このようにランサムウェアでは、あらゆる感染

ルートを試し、資金回収方法・感染手法でも最

新の手口を使っています。

ランサムウェアは直接的なお金儲けになるた

め、犯人は貪欲に新しい手法を試そうとしてい

ます。その他のマルウェアに比べてると対応ス

ピードが早いのが特徴です。流出した脆弱性情

報をいち早く取り込んだり、仮想通貨への応用

も早く、かつ古い手法を再発見することまでし

ています。金儲けのためには手段を選ばない、

と言ってもいいでしょう。

防衛する側の企業としては、新しい手口にも対

応できる賢いソリューションが必要です。また

バックアップを含む「多層防御」が鍵となりま

す。

(2018年8月1日)

第12回 サイバー攻撃手法の最新事例(1) ランサムウェアの最新事例

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

ランサムウェアへの対策

１：新しい手口にも対応できるウイルス対策ソフトを導入

ランサムウェアが採用する新しい攻撃手法に対応するため、未知のマルウェアを検知できる

対策ソフトが必要。予測防御ができるソリューションを導入したい。

２：メール対策をしっかり

メールの添付ファイル対策をしっかり行うこと。従業員に対してファイル開封に慎重

になることを徹底した上で、スパムフィルターなどによるシステムによるチェックも

行う。

３：OS・ソフトウェアの脆弱性対策

OSやソフトウェアの脆弱性対策は、全社をあげて取り組むこと。ランサムウェアは最新の

脆弱性を利用することが多いので、アップデートをできるだけ早く導入する体制にする。

４：バックアップは外付けメディアで

ランサムウェアに感染した場合の対策として、バックアップは欠かせない。原則はネット

ワークから分離した外付けメディアに定期的にバックアップすること。クラウドでのバック

アップでは、感染後でも復旧できる履歴機能があるサービスが望ましい。

従来のウイルス対策ソフトでは、次々と新種が登場するランサムウェアに対応できない可能

性があります。より賢い予測防御ができるウイルス対策ソフトを検討して下さい。

掲載日：2018年8月1日
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羅針盤としてのガイドラインを
活用する

「セキュリティガイドライン」と聞くと、杓子定

規なルールのように感じるかもしれません。し

かし経産省の「サイバーセキュリティ経営ガイ

ドライン」とIPAの「中小企業の情報セキュリ

ティ対策ガイドライン」は、実践的に企業がどう

すべきかを教えてくれるかりやすい文書です。

企業を守る羅針盤ともなるので、経営者と企業

幹部は必ず目を通しましょう。

経産省の「サイバーセキュリティ経営ガイドラ

イン」は2015年12月に作られましたが、巧妙化

するサイバー攻撃に合わせて2017年11月に

「Ver2.0」として改訂されました。新たに加

わったのは攻撃の検知、被害が出た時の備え、取

引先・委託先などサプライチェーンの問題です。

IPAの「中小企業の情報セキュリティ対策ガイ

ドライン」は2009年に策定されたもので、新

たな脅威などを踏まえて2017年12月に第2.1版

として改定されています。上記の「経営ガイド

ライン」を踏まえて、中小企業が取るべき実践

的なセキュリティを教えてくれます。セキュリ

ティポリシーの作り方、自社を診断できる「5

分でできる！情報セキュリティ自社診断」も含

まれています。

この2つがあれば、企業のセキュリティ対策・

サイバー攻撃対応の指針決定から、セキュリ

ティポリシー策定、実践的な対策までをフォ

ローできます。

経営者・幹部の3大原則は
「リーダーシップ」
「サプライチェーン」
「コミュニケーション」

企業の経営者・取締役・幹部にとって、セキュ

リティは荷が重く感じるものでしょう。しかし

セキュリティでの行動原則はシンプルで難しい

ものではありません。「セキュリティ経営ガイ

ドライン」が呼びかける行動原則はたったの3

つで、知識や経験がなくても実践できます。

まず最初は「リーダーシップ」です。セキュリ

ティはコストではなく成長のための投資と位置

づけて、トップ自らが指揮を取りなさいと呼び

かけています。システム部署に対して「うちは

大丈夫か？」と聞くのはダメなトップ。そうで

はなく積極的にリーダーシップを取ってセキュ

リティへの投資・対策を実行していきます。

2つ目は今回の改定でもっとも重要なサプライ

チェーンに対するセキュリティ対策です。サプ

ライチェーンとはビジネスパートナーや委託

先、下請け企業のこと。自社だけでなく一緒に働

く企業・人を含めて総合的なセキュリティ対策

をしなさいという原則です。後述しますが、こ

れこそ売上に直結する重要な要素になります。

3つ目はコミュニケーション。自社がきちんとセ

キュリティ対策をしていることを顧客や株主に

明らかにすること。そして社内のセキュリティ

責任者・担当者とも定期的にコミュニケーショ

ンを図り、サイバー攻撃被害にあった場合に円

滑に行動できる下地を作ることが重要です。

この3大原則は「サイバーセキュリティ経営ガ

イドライン」では最初から決められていたもの

で、Ver2.0でも変更はありません。時代は変

わっても、この骨太の3大原則は変わらないで

しょうから頭に叩き込んで実行しましょう。

経済産業省から「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」のVer2.0と、IPA・情報

処理推進機構から「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」の第2.1版が

2017年の年末に出ています。いずれもきちんと内容を読み取ることで、企業のサイ

バー被害を防ぎ、被害が出たときにも慌てずに対処する「骨太の方針」を決定できる

もの。経営者、取締役・幹部クラスのために最新版ガイドラインを解説します。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第13回 最新版ガイドラインでわかる企業のセキュリティ方針

最新版ガイドラインでわかる
企業のセキュリティ方針

第13回

「サイバーセキュリティ経営ガイドライン2.0」と
「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第2.1版」の活用法

図1：経営者のセキュリティ3大原則

（サイバーセキュリティ経営ガイドライン2.0）
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サイバーセキュリティ経営の
重要10項目

3大原則の下に、実際に取り組むべき10個の項

目が具体化されています。最新版で強化された

の部分を中心に見ていきましょう。

最初の3項目は管理体制の構築です。「指示1」

は「リスクの認識、組織全体での対応方針の策

定」で、セキュリティポリシーを作って内外に

周知徹底させることです。単にポリシー文書を

作りなさいという意味ではなく、長期的な「企

業としてのセキュリティ方針」を決めることが

重要です。

「指示2」は「リスク管理体制の構築」で、CISO

（最高情報セキュリティ責任者）などを決める

ことからスタート。CISOをトップとして平時の

対策と有事の緊急対応の体制を作り、監査役な

ど他のリスク管理体制とも連携させます。

「指示3」は「セキュリティ対策のための資源

（予算、人材等）確保」です。つまり「お金」

と「人」を手当しなさいという意味。予算は単

年度ではなく長期計画を立てる、セキュリティ

担当者は外部のセミナーなどにも積極的に参加

させる、社員向け教育の予算をとることがキー

ポイント。セキュリティ専門の人材を雇えない

場合は、専門ベンダーに依頼するのがいいで

しょう。

「指示4」から「指示6」までは具体的なサイ

バーセキュリティリスクの特定と対策の実装で

す。「指示4」は「リスクの把握とリスク対応

に関する計画の策定」で、自社でもっとも重要

な守るべき資産を定義し、どんなリスクがある

かを洗い出します。その上でリスクに対応する

ための計画を立て、具体的な対策をとります。

専門ベンダーへの委託、サイバー保険の加入な

どを検討します。

「指示5」は「リスクに対応するための仕組み

の構築」で、今回のVer2.0で改訂されていま

す。具体的なセキュリティ対策をまとめたもの

で「多層防御（ファイアウォール、脆弱性診

断、暗号化など）」「サイバー攻撃の監視・検

知」「従業員教育」の3つが柱になっていま

す。今回の新版では、サイバー攻撃を受けた企

業の多くが外部からの指摘でようやく被害に気

づいているという実態を元に、サイバー攻撃の

検知に重点を置いた改定となっています。

「指示6」は「セキュリティ対策におけるPDCA

サイクルの実施」で、Plan[計画]、Do[実行]、

Check[実施状況の確認・評価]、Act[改善]を回

す体制を作ること。このガイドラインの巻末に

ある「付録A」の「サイバーセキュリティ経営

チェックシート」が、Check[実施状況の確認・

評価]に利用できます。

「指示7」と「指示8」は、有事に備えた体制構築

です。「指示7」は「インシデント発生時の緊急対

図2：サイバーセキュリティ経営の重要10項目（サイバーセキュリティ経営ガイドライン2.0）

第13回 最新版ガイドラインでわかる企業のセキュリティ方針

応体制の整備」として、社内にCSIRT（組織内の

情報セキュリティ問題を専門に扱うインシデン

ト対応チーム）を置くなどして、緊急時の体制を

整えてシミュレーションを行います。

それに続くのが「指示8」の「インシデントによ

る被害に備えた復旧体制の整備」で、復旧させる

手順・方針を定めます。今回のVer2.0で改訂さ

れており、ランサムウェアの被害が出る中で

データ消失などに対する復旧策が重要だとして

います。

もっとも注目すべき改訂は
「サプライチェーン対策」

3大原則の2つ目、そして「指示9」の「サプライ

チェーンのビジネスパートナーや委託先等を含

めたサイバーセキュリティ対策の実施及び状況

把握」は、Ver2.0でもっとも重要な改訂ポイン

トと言えるでしょう。自社のセキュリティ対策

はしっかりしたが、委託先企業で情報漏えいや

サイバー攻撃被害が出たというトラブルが増え

ていることを踏まえています。

平たく言うと、ビジネスパートナー・委託先・下

請け企業など、一緒に仕事をする会社・人のセ

キュリティもしっかりしましょうということ。

委託先のセキュリティ対策を確認して契約す

る、対策状況を報告させる、委託先がサイバー

保険に加入しているかなどが対策例として挙げ

られています。ISMS（情報セキュリティマネジ

メントシステム）などのセキュリティマネジメ

ント認証を取るのが望ましいとされています。

このことは事業拡大にも繋がる要素です。大企

業が新たな契約企業を選ぶ際に「サプライ

チェーン対策」としてセキュリティ対策がしっ

かりしていることが条件になるためです。つま

り自社のセキュリティ対策がしっかりしていれ

ば、新たなビジネスチャンスを生むことになる

のです。まさに「セキュリティ対策は事業拡大へ

の投資」だと言えるでしょう。

3大原則の3つ目、「指示10」の「情報共有活

動への参加を通じた攻撃情報の入手とその有効

活用及び提供」は、コミュニケーションを強化せ

よという指示です。IPAやJPCERTなどの情報

を活かし、またインシデントの情報提供を行う

こと。そして自社がセキュティ対策をしっかり

行っていることを内外に示すことも重要です。

「中小企業の情報セキュリティ
対策ガイドライン第2.1版」で
25項目診断を

次にIPAの「中小企業の情報セキュリティ対策ガ

イドライン第2.1版」の活用方法を紹介します。

本ガイドラインは中小企業にとって必要な情報

セキュリティ対策の考え方や実践方法が分かる

優れた小冊子です。中小企業だけなく、大企業や

自治体でも社員向けとしておすすめできます。

まずやるべきは付録2にある「5分でできる！情

報セキュリティ自社診断」を行うことです。25

個の質問に答えると、自社のセキュリティレベ

ルを把握できます。以下のページから「5分で

できる！情報セキュリティ自社診断パンフレッ

ト」と「5分でできる！情報セキュリティ自社

診断シート」をダウンロード。パンフレットを

見ながらシートに記入していきます。

各項目の実施状況に応じて「実施している」は

4点、「一部実施している」は2点、「実施して

いない または わからない」は0点で採点し、全

項目の合計点によって評価するものです。足り

ない部分はパンフレットを見て、専門ベンダー

に相談しながら改善していきます。

その上で従業員・派遣社員へ、自社のセキュリ

ティルールを把握してもらうための、ハンド

ブックを作成しましょう。上記のページにハン

ドブックのひな型（情報セキュリティハンド

ブックひな形：全11ページ）がありますので、

自社に合わせて直して印刷・配布するだけで

OKです。
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セキュリティポリシーを策定する

合わせて企業のセキュリティポリシーを定めま

す。セキュリティポリシーとは単なる条文を作

ることではなく、企業の方針を定めて周知させ

るもの。「中小企業の情報セキュリティ対策ガ

イドライン第2.1版」を元にして、以下のス

テップで作っていきます。

まず手順１は「情報資産管理台帳の作成」で、上

記ページの付録3にある「<ツールA>リスク分

析シート」に記入します。情報資産を洗い出し

て、機密性などを評価し重要度を算定します。

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

第13回 最新版ガイドラインでわかる企業のセキュリティ方針

図3：「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第2.1版」と付録の「5分でできる自社診断シート」）

手順２「リスクの値の算定」は、同じシートのタ

ブ切り替えの「脅威の状況」と「対策状況チェッ

ク」で記入します。回答は選択式で難しくない

ので一つ一つ入力していきましょう。すると同

じシートの「情報資産管理台帳」の右側「リス

ク値」が自動的に表示されます。どの資産がリ

スクが高いのか、ということがわかるのです。

手順３「情報セキュリティ対策の決定」は、上

記のリスク値を元にして検討します。具体的に

はシートのタブ「診断結果」を見てポリシーを

検討していきます。

最後に手順４で「情報セキュリティポリシーを

策定」します。手順３を元にして、上記ページ

にある「<ツールB>情報セキュリティポリシー

サンプル」を書き換えて利用します。ひな型を

そのまま使うだけでなく、自社の具体的業務に

応じた内容を付け加えていくのが理想です。

この手順をこなすには時間をかけて社内の調査

をする必要があります。実はそれこそが企業に

とって大事なことです。自社にとって最も大切

で守るべきものは何か、決定的に足りていない

セキュリティ対策は何か、を洗い出すこと。こ

れが企業のセキュリティ対策と緊急時対応を強

化するのです。セキュリティポリシーは策定す

る行為自体も重要になります。

専門ベンダーは

「基準適合サービスリスト」

から選ぶ

セキュリティポリシーを作って足りない部分・

重要な部分を洗い出した上で、具体的なセキュ

リティ対策を専門ベンダーに相談します。経済

産業省は2018年2月に「情報セキュリティサー

ビス基準」を策定しており、IPAが「情報セキ

ュリティサービス基準適合サービスリスト」と

してベンダー名を公開しています。

「情報セキュリティ監査サービス」「脆弱性診

断サービス」「デジタルフォレンジックサービ

ス」「セキュリティ監視・運用サービス」の4

つのサービスで専門ベンダーがリストアップさ

れています。セキュリティポリシー作成でわか

った自社の欠点・問題点を元にして、専門ベン

ダーを選んで相談するといいでしょう。

(2019年2月5日)

図5：「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン

第2.1版」付録3にある「<ツールA>リスク分析シート」

図4：情報セキュリティポリシー策定までの流れ（中小

企業の情報セキュリティ対策ガイドライン第2.1版）

掲載日：2019年2月5日
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潜伏する標的型攻撃「J-CRAT」
「J-CSIP」の活動レポートを
読む

毎日のように新しいサイバー攻撃のニュースが

飛び込んできます。IoT、仮想通貨、ランサム

ウェアなど目新しいターゲット・手口が報道さ

れており、以前は大きく取り上げられていた

「標的型攻撃」はあまり話題にのぼらなくなり

ました。

しかし標的型攻撃は今も続いており、手口がさ

らに巧妙化しています。巧妙に潜伏しているか

らこそ被害発生に気づきにくく事件化しにく

い、と言ってもいいでしょう。

「 J-CRAT（ジェイクラート・サイバーレス

キュー隊）」のレポートを見ると、その実態が

よくわかります。J-CRATはIPA・情報処理推進

機構が運営している標的型サイバー攻撃の被害

の低減、および被害拡大防止を目的とした組織

で、半年ごとに活動状況を出しています。

それによれば2017年の相談件数は減少してい

るものの、レスキュー支援数、オンサイト支援数

は増加しています。具体的には、政治・経済・

安全保障・国際関係・科学技術・学術といった幅

広い分野にわたり、バックドア設置を狙った攻

撃が増えているとのこと。事例をもとにして

標的型攻撃の最新の傾向がまとめられていま

す。

さらに詳しい手口は「J-CSIP（ジェイシップ・

サイバー情報共有イニシアティブ）」の運用状

況でも見ることができます。J-CSIPは重工・重

電など重要インフラで利用される機器の製造業

者を中心に、サイバー攻撃の情報共有と早期対

応の場として運用されています。

この運用状況によれば、標的型攻撃メールの情

報提供件数は毎年増えています。具体的な手口

がまとめられており、企業の担当者は必ず目を

通したい資料です。

この2つの最新レポートを元にして、標的型攻

撃の最新手口を見ていきましょう。

最近ではあまりニュースにならない標的型攻撃ですが、実際には深く長く巧妙に潜伏

を続けている例も見つかっています。人間の心理を突く攻撃と、検知されずに忍び続

ける技術によって、企業の情報をかすめとっているのです。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第14回 サイバーレスキュー隊・J-CRATによる標的型攻撃の最新手口

サイバーレスキュー隊・
J-CRATによる標的型攻撃の最新手口

第14回

4つの巧妙手口「ファイルを開かせる心理的攻撃」
「ファイルレス攻撃」「長期潜伏」「クラウド攻撃」を見る

図1：標的型攻撃メールを開かせる4つの心理的手口

参考：J-CRAT「サイバーレスキュー隊

（J-CRAT）活動状況[2017年度下半期]」、

J-CSIP「サイバー情報共有イニシアティブ

（J-CSIP）運用状況[2018年4月～6月]」

標的型攻撃メールを開かせる
4つの心理的手口

J-CRATの最新レポートによれば「特定の攻撃

グループによると思われる標的型メール攻撃

が、国際政治・経済・安全保障に関わる組織に

対して断続的に見られた」とのこと。具体的な

手口として、添付ファイルがターゲットごとに

カスタマイズされているとしています。

今までの標的型攻撃メールは「請求書」「東京

五輪に向けた安全対策」など、一般的なタイト

ルが主流でした。しかし最近は、狙われている

組織に合わせたタイトルにカスタマイズされて

いるのです。その組織がWebで公表している情

報やイベントに合わせています。従業員が思わ

ず開いてしまうようなタイトルを付ける心理的

攻撃です。

添付ファイルも巧妙化しています。相変わらず

多いのは、WordやExcelなどオフィスファイル

のマクロを使うパターンですが、J-CSIPのレ

ポートによれば利用者を騙し、マクロを有効化

させる手口も見つかっています。
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オフィスではネットから入手したファイルを開

く際や、マクロがある際は警告表示が出ます。

この警告表示を無視して「コンテンツの有効

化」を押させるために、「以前のバージョンの

Wordで作られています。表示するには『コン

テンツの有効化』をクリックして下さい」など

と表示します。思わずクリックしてしまいそう

な巧妙な騙しの手口です。

さらにオフィスファイルを開かせる新しい攻撃

もみつかっています。たとえば細工が施された

CSVファイル（拡張子「.CSV」のファイル）を添

付する方法です。CSVファイルがExcelに関連づ

けられている場合、ダブルクリックするExcelが

起動して警告ウィンドウが表示されます。警告

ウィンドウを確認せずに作業を続けると、ファイ

ル内の不正なコードが実行されて、被害に遭っ

てしまうパターンです（J-CSIPレポートより）。

またPowerPointのス ラ イ ド ショーファ イ ル

（.ppsx）を使うパターンも発見されています。

通常のPowerPointファイルではスライド編集

画面が開きます。しかしスライドショーファイ

ルでは直接スライドが表示されるため、本来表

示される警告画面を回避できてしまう場合があ

ります（オフィスの「保護ビュー機能」が有効な

ら回避できるが無効になっている人もいる）。

図2：感染後に検知されない巧妙な仕掛け

参考：J-CRAT「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）活

動状況[2017年度下半期]」、

J-CSIP「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）

運用状況[2018年4月～6月]」

第14回 サイバーレスキュー隊・J-CRATによる標的型攻撃の最新手口

侵入後は「ファイルレス攻撃」

「正規サービス利用」で潜伏する

標的に侵入した後は、検知を防ぐ手口を使って

きます。

最近多いのが「ファイルレス攻撃」です。マル

ウェアそのものを感染PCに置くのではなく、不

正なコードを正規のプログラムに読み込ませる

などの方法を取る攻撃です。

具体的には攻撃コードをWindowsのレジスト

リ（設定ファイル）に入れて実行させたり、攻

撃スクリプトをリモートで実行させたりしま

す。特に目立って増えているのはWindowsの

標準スクリプト言語PowerShellを使ったもの

で、PowerShellベースのRAT（遠隔操作ツー

ル）が出回っています。

またPowerShellだけでなく、侵入後のPCの情

報を取るために「Koadic（コアディック）」と

いうツールが使われていたとのこと（J-CRAT

のレポートによる）。Koadicとはペネトレー

ションテストツール（侵入調査ツール）であ

り、GitHubに公開されているものです。侵入し

たPCの各種情報を吸い上げることができます

が、PC上にファイルを残さずリモートで実行す

ることが可能です。

このようにファイルレス攻撃ではPC上に痕跡が

残りにくいため、検知が難しくなります。また

Windows標準のツールを使う場合が多いた

め、ふるまい検知でも発見されてにくい傾向が

あります。攻撃者にとっていいことづくめのた

め、今後もファイルレス攻撃は増えそうです。

侵入後のもう一つの手口は「正規サービスの利

用」です。J-CRATのレポートによれば、2017

年末に「Taidoor（タイドアー）」というウイル

スが国内の企業で発見されています。Taidoor

の特徴は、正規サービスを介してやり取りをす

ることにあります。

たとえば不正プログラムのダウンロード元と、

窃 取 し た 情 報 の ア ッ プ ロ ー ド 先 と し て

「GitHub」を利用していました（トレンドマイ

クロセキュリティブログによる）。GitHubはソ

フトウェアの開発プラットフォームであり、社

内から通信があっても怪しまれることはありま

せん。

さらにこのTaidoorでは、C&Cサーバー（命令

の送受信サーバー）に「Dropbox」を使うもの

も発見されています。オンラインストレージと

して企業でも使われているDropboxであれば、

セキュリティ製品の通信検知除外リストに含ま

れていることが多いでしょう。いずれも通信の

検知から逃れるための方策です。

図3：2年に渡って長期潜伏していた例

参考：IPA「サイバーレスキュー隊（J-CRAT）

分析レポート2016 ～長期感染の実態 一台の

感染PCに残された攻撃痕跡の分析～」

標的型攻撃メールでの感染から
2年も潜伏した実例

標的型攻撃メールは最大の目的は「情報の窃取」

ですから、攻撃者にとっては気づかれずに潜伏

することが重要です。J-CRATが長期潜伏の実

例を詳しく調べたレポートを出しています。

このレポートによると最初に感染したのは

2014年5月のこと。標的型攻撃の定番とも言え

る遠隔操作マルウェア・PlugX（プラグエック

ス）によるものでした。その後リサーチャーが

発見する2016年まで、約2年間も潜伏して活動

していたのです。

この事例ではウイルス対策ソフトが遠隔操作

ツールを検知できなかったため、長期間の潜伏

が続きました。しかし後の調査によれば、ウイ

ルス対策ソフトである「Windows Defender」

が不正なツールを検知したログが残っていまし

た。またその他にもレジストリの更新などの記

録が残っており、痕跡は残っていたのです。

なぜウイルス対策ソフトの検知に対応しなかっ

たのでしょうか。それについてJ-CRATのレ

ポートは「利用者が通知に気づかなかった」か

「検知された表示がサイバー攻撃とは思わな

かった」のどちらかではないかと推測していま

す。通知内容や検知した際に表示される内容に

ついて従業員にしっかり情報提供や教育を行う

こと、また不明な点は管理者へ気軽に相談でき

るようにしておくことが大切です。

またイベントログの分析も課題だとしていま

す。OSやファイアウォールが生成するイベント

ログを分析するのは困難であるため、ログの取

扱要件を定めて社内・委託先に周知すべきとま

とめています（51ページ）。
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クラウドサービスのID・
パスワードが狙われている

J-CSIPでは直近の問題として、Office365の

ID・パスワードを狙うフィッシングメールが出

回っていることを取り上げています。J-CSIPに

よれば「攻撃者にとってクラウドサービスのア

カウントは魅力的」だとしています。

攻撃者に魅力的に映る理由は2つあります。

1つは保存されている情報とファイル。メール

をすべて読めるため、内容・部署名・氏名・添

付ファイルまですべて見えてしまいます。そし

てストレージとして利用していれば、業務の

ファイルが見放題になってしまうのです。社内

は厳重なセキュリティがあっても、クラウドの

ID・パスワードを取られてしまっては万事休す

と言えるでしょう。

もう1つはさらなる侵入の足場にされること。

保存されているファイルの内容は、社内の他の

部署へ侵入の手がかりになります。またなりす

ましメールを送られたり、フィッシングメール

送信の足場になる可能性もあります。

攻撃者はOffice365などのクラウドサービスの

アカウント情報を盗み取るために、巧妙な

フィッシングメールを作っています。

たとえば未送信・保留メールの通知リンクから

フィッシングサイトへ誘導。さらに上司の名前

を騙って、組織のロゴ入りの文書を作って騙す

パターンも発見されています。以前の記事

「BEC＝ビジネスメール詐欺は『メール監視』

から始まっている」でも取り上げたように、

フィッシングサイトでID・パスワードを盗み取

ることでビジネスメール詐欺に悪用されること

も考えられます。

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

第14回 サイバーレスキュー隊・J-CRATによる標的型攻撃の最新手口

対策は「ログ監視・検知」

「多重防御」「社員教育」

このような標的型攻撃の巧妙化に対し、 J-

CRATでは「攻撃被害の記録と発見を前提とし

た対策の必要性」を提言しています。

人間の心理を突く攻撃が増えている現状では、

メールフィルタやウイルス対策ソフトなどの入

口対策だけで完璧に防ぐことはできません。そ

こでウイルス感染があるという前提で、ファイ

アウォールやプロキシサーバーのログ管理・検

知、インシデント発生時の対応手順を決めるこ

とが重要だとJ-CRATはまとめています。

あらためて標的型攻撃対策をまとめておきまし

ょう。

１：入口対策・出口対策・検知を含めた多層防

御メールフィルター・ウイルス対策ソフトだけ

でなく、通信検知・イベントログ解析などを含

めた多層防御が必要です。未知のマルウェアや

ファイルレス攻撃にも対応できる統合的なソリ

ューションの導入を検討しましょう。

２：従業員教育Word・Excel・PowerPointの

警告表示が出てもOKを押さない、「保護ビュ

ー機能」を有効にするといった基本を徹底しま

しょう。その上で標的型攻撃メールのサンプル

を見せるなどのレクチャーも必要です。

３：ID・パスワードの管理を厳重に従業員一人

一人に、パスワードの重要性を周知すること。

できるだけ長くする、すべて別のパスワードに

するなどを徹底しましょう。以前の記事「企業

でのパスワード管理：社員頼りのアナログ管理

はやめよう」も参考にして下さい。

図4：Office365のアカウント情報が狙われている

参考：J-CSIP「サイバー情報共有イニシアティブ

（J-CSIP）運用状況[2018年4月～6月]」

掲載日：2019年X月XX日
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SMSによる「スミッシング」の
被害が広がる

「スミッシング（SMSishing）」という言葉を

ご存知でしょうか。「SMS（ショートメー

ル）」と「Phishing（フィッシング）」を合わ

せた造語で、SMSによる騙しメッセージのこ

と。スミッシング（SMS Phishingとも呼ばれ

る）は以前からフィッシング詐欺の手法として

使われていましたが、昨年の夏に宅配便を騙る

SMSが大きく流行しました。

宅配便の不在通知のSMSに装ったもので、

Androidでは不正アプリを導入させようとしま

す。IPA・情報処理推進機構が2018年8月に注

意喚起を出しています。

それによると2018年7月の相談件数は110件も

あったとのこと。普段は1ヶ月に数件程度なの

で、急激に流行したことがわかります。

流行した理由は3つあります。SMSは「開封し

やすいこと」、誘導する偽サイトが「巧妙で親

切なこと」、そしてSMSによる「拡散機能があ

ること」でした。

SMS・ショートメールは
スマホ通知音・表示が
有効な場合が多い

メールによるフィッシングは、メールサーバー

等で迷惑メール対策を行うなど、システム側で

の対処が浸透しています。また、利用者もメー

ルは受信件数が多いため、スマホの通知を切っ

ている場合が多いでしょう。フィッシングメー

ルはそもそも開封率が低いのです。

それに対してSMS・ショートメールは開封率が

高くなります。電話番号で送信する性質上、電

話番号を知っている人どうしのやりとりが多

く、ビジネスでも多く使われています。そのた

めSMSはスマホでの通知音・通知画面を有効に

している人が多く、開封率が高くなります。攻

撃者にとってSMSは受信者を騙しやすいツール

であり、投資対効果が高い手法であると言える

でしょう。

今回の宅配便偽SMSは「荷物を届けましたが不

在でした。配送物は下記よりご確認ください」

として、リンクが添付されていました。さらに

リンクのURLは宅配便の会社のドメインとそっ

くりであり、騙されてタップしてもおかしくな

い巧妙なものでした。

また攻撃者はスマホのOSごとに、誘導する

フィッシングサイトを切り替えていました。

Androidでは不正アプリをダウンロードさせる

偽サイトに飛ばし、iPhoneではIDとパスワー

ドを入力させる偽サイトへ誘導しています。

iPhoneでは不正アプリを入れさせることが難し

いため、ターゲットに合わせて誘導先を切替え

ているのです。

攻撃者は用意周到で、受信者がどんなOSであっ

ても情報窃取などの利益を得られるように工夫

をしています。「○○というOSだから安心」と

いう先入観は捨て、パソコン・タブレット・ス

マホすべての端末が被害に遭う可能性があるこ

とを覚えておくべきです。

企業ではメールフィルターを導入しているとこ

ろも多いでしょう。しかしSMSは社員が持つ各

自のスマホ電話番号に届くためメールフィル

ターを通りません。社員の個人スマホだけでな

く、会社支給のスマホもターゲットにされる危

険性があります。システム担当者は会社支給の

スマホも危険であることを知り、社員に注意喚

起しましょう。

昨年の夏に宅配便を騙ったSMS・ショートメールが大流行しました。不正アプリに

よってスマートフォンが遠隔操作されて。情報窃取や銀行アプリ書き換えなどのほか、

SMSで再拡散する悪質なものでした。社員の個人スマホに注意を払う必要があります。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第15回 サイバー攻撃手法の最新事例(2)宅配便偽SMSで大量拡散する不正アプリ

サイバー攻撃手法の最新事例(2)
宅配便偽SMSで大量拡散する
不正アプリ

第15回

スマートフォンで「スミッシング」が
拡散・不正アプリで情報窃取も

図1：宅配便の偽SMSが流行した理由１

SMS「スミッシング」でAndroid/iPhoneを攻撃
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本物に似た偽サイトで
不正アプリ対策設定を解除させる

誘導される偽サイトも巧妙に作られています。

サイト上部は公式サイトとまったく同じであ

り、CMタレントの写真やメニューも流用され

ています。そして偽サイトの下部はアプリの導

入マニュアルになっていました。「荷物追跡ア

プリを導入してください」として、アプリの導

入方法が詳しく書かれているのです。

実 はこ のマニ ュア ル、 Android の セキュ リ

ティー対策をかいくぐるための手順でした。

Androidでは不正アプリ対策として、Google公

式のアプリストア「Playストア」以外からのア

プリ導入を無効にする設定があります。偽サイ

トが丁寧に説明しているのは、この設定を無効

にする方法だったのです。

この丁寧な説明を見て信じてしまった人もいた

ようです。被害者に話を聞いたところ「さすが

大手宅配便会社だと思った。丁寧にアプリの導

入方法を説明してくれていたので信じた」と騙

されて不正アプリを導入していました。

ところがこのアプリを入れたところ、被害者の

スマホには異変が起こります。次々に電話がか

かってくるのです。知らない番号から「宅配便

会社ですか？このSMSはなんですか？」という

電話がかかってきます。

図2：宅配便の偽SMSが流行した理由２

偽サイトで不正アプリ導入方法を丁寧に説明

第15回 サイバー攻撃手法の最新事例(2)宅配便偽SMSで大量拡散する不正アプリ

遠隔操作でSMS偽メッセージを

再送信する「ワーム機能」

電話が大量にかかってくる理由は、被害者のス

マホから勝手にSMSが送信されていたためで

す。不正アプリによって同じ宅配便偽SMSを、

不特定多数の番号に勝手に送信します。

この不正アプリは、犯人が外部からコントロー

ルする遠隔操作アプリでした。攻撃者は命令を

出すC&Cサーバーを通して、乗っ取ったスマホ

から指定した電話番号（不特定多数の連番）に

SMSを送るように指示。これにより被害者のス

マホから、再び宅配便の不在通知偽SMSが送ら

れてしまいました。

受け取った人の中には「これ本物なのか？」と

不審に思って、SMSの送信元番号に電話をかけ

る人が出てきます。そのため被害者のスマホに

電話が次々とかかってきます。つまり被害者の

はずが、偽SMSを送る加害者にもなってしまっ

たわけです。

これはワームと言ってもいいでしょう。ワーム

とは自己増殖するマルウェアのこと。メールや

インターネットで感染先を増やすマルウェアの

ことですが、SMSで拡散する不正アプリは珍し

いパターンと言えます。

図3：宅配便の偽SMSが流行した理由３

大量のSMS送信で拡散するワーム機能
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スマホ内の情報読み出し・
アプリの書き換えも行う

この不正アプリは遠隔操作によってスマホ内の

情報を読み出し、アプリの書き換えすらも行い

ます。IPAによれば「SMS・MMSの送受信と読

み取り」「SDカードのコンテンツの読み取

り・変更」「画面ロックの無効化」「Wi-Fiの

接続・切断」「他のアプリの終了」「他のアプ

リの上に重ねて表示」などの機能を持っていま

した。

IPAへの相談では「携帯電話会社が提供するキャ

リア決済サービスにて、身に覚えのないApple

デジタルコンテンツ等の請求が発生した」

「Googleアカウントに身に覚えのないアクセ

ス履歴があった」という相談があったとのこ

と。スマホ内の情報を読み取られて、ID・パス

ワードを知られてしまった可能性があります。

もし社員のスマホであれば深刻な事態です。ス

マホ内に保存されているID・パスワードが漏れ

た場合、企業のメールを読み取られたり、クラ

ウド保存されているファイルを見られることも

考えられます。

さらにこの不正アプリでは銀行アプリの書き換

えも行うようです。トレンドマイクロによる

と、スマホ内にオンライン銀行アプリがあるか

調べ、アプリ自体を書き換える動作をするとの

こと。※１

正規のアプリとそっくりの画面ながら「不正利

用防止のための本人確認」という表示を出しま

す。その上でIDとパスワードを入力させるので

す。利用者は公式アプリだと信じて使うので、

IDとパスワードを入力してしまうでしょう。

ネットバンキングのID・パスワードを盗み取る

巧妙な方法です。

「提供元不明のアプリ」を
「不許可」にすること

このように宅配便の偽SMSは親切な説明で不正

アプリを導入させ、乗っ取りで他の利用者にも

偽SMSを拡散する悪質なもの。スマホ内の情報

を丸ごと持っていく可能性すらあり、かなり危

険な不正アプリです。個人への攻撃だけでな

く、社員のスマホ乗っ取りから企業へのサイ

バー攻撃に発展する可能性がありますから注意

が必要です。

偽SMSで被害に遭わないための対策

１：社員に実態と手口を知らせて注意喚起をする

派遣社員を含めた全社員に注意喚起をすること。特にSMSのリンクはタップしないことを

周知徹底する（宅配便ではSMSでの不在通知は行っていない）。

２：Androidでは「提供元不明のアプリ」を不許可にする

Android7.1以前では「設定」の「セキュリティ」に「提供元不明のアプリのインストール

を許可する」という項目がある。この項目は必ずオフ＝不許可にすること。Android8.0以

降では、提供元不明のアプリを入れようとすると「セキュリティ上の理由からこの提供元か

らの不明なアプリをインストールすることはできません」という表示が出るので、キャンセ

ルを押して閉じること。

３：スマホ・タブレットを含めたセキュリティ対策ソリューションの導入

スマートフォンやタブレットなどモバイルを含めたセキュリティ対策ソリューションを導入

する。不正アプリの導入を阻止できるソリューションが望ましい。

特にBYODで個人所有のスマホを業務利用している場合に注意が必要です。どんな内容で

あってもSMSのリンクはタップしないことを社員に徹底させましょう。また不正なSMSを受

信したり、誤ってリンクをタップした場合は、管理者に連絡することを従業員に周知徹底し

ておくことも被害拡大防止の観点から必要です。
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サイバー情報共有イニシアティ
ブ・J-CSIP報告の標的型攻撃
メール最新手口

標的型攻撃メールの目的は、犯人が「ターゲッ

トを騙すこと」。騙すためには新しい手口を次々

に使っていく必要があります。過去の手口は注

意喚起されるため、少しずつ手口を変えていく

のです。これらの新しい手口について「サイ

バー情報共有イニシアティブ・J-CSIP（ジェイ

シップ）」が注意喚起を出しています。

サイバー情報共有イニシアティブ・J-CSIP

（ジェイシップ）は、IPA・情報処理推進機構と

重工・重電・重要インフラなどの業界と連携した

組織です。これらの業界は国の重要産業である

ため、標的型攻撃メールでもっとも狙われやす

いターゲットと言えるでしょう。J-CSIPでは3ヶ

月ごとに運用状況レポートを出しています。

運用状況標的型攻撃メールは2017年後半がピー

クで、その後2018年は落ち着きました。しかし

2018年10月から12月の3ヶ月は、再び増えてい

ます。大量メール送信が行われたこともあり、

標的型攻撃が増える兆候があります。

J-CSIPが紹介している標的型攻撃メールの最近

の特徴を見ていきます。なおこの連載での以前

の記事でも標的型攻撃メールの手口を紹介して

いるので、合わせてご覧ください。

企業への標的型攻撃メールは今も続いています。最近の特徴はOffice365などのクラウ

ドサービスが狙われていること。Office365のID・パスワードを盗み取ったり、正規

メールサーバーを乗っ取る、Officeの古いファイル形式でマルウェアに感染させるなど

の手口があります。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第16回 手口がさらに巧妙化：進化する標的型攻撃メール

手口がさらに巧妙化：
進化する標的型攻撃メール

第16回

Office365乗っ取り・「.wiz」ファイル悪用など
騙しメールの手口に注意

図1：標的型攻撃メール J-CSIP相談件数

参考

サイバーレスキュー隊・J-CRATによる
標的型攻撃の最新手口（本連載記事）

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/
ss/insider/column14.html
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Office365乗っ取りでの

大量スパムメール送信

最近増えているのがOffice365などのクラウド

サービスを狙った攻撃です。攻撃と言っても手

口はシンプルで「IDとパスワードを盗み出す」

だけ。フィッシングサイトでIDとパスワードを

入力させて窃取し、その後にアカウントを乗っ

取って再び標的型攻撃メールを大量送信しま

す。

J-CSIPが報告しているのは国内企業A社の事例

で、4つのステップでスパムメールが大量送信

されています（J-CSIP運用状況2018年10月～

12月による）。

①フィッシングメールが送られ被害者のアカウ

ント窃取

アメリカ企業のメールアドレスからA社の従業

員あてにフィッシングメールが届く。グループ

ウェアを悪用してアップロードされたファイル

にID・パスワードを入力させるものだった。A

社の従業員は騙されてID・パスワードを入力し

てしまう。

②Office365＋アドレス帳でフィッシングメー

ル大量送信

犯人はA社従業員のOffice365アカウントを乗っ

取る。アドレス帳に登録されていた社内・社外

のメールアドレスに対して、約1万通のフィッ

シングメールを7分間のうちに送信。アクセス

元はナイジェリアのIPアドレスだった。

③フィッシングサイトへ誘導しID・パスワード

窃取

大量送信されたフィッシングメールにはWord

ファイルが添付されており、「クラウドサービ

ス上にメッセージがある」という内容でURLリ

ンクが書かれていた。リンクを開くとフィッシ

ングサイトへ誘導され、メールのログインのた

め に ID と パ ス ワ ー ド を 入 力 せ よ と 表 示 。

Office365やAOLのメールアカウントのIDとパ

スワードを盗み取ろうとする。

④問い合わせメールに自動返信する設定になっ

ていた

巧妙なことに問い合わせメールに対する自動返

信も用意していた。大量送信したフィッシング

メールの受信者から返信が来ると、自動的に

「確かに送付したものなので、内容を確認して

ほしい」というメールを送る。Outlookの「仕

分けルール」の機能を悪用したものと思われ

る。を使ったものと思われる。

このように犯人は周到な準備をしています。

Office365のアカウントを乗っ取ることで、

Outlookのアドレス帳データを盗み取る。それを

元にフィッシングメールを大量送信し、さらに

多くの人のOffice365などのクラウドサービスの

ID・パスワードを盗む。受信者が不審がって

「本物ですか？」などと返信を送った場合でも、

自動返信で安心させることまでしています。

Office365のアカウントはとても重要です。メー

ルが乗っ取られるだけでなく、保存されている

ファイル、アドレス帳なども盗み取られてしま

うからです。被害を防ぐには、2段階認証を設

定する、Office365のメールフィルタリングサー

ビ ス （ Office 365 Advanced Threat

Protection サービス）を利用するかメール対策

のソリューションを導入するなどの対策が必要

です。

図3：Office365乗っ取りでの大量スパムメール送信

図2：Officeの旧マクロ「.wiz」を使った標的型メールに注意

次々と利用されるOfficeの旧ファ
イル形式。
今度は「.wiz」ファイル

標的型攻撃メールのもっとも古典的な手口は、

Officeファイルを添付するやり方です。添付され

たファイルを開かせ、WordやExcelのマクロを

実行させてマルウェアに感染させる手口です。以

前はWordそのもののファイル（.doc .xlsなど）

が使われていましたが、ここ数年は他のファイル

形式も標的型攻撃メールで悪用されています。

たとえばIPAが警告しているのは「.wizファイ

ル」（2018年7月～9月の運用状況）。Wordな

どで利用する「ウィザード」と呼ばれるファイ

ルで、マクロの実行が前提になっています。

この「.wiz」ファイルは、以前のWordでテン

プレートを実行するために使われていました。

たとえばWordでオリジナルのカレンダーを

作ったり、定型文書を作成するためのファイル

形式です。最新のWordでは作成できません

が、以前のバージョンで作られた「.wiz」ファ

イルは読み込むことができます。

犯人はこの「.wiz」ファイルをメールに添付し

て、メール受信者に開かせようとします。添付

された文書には英語で「このコンテンツを開く

には黄色いバーのボタンを押してください」と

書いてありました。

「黄色いバーのボタン」とは、Officeが出すコ

ンテンツの有効化（保護ビュー）です。保護

ビューはインターネットからダウンロードした

ファイルを開く前に出るもので、マクロの実行

でマルウェア感染しないために表示されます。

犯人はこの保護ビューでの警告を無視させて、

マクロ実行からマルウェアに感染させようとし

ているのです。

IPAは「2018年9月に海外で発見された手口。

今後日本語のメールで攻撃が行われる可能性が

あるので注意してほしい」と呼びかけていま

す。

この他にも「.iqyファイル（エクセルでWebサ

イトのデータを読み込む）」「.ppsxファイル

（パワーポイントのスライドショー実行）」な

どの添付ファイルによる攻撃も確認されていま

す。いずれもOfficeの保護ビュー機能で回避で

きますので、「コンテンツの有効化」を押さな

いように気を付けてください。

第16回 手口がさらに巧妙化：進化する標的型攻撃メール
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正規メールの返信を装った

標的型攻撃メール

J-CSIPによれば2018年11月に興味深い手口が

発見されています。右の画像を見てください。

下側には過去のメールが引用されています。受

信者にとっては自分が送った正規のメールであ

り、相手から返信が来たように見えるのです。

しかしこれは攻撃者によるなりすまし（乗っ取

り）でした。実際には攻撃者がメールアカウン

トを乗っ取り、過去のメールに対して返信の形

で攻撃メールを送っていたのです。

添付されていたのはWordファイルで、マクロ

を実行させてマルウェアに感染させるものでし

た。このWordファイルには日本語で「このド

キュメントは以前のバージョンで作成された

Wordなのでコンテンツの有効化を押してくだ

さい」という趣旨の説明が書かれてしました。

Officeの保護ビューを解除させ、マクロを有効

化する操作をするように誘導する日本語の文章

です。これによってマルウェアに感染させよう

としています。

なりすましメールを送った手口は、J-CSIPによ

れば「正規のメールサーバーから送信されたも

のもあった」とのこと。メールアカウントが何

らかの原因で不正アクセスされ、乗っ取りの形

でウイルスメールが送られています（乗っ取り

以外の方法も考えられるとのこと）。本物のア

ドレスから、正規メールの返信が来るのですか

ら信じてしまう人もいそうです。

J-CSIPは「日本語にはまだ不自然な点があるも

のの、過去の正規メールに対する返信であるた

めに不審なメールだと見破りにくい。注意を要

する手口である」と注意を呼びかけています。

第16回 手口がさらに巧妙化：進化する標的型攻撃メール

図4：正規メールへの返信を装うウイルスメールの例（J-CSIPによる）

図5：なりすましで返信メールを送っていた（J-CSIPによる状況説明図）
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検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

掲載日：2019年5月8日

あらためて標的型攻撃メールの対策をチェック

このように標的型攻撃メールの手口は少しずつ進化してきています。騙すための心理的仕掛けが巧妙になっていると言って

いいでしょう。あらためて対策をまとめておきます。

1：Officeの「保護ビュー」を必ず有効に

マクロを実行させないために必ずOfficeの「保護ビュー」機能を有効にする。その上で従業員に対し、保護ビューでは

「コンテンツの有効化」を押さないことを周知する。

2：身に覚えのない警告ウィンドウが表示されたら

メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告ウィンドウが表示された際、無視して操作を進めるのでなく、警告

の意味が分からない場合は操作を中断、システム管理部門などに連絡してもらうことを周知する。

3：ID・パスワードの管理を厳重に

従業員一人一人に、パスワードの重要性を周知すること。できるだけ長くする、同じパスワードを使いまわさないなどを

徹底。社外のIPアドレスからアクセスする場合のために二段階認証や多要素認証を活用することも大切だ。

4：入口対策・出口対策・検知を含めた多層防御

メールフィルター・ウイルス対策ソフトだけでなく、通信検知・イベントログ解析などを含めた多層防御を導入する。

今後もOffice365などのクラウドサービスを狙った攻撃が続くと思われます。従業員に対してはID・パスワードの入力前に

「止まって考えて、いつもと同じサイトか確認すること」「フィッシングサイトにID、パスワードを入力してしまった場合の

連絡先」を周知することが大切です。

第16回 手口がさらに巧妙化：進化する標的型攻撃メール
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SOARの「オーケストレーショ
ン」は事故や災害の「トリアー
ジ」と同じ

日本ではまだあまり耳慣れないSOAR（ソ

アー）。SOARに詳しいNECソリューションイ

ノベータ・セキュリティ事業推進本部マネー

ジャーの中村真一（なかむらしんいち）氏に、

SOARとは何か？どんなメリットがあるのか、

お話を伺いました。

中村氏「企業のセキュリティの現場では、大量

に上がってくるインシデントの対応に追われて

います。様々なシステム・ツールが動いていま

すが、今発生しているインシデントは重要なも

のか？と判断するのは人間です。どのように処

置するのか、今後の対応はどうするかを考える

のも人間。つまりインシデント対応は人にか

かっているんです。この人にかかっている部分

を効率化・自動化するのがSOARです。SOARは

2017年ごろから英語圏で注目を集め、導入する

企業が増えています。」

SOARとはSecurity Orchestration（オーケスト

レーション）,Automation（オートメーショ

ン） and Response（レスポンス）の略です。

ここでの「オーケストレーション」とは複数の

システム・ツールから上がってくる情報を分析

し対応の必要性や優先度を判断するしくみのこ

と。「オートメーション」はインシデント対応

を自動化することで、最後の「レスポンス」は

インシデント対応状況や過去の対応履歴を管理

可能にしたりチャットボットで簡単に調査がで

きることなどを示しています。

「SOAR（ソアー）」が注目されています。SOARとはインシデントの分析から対応ま

でを自動化・効率化するツールのこと。企業がインシデント対応に追われる中で、担当

者の負担を減らしてより効率よくセキュリティ部署を運用するためのしくみです。単純

に効率化・自動化するだけでなく、セキュリティ担当者の負担を減らしながら人材の育

成にもつながります。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第17回 インシデント対応の切り札「SOAR」とは何か？
自動化とセキュリティ人材育成の強い武器に

インシデント対応の切り札「SOAR」とは何か？
自動化とセキュリティ人材育成の強い武器に

第17回

チャート形式の手順書でインシデントに自動対応できる

図1：SOARとは

図2：インシデントのケース管理、プロセス・フローの定義、自動化スクリプト、

状況共有・コラボレーションがSOARの役割だ
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まず最初のオーケストレーションは「インシデ

ント対応のトリアージ（障害などの優先度付

け）だ」と中村氏は教えてくれました。

中村氏「企業のCSIRT・SOCには、社内のマル

ウェア感染・フィッシングなどのアラートが上

がってきます。これらのアラートの内容を判断

し優先度を決めるのがSOARの一つの役割で

す。災害や事故などでは患者の症状に合わせて

優先順位を決めることを『トリアージ』と呼

び、初期対応フェーズの中では最も重要なタス

クになりますが、インシデントのトリアージを

するのがオーケストレーションなのです。」

同様のツールとしてはSIEM（シーム）がありま

す。SIEMはセキュリティ情報イベント管理ツー

ルのことで、様々なセキュリティ製品からのア

ラートを1つの画面で教えてくれるものです。た

だしSIEMはアラートを上げてはくれるものの

「どれが優先でどんな対応をすればいいのか」

までは教えてくれません。

今までアラートの優先度を判断するのはCSIRT

（シーサート）のスタッフ、つまり人間でし

た。この優先度判断（トリアージ）を自動化す

るのがSOARの特徴の1つです。インシデントの

全容をいち早く確認し、対応の進行状況もわか

りやすく表示してくれます。

第17回 インシデント対応の切り札「SOAR」とは何か？
自動化とセキュリティ人材育成の強い武器に

ダッシュボードでインシデントの

優先度表示・担当者管理

実際のSOARのオーケストレーションの例がこ

のダッシュボードです。SOARの代表的な製品

で あ る「 RSA Netwitness Orchestrator 」の

ダッシュボードで、様々な情報が集約表示され

ています。

いわゆるウォールーム（作戦司令室）と呼ばれる

画面です。左上はインシデントの表示で、様々な

セキュリティ製品からのアラート、外部からの

情報による脅威情報などを一覧表示していま

す。インシデントの種類・危険度をグラフィカ

ルに表示し、クリックするとさらに詳しくイン

シデント分析とトリアージが表示されます。

左下には担当者別の割り当てられたインシデン

ト数、よく使われているプレイブック（手順書）

があります。CSIRT・SOCの担当者の管理も行

えるのです。

右側には解決にかかる時間、インシデントのグ

ラフなどがあり、企業としてのセキュリティ投

資に対するROI（投資対効果）も表示されてい

ます。

これらの情報は今後のために証拠保管ができる

ほか、インシデント全体のレポートも自動作成

可能です。

SOAR最大のメリットは手順書＝

プレイブックによる自動化

SOARの最大の特徴は、インシデント対応の自

動化です。具体的には下のようなチャート図で

対応していきます。

CSIRT・SOCの担当者は、このチャートのプロ

セスを1個ずつこなしていくだけでいいので

す。プロセスをクリックして指示された作業を

行う、もしくはクリックだけで自動スクリプト

で処理が進みます。すると緑のチェックマーク

が付くので次のプロセスをこなす。これを繰り

返していけば、インシデントは解決できます。

中村氏はここが最大のSOARのメリットだと教

えてくれました。

中村氏「インシデントのほとんどは既知のもの

です。フィッシングメールなら内容を調べ、

URLをチェックし、添付ファイルがあるなら

チェックする。ランサムウェアなら被害状況確

認、タイプの調査、バックアップによる復旧な

どを行います。このように既知のインシデント

は対応手順がすでにわかっています。この対応

手順をチャート図にしたのがプレイブック＝手

順書で、SOARではプレイブックに従って対応

すればインシデントは解決できます。」

つまりトラブル解決の指南書が、SOARのプレ

イブックなのです。インシデント対応の手順が

標準化されており、クリックしていくだけで対

応できます。

こ こ で 紹 介 し て い る「RSA Netwitness

Orchestrator」では、1000個以上のプレイブッ

クがテンプレートとして登録されています。ほ

とんどの既知のインシデントは、このプレイ

ブックをこなせば解決できるというわけです。

図3：SOARのダッシュボードの例

図4：SOARのPlaybook＝自動化された手順書の例
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一般のITエンジニアでもインシデ

ント対応ができるようになる

プレイブックは、インシデント対応のプロセス

を「誰がやっても同じ手順で解決できるように

タスクに分解したもの」だと言えるでしょう。

中村氏「現在のCSIRTは能力のあるプロに頼っ

ています。インシデント対応に慣れた高度なプ

ロフェッショナルの負担が大きすぎるのです。

そこでSOARでは、既知のインシデントへの対

応を標準化・自動化することで、セキュリティ

の経験が少ないITエンジニアでも解決できるよ

うにしています。プレイブックの指示通りに進

めればいいのですから、一般のITのエンジニア

でもインシデント対応ができます。」

これによってCSIRTにいる上級アナリストの負

担が大幅に軽減されます。上級アナリストの本

来の業務である難易度の高い未知のインシデン

トの対応や、チームの管理職としての仕事に専

念できるわけです。

またインシデント対応にかかる時間も短縮でき

ます。プレイブックによって標準化・自動化さ

れているため、素早くインシデント対応ができ

るためです。

そしてセキュリティ人材の育成にも繋がりま

す。

中村氏「今まではインシデント対応は経験を積

んだ上級アナリストがやってきました。しかし

SOARを使えば、一般のITエンジニアでもイン

シデントを解決できるようになります。プレイ

ブックの手順に従って解決していくことで、一

般のエンジニアでもインシデント対応のABCを

学ぶことができるでしょう。インシデント対応

の経験を積ませる、つまりセキュリティ人材の

育成に繋がるわけです。」

企業としては高度なセキュリティ人材をより活

用できるだけでなく、社内のITエンジニアへの

セキュリティ教育・人材育成もできるのが大き

なメリットです。

チャットボットでの自動調査・履

歴活用での対応効率化も

もう1つのSOARの要素はResponse（レスポン

ス）です。「RSA Netwitness Orchestrator」

はチャットボットがあり、人間に代わって調査

も行ってくれます。

中村氏「たとえばチャットボットにIPアドレス

を打ち込みます。するとwhois情報を自動で調

べ、ブラックリストなどの履歴にあるかどうか

も表示してくれます。インシデント対応で出て

きたIPアドレスの調査を自動で行ってくれるの

です。インシデント対応の時間短縮につながり

ます。」

さらにSOARでは過去の対応履歴を保存してい

るため、「前のインシデントではどうやったか

な？」と履歴をさかのぼって見ることができま

す。これによりインシデント対応の時間を短縮

できるでしょう。

またインシデント対応での「雑用」もSOARに

任せることが出来ます。インシデント対応では

様々な付随業務が発生します。検体などの証拠

保全、担当者ごとの進捗管理、今後のための対

応履歴保存、報告書作成などの業務です。これ

らの業務はすべてSOARが自動、もしくはワン

クリックで行ってくれます。付随業務をなくし

てCSIRTやSOCの本業に専念できる、これこそ

が大きなSOARのメリットと言ってもいいで

しょう。

ではSOARはどのような企業に向いているので

しょうか？

中村氏は「ある程度の規模があり、CSIRTや

SOCを運用している企業に向いています。また

これからCSIRTを構築したいという中堅・中小

企業にも最適です。プレイブックによってイン

シデント対応がマニュアル化されていますか

ら、CSIRTを1から作り上げたい企業にとって強

い武器になると思います。」

中堅・中小企業ではCSIRTやSOCを運用したく

ても、セキュリティの知識があるプロフェッ

ショナル人材が1人しかいない、というところも

あるでしょう。1人では目の前のインシデント対

応に手一杯で、若手の育成まではできません。

しかしSOARがあればプレイブックによってイン

シデント対応と若手育成を同時にできるほか、

上級アナリストの手間を軽減して本来の重要業

務に専念してもらえます。

第17回 インシデント対応の切り札「SOAR」とは何か？
自動化とセキュリティ人材育成の強い武器に

CSIRT立ち上げを考えている企業

にも向いている

このようにSOARは、CSIRTやSOC業務の効率

化・作業時間短縮の強い武器となります。SOAR

のメリットを4つにまとめたのが下の図です。

企業としてはコスト削減・時間効率化が大きな

メリットです。インシデント対応の時間短縮な

どによって人件費の節約にもつながります。

2つ目は人材育成・活用です。一般のエンジニ

アでもインシデント対応できるようになるた

め、セキュリティ人材育成につながります。ま

たセキュリティのプロである上級アナリストの

作業を軽減させることで、より高度な業務に専

念してもらえるのです。

また情報を集める・履歴を活用するという要素

も見逃せません。複数あるセキュリティ製品の

アラートを集約できるほか、過去のインシデン

ト対応の履歴も保存することで次回の対応がス

ムーズになります。

最後は使うほど効率がアップするというメリッ

トです。プレイブックによって標準化・自動化さ

れているため、担当者が慣れるほど効率的に対

処可能です。またプレイブックを新たに加える

ことも可能ですから、未知のインシデントであっ

て次回からは手順に従って対応できるのです。

図5：SOARのメリット
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THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

掲載日：2019年5月8日

第17回 インシデント対応の切り札「SOAR」とは何か？
自動化とセキュリティ人材育成の強い武器に

ここまで見てきたようにSOARはインシデント

対応のツールであると同時に、対応する担当者

の手間を減らす・人材を育成するなど人間のた

めのツールでもあります。

これについて中村氏は面白い話をしてくれまし

た。

中村氏「SOARのことをずっと考えていて、思

い出した小説があるんです。大病院で働く医師

の小説『神様のカルテ』です。CSIRTやSOCの

現場と大きな共通点があるように思います。」

「神様のカルテ」は夏川草介のシリーズ小説

で、2011年には映画化もされています。地方の

大病院に勤める内科医が主人公で、「24時間

365日救急対応」をかかげる病院であるため

に、主人公は2日以上も自宅に帰ることができ

ない過剰労働を強いられています。

昼間は内科医として診察・治療・手術を行い、

夜は救急対応で泊まり。救急では専門外の診察

も行うほか、医師としての雑務にも追われてい

て、プライベートが無視されている状況です。

これはインシデント対応に追われるセキュリ

ティ部署に似ています。夜中でも救急車が飛び

込むのはまさにインシデント対応ですし、トリ

アージ・診察・治療というプロセスもインシデ

ント対応とそっくりです。

ヒット小説から思い浮かべる言葉「エンジニアの話ではない。人間の話をしているのだ！」

神様のカルテ (小学館文庫)

図6：SOCメンバーの人員不足・時間不足

この小説の2作目「神様のカルテ2」では、2つの

テーマがあります。1つは患者を救うのは診断・

治療という直接的な行為だけではないこと、2つ

めは医師としての長時間労働によって家族やプ

ライベートが失われることへの葛藤です。

中村氏「『神様のカルテ2』で主人公の医師は、

末期がんの患者のためにある行動をします。診

察や治療とは直接関係のない行動です。これ対

して病院運営側は『余計なことをするな』と咎

めるのですが、主人公は真っ向から反対して叫

びます。『医師の話ではない。 人間の話をして

いるのだ！』と。」

医師としての診察・治療だけが重要なのではな

い、人間を救うことが大切なのだという叫びで

しょう。医師と患者としての関係の前に、人間

と人間との関係があるのだと主人公は言いたい

のかもしれません。

また医師として家庭・プライベートをないがし

ろにするのは当然、ということへのアンチテーゼ

でもあるように思えます。医師の前に人間である

のですから、家族を大切にすることも欠かせない

でしょう。

中村氏「ここで私は思ったのです。まさにイン

シデント対応など現場で対応に追われるセキュ

リティエンジニアと共通することだなと。言い

換えるならば『エンジニアの話ではない。人間

の話をしているのだ！』ということです。私た

ちはエンジニアである前に人間です。目の前の

トラブル解決だけに追われるのではなく、人間

として家庭を大切にすること、人間を育てるこ

とも重要だと思うんです。その手助けとして

SOARは役立つのではと思っています。」

SOARによって目の前のインシデント対応だけ

にとらわれず、本来の業務や企業の収益アップ

のことを考える余裕を作ること。そしてSOAR

によって効率的に動くことで、無理な残業をせ

ずプライベートも大切にすること。この2つを中

村氏は教えてくれました。

SOARは企業のセキュリティ運用の重要なツー

ルとなり得るものです。そして人間を救う・育

てるツールとも言えそうです。インシデント対応

のためだけでなく、人のためにもなるツール、

SOARの導入を是非検討してみてください。
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サイバー情報共有イニシアティブ
・J-CSIPが「OLE機能」悪用の
手口を注意喚起

IPA・情報処理推進機構が中心となって運営し

ているJ-CSIP（サイバー情報共有イニシアティ

ブ）が、メール添付の文書ファイルの手口に関

する警告を出しました。Microsoft Wordの

「OLE機能」を使ったものです。

宅配便の不在通知のSMSに装ったもので、

Androidでは不正アプリを導入させようとしま

す。IPA・情報処理推進機構が2018年8月に注

意喚起を出しています。

【参考資料】OLE機能を悪用した文書ファイル

の手口に関する注意点

https://www.ipa.go.jp/files/000076714.pdf

OLEとは「Object Linking and Embedding」

の略で、Windowsで複数のソフトウェアが連携

したりデータを共有する技術のこと。たとえば

PowerPointに表を入れたいときに、Excelで

作った表をコピー＆ペーストすれば、そのまま

Excelで作った表がプレゼン資料に埋め込まれま

す。それがOLE機能で、異なるアプリケーショ

ン間でもオブジェクトを共有できる便利なもの

です。

攻撃手口としてはメールに文書ファイルが添付

されてきます。この文書ファイルにはOLE機能

によってマクロが埋め込まれており、それによ

りマルウェアに感染してしまいます。2019年6

月の時点では日本語のメールでは攻撃が確認さ

れていませんが、今後日本でも攻撃手口として

使われる可能性があるとしてJ-CSIPでは注意喚

起を出しています。

この攻撃はOfficeのマクロを使ったものなの

で、Officeの「保護ビュー」が有効になってい

ればマクロ実行前に黄色の警告表示が出ます。

しかし「保護ビュー」が無効にされていると以

下のように繰り返し警告が出てしまいます。

Word文書ファイルなのにExcel
警告表示が繰り返し表示される

J-CSIPが紹介している事例は以下の通りです。

まず添付されてきた文書ファイルを開くと、な

ぜかExcelが開き「Microsoft Excelのセキュリ

ティに関する通知」が表示されます。

これは文書ファイル内でOLE機能によって、

Excelを参照してマクロを実行させる手口でしょ

う。Excelのマクロとしてスクリプトを動かすこ

とでマルウェアに感染させようという攻撃で

す。

なぜ文書ファイルからExcelを参照するという回

りくどい手口を使うのでしょうか（Wordでも

スクリプトを動かすことはできる）。筆者の想

像にはなりますが、セキュリティ製品の検知を

逃れるためかもしれません。一部のセキュリ

ティ製品はOLEオブジェクトを正しく読み込む

ことができず、不正なスクリプトを検出できな

い（＝すり抜ける）可能性があるからです。

メール添付されたOfficeのファイルを開かせ、マルウェアに感染させる攻撃が続いてい

ます。新しい手口として警告されているのは「OLE機能」を使ったもの。文書ファイル

に埋め込まれたOLE機能を通じてマルウェアに感染させる手口です。社員全員のOffice

の設定を改めて見直してください。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第18回 Wordの「OLE機能」を悪用したメール添付ファイルに注意

Wordの「OLE機能」を悪用した
メール添付ファイルに注意

第18回

Officeマクロ利用の新しい手口

図1：罠が仕込まれたWordを開くとなぜかExcelの警告表示に

罠が仕込まれたWordを開くとなぜかExcelの警告表示に

参考：OLE機能を悪用した文書ファイルの手口に関する注意点：IPA

https://www.ipa.go.jp/files/000076714.pdf
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何度も警告ウインドウが

表示されるしかけがある

この事例ではさらに複数回の警告表示が出ま

す。これは文書ファイル内に複数のマクロが埋

め込まれているためで、Excelのマクロ実行の警

告表示が何度も何度も表示されるのです。間

違って「マクロを有効にする」を押させるため

の罠なのかもしれません。

いずれにしても「マクロを無効にする」を押し

続けることが大切です。一度でも有効にしてし

まうとマルウェアに感染させるためのスクリプ

トが実行されてしまいます。

「保護ビュー」を無効にしない・

「編集を有効にする」を押さない

これらのOfficeのマクロを使った攻撃は「保護

ビュー」を有効にし「編集を有効にする」を押

さなければ回避できます。これは安全対策の基

本中の基本です。

しかしながら実際には、保護ビューを無効にし

ている人もいるようです。たとえば検索サイト

で「保護ビュー」を検索すると、追加のキー

ワードで多いのは「解除」です。つまり「保護

ビュー 解除」と検索して、無効にしようとす

る人が多いという現実があります。その度に表

示される「保護ビュー」の表示が面倒だと思っ

て無効にしてしまうのでしょう。

しかし現在の標的型攻撃ではメール添付の

WordやExcelなどのファイルが主要な攻撃手段

になっています。「企画書.doc」「公演の依

頼.doc」「請求書.xls」「災害対策一覧.ppt」

など受け取った人が思わず開いてしまう、内容

をすぐに読みたくなるような心理的な攻撃をし

てきます。そのため「保護ビュー」を有効にす

ることは絶対に必要です。

社員全員に改めて「保護ビューに有効にするこ

と」と「コンテンツの有効化をクリックする前

に本当に必要なファイルかじっくり考える」こ

とを徹底してください。

第18回 Wordの「OLE機能」を悪用したメール添付ファイルに注意

図3：「保護ビュー」では「編集を有効にする」を押さない

図2：何度も警告ウインドウが表示されるしかけがある

何度も警告ウインドウが表示されるしかけがある

参考：OLE機能を悪用した文書ファイルの手口に関する注意点：IPA

「保護ビュー」では「編集を有効にする」を押さない

参考：OLE機能を悪用した文書ファイルの手口に関する注意点：IPA
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RTF（リッチテキストフォーマット）

が攻撃に使われている

J-CSIPによれば今回の事例ではRTFファイルに

よる攻撃が確認されているそうです。RTFとは

「Rich Text Format」のことで、Microsoftが

定めた共通文書フォーマットです。RTFファイ

ルは通常はダブルクリックするとWordが開

き、OLE機能によって他のアプリケーションの

データも参照できます。そのため今回のような

攻撃にも使われたのでしょう。

過去にはRTFファイルを使った別の攻撃もあり

ました。RTFファイルでは任意のファイルを埋

め込みでき、写真のサムネイルのように表示さ

れます。そのため不正なスクリプトの実行を誘

う手段としても悪用されてきました。

RTFファイルは通常の仕事であれば使う機会は

少ないはずです。RTFファイルが添付されてい

る時点で不審なメールだと考えたほうがいいで

しょう。RTFファイルへの対策としてJ-CSIPで

は「RTFファイルでも保護ビューを有効する」

ことを推奨しています。

RTFファイルを開く度に「保護ビュー」の表示

が出るように、下記のように設定を変更してお

きましょう。

改めて社員に徹底させるべき項目

WordやExcelは毎日使うファイルだけに、サイバー攻撃する側もメインの感染手口として狙ってきます。改めて以下の対策

を社員に徹底してください。

Officeマクロの感染を防ぐ対策

• メールの添付ファイルを開く前に「本当に大丈夫？」と立ち止まって考える

• Officeの「保護ビュー」を有効にする

• 「コンテンツの有効化」「マクロを有効にする」は押さない。どうしても必要な場合はメール送信元の信頼度を確かめる

• OSやアプリケーション、セキュリティソフトを常に最新の状態にする

• メールや文書ファイルの閲覧中、身に覚えのない警告ウィンドウが表示された際、無視して操作を進めるのでなく、

警告の意味が分からない場合は操作を中断、システム管理部門などに連絡してもらうことを周知する。

標的型攻撃やばら撒き型の攻撃は、多くがメール添付のOfficeファイルを使ったものです。社員には、開く前に一瞬立ち止

まって「送信元は本物？本当に必要なファイル？」と考えるクセをつけるよう周知しましょう。

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

掲載日：2020年2月12日

第18回 Wordの「OLE機能」を悪用したメール添付ファイルに注意

図4：攻撃に使われるRTFファイルでも保護ビューを有効に

攻撃に使われるRTFファイルでも保護ビューを有効に

参考：OLE機能を悪用した文書ファイルの手口に関する注意点：IPA
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スマホ決済やポイントなどで
不正ログイン被害が相次ぐ

2019年8月に大手コンビニのスマホ決済が不正

利用被害に遭いました。約800人が被害を受

け、クレジットカードからの不正チャージも含

めて約3,900万円もの被害が出ています。

ここで大きくクローズアップされたのが「二段

階認証」です。運営会社は原因を「リスト型ア

カウントハッキング」だとしています。いわゆ

る「パスワードリスト攻撃」とも呼ばれるもの

で、過去に他のサービスなどから流出したID・

パスワードのリストを元に不正ログインを試す

攻撃のことです。パスワードリスト攻撃を防ぐ

には、別の手段・要素で安全性を高める「二段

階認証」が有効ですが、このスマホ決済には二

段階認証がなかったのです。

パスワードリスト攻撃はここ数年大きな被害を

出しています。SNSやスマホのメッセンジャーア

プリ、オンラインゲームやショッピングサイト

でもパスワードリスト攻撃によるなりすまし被

害が多発しています。貯めていたポイントが勝

手に利用される等の金銭的被害も出ています。

そのため大手SNSでは二段階認証を用意するの

が一般的常識となりました。またログインを必

要とするネットサービスの多くが二段階認証の

しくみを導入しています。企業で利用するシス

テムのセキュリティ対策でもなりすましの不正

ログインを防ぐために二段階認証が必要になっ

ています。

「二段階認証」と「二要素認証」
の違いを整理

私たちは「二段階認証」という言葉をよく使い

ますが、もう1つ「二要素認証」という言葉が

以前からあります。正確に言うとこの2つは意

味が異なります。

まず「二段階認証」とは、その名の通り、2つ

の段階・ステップで認証すること。下の図のよ

うにドアが2つある家と考えていいでしょう。

スマホ決済での不正ログイン被害が大きな話題になりました。「二段階認証」がなくパス

ワードのみの認証だったことが被害発生の1つの要因です。企業におけるセキュリティで

も二段階認証・二要素認証が重要です。改めて認証の基本を押さえておきましょう。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第19回 相次ぐ不正ログイン被害：クラウド時代には二要素認証の導入を

相次ぐ不正ログイン被害
クラウド時代には二要素認証の導入を

第19回

1段階目で認証してOKが出た後に、2段階目でさ

らに認証するしくみです。2つのステップ（ド

ア）で本人だと確認するため、1段階よりも安全

性が高い（だろう）というしくみです。

それに対して右側の「二要素認証」は意味が異

なります。2つの異なる「要素」で認証するもの

で、イメージとしては1つのドアに2つの鍵をつ

ける「1ドア2ロック」によく似ています。

1ドア2ロックでは、2つの鍵は異なる別の鍵に

します。同じ鍵では2つのロックを作る意味があ

りませんから、必ず「異なる」2つの鍵で安全性

を高めているのです。この「異なる2つの鍵」を

使うことが二要素認証の大事なポイントです。

図1：「二段階認証」と「二要素認証」の違い

「二段階認証」と「二要素認証」の違い
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二要素認証では「知識」「所有」

「生体」のうちの2つで認証

二要素認証のしくみを簡単にまとめたのが下の

図です。

本人だと確認するしくみは、大きく分けて3つ

の要素があります。1つ目は「知識」でパス

ワードや暗証番号などもっとも一般的な認証要

素です。その人だけが知っていること・記憶し

ていることで本人だと確認するわけです。

二要素認証であることが

重要になる

二要素認証の強みは、「異なる要素」で本人だ

と確認することにあります。パスワードを知っ

ているだけでなく、物理的にスマホを持ってい

るのであれば本人だと判断して問題ないだろう

というように、異なる要素であることがポイン

トです。

それに対して二段階認証は「2つのステップを

通る」というだけですから利用する認証方法に

よっては強度が高まらない可能性があります。

たとえば「IDとパスワード」の後に「秘密の

質問」で認証するネットサービスがあります。

これは2つの段階を踏むので二段階認証ではあ

りますが、要素としてはどちらも「知識」であ

り1つの要素しか使っていません。認証として

は強度があまり高くないしくみです。そのため

最近では「パスワード＋秘密の質問」でログイ

ンさせるサービスは減る傾向にあります。二段

階認証においても「異なる要素」で認証させる

ことが基本となります。

このように本人認証を強くするには異なる要素

を2つ以上使うことが重要です。認証技術の標

準 化 を 進 め て い る 業 界 団 体 FIDO Alliance

（ファイドアライアンス）でも、2つの要素に

よる認証が決められています。

一般的な用語としては「二段階認証」が広まっ

ていますが、「二段階」だけでは十分ではなく

「二要素」であることも重要だと考えたほうが

いいでしょう。

企業では「ネットからアクセス

できるもの」に必ず導入を

企業で利用するシステムのセキュリティ対策で

も、不正ログイン被害が問題になっています。

パスワード使い回しによる「パスワードリスト

攻撃」、単純なパスワードを攻撃される「辞書

攻撃」や「リバースブルートフォース攻撃（よ

く使われるパスワードを固定してIDをランダ

ムに攻撃にするもの）」などによって不正ログ

インされてしまう被害です。

これらを防ぐには二要素認証が有効ですが、ど

こから導入すればいいのでしょうか？

もっとも危険性が高いのは「インターネットか

ら直接ログインできるもの」です。第三者がロ

グイン画面を開くことができるものは、不正ロ

グインされる恐れがありますから急いで二要素

認証の導入を検討するすべきです。

第19回 相次ぐ不正ログイン被害：クラウド時代には二要素認証の導入を

2つ目は「所有」です。たとえばキャッシュ

カード、スマホ、ワンタイムパスワードなどの

トークンなどを持っていることで本人だと確認

できます。その人だけが持っているもので認証

するしくみです。

3つ目は「生体」です。指紋・静脈・虹彩など

の生体認証のほか、クレジットカードのサイン

もこれにあたります。その人の身体であると証

明できる要素での認証です。

これら3つの要素のうち異なる要素を2つ組み合

わせたものが「二要素認証」です。最近の大手

SNSの多くは「IDとパスワード」に加えて、登

録した電話番号に届くSMSメッセージで二要素

認証をしています。これはパスワードという

「知識」と、SNSの番号、つまりスマホ端末の

「所有」という2つの要素による「二要素認

証」というわけです。

また原始的なしくみではありますが、銀行の

キャッシュカードも「二要素認証」と言えるで

しょう。キャッシュカードという物理的なカー

ドの「所有」と、暗証番号という「知識」の2

つの要素を使うからです。

典型的なのはクラウドサービスです。最近のク

ラウド関連のセキュリティインシデントの多く

は「パスワードが単純だった」「パスワードが

何らかの形で漏れた」ことから発生していま

す。クラウドサービス利用では認証がもっとも

重要であり、二要素認証がマストです。

また社員個別のログインでも二要素認証を積極

的に導入するべきです。社員の人数が増えるほ

ど、利用するサービスが増えるのほど、パス

ワードの使い回しや単純なパスワードを使う人

の数が増えていきます。できる限り二要素認証

を導入したいものです。

それに対してネットからは直接アクセスでき

ず、社内など限定した場所でのみログインでき

る一般的な社内システムであれば導入の重要度

は低くなります。ネット経由などで第三者から

攻撃される可能性が低いからです。

ただしサーバー管理者などの重要な認証や、

データベースなどの重要な情報資産を持つシス

テムでは、二要素認証をしたほうが安全です。

内部不正への対策にもなるからです。

図2：認証で使われる3つの要素と「二要素認証」

認証で使われる3つの要素と「二要素認証」

図3：ネットからアクセスできるものは二要素認証を

ネットからアクセスできるものは二要素認証を
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第19回 相次ぐ不正ログイン被害：クラウド時代には二要素認証の導入を

検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

掲載日：2020年3月ＸＸ日

SSO（シングルサインオン）もできる認証ソリューションの検討を

すべてのシステムで個別に二要素認証を導入するのはハードルが高いでしょう。そこで検討したいのが二要素認証に対応し

た認証ソリューションです。既存のしくみへの影響を最小限に抑え、後付けの形で導入することで、それぞれのシステムで

二要素認証などを有効にできるしくみです。

たとえば「RSA SecurID Access」では、社内環境はもちろんのことクラウドサービス利用でも二要素認証を導入できます。

スマホなどのモバイル端末を使った二要素認証も利用できるため新たなデバイスを導入することなく安全性を高めることが

できます。

また「リスクベース認証」というしくみもあります。これはその認証行為のリスクを時間や場所、端末などにより自動で判

断し、リスクが高い場合のみに「追加認証」を要求するしくみです。アクセスポリシーを決めておけばリスクを自動判断し

てくれる便利なものです。

もう1つ認証ソリューションによってSSO＝シングルサインオンが利用できることも魅力です。SSOとは1つのID・パス

ワードで複数のサービスにログインできるしくみのこと。複数のパスワードを覚える必要がなくなり利便性が高まるほか、

パスワードの使い回しによる問題も発生しにくくなります。

二要素認証で安全性を高め、SSOで利便性も維持・向上させる認証ソリューションの導入をぜひ検討してください。
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ネットバンキング不正送金・ポイント
不正利用・乗っ取りなどが増加

WebサービスやECサイトなどを運営する企業に

は、2つのセキュリティの壁があります。1つは

「不正アクセス」で外からの攻撃に備えるも

の。もう1つは「不正ログイン」で、こちらは社

員や一般ユーザーになりすましてログインされ

るものです。企業のセキュリティでは前者の

「不正アクセス」対策が重視されてきました。

しかし近年では後者の「不正ログイン」による

被害が急増しています。たとえばネットバンキ

ングでは2019年9月から不正送金被害が急増

（警察庁による）。偽サイトでID・パスワード

に加えてワンタイムパスワードを盗み取る手口

が多く発生しています。またキャッシュレス決

済では大手コンビニのスマホ決済が乗っ取り被

害を受けてサービス停止に追い込まれました。

手口はパスワードリスト型攻撃だと発表されて

います。

これら不正ログイン被害の手口と原因をまとめ

たのが右の図です。

不正ログインでもっとも多いのがリスト型攻撃

（パスワードリスト型攻撃）によるものです。

過去にどこかのサイトから流出したIDとパス

ワードのリストが、ダークウェブなどで販売さ

れています。攻撃者はこのパスワードリストを

入手し、様々なサイトで試してみて不正ログイ

ン＝乗っ取りを行います。

不正ログインの原因の2つ目は辞書攻撃です。よ

く使われているパスワードや単純なパスワード

を元に攻撃者はログインを試みます。

3つ目のフィッシング詐欺は昔からある手口です

が、ここ数年で手口が巧妙になってきました。

ショートメッセージで偽サイトへ誘導し、パス

ワードに加えて二要素認証のワンタイムパス

ワードすらも入力させます。

ECサイトやWebサービスでの不正ログイン被害が続いています。不正ログインの原因

の多くはユーザー側にあるため、運営する企業側の対策が難しくなっています。しかし

機械学習によってログイン方法を自動的に変える「リスクベース認証」を導入すること

で不正ログインを減らすことが可能です。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第20回 不正ログイン被害を減らすためにリスクベース認証を

不正ログイン被害を減らすために
リスクベース認証を

第20回

ログイン履歴・ふるまいを機械学習することで
不正ログインを減らす

図1：不正ログインの原因の多くはユーザー側の問題
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啓発・テイクダウン・二要素認証

などの対策

それでも不正ログインではユーザーへの直接的

被害（金銭窃取）が出ていますから、企業の責

任が問われます。最悪の場合は大手コンビニの

スマホ決済のようにサービス中止に追い込まれ

ることもあります。運営する企業ができる不正

ログイン対策をまとめたのが右の図です。

企業による不正ログイン対策は大きく分けて4

つあります。1つ目は「ユーザー啓発」です。

パスワードを使い回さず、できるだけ長くする

ことをユーザーに呼びかけます。多くの企業が

ウェブサイトやメールで啓発していますが、実

際のところ大きな効果は望めません。パスワー

ドの使い回しをするようなユーザーが、注意喚

起をきちんと読んで心がける可能性は低いから

です。啓発は必要不可欠ですが、対策の決め手

にはならないでしょう。

2つ目の「テイクダウン」はフィッシング詐欺

対策です。偽サイトが設置されたサーバー会社

などに通報・サイト閉鎖依頼を送り、偽サイト

を撲滅する方法です。自社の偽サイトを発見し

たら、JPCERT/CCにフィッシングサイトの閉鎖

依頼をすることが可能です。

図2：企業側で可能な不正ログイン対策

不正ログインの根本的な原因は
ユーザー側にある

不正ログインの3つの手口を紹介しましたが、共

通点は「ユーザー側に問題点があること」で

しょう。

最初のパスワードリスト型攻撃は、ユーザーの

パスワード使い回しが原因です。パスワードが

必要なサービスが多すぎて、ユーザーが安易に

同じパスワードを使い回しています。ここを突

いて攻撃者はパスワードリストを使って不正ロ

グインを行っています。

2つ目の辞書攻撃でも、ユーザーがパスワード

を覚えきれないことが根本的な原因です。利用

するアプリケーション、サービスが増えた結

果、ユーザーが覚えやすい単純なパスワードを

使ってしまうため、攻撃者に付け入る隙を与え

てしまっています。

3つ目のフィッシング詐欺も、ユーザーが偽サ

イトにパスワードなどを入力してしまうことが

原因です。対策としてワンタイムパスワードな

どの二要素認証が導入されていますが、そのワ

ンタイムパスワードさえも盗み取る偽サイトが

出現して大きな被害を出しています。

このように不正ログイン被害の原因はユーザー

側にあります。サービスを運営する企業にとっ

て対策が難しいのが現状です。「不正アクセ

ス」であれば企業側の対策が直接的な効果を発

揮しますが、「不正ログイン」はユーザー側に

原因があるため、企業側は直接的な対策を取り

にくいのです。

履歴などから機械学習して追加

認証を出す「リスクベース認証」

リスクベース認証の概略をまとめたのが右の図

です。

図3：リスクベース認証とは

JPCERT/CC「インシデント対応依頼」

また企業向けにフィッシングサイト閉鎖サービ

スを提供しているところもあります。

NECソリューションイノベータ「フィッシング

サイト閉鎖支援サービス・RSA FraudAction」

3つ目の「二要素認証」は、ID・パスワードに

加えて別の要素の認証を加えることで不正ログ

インを防ぐもの。以前の記事「相次ぐ不正ログ

イン被害：クラウド時代には二要素認証の導入

を」でも詳しく取り上げましたが、スマホアプ

リなどで2つ目の認証を行うようにします。

情報セキュリティコラム第19回「相次ぐ不正ロ

グイン被害：クラウド時代には二要素認証の導

入を」

ただし前述の通り、ワンタイムパスワードを入

力させるフィッシング詐欺が出ているため、こ

れだけで不正ログインを止めることは難しいで

しょう。

4つ目が「リスクベース認証」です。ユーザー

の今までのログイン方法・環境・ふるまいなど

を記録し、それと異なる方法でログイン試行が

あった場合に追加認証を求める方法です。

第20回 不正ログイン被害を減らすためにリスクベース認証を

https://www.jpcert.or.jp/form/
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/rsa/fa/
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/column19.html
https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/column19.html
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ユーザーの利便性とセキュリティ

を両立させるリスクベース認証

リスクベース認証の特徴は、ユーザーの利便性

とセキュリティを両立できることにあります。

ユーザーは普段と同じ環境であれば、場合に

よってはパスワードなしでもログインできて便

利です。運営側の企業にとっては、機械学習に

よって怪しいログインの時だけ追加認証を出す

ことでセキュリティを保てます。

もしリスクベース認証なしでセキュリティを向

上させようとすると、ユーザーにとって不便に

なります。毎回ワンタイムパスワードを入力す

ることになったら、ユーザーは「面倒だからや

めよう」と逃げてしまうかもしれません。ECサ

イトでは致命的でしょう。

それに対してリスクベース認証を導入すれば、

ユーザーはスムーズにログインできる上に、企

業側は怪しいログインだけに追加認証を出す＝

セキュリティ向上に繋がります。

BtoCのサービスや社員向けのシステムで外部か

らのログインが可能なサービスでは、リスクベー

ス認証を導入することをお勧めします。たとえば

下記の「RSA Adaptive Authentication」がリス

クベース認証の一例です。

NECソリューションイノベータ「機械学習によ

る リ ス ク ベ ー ス 認 証 ・ RSA Adaptive

Authentication」

不正ログインの被害は今後も続く可能性が大で

す。リスクベース認証を導入した上で、上記でま

とめた対策「ユーザーへの啓発」「テイクダウ

ン」も合わせて実行することをお勧めします。

検索機械学習によるリスクベース認証

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/rsa/aa/

機械学習によるリスクベース認証

詳しくはWebサイトをご覧ください

RSA Adaptive Authentication

掲載日：2020年5月22日

図4：機械学習によるリスクベース認証「RSA Adaptive Authentication」のしくみ

リスクベース認証では、まず本来のユーザーの

ログイン方法・環境を記録します。具体的には

端末名やブラウザ名、IPアドレス、サイト内で

の行動パターン（買い物履歴など）を記録し、本

来のユーザーのふるまいを機械学習させます。

機械学習によってそのユーザーが普段使ってい

る状態を記録するわけです。

その上で、ログインがあった場合に機械学習の

データを参照します。

端末名が違っていたり、IPアドレスが海外であ

るなど、普段と異なる環境からのログイン試行

があった場合だけ追加認証を要求します。たと

えば携帯電話番号への認証コード送信、ワンタ

イムパスワードなどの二要素認証、生体認証な

どによるFIDO（パスワードレス認証）などで

す。言い換えれば「怪しげなログインだけど、

これ本当にあなたなの？」と認証のハードルを

高くするのです。

それに対して普段と同じ端末・ブラウザ・IPア

ドレスであれば、追加の認証を出さず、「いつ

もと同じだから通してあげるよ」と通常どおり

の認証とします。

第20回 不正ログイン被害を減らすためにリスクベース認証を

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sl/rsa/aa/
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サイバー情報共有イニシアティブ・
J-CSIPの運用状況レポートは必読

J-CSIP（サイバー情報共有イニシアティブ）

は、各産業界の情報交換グループである13の

SIG（Special Interest Group）と249の組織が

サイバー攻撃の情報を共用する枠組みです

（2020年3月現在）。

IPA・情報処理推進機構が中心となって情報を集

めており、NDA（秘密保持契約）を結んでいる

ほか機微情報の匿名化も行われています。その

ため公開されていない最新の手口の情報が集約

され、IPAがいち早く分析しています。

このJ-CSIPでは、集まった情報の分析レポート

「サイバー情報共有イニシアティブ（J-CSIP）

運用状況」を四半期に一度出しています。企業

のセキュリティ担当者にとって必読のレポート

と言えるでしょう。

IPA：サイバー情報共有イニシアティブ（J-

CSIP） 運用状況

この運用状況の2019年10月-12月版では、興味

深いレポートが2つありました。1つは工場や生

産設備などのプラント事業者への日本語メール

攻撃。もう1つは2019年秋から猛威をふるって

いるEmotet（エモテット）の続報です。

IPA：サイバー情報共有イニシアティブ（J-

CSIP）運用状況 2019年10月-12月（PDF）

プラント事業者へのメール攻撃は
単一グループが数年に渡り継続

プラント事業者とは工場や生産設備の事業者の

ことで、具体的には発電所や生産工場への部品

供給、設計・調達・建設などを行っています。

このプラント事業者に対する攻撃で、初めて日

本語メールによる攻撃が2019年11月に報告され

ました。

そもそもプラント事業者へのメール攻撃は、

2017年ごろから検知されています。J-CSIP運用

状況の2017年10月-12月版によれば、少なくと

も2016年12月ごろから攻撃活動が行われてお

り、単一グループによるものと分析されていま

す。このプラント事業者への攻撃の特徴をまと

めたのが下の図です。

狙われているのはプラント事業者のみで、他の

組織は含まれていません。IPAの分析によれば、

メールの文面・送信元・IPアドレス・添付され

ていたウイルスの種類やその不正接続先といっ

た要素で共通点があるため、同一の攻撃グルー

プであろうとのこと。

つまり「1つの攻撃グループがプラント事業者だ

けを数年に渡って攻撃している」ということに

なります。

次の特徴は「業界の知識を持っていること」。

攻撃メールはかなり具体的で、プラントのこと

を詳しく理解しているようです。攻撃メールの

実例は次の通りです。

企業への攻撃メールが進化しています。プラント事業者への攻撃では新しい手法が次々

と使われているほか、Emotet（エモテット）では新型コロナの話題に便乗する攻撃

メールも登場。どんな手法が使われているのか詳しく見てみましょう。

（ITジャーナリスト・三上洋）

第21回 メール攻撃がより巧妙に：プラント事業者狙いの日本語メールとEmotet

メール攻撃がより巧妙に：
プラント事業者狙いの日本語メール
とEmotet

第21回

図1：プラント事業者を狙う攻撃グループの特徴

ターゲットを絞って執拗に攻撃・あらゆる手法を用いて
侵入しようとする

https://www.ipa.go.jp/security/J-CSIP/
https://www.ipa.go.jp/files/000080133.pdf
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・拡張子「.rar」などの圧縮ファイルによるウ

イルス添付

• 添付PDFファイルでフィッシングサイトへ誘導

• メール本文URLでフィッシングサイトへ誘導

• Office文書ファイルのマクロの悪用

• Word脆弱性を悪用したファイル添付

メール攻撃のありとあらゆるバリエーションを

使ってくるイメージです。上の図にあるように

時期によって使い分けており、その時にもっと

も有効なメール攻撃の手法を使ってきます。

その最新バージョンとも言えるものが下記の日

本語メールです。

この攻撃グループで初めてと思われる日本語攻

撃メールで、2019年11月上旬以降に3組織（3

つの異なるSIG＝異なる業種）に届きました。

実在する日本企業を装っており、石炭火力発電

所に関するプロジェクトで偽の見積り依頼

（RFQ）として送られてきました。石炭火力発

電所に関する一定の知識があると思われます

が、日本語は若干不自然です。

添付されている見積り依頼はExcelファイル

で、いずれのファイルにも Microsoft Office の

脆弱性（CVE-2017-11882）を悪用する仕掛

けが施されていたとのこと。ファイルを Excel

で開き、脆弱性の悪用に成功するとウイルスに

感染します。ただし1つは動作が不完全である

ため、IPAでは「何らかの環境に依存している

か、攻撃者がミスした可能性がある」と分析し

ています。

数年に渡ってプラント事業者を

狙う目的は？

日本語が不自然・脆弱性攻撃も1つは動作しな

いなど、まだ洗練されていない部分もありま

す。しかしながらこの攻撃グループは、新しい

手法をどんどん繰り出してきており、この日本

語メールも新しい手法の1つ。今後さらに洗練

された攻撃をしてくる可能性があります。

この攻撃グループの目的についてIPAでは不明

であるとしながらも、3つの可能性を上げてい

ます。

1：知的財産の窃取（産業スパイ）

2：ビジネスメール詐欺（BEC）のような詐欺行

為の準備段階

3：プラントの設計・調達・建設に関わるサプラ

イチェーン全体を攻撃の対象としている可

能性

どれもあり得ますが、3つ目のサプライチェー

ン攻撃だとすれば「セキュリティが比較的弱い

可能性のある、下流の資機材メーカーを侵入の

入口として狙っている（IPA）」ことが考えら

れます。

プラント事業だけを攻撃してくることから、工

場や重要インフラを狙っていることは確かで

す。様々な手法を用いて、サプライチェーンの

一端をなす中小企業が狙われているのかもしれ

ません。

これとは別のサイバー攻撃被害ですが、2020年

1月に発覚した大手電機メーカーの情報流出事

件では、中国の関連会社が侵入口だったと報道

されています。サプライチェーンの川上事業者

への侵入のために、部品メーカーや海外の関連

会社などが弱点として、狙われているのです。

この攻撃はプラント事業者向けですが、他の産

業界でも同様の手法で攻撃される可能性があり

ます。サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

については、IPA・情報処理推進機構が発表し

た「情報セキュリティ10大脅威 2020」の組織

向け脅威驚異の4位にも入っています。自社の

セキュリティだけでなく委託先を含めたサプラ

イチェーン全体の対策が必要です。10大脅威の

1位「標的型攻撃による機密情報の漏えい」と

合わせ、委託先を含めてメール攻撃に対する備

えが引き続き必要でしょう。

図2：日本語のプラント事業者狙い攻撃メール

第21回 メール攻撃がより巧妙に：プラント事業者狙いの日本語メールとEmotet

・ベトナムのプラント資機材の販売を行ってい

る企業を騙り、圧力制御弁や安全弁等に関す

る問い合わせ

・クウェートのプラント資機材の販売を行って

いる企業を騙り、ドバイの発電所のための資

機材の見積もり依頼

・インドのプラント資機材の販売を行っている

企業を騙り、資機材（シームレスパイプ（継ぎ

目のない鋼管））の調達に関する問い合わせ

このように実際に存在するか存在しそうなプラ

ント事業に関するメールを送ってくるのです。

攻撃グループにプラント事業に関する知識があ

るか、すでに侵入に成功した事業者から詳細な

情報を盗み取っているとも考えられます。

添付・URL誘導・Office脆弱性な

ど多岐にわたる攻撃を執拗に行う

そして最大の特徴は多岐に渡る手法を切り替え

て攻撃してくること。この攻撃グループは同じ

文面のメールを大量にばらまくのではなく、異

なる文面・手法の攻撃メールを作ってターゲッ

トを絞って攻撃してきます。

IPAによれば以下のような様々な攻撃が行われて

きました。
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第21回 メール攻撃がより巧妙に：プラント事業者狙いの日本語メールとEmotet

攻撃手法が変化したEmotet

J-CSIP運用状況レポートの2019年10月-12月

版では、Emotet（エモテット）のレポートも

あります。Emotetは2019年10月頃から多くの

被害を出し、新聞・テレビなどでも大きく報道

さ れ ま し た 。 Emotet に つ い て は 、 IPA や

JPCERT/CCが注意喚起を出しています。

JPCERT/CC：マルウエア Emotet の感染に

関する注意喚起

IPA：「Emotet」と呼ばれるウイルスへの

感染を狙うメールについて

このEmotetが大きな被害を出した理由は、巧妙

な「やり取り型」の攻撃メールにありました。

被害者が以前に送ったメールの引用返信として

攻撃メールが届く（やり取り型）ため、本物だ

と信じて添付ファイルを開いてしまいウイルス

感染するのです。

JCSIPの運用状況レポート2019年10月-12月版

によれば、以下のようなパターンがあります。

• 2019年10月25日頃：正規のメールへの返信

を装う手口が使われた攻撃メール

• 2019年11月12日頃：情報提供元組織を騙っ

た、簡単な日本語で書かれた攻撃メール

• 2019年11月28日頃：本文中に簡単な日本語

で書かれた攻撃メール

• 2019年11月29日頃：「請求書」といった日

本語の添付ファイル名が使われ、業務上開封

してしまいかねないような本文の攻撃メール

• 2019年12月10日頃から18日頃：本文中に不

正なURLリンクを含む攻撃メール

引用返信のやり取り型だけでなく、様々なパ

ターンの攻撃メールが送られています。代表的

なものをまとめたのが下の図です。

1つめの引用返信タイプはEmotetではおなじみ

ですが、その他にも2019年12月には不正な

URLリンクが書かれた日本語メールも発見され

ています（IPAの注意喚起による）。

この攻撃メールでは添付ファイルがなく、URL

リンクが書かれています（リンク先で不正な

ファイルをダウンロードさせる手口）。単純な

ばらまき型のメールのように見えますが、メー

ルの宛先に受信者の名前が書いてあるパターン

があったとのこと。個人情報をつかんだ上で攻

撃メールを送ってきています。何らかの侵害・

情報漏えいから新たな攻撃へつながっていると

考えていいでしょう。

また2020年1月には、新型コロナウイルスの流

行に便乗したEmotet攻撃メールも発見されて

います。「保健所福祉室」からのメールを装っ

ており、福祉サービス事業者宛となっていまし

た。こちらはWordファイルが添付されてお

り、マクロを実行してしまうとウイルスに感染

してしまう手口でした。

社会的に注目されている話題を使うことで添付

ファイルを開かせる手口です。日本語は自然で

あり実在するであろう保健所の名前を使ってい

ることから、うっかり添付ファイルを開いてし

まいそうな巧妙な手口です

図3：Emotetの攻撃で使われている様々な手法

引用返信や実名が書かれたEmotet

はどこかで侵入・漏えいがある

Emotetが今までのばらまき型攻撃メールと異

なる点は、「どこかで侵入された上で送信され

ている」ことにあります。簡単にまとめたのが

右の図です。

図4：Emotet「やり取り型」はどこかに侵入被害がある

https://www.jpcert.or.jp/at/2019/at190044.html
https://www.ipa.go.jp/security/announce/20191202.html
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検索情報漏えい対策ソリューション

NECソリューションイノベータ 情報漏えい対策ソリューション

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/

情報セキュリティコラム

詳しくはWebサイトをご覧ください

THE ANGLE 情報漏えい対策の視角

掲載日：2020年5月29日

第21回 メール攻撃がより巧妙に：プラント事業者狙いの日本語メールとEmotet

右側の被害企業B社に「引用返信のEmotet攻撃

メール（やり取り型）」が届いたとします。B社

の人が送ったメールの引用返信として届くた

め、本物だと思って添付ファイルを開封してし

まう被害です。

この場合、送信元として装われたA社のどこか

で侵入・情報漏えいが起きている可能性が大き

いのです（B社で侵入している可能性もある）。

攻撃グループは、A社の端末に何らかのマル

ウェアを感染させメールを流出させたり、メー

ルサーバーなどに侵入し、そこでメールを読み

とっているのです。

つまりEmotetの攻撃メールが届いた時点で

「メールの経路のどこかで侵入されている＝サ

イバー攻撃被害がある」と考えなければなりま

せん。引用返信だけでなく、実名の宛名が書か

れている場合も、何らかの情報漏えいがあると

考えていいでしょう。

もしEmotetの攻撃メールが届いた、もしくは

取引先などから自社の社員から攻撃メールが

あった旨の連絡を受けた場合は、今すぐ侵入場

所を特定してください。それが取引先などの他

社でもあってもすぐに対策を要請する必要があ

ります。自社の被害に繋がる可能性があるから

です。

また自社が感染した場合には、速やかに取引先

に対して自社の社員を騙ったメールが届く可能

性があることも通知し、取引先が被害にあうこ

とを防ぐことも大切です。

一つの攻撃手法だけを警戒する時代は終わり。総合的な対策を

このようにプラント事業者への攻撃メール、Emotetの攻撃メールのいずれでも、多岐にわたる様々な手法が使われています。

圧縮ファイル添付、Office脆弱性を含む添付ファイル、Officeでの不正マクロ添付ファイル、URL誘導でのダウンロード、

フィッシングサイトなど複数の手口で攻撃してくるのです。

つまり攻撃手法の1つだけを対策するのでは意味がありません。攻撃者はどこか１つでも開いた対策の穴から侵入を図るべく、

手を変え品を変え、様々なパターンの攻撃メールを送ってきているからです。

このような一連の複合的な攻撃に備えるためには、多層防御を始めとした総合的な対策が必要です。

攻撃メールへの備え

• 啓蒙：社員への注意喚起として、攻撃メールのパターンや注意点を伝えること

• 多層防御：メールフィルターを含めた入口・出口のセキュリティ対策

• Officeマクロでの感染対策（以前の記事参照「Wordの「OLE機能」を悪用したメール添付ファイルに注意」）

加えてEmotetについては、JPCERT/CCから詳しい実例を基にしたFAQが出されています。Emotetの感染有無を確かめる方

法や、具体的な対処方法がまとめられているので、担当者は必ず目を通してください。

JPCERT/CC：マルウエアEmotetへの対応FAQ

企業へのサイバー攻撃では、今も昔もメールが大きな弱点です。改めて自社のメール対策をしっかりと見直しましょう。

https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/ss/insider/column18.html
https://blogs.jpcert.or.jp/ja/2019/12/emotetfaq.html



