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概要
ランサムウェアは、金銭目的のサイバー恐喝や妨害活動に利用される定番の手口です。
このタイプの攻
撃は、
ファイル、
アプリ、システムへのアクセスを即座に中断します。
被害者が身代金を支払う
（そして、攻

撃者が復号キーでのアクセスを復元する）まで、
あるいは組織がバックアップから復元して再構築するま

で、
この状態が続きます。
ランサムウェアが組織内に侵入すると、多くの亜種は特権アカウントやシステ
ム間の信頼関係を利用して、
ネットワーク内に水平展開します。

ランサムウェアを環境に展開する方法は、一般的に次の2つです。

1. 攻撃者による手動での拡散。
攻撃者が環境に侵入し、管理者レベルの権限を獲得することによって
環境全体に広く展開します。

• 標的となるシステム上で暗号化プログラムを手動で実行する。

• W
 indowsのバッチファイルを使用して、環境全体に暗号化プログラムを展開する（C$の管理共
有をマウントして暗号化ファイルをコピーし、
それをMicrosoftのPsExecツールで実行する）。
• Microsoft Group Policy Objects（GPO）で暗号化プログラムを展開する。

• 被
 害者の組織が使用している既存のソフトウェア展開ツールを利用して、暗号化プログラムを展
開する。

2. 自動的に拡散します。

• デ
 ィスクやメモリから認証情報またはWindowsトークンを抽出する。

• シ
 ステム間の信頼関係、およびWindows Management Instrumentation（WMI）、
SMB、PsExecなどのメソッドを活用してシステムに結合し、ペイロードを実行する。
• パ
 ッチ適用されていない攻撃手法（Microsoft Security Bulletin MS17-010で対応済み
1
のEternalBlueなど）を利用する 。

本書の目的は、実践的なエンドポイント・セキュリティの制御と実施手段を提供し、環境内で広範囲のシ

ステムに影響を与えるランサムウェアやマルウェア亜種の能力を制限できるようにすることです。
活発な
侵害イベントが発生した場合、
その亜種が利用する拡散方法に応じて、本書に記載された数々の推奨
事項を実施すれば、
イベントを妨害し、封じ込めができる可能性があります。

本書に記載の推奨事項はすべてのイベントをカバーするものではありませんが、エンドポイントの封じ
込めとランサムウェアの展開から保護するための、最も実践的な制御手段を提供します。
予防的に実施

すれば、本書に記載されている制御手段によって、業務を中断させて広範なシステムに影響をもたらす

ランサムウェア・イベントによる影響から、組織を守ることができます。

1

Microsoft (March 14, 2017). Microsoft Security Bulletin MS17-010 - Critical.
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エンドポイントのセキュリティ強化
エンドポイントのセグメント化
戦術：標準のWindows OSのプロトコルを使用して、
システム内のネットワークに拡散

Windowsファイアウォール

ランサムウェア・イベントの発生時、多くの亜種は信頼されている特権アカウントを利用して、環境内のシステムに結合します。
一般的に、
システム間の通信チャ
ネルにはサーバー・メッセージ・ブロック
（SMB）が利用されます。
SMBは通常、Windows動作環境内（ワークステーションとドメイン・コントローラーまた
はファイル・サーバーとの間など）で必要なものですが、システム間で直接許可されているSMB通信の範囲を制限することで、最小限（ワークステーション間

のみなど）に抑えることができます。

ランサムウェア・イベントの発生時、Windowsファイアウォールのポリシーを設定して、環境内の一般のエンドポイント間で許可する通信の範囲を制限する

ことができます。
このファイアウォール・ポリシーはローカルで適用したり、グループ・ポリシーを使用して集中管理として適用することができます。
少なくとも、
ワークステーション間、
またワークステーションと非ドメイン・コントローラーおよび非ファイル・サーバーとの間でブロックした方がよい、一般のポートとプロト

コルには以下のものがあります。

• SMB（TCP/445、TCP/135、TCP/139）

• リ
 モート・デスクトップ・プロトコル（TCP/3389）

• Windowsリモート管理 / PowerShellリモート処理（TCP/80、TCP/5985、TCP/5986）
• WMI（DCOMを介して割り当てられる動的なポート範囲）

グループ・ポリシーを使用して、表1の推奨設定をWindowsファイアウォールに対して設定することにより、管理環境におけるエンドポイントのインバウンド通
信を制限することができます。

グループ・ポリシーの設定パス

• Computer Configuration（コンピューターの構成） > Policies（ポリシー） > Windows Settings（Windowsの設定） > Security
Settings（セキュリティの設定）> Windows Firewall with Advanced Security（セキュリティが強化されたWindowsファイアウォール）
表1：Windowsファイアウォールの推奨設定
ダウンロードされた.

正常な接続を.

設定済みルールに一致しない
すべての接続をブロック

記録

オン

すべての接続をブロック

オン

すべての接続をブロック

プロファイルの.
設定

ファイアウォールの
状態

インバウンド接続

ドメイン

オン

プライベート
パブリック

ログ・ファイルのパス

ログ・ファイルの.
最大サイズ（KB）

記録

%systemroot%\system32\LogFiles\
Firewall\pfirewall.log

4,096

記録

記録

%systemroot%\system32\LogFiles\
Firewall\pfirewall.log

4,096

記録

記録

%systemroot%\system32\LogFiles\
Firewall\pfirewall.log

4,096

パケットをログに記録

ログに記録
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図1：

W i n d o w s ファイア
ウォールの推奨設定

さらに、封じ込めイベント中に集中管理のファイアウォール・ルールのみが適用されるように（そして、不正な攻撃者がオーバーライドできないように）する
には、
すべてのプロファイルについて、
「Apply local firewall rules（ローカル ファイアウォールの規則を適用する）」
と
「Apply local connection
security rules（ローカル接続のセキュリティ規則を適用する）」を「No（いいえ）」に設定します。
図2：

W i n d o w s ファイア
ウォールのドメイン・プロ
ファイルのカスタマイズ
設定
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システムを迅速に封じ込めて分離するには、集中管理されたWindowsファイアウォールの設定で
「Block all connections（すべての接続をブロックす

る）」
（図3）を選択して、システムへのインバウンド接続が確立されないようにします。
この設定は、
ワークステーションとノートパソコンに適用できますが、
サー
バーに適用した場合、運用に影響する可能性があります。
ただし、
ランサムウェアが環境全体に広がっている場合には、
この設定が迅速な封じ込めに必要な手
段になることがあります。

注：イベントの封じ込 めに成功し、環境内のシステム間の接続を再確立しても「安全」だと見なされると、グループ・ポリシーを使用して、必要に応じて「 Inbound

Connections（受信接続）」の設定を「Allow（許可）」に戻すことができます。

図3：

W i n d o w s ファイア
ウォール -「Block all
connections（すべて
の接続をブロックする）」
の設定

表2のプロトコルとポートは、水平展開と拡散の一般的な経路を示しています。
封じ込め対策に、一般的なエンドポイントのすべてのインバウンド接続をブロッ

クすることが現実的でない場合、少なくとも、表2に示したプロトコルとポートをWindowsファイアウォールを使用してブロックすることを検討する必要があ

ります。

エンドユーザーのエンドポイントへのインバウンド接続が必要となるような特定のアプリケーションについては、
ローカルのファイアウォール・ポリシーで、
そう

したデバイスに対するインバウンド接続を開始する権限がある接続元のシステムに対して、特定のIPアドレスの例外として設定します。
表2：Windowsファイアウォールの推奨ブロック・ルール
プロトコル / ポート
SMB
TCP/445、TCP/139、TCP/135
リモート・デスクトップ・プロトコル

TCP/3389
WMI

Windowsリモート管理 /
PowerShellリモート処理
TCP/80、TCP/5985、TCP/5986

Windowsファイアウォールのルール
定義済みルール：
 ァイルとプリンターの共有
• フ
定義済みルール：
 モート・デスクトップ
• リ

定義済みルール：

コマンド・ラインの適用
netsh advfirewall firewall set rule
group=”File and Printer Sharing” new
enable=no
netsh advfirewall firewall set rule
group=”Remote Desktop” new enable=no

• Windows Management Instrumentation（WMI）

netsh advfirewall firewall set rule
group=”windows management instrumentation
(wmi)” new enable=no

定義済みルール：
• Windowsリモート管理
• Windowsリモート管理（互換性）

netsh advfirewall firewall set rule
group=”Windows Remote Management” new
enable=no

ポート・ルール：

• 5986

PowerShell経由：
Disable-PSRemoting -Force
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図4：

W i n d o w s ファイア
ウォールの推奨ルールが
グループ・ポリシーでブ
ロックした結果

RDPの強化

多要素認証の適用

テムにリモート接続して、境界からシステムの広い範囲へ水平展開し、
マル

を適用する必要があります。
これは、サードパーティの多要素認証テクノロ

ト接続でRDPを利用して外部接続するシステムでは、
リスクが高くなりま

イやAzure Multi-Factor Authentication Serverを利用すること
2
で実現できます 。

リモート・デスクトップ・プロトコル（RDP）は、悪意のある攻撃者が、シス
ウェアを展開するときに使用する一般的な方法です。
そのため、
インターネッ

す。
悪意のある攻撃者は、RDPを使用して組織への初期アクセスを取得し、
水平展開してランサムウェアを仕掛け、データにアクセスしたり窃取する可
能性があります。

組織は予防的に公開IPアドレス範囲をスキャンして、
インターネット接続で

RDP（TCP/3389）と他のプロトコル（SMB – TCP/445）を使用するシ

ステムを特定する必要があります。
少なくとも、RDPとSMBを使用したイン
ターネット接続で、
インバウンドおよびアウトバウンドの直接アクセスはお勧

めできません。運用上必要な場合は、明確な制御を実施して、
これらのプロ

トコルを使用してシステムと通信するソースIPアドレスを制限する必要があ
ります。

2

運用のためにRDPで外部接続する必要がある場合は、接続に多要素認証

ジーと連携、
またはRADIUSを使用するリモート・デスクトップ・ゲートウェ

ネットワーク・レベル認証の利用

外部接続するRDPサーバーについては、ネットワーク・レベル認証（NLA）

を用いることで、接続が確立される前に事前認証のレイヤーを追加できま

す。NLAは、オープンなインターネット接続のRDPサーバーを標的にする

ことの多い、
ブルートフォース攻撃からの保護にも有用です。

（図5）またはグループ・ポリシー
NLAは、ユーザー・インターフェイス（UI）

（図6）で設定することができます。

Microsoft (July 10, 2018). Remote Desktop Gateway and Azure Multi-Factor Authentication Server using RADIUS.
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図5：

UI 経由でのNLA の
有効化

グループ・ポリシーを使用する場合、NLAの設定は以下のパスで有効にすることが可能です。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> Windows
Components（Windowsコンポーネント）> Remote Desktop Services（リモート デスクトップ サービス）> Remote Desktop Session
Host（リモート デスクトップ セッション ホスト）> Security（セキュリティ）> Require user authentication for remote connections by
using Network Level Authentication（リモート接続にネットワーク レベル認証を使用したユーザー認証を必要とする）

図6：

グループ・ポリシー
経由での NLA の
有効化

RDPにNLAを活用する際の注意点：

• Remote Desktopクライアントv7.0以降が必要です。

• NLAは、CredSSPを利用して、開始システムからの認証リクエストをパ
スします。CredSSPは開始システムのLSAメモリに認証情報を保存し
ます。
この認証情報は、ユーザーがシステムからログオフした後もメモリ
に残ることがあります。
そのため、開始システムのメモリ内の認証情報に
は漏えいの潜在的リスクが生じます。

• RDPサーバーでは、NLAを実施する際に、RDPを使用したリモート・ア
クセスが許可されているユーザーに
「Access this computer from
the network（ネットワーク経由でコンピューターへアクセス）」の権限を
割り当てる必要があります。
水平展開の攻撃手法から保護するため、
この
権限は多くの場合、
ユーザー・アカウントに対して明示的に拒否されます。
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管理者アカウントに対し、
インターネット接続のシステム上でのRDPの利用を制限する

外部接続するRDPサーバーの場合、高度な特権を持つドメインおよびローカル管理者のアカウントには、RDPを利用してサーバーと通信するアクセスを許
可してはなりません
（図7）。

これはグループ・ポリシーで適用でき、以下の設定が可能です。

• Computer Configuration（コンピューターの構成） > Policies（ポリシー） > Windows Settings（Windowsの設定） > Security
Settings（セキュリティの設定）> Local Policies（ローカル ポリシー）> User Rights Assignment（ユーザー権利の割り当て）> Deny log
（ログオンを拒否）

図7：

高度な特権を持つドメイ
ンおよびローカル管 理
者のアカウントに対し、
R D P の 利 用 を制 限す
るためのグループ・ポリ
シー構成

管理共有/隠し共有の無効化
戦術：ツールまたはマルウェアを展開するために、管理共有に関連付けて、
システム内のネットワークに拡散
一部のランサムウェアは、
ドライブ文字に明示的にマップされていない

エンドポイント上の一般的な管理共有および隠し共有には以下のものがあ

ものを含み、管理共有や隠しネットワーク共有の特定を試み、
これらを

ります。

段として、デフォルトの管理共有や隠し共有がエンドポイント上でアクセ

• ADMIN$

その場合、
レジストリの変更、サービスの停止、Microsoft Security
Compliance Toolkitにある「Microsoft Security Guide」のグ

• D$

使用して環境内のエンドポイントへ関連付けます。組織は封じ込めの手

ス可能にならないよう、
すぐに無効にする必要が生じる場合があります。

ループ・ポリシー・テンプレートの使用のいずれかで無効にできます 。
3

• C$

• IPC$
注：サーバー、特にドメイン・コントローラー上の管理共有と隠し共有を無効にする

と、
ドメインベースの環境内でシステムの動作や機能に大きな影響が生じることがあ

ります。

さらに、PsExecを利用している環境では、管理共有（ADMIN$）を無効にすると、
エ

ンドポイントとのリモート・インターフェイスに利用するこのツールの機能が制限され
る可能性があります。

3		

参照：https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
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レジストリ・メソッド

レジストリを使用して、
エンドポイントでの管理共有と隠し共有を無効にすることができます
（図8と図9）。
ワークステーション
図8：

ワークステーション上の
管理共有を無効化する
レジストリ値

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
DWORD Name = “AutoShareWks”
Value = “0”

サーバー
図9：

サーバー上の管理共有を
無効にするレジストリ値

サービス・メソッド

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
DWORD Name = “AutoShareServer”
Value = “0”

エンドポイントでの「サーバー」サービスを停止することによって、そのエンドポイントでホストされている共有にアクセスする機能が無効になります

（図10）。

図10：

「サーバー」
サービスのプ
ロパティ
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グループ・ポリシー・メソッド

「MSS（Legacy）」グループ・ポリシーのテンプレートを使用すると、
グループ・ポリシーの設定によって、
サーバーとワークステーションのいずれかの管理共有
および隠し共有を無効にすることができます
（図11）。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MSS

(Legacy) > MSS (AutoShareServer)

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MSS

(Legacy) > MSS (AutoShareWks)

図11：
「MSS（Legacy）」グループ・ポリシーのテンプレート経由での管理共有と隠し共有の無効化

SMB v1の無効化

戦術：脆弱性の悪用またはレガシー・プロトコルの悪用によって、
システム内のネットワークに拡散

一般的なプロトコル（SMBなど）に影響を与える既知の脆弱性にパッチを当てることに加え 、
エンドポイントのSMB v1を無効にすることによって、特定のラ
ンサムウェアが用いる大量拡散の手法を抑制することができます。
4

SMB v1 は、Windows 7とWindows Server 2008 R2 以降では、PowerShell（図 12）の使用、レジストリの変更、Microsoft Security
Compliance Toolkitにある「Microsoft Security Guide」のグループ・ポリシー・テンプレートの使用のいずれかの方法で無効にできます5。
PowerShellメソッド
図12：

SMB v1 を無効にする
PowerShellコマンド

Set-SmbServerConfiguration -EnableSMB1Protocol $false

レジストリ・メソッド

レジストリを使用して、
エンドポイントのSMB v1を無効にできます
（図13と図14）。
図13：

SMBv1サーバーの無効化

SMB v1サーバー（リス
ナー）を無効にするため
のレジストリ・キーと値

4
5		

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Registry entry: SMB1
REG_DWORD = “0” (Disabled)

Microsoft (October 10, 2017). Microsoft Security Bulletin MS17-010 - Critical.
参照：https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
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SMBv1クライアントの無効化

図14：

SMB v1クライアントを

無効にするためのレジス
トリ・キーと値

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\services\mrxsmb10
Registry entry: Start
REG_DWORD = “4” (Disabled)
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkstation
Registry entry: DependOnService
REG_MULTI_SZ: “Browser”,“MRxSmb20”,“NSI”

グループ・ポリシー・メソッド

「Microsoft Security Guide」グループ・ポリシーのテンプレートを使用して、以下の設定を用いてSMB v1を無効にすることができます。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MS
Security Guide（MSセキュリティ ガイド）> Configure SMB v1 Server（SMB v1サーバーを構成する）

図15：
「MSセキュリティ ガイド」グループ・ポリシーのテンプレート経由でのSMB v1サーバーの無効化

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MS
Security Guide（MSセキュリティ ガイド）> Configure SMB v1 Client Driver（SMB v1クライアント ドライバーを構成する）
– 有効

• MrxSMB10ドライバーを構成する
– ドライバーを無効にする

図16：
「MSセキュリティ ガイド」グループ・ポリシーのテンプレート経由でのSMB v1クライアント・ドライバーの無効化

図17：

「 MS セキュリティ ガイ
ド」グル ープ・ポリシー
のテンプレート経 由 で
の SMB v1 クライアン
ト・ドライバーの無効化
（追加設定）
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• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MS
（Win8.1/2012R2より前のバージョ
Security Guide（MSセキュリティ ガイド）> Configure SMB v1 Client（SMB v1クライアントを構成する）
ンについては追加の設定が必要)
– 有効

• LanmanWorkstation依存関係を設定する
– ブ
 ラウザ

– MrxSMB20
– NSI

図18：
「MSセキュリティ ガイド」グループ・ポリシーのテンプレート経由でのSMB v1クライアントの追加設定の無効化

図19：

「 M S セキュリティ ガイ
ド」グル ープ・ポリシ ー
の テ ンプ レ ート 経 由 で
の S M B v 1 クライアン
ト・ドライバ ー の 無 効 化
（「 M R x S m b 1 0 」オプ
ションが提示されないよう
にするための追加設定）
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Windowsリモート管理（WinRM）の強化
戦術：Windowsリモート管理（WinRM）とPowerShellリモート処理を経由して、
システム間のネットワークに拡散
攻撃者は手作業で、Windowsリモート管理（WinRM）を利用してラン

Windows Server OS（Windows Server 2012以降）ではデフォ

WinRM がクライアントの（非サーバー）OS 上で有効になっていた場
合、以下の構成がエンドポイント上に存在します。
これは、図 20 に示した
PowerShellコマンドだけでは復旧できません。

Server 2008 R2）では無効になっています。

• Windowsファイアウォールの例外が設定済み

サムウェアを環境全体に拡散させることがあります。WinRMは、
すべての
ルトで有効になっていますが、クライアントのすべてのOS（Windows 7
とWindows 10）および古いサーバー・プラットフォーム（Windows

PowerShellリモート処理（PSRemoting）は、WinRMプロトコルを
ベースに構築された、ネイティブのWindowsリモート・コマンド実行機能

です。

図20：

これらの項目は、図23と図24に示したコマンドにより、手動で無効にする
必要があります。

PowerShell

エ ンド ポ イ ント 上 の

Disable-PSRemoting -Force

WinRM/PowerShell

リモート処理を無効にする
PowerShellコマンド

• WinRMリスナーが設定済み

注：PowerShellリモート処理を無効にしても、ローカル・ユーザーはローカル・コンピューター上でPowerShellセッションを作成

できます。
またリモート・コンピューター向けのセッションも作成できます。

このコマンドを実行すると、図21に記録されたメッセージが表示されます。
図21：PSRemotingを無効にした後の警告メッセージ
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図22～25は、PowerShell経由でWinRMを無効にするための追加手順の適用方法を示しています。
図22：

WinRMサービスの停止と無効化

WinRM サービスを停

止 、無 効 にするた め の
PowerShellコマンド

図23：

Stop-Service WinRM -PassThruSet-Service WinRM -StartupType Disabled

あらゆるIPアドレスでリクエストを許可するリスナーの無効化

WSMANリスナーを削
除するPowerShellコ

dir wsman:\localhost\listener

マンド

図24：

Remove-Item -Path WSMan:\Localhost\listener\<Listener name>

WS-Management通信用のファイアウォール例外の無効化

WinRM 用のファイア
ウォール例外を無効にす
るPowerShellコマンド

図25：

LocalAccount
TokenFilterPolicy

Set-NetFirewallRule -DisplayName ‘Windows Remote Management (HTTP-In)’
-Enabled False

（ゼロ）に復元。
これにより、組み込み管理者（RID 500）アカウ
LocalAccountTokenFilterPolicyの値を「0」

ントに対してUACトークンのフィルタリング
（管理者承認モード）が適用されます。

に 対 す る レ ジ スト
リ・キ ー を 構 成 す る
PowerShellコマンド

Set-ItemProperty -Path
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies\system -Name
LocalAccountTokenFilterPolicy -Value 0

グループ・ポリシー・メソッド
• Computer Configuration（コンピューターの構成） > Policies（ポリシー） > Administrative Templates（管理用テンプレート） >
Windows Components（Windowsコンポーネント） > Windows Remote Management (WinRM)（Windowsリモート管理

（WinRM）
）> WinRM Service（WinRMサービス）> Allow remote server management through WinRM（WinRMによるリモート
サーバー管理を許可する）

上記のグループ・ポリシーの設定で
「Disabled（無効）」に設定されていると、WinRMリスナーの構成に関係なく、WinRMサービスはリモート・コンピュー

ターからのリクエストに応答しません。

• Computer Configuration（コンピューターの構成） > Policies（ポリシー） > Administrative Templates（管理用テンプレート） >
Windows Components（Windowsコンポーネント）> Windows Remote Shell（Windowsリモート シェル）> Allow Remote Shell
Access（リモート シェル アクセスを許可する）

このグループ・ポリシーの設定で、
スクリプトとコマンドを実行するためにサポートされているすべてのシェル用の、
リモート・アクセスの構成を管理します。
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認証情報の漏えいと
使用の強化
ローカル・アカウントのリモートでの利用

戦術：エンドポイント上で組み込みローカル管理者アカウントを
使用した水平展開と拡散

エンドポイント上に存在するローカル・アカウントは、攻撃者が環境全体で
水平展開するためによく利用する一般的な経路です。
この戦術は、組み込

みのローカル管理者アカウントのパスワードが複数のエンドポイント全体

で同じ値に設定されている場合に、特に大きな影響をもたらします。

ローカル・アカウントが水平展開に利用された場合の影響を軽減するため

に、
Microsoftセキュリティ アドバイザリKB2871997 では、よく知られた
6

これをグループ・ポリシーの設定内で活用し、水
2つのSIDを導入しました。

ステップ1 – オプション1：S-1-5-114 SID
ローカル管理者アカウントが水平展開に利用されないようにするためには、

SID「S-1-5-114: NT AUTHORITY\Local account and member
of Administrators group」を、以下の設定で利用します。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポ
リシー）> Windows Settings（Windowsの設定）> Security
Settings（セキュリティの設定）> Local Policies（ローカル ポリシー）>
User Rights Assignment（ユーザー権利の割り当て）
– ネ
 ットワーク経由でコンピューターへアクセスを拒否する

（SeDenyNetworkLogonRight）

平展開にローカル・アカウントが使用されることを制限することができます。

– バ
 ッチ ジョブとしてログオンを拒否する

• S-1-5-113: NT AUTHORITY\Local account

– サ
 ービスとしてログオンを拒否する

• S-1-5-114: NT AUTHORITY\Local account and member

of Administrators group
特に、SID「S-1-5-114: NT AUTHORITY\Local account and
member of Administrators group」は、そのローカル・アカウント

がBUILTIN\Administrators groupのメンバーである場合に、
アカ
ウントのアクセス・トークンに追加されます。
これは、ローカル管理者アカウ

（SeDenyBatchLogonRight）

（SeDenyServiceLogonRight）

– タ
 ーミナル サービスを使ったログオンを拒否する

（SeDenyRemoteInteractiveLogonRight）

– プ
 ログラムをデバッグ
（SeDebugPrivilege）
（権限の昇格とプロセ

スの挿入の試みに使用される許可）

ントの認証情報を利用して拡散を行う攻撃者（またはランサムウェアの亜

ステップ1 – オプション2：UACトークンのフィルタリング
グループ・ポリシーの設定で適用できる追加のコントロールは、ネットワーク

注：SID「S-1-5-114: NT AUTHORITY\Local account and member

関係するものです。全面的な許可（上記オプション1）を短いタイムフレームで

種）を阻止する、最も有益なSIDです。

of Administrators group」については、フェールオーバー・クラスタリングを利
用している場合に、
この機能により非管理者ローカル・アカウント
（CLIUSR）を活用

し、
クラスター・ノードを管理します。
このアカウントが、
クラスターの一部であるエン

ドポイント上のローカル管理者グループのメンバーである場合、ネットワークへのロ

グインの許可をブロックすることで、
クラスター・サービスができなくなる可能性があ

ります。
フェールオーバー・クラスタリングが利用されているサーバーでは、十分に注
意して、
この構成の徹底的なテストを行ってください。

にログオン中のリモート管理と接続性に関するローカル・アカウントの利用に

実施できない場合は、UACトークンのフィルタリング・メソッドをローカル・ア

カウントに適用して、ネットワークベースのログオンを実行することを検討し

ます。

これらの構成は、前述のとおり、Microsoft Security Compliance
Toolkitにある「Microsoft Security Guide」のグループ・ポリシーのテ
ンプレートを使用して適用することができます 。
7

グループ・ポリシーの設定

• Computer Configuration（コンピューターの構成） > Policies
（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）>
MS Security Guide（MS セキュリティ ガイド） > Apply UAC
restrictions to local accounts on network logons（ネットワーク
ログオンでUACの制限をローカル アカウントに適用する）

6
7

Microsoft (May 13, 2014). Microsoft Security Advisory: Update to improve credentials protection and management; May 13, 2014.
参照：https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
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有効にすると、
レジストリ値（図26）が各エンドポイントに設定されます。

図26：

ローカル・アカウントに
対する U AC 制 限 を有
効にするためのレジスト
リ・キーと値

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
LocalAccountTokenFilterPolicy
REG_DWORD = “0” (Enabled)

「0」に設定されると、整合性の高いアクセス・トークンを有するリモート接続は、
「FilterAdministratorToken」の設定に応じて、RID 500ローカル管理
者の平文認証情報またはパスワード・ハッシュのいずれかを使用することによってのみ可能になります。

「FilterAdministratorToken」の設定では、RID 500ローカル管理者に対して
「管理者承認」
モードを有効（1）または無効（0）
（デフォルト）のいずれか
に設定できます。
有効にした場合、RID 500ローカル管理者アカウントのアクセス・トークンはフィルターされ、
そのためユーザー・アカウント制御（UAC）が
このアカウントに適用されます
（これは最終的に、
エンドポイント全体への水平展開にこのアカウントを利用する試みを阻止することができます）。
グループ・ポリシーの設定

• Computer Configuration（コンピューターの構成） > Policies（ポリシー） > Windows Settings（Windowsの設定） > Security
Settings（セキュリティの設定）> Local Policies（ローカル ポリシー）> Security Options（セキュリティ オプション）> User Account
Control: Admin Approval Mode for the built-in Administrator account（ユーザー アカウント制御: ビルトインAdministratorアカ
ウントのための管理者承認モード）

有効にすると、
レジストリ値（図27）が各エンドポイントに設定されます。

図27：

ローカル管理者アカウン
トに管 理 者 承 認モード
を要求するためのレジス
トリ・キーと値

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
FilterAdministratorToken
REG_DWORD = “1” (Enabled)

注：
「User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode（ユーザー アカウント制御: 管理者承認モードですべての管理者を実行する）」

（
「EnableLUA」オプション）のデフォルト設定がEnabled（有効）
（デフォルト）からDisabled（無効）に変更されていないことを確認することも重要です。
この設定を無効に
すると、
すべてのUACポリシーも無効になります。
この設定が無効の場合、
ローカル管理者グループのメンバーである任意のローカル・アカウントで平文認証情報またはパスワー

ド・ハッシュを使用して、特権リモート認証を実行することが可能になります。

グループ・ポリシーの設定

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MS
Security Guide（MSセキュリティ ガイド）> User Account Control: Run all administrators in Admin Approval Mode（ユーザー
アカウント制御: 管理者承認モードですべての管理者を実行する）

有効にすると、
レジストリ値（図28）が各エンドポイントに設定されます。
これがデフォルト設定です。

図28：

ローカル・アカウントに
対する U AC 制 限 を有
効にするためのレジスト
リ・キーと値

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\
EnableLUA
REG_DWORD = “1” (Enabled)

UACアクセス・トークンのフィルタリングは、
エンドポイント上のローカル管理者グループ内のドメイン・アカウントには影響しません。
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ステップ2：LAPS

リモート認証とリモート・エンドポイントへのアクセスについてローカル・アカウントの利用がブロックされると、組織は戦略を整合させて、組み込みローカル
管理者アカウントにパスワードのランダム化を適用しなければなりません。
多くの組織にとって、
このタスクを実施する最も簡単な方法は、Microsoft Local
Administrator Password Solutions（LAPS）を導入して活用することです8。
特権アカウントとサービス・アカウントの漏えいの低減

戦術：ドメインベースのアカウントを使用して水平展開と拡散を行う
特権アカウントのログオン制限

ランサムウェアを環境全体に展開するにあたり、水平展開と大量拡散に一般的に利用されるのが、特権アカウントとサービス・アカウントの認証情報です。徹

底した調査が完了するまでは、環境内の広範なシステムに接続するためにランサムウェアが利用した具体的な認証情報を特定することが困難な場合もあり

ます。

環境全体にわたる特権アクセスを有するアカウントについては、標準のワークステーションやノートパソコンでは使用せず、制限および保護されたVLANと

ティアの中にある指定のシステム（特権アクセス・ワークステーション
（PAWS）など）で使用します。明示的な特権アカウントは各ティアで定義され、指定の
ティア内でのみ使用するようにします。

特権アカウントのアクセス範囲を制限することについての推奨事項は、Microsoftによる特権アクセスのセキュリティ・ガイダンスに基づいています 。
9

手軽な封じ込め手段としては、特権アクセスのアカウント

に対し、標準のワークステーション、
ノートパソコン、共通

アクセス・サーバー（仮想デスクトップ・インフラなど）への

ログイン
（リモートまたはローカル）をブロックすることを
検討します。

下記に示した設定は、次のグループ・ポリシーのパスから

図29：

グループ・ポリシーの設定を使用した、標準ワークステーションに対する特権アカウントの
アクセス制限の例

行います。

• Computer Configuration（コンピューター
の構成） > Policies（ポリシー） > Windows
Settings（ Windows の設定） > Security
S e t t i n g s（ セキュリティの 設 定 ） > L o c a l
Policies（ローカル ポリシー） > User Rights
Assignment（ユーザー権利の割り当て）

ローカルまたはドメインの特権アクセスを与えられたアカ

ウントについては、以下の設定のコンテキスト内では標準

ワークステーションやノートパソコンへのアクセスを明示

的に拒否します（この設定は図 29に示したものと同様、

グループ・ポリシーの設定を使用して構成することができ

ます）。

• ネ
 ットワークからこのコンピューターへのアクセスを

拒否する
（S-1-5-114: NT AUTHORITY\Local

account and member of Administrators
groupも含む)

• バ
 ッチ・ジョブとしてログオンを拒否する
• サ
 ービスとしてログオンを拒否する
• ロ
 ーカルでログオンを拒否する

• タ
 ーミナル サービスを使ったログオンを拒否する

8
9		

参照：https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899

Microsoft (February 13, 2019). Active Directory administrative tier model.
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サービス・アカウントのログオン制限

組織は、
ドメインベースのサービス・アカウントのセキュリティ強化も考慮す
る必要があります。
これは、
インタラクティブなログオン、
リモート・デスクトッ
プのログオン、可能な場合にはネットワークベースのログオンについても、
そ
れを使用するアカウント能力を制限するということです。

インタラクティブなログオン目的やリモートでのログオン目的にはサービス・
アカウントが不要なエンドポイントについては、グループ・ポリシーの設定を
使用して、推奨されるログオン制限を適用することで、サービス・アカウント
の公開を制限できます。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies
（ポリシー） > Windows Settings（ Windows の設定） >
Security Settings（セキュリティの設定）> Local Policies（ロー
カル ポリシー）> User Rights Assignment（ユーザー権利の割り
当て）
– ロ
 ーカルでログオンを拒否する

（SeDenyInteractiveLogonRight）

– タ
 ーミナル サービスを使ったログオンを拒否する

（SeDenyRemoteInteractiveLogonRight）

サービス・アカウントに対して推奨される、他のログオン強化（ネットワーク
ベースのログオン目的にサービス・アカウントが不要なエンドポイント）
：

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies
（ポリシー） > Windows Settings（ Windows の設定） >
Security Settings（セキュリティの設定）> Local Policies（ロー
カル ポリシー）> User Rights Assignment（ユーザー権利の割り
当て）
– ネ
 ットワーク経由でコンピューターへアクセスを拒否する

（SeDenyNetworkLogonRight）

あるサービス・アカウントが単一のエンドポイント上で特定のサービスの実
行にのみ必要となる場合、
そのサービス・アカウントにさらに制限を加え、
ア
カウントの使用許可を、あらかじめ指定したエンドポイントに限定すること
ができます。
図30：あるアカウントを特定のエンドポイントへのログオンに制限するオプション
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• Active Directory Users and Computers（ Active
Directoryユーザーとコンピューター）> Account Tab（アカウント
タブ）を選択
– 「Log

On To（ログオン先）」ボタン > アクセスするコンピューター
の適切な範囲を選択（図30）

「保護されているユーザー」のセキュリティ・グループ

組織は、特権アカウントに対して「Protected Users（保護されている

ユーザー）」のセキュリティ・グループを適用することによって、
さまざまなリ

スク要因と、エンドポイント上に特権アカウントを公開させるために一般的
に悪用される手法を、最小限に抑えることができます。

Microsoft Windows 8.1以降およびMicrosoft Windows Server
2012 R2 以降は、環境内での認証情報の漏えいを管理するために、
「Protected Users（保護されているユーザー）」のセキュリティ・グルー
プが導入されています。
このグループのメンバーは、各自のアカウントに特
別の保護が自動的に適用されます。
これには以下が含まれます。

• Kerberosのチケット保証チケット
（TGT）は、
デフォルト設定である通常
の10時間ではなく、4時間で期限切れになる

• Kerberos認証のみが使用されるため、
アカウントのNTLMハッシュが
LSASSに保存されることはない（アカウントのNTLM認証は無効になる）
• キ
ドメ
 ャッシュされた認証情報はブロックされる。アカウントの認証には、
イン・コントローラーが利用可能でなければならない
• エ
 ンドポイントに適用されるポリシーの設定にかかわらず、アカウントの
WDigest認証は無効になる
• K
 erberos事前認証にDESおよびRC4は使用不可（Server 2012 R2
以降）。
代わりに、
AES暗号によるKerberosが適用される

• 制
 約付き委任、制約なし委任のいずれについてもアカウントは使用
不可（「Active Directory Users and Computers（Active
Directoryユーザーとコンピューター）」で「Account is sensitive
and cannot be delegated（アカウントは重要なので委任できな
い）」の設定を適用した場合と同様）

「Protected Users（保護されているユーザー）」のセキュリティ・グループ
のメンバーに対してドメイン・コントローラー側の制限を行うには、
ドメイン
機能のレベルがWindows Server 2012 R2以降でなければなりませ

ん。
Microsoft Security Advisory KB2871997 では、Windows
7、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2012の各シス
10

テムに、
「Protected Users（保護されているユーザー）」のセキュリティ・
グループのメンバーに適用される保護への対応を追加しています。

注：サ ー ビス・アカウント（ 管 理 されているサ ー ビス・アカウントを含 む）は 、

「Protected Users（保護されているユーザー）」のセキュリティ・グループに追加
してはいけません。
認証が拒否されます。

10

Microsoft (May 13, 2014). Microsoft Security Advisory: Update to improve credentials protection and management; May 13, 2014.
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平文パスワードの保護
戦術：メモリ内の平文認証情報を取得して、認証情報を収集する
特権アカウントのアクセスの制限に加え、
エンドポイントのメモリ内にある認証情報とトークンの漏えいを最小限に抑えるためのコントロールも実施する必要

があります。

古いWindows OSでは、平文パスワードが主にWDigest認証をサポートするためにメモリ
（LSASS）に保存されています。
WDigestは、デフォルトで無
効になっていないすべてのWindowsエンドポイントで、明示的に無効にします。

Windows 8.1以降およびWindows Server 2012 R2以降では、デフォルトでWDigest認証が無効になっています。

Windows 7およびWindows Server 2008 R2からは、Microsoft Security Advisory KB287199711をインストールした後で、レジストリの変
更によって、
またはMicrosoft Security Compliance Toolkitにある
「Microsoft Security Guide」のグループ・ポリシーのテンプレートを使用す
12
ることによって、WDigest認証を構成することができます 。
図31：

WDigest 認証を無効

にするた め のレジスト
リ・キーと値

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\WDigest\
UseLogonCredential
REG_DWORD = “0”

レジストリ・メソッド

明示的に構成するべきもう1つのレジストリの設定は、
「TokenLeakDetectDelaySecs」の設定です
（図32）。
これは、
ログオフしたユーザーのメモリ内に

ある認証情報を30秒後に消去するもので、Windows 8.1以降の機能をまねたものです。

図32：

「TokenLeakDetect
DelaySecs」の設定を
適用するためのレジスト
リ・キーと値

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\TokenLeakDetectDelaySecs
REG_DWORD = “30”

グループ・ポリシー・メソッド

「Microsoft Security Guide」グループ・ポリシーのテンプレートを使用して、
グループ・ポリシーの設定からWDigest認証を無効にすることができます
（図33）。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> MS
Security Guide（MSセキュリティ ガイド）> WDigest Authentication（WDigest認証）

図33：
「MSセキュリティ ガイド」グループ・ポリシーのテンプレート経由でのWDigest認証の無効化

11
12

Microsoft (May 13, 2014). Microsoft Security Advisory: Update to improve credentials protection and management; May 13, 2014.
参照：https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=55319
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加えて、
「Allow（許可）」
キーに明示的にリストされているアプリケーションの有無を確認します
（図34）。
これは、tspkgs / CredSSPプロバイダーが平文

パスワードをメモリ内に保存することを許可するキーであるためです。
図34：平文パスワードの保存防止を強化するための追加のレジストリ・キー

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\Credssp\PolicyDefaults
Microsoft Security Advisory KB287199713は、Windows XP、Windows Server 2003、Windows Server 2008には適用されないた
め、
これらのプラットフォームでWDigest認証を無効にするためには、
レジストリ内のLSAセキュリティ・パッケージのリストからWDigestを除去したうえ
で、
システムを再起動する必要があります
（図35および図36）。
図35：LSAセキュリティ・パッケージを変更するレジストリ・キー

HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\Security Packages

図36：WDigest認証をプロバイダーのリストから削除する前と削除した後の、LSA
セキュリティ・パッケージのレジストリ・キー

デフォルトでは、グループ・ポリシーの設定は、実際のグループ・ポリシーがデフォルトのリフレッシュ間隔の前に改変された場合にのみ、再処理と再適用が行
われます。

多くの攻撃者は、
レジストリを直接改変（UseLogonCredentialを
「1」の値に設定）
することによって、
エンドポイントのWDigest認証を手動で
「有効」に

します。
デフォルトでWDigest認証が自動的に無効化されるエンドポイントであっても、図33に示すグループ・ポリシーの設定を適用することが推奨されま
す。
そして、構成した設定を自動的に適用するために、自動のポリシー再処理を構成します。

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> System
（システム）> Group Policy（グループ ポリシー）> Configure security policy processing（セキュリティ ポリシーの処理を構成する）
– 有効

- GPOが変更されていなくても処理する

– 有効

- GPOが変更されていなくても処理する

• Computer Configuration（コンピューターの構成）> Policies（ポリシー）> Administrative Templates（管理用テンプレート）> System
（システム）> Group Policy（グループ ポリシー）> Configure registry policy processing（レジストリ ポリシーの処理を構成する）

13

Microsoft (May 13, 2014). Microsoft Security Advisory: Update to improve credentials protection and management; May 13, 2014.
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結論

ランサムウェアは、攻撃者が金銭窃取のために引き続き利用している戦術であり、組織に深刻な脅威を

もたらします。
このホワイトペーパーでは、
ランサムウェア攻撃に対する保護と、進行中のランサムウェ

ア・イベントの封じ込めについての実践的なガイダンスを提供しました。
本書は、
この目的で使用可能な

あらゆる戦術とコントロールについての包括的なガイドではありませんが、
このような課題に直面して

いる組織にとって、貴重なリソースとして役立つはずです。
この内容は、
ランサムウェア攻撃に対するお客
様組織の保護と復旧を支援してきた長年にわたる経験に基づくものであり、皆様の組織にも同様に役
立つものと考えています。
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防御、
インシデントレスポンスといった、組織がサイバー攻撃対策をする上

での課題となっていた複雑性や負担を解消します。
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