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レポート

McAfee では、脅威研究にかかわるチームが一
丸となって、データおよびシステムの安全確保に
取り組んでいます。この度、脅威の拡大状況を
ご覧いただける MVISION Insights のプレビュー
ダッシュボードをご利用いただけるようになりま
した。
はじめに

今年はなんという年でしょう。COVID-19 関連の犯罪に奮闘した 2020 年第 1 四半期は終わり
ましたが、第 2 四半期に入ってもこうした攻撃が弱まる兆しは見られません。私たちが在宅勤
務を続け、事業の継続のためにできる限りのことを行っている間に、犯罪者たちもこの状況から
利益を得ようとあらゆる手段を尽くしています。10 億個を超えるセンサーを用いた McAfee のグ
ローバルなネットワークによれば、第 2 四半期、COVID-19 に便乗した脅威は 605% 増加しま
した。
この世界的な感染症の大流行に関連した脅威の最新情報は、McAfee COVID-19 脅威ダッ
シュボードからご覧いただけます。

McAfee では、脅威研究にかかわるチームが一丸となって、データおよびシステムの安全確保に
取り組んでいます。この度、脅威の拡大状況をご覧いただける MVISION Insights のプレビュー
ダッシュボード をご利用いただけるようになりました。Yara ルール、IoC、MITRE ATT&CK フレー
ムワークへのマッピングにもアクセスいただけます。脅威キャンペーンの情報は毎週アップデー
トされています。この脅威レポートは、具体的なキャンペーンの詳細情報を掲載するダッシュボー
ドと併せてご利用ください。
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レポート

主要トピック

この脅威レポートのデータだけではなく、ダッシュボードか
ら得られる情報もご活用の上、その価値を十分に生かして
いただければ幸いです。皆様からのフィードバックも貴重な
情報です。脅威の状況 ( 本レポート ) や実践的なインテリジェ
ンス (MVISION Insights) の理解を深めることで、すべてが
皆様の安全につながるものと期待しています。

McAfee Labs 脅威レポートが、皆様のセキュリティ対策の
強化に役立つことを願っています。2020 年 11 月

安全にお過ごしください。
—Raj Samani

Twitter @Raj_Samani

フォロー
図 1 10 億台を超えるセンサーを用いた McAfee のグローバルなネットワークに
よれば、第 2 四半期、COVID-19 に便乗した脅威は 605% 増加しました。
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レポート

McAfee® Labs は本レポートで 2020 年第 2 四半期に現れ
た脅威を詳述しています。Advanced Threat Research チー
ムは、最新の脅威キャンペーンの原因と結果について、注意
深くかつ積極的に、追跡、特定、調査を行ってきました。

世界が感染症の大流行に見舞われた第 1 四半期が過ぎ去
り、引き続き、第 2 四半期でもこれまでになく多くのユーザー
が在宅勤務を行い、ニューノーマル時代のサイバーセキュリ
ティの課題に対応しています。

6 か月を経た今、脅威はかつてなく進化し、かつてない
量と規 模 に 達しています。 極 めて 巧 妙な 手 口を 使って、
COVID-19 による制限や、リモート デバイス、帯域幅のセキュ
リティといった脆弱性を抱えるビジネス界、政府、学校そし
て社員たちを再度標的としています。

6 か月を経た今もなお、セキュリティ手順に従うこと、そし
て常に攻撃に対して注意を払うことが求められています。外
部からのメール添付ファイルや検証されていないリンクは、
ランサムウェア、RDP エクスプロイトその他のマルウェアの
突破口を得ようとするフィッシング詐欺である場合もあるた
め、クリックする場合は慎重に行わなければなりません。
McAfee では、常に、サイバー犯罪者たちが使う手口やテク
ニックに注目し、お客様やコミュニティの安全確保に尽力し
ています。世界各地に配備された 10 億個ものセンサーを監
視してインテリジェンス情報を提供し、ビジネスや資産を保
護するための知見を提供しています。

主要トピック

最新の脅威の動向については、McAfee セキュリティ脅威・
コンピューター ウイルスの最新情報 をご覧ください。

セクターやベクターへの脅威

McAfee Labs は、2020 年第 2 四半期に、1 分あたり平均
で 419 件のマルウェア脅威を発見しました。これは 1 分あ
たりで 44 件 (12%) の増加です。

地域別公表済みセキュリティ インシデント
(報告されたセキュリティ侵害数)

���
���
���
���
���
�
北米

第4四半期
����
複数

欧州

第1四半期
����

アジア

第2四半期
����

オーストラリア

出典: McAfee Labs, ����.

図 2 McAfee Labs は、2020 年第 2 四半期に公表された 561 件のセキュリティ
インシデント ( 地域ターゲットが該当しないものを含む ) を確認しました。これは
2020 年の第 1 四半期から 22% 増加しています。北米を標的にしたインシデン
トは全インシデントの 29% を占め、前四半期から 30% 減、一方欧州では全イ
ンシデントの 10% を占めました。

フォロー
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クラウド インシデントが検出された国トップ ��
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出典: McAfee Labs, ����.
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出典: McAfee Labs, ����.

図 4 2020 年第 2 四半期に米国を標的にした公表されたインシデントは前四半
期比で 47% 減、英国では 29% 増、カナダは 25% 増でした。公表されたセキュ
リティ インシデントのおよそ 27% は米国で発生しています。

図 3 McAfee は、2020 年第 2 四半期に、世界の 3 千万人を超す McAfee
MVISION クラウドユーザーから、匿名化されたクラウド利用データを収集し、
クラウドアカウント上でおよそ 750 万件の外部攻撃を検出しました。このデータ
セットには、金融サービス、医療、公共セクター、教育、小売、テクノロジー、
製造、エネルギー、公益事業、法律、不動産、輸送およびビジネス サービスを
含む世界全体の主要産業が含まれます。

フォロー
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標的となった業界トップ ��
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脆弱性
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不明

図 5 2020 年第 2 四半期に検出された公表されたインシデントのうち、科学技
術部門を標的としたものは、前四半期比で 91% 増加しました。複数の業界を
標的としたものは 25% 増、製造業は 10% 減、公共セクターは 14% 減、個人
セクターは 28% 減となりました。

標的型攻撃

出典: McAfee Labs, ����.
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出典: McAfee Labs, ����.

図 6 全体としてみると 2020 年第 2 四半期に明らかになった攻撃手段は、マル
ウェアが一番多く、公表されたインシデントの 35% を占めています。その次に、
アカウントの乗っ取り (17%) と標的型攻撃 (9%) が多くなりました。
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マルウェア脅威統計情報

2020 年第 2 四半期は、複数の脅威カテゴリで顕著な増加
が見られました。
■

■

■

■

■

McAfee Labs では 2020 年第 2 四半期に、1 分あたり
419 件の脅威を発見しました。これは前四半期比でほぼ
12% の増加です。

新しい PowerShell マルウェアは、Donoff PowerShell
を含めて、前四半期比で 117% 増加しました。

新しい Microsoft 365 マルウェアは、前四半期比で 103%
の急増となりました。PowerShell を生成する文書 Donoff
を原因とする増加が含まれます。

署名付きの新しい不正バイナリは、前四半期比 25% 増加
となりました。この増加は、一部には Android Mobby ア
ドウェア によるものと考えられます。
新しいコイン マイナー マルウェアは、前四半期比で
25% 増加しました。コインマイニング アプリケーションと
Hashbuster を除外したことが増加を助長しています。

主要トピック

■

■

■

■

■

■

■

■

新しい Linux マルウェアは、前四半期比で 22% 増加しま
した。これは一部には Gafgyt (IoT) および Mirai (IoT) に
よる影響を受けたものです。

新しいモバイル マルウェアは、一部には Android Mobby
アドウェア の影響により、前四半期比で 15% 増加しました。
新しい IoT マルウェアは、7% の増加となりました。これ
には、Gafgyt および Mirai の増加も関係しています。

ランサムウェアは、前期期比で同水準でした。

新しい iOS マルウェアは、77% 減少しました。前四半期
に急増した Tiniv が減少したことがかかわっています。

新しいエクスプロイト マルウェアは、前四半期比 21% の
減少となりました。Exploit-CVE-2010-2568 の減少およ
び寄生型マルウェアが除外されたことが影響しています。

新しい JavaScript マルウェアは、18% の減少となりまし
た。JavaScript マイナーの減少が含まれています。

新しい Mac OS マルウェアは、前四半期比でほぼ 8% 減
少しました。これは特にバックドア型 Shlayer およびアド
ウェア型 Bundlore の減少によるものです。

フォロー
シェア
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�,���,���

�,���,���

第1四半期

����

第2四半期
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署名付きの新しい不正なバイナリ
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新しいコイン マイナー マルウェア
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新しいモバイル マルウェア
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新しいエクスプロイト マルウェア
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新しい JavaScript マルウェア

Mac OSを攻撃する新しいマルウェア
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政府機関にとってのマルチクラウド環境の課題

2020 年 1 月から 4 月までの間に、米国政府セクターでは、
エンタープライズ クラウドの利用が 45% 増加 しました。在
宅勤務やソーシャルディスタンスの確保が引き続き求められ
る状況において、クラウドベースのコラボレーションがさら
に拡大することが見込まれています。
ハイブリット アーキテクチャやマルチクラウド アーキテク
チャを採用することで、政府機関は、現在や将来の近代化
に求められる柔軟性、安全性、および機能を手に入れること
ができますが、実際は、マルチ クラウドやハイブリッド クラ
ウドの実装については、まだ多くの問題が残っています。ク
ラウド スマートなアプローチを組織のインフラストラクチャ
全体に適応させることは複雑なプロセスとなり、連邦政府の
CISO にとっても大きな課題です。

McAfee の米国公共セクター事業ユニットを担当するチー
フ テクニカル ストラテジストであるネッド・ミラーは、最
近、Center for Public Policy Innovation ( 公 共 政 策 技 術
革 新 セ ン タ ー、CPPI) と Homeland Security Dialogue
Forum ( 国土安全保障対話フォーラム、HSDF) が主催した
「Securing the Complex Ecosystem of Hybrid Cloud
（ハイブリット クラウドの複雑なエコシステムの安全性）」に
関するウェビナーで、
官民両セクターのクラウド テクノロジー
のリーダーたちとこの問題を協議する機会がありました。
そこでは、ハイブリット クラウドやマルチ クラウド環境をサ
ポートする技術インフラはここ数年で大きく進展しているも
のの、政府機関における高度なセキュリティを備えた運用を
実現するためには、まだやるべきことが多くあるという点で
意見が一致しました。

主要トピック

マルチ クラウドやハイブリット クラウドの実装戦略を策定
するにあたって、政府の CISO が考慮すべき以下のような 3
つの重要な概念があります。

1. すべての組織に対応できる万能なハイブリット環境は存在
しない。組織はそれぞれに独自のギャップを持つさまざ
まな機能を採用してきました。こうしたギャップを埋める
ことができる明確なシステムの構築には時間がかかりま
す。そして、組織全体のインフラストラクチャをカバーす
るクラウド アプローチを求めるすべてのグループに適用
できる万能なハイブリット クラウドまたはマルチ クラウド
環境は存在しません。

2. ゼロトラストは、その定義から進化を継続する。ゼロト
ラストの考え方は登場してからしばらく時間が経ちまし
たが、今後もその定義を中心に広がりを続けるでしょう。
概念上、ゼロトラストは、既存のアーキテクチャに関する
徹底的な検証を求めるアプローチです。あるひとつの具
体的なテクノロジーを意味するものではなく、ハイブリッ
ト クラウドやマルチ クラウド環境を実現するため、組織
のインフラストラクチャの全領域に適用されるべき一連の
機能を意味します。
3. データ保護の戦略には、一貫した執行ポリシーがなくて
はならない。データの保護や脅威管理について、容易に
認識できる戦略を維持するためには、一貫した執行ポリ
シーが重要です。
クラウドベースのコラボレーションをチー
ム全体で達成するために、データへの条件付きアクセス
やコンテキストに基づくアクセスが不可欠になります。

フォロー
シェア
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レポート

マルチクラウド環境の統合が成功すると、特に連邦政府機
関のような大規模で複雑な企業においては、真の課題が生
じます。異なるクラウド環境全体のセキュリティを管理する
という作業は、IT スタッフにとってあまりにも複雑過ぎるた
め、タスクを自動化してクラウドの内外を問わず機密情報を
保護できるツールが必要になってきます。

マルチクラウド環境の脅威について、詳しくは こちらをご覧
ください。

攻撃者はメタデータを使って AWS 内のアプリに侵入
する

エンタープライズ アプリケーションをクラウドネイティブな
アーキテクチャに移行させると、ビジネスに大きな価値がも
たらされ、スケールと柔軟性を拡大させると同時に、サーバー
インフラストラクチャの修正やアップグレードといった煩雑
なタスクも省くことができます。
しかし、AWS、Azure、GCP その他のどんなクラウド環境
であっても、常に新しいリスク カテゴリーが存在します。ク
ラウドネイティブな脅威は、クラウド環境にある新しいコン
テキストや構成要件が原因で生じます。過去にはストレージ
オブジェクトへのパブリック アクセスのようなデフォルト設
定により、機密データが公になり、盗まれやすい状態になっ
ていたこともありました。

新しい環境で、新しい機能が追加され、新しい設定が行わ
れることが継続すると、失敗が起きることも珍しくはありま
せん。組織のクラウド環境の構成は、常に組織の責任で、

主要トピック

AWS などのサービスが、組織のサービスの利用方法を管理
している訳ではありません。これらはテンプレートのような
もので、これを使って組織がシステムを積み上げていきます。
構築された結果生じることや、クラウドネイティブ アプリ
ケーションの構築の仕方を理解していない場合は、壊滅的
な結果を招きかねないものです。
今年の RSA 会議において、McAfee の CTO であるスティー
ブ・グロブマンは、AWS のひとつの機能である インスタン
ス メタデータ について、機密情報の窃盗に利用されかねな
いことを示しました。以下では、まずわかりやすいシナリオ
を説明し、その後、組織のリスクを守るためにできることに
ついて考えてみましょう。

インスタンス メタデータ の攻撃

どのクラウド プロバイダーも、クラウドネイティブなアプリ
ケーションのリソースを保護するため認証情報を管理する機
能を備えています。こうした機能が正しく使用されれば、認
証情報を暗号化せずに保存したり、またはソース コード レ
ポジトリーで保存したりすることを回避できます。AWS で
は、インスタンスメタデータサービス (IMDS) を使って、コ
ンピュート インスタンス、ネットワークおよびストレージに
ついての情報を、インスタンス上で稼働するソフトウェアに
提供します。IMDS は、インスタンスに付与する IAM ロール
に対しても一時的かつ頻繁にロテーションする認証情報を
提供します。インスタンスに付与された IAM ロールは、例
えば IAM ロール上で稼働するインスタンスおよびソフトウェ
アに、S3 ストレージ バケットのデータへのアクセスを認め
るといった定義を行うことがあります。
フォロー
シェア
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主要トピック

では、具体的な例をいくつか見てみましょう。

疫学者チームが、AWS でクラウドネイティブなアプリケー
ションを構築し、ウイルス ゲノムの分析結果を示すデータを
視覚的に提供する公開ダッシュボードを作成しました。

フォロー
シェア
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レポート

アプリケーションの開発段階で、このチームはある課題に
直面しました。バーチャル プライベート クラウド (VPC) 内
のリソースのほとんどは、インターネットからは見えないよう
にして、公開するものはダッシュボードのみにしなければな
りません。

主要トピック

データをホストする S3 バケットはプライベートに維持する
必要があることから、データを S3 から公開ダッシュボード
に取り込むための、仲介者として機能するリバース プロキシ
を追加することにしました。すべては簡単な Google 検索と
数行のコードを使って、アプリケーションに付け加えるとい
う簡単な作業でした。

フォロー
シェア
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レポート

疫学者のチームにとって、リバース プロキシは、まさにチー
ムのユースケースに適した、基本的で、魅力的なソリューショ
ンです。ただ、これにより大量の侵害を招くことになるとは、
考えてもいませんでした。

リバース プロキシを実行するコンピュート インスタンスは、
プライベートな S3 バケットへのアクセス許可を IAM ロール
に割り当てていました。リバース プロキシから S3 にアクセ
スするための認証情報は、インスタンス メタデータ から取
得します。

主要トピック

このサイトに興味を持った攻撃者は、チームがダッシュボー
ド上でリバース プロキシの IP アドレスを参照していることに
気づきました。そこで、接続できるか試したところ、接続が
確認されたため、今度はリバース プロキシを使って インス
タンス メタデータ にアクセスを試しました。今度も成功し
ました。
攻撃者は、リバース プロキシを使い、インスタンス メタデー
タ から、このチームのプライベートな S3 ストレージ バケッ
トへの認証情報を暴いてしまいました。

フォロー
シェア
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主要トピック

S3 バケットへのアクセスが手に入れば、アプリケーション
に保存されている機密データを盗み出すことも可能です。標
的とする S3 バケットを別の AWS アカウントから自身の S3
バケットに同期させて、データを容易に手に入れてしまいま
した。

この種の攻撃は、MITRE がクラウド環境のための ATT&CK
フレームワークに掲載した 43 のテクニックの 1 つに過ぎ
ま せ ん。 https://attack.mitre.org/matrices/enterprise/

cloud/

インスタンス メタデータ 攻撃に対する AWS による回避策
の詳細は こちらからお読みください。
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McAfee がロボットの脆弱性を調査

開発者による安全な製品の提供をサポートするという弊社
の目標のもと、McAfee Advanced Threat Research (ATR)
は、Robotemi Global Ltd. が生産するテレビ会議ロボット
「temi」の調査を行いました。その結果見つかった 4 つの
脆弱性について、このレポートで詳しく紹介します。この脆
弱性とは、次のとおりです。

1. CVE-2020-16170 – ハードコーディングされた認証情報
の使用
2. CVE-2020-16168 – オリジン検証エラー

3. CVE-2020-16167 – クリティカル機能の認証の欠如

4. CVE-2020-16169 – 代替チャネル パスを使った認証バイ
パス

主要トピック

これらの脆弱性を利用すれば、temi で行われるビデオ電話
への不正侵入、会話の盗聴、temi のリモート操作などが、
ゼロ認証で行われてしまう可能性があります。

McAfee は弊社の脆弱性開示ポリシーに従い、2020 年 3
月 5 日に、Robotemi Global Ltd. に調査結果を報告しま
した。するとすぐに回答があり、報告の中で説明した回避
策を採用する方向で ATR との協議が始まりました。2020
年 7 月 15 日の時点で、これらの脆弱性は適切に解決が図
られています。temi の Robox OS バージョン 120 および
Android アプリ 1.3.7931 以降のすべてのバージョンで回避
されています。このプロセス中の Robotemi の迅速な対応
や協力姿勢は素晴らしく、優れた対応、積極性、効率性を
発揮した同社と協力できたことは光栄でした。

フォロー
シェア
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temi とは？

ロボットです。新たなる未知の領域です。

頭部に Android タブレットという
「頭脳」を載せ、
「temi」は、
小さなフォーム ファクタに多数のセンサーを詰め込だ身長
1 メートルほどのロボットです。360 度 LIDAR、3 つのカメラ、
5 つの近接センサー、慣性計測装置 (IMU) センサーがあり、
まるで加速度計とジャイロスコープと磁気計がひとつになっ
たような印象です。temi は、障害物を避けながらほぼ自律
走行ができます。階段や縁石に邪魔されなければ誰にも止
められません。

主要トピック

Robotemi はこのロボットを主としてテレビ会議用に売り出
しました。temi の Web サイトからは、そのほかにもさま
ざまな業界での利用例を見ることができます。Connected
Living は高齢者施設での利用を目的として、またニューヨー
ク市にある Kellog のカフェは
「小売エクスペリエンスの向上」
を目的として、
さらに企業人材派遣会社の Collabera では
「オ
フィス間コミニケーションの向上」を目的として、それぞれ
「パーソナル ロボット」という触れ
temi を利用しています。
込みですが、消費者向けにもエンタープライズ向けにもアプ
リケーションが設計されており、今回 McAfee Advanced
Threat Research の関心を引いたのは、後者のアプリケー
ションでした。医療機関での存在感も高めており、同社は
月間 1,000 台まで製造を拡大して需要に対応していますが、
リモート診療が広く求められる今日の状況においてはさらに
注目を集めるでしょう。temi が侵害されるということは、ユー
ザーにとって何を意味するのでしょうか。仕事を失った母親、
ロボテック端末を通じて診断を受ける患者にとって、何を意
味するのでしょうか。McAfee は先行予約をして、調査に乗
り出しました。
temi の脆弱性に関する McAfee の調査の詳細は、こちらか
らご覧ください。

フォロー
シェア
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主要トピック

MalBus が Google Play から ONE Store へマーケッ
トを変更

McAfee Mobile Research チームは、韓国の開発者が開発
した教育アプリケーション上で新しい MalBus の亜種を発見
しました。これまでの MalBus では、作者が Google Play
を通じてマルウェアを配布していましたが、新しい亜種は同
じような形で ONE Store を経由して配布されていました。
ONE Store は、韓国の主要テレコム 3 社のジョイントベン
チャーで、そのアプリは韓国内で販売されている Android
フォンのほとんどにプリインストールされています。既にユー
ザーは 3,500 万人 ( 韓国人口の 70% 近く ) に上り、2018
年末以降 Apple のアプリ ストアの売上を上回っています。

問 題となったアプリケーションは Google Play と ONE
Store の両者を通じて同時に配布されています。悪意あるア
プリケーションは悪意ある機能使って暗号化されたペイロー
ドをダウンロードして、実行します。

McAfee® Mobile Security はこれを Android/MalBus の
脅威として検出し、データ損失から保護するとともにモバイ
ル ユーザーに対して警告を行っています。

図 7 ONE Store のアプリケーション ページのスクリーン キャプチャ

フォロー
シェア
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主要トピック

脅威キャンペーン
McAfee は、ONE Store を通じて配布されたアプリケーショ
ンのバージョン 27 およびバージョン 28 で、開発者のアカ

ウントを経由して攻撃者が埋め込んだ悪意あるコードを発
見しました。ONE Store が配布したバージョン 26 からバー
ジョン 29 までのアプリ署名証明書は同じものです。同じ作
者が開発した ONE Store 上の他のアプリケーションは見つ
かりませんでした。ONE Store では、現在は、悪意のある
コードを含まないバージョン 29 を販売しています。Google
Play では、感染の危険はないものの、バージョン 26 の販
売が現在も続いています。

悪意ある機能に着目したこのアプリケーションの全体的な
流れは以下のとおりです。
インストールから �� 時間後

�つのスレッドを生成

スレッド �
libMovie.so をロード
PlayMovie をコール

スレッド �
TCP/���� を開放
「SET」、
「FREE」を待機
SET

SMS/MMS
レシーバー
を登録

FREE

libmovie.so

SMS/MMS
レシーバー
を非登録
TCP
����

悪質

SMS/MMS レシーバー
受信メッセージを保存
sms.txt mms.txt

XOR されたデータを復号
C� サーバー
curl バイナリのドロップ
HTTP
libJni.so のダウンロード
libJni.so (RC�) の複合
Libfunc のロードと実行
C� サーバー

libJni.so

C�サーバーに接続
デバイスに情報を送る
コマンドを実行

HTTP

ファイルにアクセスする

図 9 悪意ある行為の概要
図 8 アプリケーションの感染履歴
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主要トピック

このマルウェアはインストールされた後、動的分析によって発
見されないように、10 時間は悪意あるコードが潜伏します。

MalBus の亜種についての詳細は、こちらをご覧ください。

Ripple20 の脆弱性軽減のベスト プラクティス

6 月 16 日、国土安全保障省と CISA ICS-CERT は、新たに
検出された脆弱性について、複数のベンダーが製造するイ
ンターネット接続デバイスに影響を及ぼすとして、重要なセ
キュリティ上の 警告 を 出しました 。この Treck が開発した
低レベルの TCP/IP ソフトウェア ライブラリに存在する 19
の脆弱性は、JSOF の研究者たちから「Ripple20」と呼ばれ
ています。

ネットワーキング スタックとは、標準的なインターネット プ
ロトコル上にネットワーク接続を提供するソフトウェアのコ
ンポーネントです。この事例のプロトコルには、
ARP、IP ( バー
ジョン 4 およびバージョン 6)、ICMPv4 、UDP および TCP
コミニケーション プロトコルが、DNS および DHCP アプリ
ケーション プロトコルとともに含まれています。Treck のネッ
トワーキング スタックは、幅広いデバイス製造業者が、幅
23
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広い業界 ( 医療、政府、学界、公益事業等 ) で使用してい
ます。このため、各製造業者がデバイスを独自にアップデー
トする必要性を生じ、その影響や範囲が広がる結果となり
ました。供給網や設計チェーンの複雑性から、業界をまた
いで大きな波紋を広げたといえます。

Ripple20 のリスクを評価するためには、組織のネットワー
ク上にある脆弱なデバイスを特定することが不可欠です。簡
単な Shodan を使った「treck」検索 を行うと、およそ 1,000
のデバイスが表示されますが、これはインターネットに接続
された脆弱性デバイスであり、リスク下にあるデバイスの一
部に過ぎないでしょう。Treck のネットワーキング スタック
と他のネットワーキング スタック ( ネイティブの Linux また
は Windows スタックなど ) とを比較するには、対象となる
デバイスのネットワーク スキャンの結果に応じた詳細な分析
とフィンガプリンティング技術が必要になります。

フォロー
シェア

レポート

こうした脆弱性は、サービスの拒否からインターネットを通
じた完全なリモートによるコード攻撃まで幅広い影響を及ぼ
しており、認証が求められないケースも少なくとも 1 件あり
ました (CVE-2020-11901) 。JSOF の研究者は、こうした脆
弱性が従来のデバイスと IoT デバイスの両者に影響を及ぼ
すことを確認しています。
非 IoT デバイスが、
Treck ネットワー
キング スタックを使用するファームウェアを実行する可能性
があるため、Intel や HP といったベンダーからのレビュー
アドバイザリの確認も必要です。

Ripple20 は、ローカルデバイスのみに公開されたスタック
を組み入れたデバイスよりも、一般に公開されたネットワー
ク スタックを組み入れたデバイス ( 一般的に Treck ネット
ワーク スタックを組み入れた IoT デバイス ) に対して、その
影響が強く出ています。こうした脆弱性の影響を判断するた
めに、組織ではすべてのネットワーク対応デバイスについて
監査を実施することが推奨されます。

Ripple20 の欠陥の少なくともひとつに脆弱であるデバイス
は数千万台あるともいわれています。軽減策による影響につ
いては、デイバイスの所有者とデバイスのベンダーの両者に
よる認識が必要です。

主要トピック

脆弱なデバイスのユーザーに CISA が推奨する軽減策 ( 可能
な場合 ) は以下のようなものです。
■

■

■

■

■

■

ベンダーがアップデートをリリースしたデバイスには、パッ
チ対応をとる。

すべてのユーザーとデバイスに最小限の特権原則を適用す
る ( デバイスおよびユーザーに対して業務遂行のために必
要となる機能のみへのアクセスを認める )。この場合、す
べてのコントロール システム デバイスについてネットワー
クへの露出および インターネット アクセス を最小限に制
限する。

コントロール システム ネットワークとリモート デバイスを
ファイアウォールの背後におき、これらを事業ネットワーク
から分離する。

リモート アクセスが必要となる場合は、例えばバーチャル
プライベート ネットワーク (VPN) などの安全な方法を用い
て、VPN の持つ脆弱性や、最新のバージョンにアップデー
トが必要なことを認識する。VPN は接続されたデバイス
と同じ程度に安全であるに過ぎないことも認識する。VPN
ソリューションは複数要素認証を使用する。
組織ではキャッシュ DNS サーバーを使用して、DNS クエ
リを直接インターネットに使用しない。理想的にはキャッ
シュ DNS サーバーはルックアップに DoH を使用する。

ファイアウォールと侵入防止システムを組み合わせて、匿
名の IP トラフィックをブロックする。

フォロー
シェア
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主要トピック

OneDrive フィッシングの認識

犯罪者が個人情報を狙う手口はさまざまですが、一例として
現在のウイルスの世界的な流行に対する恐怖心を利用して、
フィッシング メールやスパム メールを Microsoft OneDrive
のユーザーに送りつけ、コロナウイルスに便乗して利益を
得ようとするものがあります。彼らは、政府、コンサルティ
ング会社、慈善団体などから電子メールを送信しているか
のようになりすまして OneDrive の情報を盗もうとします。
OneDrive 詐欺で狙われるのは、ユーザー名やパスワードな
どの機密のアカウント情報です。McAfee のユーザーや広く
一般の人々にも、この種の詐欺についてお知らせしたいと思
います。

悪意のあるグループはユーザーの認証情報を狙っている

この種の攻撃の例として、政府組織、コンサルティング会社
および慈善団体が送信したメッセージを装った事例がありま
す。これが OneDrive でホストされているため、ユーザー
には本物らしい印象を与えてしまいます。以下のスクリーン
ショットでわかるとおり、目的は OneDrive の認証情報を
盗むことです。

政府からのフェイク メールがユーザーを騙そうとする
政府機関を装った電子メールが、COVID-19 に関する最新

のアンケートの文書を送ってくる例です。よく考えてみれば、
政府がこのような電子メールを依頼もしていない文章を添
付して大量のユーザーに送付することはないはずです。ユー
ザーは送信者のメール アドレスやメール へダーの情報を確
認して、実際に正規の政府のサイトへいき、COVID-19 に関
連する情報が掲載されているかを確認することができます。
フォロー
シェア

25

McAfee Labs 脅威レポート : 2020 年 11 月

レポート

「このファイルには、表示できるプレビューがないようです」
という警告が出たら、これは「開く」をクリックさせようと
する手口です。クリックすると、以下のような OneDrive の
スクリーンショットが出て、個人情報の入力を促します。
このリンクは脆弱な WordPress のサイトに入るように促す
もので、認証情報のフィッシングにつながるランディング
ページが含まれています。この時点でユーザーは、正規の
OneDrive のログインページが Microsoft のドメイン ページ
以外でホストされることはないことに気づかなければなりま
せん。このページが詐欺またはフィッシング攻撃である可能
性を示す警告なのです。
犯 罪 者の計 画 通り、政 府のアンケートを見ようとしても
OneDrive のドキュメントにアクセスすることはできず、再
度やり直すようにというエラーメッセージが出てきます。
この時点で既に犯罪者はユーザーの OneDrive の個人情報
を盗み出しています。

ボランティアを募る偽の慈善団体を名乗り、文書や電子メー
ルを使ってユーザーを騙そうとする例もあります。

ベストプラクティスのリストを含む OneDrive フィッシング
詐欺に関する McAfee の調査の詳細は、こちらからご覧く
ださい。

主要トピック

リソース

最新の脅威や研究については、以下の McAfee のリソース
をご覧下さい。

McAfee COVID-19 ダッシュボード—国、経路および脅威の
種類を含む COVID-19 関連の悪意あるファイル検出状況の
最新情報をご覧いただけます。

MVISION Insights プレビュー ダッシュボード—新しい脅威
に対応するプロアクティブなソリューションのプレビューをご
覧いただけます。

McAfee 脅威センター—マカフィーの脅威研究チームが現代
の影響力の強い脅威についてご説明します。

McAfee Labs や研究者を是非 Twitter でご覧くだ
さい。
McAfee Labs
Raj Samani
Christiaan Beek
John Fokker
Steve Povolny
Eoin Carroll
Thomas Roccia
Douglas McKee
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McAfee について

McAfee は、デバイスからクラウドまでを保護するサイバーセ
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。McAfee は他社製品と
連携するソリューションを提供することで、お客様企業を脅威
から保護し、脅威の検出や修正を連動して行えるような、真
に統合されたサイバー環境を構築するサポートをしています。
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。

McAfee Labs と Advanced Threat Research について

McAfee Labs は McAfee Advanced Threat Research が
主導する世界最先端の脅威研究機関で、脅威情報やサイ
バーセキュリティの最新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 と McAfee
Advanced Threat Research 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。
https://www.mcafee.com/enterprise/ja-jp/threatcenter/mcafee-labs.html

www.mcafee.com/jp

〒 150-0043
東京都渋谷区道玄坂 1-12-1
渋谷マークシティウエスト 20F
www.mcafee.com/jp
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