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あらまし 標的型攻撃に利用されるツールは，アンチウィルスソフトウェアでは検知されない事が
多く，攻撃に気付くことが遅れることがあり，情報漏洩などの重大なインシデントを招く恐れが
ある．そのため，入口対策では十分に対策は行えず，感染を前提にした対策が必要となる．これ
らの攻撃では Remote Administration Tool（RAT）など，一般ユーザが通常利用するアプリケー
ションでは無いものが使われるため，攻撃を受けたタイミングから新規に動作が現れることが考
えられる．そこで，本研究では個々のホスト内部で動作するプロセス情報（プロセスリスト）を
定期的に取得し，ユーザが利用する可能性が低いプロセスを抽出する．プロセスの親子関係や実
行パス（実行されたアプリケーションの保存場所）を用いた比較を行うことで，たとえ正常プロ
セスに成り済ましたプロセスでも親プロセスの違いや実行パスの違いから新規プロセスとして抽
出する事が可能となる．その後，そのプロセスの API 履歴などの詳細動作を取得することで悪意
のあるプロセスを発見し，プロセスの動作を止めるなど迅速に対策することが可能となる．
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Abstract The APT attacks such as targeted attacks are diﬃcult to detect by anti-virus softwares. Consequently, those attacks often lead to serious incidents such as information leakage.
Therefore, it is quite reasonable for us to postulate infections by APT based attacks because of
lack of detection capabilities at the border entrance. The APT attacks often use specific tools
such as Remote Administration Tool (RAT) which are never used by normal users. Therefore
such APT attacks by means of specific tools can be recognized by the new types of attacking
behaviors (process information). In this paper, we gather the process information (behaviors)
from each host to confirm if there are any new or unusual processes. The proposed system can
successfully extract a suspicious process, even if the process is pretended to be a regular process
using the process information that is constituted from execution path, parent-child relationship
and so on. After the extraction, specific malicious process can be further detected by using API
history and etc., so as to proceed to possibly kill the process in a prompt manner.
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はじめに

どの詳細動作を取得することで悪意のあるプロ
セスを発見し，危険な動作を確認した場合に，
標的型攻撃は，入念な計画を立てた後に多く
即座にプロセスの動作を止めるなど迅速な対策
の技術を用いて戦略的に行われる．事前に標的
を行うことが可能である．
とする相手や組織の情報を十分に収集し，SNS
本論文では，実際に 4 人のユーザと擬似的に
やメールなどを用いて相手への侵入を試みる． 不正プロセスを実行するテストユーザ 1 人に対
このとき利用されるツールは，アンチウィルス
して，不審プロセスの生成について調査を行っ
ソフトウェアによる対策を回避するなど，攻撃
た結果を報告する．実行された全 518 プロセス
の事実を見つけることが困難になっている．そ
中 218 プロセスが不審プロセスとして抽出され，
のため，攻撃されたこと自体に気付くことが遅
擬似的に実行した不正プロセスを正しく抽出で
れ，長時間に渡り侵入を許してしまうことにな
きた．
る．実際に，宇宙航空研究開発機構（JAXA）で
本論文の構成は以下の通りである． 2 節では，
は平成 23 年 3 月 17 日に標的型攻撃（メールに
関連する標的型攻撃に対する対策技術の紹介を
よる侵入）によってマルウェアに感染し，平成
行う． 3 節では，実際にユーザホストからプロ
24 年 11 月 21 日にアンチウィルスソフトウェア
セスの情報を取得するシステムの説明を行い，
によって発見されるまで，1 年以上の間感染に
取得した情報から不審プロセスを抽出する方法
気付かず，多くの情報が漏洩した可能性が高い
を 4 節に示す．また，実際に 5 人のユーザから
事件が発生している [1]．この事例のように，マ
取得した結果を示し，最後に 5 節でまとめる．
ルウェアの侵入を防ぐ入口対策のみでは標的型
攻撃に対する万全な備えになるとは言えず，マ
ルウェアに感染されることを前提とした対策も
2 関連研究
重要となる．
標的型攻撃の対策を大別すると，攻撃の侵入
さらに，標的型攻撃では，RAT（Remote Adを防ぐ入口対策，万が一侵入を許してしまった
ministration Tool）や OS の管理者用コマンド
場合でもそれ以上の被害拡大を防ぐ内部対策，
を始めとしたツールが複合的に利用されること
重要な情報などが外部に漏洩することを防ぐ出
が知られている．すなわち，一般ユーザが通常
口対策の 3 つがある．入口対策では，アンチウィ
利用するアプリケーション以外のプロセスが攻
ルスソフトウェアなどにより悪意のあるソフト
撃の過程で生成されることになる．このような
ウェアの侵入を防ぐ．しかし，特に標的型攻撃
通常生成されないプロセスをいち早く検出する
では，アンチウィルスソフトウェアによる対策
ことはマルウェア感染を前提とした対策では重
を回避するなど，侵入を完全に防ぐことは難し
要となる．
い．そこで，内部対策や出口対策が非常に重要
そこで，本研究では個々のホスト内部で動作
となっている．
しているプロセス情報（プロセスリスト）を定
2000 年始めより，有限責任中間法人 JPCERT
期的に取得し，ユーザが普段利用しないプロセ
コーディネーションセンター（JPCERT/CC）
スを抽出する．プロセスリストの作成時にプロ
[2] や独立行政法人情報処理推進機構（IPA）[3]
セスの親子関係（プロセスパス）や実行された
などによる標的型攻撃調査が行われている [4,
アプリケーションの保存場所（実行パス）を同
5, 6]．情報窃取を目的とした攻撃では，攻撃者
時に記録する．プロセスパスなどを含めること
のリスクを低減する為にステルス性を高め確度
で，たとえば，正常プロセスに成り済ました不
の高い攻撃が行われることが示されている．ス
正なプロセスが実行された場合でも，実行され
テルス性を高めることにより，攻撃者にとって
る順序の違いからプロセスパスが異なっていた
攻撃が見つかるリスクを抑え，さらに長期的な
り，実行パスの違いを認識でき，通常とは異な
攻撃（情報窃取）が可能になるとされている．
る不審なプロセスとして抽出する事が可能とな
文献 [7] では，メールなどに添付されて侵入
る．その後，その不審なプロセスの API 履歴な
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を試みる攻撃に対する対策を提案している．遠
隔操作されたコンピュータから標的型攻撃メー
ルを送信する場合に，事前に抽出した本人の行
動特性と攻撃者によって操作されたときの特性
を比較し，送信されたメールが攻撃か否かの判
別を行う方式の提案を行っている．
内部対策では，標的型攻撃を受けて感染した
犠牲ホストが行うネットワーク活動に着目した
対策が多く研究されている [8, 9, 10]．文献 [8] で
は，送信元 IP アドレスや送信先 IP アドレス，
宛先ポート番号に従って抽出した時系列の特徴
図 1: システム概要
からデータの傾向の変化を捉え，不審な通信を
抽出する．従来方式である ChangeFinder[11] に
!"#$%&
比べ早い段階で不審な通信を発見することが可
能となっている．文献 [9, 10] では，攻撃基盤
!""#$
を拡大する過程で SMB を悪用して次の標的を
探すノード探査や，標的のノードのリモート制
御などの攻撃者が使わざるを得ない／内部的に
+$,-./&
共通して使われている攻撃手法（チョークポイ
ント）に着目している．チョークポイントを利
'$()*&
用することで，システムの振る舞いに矛盾・異
常がないかを判定し，正規プログラムに成りす
図 2: エージェント概要
ました攻撃や正規通信に紛れる攻撃，亜種・未
知・難読化などのアンチウィルスソフトウェア
3.2 機能概要
を回避するマルウェアによる攻撃を検出するこ
とに成功している．
ここでは，各ホストにインストールするエー
ジェントツールの機能を説明する．図 2 にエー
ジェントの概要を示す．エージェントは，1) 情
3 提案システム
報収集機能，2) アンチウィルス機能，3) 情報
送受信機能，
4) 設定変更機能の ４ つの機能か
3.1 システム概要
らなっている．
提案システムの全体概要を図 1 に記す．本
1) 情報収集機能： 監視対象となっているプロ
システムでは，監視対象セグメントにある各ホ
セスの動作を定期的に記録する．具体的に
ストにインストールしたエージェントから各種
は，CPU 使用率，メモリ使用率，プロセス
情報を収集し，管理サーバで保存・分析を行う．
実行パス（プロセスが実行された場所），プ
その結果の可視化等を行うことで，脅威の発見
ロセス ID，親プロセス ID，ネットワーク
を迅速に行えるようオペレータに対して支援す
状況の情報を取得する．親プロセス ID と
る．また，その他の異常検知エンジンの情報か
は，当該プロセスを実行したプロセスのプ
らエージェントに対してフィードバックを行い，
ロセス ID を表し，この情報によりプロセ
重大なインシデントが発生する前に迅速に対策
スツリー（プロセスの親子関係）を再現す
を行うことが可能となる．
ることが可能となる．また，指定されたプ
本論文では，特にエージェントが収集するプ
ロセスが利用した API 履歴を取得し，ホス
ロセス情報（プロセスリスト）に注目した分析
ト内に保存する．
を行う．
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2) アンチウィルス機能： 一般的なアンチウィ
ルス機能により，不正プログラムの検出・
停止などを行う．また，管理サーバからの
指示により，不正プログラムの検出のみを
行い，プロセスの停止を行わない，
「泳がせ
モード」を有している．特に，標的型攻撃
などでは，実際の攻撃の詳細な手口が未だ
に明らかとなっていないなど，一定の動作
を観測する機構が重要となる．継続的に攻
撃者の挙動を分析することで迅速な対策に
結びつけることが可能になる．一方で，情
報の持ち出しなど本当に危険な動作などを
検知した場合は，特定のプロセスを指定し
て停止を行う，プロセス停止機能も有して
いる．
3) 情報送受信機能： 情報送受信機能では管理
サーバに対して，マルウェア感染時などに
情報をリアルタイムに送信する，
「a. マル
ウェア検知報告機能」，定期的にホストの
状態を送信する「b. プロセス状態報告機
能」，管理サーバからの応答や設定情報を
受信する「c. 情報受信機能」を有する．以
下にそれぞれの機能の説明を示す．
a. マルウェア検知報告機能
マルウェア検知報告機能では，マルウ
ェアの感染の可能性がある不正な動作
を検知したタイミングで，管理サーバ
に対して当該プロセスに関する情報を
報告する．情報には，ホストの識別子，
検知理由，当該プロセスの状態（停止
or 実行中など），検知時に動作して
いたプロセスリスト，検知プロセスが
利用していた通信情報が含まれる．ま
た，感染検知時の OS イベントログや
メモリダンプ結果をホスト端末内に保
存する．
b. プロセス状態報告機能
アンチウィルス機能で発見することが
難しいマルウェアの動作等を迅速に発
見するため，定期的に管理サーバに対
し，ホスト内で動作しているプロセス
の状況を通知する．このとき，ホスト
ID「
，1) 情報収集機能」で収集した情報

を送信する．また，API 履歴の取得を
指定されたプロセスに関しては，API
履歴の概要（統計情報）を送信する．

c. 情報受信機能
管理サーバからの応答を受信し，必要
に応じて「4) 設定変更機能」により
設定を動的に変更を可能にする．管理
サーバからの応答には，情報を正しく
受信したことを示す受信確認（ACK），
「2) アンチウィルス機能」の感度変更
メッセージ，
「b. プロセス状態報告機
能」の送信間隔（ポーリング間隔）の
変更メッセージ，不正プログラムの検
出時にプロセスの停止を行うかを指
定する検知ロジック変更メッセージ，
API 履歴の取得を指示するメッセージ
の 5 つのメッセージがある．
4) 設定変更機能：「3) 情報送受信機能」によっ
て受信したメッセージに従い，各機能のパ
ラメータをエージェントの再起動などを必
要とせずに動的に変更する．

3.3

ポーリング情報

本システムでは，エージェントにより取得し
た情報を定期的に管理サーバへ HTTP を利用
してエージェントから定期的に情報を送信する．
ポーリング方式にすることで，ファイアウォー
ルなどのネットワーク環境による影響を最小限
にし，エージェントと管理サーバ間の接続性を
確保する．
各エージェントは，ポーリングにより送信す
る情報を図 3 に示す XML フォーマットにより
管理サーバへと送信する．図 3 では，2014 年 8
月 10 日の 18:00 に行われたポーリングの結果を
示している．<process_information_list>タ
グ以下に，当該ホストで動作しているプロセス
リストが記録されている．この例では，プロセス
ID が 568（parent_id="568"）のプロセスから
呼ばれた，プロセス ID が 2, 016（id="2016"）
の CcmExec プロセス（name="CcmExec"）が動
作していることが分かる．CcmExec プロセスは，
C:\Windows\System32\CCM\CcmExec.exe から
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<nirvana_request message_type="1" version="2" request_datetime="2014-08-10 18:00:00">
<host_information id="a799ebba9388...cb825ae9d">
<!-- ネットワークインターフェース情報 -->
<network_interface macaddr="**:**:**:**:**:**">
<ipaddress addr="***.***.***.***"/>
</network_interface>
<!-- 利用ユーザ名 -->
<logon_user user="******"/>
<!-- システム情報 -->
<os_information os="Windows 7" service_pack="Service Pack 1" architecture="x86"/>
</host_information>
<!--既にマルウェアの検出が行われているか-->
<detected_state detected="true"/>
<!-- プロセス情報 -->
<process_information_list>
<process_information id="2016" name="CcmExec" cpu="0.0" mem="34148352"\
status="Execute" parent_id="568" path="C:\Windows\System32\CCM\CcmExec.exe">
<tcp_state ip_src="***.***.***.***" port_src="49296" ip_dst="***.***.***.***"\
port_dst="80" state="ESTABLISHED"/>
<udp_state ip_src="127.0.0.1" port_src="58798"/>
</process_information>
:
</process_information_list>
:
</nirvana_request>

図 3: プロセスの状態報告 XML 例
実行され，ネットワーク接続を行い，49, 296 番
ポートから 80 番ポートに接続している．さら
に，58, 798 番ポートで UDP の接続待ちを行っ
ていることが確認できる．

4.1

不正プロセス抽出方法

Step 1: プロファイリング エージェントが各
ホストから取得するホスト情報，特にプロ
セス情報を抽出し，ユーザごとにプロセス
のプロファイリングを行う．プロセスのプ
ロファイリングには，プロセス ID を元に再
4 提案方式
構成したルートプロセスからのプロセスパ
本節では，エージェントツールにより取得す
スを保存する．Internet Explore を用いて
るホスト情報から，不審プロセスの抽出を行い，
PDF を閲覧した場合プラグインが動作し，
不正プロセスを特定する方式の説明を行う．標
root-explorer-iexplore-Acrobat というプロ
的型攻撃では，日常的にユーザが利用するプロ
セスパスが取得できる．このとき，プロセ
セス以外のプロセス（例えば RAT など）が動作
スの親子関係のみならず実行パスも同時に
することが考えられる．そこで，ユーザごとに利
記録することで正規プロセスに成り済まし
用するプロセスのプロファイリングを行い，新
た場合でも，実行パスやプロセスパスが異
規実行されるプロセスを抽出する．他のユーザ
なると，別プロセスとして検出が可能にな
でもそのプロセスが実行されたことが無く，真
る．一定期間，ユーザが利用するプロセス
の新規プロセスであった場合，それを不審プロセ
をプロファリングすることにより，ユーザ
スとする．さらに，その不審なプロセスの API
が日常的に使うプロセスか否かを確認する．
履歴などの詳細情報を取得することで，RAT
Setp 2: 不審プロセスの抽出 ユーザが今まで
などの不正プロセスの特定を行うことが可能で
利用したことの無いプロセスパスを持つプ
ある．
ロセスを実行した場合，そのプロセスが他
のユーザによって利用されているか（同一
のプロセスパスを持つプロセスが実行され
ているか）を比較する．もし，他のユーザ
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表 1: 実験環境
Core2 Duo 3.0 GHz
4 GB
500 GB
Windows 7 (32 ビット)

100

含め始めて実行されたプロセスであった場
合，不審なプロセスとして API 履歴の取得
など詳細情報の取得を行う．

Step 3: 詳細調査 API 履歴などの結果から，当
該プロセスが不審な動作を行っていないか
を調査する．特に，システム情報を取得す
る API や，外部接続を行う API の利用な
どを多用している場合，索敵や収奪など標
的型攻撃に代表される危険な動きを行って
いる可能性も高く，注意する必要がある．
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図 4: ユーザごとのプロセス数推移

4.2.1

プロセス数推移

図 4 に各ユーザの日ごとに実行したユニー
クなプロセス数の推移を示す．ここで，U1, . . .,
U4 はアクティブな 4 人のユーザを示し，Test
Step 4: 不正プロセス検出 明らかに悪意のあ
は，テストユーザを示す．テストユーザは最小
る動作が確認された場合，不正プロセスと
限のプロセスしか動作させていないため，相対
して検出する．
的な実行プロセス数が少なくなっている．その
Step 5: 停止 危険なコマンドや API を利用し
ため，平均プロセス数（Average）にはテスト
たことが確認された場合，強制的にプロセ
ユーザのプロセス数は含んでいない．図 4 よ
スを停止し被害を最小限に食い止める．
り，各ユーザの最大プロセス数は U4 の 111 プ
ロセスであり，最小プロセス数は U2 の 45 プロ
セスであった（テストユーザのプロセス数を除
4.2 不審プロセスの抽出実験
く）．各ユーザとも，平均すると約 60 プロセス
ここでは，不審なプロセスの抽出実験を行う．
が実行されていることが分かった．
実際に NICT の情報システム室が管理を行って
いる PC に対してエージェントツールを導入し
4.2.2 新規プロセス数推移
た．情報システム室で管理を行っている PC で
は，一般ユーザ権限で利用可能なソフトウェア
図 5 に各ユーザが日ごとに 1 度だけ実行した
以外のソフトウェアのユーザによるインストー
プロセス数の推移を示す．ここで，U1, . . ., U4
ルが許可されていないため，個々にインストー
は 4.2.1 節と同様にアクティブな 4 人のユーザ
ルされているアプリケーションは大きく違わな
を示し，Test は，テストユーザを示す．テスト
い特徴がある．表 1 に実験に用いたハードウェ
ユーザは最小限のプロセスしか動作させていな
ア環境を示す．
いため，新規プロセス数も相対的に少なくなっ
2014 年 8 月 1 日から 2014 年 8 月 15 日までの
ている．そのため，平均プロセス数（Average）
約 2 週間のプロセス情報を取得し，新規プロセ
にはテストユーザのプロセス数は含んでいない．
スの出現頻度を調査した．同期間にアクティブ
図 5 より，各ユーザの最大プロセス数は U4 の
となったユーザは実ユーザ 4 人と疑似的な不正
61 プロセスであり，最小プロセス数は同じく U4
ソフトウェアを動作させたテストユーザ 1 人の
の 19 プロセスであった．各ユーザとも，平均
計 5 ユーザであった．擬似的な不正ソフトウェ
すると約 40 プロセスが 1 日に 1 度のみ実行さ
アは，ローカルネットワークにスキャンを行う
れていることが分かった．
新しいプロセスを使用した．
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図 6: 起動時間と不審プロセス数の関係

表 2 より，各ユーザの実行プロセスのうち
約 40% が新規プロセスとなることがわかった．
さらにその約 30% が不審プロセス（全体で 1 度
のみ実行されたプロセス）となることが分かっ
た．また，ユニークなプロセスパス数は 518 種
類あり，一度しか実行されていないプロセスは
図 4 ，図 5 より，ユーザが利用するプロセ
218 プロセスであった．図 6 にユーザの利用時
スは，40 プロセス程度が 1 日に 1 回のみ実行さ
間（ホストの起動時間）と不審プロセス数の関
れていることから，20 プロセス程度が 1 日に複
係を示す．図より，ホストの起動時間が長いほ
数回実行されていることが分かる．従って，多
ど不審プロセス数が多くなる傾向がある．
くのプロセスは，1 日に 1 度のみ実行されてい
Test ユーザでは，実際に擬似的な不正プロセ
ることが分かる．
スの実行を 2014 年 8 月 6 日に行った．図 4 ，
図 5 より，Test ユーザのユニークプロセス数，
4.2.3 不審プロセスの抽出
新規プロセス数は 8 月 6 日には共に最大値であ
る 44 プロセスと 37 プロセスを記録している．
図 5 は，ユーザごとの新規プロセス数（調
実験期間中（8 月 1 日から 15 日）に Test ユー
査期間中の同日中にそのユーザでは 1 度のみ実
ザが 1 度のみ実行したプロセス数は 38 プロセ
行されたプロセス数）の推移である．しかし，
スであった．このうち，他のユーザが実行した
プロセスによってはあるユーザでは新規プロセ
経験のあるプロセスは 20 プロセスあった．従っ
スであるが，既に他のユーザが実行しているこ
て，Test ユーザのみ 1 回だけ実行したプロセス
とも考えられる．特に，ソフトウェアのアップ
は 18 プロセスあった．このうち，1 つは擬似的
デートを行うプロセスなどは，頻繁には実行さ
に実行した不正プログラムを含んでいた．
れないため，ユーザごとには新規プロセスとな
る可能性が高いが，他のユーザでも実行される
ことが十分に考えられる．そこで，ユーザ間で
4.2.4 考察
のプロセスパス比較を行い，全ユーザでの新規
ユーザ単独のみならず，ユーザ間のプロセス
プロセスを抽出する．全体で 1 度しか実行され
比較を行うことで，不審なプロセスの抽出を行っ
ないプロセスは，不審なプロセスの可能性が高
た．特に Test ユーザで実行した擬似的な不正プ
く，詳細な情報を取得する必要がある．表 2 に，
ログラムを正しく抽出することが可能であった．
各ユーザの新規プロセス数と不審プロセス数を
一方で，擬似的な不正プロセス以外にも 17 プ
示す．
ロセスが不審プロセスとして抽出された．これ
表 2: 新規プロセス比較結果

ユーザ
全プロセス数
新規プロセス数
不審プロセス数

U1
106
29
12

U2
169
80
58

U3
218
106
63

U4
226
104
67

Test
102
38
18
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表 3: 誤検知プロセスの詳細
種類
アップデート関連
システム関連
アプリケーション特有

内容
Adobe Flash, RealPlayer など
ドライバなど
プラグインなど

らのプロセスは，不審プロセスの可能性は低い，
アップデートプロセスや Windows のシステム
プロセスであることが分かった．表 3 に不審な
プロセスと誤検知されたプロセスの詳細を示す．
これらのプロセスは，アップデートプロセスや，
ドライバ関連のプロセスが多く含まれていた．
これは，プロファイル作成期間が短く，さらに
ユーザの夏期休暇期間と重なっていたため，十
分なデータが取得できなかった可能性が高い．
今後，さらにプロファイル期間を延ばし，十分
なデータを利用した分析を行う必要がある．ま
た，API 履歴の取得などを行うことで，不正な
プロセスでは無いことが判明する可能性も高い．

プロセス数
4
8
5

早く捉え，迅速な対応を行う必要がある．
今後，より多くのデータを用いた不審プロセ
スの抽出を行い，API 履歴などの詳細情報を取
得した，精度高い不正プロセスの特定を行い，
より迅速な対策を行う．
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