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レポート

Miraiボットネットは、
セキュリティ対
策が不十分なIoTデバイスを攻撃し、
過去最大規模の分散型サービス拒否
攻撃を実行しました。

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

さて、
この冬の出来事を振り返ってみましょう。

昨年の秋、
サイバーセキュリティが政治的な領域に踏み込む事件
が発生しました。米国の二大政党に関連する組織がサイバー攻
撃を受けました。大統領選に影響を及ぼすことが狙いだったよう
です。
この問題は選挙期間中の討論会でも取り上げられました。
モデレーターの一人が次のような質問をしています。
「我が国の
機関がサイバー攻撃を受け、情報が盗まれています。
そこで質問
です。
この攻撃の背後には誰がいますか。
この攻撃に対して、どの
ように戦いますか？」
また、
昨年の秋には脆弱なIoT（モノのインターネット）
デバイスに対
する大規模な攻撃が発生しました。
このDynに対する分散型サー
ビス拒否（DDoS）攻撃では、IoTデバイスがボットとして利用され、
DNSサービスの提供が不能になりました。
この攻撃では、
ピーク時
に1.2 Tbit/sのトラフィックが発生し、
よく知られた多くのWebサイト
がシャットダウンされました。
今回の脅威レポートでは、
この攻撃を
実行したMiraiマルウェアについて詳しく分析しています。

インターネットと重要インフラのセキュリティの脆弱性が問題にな
っています。
民主主義を機能させる上でサイバーセキュリティは不
可欠な存在です。
サイバーセキュリティが地政学的に主要なトピッ
クになったことは間違いありません。
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年末前に、通常のMcAfee Labs脅威レポートの読者には馴染
みのあるトピックについて2つのWebキャストを実施しました。
2016年12月14日、弊社の7名の脅威研究者が2017年以降の
主要脅威予測についてパネルディスカッションを行いました。
詳細は、Webキャストまたは『McAfee Labs 2017年の脅威
予測』
でご確認ください。

翌日は、弊社の専門家がセキュリティ オペレーション センタ
ー（SOC）の発展について議論しました。
このWebキャストは、
『McAfee Labs脅威レポート: 2016年12月』と同じ内容で、SOC
の現状を調査し、将来の予測を行いました。詳細は、SOCの
Webキャストをご覧ください。
先月、弊社は『クラウド環境の信頼性の向上』というレポートを
発表し、
クラウドの利用状況に関する年次調査の結果について
報告しました。
クラウドに対する信頼は増していますが、調査し
た半数以上の企業では、サイバーセキュリティのスキル不足が
原因でクラウドの導入が進んでいません。

さらに、サンフランシスコで開 催されたR S Aカンファレンス
2 0 1 7でも活 発 に活 動しました 。製 品 発 表 に加え、C y b e r
Threat Allianceの設立を発表しました。この設立により、
Intel Security（現McAfee）、Symantec、Palo Alto Networks、
Fortinet、Cisco、Check Pointから成る共同創設メンバーはCTA
の成功に全力を尽くす姿勢でいます。

CTAは、CTAメンバー間で脅威情報を自動的に共有し、評価す
るプラットフォームを発表しました。
このプラットフォームでは、
脅威情報が攻撃対策になるように構成されています。CTAのメ
ンバーは実用的な脅威情報を自動的に取得し、顧客の保護に
役立てることができます。
今後はCTAのデータを使って脅威対策
のライフサイクル ソリューション全体で保護と検出の効果を向
上していきます。
今回のレポートでは、次の2つのトピックを取り上げています。
■■

■■

脅威インテリジェンス共有の必要性。脅威インテリ
ジェンスの構成要素、情報源、共有モデル、セキュリ
ティオペレーションで脅威情報の共有を強化する
方法、解決すべき5つの重要な課題について説明し
ます。

大手DNSサービス事業者のDynに対する大規模な
DDoS攻撃で使用されたMiraiマルウェア。
Miraiは、
脆弱なIoTデバイスを検出して感染し、ボット化して
攻撃に利用する悪質なマルウェアです。

この2つのキートピックの後に、通常通り、四半期ごとの統計情
報をまとめています。
この四半期からインシデントに関するグラ
フを追加しました。
データは、公開情報、Foundstone®サービス
のインシデント対応チーム、弊社の脅威調査チームから収集し
ています。
業種、地理的な場所別にインシデントの情報を提供し
ます。
ご感想をお聞かせください。

このレポートを共有
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さらに...

12月、McAfee Labsは動的エンドポイント保護ソリューションの
一つとしてReal Protectをリリースしました。
の技術は、ゼロデイ
マルウェアをほぼリアルタイムで検出します。クラウドベース
の機械学習を利用し、動作分析と静的分析の結果に基づき、
エンドポイントの不審なマルウェアを自動的に分類します。
また、最近リリースしたMcAfee Cloud Threat Detectionは、
弊社のWebセキュリティ製品やMcAfee Network Security
Platformと併用することができます。
この技術は、
クラウドベー
スの機械学習と他のグループ分類方法を利用し、弊社のクラ
ウド上で未知のマルウェアを分析し、
レポートと感染兆候を生
成します。
これらは、機械学習とビックデータ分析を利用した新
しい保護技術で、弊社の次世代の保護対策とインテリジェンス
ソリューションを強化するものです。

先月RSA Conference 2017に参加する前に、McAfeeセキュリテ
ィ解析センターの機能強化を行いました。新たに脅威状況ダッ
シュボードが追加され、エクスプロイト キット、
ランサムウェア、
脆弱性などのカテゴリ別に脅威の状況が表示されます。
このダ
ッシュボードでは、重大な脅威、
その動作、回避手順を確認でき
ます。
これらの情報が保護の強化に役立てば幸いです。

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4四半期の状況
は次のとおりです。
■■

■■

■■

■■

■■

第4四半期にMcAfee GTIが1日に受信したクエリ
ーは平均で496億件です。

第4四半期にMcAfee GTIで阻止した不正なURLは
増加しました。
第3四半期は1日あたり5,700万件で
したが、第4四半期は6,600万件に増加しています。
第4四半期にMcAfee GTIで阻止した不正なファイ
ルは減少しています。第3四半期は1日あたり1億
5,000万件でしたが、第4四半期は7,100万件に減
少しています。

第4四半期に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3四半期は1日あ
たり3,200万件でしたが、第4四半期は3,700万件
に増加しました。

第4四半期にMcAfee GTIで阻止した危険なIPア
ドレスは増加しています。第3四半期は1日あたり
2,700万件でしたが、第4四半期は3,500万件に増
加しています。

素敵な季節をお楽しみください。

－ Vincent Weafer、
バイスプレジデント/McAfee Labs

このレポートを共有
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エグゼクティブ サマリー

脅威インテリジェンスの共有: 情報不足による被害の拡大を防ぐ

脅威インテリジェンスの共有を行うこ
とで、攻撃の効果を大幅に減少させ
ることができます。
法的枠組みが変更
されたことで、有を妨げる壁も低くな
りました。
データを相互運用するため
の標準規格も定義され、共有の自動
化が進んでいます。また、脅威インテ
リジェンス共有の組織も設置されて
います。

脅威インテリジェンスの共有は、資産保護と脅威検出の向上に役立ちます。
このキート
ピックでは、脅威インテリジェンス共有の背景と必要性、脅威インテリジェンスの構成
要素、情報源、共有モデル、セキュリティ オペレーションで脅威情報の共有を強化する
方法、解決すべき5つの重要な課題について説明します。
脅威インテリジェンス共有の効率性と効果を向上させるには、次の3つの領域を改善し
なければなりません。
■■

■■

■■

イベントの優先度を簡単に設定し、セキュリティ担当者が優先度に応じて
対処できる環境を用意する。

侵害の兆候を相互に関連付けて分析し、個々の攻撃の関係性を把握する。
自社製品と他社製品の間での脅威インテリジェンスの共有を強化する。

Mirai － IoTボットネット
IoTデバイスに対する攻撃が発生し、
サイバー空間での重大な犯罪に悪
用されています。IoTデバイスを乗っ
取ると、攻撃者はこのデバイスを悪用
し、企業、個人ユーザー、
インターネッ
ト インフラに攻撃を仕掛けてきます。
Miraiボットネットは始まりに過ぎま
せん。

2016年10月21日、DNSサービス事業者のDynが大規模な分散型サービス拒否攻撃
を受けました。攻撃のピーク時には1.2 Tbit/sのトラフィックが発生し、過去最大規模の
DDoSトラフィックとなりました。分析の結果、
このDDoSトラフィックはMiraiボットネッ
トに感染したIoTデバイスから送信されていたことが分かりました。
10月には、Miraiのソースコードが公開されました。
このコードを利用した派生形のボ
ットが出現していますが、大半はスクリプト キディによるもので、
その影響は比較的限
定されています。
また、Miraiを利用したDDoSサービスも登場しました。
このサービス
を利用すると、セキュリティに問題があるIoTデバイスにDDoS攻撃を簡単に実行するこ
とができます。

このキートピックでは、Miraiボットネットと関連のボットについて、アーキテクチャ、
内部構造、攻撃経路、攻撃プロセス、進化などを詳しく説明します。

このレポートを共有
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キートピック

脅威インテリジェンスの共有:
情報不足による被害の拡大を防ぐ
Mirai － IoTボットネット

このレポートを共有

キートピック

脅威インテリジェンスの共有: 情報不足によ
る被害の拡大を防ぐ
— Vincent Weafer

テクノロジは常に進化しています。
これまで信頼できた手法も効力を失いつつあります。
従来のセキュリティ モデルも厳しい状況に置かれています。
攻撃の巧妙化はさらに進み、
個別の防御システムを回避する脅威も現れています。
システムがサイロ化し、
情報が共有
されていないため、
他の場所では阻止されている脅威の侵入を許してしまっています。

現在では、
デバイス、ユーザー、時間、場所に関係なく、ユーザーやリクエストのコンテキ
スト情報を構成する複数の属性に基づいて、保護されたコンテンツに対するアクセス権
限を決めなければなりません。
このような環境でも十分に機能しなければ、効果的なセ
キュリティ モデルとは言えません。
このモデルでは、普通のマルウェアだけでなく、
ランサ
ムウェア、ゼロデイ エクスプロイト、高度なツールを利用する巧妙な攻撃など、新たに発
生する脅威を検出し、問題を修復できなければなりません。
このような環境でも十分に
対応できるように様々なセキュリティ技術を改善していますが、現在の洗練された脅威
を阻止するには、
デバイスや組織の間で情報を共有する必要があります。

このキートピックでは、脅威インテリジェンスの共有が必要な理由、脅威インテリジェ
ンスのコンポーネント、共有モデル、解決すべき5つの重大な課題について解説します。
脅威インテリジェンス共有の効率性と効果を向上させるには、次の3つの領域を重点的
に解決しなければなりません。
■■

■■

■■

イベントの優先度を簡単に設定し、セキュリティ担当者が優先度に応じて
対処できる環境を用意する。

侵害の兆候を相互に関連付けて分析し、個々の攻撃の関係性を把握する。
自社製品と他社製品の間での脅威インテリジェンスの共有を強化する。

脅威インテリジェンス共有を強化する理由

脅威インテリジェンスの共有が始まったのは最近のことではありません。
セキュリティ研
究者、
ベンダー、
政府機関の間では以前から情報の共有を行ってきました。
他の業種でも、
情報センターを設立して、被害を受けたベンダーから収集した情報を共有しているグル
ープもあります。
しかし、
このような取り組みは遅々として進まず、自動化も行われていま
せん。
公開の意思は明確にしているものの、公開されている内容は日程や調査事項のレ
ベルに過ぎません。
訴訟、
信用の失墜、
パッチ未適用の脆弱性の暴露につながる恐れがあ
るため、
どの企業も攻撃やシステム感染の詳細について積極的に公開しようとしません。
『McAfee Labs 脅威レポート』
（2016年3月）のキートピック
「サイバー脅威インテリジェン
スの共有」
では、
脅威インテリジェンスの共有に関する調査結果を詳しく報告しました。

このレポートを共有
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キートピック

脅威インテリジェンス共有が必要な理由の一つとして、
テクノロジ環境で複雑化が進ん
でいる点があります。
アプリケーション、デバイス、クラウドは時間や場所に関係なく利
用されています。
このため、正規のトラフィックと不審なトラフィックの区別が難しくなっ
ています。攻撃も時間と場所を選びません。攻撃者は攻撃対象に関する詳しい情報を
入手し、状況の変化に応じて迅速に対応することができます。
このため、環境を保護す
るには、攻撃者と攻撃対象に関するより詳しい情報を入手し、
その関連性を把握する必
要があります。
また、攻撃者の数も大幅に増え、
スキルも向上しています。
マルウェアやサービス、標的
のリストを提供する支援者や資金洗浄の担当者など、様々な人物が攻撃者を支援して
います。
攻撃側が常に優位な立場になっているという見方もあります。

多くの企業が、情報共有のメリットがデメリットよりも大きいことを認識するようになり
ました。攻撃の量と頻度を考えれば、誰でも攻撃を受ける可能性があります。新しい攻
撃を効果的に封じ込めるには、詳細なコンテキスト情報が付いた機械可読形式の脅威
情報をすばやく、
タイムリーに共有する必要があります。

脅威インテリジェンスとは？

脅威インテリジェンスには、戦術、
オペレーション、戦略の3種類の情報があります。
■■

■■

戦術的なインテリジェンスとは、
セキュリティシステム、
スキャナー、
センサー
が収集した情報です。
情報の大半は自動的に収集されますが、自動処理が
行われず、詳細が不足している場合もあります。
たとえば、
エンドポイントの
ウイルス対策システムは不正なファイルを検出し、
ブロックしますが、通常、
送信元のIPアドレスなどのコンテキストデータを意思決定システムに送信す
ることはありません。
このような詳しい追跡データがあれば、中央のシステ
ムで攻撃中に持続する構造要素を特定し、他のデータと関連付けて分析を
行うことができます。
予防的な見地から見ると、
これらのシステムが収集した
情報は感染の兆候を表すことが多く、
フォレンジックや修復作業に非常に役
立ちます。
また、詳細な情報を迅速に共有することで、組織全体の保護にも
役立ちます。

オペレーション インテリジェンスは、
コンテキストの構築に必要なコンポ
ーネントを網羅しています。セキュリティアナリストは、非常に多くの時間
を費やして調査対象のイベントとアラートを識別し、不審な攻撃の範囲と
影響、インシデント対応の最適な調整方法を考えています。
このような活
動の殆どが手動で行われているため、感染や侵害を防ぐまでに相当な時
間が必要になります。
この問題を解決するために、
ビッグデータ分析、機械
学習など、意思決定を自動的に行う技術が採用され始めています。
これに
より、応答時間を短縮し、脅威検出と修復の効果を改善しています。

このレポートを共有
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キートピック

■■

戦略的なインテリジェンスは、
組織単位でセキュリティポリシーと計画活動
を通知するために処理された情報です。
最大の脅威とその標的、
リスクの発
生確率と影響の評価、法規制の順守義務などが含まれます。
戦略的なイン
テリジェンスの多くは手動で行われ、経験を必要とする活動ですが、最新の
ポリシー、
計画、
リスク プロファイルを使用することで、
不審なアクティビテ
ィや不正なアクティビティにより迅速に、
より効率的に対応することができ
ます。
特定の攻撃や脅威に関するコンテキスト情報で強化することで、現在
のサイバー脅威環境の全体的な枠組みを変えることができます。
特定の手
口や兆候を検出したときに、
これらの情報を参考にして方向性を決めるこ
とができます。

脅威インテリジェンスとは?

確認している
アクティビティ
観測

この脅威が発生
している場所

ネットワークと
システムで検出
する脅威と理由

指標

攻撃の内容
過程

インシデント

この脅威が利用
した弱点

攻撃の理由
キャンペーン

攻撃対象

この脅威の実行者

実行すべき対策
脅威の主体

一連の行動
Lorem

脅威インテリジェンスの共有モデル

様々な脅威インテリジェンスの共有モデルがすでに使用されています。20年以上前か
ら利用されているものもあれば、変化する脅威状況に合わせて改良されているモデル
もあります。
また、新しいモデルも作成されています。取締機関、セキュリティベンダー、
政府機関、攻撃の標的となった企業は、効率的に情報を共有し、変化する規制環境に
対応できる方法を模索しています。
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情報共有分析センター（ISAC）
このNPO組織は、連邦政府、政府機関、特定の業界、重要インフラでサイバー脅威情報
を共有できるように情報を収集・管理する組織です。
ISACの多くは、重要インフラの所有
者と運営者の間での脅威/脆弱性情報の共有を推奨する1998年の米大統領令に応じ
て設置されました。
当初は米国のインフラが中心でしたが、現在では米国以外の組織も
参加しています。重要インフラに限定されず、自動車、航空、電気、小売、金融サービス、
原子力、水道などの業種の組織も参加しています。
情報共有分析機関（ISAO）
この組織の定義はISACよりも広く、脅威インテリジェンスの共有を推進、支援する機構
と定義されています。2015年に米国で可決された法案では、組織間での脅威インテリ
ジェンス共有に関する法的責任が限定されました。

コンピューター緊急対応チーム（CERT）
とインシデント対応チーム（IRT）
世界各地に数百のIRTが存在します。
この中で最も古く、有名な組織はピッツバーグにあ
るカーネギーメロン大学のCERTです。
この組織は、Morrisワームのインシデント発生後、
米国防総省先端技術研究計画局の指示で1998年に設立されました。
これらの組織は、
脅威/脆弱性の調査、
セキュリティ ツールの開発、
特定の脅威/脆弱性に対する対応の調
整など、様々な機能を担っています。
大半の国では政府の出資でCERTやIRTを設立して
いますが、
大手テクノロジ企業は自社製品に関する組織を運営しています。

有料での脅威情報の交換
これは、営利団体やソーシャル ネットワーク、
クラウドソーシングで新たに始まった形態
です。
他の脅威インテリジェンス共有と同様に、情報源とタイムラインの点では評価でき
ます。
一部の会員サービスやクラウドソーシング サービスでは、利用者が共有先を選択
したり、他のメンバーの信用度を評価することができます。

マーケティング目的での公開
セキュリティ ベンダーやテクノロジ企業などは、自社の市場価値（たとえば、
ソートリ
ーダーとしての存在価値）を上げるため、脅威情報の公開を検討することがあります。
脅威レポートやブログを必要とするセキュリティ担当者が非常に多く、
その数も増えて
います。
サイバー攻撃に対する世間の関心が高まっている現在では、セキュリティ関係
者以外もこのような情報に興味を示すかもしれません。
しかし、
レポートの情報は最新
ではないことが多く、効果的な保護を行うには適切な共有モデルとは言えません。
ブロ
グの場合は、
タイムリーに情報を提供できるため、脅威インテリジェンスの共有としては
有効な情報交換手段になる可能性があります。
ブログは機械で自動的に処理できる形
式ではありませんが、戦略的なインテリジェンスとして収集され、セキュリティ担当者の
間で有効な情報交換の手段となっています。
有料の脅威情報とセキュリティ ベンダーのメリット
ベンダーが提供する情報交換では、専門のチームが脅威の調査と検証を行うという利
点があります。
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重大な課題

脅威インテリジェンス共有の自動化は新たな試みではありませんが、
まだ初期の段階に
あります。
セキュリティ業界では、
この数年間、戦術的な脅威データを機械的に生成し、
処理する方法の開発に取り組んできました。
大半のデータは、
イベントログと侵害の兆候
（ファイル ハッシュ、不審なURL、IPアドレスなど）から構成されています。
これらの指標
は時間的な制約が厳しく、
すぐに価値を失ってしまいます。
また、
データの量と品質も問
題になります。
大量の情報の中から高品質で有益な指標を識別することは難しいため、
セキュリティ アナリストはイベントの優先度を簡単に判断することはできません。
業界でも、戦術的な脅威インテリジェンスを共有する機能を開発してきました。特に、
各社が自社製品の間で情報を共有する機能を開発しています。
しかし、企業間でコンテ
キスト情報を含む詳細な情報を共有することにはまだ成功していません。
この貴重な
情報をセキュリティ オペレーションに組み込もうとすると、量、検証、品質、速度、相関分
析という5つの課題に直面します。

量
この数年で高度なセキュリティセンサーや防御策が配備された結果、脅威インテリジェ
ンス ツールに大量のデータが送信されるようになりました。
このようなデータを分析す
るには、ビッグデータ分析や機械学習ツールが必要になります。潜在的な攻撃の検出
能力が向上すると、内部脅威の検出率は向上しますが、大量の情報から不要なデータ
を取り除くという問題は残ります。システムの検出機能は改善されていますが、それに
合わせて人間の分析能力が向上しているわけではありません。ベンダーは、重要なデ
ータへのアクセス モニターを用意したり、潜在的な攻撃や不審なイベントを識別できる
サンドボックスやトラップを強化し、
この問題の解決に取り組んでいます。
人間の能力を
強化するには、
さらなる自動化とプロセスの調整が必要になります。

検証
偽の情報やニュースは昔から存在します。
脅威情報システムを機能させないため、攻撃
者が偽の脅威レポート送信する可能性もあります。
組織の内外に関係なく、共有された
脅威情報の送信元を検証することが重要です。外部検証が必要なことは明らかです。
脅威情報が正規の送信元から送信され、転送中に改ざんされていないことを保証する
ため、送信情報に暗号化、
ハッシュ、
コンテンツのデジタル署名などを行う必要があり
ます。内部検証の場合は、
コンテンツの分析と評価を行い、実際の攻撃かどうかを判断
しなければなりません。
ステルス性の脅威が自身の存在を隠蔽するためにノイズを送
信している可能性もあります。
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品質
情報源だけでなく、共有する情報の品質も問題になります。
正規の情報源は、攻撃や侵
害の兆候からイベントの詳細まで、様々な情報を送信します。
この中には、受信者に関
係のない情報が含まれている場合もあります。情報が多くても、重複した情報や品質の
低い情報が多いようでは意味がありません。
多くの脅威情報がオンラインで交換される
ようになり、入力源とセンサーは増加しています。意思決定システムで持続型攻撃の重
要な要素を識別できるようにするには、有益な追跡データを収集して交換するようにセ
キュリティセンサーを再構築しなければなりません。
脅威情報の価値を高め、実用的な
ものにするには、
フィルタリング、
タグ付け、重複排除などを自動化する必要があります。
2017年には、Cyber Threat Allianceが脅威情報の品質を向上させる有益な取り組み
をオンラインで公開します。
CTAのメンバーから提供された脅威情報の品質が自動的に
評価され、必要な品質レベルの情報が提供された場合にのみ脅威情報を抽出できるよ
うになります。
速度
転送速度、
より正確にいうと、脅威の検出から重要な情報を受信するまでの時間も重
要な要素となります。攻撃の阻止に間に合わなくても、受信した情報はクリーンアップ
プロセスでも役立ちます。
効果的な脅威対策を行うには、
オープンで標準化された通信
プロトコルを脅威インテリジェンスの共有用に最適化する必要があります。最初のマシ
ンが感染してから1、2分で別のシステムへの攻撃が発生しています。
企業内ではセンサ
ーとシステム間の通信はほぼリアルタイムで行う必要があります。高度な持続型の脅
威や巧妙な標的型攻撃は同じ業界の複数の企業に攻撃を仕掛けてきます。
企業間で脅
威情報を交換する場合も、最初の攻撃が確認されてから数時間以内に行う必要があり
ます。

相関分析
組織に関連するパターンや重要なデータ ポイントを見つけるには、受信した情報を関
連付け、相関分析を行う必要があります。生データを自社の独自情報として扱っている
企業もありますが、
データの収集能力自体はさほど問題ではありません。
収集したデー
タからセキュリティオペレーションに役立つ情報を得ることができなければ意味があり
ません。
検出と修復作業を効果的に行うには、
データをリアルタイムで検証し、
オペレー
ティング システム、
デバイス、ネットワーク間で相関分析を行い、
イベントの優先度を判
断して対応範囲を決めることが重要です。目的はセキュリティアナリストがリスクの最
も高いイベントに集中できるようにすることです。
技術と機械の能力を使用して、
イベン
ト データの優先度を識別し、高品質のイベントを抽出してインシデントの範囲と優先度
を特定する必要があります。
脅威インテリジェンス共有で最後に残された課題は、情報から効率的なアクションを
実行することです。
この課題を解決するには、異なるベンダーの製品間で脅威情報を
共有する効果的な方法を見つける必要があります。
収集した情報の関係を自動的に識
別し、機械の能力を利用して優先度の判断を簡単に行うように改善を行わなければな
りません。
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キューや受信トレイ、
レポートにある指標は、
アクションを実行できるツールで処理され
るまで何の価値もありません。
セキュリティアナリストに処理されていない脅威データ
が大量に残っているようでは意味がありません。
どの業種のセキュリティオペレーショ
ンでも、大量の情報から意味のある信号を見極め、
インシデントの重要度を判断して、
最もリスクの高い脅威を優先的に調査できるように、
より多くの技術と要員を投入して
います。

しかし、技術やリソースが増えても、セキュリティとデータ保護の戦略がなければ、問題
を解決することはできません。
殆どの企業のセキュリティチームは、自社のビジネスにと
って最も重要なデータを見分ける手法を確立していません。
このため、大まかなアプロ
ーチですべてのものを保護しようとします。
デバイスの数と生成されるデータの量は桁
違いの勢いで増加しているため、
いずれ管理不能な量になるでしょう。

今こそ共有を

多くの情報源からほぼリアルタイムでデータを収集し、重大度の特定と検証を行い、
イベントの優先度と範囲を判断することが重要です。脅威インテリジェンスの共有を行
うことで、攻撃の効果を大幅に減少させることができます。法的枠組みが変更された
ことで、共有を妨げる壁も低くなりました。
たとえば、サイバーセキュリティ情報共有法
により、民間企業が米国政府または民間企業と脅威情報を共有する場合の法的基盤
が整備されました。

政府はCISA以外にも、関係する組織間で脅威情報を迅速に収集し、配布できるように
情報共有組織の設置を奨励し、支援しています。
このようなデータを効果的に活用する
には、
データの収集と共有を行うためのオープンなアーキテクチャが必要になります。
データを相互運用するための標準規格も定義されていますが、大量のデータを迅速に
処理できるように自動化を行う必要があります。脅威インテリジェンスの環境も整備さ
れてきましたが、信頼性のある情報が交換されるように強化していく必要があります。

Cyber Threat Allianceは、業界のベストプラクティスに従い、脅威の兆候をリアルタイ
ムで共有し、監視できる環境の構築に取り組んでいます。システムを攻撃から保護し、
攻撃の威力を弱めるには、
データを共有して脅威コンテキストのギャップを埋める必要
があります。
このモデルは、
このような取り組みを行うように企業に奨励することを目的
としています。

Cyber Threat Alliance
検 出 を回 避する方 法 を探すた め 、
攻撃者はセキュリティツールのテスト
を行っています。個々のベンダーやシ
ステムが個別に保護対策を行うので
はなく、複数のベンダーとシステムが
連携することで、システム全体の保護
を向上させることができます。

2月13日、Cyber Threat Allianceの創設メンバー企業のCEOが集まり、非営利法人とし
てCTAを正式に設立することを発表しました。
この組織は、
できる限り多くのユーザー
が迅速に利用できるように、抽象的な脅威情報を実際の保護に役立つ形式に変換する
ことを目指しています。CTAは、情報共有の効果と効率を向上させ、脅威情報から有効
なアクションを実行できるように、脅威情報を自動的に共有するプラットフォームを開発
しています。
この情報の大半は脅威の兆候とコンテキスト データから構成され、資産の
保護に役立つ実用的な情報に変換されます。
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CTAは5社の創設メンバーから構成され、2014年以降、様々なプロジェクトを共同で実
施しています。
創設メンバーは次のとおりです
（アルファベット順）。
■■

Check Point

■■

Cisco

■■

Fortinet

■■

McAfeeの環境に脅威インテリジェン
スを統合する方法については、
『ソリュ
ーション概要: 脅威情報を効果的に利
用する方法』をご覧ください。

Intel Security（現McAfee）

■■

Palo Alto Networks

■■

Symantec

また、複数の企業が賛助会員としてCTAに参加しています。
CTAのメンバーは、セキュリ
ティ製品と技術を向上させるには競争が不可欠であると考えていますが、
この脅威イン
テリジェンス共有プラットフォームを共同で開発し、共有することは、最終的にすべての
メンバー、
ユーザーの利益になると信じています。
McAfeeの環境に脅威インテリジェンスを統合する方法については、
『ソリューション概要:
脅威情報を効果的に利用する方法』
をご覧ください。
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Mirai － IoTボットネット

— Yashashree Gund、Ravikant Tiwari、Christiaan Beek

モノのインターネットの普及で日々の生活が変わり始めています。インテルの推定
では、
インターネットに接続しているスマートデバイスはすでに150億台を超え、
その数
は2020年の終わりまでに2,000億以上になると予測されています。
しかし、
これらのデ
バイスの多くは保護対策が十分に行われていません。
2016年10月21日、DNSサービス事業者のDynが大規模な分散型サービス拒否
（D D o S）攻 撃 を受 けました 。この 攻 撃 は 2 段 階で実 行されました 。最 初 の 攻 撃
は11時10分から13時20分（UTC）まで実行され、2回目の攻撃は15時50分から
17時00分（UTC）まで実行されました。攻撃のピーク時には1.2 Tbit/sのトラフィックが
発生し、過去最大規模のDDoSトラフィックとなりました。
分析の結果、
このDDoSトラフ
ィックはMiraiボットネットに感染したモノのインターネット
（IoT）デバイスから送信され
ていたことが分かりました。

Mirai ボットネットの作成者と見られるAnna-Senpaiは、DNSプロバイダーのDynだけ
でなく、2016年に発生した他の大規模なDDoS攻撃（Krebs on SecurityのWebサイト、
フランスのクラウド コンピューティング サービス会社のOVH）への関与も疑われてい
ます。
2016年10月1日、Anna-SenpaiはMiraiのソースコードを公開しました（この名前はア
ニメの「未来日記」から付けられたようです）。
このコードを利用した派生形のボットが
出現していますが、大半はスクリプト キディによるもので、
その影響は比較的限定され
ています。
また、Miraiを利用したDDoSサービスも登場しました。
このサービスを利用す
ると、セキュリティに問題があるIoTデバイスにDDoS攻撃を簡単に実行することができ
ます。

このキートピックでは、Miraiボットネットと関連のボットについて、
アーキテクチャ、内部
構造、攻撃経路、進化などを詳しく説明します。
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アーキテクチャと攻撃プロセス

Miraiボットネットのアーキテクチャは比較的簡単で、いくつかのリモート サーバーが
Miraiボットの多くのインスタンスに接続しています。

Mirai ボットネットのアーキテクチャ
指令通信
指令サーバー

スキャン レシーバー

デバイスに
総当たり攻撃
(スキャン)

スキャン レシーバー

ローディング
サーバー

感染先のデバイスに
バイナリを挿入

コンポーネント
Miraiボット: デバイスに常駐するメイン コンポーネントで、
オペレーション
を実行します。
たとえば、指令サーバーとの接続の確立し、ポート スキャン
を実行して、開いているTelnet/SSHポートを確認します。
さらに、総当たり
攻撃でIoTデバイスのデフォルト パスワードを取得し、DDoS攻撃を開始し
ます。
■■

■■

■■

■■

指令サーバー: 攻撃者が制御するサーバーで、感染したIoTデバイスのボッ
トを監視します。攻撃者は、
このサーバーを使用して感染先のIoTデバイス
にコマンド
（DDoS攻撃の開始命令など）を送信します。

スキャン レシーバー: IoTデバイスから盗み出した認証情報を受信します。
受信した情報をローディング サーバーに転送します。
ローディング サーバー: スキャン レシーバーから認証情報を受信し、感染
先のIoTデバイスにMiraiボットのバイナリを読み込みます。

攻撃のプロセス
Miraiによる攻撃はポートスキャンから開始します。
高度なSYNスキャナーを使用して広
範囲のIPアドレスをスキャンして、開いているTelnetまたはSSHポートを特定し、
そのポ
ートに接続しているIoTデバイスを探します。SYNスキャンでは、完全な接続を確立せず
に通信ポートの状態を確認できます。次に、一般的なデフォルトのユーザー名とパスワ
ードの辞書を使用してIoTデバイスに総当たり攻撃を実行し、脆弱なIoTデバイスを特定
します。

このレポートを共有
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また、
Miraiボットが指令サーバーのドメイン名を解決します。
Miraiの指令サーバーのドメ
イン名は暗号化され、
ハードコードされています。
ドメイン名によるブロックを防ぐため、
ランタイムで解決されます。
総当たり攻撃に成功すると、感染先のIoTデバイスのIPアドレ
スと認証情報を指令サーバーに送信します。
この情報を専用のスキャン レシーバー サー
バーに送信する場合もあります。
後で利用できるように、IoTデバイスのIPアドレスと認証
情報をデータベースに保存します。
スキャン レシーバー サーバーがこれらの情報を複数
のローディング サーバーに転送します。
ローディング サーバーが、感染先のIoTデバイスでwgetまたはtftpが使用可能かどうか
テストします。
可能な場合、
ローディング サーバーがMiraiボットのバイナリをデバイスに
ダウンロードします。可能でない場合、echo-loadを実行してwgetのように機能する小
さいバイナリ
（約1KB）を送信します。
echo-loadで読み込まれたバイナリが実際のMirai
ボットバイナリをダウンロードします。
Linuxでのポートの枯渇を防ぐため、ローディング
サーバーが複数のIPアドレスを使用するように設定されている場合もあります。

IoTデバイスにMiraiボットが感染すると、
このIoTデバイスで同じプロセスを繰り返し、
別の脆弱なデバイスを検索します。
この自己複製機能は非常に効果的で、Telnet攻撃
だけで380,000台のデバイスがMiraiに感染したと言われています。

Miraiボットには、
この他にも優れた技術が組み込まれています。
たとえば、自身の攻撃
の妨げになるボットを見つけると、
そのボットのプロセスを終了します。
また、Miraiによ
るアクセスの支障にならないように、TelnetまたはSSHポートにバインドされているア
プリケーションを終了します。

Mirai の攻撃プロセス
開始

x デバイスに
総当たり攻撃

y デバイスに
総当たり攻撃

z デバイスに
総当たり攻撃

スキャン レシーバーに
情報を送信

スキャン レシーバーに
情報を送信

スキャン レシーバーに
情報を送信

ローディング サーバーが
マルウェアをダウンロード

ローディング サーバーが
マルウェアをダウンロード

ローディング サーバーが
マルウェアをダウンロード

指令サーバーからの
命令を待機

指令サーバーからの
命令を待機

指令サーバーからの
命令を待機

攻撃経路

Miraiは、OSI参照モデルの第3、4、7層でDDoS攻撃を実行します。
このモデルは、内部
構造や技術に関係なく、
コンピューティング システムの通信を可能にするための標準規
格を定義しています。

このレポートを共有
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ネットワーク層（第3層）は、
コンピューター間でのデータの送受信を制御します。
論理ア
ドレスの指定、
ルーティング、
データグラムのカプセル化、
フラグメント化と再構築、誤り
処理、診断などを行います。

トランスポート層（第4層）は、エラーチェック機構とデータフロー制御により、到達した
メッセージの信頼性を維持しています。
トランスポート層は、
コネクション モードとコネ
クションレス モードの両方の転送に対するサービスを提供しています。

アプリケーション層（第7層）は、
ネットワーク アプリケーションが使用します。
IPネットワ
ーク内でのプロセス間通信を行うためのプロトコルを定義し、通信インターフェースと
ユーザー サービスを提供しています。
ネットワーク層 [第3層]

• ネットワーク アドレス指定: ルーティング/スイッチング
• プロトコル: IPSec、ARP、ICMP

トランスポート層 [第4層]

• エンドツーエンドのエラー制御
• プロトコル: TCP/UDP

アプリケーション層 [第7層]

• メッセージ形式、人と機械のインターフェース
• プロトコル: HTTP、FTP、SMTP

図4: MiraiはOSI参照モデルの3つの層で攻撃を実行する

このレポートを共有

#deﬁne ATK_VEC_UDP

0 /* Straight up UDP ﬂood */

#deﬁne ATK_VEC_VSE

1 /* Valve Source Engine query ﬂood */

#deﬁne ATK_VEC_DNS

2 /* DNS water torture */

#deﬁne ATK_VEC_SYN

3 /* SYN ﬂood with options */

#deﬁne ATK_VEC_ACK

4 /* ACK ﬂood */

#deﬁne ATK_VEC_STOMP

5 /* ACK ﬂood to bypass
mitigation devices */

#deﬁne ATK_VEC_GREIP

6 /* GRE IP ﬂood */

#deﬁne ATK_VEC_GREETH

7 /* GRE Ethernet ﬂood */

//#deﬁne ATK_VEC_PROXY

8 /* Proxy knockback connection */

#deﬁne ATK_VEC_UDP_PLAIN

9 /* Plain UDP ﬂood optimized
for speed */

#deﬁne ATK_VEC_HTTP

10 /* HTTP layer 7 ﬂood */

図5: Miraiの攻撃コードの一部
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ネットワーク層に対する攻撃手段
GRE IP/イーサネット フラッド: GRE（Generic Routing Encapsulation）は、
パケットをカプセル化してIPネットワーク経由で別のプロトコルを伝送する
トンネリング プロトコルです。
DNSサーバーに大量のGREパケットを送信す
ると、DNSサーバーはパケットのカプセル化解除に大量のリソースを消費
します。Miraiは、2種類のGRE攻撃を実行しています（イーサネットを使用
するものと使用しないもの）。
■■

トランスポート層に対する攻撃手段
DNS水責め: ISPの再帰的なDNSサーバーを利用して、攻撃対象の優先
DNSサーバーに攻撃を実行します。
この手法では、感染したIoTデバイ
スがISPのDNSリゾルバーに適切な形式のDNSクエリーを送信します。
このクエリーには攻撃対象のドメイン名が含まれ、名前の先頭にはラン
ダムな値が付いています（たとえば、123.<攻撃対象のドメイン>.com、
124.<攻撃対象のドメイン>.com、xxx.<攻撃対象のドメイン>.com）。ISP
のDNSサーバーは、
これらのリクエストを攻撃対象の優先DNSサーバーに
送信します。
このようなクエリーがISPのDNSサーバーから大量に送信さ
れると、優先DNSサーバーはISPのDNSサーバーに応答できなくなります。
ISPのDNSサーバーは、別の優先DNSサーバーにDNSクエリーを自動的に
再送します。
■■

DNS 水責め攻撃
xxx.<攻撃対象のドメイン>.com
優先 DNS
サーバー 1
応答不能

感染した
IoTデバイス

ホーム
ルーター

ISP DNS
サーバー

優先 DNS
サーバー2

優先 DNS
サーバー 3

優先 DNS
サーバー4

■■

TCP STOMPフラッド: STOMP（Simple Text Oriented Message Protocol）
は、
アプリケーション層のテキストベースの簡単なプロトコルです。
STOMP
は、
アプリケーションが別のプログラミング言語で開発されたソフトウェアと
通信を行う場合に使用します。
Miraiボットは、攻撃対象に不要なSTOMPパ
ケットを大量に送信します。
Miraiのソースコードを見ると、1つのSTOMPリ
クエストは768バイトに設定されています。
Miraiボットが大量に存在するこ
とを考えると、攻撃で消費される帯域幅はギガバイト単位になる可能性が
あります。

このレポートを共有

McAfee Labs脅威レポート 2017年4月 | 20

キートピック

■■

■■

■■

■■

TCP SYNフラッド: MiraiボットネットがDNSサーバーにSYNパケットを送信
します。
レスポンスでDNSサーバーはSYN-ACKを返し、ACKレスポンスを待
機します。
MiraiボットがACKで応答しないため、
サーバーから複数のSYNリ
クエストが送信されることになります。DNSサーバーは、
それぞれのSYNリ
クエストでACKレスポンスを待機します。
このため、
サーバーのリソースがす
べて消費され、
応答不能になる可能性があります。

TCP ACKフラッド: MiraiボットネットがDNSサーバーに短時間で繰り返し
SYN-ACKパケットを送信します。
DNSサーバーは、
SYN/SYN-ACK/ACKという
正常な順序から外れるSYN-ACKパケットを大量に受信します。
この攻撃トラ
フィックを解釈して応答するために、
サーバーでの処理時間が長くなります。
このため、
DNSサーバーが正規のトラフィックに応答できなくなります。
UDPフラッド: MiraiボットネットがDNSサーバーのポートをランダムに選
択し、大量のUDPパケットを送信します。
攻撃を受けたDNSサービスは多く
のICMPパケットを送信しなければならないため、正規のトラフィックに応答
できなくなります。

UDP VSE クエリー フラッド: この攻撃では、ゲーム サーバーに大量の
TSource Engine Queryリクエストを送信します。
大量のリクエストを送信す
るため、サーバーでリクエストを処理できなくなり、ゲーム サービスが提供
できなくなります。
Miraiはサービスとして提供されているため、Miraiを利用
して競合会社に攻撃を実行する攻撃者が出現する可能性もあります。

図7: UDP VSEクエリー フラッド攻撃

アプリケーション層に対する攻撃手段
HTTPフラッド: Miraiボットネットは、正規に見えるHTTP GET/POSTリクエ
ストを利用して、Webサーバーに攻撃を仕掛けています。
■■

■■

CFNull: この攻撃の実行方法は不明です。
新しい亜種がこの方法で攻撃を
行う可能性があります。
GET/POSTフラッドと同様に、CFNullは不要なペイ
ロードを大量に送信し、
サーバーのリソースを大量に消費させます。

このレポートを共有
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図8: CFNull攻撃
■■

Proxy knockback connection（プロキシ ノックバック接続）: この攻撃
方法はMiraiのソースコードのコメントに含まれていますが、今のところ実
装はされていません。

アーキテクチャとコードの分析

MiraiはLinuxで動作します。大部分はC言語で記述されていますが、
コントロール パネ
ルはGO（Googleが開発した言語）で作成されています。

図9: Miraiボットネットのコードの構造

Miraiボットは、dlr、loader、mirai、scriptsの4つのセクションに分かれています。
Miraiボ
ットのセクションには13のモジュールがあり、
これらのモジュールで様々なタスクを実行
しています。

図10: Miraiボットのモジュール
このレポートを共有
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メイン モジュール
Miraiボットネットのメイン モジュールでは、アンチデバッグ、自身のプロセスの隠蔽、
指令サーバーのアドレス解析、
ネットワーク接続の確立、DDoS攻撃の実行など、不正な
操作の殆どを実行します。
このモジュールでは、ボットの他のモジュールの初期化と呼
び出しも行います。
検出を回避するため、次の処理を実行します。
■■

■■

■■

ディスク上で実行されるフォレンジック操作を回避するため、
ファイル シス
テムとボット ファイルのリンクを解除します
（自己削除）。

ボットに実行されるデバッグ処理を回避するため、
ブレークポイントを設定
する独自のハンドラーを追加します。

IoTデバイスが応答不能になったときにデバイスが再起動されないように、
ファームウェアのウォッチドッグを無効にします。
デバイスが再起動される
と、IoTデバイスのメモリーからMiraiボットが削除され、IoTデバイスの制御
ができなくなります。

図11: Miraiボットネットのメイン モジュール
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■■

■■

ensure_single_instance()関数を呼び出し、ボットの複数のインスタンスが
同時に実行されないようにします。
元のプロセス名をランダムな名前で置き換え、
プロセス名を隠蔽します。

図12: プロセス名の隠蔽

■■

初期チェックがすべて完了すると、次の3つの機能を呼び出します。
––Scanner（スキャン）

––Killer（プロセス終了）
––Attack（攻撃）

メイン スレッドの処理が中断しないように、
この3つの機能は別個のスレッドとして呼び
出されます。
3つの機能を呼び出すと、
メイン スレッドが指令サーバーとの通信を開始し
ます。

スキャン モジュール
スキャン モジュールは、次のようにIPアドレスをスキャンして脆弱なIoTデバイスを特定
します。
■■

■■

■■

■■

■■

IoTデバイスをスキャンするスレッドを生成します。

スキャンに使用するパラメーター（認証情報、IPヘッダーなど）を初期化し
ます。
SYNとACK（SYNスキャン、総当たり攻撃）を使用して、IoTデバイスを確認し
ます。
高度なSYNスキャナーを使用してTelnetで総当たり攻撃を実行します。
IPレスポンスを受信すると、除外するIPアドレスのリストを確認します。

このレポートを共有
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図13: スキャン対象外のIPアドレス
■■

Telnetへのログインに成功すると、
シェル プロンプトにアクセスを試みます。
後のペイロード配信に使用できるように、
この情報をスキャンレシーバーと
ローディング サーバーに送信します。

図14: デバイスへの侵入が成功したことを報告

■■

IoTデバイスのIPアドレスを取得すると、総当たり攻撃を実行し、認証情報
を取得します。
デフォルトでは、次のようなユーザー名とパスワードの組み
合わせが使用されています。

このレポートを共有
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Miraiの作成者は7月10日、
Hackforumsに「Killing all Telnets」
（すべてのTelnetを終了する）という
投稿を行い、
Telnetプロセスの終了に
ついて触れています。

admin

admin1234

admin

(none)

admin

1111111

admin

1234

admin

12345

admin

54321

admin

123456

admin

admin

root

888888

root

user

root

admin

root

0

root

system

root

pass

root

1111

root

default

root

123456

root

54321

888888

888888

プロセス終了モジュール
Miraiボットは、実行中のプロセスとサービスを停止するために別のスレッドを生成し
ます。
■■

Telnet、SSH、HTTPポートにバインドされたサービスとプロセスを終了し、
再起動を阻止します。

「昨晩からqbotsプロセスの強制終
了を始めた。
ボット数の確認を！」
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図15: プロセスとサービスを終了するコード部分

■■

次のスクリーンショットのように、
ファイル/プロセスを列挙するような他の
マルウェアを検出・駆除するため、様々な技術を利用しています。
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図16: Animeマルウェアを終了させるファイルの列挙

図17: このプロセス メモリー スキャンで他のマルウェア（Zollard、Qbotなど）の存在を検出し、
プロセスを終了する

サービスとしてのボットネット

2016年10月にMiraiボットネットのソースコードが公開されてから数日後には、地下フ
ォーラムと闇市場でMiraiがサービスとして販売されています。最初に確認されたのは
10月4日で、loldongsと名乗る人物がMiraiボットネットのサービスを50ドル～7,500ドル
で販売しました。
12月25日には、tatsuという人物が1日30ドルでMiraiのレンタルを始め
ました。

このレポートを共有
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図18: Alpha Bayに掲載されたMiraiの販売記事

図19: Alpha BayでMiraiを販売する他の投稿

DDoSサービスで利用する脆弱なIoTデバイスを増やすため、攻撃者はMiraiと新しい脆
弱性を組み合わせて攻撃を仕掛けています。
たとえば、
リモートからのコード実行が可
能なTR-069プロトコルの脆弱性と一緒にMiraiが使用されています。
IoTボットのエコシ
ステムを拡張し、維持するために、Mirai自体も進化しています。

このレポートを共有
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進化

異なるカテゴリやベンダーのIoTデバイスを乗っ取るため、Miraiにも改良が行われてい
ます。
初期のMiraiはオンラインのDVRや有線カメラに侵入しました。

その後、Miraiの新しい亜種が徐々に増えてきました。2016年11月28日、
ドイツテレコ
ムはIoTデバイスを狙う新しいワームによってサービスが停止したことを発表しました。
このワームはMiraiボットの新しい亜種であることが確認されました。
このワームは、
ポート7547でTR-064とTR-069プロトコルを使用して、既知の脆弱性を悪用し、IoTデバ
イスを乗っ取りました。
TR-069プロトコルは、ISPや通信会社が顧客のネットワークにあ
るモデムやルーターをリモートから管理する場合に一時的に使用されます。Miraiの新
しい亜種は、
この一時的なネットワークを悪用し、
モデムやルーターのネットワーク セグ
メントにMiraiボットを拡散しました。
このセグメントの範囲は1つの通りに限定されず、
自治体や国全体に及ぶ場合があります。
ハードコードされた指令サーバーのドメイン名は、
ドメイン生成アルゴリズムで書き換え
られています。
この手法ではドメイン名が非常に短時間でランダムに生成されるため、
このようなドメインをブロックするのは非常に困難です。

Mirai の進化
2016年9月20日
2016年10月4日
Krebs on Securityの
サービスとして提供される
Webサイトに対するDDoS攻撃
地下フォーラムで
MiraiがTelnetポートでDVR
DDoSサービスが提供される
と CCTVに感染
4

2

8月
1

2016年8月ごろ
最初のリリース
Mirai ELFバイナリが出現

9月

10月
3

2016年10月1日
ソースコードの公開
Anna-Senpai がMiraiの
ソースコードを公開

11月
5

2016年11月28日
ドイツテレコムのサービスを停止
Miraiの新しい亜種が出現
ポート7547を攻撃

ソースコード公開の影響

Miraiのソースコードが公開されたため、
より高度な機能を組み込んだ新しい亜種が続
々と出現する可能性があります。
IoTデバイスを攻撃する全く新しいマルウェアの基盤と
して使用されるかもしれません。Miraiを使用してインターネットの重要なサービスに
DDoS攻撃を実行する攻撃者が増加する可能性もあります。
DDoSを実行する多くの攻撃者がマルウェアにMiraiを選ぶことが考えられます。
熟練し
た攻撃者は、IoTデバイス上でのボットの検出を阻止するため、高度な回避技術とMirai
を組み合わせて利用するでしょう。
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Miraiの利用者
ソースコードが公開された後、多くの攻撃者がMiraiボットの亜種を作成し始めました。
セキュリティ アナリストの間では、問題の影響度、攻撃者の動機、攻撃対象、脅威の追跡
方法などが議論されています。

上のスクリーンショットを取得した段階で、約40,000台のIoTデバイスが感染し、オンラ
インになっていました。
また、約250万台の感染デバイスがオフライン状態（シャットダウ
ンされているか、
マルウェアが駆除されている状態）になっていました。
また、1分あたり
5個のIPアドレスがMiraiボットネットに追加されていました。

ソースコードを見ると、MiraiボットはDVR、IPカメラ、
ルーターでよく使用されているデ
フォルト パスワードのリストを使用しています。
デバイスの感染速度を調べるため、脆弱
なIoTデバイスをシミュレートしたハニーポットを構築し、
ランダムにプロバイダーを選
択してホスティングしました。
環境を準備して5分以内に最初の攻撃を検出しました。

図22: ダミーのIoTデバイスにMiraiボットネットが行ったログイン
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攻撃の種類と攻撃対象を調べるため、
フィードの一部とハニーポットの監視を続けた
結果、2日間で合計34件のDDoS攻撃を確認しました。
これらの攻撃は複数のMiraiボ
ットネットによって実行されています。最も多かった攻撃手段はGRE IPフラッドで、その
後にACKフラッド、STOMPフラッドが続きます。
調査期間を拡げてみると、SYNフラッドと
UDPフラッドによる攻撃が最も多く見られました。

攻撃されたIPアドレスの大半は米国にあり、少数ですが、オランダ、英国、
ドイツのIPア
ドレスも確認されました。攻撃対象の殆どはゲーム サーバーで、個人やWebショップ、
出会い系サイトも攻撃を受けています。
DDoS攻撃のサイトも攻撃を受けています。

図23: 同業のサイトにDDoS攻撃を実行する例も少なくない

分析結果を見ると、様々な攻撃者がMiraiコードを使用しているようです。
さらに詳し
く調査した結果、初心者にMiraiボットネットの構築方法を教えるチュートリアルが見
つかりました。
このチュートリアルがあれば、身近な人物への攻撃も可能になります。
チュートリアルの動画では、実際のものではありませんが、素人の攻撃者がボットネット
コードを収集して利用している様子が紹介されています。
また、Miraiボットネットの構
築をライブストリームで流しているチュートリアルもあります。
このチュートリアルでは、
Skypeで仲間から助言を受けた後、
コードのインストールに成功し、121のIoTデバイス
ボットに接続を試み、UDPフラッド攻撃を実行しています。
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IoTに対する脅威の今後
今後もIoTデバイスに対する攻撃が続き、サイバー空間での重大な犯罪に利用される
可能性があります。IoTデバイスを乗っ取った攻撃者が、デバイスの所有者が利用でき
ないように、
ファームウェアのログイン認証情報を変更するかもしれません。現時点で、
IoTマルウェアはデフォルトの認証情報でデバイスに侵入を試みています。
この入口が塞
がれれば、
攻撃者は別の手段を探すでしょう。
デフォルトのパスワードを変更しただけでは、
IoTのセキュリティ問題は解決しません。
現在のIoTマルウェアは巧妙なものではありませんが、十分な資金とスキルのある攻撃
者が現れれば、
この状況も変わってしまいます。
より高度なIoTボットが出現しても不思
議はありません。
インテルのMatthew Rosenquistはいくつかの攻撃手段を予測してい
ます。
■■

■■

リアルタイムOSの脆弱性を悪用する。
特に、IoTデバイスに依存している業
種が狙われます。
暗号化通信、ピアネットワーク、複雑な制御構造など、高度な検出回避技
術を利用する。

IoTデバイスの保護に有効なポリシーと手順
■■

IoTデバイスのセキュリティ状態を調査する。IoTデバイスを購入する前に、
デバイスやその供給元に問題が起きていないか確認する必要があります。
インターネットで調べてみましょう。米連邦取引委員会のサイトを見ると、
以前に執行された行政処置を確認できます。簡単な検索を行うだけでも、
自社製品のセキュリティに対する取り組みを知ることができます。
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■■

■■

McAfeeの製品は、ボットネットから
保護する有効な手段となります。詳細
については、
ここをクリックしてご覧く
ださい。

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

すべてのIoTデバイスのソフトウェアを最新の状態にする。
これは簡単なベ
ストプラクティスです。
これにより、脆弱性、特に最近見つかり注目を集めた
脆弱性を解決できます。
パッチ適用の手順を決め、
パッチが正常にインスト
ールされていることを確認してください。

IoTデバイスにパッチが適用できない場合には、
アプリケーション ホワイト
リストを利用してリスクを回避する。
これにより、システムをロックし、未承
認のプログラムの実行を阻止できます。

ファイアウォールや侵入防止システムを使用して、IoTデバイスをネットワー
クの他の部分から分離する。
これらのシステムで不要なサービスやポート
を無効にすると、侵入の可能性があるポイントの露出を減らすことができ
ます。
Miraiは未使用のポートを悪用しています。

デフォルトの設定を変更し、強固なパスワードを使用する。
デフォルトの脆弱
なパスワードをそのまま放置すると、IoTデバイスは危険な状態になります。
長いフレーズを使用する、特殊文字を使用する、大文字小文字と数字を組
み合わせるなど、適切なパスワードを設定しましょう。
強固で簡単に推測で
きないパスワードが必要です。

IoTのセキュリティ設定を利用する。IoTデバイスによっては、詳細な機能を
設定できる場合があります。
このような機能は有効に活用しましょう。ゲス
トWi-Fiネットワークに類似した別個のネットワーキング機能を提供する
IoT製品もあります。
これは一例に過ぎません。
より多くの機能を提供する
製品もあるかもしれません。
保護されたWi-Fi経由でIoTデバイスに接続する。強固なパスワードを作
成し、WPA2などの最新のセキュリティ プロトコルを使用しましょう。

IoTデバイスに対する物理的なアクセスを制限する。IoTデバイスが直接操
作され、
ハッキングされる場合もあります。

ユニバーサル プラグ アンド プレイ
（UPnP）を無効にする。
多くのIoTデバイ
スは、
インターネット上で検出できるようにUPnPに対応していますが、
これ
がマルウェア感染の原因となる可能性があります。可能であれば、
この機
能を無効にしましょう。

IoTデバイスの電源を定期的に入れ直す。
マルウェアは通常、揮発性メモリ
ーに存在しています。
デバイスをシャットダウンして再起動することで、
これ
らのマルウェアを消去できます。

McAfeeの製品は、ボットネットから保護する有効な手段となります。詳細については、
ここをクリックしてご覧ください。
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Web脅威

フィードバックを共有
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マルウェア
新しいマルウェア
New Malware
40,000,000

四半期ごとに登録される不正なサン
プルの量は増減を繰り返しています。
3四半期連続で減少していますが、
こ
の傾向は2015年の初めにも確認さ
れています。3四半期連続で減少した
後に2、3四半期連続で増加するパタ
ーンは2013年以降繰り返し発生して
います。
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新しいモバイル
マルウェア
New Mobile Malware
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地域別のモバイル
Regional Mobileマルウェアの感染率
Malware Infection （2016年第4四半期）
Rates in Q2 2016
（感染を報告したモバイル
(percent
of Mobile Customers ユーザーの割合)
Reporting Infections)

12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

アフリカ

アジア

オーストラリア

ヨーロッパ

北米

南米
出典: McAfee Labs, 2017

世界のモバイル マルウェアの感染率

Global
Mobile Malware Infection
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Mac OSを攻撃する新しいマルウェア
New Mac OS Malware
350,000

前の四半期と同様に、
アドウェアへの
バンドルが原因でMac OSのマルウェ
アが急増しています。
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出典: McAfee Labs, 2017

Total Mac OS Malware
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
New Ransomware
1,400,000

LockyやCryptoWallなどの減少に
より、
ランサムウェアの数は大幅に減
少しています。
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署名付きの新しい不正なバイナリ
New Malicious Signed Binaries
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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
New Macro Malware
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インシデント

2016年に公表されたインシデント

今回の脅威レポートから、公表され
たインシデントに関連するグラフを追
加しました。
インシデントのデータは、
公的な記録、弊社の脅威調査チーム、
Foundstone®サービスのインシデン
ト対応チームから収集しています。
情報資産の整合性、機密性、可用性
を侵害するセキュリティ イベントをイ
ンシデントとして報告しています。
イン
シデントの一部ではデータ侵害が発
生しています。
データ侵害とは、許可
されていない人物にデータが流出し
たインシデントのことです。

第4四半期に公表されたインシデント
は197件で、2016年は合計で974件
になりました。
その中の493件はアメ
リカ大陸で発生しています。
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2016年に狙われた業種のトップ10
（インシデン
ト数）in 2016
Top 10 Targeted
Sectors
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0
個人

ソフトウェア開発業界は第3四半期
にインシデント数が急増しています
が、
これは、ゲーム プラットフォームへ
の攻撃が増えたためです。公共部門
では、大統領選に関連する攻撃が増
加し、大半が投票用のデータベース
に対する攻撃でした。米国以外では、
中国とフィリピンの南シナ海を巡る
争いが原因で、両国で攻撃が増加し
ています。
金融業界では、SWIFTl攻撃
で第2四半期のインシデント数が増加
しました。

160

公共部門

最もインシデント数が多かったのは
公共部門で、他の業種を大きく引き
離しています。
この業界は他の業種よ
りも報告義務が厳しく、11月に大統
領選があったことも原因と考えられ
ます。

出典: McAfee Labs, 2017
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2016年第4四半期に狙われた業種のトップ10（地域別）
Top 10 Sectors （インシデン
Targeted by
Region in Q4 2016
ト数）
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2016年に多かった攻撃手段のトップ10
Top 10 （インシデン
Attack Vectors
in 2016
ト数）
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このため、
このグラフでは「不
明」が最も多い結果になっています。
報告義務の違いや機密性などが原因
と考えられます。
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Web脅威
新しい不審なURL
New
Suspect URLs
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新しいスパムURL
New Spam URLs
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世界で発生したスパムとメールの量
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スパム メールを送信するボットネットの上位10
（100万通単位）
Spam Emails
From Top 10 Botnets
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第4四半期はKelihosCボットネットが
増加しています。
このボットネットは、
医薬品やロシアの自動車部品メーカ
ーを装う場合によく利用されています
（夏用/冬用タイヤの特価販売など）。
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Top Malware Connecting to Control Servers
指令サーバーに接続するマルウェアの上位
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統計情報

Top Countries Hosting Botnet Control Servers
ボットネット制御サーバーが最も多く存在する国
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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。
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