
 
Copyright© 2002-2017 Encourage Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.                                  1 

 

標的型攻撃の内部対策の要 特権アカウントの保護 

2017 年 5 月 

エンカレッジ・テクノロジ株式会社 

はじめに  

ますます巧妙化する標的型攻撃 

企業や官公庁における情報漏えいなど情報セキュリティインシデントが相次いで発生している背景から、セキュリティリ

スクは企業や官公庁にとって対処すべき重要な課題の一つです。特に、特定の組織を標的に情報の詐取や破壊を目的と 

する高度標的型攻撃は、その手法がますます巧妙化し防御が難しくなっています。 

侵入されることを前提とした多層防御が不可欠 

 巧妙化する攻撃に対しては、もはや完全に侵入を防ぐことは不可能であり、侵入されることを前提に、情報の詐取・破壊

などの被害を招かないよう、多層的な対策を講じる必要があります。中でも、侵入したマルウェアが感染範囲を拡大しな

いようにすること、最終目的である機密情報に到達できないようにするといった内部対策が重要になってきます。 

 

 

 

本書では、標的型攻撃に対する内部対策の要ともいえる特権アカウントの管理の必要性とその具体的な対策の考え方につ

いて解説します。 
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なぜ特権アカウントの保護が要なのか？ 

侵入前提の取り組みが不可欠な状況に 

 標的型攻撃における初期潜入の手口は、巧妙に偽装されたメールを攻撃対象の企業に送り付け、業務に関連するものと

誤認して添付ファイルを実行させるなどしてマルウェアに感染させる方法が主流となっています。最近では実在する取引

先の名称や担当者の氏名を装うなど、怪しいメールかどうかの判別がさらに難しく、標的型メール訓練等を実施しても、

開封率をゼロにすることは極めて困難です。ひとりでも誤って開封しマルウェア感染してしまうと、その端末を突破口に

感染範囲を広げられてしまいます。 

 添付ファイルで送られるマルウェアは、攻撃の都度作成されることからパターンマッチング方式によるウィルスチェッ

クでは見つからない場合が多いのが現状です。  

 また感染後に C&C サーバーとの間で行われる通信の大半は HTTP などのウェルノウンポートが使用されるため、異常

な通信が行われていることに気がつきにくいという課題もあります。 

 そのため、標的型攻撃によって侵入されたことを発見するまで、平均 146 日、その半数以上の 53％は外部からの通知

によるという統計データが存在します。※1 

 

※1 出典：Mandiant M-TRENDS 2016/高度サイバー攻撃(APT)への 備えと対応 一般社団法人 JPCERT コーディネー

ションセンター 

侵入後に試みるのは特権アカウントの奪取 

  前項に示す通り、初期潜入の段階で、侵入を完全に防止したり、発見したりすることが困難であることから、目的を遂

行されないように、内部侵入・調査のステップでそれを防いだり、早期に発見することが今重要になっています。 

 これまでの調査の結果、初期潜入を果たした後に行われる内部侵入・調査の一つとして、Active Directory やサーバー

の管理者権限（特権アカウント）の認証情報を奪取する試みが行われていることが分かっています。 

 

表 1. 標的型攻撃で利用される認証情報を奪取するためのツール  

ツール名 機 能 

PwDump7 システム内のパスワードハッシュ一覧を表示する  

PWDumpX  リモートホストからパスワードハッシュを取得する  

Quarks PwDump  ローカル・ドメインアカウントの NTLM ハッシュや、キャッシュされたドメインパスワー

ドを取得する端末内の情報に加え、NTDS.DIT ファイルを指定して解析することも可能 

mimikatz   記憶された認証情報を奪取  

Windows Credentials Editor ログイン端末のメモリ内に存在する、パスワードハッシュ情報を取得する 

gsecdump  SAM/AD やログオンセッションから、ハッシュを抽出するツール 
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lslsass  lsass プロセスから、有効なログオンセッションのパスワードハッシュを取得する 

Find-GPOPasswords.ps1 グループポリシーのファイルにパスワードの記載がある場合、それを取得する 

Mail PassView 端末上のメールクライアントの設定に保存されているアカウント情報を抽出する 

WebBrowserPassView 端末の Web ブラウザに保存されているユーザー名・パスワードを抽出する 

Remote Desktop PassView 端末上の RDP の設定に保存されているアカウント情報を抽出する 

出展： インシデント調査のための攻撃ツール等の実行痕跡調査に関する報告書 2016 年 6 月 28 日 一般社団法人

JPCERT コーディネーションセンター 

 

特に Active Directory の管理者権限（ドメインアドミン）は、ドメインに所属するクライアント端末やサーバーすべて

に対して管理者権限を使用できるため、狙われやすい対象といわれています。 

 

また、一旦管理者権限が奪われてしまうと、システム的には正常な手段を用いて重要なサーバーにアクセスすることが

できるため、不正アクセスであるかの判別が難しくなります。調査によると、攻撃者が管理者権限を奪取した後、サーバ

ーにアクセスするために使用されるツールは、OS に標準で装備されていて、社内の運用管理者が常時使用するものを利用

されていることが分かっています。 

 

表 2. 標的型攻撃で利用されるサーバーリモート操作のためのツール 

ツール/コマンド名 機 能 

PsExec リモートシステム上でプロセスを実行する  

WMIC  Windows のシステム管理に使用するツール  

PowerShell   

  

Windows の管理や設定に利用可能なコマンドラインツール (Windows 7 以降では標準で

利用が可能) PowerShell を実行したホストのみでなく、ネットワークを介して他のホスト

に対してコマンドを実行することも可能 

wmiexec.vbs   Windows のシステム管理に使用するツール  

WinRM リモートの端末から情報を詐取する 

WinRS リモートホスト上でコマンドを実行する 

RDP  

(RemoteDesktop Protocol) 

リモートデスクトップサービスが稼働しているサーバーに接続するためのプロトコル 

出展： インシデント調査のための攻撃ツール等の実行痕跡調査に関する報告書 2016 年 6 月 28 日 一般社団法人

JPCERT コーディネーションセンター 
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講じるべき対策 

前項に示す通り、標的型攻撃に対し、初期潜入後の内部侵入・調査を妨げ、最終目的である重要情報の持ち出しやシス

テムの改善を行われないために行う内部対策として、管理者権限（特権アカウント）の適切な管理による保護は重要な取

り組みです。 

弊社では、管理者権限の保護のための具体的な対策として以下のような取り組みが重要であると考えています。 

 管理者権限の使用機会の限定・最小化 

最初に取り組むべきは、可能な限り権限の高いアカウントを持たない、使用しないよう、作業や ID の棚卸をす

ることです。サーバーへアクセスする場合に常に Administrator など管理者権限を使用するのではなく、作業上、

必要な場合に限定するといった工夫、さらに必要のないアカウントに管理者権限が付与されていないか、一時的に

作成したアカウントが削除されず残されていないかなどの棚卸をすることで、保護すべきアカウントを最小化す

ることが重要です。 

 使用箇所・使用経路の限定 

攻撃者は、初期潜入に成功すると、感染範囲を広げながら、特権アカウントの認証情報の奪取を試みます。した

がって、特権アカウントを多様な場所で使用することにより、奪われるリスクが高まります。 

特権アカウントの使用箇所を直接インターネットに接続していないセグメントからのみ使用する、専用の端末の

みに限定するなど、限定することで、認証情報が奪われる機会を減らすことができます。 

また、使用経路を限定する方法としては、端末とサーバーの間に中継サーバーを配置し、通常は中継サーバー経由

でのみアクセスを行うようにしておくことで、中継サーバーを経由しないアクセスやアクセス試行を判断するな

ど、異常発生の検出が容易になります。 

特に、管理者権限が奪取された場合、OS 標準ツールを使ってアクセスされることから、プロセスやネットワーク

プロトコルで異常発生を識別することが困難であることを踏まえると、経路等による判定が望ましいと考えられ

ます。 

 特権アカウントの使用スケジュールの明確化 

不正アクセスをさらに正確に判定する方法として、特権アカウントを使用するスケジュールを事前に明確にし

ておくことが考えられます。事前に作業計画が明確になっている場合には、そのスケジュールをセキュリティ担当

者に共有しておくことで、スケジュールにないアクセスを異常として識別することができます。 

ワークフローや予定表などでシステム作業のスケジュールを把握することは内部不正を防止する目的としても有

効であり、内部統制の一貫で従来から実施している企業も多いと思いますが、外部脅威に対する対策としても有効

であると考えられます。 

 パスワードの厳格な管理/多要素認証の使用 

特権アカウントのパスワードは、規則性のなく推測されづらい十分な複雑性を持っているものを設定すること

はもちろん、変更頻度を上げる・パスワードはワンタイム化するなどによって、仮に認証情報が奪取された場合に

もその有効期限を短くすることによって重要システムへの侵入を防止することが可能です。 

またパスワード以外に暗号鍵やカード、生体などの多要素認証を用いることも有効です。 

 定期的なログ収集と不正アクセス・不審なアクセス試行のチェック 

Active Directory や重要サーバーのログを収集し、不正なアクセス・不審なアクセス試行がないかを定期的に確

認します。 
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エンカレッジ・テクノロジの貢献 

当社エンカレッジ・テクノロジが開発・販売する特権アカ

ウント管理ソフトウェア「ESS AdminControl（EAC）」お

よび特権アカウント管理オールインワン仮想アプライアン

ス「ESS AdminGate（EAG）」は、Active Directory や重

要システムの特権アカウント管理を内外のセキュリティ脅

威から保護し、情報の機密性とシステムの安全性を高めるこ

とが可能です。 

下表は、当社のソフトウェアが提供する対策のポイントで

す。 

 

表 3. 当社製品による対策貢献箇所 

対策内容 EAC EAG 内容 

管理者権限の使用機会の限

定・最小化 

〇  EAC が提供するアカウント棚卸ツールは、Active Directory やサーバーのアカウン

ト一覧と使用状況を抽出し、不要なアカウントが存在しないか棚卸を行うことが可

能です。 

使用箇所・使用経路の限定 〇 〇 EAC は特権アカウントを使用するための専用ツールを許可された端末や中継サー

バーに配置することで、専用ツールが存在しない端末や中継サーバー以外から特権

アカウントの使用を制限することが可能です。 

EAG は、EAG 自身がサーバーへアクセスするための中継サーバーとして機能する

ことで、EAG サーバーを経由しないアクセスを制限することが可能です。 

特権アカウントの使用スケジ

ュールの明確化 

〇 〇 EAC および EAG が提供するワークフローシステムは、特権アカウントの正当な使

用スケジュールを明確化し、不正アクセスがあった際の識別を容易にします。 

パスワードの厳格な管理/多

要素認証の使用 

◎ 〇 EAC および EAG は特権アカウントに対してアクセスの都度設定される完全にラン

ダムな規則性のない、十分複雑なワンタイムパスワードを設定することで、パスワ

ード奪取を困難にするとともに、その有効期間を短くすることで、奪取された場合

に不正に使用されることを防止します。 

また EAC の定期パスワード変更機能は、使用されていないアカウントのパスワー

ドも定期的に変更します。 

定期的なログ収集と不正アク

セス・不審なアクセス試行の

チェック 

◎ 〇 EAC および EAG は、サーバーから定期的にログを収集し、正常なアクセスログと

の照合を行うことで、不正なアクセス、スケジュールにないアクセスの有無を検出

し、レポートとして出力します。 

EAC ではさらにアクセス試行（失敗）履歴も自動で定期的に収集しその動向を掌握

できるようにレポートとして表示します。 

 

 

図 1. ESS AdminControl の操作画面 
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5 分でできる特権アカウント管理 セルフチェック診断 

最後にご自身で現在の特権アカウントの管理状況をご確認いただけるセルフチェックリストをご紹介します。各項目に

ついて実施できているものを〇、実施できていないものに×、改善が必要と思われるものに△をつけて改善ポイントを洗

い出しされることをお勧めします。 

判定 

（〇△×） 

チェックリスト 解 説 

 システムにどのような特権 ID が存

在し、実質的な管理は誰がどのよう

にしているか、定期的にチェックを

行い掌握しているか？ 

管理されていないアカウントは、内外の不正アクセスの踏み台にされる

恐れがあります。また特権 ID の特性として不正アクセスのために別の

ID を作成するケースもありますので、定期的な ID の棚卸を行うことが

肝要です。 

 システム管理者権限を使用する箇所

は運用ルーム等限定された場所に制

限されているか？ 

アクセス箇所や経路を制限していない場合、意図しない箇所からのシス

テムアクセスを許容してしまうことで情報持ち出しなどのリスクにつな

がりやすくなります。 

 インターネットにアクセス可能な業

務ネットワークから直接システム管

理者が利用するプロトコルやツール

を使ってシステムにアクセスできな

いように制御しているか？ 

マルウェア感染リスクの高いインターネット端末で特権 ID を使用するこ

とで、標的型攻撃によりマルウェアに感染すると外部の攻撃者に認証情

報を奪われる可能性が高くなります。 

 システム管理担当者（委託先技術者

含む）であっても、事前の申請・承

認がなければシステムへアクセスで

きないようにしているか？ 

システム管理者であっても、高い権限を有する特権 ID は必要な場合のみ

使用できるよう機会を最小化することで、権限の濫用を防止できます。

また、事前にスケジュールされていることで、不審なアクセスに対する

識別が容易になります。 

 特権 ID のパスワードは定期的また

は貸与する度に十分な複雑性を持っ

た内容に変更しているか？ 

パスワードの有効期間を最小化することで、たとえ認証情報が漏えい、

奪取されたとしても実際の被害を防止することが可能です。安易で推測

されやすいパスワードは、リスト型攻撃などの手法で簡単に破られる可

能性があります。 

 同一の特権 ID を共有する場合に

は、使用者が特定できるような管理

を行っているか？ 

同一の ID を複数のユーザーによって使いまわすと、実際の使用者の特定

が困難になるとともにパスワードを共有することで、漏えいしてしまう

可能性が高くなります。 

 予定にないシステムへのアクセスの

有無を監視または点検できる仕組み

があるか？ 

事前に予定のないアクセスは、不正アクセスの可能性が高く、特に注意

が必要です。 

 不審なアクセス試行（ログイン失敗

の履歴など）を監視または点検する

仕組みがあるか？ 

外部者の攻撃パターンとして、アクセス試行を繰り返す場合があり、シ

ステムへ侵入を許す前の予兆として捉えられる重要な情報です。 

 特権 ID を使用して行うシステム操

作は、監視および記録（ログ）を取

得し、異常な操作、予定外の操作が

なかったか確認をしているか？ 

操作記録を保管しておかないと、問題発生時の原因究明が困難となりま

す。また権限の濫用や誤用によりシステム障害、情報漏えいにつながる

場合があります。 
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