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サイバーセキュリティ対策のための
組織間での情報活用に関する検討
久芳 瑠衣子†1

寺田 真敏†1

概要：CSIRT 活動においても，組織間での情報活用の必要性は説かれているが，運用上の課題もあり進んでいないの
が実情である．本報告では，組織間の情報活用に関する検討として，マルウェアに埋め込まれているドメイン名，IP
アドレスなどの不正な接続先を対象に，組織間での情報活用の有効性について調査した結果を報告する．また，マル
ウェアに埋め込まれている接続先には，インターネットへの可達性を確認するために正規サイトが含まれていること
もあることから，組織間での情報活用に用いたマルウェアに埋め込まれている接続先の傾向について調査した結果を
報告する．
キーワード：情報共有，マルウェア，不正サイト

Feasibility Study of Inter-Organizational Information Sharing
for Cyber Security Countermeasure
Ruiko Kuba†1

Masato Terada†1

Abstract: Inter-Organizational Information Sharing is important Cyber Security Countermeasure approach for CSIRT activities
improvement. In this paper, firstly we describe the feasibility study of Inter-Organizational Information Sharing for Malware
access sites such as C2 servers. Also we show the results of the effectiveness and improvement issues. Secondly, we report the
results of investigation for the tendency of embedded access destination within malware to promote Inter-Organizational
Information Sharing.
Keywords: Information Sharing, Malware, Malicious site

た，マルウェアに埋め込まれている接続先には，インター

1. はじめに

ネットへの可達性を確認するために正規サイトが含まれて

近年，サイバー攻撃手法はますます複雑化・巧妙化して

いることがある．組織間での情報活用に用いたマルウェア

おり，組織は日々新しい脅威情報を入手し，迅速に対応す

接続先情報を対象に，マルウェアに埋め込まれている接続

る必要がある．しかし，1 つの組織で収集できる情報には

先の傾向について調査した結果を報告する．

限度があり，標的型攻撃のような攻撃対象が限定される脅
威情報は，公に発表されるまで被害を受けた企業しか攻撃
の原因や手法についての情報を知ることができない．これ

2. 関連研究

らのサイバー攻撃に対して迅速に対応していくため，企業

(1) 攻撃への早期対応

間・組織間で互いの持つ脅威情報を活用していくアプロー

ばらまき型の標的型攻撃の場合，複数の組織が同様の手

チがある．情報活用の重要性は，内閣府が主催するサイバ

口で被害に合うことがあることから情報活用の適用分野と

ーセキュリティに関する国際会議でもその必要性が議論さ

なる．IPA を情報ハブとして，参加組織間で情報共有を行

れている[1]．しかし，情報活用の有効性を定量的に示すこ

い，高度なサイバー攻撃対策に繋げていく取り組みである

とも難しく，また，どんな情報を共有できるか，共有すべ

サイバー情報共有イニシアティブ(J-CSIP)では，2016 年四

きか等の運用面の課題があり実用に至っていないのが実情

半期の情報提供件数は 1,818 件で，そのうち，1,584 件が日

であると考えている．

本語のばらまき型メールの情報提供であったとしている

本研究の目的は，情報活用の有効性や課題を明確にする

[2]．また，文献[3]では，標的型攻撃を早期検知するための

ことを通して，情報活用を推進することにある．本稿では，

情報共有について検討している．この中で，早期検知のた

組織の持つ脅威情報のうち，マルウェア接続先情報につい

めには，共有する情報は「標的型攻撃そのものの有無を判

ての突き合わせ調査，マルウェア接続先情報の活用を推進

定できる情報」として，メール送信元 IP アドレスやメール

していくためアンケート調査の結果について報告する．ま

の件名，C&C 接続先 IP アドレス等を挙げ，標的型攻撃の
侵害の進行の速さから，より早く共有すべきであるとして
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いる．
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(2) 情報活用基盤
表 2：提供したマルウェア接続先情報

サイバー攻撃活動の攻撃から対策までを構造化し記述す
る XML 仕 様 で あ る 脅 威 情 報 構 造 化 記 述 形 式

データ種別

ユニークな接続先件数(件)

STIX(Structured Threat Information eXpression)[4]，STIX など

ドメイン名

1,416

で記述した情報を交換するための検知指標情報自動交換手

IP アドレス

588

計

1,604

TAXII(Trusted

順

Automated

eXchange

of

Indicator

Information)[5]を実装した情報活用基盤が普及しはじめて
いる．米国では，サイバーセキュリティ法(Cybersecurity Act

3.1.2 調査結果

of 2015)の成立に伴い，2016 年 3 月，官民連携の一環の取

(1) 脅威情報の突き合わせ

り組みとして，STIX，TAXII を利用し観測事象の中から検
知に有効なサイバー攻撃を特徴付ける指標を交換するため

マルウェア接続先情報と各組織が保有する脅威情報との
突き合わせ結果を表 3 に示す．

の AIS(Automated Indicator Sharing)[6]が稼働し始めている．
表 3：各組織の持つ脅威情報との突き合わせ結果
組織 A

3. 組織間での情報活用に関する調査
本章では，情報活用の有効性と，有効な情報活用に向け

組織 B

各組織の持つデータ 約 400 件
件数

約 14,000 件 2～3 万/日
のデータを
取得

た課題を明確にするために実施した 2 つの調査について述
重なり
件数

べる．
3.1 組織間(1 対 1)での情報活用調査

組織 C

ドメイン名

1

18

0

IP アドレス

0

10

0

本調査では，3 組織との間で 1 対 1 での脅威情報の突き
いずれも比較したデータ数に対して情報の重なりが少な

合わせによる情報活用の有効性を確認すると共に，情報活
用を推進していくための意見を収集した．

い結果となった．これより，互いに持っていない情報を入

3.1.1 調査方法

手できるという点で組織間の情報活用は有効であると言え

(1) 脅威情報の突き合わせ

る．また，重なり件数が少ない理由として，組織 A と B の

3 組織(組織 A～C)に対し，2015 年 4 月～2015 年 7 月に

場合には，マルウェアの接続先であっても，組織によって

収集したマルウェア 12,080 検体から動的解析装置で抽出

収集する方法や収集する攻撃段階などのフェーズが異なる

したマルウェアの接続先ドメイン名／IP アドレス(

ことから，持っている情報の質に差が出た可能性があると

表 2)(以降，マルウェア接続先情報)を提供し，それぞれの

の意見を得た．なお，組織 C の場合には，脅威情報として

組織が持っている脅威情報とどれだけ重なりがあるかの突

の保持形式が URL のため，ドメイン，IP アドレスとの単

き合わせ調査を依頼した．

純突き合わせはできなかったとの理由によるものである．

(2) アンケート調査

(2) アンケート調査結果
アンケート調査結果の要約を表 4 に示す．また，各項目

突き合わせ調査後に情報活用を推進していくための意見

の回答上の特徴は，次の通りである．

を回収するアンケート調査を実施した(表 1)．



情報活用の有効性
本調査で提供したマルウェアの接続先情報は，動的解

表 1：アンケート調査内容
#

質問内容

析装置で抽出した情報であったため，C&C サーバだ

#1

不正な接続先は，貴組織が有する不正な接続先と，
どの程度一致していましたか．

けではなく，インターネットへの可達性を確認するた

#2

不正な接続先の有効性を検証する場合，どのような
視点で，実施すると良いと考えていますか．

情報活用においては，受領側で不正接続先と正規サイ

#3

不正な接続先の情報共有は，貴組織にとって，どの
程度有効ですか？

善要望が出ている結果となった．また，誰がどのよう

#4

有効である場合，不正な接続先について，どのくら
いの間隔での情報共有が，良いと考えますか．

ての信頼性は低くなってしまうという情報活用にお

#5

不正な接続先の情報共有を実施する場合，提供情報
としての過不足がありましたら，教えて下さい．

#6

貴組織が，不正な接続先を，他組織に提供する際の
技術的な課題，運用的な課題を，可能な範囲で教え
てください．

めの正規サイトが含まれていることがある．このため，
トとを判定する必要があり，アンケートの回答にも改
に取得した情報かが明確でなければ情報活用におい
ける匿名性の課題も提示された．
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情報活用の間隔
1 日 1 回という意見があり，即時性が求められている．

表 4：アンケート調査結果の要約
#

分類

回答要約

#2
#3

情報活用の有効性

・ 情報の重なりが少ないため，情報共有は有効であると考える．(1 組織)
・ マルウェアの接続先リストには，不正な接続先と正規のサイトが混在していたが，共有す
るのであれば不正な接続先のみのほうが活用しやすい．(2 組織)
・ 共有する情報は，情報提供元とどのような情報かが明確でないと，信頼できない．(1 組織)
・ インシデントが発生した際には，とても有効である．攻撃サイトの情報がもっとも有用で
ある．(1 組織)

#4

情報活用の間隔

・ 1 日間隔で共有できるとよい．(2 組織)
・ 週 1 回程度．ただし，インシデント発生などの有事の際には即時にほしい．(1 組織)

#5

情報の過不足

・ ドメイン情報の場合，発生時点での名前解決の結果がほしい．(1 組織)
・ VirusTotal での検索結果や，接続先の稼働状況，攻撃活動における役割の情報がほしい．(2
組織)
・ URL や接続先に対する送信リクエストの情報(リファラ，UserAgent 等)があるとよい．(2
組織)

#6

運用面の課題

・
・
・
・

#6

技術面の課題

・ 共有のための仕組みを構築する必要があるが，技術面での大きな課題はない．(1 組織)



顧客に関わる情報は提供することができない．顧客の了承を得ることが難しい．(2 組織)
何の情報を共有していいか判断するのが難しい．(1 組織)
情報を無料で提供することが難しい．(1 組織)
IP アドレスの共有であれば可能かもしれないが，信頼度が高くないと利用できない．2 次
配信では情報元がわからず信頼度が低くなる．(1 組織)
・ メールアドレスや IP アドレスなど，組織が特定しやすい情報は提供できない．マルウェア
のハッシュ値や URL は共有が可能と考える．(1 組織)

情報の過不足
マルウェアの接続先は IP アドレスを変更したり，攻

表 5：調査対象のデータ件数
2015 年 4 月～2016
年 3 月に収集した
マルウェア関連情
報(件)

撃活動における役割が変更したりすることがあり，分
析時点と情報提供時点での状態は必ずしも同じでは
ない．このため，分析時点での接続先の稼動状況や，
可能であれば，リダイレクター，ダウンローダ，指令
サーバなどの攻撃活動における役割に関する情報が
付加情報としてあると良い．
3.2 情報共有システムを用いた情報活用調査
マルウェアのハッシュ値，接続先情報など，セキュリテ
ィインテリジェンスプラットフォームと呼ばれる情報共有
システムを運用する組織も増えつつある．本節では，組織
D が運用する情報共有システムを対象に，脅威情報の突き
合わせ，脅威情報の入手タイミングの 2 つの視点から調査
した結果について述べる．

ハッシュ値

29,102

約 20 万

ドメイン名

4,007

約 29 万

IP アドレス

659

約 149 万

(2) 脅威情報の入手タイミング
脅威情報の入手タイミングでは，マルウェアを入手した
タイミングと，組織 D の情報共有システムに登録されたタ
イミングとを比較する．具体的には，マルウェアを入手し
た日付を入手日とし，組織 D の情報共有システムに該当す
るマルウェアに関する情報が登録された日付を登録日とす
る．脅威情報の入手タイミングは，登録日を起点として入

3.2.1 調査方法
2015 年 4 月～2016 年 3 月に収集したマルウェアのハッシ
ュ値，動的解析装置で抽出したマルウェアの接続先ドメイ
ン名／IP アドレス(以降，マルウェア関連情報)と，組織 D
が保有する情報共有システムから入手可能なマルウェアの
ハッシュ値／ドメイン名／IP アドレス(以降，登録情報)を
調査対象とした(表 5)．

手日との差として算出した．
3.2.2 調査結果
(1) 脅威情報の突き合わせ
脅威情報の突き合わせ結果を表 6 に示す．未登録は入手
日に情報共有システムに該当する登録情報がないことを，
登録済は入手日に情報共有システムに該当する登録情報が

(1) 脅威情報の突き合わせ
脅威情報の突き合わせについては，収集したマルウェア
関連情報と組織 D の情報共有システムから入手可能な登録
情報とどれだけ重なりがあるかを調査した．

組織 D の情報共有
システムに登録さ
れている脅威情報
(件)

あることを示す．ここでも，ハッシュ値／ドメイン名／IP
アドレスのいずれも登録済件数は少なく，情報の重なりが
少ない結果となった．これより，セキュリティインテリジ
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ェンスプラットフォームと呼ばれる情報共有システムを用

60

いた情報活用も互いに持っていない情報を入手できるとい

ハッシュ値

50

う点で情報活用は有効であると言える．

IPアドレス

40

ドメイン名

データ種別

未登録(件)

件数

表 6：脅威情報の突き合わせ結果
登録済(件)

ハッシュ値

29,099(99.99％)

3(0.01%)

ドメイン名

3,870(96.58％)

137(3.42％)

IP アドレス

635(96.36％)

24(3.64％)

30
20

10
0
1

6

11

(2) 脅威情報の入手タイミング

16

21

26

入手日と登録日の日数差

脅威情報の入手タイミングについては，登録済の情報を

図 2：登録日を起点とした入手日との日数差の分布

対象に，登録日を起点として入手日との月数差として算出

(1 ヶ月以内を対象)

した(図 1)．
この結果，登録済の情報の多くは，ハッシュ値／ドメイ

3.3 考察

ン名／IP アドレスのいずれも，組織 D の情報共有システム

本節では，組織間の情報活用調査結果に基づき，組織間

に登録されてから 1 ヶ月以内に該当するマルウェアを収集

での情報活用において，マルウェア接続先情報を活用して

しているという結果となった．また，マルウェアが接続す

いくための考慮事項をまとめる．

るドメインについては，情報共有システムに登録されてか

1 対 1 の組織間の情報活用調査においても，情報共有シ

ら 6～8 ヶ月後にも該当するマルウェアを収集しており，ド

ステムを用いた情報活用調査においても，脅威情報の重な

メイン名そのものは，長期的に使用されているという結果

りは少なく，互いに持っていない情報を入手できるという

が得られた．

点で組織間の情報活用は有効であると言える．ただし，マ
ルウェア接続先情報ひとつとっても，組織によって収集す

100

る方法や収集する攻撃段階などのフェーズが異なること，

90

70
件数(件)

脅威情報としての保持形式が異なることを考えると，情報

ハッシュ値

80

活用においては，同種の脅威情報であることを担保するた

IPアドレス

めの要件や考慮事項を明らかにしておく必要がある．マル

60
ドメイン名

50

ウェア接続先情報を活用していくための考慮事項を表 7
に示す．

40
30

表 7：マルウェア接続先情報を活用していく

20
10

ための考慮事項

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

入手日と登録日の月数差

項目

内容

接続先情報

接続先に，不正な接続先以外が含まれて
いるか否かを明らかにしておくこと．活
用においては，不正な接続先のみに絞り
込んでおくことが望ましい．

属性情報

接続先の属性情報として，下記項目の情
報を収集しておき，必要に応じて，提示
できるようにしておくこと．
[接続先自身に関する項目]
・ ドメイン名の場合，発生時点での名
前解決の結果
・ 接続先の稼働状況
・ 攻撃活動における役割
[接続先と通信に関する項目]
・ URL や送信リクエスト情報
[その他]
・ VirusTotal 等の分析結果有無

図 1：登録日を起点とした入手日との月数差の分布

図 2 に件数の多い 1 ヶ月以内のデータについて，登録日を
起点とした入手日との日数差の分布を示す．ドメイン名に
ついては，日数差 1 ヶ月以内のデータ 86 件のうち，53 件
(61%)は登録日と入手日の差が 1 日，73 件(85%)は 5 日以内
であった．このことから，ドメイン名については，登録日
と入手日がほぼ同時期のデータが多いという傾向にあると
言える．一方，ハッシュ値と IP アドレスについては，この
ような傾向は見られなかった．
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4. マルウェア接続先情報の調査

4.2 接続先の URL チェックサイト調査

マルウェアに埋め込まれている接続先には，インターネ
ットへの可達性を確認するために正規サイトが含まれてい
ることがある．本章では，組織間での情報活用に用いたマ
ルウェア接続先情報を対象に，マルウェアに埋め込まれて
いる接続先の傾向について，ドメインのアクセスランキン
グ，URL チェックサイトを用いて調査した結果について述
べる．

マルウェアに埋め込まれている接続先として，危険なサ
イトがどの程度含まれているのかを把握するために，サイ
トの危険度を判定する URL チェックサイトとの突き合わ
せ調査を実施した．
4.2.1 調査方法
マルウェア接続先情報のドメイン名(4,007 件)を対象に，
Trend Micro 社の Site Safety Center[8]との突き合わせを行っ
た．

4.1 接続先のアクセスランキング調査
マルウェアに埋め込まれている接続先として，どのよう
な種別のサイトが含まれているのかを把握するために，公
開されているドメインアクセスランキングとの突き合わせ

4.2.2 調査結果
(1) ドメインの危険度判定
ドメイン名を Site Safety Center を用いてチェックした結
果，危険・安全・未評価の 3 つの結果に分類された．表 9

調査を実施した．

にそれぞれの件数を示す．

4.1.1 調査方法
マルウェア接続先情報のドメイン名(4,007 件)を対象に，

表 9：URL チェックサイトによる判定結果

Alexa のアクセスランキングトップ 100 万[7]との突き合わ

判定結果

せを行った．

件数
559

危険(Dangerous)

4.1.2 調査結果
マルウェア接続先情報 4,007 件のうち，Alexa のアクセス
ランキングトップ 100 万に掲載されていたドメイン名は 27

安全(Safe)

1,486

未評価(Untested)

1,962

件であった．表 8 にランキング毎の件数とサイト種別の概
4,007 件のドメインのうち，危険と判定されたドメイン

要を示す．

はわずか 559 件(14％)であった．半数近くの 1,962 件(49％)
のドメインが未評価という結果になった．

表 8：ランキング毎の件数とサイト種別
ランキング

件数(件)

危険と判定されたドメインの危険種別を図 3 に示す．

大手検索サイト
大手企業サイト

1~100

5

101~1000

0 －

1001~10000

ファイル共有サイト
4
IP 情報取得サイト

10001~100000

ファイル共有サイト
6 IP 情報取得サイト
短縮ドメイン作成サイト

100001~1000000

(2) 危険と判定されたドメインの危険種別

サイト種別

4, 1%
9, 1%

1, 0%

不正プログラム配信(Disease

1, 0%

Vector)
C&Cサーバ(C&C; Server)

38, 7%
ランサムウェア(Ransomware)

50, 9%
アドウェア(Adware)

ファイル共有サイト
IP 情報取得サイト
12 短縮ドメイン作成サイト
企業サイト
不明

279, 50%

177, 32%

フィッシング(Phishing)
不正プログラムによる外部アクセス
(Malware Accomplice)
プロキシ回避システム(Proxy
Avoidance)

詐欺サイト(Scam)

マルウェア接続先情報のドメイン名のうち，アクセスラ
図 3：危険と判定されたドメインの危険種別

ンキングのトップ 100 に入るドメイン名は 5 件あり，いず
れも大手検索サイトや大手企業サイトであった．トップ
1001 以降には，ファイル共有やアクセスした PC のグロー
バル IP アドレスやドメイン情報を取得するためのサイト
であり，ランキングが下位になるほど，企業サイトや種別
の判断が難しいサイトとなった．

危険と判定されたドメインの半数 279 件(50%)が不正プ
ログラム配信用で，次に，C&C サーバが 177 件(32％)を占
める結果となった．ランサムウェアについても，コンピュ
ータやファイルデータを使用不能にするためのプログラム
をインターネットからダウンロードすることを考えると，
危険と判定されたドメインの 59%が不正プログラムを配布
するサイトとなる．

－ 1331 －

4.3 考察

を含めないという方法については，米国の官民連携の情報

考察では，接続先のアクセスランキング調査と接続先の

共有システムである AIS(Automated Indicator Sharing)でも

URL チェックサイト調査の結果に基づき，マルウェアに埋

採用しており，Alexa のアクセスランキングのトップ 100

め込まれている接続先の中から，正規サイトを取り除くた

をサイバー脅威の指標(インディケータ)に含めないことを

めの方法について，正規サイトの判定と不正な接続先の判

明示している．

定の視点から考察する．
(1) 正規サイトの判定
一般的に皆がよくアクセスされるサイトは危険ではない

5. おわりに

可能性が高いと考えられ，アクセスランキングを用いた正

本稿では，組織間の情報活用調査を通して，情報活用の

規サイトの判定は現実解の 1 つとなる．今回，Alexa のア

有効性，マルウェア接続先情報を活用していくための考慮

クセスランキングトップ 100 万に掲載されていたドメイン

事項について報告した．組織間の情報活用調査では，脅威

27 件については，Site Safety Center での危険度判定は 26 件

情報の重なりは少なく，互いに持っていない情報を入手で

が安全と判定されていた(表 10)．ただし，トップ 100001

きるという点で組織間の情報活用は有効であるという結果

以降については，サイト種別が不明であることから危険で

が得られた．その一方で，アンケート調査から，組織によ

はないとは言い切れず，アクセスランキングの何位までを

って収集する方法や脅威情報としての保持形式が異なって

正規サイトとするかについては検討の余地がある．

いるため，組織間の情報活用にあたっては，改善すべき事
項があることも明らかとなった．改善すべき事項について
は，マルウェア接続先情報を活用していくための考慮事項

表 10：アクセスランキングトップに掲載されていた

としてまとめた．

ドメインのサイト種別と危険度判定
ランキング
1
5
19
22
46
1665
2199
2905
9327
20430
27006
40792
47465
54196
70666
137147
271823
325919
429947
478914
566894
702794
723385
743554
794139
851636
908385

サイト種別
Search Engines / Portals
Search Engines / Portals
Search Engines / Portals
Search Engines / Portals
Computers / Internet
Computers / Internet
Search Engines / Portals
Computers / Internet
Sharing Services
Computers / Internet
Sharing Services
Computers / Internet
Sharing Services
Brokerages / Trading
Sharing Services
Sharing Services
Sharing Services
Computers / Internet
Travel
Computers / Internet
Sharing Services
Newsgroups / Forum
Shopping
Business / Economy
Education
Cultural Institutions
New Domain

また，組織間での情報活用に用いたマルウェアに埋め込

危険度判定
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Safe
Untested

まれている接続先については，接続先のアクセスランキン
グ調査を通して，Alexa のアクセスランキングトップ 100
万に掲載されていたドメイン名はわずか 27 件(0.7%)に留
まること，接続先の URL チェックサイト調査を通して，半
数近くが未評価という結果になることを示した．
今後は，本稿で報告した検討結果をもとに，まずは，マ
ルウェア接続先情報を対象として，組織間での情報活用を
具現化していきたいと考えている．
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