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エグゼクティブサマリ
あけましておめでとうございます。2020 年が皆様にとりまして良い一年になりますよう、心よりお祈り申
し上げます。
2019 年のサイバー救急センターでは、政府の定例会見でも注意喚起されたボット型マルウェア
Emotet1（エモテット）に関する出動が急増しましたが、1 年を通しては「ランサムウェア」、「標的型攻
撃」、「クラウド」に関する出動が続きました。概要は「2019 年 サイバー救急センターの出動・相談傾向」
に記載します。
クラウドについては、昨年 8 月 23 日の AWS（Amazon Web Services）東京リージョンの障害に
より国内の様々なウェブサービスが影響を受けた2ことは記憶に新しく、クラウドが今日では欠かせないインフ
ラであると再認識された方も多いのではないでしょうか。事実、サイバー救急センターでもインシデントレスポ
ンス支援やコンピュータフォレンジック調査において、調査対象のシステムがクラウドに実装されているケース
が増えています。一方でクラウドでのインシデントレスポンス事例や調査方法についての情報は少なく、不
安を感じているセキュリティ管理者は少なくないでしょう。そこで、今回のサイバー救急センターレポートでは、
クラウドセキュリティにテーマを絞り、当社の様々なサービス部門が執筆しました。
はじめに 2019 年におけるサイバー救急センターが対応支援したセキュリティインシデントの傾向を紹介
します。
次に「Part1. クラウドサービスの緊急対応に学ぶ」にて、当社でこれまで対応してきた様々なケースを
元に企業規模や業種などを一般化して、クラウドでのセキュリティインシデント事例を 2 つ紹介します。1 つ
はオンプレミスからクラウドへの移行時に検証環境から侵入された事例、もう 1 つは高額請求からインシデ
ントが発覚した事例です。どちらも我々が対応している典型的な事例であり、これらを通じて様々な気づ
きや自組織での検討事項が得られるでしょう。
「Part2. セキュリティ監視センターJSOC において検知したクラウドサービスに特化した攻撃」では、当
社セキュリティ監視センターJSOC において確認された攻撃傾向から、クラウドサービスに侵入するためのス
キャンを攻撃者が実際に行っていることが確認できます。
「Part3. スレットインテリジェンスから確認できる認証情報の漏えい」では、当社のスレットインテリジェ
ンス提供サービスである Threat Landscape Advisory サービスから、クラウドを守る一つの手段としてス
レットインテリジェンスの活用を紹介します。スレットインテリジェンスは多くのセキュリティ対策活動を強化し
1

2014 年以降、観測されている不正送金マルウェア。メールアドレスやメール本文の情報を窃取し、窃取情報を悪用し、なりすましてウイ
ルスメールをばらまく傾向がある。また不正送金マルウェア Trickbot、ランサムウェア Ryuk をダウンロードする場合があることが報告されて
おり、当社においても Trickbot をダウンロードすることは確認している。
https://www.lac.co.jp/lacwatch/alert/20191129_001979.html

2

https://piyolog.hatenadiary.jp/entry/2019/08/23/174801
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ます。クラウドのセキュリティ対策についても同様です。スレットインテリジェンスサービスを契約したものの活
用できていない組織は必見です。
「Part4. クラウドサービスのフォレンジック調査」では、コンピュータフォレンジックサービスにおいてクラウド
でのセキュリティインシデント発生時に必要となる保全作業について、特に情報があまり整理されていない
ディスクイメージ保全を解説し、別紙「【付録】クラウドでのディスクイメージ保全 Step-by-step」に詳細を
記載します。別途ダウンロードし併せてご参照ください。加えてクラウドでのメモリフォレンジックやインシデント
レスポンスについても解説しています。
「Part5. クラウドへのセキュリティ診断」では、当社セキュリティ診断センターによるオンプレミスとクラウド
の診断結果の違いに関する考察や、クラウドへの診断時の代表的な注意点、クラウドサービス固有の問
題点の検出について解説します。自組織の診断において抜けている観点がないかご確認ください。
最後の「Part6. AWS システムのセキュリティ対策について」においては、クラウドを利用したシステム開
発を請け負っている部門から、金融システムでも行われているようなセキュリティ対策を紹介します。その中
では社内の Windows Active Directory との連携によるシングルサインオンなど、AWS のセキュリティ
機能を活かしセキュリティ向上と利便性を同時に実現するようなセキュリティ対策の一例も紹介していま
す。
皆様の組織において、本レポートがクラウドセキュリティの参考となり、ご活用されることを期待しています。
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2019 年 サイバー救急センターの出動・相談傾向

サイバー攻撃による被害とインシデントの発生原因となった攻撃手法
2019 年の上半期に引き続きマルウェア感染、サーバへの不正侵入に関する相談が多くあり、特に 9
月以降は Emotet 感染に関するご相談が多く寄せられました。アンチウイルスソフトウェアを導入している
にも関わらず、Emotet 感染によるご相談が絶えない状況から、従来型のアンチウイルスソフトウェアでは
防御しきれていない現状が伺えます。追加の対策としては Endpoint Detection and Response
（EDR）製品の導入も有効ですが、EDR を導入できない環境においてはインシデント発生に備えてコン
ピュータ上の操作ログやイベントログ、アクセスログ、ファイアウォールのトラフィックログ等を適切に保存してお
くことが重要です。

図 1 2019 年１月～12 月のインシデント傾向
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ランサムウェアによるインシデントの原因と対策について
2015 年頃からランサムウェアの被害が多く発生しています。当初はメールやウェブを介してクライアントコ
ンピュータに感染するランサムウェアがほとんどでしたが、2018 年頃から Windows の RDP（Remote
Desktop Protocol）サービスを介して感染するランサムウェア（Dharma、GandCrab、Ryuk 等）
によりサーバでの被害を確認しています。この傾向は 2019 年も引き続き確認されています。
これらのランサムウェアは組織内に感染を拡大させる機能があるため、複数のサーバ・クライアントが被
害にあう事案が発生しています。RDP を介するランサムウェアによる被害原因としては以下が挙げられま
す。
1. アクセス制御の不備により、インターネットから該当サーバの RDP サービスにアクセス可能である
2. 該当サーバに推測可能なパスワードが設定されている
3. 該当サーバの OS やミドルウェアに修正プログラムが適用されていない
それぞれの被害原因に対して有効な施策として、以下の対策が挙げられます。
1. ファイアウォールなどにより、厳密なアクセス制御を実現する
2. パスワード設定も含めた適切なアカウント管理を実施する
3. 脆弱性を管理し、常に最新のパッチ・修正プログラムを適用する
被害に遭われた組織から「そんな設定にしているはずがない。」と、よく耳にします。しかしながら、容易に
推測可能なパスワードが設定されていたり、IP アドレスやポート制御が適切に行われていなかったりする運
用上の不備が多く確認されました。また、脆弱性を悪用し、侵入・横展開を行い、感染が広がる事象も
報告されています。
定期的なプラットフォーム診断の実施により、第 3 者の観点でこのような不備を発見する事ができます。

Emotet によるインシデントの原因と対策について
Emotet による感染被害が当社でも多数確認されています。Emotet は、2019 年 9 月後半以降、
送信元メールアドレスの偽装や本物のメール本文を悪用することで、受信者がメールを信用する状況を
作り出し、感染被害が拡大していると考えられます。メール添付ファイルの実行やメール本文の URL への
アクセスにより感染する手法から、以下の共通課題が見えてきます。
1. 添付ファイル内のマクロが安易に実行できる
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2. アンチウイルスソフトウェアのパターンファイルが最新になっておらず、マルウェアが検知できない
3. メールを受信する前の対策が実施されていない
それぞれの共通課題に対し、以下の対策が有効です。
1. マクロの自動実行を禁止し、マクロを安易に有効化しないよう注意喚起を行う
2. アンチウイルスソフトウェアのパターンファイルの最新化し、定期更新の設定を再確認する
3. メールゲートウェイ導入により、ウイルスメールのユーザ配信を防ぐ
【注意喚起】猛威をふるっているマルウェア Emotet の検知状況について
https://www.lac.co.jp/lacwatch/alert/20191129_001979.html

APT 攻撃（標的型攻撃）手法と対策について
複数の組織から APT 攻撃に関する相談を受けています。IT ガバナンスの及びにくい海外オフィスや関
連子会社が侵入口となり、そこを足掛かりに本命の組織に侵入し内部システムを把握して情報を継続
的に窃取していた可能性を示唆する痕跡を確認しています。攻撃痕跡の残らない脆弱性を利用したり、
攻撃の発覚を遅らせるためログを削除したりするなどの巧妙な手口を確認しています。
対策として は EDR（Endpoint Detection and Response）の導入や SOC （Security
Operation Center）機能の強化など幅広くある一方で、身近なところでは管理者権限をもつアカウン
トの管理（共用アカウントの削減や棚卸など）や定期的なログチェックが挙げられます。定期的なログ
チェックには当社が提供している無料調査ツール FalconNest の利用もご検討ください。
標的型サイバー攻撃侵害チェック。無料調査ツール「FalconNest」APT 侵害判定「LI」編
https://www.lac.co.jp/lacwatch/service/20191011_001945.html
加えて当社 Web サイトにて公開している「標的型攻撃 対策指南書」などを参考に、多層的かつ現
実的な対策を実施することをお勧めします。
https://www.lac.co.jp/library/apt/1.html
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クラウドサービス特有のサイバーインシデント、認証情報の窃取について
図 1 から読み取れるデータではありませんが、クラウドサービスのアカウント情報が窃取され悪用されるイ
ンシデントが増加しています。クラウドのインシデントについては次章の「Part1. クラウドサービスの緊急対
応に学ぶ」を是非ご一読ください。
SSS 事業統括部 サイバーセキュリティサービス部 サイバー救急センター
岡田 大志

8

サイバー救 急 センターレポート
第 8 号／2020 新春

特集 クラウドでのインシデント対応事例
Part1. クラウドサービスの緊急対応に学ぶ

本件レポートはサイバー救急センターで対応した様々なケースを元に、企業規模や業種などを一般化
してご紹介しています。

事例 I. テスト環境や検証環境のセキュリティ不備でインシデント
お客様は、中小精密機器メーカ A 社です。国内需要の減退に伴い海外展開を加速させており、それ
に伴って海外支店数も徐々に増えつつありました。A 社では、業務基盤システムを国内データセンターに
集約していましたが、業務拡大による動的で柔軟なリソースの確保や海外拠点との通信遅延などが問題
となっていました。協力ベンダとの協議の上、業務基盤をクラウドへ移行することを決めました。
各種クラウドサービスの比較および検討の結果、国内外に複数のリージョンを持ち、当時最も実績が
あった AWS を選定し、移行プロジェクトがスタートしました。
業務基盤サーバ群は、Windows Server を中心に構築されており、ドメインコントローラと AWS 上の
VPC（Virtual Private Cloud）間を VPN で接続し、順次サーバを移行させていく方式が採られまし
た（図 2）。

図 2 A 社クラウド移行プロジェクトシステム環境概要図
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(1) 突然のウイルス検知
インシデントの発端は、データセンター（以降 DC）上にあるオンプレミスの Windows Server が稼働
するサーバ B のアンチウイルスソフトウェアによる検知でした。ちょうどクラウドへの移行プロジェクトが大詰
めを迎え、実際に既存のオンプレミスのサーバ群を順次、AWS 上へ移行し始めていました。サーバ B のア
ンチウイルスソフトウェアによる検知から程なくして、移行検証中のサーバ C やサーバ F などからも同様の検
知アラートが立て続けに発生します。
アンチウイルスソフトウェアの検知内容は、何れもメモリ上のオブジェクトがトロイの木馬に感染してい
ることを検知したものでした。しかしプロセス名やファイル名が検知内容に含まれていないため、A 社の担当
者は頭を抱えてしまいました。
A 社からサイバー救急センターにご相談いただき、電話にてご相談を伺っている間にも、続けて複数サー
バからアンチウイルスソフトウェアの検知アラートが発生します。検知内容は依然としてメモリ上のオブジェク
トをトロイの木馬として検知したもので、具体的なファイルやプロセスの情報がなく、原因が不明な状況で
す。サイバー救急センターの担当者は、ファイルレスマルウェア3の可能性を伝えます。
ファイルレスマルウェアの可能性があることや、自社でインシデント対応できる人員がいないことから、A 社
は当社にインシデントハンドリングおよび緊急対応を依頼することを決めました。

(2) インシデント初動対応
当社担当者は、インシデント初動対応として以下の対応をお願いしました。

➢

アンチウイルスソフトウェアによる検知があったサーバの保全4および隔離

➢

イベントログや各種ネットワークログの取得および保全

A 社の担当者は、残念ながら検知があったサーバの殆どが基幹業務システムであり、会社として保全は
実施できるが、隔離はできない、ましてや停止もできない状況であることを伝えてきます。原因が不明であ
るなかで、基幹業務が動作しているサーバの停止が困難なのは言うまでもありません。一刻も早く原因を
究明する必要があります。

3
4

ファイルを作成せず、メモリ上でのみ動作するマルウェアのこと。ディスク上に痕跡が残りにくいため、調査が困難な場合がある。
インシデント対応にあたり調査を実施するため、ディスクデータおよび関連するログ等の IT 機器関わる一切の情報を安全に保存し管理
すること。一般的には、ディスクイメージの複製やネットワークログおよびホスト上のログのコピーなどが該当する。
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(3) 原因は AWS 上に移行したとあるサーバ
A 社と当社の担当者が共同で各サーバの保全作業を進めながら、現存している各種のログをベースに
簡易的ではありますが調査を並行して進めます。
その結果、アンチウイルスソフトウェアの検知があったサーバ B やサーバ C などのオンプレミスのサーバ群の
イベントログから、AWS 上に移行済みだった 1 台のサーバ E を送信元とする不審なネットワークログオン
の痕跡を確認します。またその不審なネットワークログオン時刻とアンチウイルスソフトウェアの検知時刻が
ほぼ一致しました。アンチウイルスソフトウェアの検知は、サーバ E からの不審なログオンに起因しているよう
だと推測できます。
さらに不審なネットワークログオンと同時に、サーバ B などのオンプレミスのサーバ群に、不審なサービスが
インストールされたことが同様に確認されました。インストールされたサービスは、PowerShell の難読化さ
れた不審なコードで、恐らくこの不審なコードをメモリ上で実行した際に、アンチウイルスソフトウェアが検知
したものではないかと担当者は推測します。
後に当社の解析により、難読化された PowerShell コードは、認証情報の窃取とバックドアのインス
トールを目的とした攻撃コードであると確認されました。ファイルなどのディスク上への痕跡を作成せずメモ
リ上でのみ動作する、ファイルレスタイプであり、アンチウイルスソフトウェアは、このメモリ上に展開されたコー
ドを検知したと考えられました。どうやらサーバ E が今回のインシデント原因の可能性が高いようです。

(4) インシデント対応
サーバ E がインシデント原因の可能性があることから、なるべく早くサーバ E の隔離および保全をして確
認する必要があります。お客様と協力して、以下の対応を実施しました。AWS 上に構築されていることか
ら、オンプレミスとは異なり、速やかな対処5が可能です。

➢

インシデント原因の可能性があるサーバ E のスナップショット6の取得

➢

独立した隔離用セキュリティグループを作成7し、サーバ E を移動

上記は、AWS の Web コンソールからすぐに実施可能でした。ものの数分でスナップショットの取得と隔
離用セキュリティグループの作成と移動が完了しました。
またサーバ E は、基幹業務とは関連性が低く社内でも一部の部署で使われていたそうで、可用性が求
められるものではないため、一時的にサーバ E を隔離したまま調査を続けることになりました。

5

DC 上のオンプレサーバの保全には、DC 入館手続きや現地までの移動などに、数時間から下手をすると数日かかる場合があります。

6

ある時点でのインスタンスの状態を抜き出したもの。AWS では、取得時点のディスクイメージが S3 に保存されます。

7

すべての接続を許可しない隔離用セキュリティグループを作成します。
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(5) 得られた教訓
サーバ E のフォレンジック調査を進めると、以下の事項が判明しました。

➢

サーバ E の構築直後から複数の海外 IP アドレスからのログオン試行が発生

➢

いくつかの IP アドレスからのネットワークログオンやリモートデスクトップ接続の成功を確認

➢

認証情報を窃取するツールやトンネリングツール等の不審なツールの存在を確認

➢

攻撃ツールの実行痕跡を確認

しかし、ヒアリング時に伺っていたネットワーク構成図（図 2）を確認すると、サーバ E が所属していた
VPC は、社内と VPN 接続されているのみで、インターネットから直接のアクセスはできない構成になってい
ます。さらに VPC フローログ8でサーバ E の直近の通信状況を確認すると、インターネットからのネットワーク
ログオンやリモートデスクトップ接続と考えられる通信は見当たりません。
再度 A 社の担当者にヒアリングを実施したところ、サーバ E は、前述の通り基幹業務とは関連性が低い
ため、クラウド移行のテストモデルケースとして、移行作業初期に構築されたサーバとのことでした。さらに基
幹業務サーバ群の移行作業が迫っていた納期の関係から、検証環境での構築および動作確認後、その
まま本番運用としたサーバとのことでした。
調査担当「もしかして、検証環境の VPC 上にインスタンスを構築して、それを本番環境用の VPC に、
インスタンスを移動9しましたか？」
お客様「たしか、基幹業務システムの移行期日が迫っていたので、基幹業務系でないサーバは、そのま
ま本番環境用の VPC に移動させ本稼働としたはずです。」
ここで調査担当者はある推測を思い浮かべます。恐らく検証環境で構築時に、セキュリティグループ設
定などに不備があり、インターネットからのネットワークログオンやリモートデスクトップ接続へのブルートフォー
ス攻撃を受けた、または、簡易な認証情報を設定していたため攻撃者に侵入を許したのではないかと推
測されます。そしてその後、攻撃者によってバックドアが仕掛けられたまま、検証環境の VPC から本番
環境の VPC に移動させてしまったということではないでしょうか。
調査担当「その検証環境の VPC やセキュリティグループは、残っていますか？」
お客様「はい、検証環境の VPC やセキュリティグループは、まだ消してないはずですよ。」
8

AWS 上での VPC における通信ログのこと。一部の通信（DHCP や DNS 等）は、ログ記録されないことに注意が必要。

9

EC2 から AMI(Amazon Machine Image)を作成して、VPC 間を移動して起動することができる。AMI は、EC2 のインスタンスの
ベースとなる仮想マシンイメージであり、既存の EC2 からカスタム AMI として作成することが可能。
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その場で AWS のコンソール画面を確認させてもらい、検証環境の VPC のセキュリティグループを確認さ
せていただきました。その結果、検証環境の複数あるセキュリティグループのいくつかに、インターネットから
の直接のアクセスを許してしまうアクセス制御の不備が確認されました。

図 3 サーバ E を検証用 VPC から本番用 VPC へ移動させた

(6) インシデントの収束
フォレンジック調査および A 社の社内調査の結果、サーバ E が、検証環境上において構築中に侵害さ
れ、その後バックドアのトンネリングツールが常駐したまま、本番環境に移動された事が判明しました。サー
バ E は、検証環境の VPC 上で構築され、構築初期の段階のネットワークの疎通確認の過程におい
て、一時的にセキュリティグループ設定を変更し、そのままになっていたことが確認されました。推測の通
り、サーバ E には攻撃者によってバックドアとなるトンネリングツールが常駐する細工が施されていました。そ
してそのまま本番環境の VPC に移動したため、攻撃者がサーバ E を踏み台として利用し、オンプレミス環
境を攻撃したことが確認されました。AWS 上に構築したサーバおよびオンプレミス環境の健全性の再確
認と再構築をもって、本インシデントは収束しました。
クラウド上のインスタンスの侵害事案は、ここで紹介した事例のようにネットワークアクセス制御の不備と
弱いパスワード設定によるものが多くあります。特にテスト環境や検証環境においてはアクセス制御や認
証設定が緩くなりがちで、加えて Windows については AWS でデフォルト設定される複雑なパスワード
から、弱いパスワードに変更される事例が散見されます。結果として、ブルートフォース攻撃や辞書攻撃で
の侵入事例が後を絶ちません。またこれらの環境への監視も不十分であることから、侵入に気づかない
場合や遅れる場合が多く見られます。
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事例 II. 高額請求で気づいたインシデント
お客様は、不動産業を営んでいる中小企業 A 社です。AWS を使用して A 社のコーポレートサイトや
キャンペーンサイトの運営を行っています。また各支店の独自性を尊重されており、支店ごとに地域に根ざ
した不動産関連のブログを WordPress にて製作しています。これら支店ごとのブログも同様に AWS 上
で運営されています。
キャンペーンサイトや各支店のブログは、Elastic Beanstalk 10 を用いて構築され、ELB（Elastic
Load Balancing）と、Auto Scaling グループが構成された EC2 上の WordPress、および、画像ファ
イルなどの静的ファイルを S311に格納し CloudFront12から配信される構成になっています（図 4）。
AWS 環境とキャンペーンサイトの WordPress に関しては本社の情報システム部門が管理しており、各
支店の WordPress については支店ごとで管理しています。

図 4 システム環境概要図

10

ウェブアプリケーションをデプロイおよび管理する AWS のサービス。

11

Simple Storage Service の略称。AWS 上の拡張性と耐久性を兼ねたストレージサービス。

12

AWS 上のコンテンツデリバリーネットワーク（CDN）サービス。

14

サイバー救 急 センターレポート
第 8 号／2020 新春

(1) 突然の高額請求の知らせ
事の発端は、Web サービスの開発を委託している協力ベンダからの電話でした。
「利用料金が大変高額になっていますが、使用方法などを変更されましたでしょうか。」
担当者が慌てて AWS の請求金額を確認すると、数日で百万近い請求額に達し、さらにその額はリ
アルタイムで増加しています。EC2 のダッシュボード画面を確認したところ、普段使用しているリージョン以
外のすべてに、不審なインスタンスが複数確認されました。
担当者は、パニックになりながらも、不審なインスタンスをすべて停止させ、ID とパスワードを変更し、当
社サイバー救急センターにご連絡を頂きました。

(2) インシデント初動対応
当社からはインシデント初動対応として以下の対応をお願いしました。

➢

AWS アカウントのすべての認証情報の変更

➢

すべてのアクセスキー13の破棄と再作成

➢

スナップショットの作成

➢

AWS Config や CloudTrail の有効化

➢

正常性を確認したバックアップから暫定的にサイトやブログなどの仮復旧

不正に作成されたと考えられるインスタンスは、各リージョンのインスタンス生成の上限値まで作成されて
いたため、数百インスタンスにもなります。すべてのスナップショットを作成せずに、サンプルとして数台のス
ナップショットを作成するようお願いしました。

(3) 漏れていたのはアクセスキー
初動対応が一段落したのち、CloudTrail14のログを提供いただき、調査を開始したところ以下の事実
が分かりました。

13

AWS の API に、プログラムや CLI を通じてアクセスするための認証情報です。

14

AWS アカウントにおけるロギングサービス。AWS Web コンソールへのログインや AWS CLI コマンドの呼び出しなどをロギングできるサー
ビス。

15

サイバー救 急 センターレポート
第 8 号／2020 新春

CloudTrail ログ
➢ 攻撃者によってアクセスキーB を用いて新たなアクセスキーC を作成されていた
➢ 新たなアクセスキーC を用いて、一部のリージョンを除くすべてのリージョンに計算能力に
特化したタイプの高性能なインスタンス D を大量に作成していた
➢ サイトやブログが配置されているリージョンでは、インスタンス D の作成が失敗していた
ヒアリング結果
➢ アクセスキーB は、サイトや一部ブログの更新時に、Elastic Beanstalk を使ってデプロ
イするために使用していた
➢ 一部のブログの WordPress には、S3 や CloudFront へ動画や画像を配置して配信
するために、WordPress のプラグインにアクセスキーB を埋め込んで直接利用して
いる場合があった
加えて調査後に判明したことですが、サイトやブログが配置されているリージョンで攻撃者によるインスタ
ンス作成が失敗していた原因は、デフォルトの VPC が存在していなかったためと考えられます。サイトやブロ
グが配置されているリージョンでは、デフォルトの VPC を削除して構築していましたが、それ以外のリージョン
ではデフォルト VPC を削除していませんでした。このことから、攻撃者はアクセスキーを窃取した後、プログラ
ムなどを使い機械的に、各リージョンのデフォルト VPC にインスタンス作成していたものと思われます。

(4) WordPress の脆弱性の可能性
お客様および Web サービスの開発を委託している協力ベンダにヒアリングを実施したところ、一般的に
WordPress やそのプラグインには脆弱性が発見される頻度が高いので、WordPress が動作している
とあるインスタンス E を調査してほしいとのご要望をいただきました。
前述の調査とヒアリング結果から、アクセスキーB が攻撃者に窃取された原因は、もちろん WordPress
の脆弱性の可能性も考えられます。しかし、広範囲かつ複数人にわたってアクセスキーB の使い回しが疑
われる状況から、他の要因も考慮したほうが良いと当社担当者は伝えます。とはいえ、WordPress やそ
のプラグインの脆弱性に関しては発見される頻度が高く、頻繁にアップデートが必要です。適切にアップ
デートしていなければ、脆弱性を悪用されアクセスキーが窃取された可能性も否定できません。
お客様との協議の結果、前述の WordPress が動作しているインスタンス E を保全し、当社でフォレン
ジック調査を実施することとなりました。加えて攻撃者によって作られていた高性能なインスタンス D につい
ても、インシデントの影響範囲を確定させるため、調査を実施することになりました。
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(5) 調査の結果、経過観察に
フォレンジック調査の結果、WordPress が動作していたインスタンス E には侵害された痕跡が認めら
れませんでした。適切な WordPress およびプラグインのバージョンアップの形跡があり、プラグインも使用す
る必要最小限のプラグインのみがインストールされており、これらに悪用可能な脆弱性は確認されませんで
した。当初に想定していた WordPress が流出要因となっている可能性は相対的に低くなりました。
また高性能なインスタンス D は、Linux ベースで作られており、起動した後、仮想通貨の採掘ソフトウェ
アが起動されるよう設定が施されていました。SSH サーバ機能は停止されており、外部からのリモートアク
セスは不可能であり、仮想通貨の採掘以外の影響はないと判明しました。
フォレンジック調査の結果を踏まえると、アクセスキーB を広範囲で複数人で使い回していた可能性を
考慮する必要が高くなります。また、フォレンジック調査と並行して行われた A 社の社内調査の結果より、
アクセスキーB は協力ベンダも含め広範囲かつ複数人で使い回していた事実が判明しました。アクセス
キーB の流出原因の特定のためには、その使用者を含め広範囲なクライアント PC の調査が必要となって
きます。
これ以上のインシデントの原因調査には、かなりの費用がかかる上に見合う結果が得られない可能性
をお客様にお伝えし協議したところ、経過観察とすることとなり本件はクローズしました。すべての認証情報
が変更されていること、今後はアクセスキーを人および責務ごとに細かく発行し、IAM を使用して権限管
理を行うこと、および、定常的な監視を行うことからの結論でした。
すっきりとした結末を迎えることができませんでしたが、このようなアクセスキーの管理不備に起因するセ
キュリティ事故に関するお問い合わせは、年々増加しています。
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クラウドサービスで事故を起こさないために
最初にご紹介したインシデント事例である「事例 I. テスト環境や検証環境のセキュリティ不備でインシ
デント」では、クラウド上でのアクセス制御の不備により発生しました。クラウドの利用者は、クラウド基盤上
で構築されるインスタンス上のソフトウェアの脆弱性に注目しがちです。しかしそれらインスタンスへのネット
ワーク構成や設定などのアクセス制御の管理も、同様に注意して管理する必要があります。特にテスト
や検証目的で構築された環境は、一時的であるがゆえに脆弱に構築される傾向にあります。
二つ目にご紹介した「事例 II. 高額請求で気づいたインシデント」では、クラウドでの認証認可の不備
に起因するインシデント事例でした。クラウドの認証には、管理コンソールのログインに用いる ID やパスワー
ドはもちろんのこと、紹介した事案でも登場したアクセスキーやサービスアカウントキーが用いられます。イン
シデントでは、認証情報を広範囲に複数人で使い回していたほかに、デプロイなどを行うために高権限が
認可されていました。
事案対処に立ち会った担当者としての感想ではありますが、アクセスキーやサービスアカウントキーを
「認証情報」として意識されている方が少ないように感じられました。ID とパスワードの管理徹底は、もは
や当たり前ですが、アクセスキーやサービスアカウントキーなどの文字列が認証情報であることを意識して、
パスワードと同様に徹底して管理することが必要です。
今回紹介した二つの事案では、このクラウドのアクセス制御および認証認可が不適切だったために発生
した事案でした。本事案紹介を通じて、クラウドを信頼して使うためには、これらクラウドのアクセス制御
および認証情報の管理が、イロハのイであることを意識していただくきっかけとなれば幸いです。
SSS 事業統括部 サイバーセキュリティサービス部 サイバー救急センター
尼子 雄大
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Part2. セキュリティ監視センターJSOC において検知したクラウド
サービスに特化した攻撃

JSOC においても、「事例 II. 高額請求で気づいたインシデント」にありました AWS サービスの認証に
使用されるアクセスキーを狙うスキャンを実際に検知しています。図 5 は、JSOC 顧客の監視対象ネット
ワークで検知した「/.aws/credentials」へのスキャン（アクセス数）の推移です。

図 5 /.aws/credentials へのアクセス数
特に昨年の 8 月中旬において、フランスの特定 IP アドレスからのスキャンを多数検知しました。具体的
なスキャン内容は図 6 の通りです。

GET /.aws/credentials HTTP/1.0
User-Agent: masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
Accept: */*
図 6 具体的な「/.aws/credentials」へのスキャン内容
誰でも入手可能なスキャンツール masscan を使用し、当該ファイルを公開しているサーバがないかイン
ターネット上を一斉に調査していると見受けられます。なお、インターネットから入手可能な masscan には
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AWS のアクセスキーに関するスキャンルールは無いため、攻撃者は意図的にルールを追加しスキャンして
いると考えられます。
「/.aws/credentials」には図 7 のような AWS のアクセスキー情報が含まれています15。

[default]
aws_access_key_id=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
aws_secret_access_key=wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY
図 7 「/.aws/credentials」の内容例
通常、このファイルはユーザのホームディレクトリに保存されるものです。しかし、作業ミスやプログラム設
計上の不備によりこのファイルが公開ディレクトリに保存されてしまい、これを攻撃者に参照されてしまった
場合、当該アクセスキーの権限で AWS 上での任意の操作が可能となってしまいます。「事例 II. 高額
請求で気づいたインシデント」のように EC2 インスタンスが不正に作成・起動され、仮想通貨の採掘に悪
用されたりします。
本スキャンについては、AWS 固有のファイル以外へのアクセスも検知しています。公開フォルダに以下の
ファイルが意図せず存在しないか、ご確認ください。
【AWS 関連】
/.aws/credentials

【PHP 関連】

【開発環境関連】

/.php

/.git.php

/.config.php

/.git/config

【Bitcoin 関連】
/.bitcoin/wallet.dat
【環境変数関連】
/.env

/.svn/entries
【SSH 関連】

/.vscode/ftp-sync.json

/.ssh/id_dsa

/.vscode/sftp.json

/.ssh/id_ecdsa

/.remote-sync.json

/.ssh/id_rsa

/.ftpconfig
SSS 事業統括部 セキュリティ事業推進部 セキュリティシステム開発室
阿部 正道

15

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/cli/latest/userguide/cli-configure-files.html
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Part3. スレットインテリジェンスから確認できる認証情報の漏えい

「事例 II. 高額請求で気づいたインシデント」や「Part2. セキュリティ監視センターJSOC において検知
したクラウドサービスに特化した攻撃」にありました通り、攻撃者はクラウドサービス自体の認証情報の窃取
を試みます。
そのため、クラウドにおけるセキュリティ対策の重要事項の１つとして「認証情報の管理」が挙げられま
す。
特に、高い権限を持つルートユーザの認証情報が攻撃者に窃取された場合、クラウドのリソースが全て
支配されます。その結果、クラウド上のシステムに格納するデータの窃取や改ざん、あるいはシステム自体
の破壊といった、クラウド上に保有する資産の侵害につながる恐れがあります。クラウド上の保有資産が侵
害される以外にも、仮想通貨の不正採掘に代表されるコンピュータリソースの不正利用によって高額請
求されるような損害を被る恐れもあります。
このようなインシデントを起こさないためには、多要素認証の利用、パスワードの使い回しをしないといった
認証情報の管理方針を定めて運用することや、フィッシング詐欺やマルウェア感染による漏えいへの対策
などが重要です。しかしながら、認証情報の漏えいを完全に防ぐことは難しい面もあります。
そのため、予防的な対策に加えて、認証情報の漏えいを日常的にモニタリングし、漏えいの可能性をい
ち早く検知し対応する必要性も認識されてきています。これを実現する手段として、最近では「スレットイ
ンテリジェンスサービス」の活用があります。スレットインテリジェンスサービスとは、日々進化し、増え続け、悪
質化するサイバー攻撃の背後にいる攻撃者の次の一手を推測し、あらかじめガードを行っておく「先回り
防御」を実現するための手段のひとつです。例えば以下のような、組織が脅威にさらされる可能性のある
具体的な情報を掴み、攻撃者の一手先の対策を実現するために活用されています。
・データの漏えい（機密情報、個人情報、プログラムソースコード、AWS アクセスキーなど）
・攻撃もしくは侵害の発生
・偽 SNS アカウントの存在
・自社を騙った偽サイトの存在
スレットインテリジェンスサービスの１つである Recorded Future で調査すると、認証情報の漏えいを
実際に確認することができます。
図 8 は、Recorded Future を利用し、AWS および Azure サービスのポータルの URL とアカウント
情報（ID と PW）の漏えい事例を検索した結果（マスクは当社にて実施）です。このような認証情報
の漏えい事例のほか、Azure のポータルサイトでの認証に使用されることの多いメールアドレス（例えば
“xxxx@organizationname.onmicrosoft.com”）単体の漏えい事例が見つかることもあります。
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メールアドレス単体での漏えいであったとしても、単純なパスワードの使用、他のサービス等での使い回しと
いった状況にあれば、不正ログインによる被害につながりやすいと考えられます。

図 8 クラウドサービスのポータルサイトへの認証情報の漏えい

図 9 AWS アクセスキーの漏えい
図 9 は、AWS アクセスキーの漏えい事例を検索した結果を示しています。詳細に確認すると、漏えい
したアクセスキーにはソースコード内にハードコーディングされたものが多く見られます。これは、GitHub など
のソースコードリポジトリに公開されたことにより漏えいにつながったケースが多いものと想定されます。
クラウドをより安全に利用するためには、スレットインテリジェンスサービスの活用が有効です。１つは、組
織で使用しているルートユーザなどの ID を検索キーワードとしてスレットインテリジェンスサービスに登録し、
漏えいの可能性を継続的にモニタリングするというものです。もう１つは、スレットインテリジェンスサービスか
ら得られた情報をシステムの診断やペネトレーションテストにおいて活用することが考えられます。
SSS 事業統括部 サイバーセキュリティサービス部 サイバー救急センター
宮本 豊
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Part4. クラウドサービスのフォレンジック調査

セキュリティインシデントへの対応において、原因や被害範囲の特定を目的としてデジタルフォレンジック
16

調査が行われます。コンピュータ自体の調査についてはクラウド、オンプレミスでの大きな違いはありません

が、クラウドでは以下の点でオンプレミスと異なります。ここでは以下の“1”と“2”については各クラウドサービ
スからのドキュメントが参考になるため割愛し、“3”についてご紹介します。“1”については「Part1. クラウド
サービスの緊急対応に学ぶ」でも記載しています。
1. AWS CloudTrail や Azure Activity Log などクラウドサービス利用に関するログの調査が可能で
ある。
2. AWS インスタンスユーザーデータ17や Google Cloud の起動スクリプト18など攻撃者に悪用される機
能の設定についての調査が必要となる。
3. ディスクイメージの保全がネットワークを介しての作業となる。
ディスクイメージの保全とは、ファイルが削除された領域も含めてディスク全体を複製することであり、デジ
タルフォレンジックにおける重要な作業の一つです。これにより削除されたファイルやデータの復元が可能と
なります。インシデント対応においてこの作業は、可能な限り早くに実施することが望まれます。
その理由は、利用者の操作や Windows や Linux などの OS の動作によるファイルの新規作成、既
存ファイルの更新などにより、削除されたファイルの領域が再利用され、削除されたファイルやデータの復元
率が低下してしまうためです。また、ファイル一つ一つにファイルの作成日時や最終更新日時などの管理情
報があり、同様の理由で更新されてしまいます。
ニュースやドラマで事件現場に一般人が入れないように黄色のシールを貼っているのを見られたことがあ
るかと思います。これは事件当時の状況を可能な限り保全するためです。ディスクイメージの保全はコン
ピュータの中でそのようなことをやっていることに相当します。早く実施しなければならない理由もなんとなく
分かっていただけると思います。
ここでは AWS EC2、Azure Virtual Machine のディスクイメージの保全の概要について簡単にご紹
介します。詳細な手順については「付録 クラウドでのディスクイメージの保全 Step-by-step」をご参照く
ださい。また、インターネット上では、ここで紹介した以外にも細かい点で少し異なる保全方法が紹介され
ていたりします。調査環境も含め自組織に合った保全方法を確立していただけたらと思います。

16

https://digitalforensic.jp/home/what-df/

17

https://aws.amazon.com/jp/premiumsupport/knowledge-center/execute-user-data-ec2/

18

https://cloud.google.com/compute/docs/startupscript
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AWS EC2 のディスクイメージの保全
AWS EC2 のディスクイメージの保全の流れは以下の通りです（図 10）。AWS では、調査対象となる
ボリュームを直接ダウンロードする方法が提供されていないため、ディスクイメージを保全する新たなインスタ
ンスを作成してから作業します。
①

調査対象の EC2 インスタンス（図 10 では suspect）のボリュームからスナップショットを作成しま
す。

②

スナップショットから保全対象ボリュームを作成します。

③

保全作業を行うインスタンス（図 10 では forensics）を作成します。
この時、保全対象ボリューム以上のサイズの HDD を追加します。
forensics に保全に使用するソフトウェア FTK Imager19をインストールします。

④

保全対象ボリュームを forensics にアタッチし、ディスクイメージを作成します。

⑤

作成したディスクイメージファイルを WinSCP 等で調査用コンピュータにダウンロードします。

図 10 AWS EC2 のディスクイメージの保全の流れ

19

https://accessdata.com/product-download
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Azure IaaS Virtual Machine のディスクイメージの保全
Azure IaaS の Virtual Machine のディスクイメージの保全の流れは以下の通りです（図 11）。
①

調査対象の Virtual Machine（図 11 では suspect）のディスクからスナップショットを作成しま
す。

②

スナップショットのエクスポートにより、保全対象ディスク VHD をダウンロードします。
接続のタイムアウトなどによるエラーが発生しがちなため、ブラウザではなく、再開機能付きのファイルの
ダウンロードツールを使用することをお勧めします。

また、Azure Virtual Machine の利用時には「Temporary storage（一時ストレージ）」が作成さ
れ、Windows のページファイル（pagefile.sys）の保存先として利用されます21。Windows のページ
ファイルには機微な情報が含まれており、攻撃者が悪用する可能性も否定できないため、後述する揮発
性データの保全と合わせて取得することを検討してください。

図 11 Azure IaaS Virtual Machine のディスクイメージの保全の流れ

21

https://blogs.msdn.microsoft.com/mast/2013/12/06/understanding-the-temporary-drive-on-windows-az
ure-virtual-machines/
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クラウドでのライブレスポンス・メモリイメージの保全
シャットダウンにより消えてしまう、メモリ上にのみ保存されている揮発性データの取得を検討します。メモ
リ上のデータは揮発性が高いため、この作業はディスクイメージの保全前に実施すべき作業です。
揮発性データの取得・解析する方法には大きく分けて 2 種類あります（図 12）。一つはシステム管理
者が日頃から実行している ps、netstat などのシステム管理用コマンドで取得するライブレスポンス22、も
う一つはディスクイメージ保全のようにメモリイメージを取得して、メモリイメージ解析ツールにて解析するメモ
リフォレンジックがあります。
ライブレスポンスについては、rootkit のようなマルウェアが調査対象 OS のコマンドを置き換える可能性
を踏まえ、事前に正規のコマンドを別途準備しておくことが望まれます。さらにライブラリファイルの改ざんの
可能性も踏まえ、Linux については事前にライブラリファイルを静的リンクでコンパイルしたコマンドの準備が
望まれます。

図 12 揮発性データ解析
ライブレスポンスの方がメモリフォレンジックより得られる情報は多いのですが、メモリフォレンジックの方が攻
撃者による改ざんの影響を受けにくく、解析結果の信頼性が高いです。
特にWindowsに関してはメモリフォレンジックが主流と考えます。その理由としては、解析に必要となる
OSのプロファイル情報がコミュニティによって活発に作成されていること、ライブレスポンスと比較して取得

22

世の中で認知された名前ではありません。本レポートでは、過去のドキュメントで目にしたことのあるこの呼び名を使用します。
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ツールの実行によるディスクへの影響が少ないことが挙げられます。図 13 はAzure Virtual Machineの
Windows Server 2016 上で取得したメモリイメージファイル（kaguya-20191024-074951.dm
p）からメモリフォレンジックツールVolatility23によりプロセス、ネットワーク情報を表示しています。

図 13 Azure VM のメモリフォレンジック（Volatility によるプロセス、ネットワーク情報の確認）
Linux については、メモリフォレンジックの利用は Windows と比べて少ないと思われます。その理由とし
て、ディストリビューション、バージョン数の多さや、利用者によりカーネルの修正が可能であり、調査に必要
となるプロファイルを自身で作成しなければならないことが挙げられます。
ただ、クラウドにおいては複製した調査対象コンピュータの起動がオンプレミスより容易であるため、プロ
ファイルの作成が容易になりつつあると考えます。例えば AWS においては、サービスや API の充実により
ssm-acquire24 などのように解析に必要なプロファイルを自動作成してくれるツールが公開され、今後
Linux におけるメモリフォレンジックの壁が低くなってくるかもしれません。なお、ssm-acquire はその実行に
よりメモリイメージ取得ツールや作成したプロファイルを調査対象 EC2 のディスクに保存してしまうため、実
行のタイミングにはご注意ください。
図 14 では、Amazon Linux 2 のメモリイメージファイル（ram.lime）から、Volatility によって取得
したプロセス、ネットワーク情報を表示しています。

23

https://www.volatilityfoundation.org/

24

https://github.com/mozilla/ssm-acquire
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図 14 AWS EC2 のメモリフォレンジック（Volatility によるプロセス、ネットワーク情報の確認）
Comae Technologies の Stardust25ではメモリイメージの取得、分析といったメモリフォレンジックに
加え、対象のコンピュータでメモリイメージの取得をせずに直接メモリ分析を行い（図 12 中では「メモリ分
析」26と記載しています。）、プロセス情報やネットワーク情報などメモリフォレンジックにより得られる情報に
相当するレベルの情報を収集することも可能です。
メモリフォレンジックが登場した 2005 年に比べると近年はメモリサイズが 1TB を容易に超えるものも存
在し、メモリイメージ取得、分析時間が増加しています。このことを考えると、今後はメモリ分析が主流に
なっていくと思われます。
また、Stardust の Linux 用取得ツールは、Docker を利用することによりディストリビューションやバー
ジョンに関係なくどの Linux でも動作します。分析においてもプロファイルの作成が不要であることも
Stardust の優れているところです。
一方で Docker のインストールおよび Docker イメージ（comaeio/dumpit-linux）のダウンロード
を必要としディスクへの書き込みを必要とするため、インシデント発生前に Docker のインストールおよび
Docker イメージのダウンロードの実施をお勧めします。
図 15、図 16、図 17 は Amazon Linux 2 についての Stardust によるメモリ分析結果の概要、プ
ロセス、ネットワーク情報を表示しています。また、以下の URL では Google Cloud Platform の
Compute Engine 上の Ubuntu Linux のメモリ分析について、データ取得から解説されています。同じ

25

https://my.comae.com/

26

https://www.youtube.com/watch?v=ckMgs4JlGmw
ZeroNights 2019 - From Memory Forensics to Cloud Memory Analysis （Matt Suiche）
Comae Technologies の Matt Suiche 氏は上記のプレゼンテーション内で「Memory Analysis」と述べている。余談ではあるが本
プレゼンテーションではサーバレスの Azure Functions のメモリ分析についても触れられており興味深い内容となっている。
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チャンネルで Windows のメモリフォレンジックについての解説もありますため合わせてご参照ください。
Comae Tutorials - Linux Memory Acquisition and Analysis
https://www.youtube.com/watch?v=2ARCa29oyQU

図 15 AWS EC2 のメモリ分析（Stardust による概要）

図 16 AWS EC2 のメモリ分析（Stardust によるプロセス情報）
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図 17 AWS EC2 のメモリ分析（Stardust によるネットワーク情報）
これまでにご紹介したいずれの方法についても、取得ツールは事前に調査対象コンピュータから接続可
能なディスクに準備しておき、インシデント時には速やかにデータ取得できるようしておくことが重要です。ま
た、ツールによって取得するデータは調査対象のディスクではなく、保全用に別途準備したディスクに直接
保存することが望まれます。これらの作業はインシデントレスポンスの手順書の更新や訓練などで確認して
おくと良いでしょう。

クラウドでのセキュリティインシデントレスポンス
ここまでクラウドでのディスクイメージ、メモリイメージのフォレンジックについてご紹介しました。今回は取得
したイメージファイルをオンプレミスにダウンロードする方法を紹介しましたが、ディスクサイズが大容量化して
いくとダウンロードに時間がかかるため、調査環境自体をクラウドに構築することも選択肢として考えられま
す。
他にも検討すべき事項として、オンプレミスで行っていたネットワークの切断やそのタイミング、アカウントの
停止、クラウドサービスの利用に関するログの取得などがあり、様々なことを可能な限り効果的に実施して
いく必要があります。またその多くは事前の準備が重要です。インシデントレスポンスの訓練などを通じて、
改善し続けることをお勧めします。
参考にメモリイメージ・ディスクイメージ保全の流れを図 18 に示します。状況により一部のプロセスをス
キップ、順番を入れ替えることもありますため、参考程度にとどめていただけたらと思います。

30

サイバー救 急 センターレポート
第 8 号／2020 新春

図 18 メモリイメージ・ディスクイメージ保全流れ
最後に有益なレポートやツールをご紹介します。こちらで紹介しているツールについては、ご自身で一度
検証し動作や影響などを理解した上でご利用ください。
AWS Security Incident Response Guide
（AWS でのセキュリティインシデントへの対応ガイド）
https://d1.awsstatic.com/whitepapers/aws_security_incident_response.pdf
Azure のセキュリティの基礎に関するドキュメント
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/security/fundamentals/
EC2 Auto Clean Room Forensics
（EC2 を自動で隔離し、スナップショットを取得するなど行ってくれるツール）
https://github.com/awslabs/aws-security-automation/tree/master/EC2%20Auto
%20Clean%20Room%20Forensics
aws_ir
（指定したアクセスキーの無効化、指定したインスタンスの隔離とメモリイメージを取得するツール）
https://threatresponse.cloud/
https://github.com/ThreatResponse/aws_ir
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Digital Forensic Analysis of Amazon Linux EC2 Instances
（AWS EC2 へのデジタルフォレンジック調査について記載。保全や調査環境をクラウド上に構築する点
が参考になる。）
https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/cloud/paper/38235
How I learned to stop worrying and love the cloud: Azure Forensics for the Security
Responder
（Azure での Forensics の保全方法について記載。本レポートとは異なる方法ではあるが本質的には
変わらない。）
https://blogs.msdn.microsoft.com/azuresecurity/2015/08/14/how-i-learned-to-st
op-worrying-and-love-the-cloud-azure-forensics-for-the-security-responder/
Netflix Cloud Security SIRT releases Diffy: A Differencing Engine for Digital Forensics
in the Cloud
（AWS のビッグユーザである Netflix が作成した調査ツール。"クリーン"なインスタンスを基準として、予期
していないポートのオープン、知らないプロセス、不審な cron エントリ、カーネルモジュールをリスト化す
る。）
https://medium.com/netflix-techblog/netflix-sirt-releases-diffy-a-differencing-engi
ne-for-digital-forensics-in-the-cloud-37b71abd2698
SSS 事業統括部 セキュリティ事業戦略部 セキュリティソリューション企画開発室
関 宏介
SSS 事業統括部 サイバーセキュリティサービス部 サイバー救急センター
初田 淳一
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Part5. クラウドへのセキュリティ診断

オンプレミスとクラウドへのプラットフォーム診断で検出されたリスク
システム環境のクラウド移行が進むにつれ、セキュリティ診断の依頼を受ける環境もクラウドが増えてきま
した。セキュリティ診断において、オンプレミスとクラウドで検出されるリスクにどのような違いがでるのか、気に
なる人もいるのではないでしょうか。図 19 に、2018 年の弊社プラットフォーム診断サービスにおいて検出さ
れたリスクの割合をシステム環境別に示します27。

オンプレミス
クラウド
0%

20%

40%

60%

Highリスク

Mediumリスク

Lowリスク

を検出

を検出

を検出

80%

100%

検出なし

図 19 重要なリスクの検出割合（プラットフォーム診断）
1. 「検出なし」について、クラウドよりオンプレミスの割合が多い理由は、オンプレミスには FW やネットワー
ク機器への診断も数多く含まれており、その多くでインターネットからアクセス可能なポートもなく適切に
設定されているためです。それらの結果が「検出なし」の割合を引き上げています。
2. 「Medium」リスク以上について、オンプレミスよりクラウドの割合が多い理由は、オンプレミスにおいては
Medium リスク数より Low リスクの検出数がかなり多く、クラウドの方は Medium リスクと Low リス
クの数が大きく変わらなかったためです。
2018 年のオンプレミスとクラウドでの Medium 以上のリスクについてそれぞれ図 20、図 21 に示します。
オンプレミスでは「SNMP サービスにおいて読み込み/書き込み可能なコミュニティ名が推測可能」な High
リスクの脆弱性が最も検出されました。クラウドでは High リスクの脆弱性は検出されていません。多くのク
ラウドサービスではデフォルトセキュアの考えで必要最小限のポートのみを許可していることが理由として考
えられます。

27

2018 年の詳細については「セキュリティ診断レポート 2019 冬」をご参照ください。
https://www.lac.co.jp/lacwatch/pdf/20191211_sec_report_vol5.pdf
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Highリスクの脆弱性（任意のコード
が実行される脆弱性や認証に成功し
て不正に操作可能な問題点） 8%

Basic認証やDigest認証において
パスワード認証を試行可能 18%
その他のMediumリスク
の脆弱性 42%

オンプレミスでの
Medium以上の
リスク
SSH等の管理用サービスにおいて
パスワード認証を試行可能 17%
WordPress等の管理用Webコンソールに

WordPressのREST APIに

おいてパスワード認証を試行可能 7%

ユーザ列挙の脆弱性 3%

ApacheのUserDir機能を利用
したアカウント情報の取得 5%

図 20 オンプレミスでの Medium 以上のリスク

Basic認証やDigest認証において

その他のMediumリスク

パスワード認証を試行可能 24%

の脆弱性 28%

クラウドでの
Medium以上の
WordPressのREST APIに

リスク
WordPress等の管理用Webコンソールに

ユーザ列挙の脆弱性 5%

おいてパスワード認証を試行可能 22%

Apacheにおいて/server-status
にアクセスすることが可能 6%
SSH等の管理用サービスにおいて
パスワード認証を試行可能 15%

図 21 クラウドでの Medium 以上のリスク
図 20 内の「Apache の UserDir 機能を利用したアカウント情報の取得」については、オンプレミスで
のみ検出されています。いくつか理由が考えられますが、一つは Elastic Beanstalk や、Amazon
Linux を含め最新バージョンの Linux ディストリビューションの Apache パッケージがデフォルトで UserDir
機能を無効にしているためと推測します。
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クラウドの注意点
今回の比較ではオンプレミスとクラウドで検出の割合に大きな違いは出ませんでしたが、「SSH 等の管
理用サービスにおいてパスワード認証を試行可能」についてはクラウドで起こりがちなリスクであると考えま
す。
オンプレミスにおいてはインターネットとの境界にあるファイアウォールをネットワーク管理者が管理しており、
インターネットからの不要なサービスへのアクセスは遮断する設定にしています。これにより、仮にネットワーク
管理者が知らないところで、事業部門がファイアウォール下でサーバを構築し不要なサービスを公開したと
しても、攻撃者からのアクセスを防止します。
しかし、クラウドの場合は事業部門がサーバへのアクセス制御も設定することと、Azure や AWS のデ
フォルト設定では RDP や SSH について送信元 IP アドレスは限定されないこともあり、このようなリスクが
残りがちです。
自組織のクラウド利用状況を把握しセキュアな環境を維持するためには、社内でのクラウドサービスの
利用ガイドラインの周知や、たとえば RiskIQ28のような把握できていない資産を検出するサービスの利用
がより一層求められます。

クラウドへの診断における注意点
クラウドサービスは多数の顧客にサービスを提供していることもあり、セキュリティ診断において注意事項
が存在しますため、いくつか紹介して本節を終わりにしたいと思います。
一つ目は動的 IP アドレスへの診断となることです。AWS が提供するロードバランサである ELB を利用
している場合は、診断対象が動的 IP アドレスになるため、診断当日に FQDN から正引きした IP アドレ
スでないと正しく診断することができません。診断対象の FQDN に関しても AWS のデフォルトの DNS 名
ではなく Alias レコードでないとミドルウェアの脆弱性を検査することができないので注意が必要です。
二つ目は CDN（Content Delivery Network）ではキャッシュが返されることです。AWS の
CloudFront を利用している場合は、サーバからのレスポンスがキャッシュされた内容であるため、脆弱性
の確認が適切に行えない場合があります。一時的にキャッシュを返さない設定にすることや診断元 IP アド
レスをホワイトリストに登録することが必要です。
このように、適切な方法で診断を実施するために、AWS の ELB や CloudFront を利用している場合
は、診断を実施するベンダに事前に連絡することをお勧めします。

28

https://www.lac.co.jp/service/product/riskiq_digital_footprint.html
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クラウドサービス固有の問題点の検出
クラウドでのセキュリティ対策に関するガイドはそれぞれのクラウドベンダから数多く公開されています29。ま
た世界的に認知されている CIS（Center for Internet Security) Benchmarks™（Cloud
Providers30）からも AWS、GCP（Google Cloud Platform）、Microsoft Azure のガイドが公
開されています。なお CIS はクラウドだけではなく OS（Windows、Linux、Apple OS など）やモバイル
（Apple IOS、Google Android）、ネットワークデバイス（Cisco、Juniper、Palo Alto Networks）
など多数のガイドを公開しており非常に有用です。
これらのガイドではクラウドでのアカウントの管理方法、パスワード設定ポリシー、ログ取得等々、リモート
からのセキュリティ診断では検出し難いものが多数含まれています。また推奨事項も数多く一つ一つ評価
することは非常に骨が折れる作業です。
そのため、自動でクラウドサービスが定義している項目を評価する AWS の Trusted Advisor（図
22）、Azure の Security Center（図 23）の利用が選択肢の一つとして考えられます。
また、クラスメソッド株式会社が無料で提供している insightwatch31は、AWS に関する複数のガイド
ライン（CIS Amazon Web Service Foundations Benchmark、AWS Security Checklist32、
IAM Best Practice33）への対応状況をまとめて評価し、分かりやすいレポートを作成します（図 24）。
他にもこういったサービスは AWS Marketplace34から見つかります。自組織が遵守すべきガイドと評価
対象範囲、そして評価サービスでの対応状況を確認しご利用されることをお勧めします。例えば NTT ドコ
モ35や DeNA36のように、評価（監査）ツールを自組織で開発することも選択肢の一つです。こういった
取り組みは Security-JAWS37のような AWS のユーザグループで紹介されることもありますため、積極的
に参加されるのが良いかもしれません。

29

AWS セキュリティソース
https://aws.amazon.com/jp/security/security-resources/
Azure のセキュリティのドキュメント
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/security/

30

https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks/

31

https://insightwatch.io/

32

https://d1.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Checklist.pdf

33

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html

34

https://aws.amazon.com/marketplace

35

https://ascii.jp/elem/000/001/698/1698974/

36

https://engineer.dena.jp/2019/08/aws-account-management-and-security-audit-automation.html

37

https://s-jaws.doorkeeper.jp/
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図 22 AWS Trusted Advisor の評価結果（セキュリティ）
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図 23 Microsoft Azure Security Center の評価結果（規制コンプライアンス）
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図 24 insightwatch の結果レポート
加えて AWS では EC2 のセキュリティ状況を自動でチェックする Amazon Inspector38があり、こちら
はホストの評価（CVE、CIS Benchmarks（Operating Systems）、Amazon Inspector のセ
キュリティのベストプラクティスを評価）とネットワークの到達可能性を評価します（図 25）。

38

https://aws.amazon.com/inspector/
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図 25 Amazon Inspector レポート
以上のようにベンダによる攻撃者目線でのセキュリティ診断に加えて、クラウドベンダから提供されている
セキュリティ評価サービスを合わせて活用することで、クラウドのセキュリティ対策向上が図れますため、利用
をご検討してみてください。
SSS 事業統括部 サイバーセキュリティサービス部 セキュリティ診断センター
小林 佑行
忠津 有紀
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Part6. AWS システムのセキュリティ対策について

近年、非常に厳しいセキュリティ基準が設けられている金融業界においても、クラウドを活用したシステ
ム構築が行われています。金融業界をリードする米国 Capital One は 2015 年に自社のすべてのアプリ
ケーションをクラウドに移行すると発表し、米国最大の独立証券規制当局の１つ FINRA（金融業界規
制当局）もクラウドサービスの AWS へ移行させました。シンガポールの DBS 銀行は概念実証を通して、
AWS がシンガポール金融管理局（MAS）の定める規制ガイドラインを満たしていることを確認して 2 年
前にクラウドを採用しました。その後公益財団法人 金融情報システムセンター（FISC：The Center
for Financial Industry Information Systems）がクラウド利用を前提として基準改定を行ったこ
とで、2018 年に日本の三大メガバンクがクラウド導入に一気に舵切りしました。
今回は、実際の金融システムでも行われているようなセキュリティ対策を、AWS サービスも取り上げなが
ら記載いたします。

アカウント管理
大事な情報を守るためのセキュリティ対策については、社外からのアクセスのみでなく、社内からのアクセ
スにも気を付ける必要があります。それも、悪意を持った人物による行為ではなく、普段のオペレーションの
中での人的なミスに因るものです。そのため、適切な権限の分離を行うことが最も重要といえます。
まず、アカウントのすべての権限を持ったルートユーザは普段は使用しないようにしましょう。IAM を利用
し、ユーザごとに権限を分離させます。
IAM：
AWS Identity and Access Management （IAM）
ユーザとグループを作成し、各リソースへのアクセス権を設定することができるサービス
https://aws.amazon.com/jp/iam/
IAM ユーザごとに適切な権限分離を行うことで、たとえオペレーションミスが発生しても、セキュリティ上の
危険が発生しないような環境を構築しておくことが大切です。例として、基盤担当者とアプリ担当者でそれ
ぞれ異なる IAM ユーザを使用させ、ユーザごとに利用できるサービスを制限させます。社内に Active
Directory 環境を構築している場合、フェデレーション認証を行うことで、社内アカウントと IAM ユーザを
連携させることも可能です。社内の部署ごとにログイン可能なユーザを制限するなど、部署ごとに変更可
能なリソースが異なり、たとえ内部犯であっても、単独では犯行が行い辛くなります。
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MFA（多要素認証）を設定し、IAM ユーザにログインする際に、MFA デバイスから発行される認証
コードを入力させることも、セキュリティの向上には欠かせません。IAM ユーザの設定から簡単に有効化す
ることができます。キーホルダー型の MFA デバイスなどを利用したり、ユーザのスマートフォンにアプリをインス
トールして利用したりすることが可能です。注意点として、MFA デバイスが故障したり、紛失してしまったり
した場合、ルートユーザでログインする必要があるので、取り扱いには注意が必要です。
さらに、開発環境や本番環境でアカウントを別々で作成するなど、マルチアカウント環境での開発も現
在は多くなっています。アカウントごとに IAM ユーザを作成していると、管理が煩雑になってしまいますが、
IAM ロールによって、IAM ユーザにクロスアカウントさせることが可能になります。ロールとは、各 AWS リソー
スに対するアクセス許可を設定した、ユーザのようなものです。ユーザとロールは似ていますが、ロールにログ
インすることはできません。その代わり、ユーザに対してロールを割り当てることができ、特定のユーザにログイ
ンしている状態でもロールの切り替えを行うことができます。これによって、開発環境用のロール、本番環境
用のロールを作成することができ、各アカウント用にユーザを作成する必要がなくなります。設定を変更する
際には、各環境用のロールにスイッチしてから実施することによって、別の環境に誤って手を入れてしまうリ
スクを減らせます。
以下に、社内の Windows Active Directory と連携してシングルサインオンする概要図と、部署ごと
の権限を付与したロールで各アカウントにログインする概要図を記載します。

図 26 社内の Windows Active Directory と連携してシングルサインオン
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図 27 マルチアカウント環境でスイッチロールによって操作できるリソースを制限
このように、適切な IAM ユーザやロールの管理によって、アクセス権限を制限し、悪意を持った人間の
犯行や、オペレーションミスによってシステムが危険な状態になることを事前に防ぐことが可能になります。

監視
リソースが適切に稼働しているかの監視だけでなく、セキュリティ対策としてどのような監視を行うべきで
しょうか。AWS では、AWS Config や、AWS CloudTrail と CloudWatch Logs の組み合わせで、
重要な設定変更が行われた場合にアラートを上げ、誰がどのように操作したかを確認することが可能で
す。
AWS Config：
AWS 上のリソースを継続的にモニタリングし、設定変更が行われると通知を行うことができるサービス
https://aws.amazon.com/jp/config/
AWS CloudTrail：
AWS アカウント上でどのような操作が行われたかを閲覧することができるサービス
https://aws.amazon.com/jp/cloudtrail/
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AWS CloudTrail によって「誰が何を」、AWS Config によって「どのように」変更したかを調べることが
可能です。監視すべき項目としては、IAM ユーザの権限変更、S3 バケットの作成や、インターネットゲート
ウェイの作成、セキュリティグループの変更などが挙げられます。
AWS Config は設定変更を検知した場合、Amazon Simple Notification Service （SNS）と
連動させて、管理者にメールを送信することが可能です。AWS CloudTrail は単独では通知する機能は
ありませんが、CloudWatch Logs と組み合わせることで、重要な設定変更操作が行われようとしている
際に、メールを送るなどの通知が可能です。
CloudTrail イベント用の CloudWatch アラームの作成: 例
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awscloudtrail/latest/userguide/cloudwatch-al
arms-for-cloudtrail.html
AWS はこのように多くのセキュリティ対策機能を提供しており、これらの機能を有効活用することによりシス
テムのセキュリティ向上が図れます。
金融事業部金融サービス第三部クラウドサービス G
渡辺 正昭
岩﨑 勇樹

44

サイバー救 急 センターレポート
第 8 号／2020 新春

編集後記
今回のサイバー救急センターレポートではこれまでと趣向を変え、テーマを決めてラックの様々なサービス
部門から寄稿してもらい、様々なセキュリティ対策からいくつか取り上げてご紹介しました。
今回取り上げた内容は IaaS に関するものです。クラウドベンダは AWS Cloud Watch や Azure
Security Center などのセキュリティサービスを始め多くのサービスを提供しており、またセキュリティベンダが
提供するセキュリティサービスなど本レポートでは取り上げなかったことが多数あります。AWS や Azure は
セキュアにシステムを構築するための有益なドキュメントを数多く提供しています。この機会に目を通し、お
付き合いのあるクラウドベンダ、セキュリティベンダにご相談されるのも良い方法です。皆様の組織において、
本レポートがクラウドセキュリティの参考となり、ご活用されることを期待しています。

アンケートのお願い
今後のよりよい記事づくりの参考とさせていただくため、是非、以下の URL または QR コードからアンケー
トに回答いただけると幸甚です。忌憚のないご意見・ご感想をお寄せください。何卒よろしくお願いいたしま
す。
わずか 3 問、30 秒ほどお付き合いください！！
個人を特定する質問はありません！！皆様のアンケートで今後が変わります！！
https://jp.surveymonkey.com/r/3QBP8LK

編集長

初田 淳一

編集者・執筆者

阿部 正道、尼子 雄大、岩﨑 勇樹、岡田 大志、小林 佑行、芝村 崇、
関 宏介、忠津 有紀、初田 淳一、宮本 豊、渡辺 正昭

写真撮影者
(表紙・裏表紙)

尼子 雄大、永安 佑希允
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