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エグゼクティブ・サマリー

高度化の一途を辿る昨今のセキュリティ脅威に
対し、効果的な対策を講じるには、攻撃者の素性
を把握することが必要です。攻撃者がどのような
人物やグループで、何を目的にどのような方法で
攻撃を仕掛けているのか、それを理解すること
が、機密データや知的財産を保護する鍵となり
ます。
攻撃や侵入を受けたコンピュータはいわば犯行
現場であり、攻撃者の足跡が残っています。特に
高度なサイバー攻撃の実行者は、
マルウェア・コ
ードやフィッシング・メール、指令（C&C）サーバ
だけでなく、その何気ない行動の中にも、
自身の
痕跡を残しています。科学捜査において、指紋や
DNAの鑑定、繊維の分析が必要不可欠なプロセ
スとなっているように、高度なサイバー攻撃の分
析でも、個々の証拠を結びつけて全体像を描き
出せば、攻撃者の素性を詳しく把握できます。た
だしそのためには、何を探すべきかを理解してい
ることが必要です。
本レポートでは、FireEye ®が追跡調査した約
1,500件の攻撃事例を元に、
マルウェア攻撃の
次のような属性情報と、そこから導き出せる攻撃
者の素性について解説します。

•

•
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キーボード・レイアウト: フィッシング・メー
ルからは、攻撃者が使用しているキーボード
のタイプを判断できます。キーボードのタイ
プは、言語や地域によって異なります。
マルウェア・メタデータ: マルウェアのソース
コードには、攻撃者の言語や地域を推測で
きる技術情報が含まれています。
またソース
コードから、他の攻撃との関連性が分かる
場合もあります。

•

埋め込みフォント: フィッシング・メールで
使用されているフォントから、攻撃者の国や
地域を判断できます。そのフォントが、攻撃
者の母国語で一般的に使用されているフォ
ントではない場合でも、国や地域を推測でき
ます。

•

DNSの登録情報: 攻撃で使用されているド
メインから、攻撃者の国や地域を特定できま
す。
また複数のドメインで登録情報が共通し
ている場合、それらの攻撃の実行者は同じ
であると推測できます。

•

言語: マルウェアに埋め込まれた言語固有
の要素から、攻撃者の国を特定できる場合
があります。
またフィッシング・メールの誤字
や脱字を手がかりに、書き手の母国語を判
断できる場合があります。

•

リモート管理ツールの設定: 広く利用され
ているマルウェア作成ツールには、多くの設
定項目が用意されています。
このため、設定
内容は攻撃者ごとに一意となるケースが多
く、複数の攻撃を同じ攻撃者に紐付けでき
る場合があります。

•

行動パターン: 攻撃の手法や標的などの行
動パターンからは、攻撃者の行動様式や動
機を推測できます。

上記の属性情報を分析すれば、セキュリティ担当
者は攻撃者の素性を詳しく把握し、今後のサイバ
ー攻撃に備えて効果的な対策を講じることがで
きます。
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イントロダクションa

近年、サイバー攻撃はますます高度化し、長期に
わたって執拗に行われるようになっています。
し
かし今のところ、完全犯罪化に成功したサイバー
攻撃はおそらく存在していません。多くの場合、
偵察、武器化、配送、攻撃、インストール、遠隔制
御、実行（通常は撤退）1で構成される
「攻撃キル・
チェーン」のすべての段階に、攻撃の痕跡が見い
だせます。
痕跡が残される理由は、それぞれの段階で攻撃
者と標的の接触が生じるからです。接触は、
フィ
ッシング・メールのように直接的に行われる場合
もあれば、侵入先から攻撃者へのコールバックの
ように間接的に行われる場合もあります。いずれ
の接触でも、攻撃者の素性を知る手がかりとな
る痕跡が残されます。痕跡を適切に分析できれ
ば、攻撃による被害を最小限に食い止め、攻撃さ
れたシステムを修復して、将来的にどのような攻
撃が行われるかを予測することができます。
注意: 本レポートで解説しているデジタル・フォレ
ンジックの手法は、FireEyeの研究者によって有
用性が確認されていますが、発見される手がかり
の多くは解釈が難しく、矛盾をはらんでいます。
証拠の分析は、忍耐強さが要求される複雑な作
業です。科学的手法と職人的技術をバランスよく
組み合わせても、決定的な証拠を見いだすことは
容易ではありません。
またサイバー攻撃者は人を
惑わせる手法を得意としており、手がかりを額面
どおりに解釈することはできません。攻撃者の素
性について最終的な結論を出す前に、複数の情
報源の証拠を比較検討し、デジタル・ フォレンジ
ックの専門家に相談することを強く推奨します。
1. キーボード・レイアウト
フィッシング・メールのヘッダに記述されている
「charset」属性から、攻撃者が使用しているキ
ーボードのレイアウトを判断できます。ほとんど
のフィッシング攻撃では、国を特定できない標準
的なキーボード・レイアウトが使用されています
が、一般的でないキーボードが使用されていた
場合は、攻撃者の素性を把握する有力な手がか

1
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りとなります。
FireEyeの研究者は、
マルウェア攻撃のさまざま
な局面で、文字列入力に標準中国語（GB2312）
のキーボードが使用された証拠を発見していま
す。
またKPS 9566という文字セットが見つかれ
ば、その攻撃は北朝鮮から行われているものと推
測できます。
ただし、文字セットから確実に攻撃者の国を特定
できるわけではありません。たとえば、ロシア人
攻撃者が自身の身元や所在地を偽装するため
に、意図的に北朝鮮のキーボードを使用するケ
ースも考えられます。
文字セットがフィッシング攻撃を見破る手がかり
となった事例を紹介しましょう。2012年3
月、FireEyeの研究者であるアレックス・ランステ
イン
（Alex Lanstein）は、多数のチベット活動
家に対し、サイバー攻撃に注意するよう呼び か
けるメールを送りました。
しかしその後、攻撃者
がそのメールを入手し、
ランステインを装って別
の活動家にフィッシング・ メールを送り付けまし
た。
ランステインが最初に送信したメールでは、
標準的な西洋語のキーボード・レイアウト
（Windows-1252）が使用されていましたが、
その後に攻撃者が送信したフィッシング・メール
のキーボード・レイアウトは、中国のGB2312と
なっていました。
図1はフィッシング・メールの本文、図2はフィッ
シング・メールのヘッダ情報を示しています。ヘッ
ダからキーボード・レイアウトを判断できます。
2. マルウェア・メタデータ
通常、
マルウェアの実行可能コードは、
ソースコ
ードを管理するソース・ディレクトリを参照してい
ます。同様に、C++言語で記述されたプログラム
はプロジェクト名を参照しています。
こうした情
報は、攻撃者の言語や国を把握する手がかりに
なります。たとえ、
コードやその他の情報が標的
の言語に合わせて記述されている場合でも、攻
撃者の素性を推測できる場合があります。

Eric M. Hutchins, Michael J. Cloppert, and Rohan M. Amin (Lockheed Martin). “Intelligence-Driven Computer Network Defense Informed by Analysis of 		
Adversary Campaigns and Intrusion Kill Chains.” November 2010.
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図3は、先日確認された攻撃（一連の攻撃を構成
する第3段階の攻撃）
で使用されていたマルウェ
アのソースコードです。攻撃者は、Beijing
Rising International Software Co.という

図 1:
チベット活動家に送ら
れたフィッシング・メ
ール

図 2:
フィッシング・メールの
charset属性（図1も
参照）
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中国のアンチウイルス・ソフトウェア・ベンダーを
侮辱するメッセージを書き込んでいます
（ベンダ
ー名は「Ruixing」
という発音表記で記述されて
います）。
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図4は、同じく先頃明らかになった攻撃（第2段階
の攻撃）
で使用されていたマルウェアのソースコ
ードです。
この実行可能ファイルはPNGファイル
に偽装されており、第1段階で侵入したエンドポ
イントに向けて送り込まれます。
ソースコードで
は、
マルウェア作成者のハードディスクに保存さ
れたE:\pjts2008\moon\Release\
MoonClient2.pdb というプロセス・デバッグ
（PDB）
ファイルを参照しています。PDBファイ
ルは、Microsoft .NET Framework環境での
プログラム開発時に作成されるファイルです。
こ
こで参照されているMoonClientというファイル
は、APT1（別名 CommentGroup）
という中国
のハッカー・グループが使用していたWEBC2と
いうマルウェアの亜種にあたります。

図 3:
マルウェアのソースコー
ドに書き込まれた、
中
国のアンチウイルス・ソ
フトウェア・ ベンダー
Beijing Rising（発音表
記は
「Ruixing」）
を侮辱
するメッセージ
スクリーンショットでは
侮辱語の部分を加工し
ています

図 4:
デコードした実行可能
ファイル
（赤い枠内が
PDBの参照）
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3. 埋め込みフォント
「キーボード・レイアウト」の項で説明した
charset属性と同様、
フィッシング・メールや不
正な文書ファイルに埋め込 まれているフォント
も、APT攻撃の実行者を追跡する手がかりにな
る場合があります。
FireEyeの研究者が先頃発見した
「Sanny」
とい
うAPTの例で解説しましょう。図5に示したのは、
標的の関心を引くために使用された偽文書です。
ロシア人を標的とするこの文書はロシア語で書
かれていますが、
フォントには「Batang」
と
「KPCheongPong」
という韓国語のフォントが
使用されています。
この攻撃では、
マルウェア作成
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者の名前や攻撃で使用されているC&Cサーバな
どの別の証拠から、北朝鮮の関与が疑われていま
すが、
これらのフォントはその見方を裏付けるもの
と言えます。
このように複数の証拠を積み重ねる
ことで、攻撃者の素性をより正確に推測できます。
4. DNSの登録情報
攻撃者の中には、
ドメイン・ブラックリストなどの
一般的なマルウェア対策を回避するため、料金を
支払ってドメインを登録している者もいます。多く
の場合、
このようなDNS登録情報から、攻撃者
の国を把握することができます。
登録されている氏名や住所が虚偽であっても、攻
撃者の特定に役立つ場合があります。攻撃者が
複数のドメインで同じ連絡先情報を使用してい
た場合、その情報に基づいて複数の攻撃を特定

図 5:
韓国語のフォントでロシ
ア語の文章が書かれた
偽文書

4
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Joe Stewart (Dell SecureWorks): „The Sin Digoo Affair“, Februar 2012.

の実行者に紐付けることができるのです。そして、
個々の攻撃から得られた情報を集約して分析す
れば、攻撃者の素性をより詳しく把握できます。
「Sin Digoo Affair」
と呼ばれる攻撃を例に説
明しましょう。2004～2011年にかけ
て、Hotmailのメール・アドレスを使用
する何者かが、
いくつかの名前で複数のドメイン
を登録しました。登録住所は、
いずれも
「Sin
Digoo, Californa」
の私書箱となっていました。
「Sin Digoo」
というのは、
おそらく
「San
Diego」
を発音のとおりに表記したものでしょう。
この誤表記の住所が複数のドメインで使用されて
いることに気付いた研究者は、無関係と思われた
複数のマルウェア攻撃を結び付け、大規模なAPT
攻撃の全体像を描き出すことに成功しました2。
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図 6:
VirusTotalにアップロ
ードされたマルウェア

図 7:
VirusTotalにアップロ
ードされたマルウェアの
アップロード情報

またFireEyeのマルウェア研究者であるナート・ヴ
ィルヌーブ
（Nart Villeneuve）
は、DNSの登録情
報を分析し、2010年にアムネスティの香港支部
やジャーナリスト、人権活動家らに対して行われた
攻撃が中国の浙江大学（Zhejiang University）
と
関係していると突き止めています3。
さらにFireEyeは先頃、DNS登録情報に基づい
て、
ウイルス・スキャンサイトVirusTotalにアップ
ロードされた複数のマルウェアが、特定の攻撃者
に関係している事実を確認しました（図6を参
照）。VirusTotalにマルウェアをアップロードし
ていたのは、
アンチウイルス・ベンダー各社の製
品で自身のマルウェアが検出されるかどうかを確
かめるためと考えられます。

5
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このマルウェアをアップロードした攻撃者は、攻
撃の第1段階におけるC&Cサーバとの通信を巧
妙に隠蔽していました。
しかし第2段階では、虚
偽と思われるニューデリーの住所が登録された
secureplanning.net というドメインに接続す
ることが確認されています
（図7を参照）。なお、
この第2段階の攻撃は、仮想環境では実行され
ないよう細工が施されていました。
この登録情報は、証拠としてはそれほど確実なも
のではありません。巧妙な攻撃者は、研究者を混
乱させるため、意図的に紛らわしい情報を登録
する場合があるからです。
しかしこのケースでは、
問題のマルウェアにわずかな改変を加えただけ
のバージョンが15回以上もVirusTotalにアップ

Nart Villeneuve: „Nobel Peace Prize, Amnesty HK and Malware“, November 2010.
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ロードされており、そのすべてが先ほどのニュー
デリーの住所が登録されたドメインに接続しよう
としていました。
これらのマルウェアが特定の攻
撃者に関係しているという 見方を、
より強く裏付
ける証拠と言えるでしょう。
5. 言語
サイバー攻撃の痕跡からは、母国語以外の言語
を多用する攻撃者の特徴が見て取れます。
しかし
場合によっては、その痕跡から攻撃者の母国語
を推測できる場合もあります。
明らかな誤字脱字があれば、その言語が母国語
ではないとすぐわかります。一方、詳しい分析に
よって、翻訳サイトで別の言語から翻訳されたこ
とを示唆する証拠が見つかる場合もあります。主
要な翻訳サイトが特定の単語や表現をどのよう

図 8:
2011年に発生し
た、RSAに対する攻撃
で使用されたフィッシン
グ・メール

図 9:
マルウェアBackdoor.
LVのコード。赤い枠内
の部分をデコードする
と、図10の 文字列にな
ります
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に翻訳するか、
その癖を把握している研究者は、
攻撃で使用されているフィッシング・メールなどか
ら元の言語を推測できるのです。
2011年に発生し、
メディアでも大きく取り上げら
れたRSAに対する攻撃事例で説明します。
この事
件では、国家の支援を受けたと考えられる2つの
グループがRSAのネットワークに侵入し、同社の
製品SecurIDに関するデータを盗み 出しました。
侵入には、Flashに存在する未知の脆弱性が使用
されており、洗練された技術を持つ攻撃者の仕業
と考えられましたが、図8にあるように、攻撃に使
用されたフィッシング・メールでは、
つたない英語
と非常に直接的な表現で添付ファイルを開くよう
に書かれていました
（それにもかかわらず、
この攻
撃は成功してしまいました）。以上の特徴から、攻
撃者の母国語は英語ではないと推測できます。
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図 10:
デコード後の文字列

図 11:
Fayezと関連するもう1
つのコード。赤い枠内を
デコードすると、図12の
文字列 になります

図 12:
アラビア語で記述され
た400CD510の参照

また、
マルウェア内部に埋め込まれた文字列の言
語が、攻撃者を特定する手がかりになる場合もあ
ります。
たとえば、Backdoor.LVというマルウェア
のコードは、標的を
「タグ付け」
するためにアラビア
語の名前と言語を使用していました
（図9を参照）。
赤い枠内の文字列をデコードすると、
「HacKed
By Fayez Hacker_400CD510」
となります
（図
10を参照）。
図11のコードも、
同じ攻撃者が記述したものと考
えられます。赤い枠内をデコードすると、
「400CD510」
というタグになります
（図12を参
照）。
このタグは、
アラビア語で記述されています。
6. リモート管理ツールの設定
リモート管理ツール
（RAT）
は、標的のコンピュータ
をリアルタイムで操作できるマルウェアの一種で
す。
キー入力内容の記録や画面のキャプチャ、動画
でのキャプチャ、
ファイル転送、
システム管理、
コマ
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ンドシェルへのアクセスといった幅広い機能と、長
時間のテストに基づく安定性を備え、有償または
無償で容易に入手できるRATは、攻撃者にとって
非常に有用なツールです。
誰でも入手でき、
多くの攻撃者が同じツールを使用
していることから、RATが使われている場合は、攻
撃者の特定が難しくなるのではないかと思われる
かもしれません。
しかしRATには多くの設定項目が
用意されているため、
ほとんどの場合、
その組み合
わせは攻撃者ごとに一意となります。
したがっ
て、RATを用いた複数の攻撃で同じ設定が使用さ
れていれば、攻撃者は同じ人物やグループであると
推測することができます。
RATの代表例は、8年の歴史があるPoison Ivy
です。Poison Ivyの設定では、特にID、グループ、
パスワード、
ミューテックス が攻撃者の特定に
役立ちます。
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図13に示したのは、Poison Ivyの接続設定画面
にあるIDとパスワードの設定欄です。図14は、詳
細設定画面の ミューテックス設定欄です。
Volatilityというツールを使用すると、
これらの設
定項目をコンパイル済みのRATから抽出すること
ができます。Volatilityは、
メモリ・ダンプに対して
実行できるオープンソースのメモリ・フォレンジッ
ク・フレームワークです。

図 13:
Poison Ivyの接続設定
画面
（赤い枠内がIDとパ
スワードの設定欄）

図 14:
Poison Ivyの詳細設定
画面（赤い枠内がミュー
テックス設定欄）

Poison IvyのIDとグループの設定は、標的のグル
ープをタグ付けして管理するために使用されます。
そのため、複数の攻撃で同じIDやグループが使用
されていた場合、
それらの攻撃には関連性がある
と見なすことができます。
パスワードは、Poison Ivyによる通信を暗号化
する鍵として使用されます。デフォルトでは
「admin」に設定されており、多くの攻撃ではそ
のまま使われています。デフォルトから変更され
ているパスワードは指紋のような役割を果たし
ます。通常、デフォルト以外のパスワードは攻撃
者ごとに一意となり、攻撃者は同じパスワードを
複数の攻撃で使い回す傾向があるからです。
ミューテックスは、同じプログラムの複数のスレ
ッドが同じリソースを同時に使用しないようにす
るためのプログラム・オブジェクトです。Poison
Ivyのミューテックスは、感染先のシステムで
Poison Ivyがすでに実行されていないかどうか
を確認し、複数のインスタンスの同時に動作する
ことを防止するマーカーとして使用されます。
ミ
ューテックスの値は、デフォルトでは「)!VoqA.l4
」に設定されています。パスワードと同様、デフォ
ルトから変更されているミューテックスは、基本
的に攻撃者ごとに一意となり、攻撃者を特定す
る際に役立ちます。
7. 行動パターン
人間は習慣の生き物です。多くのサイバー攻撃者
も、長期的に見れば一貫した行動パターンを示
し、同じ業種の同じような組織を標的にして、同
じC&Cサーバを使用するなどパターン化してい
ます。
このように繰り返し観察される行動パター
ンを分析し、
プロファイリングすると、攻撃者の
手法や目的、所在地を推測することができます。
警察がプロファイリングによって容疑者を絞り込
むように、セキュリティ担当者も、攻撃者の行動
を長期にわたり観察し、その傾向をあぶり出すこ
とで、特定の攻撃者のスタイルやアプローチとい
った傾向を把握できます。
サイバー攻撃者が使用しているエクスプロイト・
ツールキットや手口も、攻撃者のプロファイリン
グに役立ちます。図15に示した4通のフィッシン
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図 15:
4通のフィッシング・メ
ール

グ・メールは、使用されているエクスプロイトや標
的をだますための手口、
マルウェア感染手法がそ
れぞれ異なりますが、いずれも宗教活動家を標
的にしているという共通点があります。
また図16
のヘッダ情報を見ると、いずれのメールも同じサ
ーバから、Yahoo!のWebメール・サービスまた
はスクリプト経由で送信されていることが分かり
ます。以上のパターンから、同じグループに属し、
同じシステムを使用する複数の人物が この一連
の攻撃に関与しているものと推測できます。

まとめ

本レポートで解説した属性情報は、
いずれも単独
では決定的な証拠とはなり得ません。
しかし、複
数の痕跡が同じ攻撃者を指し示しているとすれ
ば、その推測が正解である確率は大幅に高まり
ます。属性情報から、攻撃の手法や目的を判断で
きれば、将来的にどのような攻撃が行われるかを
予測して、標的のシステムやデータのセキュリテ
ィ対策を強化することができます。
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いざサイバー攻撃を受けた場合は、防御に力をそ
がれ、被害の修復に精一杯で、攻撃者の素性な
ど二の次でかまわないと思われるかもしれませ
ん。
しかしそれは違います。攻撃者の手口や狙い
が分かれば、それに基づいて次のような対策を講
じることができます。
•

狙われているデータの保護にリソースを集
中する

•

組織内の適切な人材や捜査当局に追加支
援を要請する

•

攻撃に利用されている可能性のある、
これま
で見過ごしていた別の攻撃経路を詳しく調
査する

攻撃の属性情報を、同じ攻撃者による過去の攻
撃の情報と組み合わせて分析すると、攻撃者の
素性についてさらに詳しい事実が分かりま
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図 16:
フィッシング・メールの
ヘッダ情報（赤い枠内が
IPアドレス）

す。FireEyeが運用しているFireEye®Dynamic
Threat Intelligence®クラウドでは、脅威に関
する情報を匿名化の上で世界中から収集、分析
し、攻撃者が使用している手法やプロトコル、ポ
ート、
コールバック・チャネルなどの情報を配信し
ています。
FireEyeの脅威対策プラットフォームが提供す
る強力なサイバー攻撃対策技術の詳細について
は、FireEyeのWebサイト
（ http://www.
FireEye.com ）をご覧ください。

FireEyeについて

FireEye®は、ゼロデイ攻撃やAPT攻撃など既存
のセキュリティ対策では防御することのできな
い、次世代型の脅威からネットワークを防御する
ためのセキュリティ・ソリューションを提供するリ
ーディング・カンパニーです。昨今、サイバー攻撃
は高度化の一途をたどっており、次世代型ファイ
アウォール、IPS、
アンチウイルス、およびゲートウ
ェイなど、
シグネチャベースの技術を利用した既

存セキュリティ対策を容易に迂回し、内部へ侵入
され、多くの企業 ネットワークが被害に遭ってい
ます。FireEyeの次世代脅威対策プラットフォー
ムは、新たなセキュリティ・モデル でこれらの既
に導入されている従来型のセキュリティ対策を
補完し、今日の高度なサイバー攻撃を防御しま
す。このFireEye独自のプラットフォームにより、
サイバー攻撃をリアルタイムで動的に検出・ブロ
ックする業界唯一の ネットワーク間で連携する
脅威対策基盤が実現されます。FireEyeの脅威
対策プラットフォームは、
シグネチャに 依存しな
い仮想検知エンジンとクラウド・ベースの脅威情
報ネットワークを核としており、Webや電子メー
ル、モバイル、およびファイルなどサイバー攻撃で
使用されるすべての攻撃経路をカバーし、情報資
産を確実に保護します。FireEyeの次世代脅威
対策プラットフォームは、世界40か国の1,000
社以上の顧客企業およびパートナー企業に導入
されており、Fortune 100企業の30社以上で
利用されています。詳細な情報は http://www.
fireeye.co.jp をご参照ください。
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