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WannaCryはわずか24時間で300,000台を超え
るコンピューターに感染し、被害は150か国以上
に広がりました。
はじめに

新しいMcAfeeが軌道に乗りました。

Intelからの分社化が完了し、McAfeeは本業に専念できる環境が整いました。
2年前に発表した戦
略にいまも変わりはありません。
製品ロードマップに沿って統合ソリューションを提供するだけで
なく、競合他社やパートナーとの連携を強化していきます。
私たちはいま、
この目標に向かって大き
く前進しています。

McAfee Labsについて
McAfee Labsは、世界各地に配備し
た数百万台のセンサーからデータ
を収集して、
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/mcafeelabs.aspx

6月のWannaCryとPetyaの攻撃では世界中の企業が被害を受け、大きなニュースとなりました。
これらの攻撃から、重要な領域で古い、
あるいはサポート対象外のオペレーティング システムが
いまだに利用され、
パッチ更新プロセスが徹底されていないことが明らかになりました。
このよう
な攻撃を阻止するには、ゼロデイ対策を含む多層防御が必要です。
脅威をブロックするだけでな
く、攻撃の詳細をすぐに学習し、対策を強化する必要があります。
今回の脅威レポートでは、
まず
WannaCryの分析結果とビジネスへの影響について報告します。

リンク
共有
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サイバー攻撃を阻止するためには人と機械の連携が欠かせ
ません。
7月の中旬、McAfeeの最高技術責任者であるSteve
Grobmanがこのトピックに関する記事をブログに投稿しまし
た。
Grobmanは、Venture Beatのインタビューでも同じトピッ
クについて話しています。
最高のセキュリティを実現するに
は、人工知能だけに依存するのでなく、人工知能や機械学習
の結果を経験豊富な専門家の目で選別していくことが重要
だとGrobmanは考えています。
この領域に関心のある方は、
この2つの記事をぜひお読みください。
7月にはGrobmanの考えを裏付けるレポート、
『セキュリティ
チームを新たな次元に導く機械学習』を公開しました。
これ
は、McAfeeの依頼で451 Researchが作成したものです。
この
レポートでも指摘されていますが、急激に増加し、高度化する
攻撃に対処するには、攻撃を自動的に検出して状況を可視化
できる技術を利用し、
より多くの状況から判断を行えるように
する必要があります。
人の能力と技術を上手に組み合わせる
ことで、
アラートへの対応時間を短縮し、新たな脅威にも有
効な対策を迅速に講じることができます。

7月の終わりにはBlack Hat USA 2017がラスベガスで開催さ
れました。
McAfeeは、700人以上のIT/セキュリティ担当者を
対象に実施した調査結果を発表しました。
この調査は、人と
機械の連携、脅威ハンティングの能力開発など、組織で行わ
れている脅威ハンティングの実態を把握することを目的に行
いました。
今回の脅威レポートでは、
『攻撃の阻止に必要なも
のはスキルかテクノロジか』をフォローアップし、機械学習で
は分からない痕跡を脅威ハンティングで見つける方法を解説
しています。

来月、McAfeeはラスベガスでMPOWER Cybersecurity
Summitを開催します。
長年FOCUSとして開催してきました
が、今年から名称を改め、
より充実した内容を提供いたしま
す。
今年からは参加者が基調講演と最も関心の高いデモンス
トレーションを選択できるようになりました。
また、
ライブ入力
でプログラムの内容を確認できます。
McAfeeのカンファレン
スにまだ参加したことがない方も、
この機会にぜひご参加く
ださい。

リンク
共有
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今回のトピックは次の3つです。

• 最初のキートピックでは、最近のWannaCryとPetyaによる
攻撃を分析します。
攻撃者の動機、
ビジネスへの影響につ
いて解説します。

• 次は、
いつもの脅威分析とは異なります。
最近、脅威ハン
ティングの重要性が増しています。
このキートピックでは、
脅威ハンティングで特定の脅威痕跡を利用する際の注意事
項と推奨事項を解説します。

• 最後は、
スクリプトを利用したマルウェアを分析します。
スク
リプトを使う理由、
スクリプトの難読化、拡散方法、被害規
模などについて解説します。

この3つ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。

さらに...

弊社では、McAfee Global Threat Intelligenceに送信される
統計情報を四半期ごとに集計し、傾向を分析しています。
ま
た、McAfee GTIクラウドのダッシュボードにより、攻撃パター
ンを確認し、保護対策の向上に役立てています。
これらの情
報から現在の脅威状況を把握することができます。
第2四半
期の結果は次のとおりです。
• McAfee GTIが1日に受信したクエリーは平均で440億件で
す。
• McAfee GTIで阻止した不正なファイル数は1日あたり
3,600万件で、前の四半期（3,400万件）
よりも増加していま
す。

• McAfee GTIで阻止した不審なプログラム（PUP）は1日あた
り7,700万件で、前の四半期（5,600万件）
よりも増加してい
ます。
• McAfee GTIで阻止した不正なURLは1日あたり4,200万件
で、前の四半期（9,500万件）
よりも減少しています。

• McAfee GTIで阻止した危険なIPアドレスは1日あたり
5,700万件で、前の四半期（6,100万件）
よりも減少していま
す。
本号が脅威ハンティングの向上に役立てば幸いです。
－ Vincent Weafer、
バイスプレジデント/McAfee Labs

リンク
共有
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エグゼクティブ サマリー
WannaCryの脅威を防ぐ

5月中旬、WannaCryマルウェアが急激に拡散しました。
わずか24時間で300,000台を超えるコンピューターに感染し、被害は
150か国以上に広がりました。
その数週間後、Petyaマルウェアが同じオペレーティング システムの欠陥を利用して同様の攻撃
を実行しました。
これらの攻撃から、重要な領域で古い、
あるいはサポートのオペレーティング システムがいまだに利用され、
パッチ更新プロセスが徹底されていないことが明らかになりました。
このキートピックでは、WannaCry攻撃とPetyaを時系列で
振り返り、攻撃で使用された脆弱性、感染/拡散方法、攻撃の動機などを分析していきます。

最初のキートピックでは、最近の
WannaCryとPetyaによる攻撃を
分析します。
攻撃者の動機、
ビジネ
スへの影響について解説します。

脅威ハンティングはサイバーセキュリティで注目を集めている能力ですが、幅広い概念で内容も多岐にわたります。
一般に、脅威
ハンティングは、
アラートを待たずに攻撃や感染したマシンを見つけ出すプロアクティブなアプローチです。
経験を積み、情報量
が豊富になれば、攻撃全体の可視化が可能になります。
セキュリティ オペレーション センターではよりプロアクティブな対策が
可能になります。
脅威を早期に検出し、対応時間を短縮し、
リスクを回避できます。
McAfeeでは、
この5月に世界の700人以上の
IT/セキュリティ担当者を対象に、組織における脅威ハンティングの現状を調査しました。
調査結果の詳細は、
こちらでご覧くださ
い。
このキートピックでは、脅威ハンティングで特定の脅威痕跡を利用する際の注意事項と推奨事項を解説します。

このキートピックでは、脅威ハン
ティングで特定の脅威痕跡を利用
する際の注意事項と推奨事項を解
説します。

スクリプト技術を利用した攻撃は目新しいものではありません。
スクリプトベースのマルウェアは、攻撃全体で使用される場合
も、特定の目的にのみ使用される場合もあります。
JavaScript、VBS、PHP、PowerShellなどのスクリプト言語で作成されたマル
ウェアは、
この2、3年で急増していますが、
その理由は検出の回避にあります。
スクリプトを利用すると難読化を簡単に行い、検
出を難しくすることができます。
このキートピックでは、
サイバー犯罪者がスクリプトベースのマルウェアを使う理由、
スクリプト
ベース マルウェアの拡散方法、拡散にスクリプトを使用するマルウェアの種類、
マルウェアの難読化方法、
そしてスクリプトベー
ス マルウェアを阻止する方法について解説します。

このキートピックでは、
スクリプト
を利用したマルウェアを分析しま
す。
スクリプトを使う理由、
スクリプ
トの難読化、拡散方法、被害規模
などについて解説します。

脅威ハンティングのプロになる

スクリプト ベースのマルウェアの急増
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WannaCryの脅威
を防ぐ
― Christiaan Beek、Raj Samani、Douglas Frosst

Attacking, defending, until there�s nothing left worth
winning.
There ain�t no money left, why can�t I catch my breath?
I don�t wanna fight no more.

これは最近の歌の一節ですが、
ランサムウェアや最新の
WannaCryとの戦いに通じるものを感じます。
5月12日、
WannaCryはわずか24時間で300,000台を超えるコン
ピューターに感染し、被害は150か国以上に広がりました。
Microsoft Windowsのゼロデイ エクスプロイト、Equation
Groupのハッキング ツール、4月14日にツールを公開した
The Shadow Brokersハッカー グループなど、様々な名前が
挙がっていますが、攻撃者の特定には至っていません。
真相は
いまだ闇の中です。
本稿では、WannaCry攻撃とPetyaを時系列で振り返り、攻撃
で使用された脆弱性、感染/拡散方法、攻撃の動機などを分
析していきます。

I don�t wanna cry no more.
Alabama Shakes.「Don�t Wanna Fight」、Sound & Color、
ATO Records（2015年2月10日）

図2: The Shadow BrokersのTwitterアカウント

図1: 2016年9月に投稿されたMicrosoftのブログ記事
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経過
2016年8月13日: The Shadow Brokers
2016年8月、@shadowbrokerssというTwitterアカウントが
作成され、Equation Groupからマルウェアと攻撃ツールを
ハッキングしたというツイートがありました。
2016年の終わり
まで、
オークション、
クラウドファンディング、直接販売などの
つぶやきが何度か行われ、様々なファイルやスクリーンショッ
トが提示されましたが、実際の実行ファイルが提供されるこ
とはありませんでした。
インターネット上でこれらのツールを
使用した攻撃は確認されていません。
2016年9月13日: Microsoft
セキュリティ情報（MS16-114）で、Microsoft Server Message
Block（SMB）バージョン1に重大な脆弱性が存在し、
リモート
からコードが実行される可能性があることが公表されまし
た。
この情報によると、2002年12月に類似した重大な脆弱性
がWindows 2000とWindows XPで見つかっています。
最も重
要なメッセージが2016年8月16日に公開されたMicrosoftブ
ログ記事「Stop using SMB1」
（SMB1の使用を中止する）に記
載されています。
この対策を行っていない場合には、
ブログに
記載されている手順に従ってSMB1を無効にするべきです。
こ
の30年前のプロトコルを使用する必要はないはずです。

2017年2月10日: 韓国
The Shadow Brokersが攻撃ツールを公開する前に、別のラ
ンサムウェア攻撃が韓国で発生し、100台のコンピューター
が被害を受けました。
この攻撃で2017年5月に公開された
ツールやWindowsエクスプロイトは使用されていませんが、
コードの中に
「wcry」
という文字列が含まれていました。
攻撃
手法はそれほど高度なものではなく、範囲も限られていたた
め、大きく報じられることはありませんでした。
暗号化された
ファイルの身代金は0.1ビットコイン、当時のレートで100ド
ルでした。
この攻撃では、SMBエクスプロイトもThe Shadow
Brokersの未公開のコードも使用されてません。
2017年3月14日: Microsoft
The Shadow Brokersがツールセットを公開する1か月前、
Microsoftはセキュリティ情報（MS17-010）でSMB v1の脆弱
性を解決する更新をリリースしました。
この脆弱性が悪用さ
れると、不正なメッセージによってリモートからコードが実
行される可能性があります。
更新が提供されたオペレーティ
ング システムはWindows VistaからWindows 10に及び、
Windows 2000とWindows XPに対する修正も提供されまし
た。

2017年1月16日: US-CERT（U.S. Computer Emergency
Readiness Team）
「Disable SMB1」
（SMB1を無効に）という短い、簡単なメッ
セージで、
ネットワーク境界でSMBのすべてのバージョンをブ
ロックするように呼びかけました。

リンク
共有
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2017年4月12日: 韓国
韓国のセキュリティ企業Hauriが、新しいランサムウェアのサ
ンプルと身代金を要求するスクリーンショットをフォーラム
に公開しました。
身代金の支払いに使用されたビットコイン
ウォレットでは3月31日から動きが確認されています。
暗号化
されたファイルのリストには、
ハングルのワードプロソフトの
拡張子である.hwpも含まれていました。
このソフトウェアは
韓国政府や公共機関も使用されていますが、
この拡張子を狙
うランサムウェア ファミリは殆どありません。

図3: 2017年4月に韓国で発生した攻撃の脅迫文

2017年4月14日: The Shadow Brokers
ハッキング ツールが売れなかったためか、The Shadow
Brokersは4月14日、米国国家安全保障局から盗み出した
ツールとして250MBのソフトウェアを公開しました。
これら
のツールは基本的にWindowsの脆弱性を攻撃しますが、
そ
の脆弱性の殆どにパッチが公開されています。
初期の報告で
は、
エクスプロイトの多くはゼロデイの脆弱性とされました
が、
その後の調査でこれが間違いであることが明らかになり
ました。

リンク
共有
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2017年5月12日: WannaCryによる大規模な攻撃
アジアで最初の感染が報告された後、時間とともに世界中
に被害が広がりました。
わずか24時間で30万台以上のコン
ピューターに感染し、被害は150か国以上に広がりました。
標
的になった業種は多岐にわたっています。
このランサムウェア
はユーザーの操作がなくても感染します。
感染すると、身代金
を要求する画面が表示されます。
コンピューターを再起動す
ると、
ブルスクリーンエラーが発生します。
ファイルは暗号化
され、.wnry、.wncry、.wncrytという拡張子が付きます。

このWannaCryは、MS17-010の脆弱性を悪用して拡散しまし
たが、
この亜種はEquation GroupのEternalBlueと言われる
ものと同じです。
リモートからコードを実行するのと同時にシ
ステム権限を取得します。
このマルウェアは、
コンピューター

図4: WannaCryの脅迫文

11

McAfee Labs脅威レポート: 2017年9月

に感染後、
パッチが適用されていないWindowsマシンにネッ
トワークを介して短時間で拡散します。
VPNリンク経由で拡散
する可能性もあります。
これは、
ランサムウェアと自己増殖型
ワームを組み合わせた最初の攻撃で、攻撃が短時間で広がっ
た理由はここにあります。

5月12日の午後までに、複数のセキュリティベンダーが脅威
情報とマルウェア シグネチャの更新をリリースしました。
これ
により、
ファイル ハッシュ、IPアドレス、
ドメイン名、
ファイル名、
文字列、
レジストリ キー、Bitcoinウォレットなど、
マルウェアの
痕跡が公開され、確認されているすべてのWannaCryサンプ
ルが検出可能になりました。

リンク
共有
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分析

WannaCryは、固定メモリー アドレス
（32ビットWindowsの
場合は0xffdff000）を格納するWindows KI_USER_SHARED_
DATA定数にペイロードをコピーし、制御を取得します。
最初
の感染はフィッシング詐欺メールや類似した攻撃で発生した
可能性がありますが、感染後にマルウェアがPCのシステム特
権を取得し、他の脆弱なマシンへの拡散を開始します。
この一
連の攻撃にユーザーの操作は必要としません。

WannaCryは、
コマンドラインの命令を使用して、
ユーザーに
気づかれずにシャドウ ボリューム（vssadmin.exe、wmic.exe）
とバックアップ カタログ
（wbadmin.exe）を削除し、
ブート時
の自動修復（bcdedit.exe）を無効にします。
バックアップを削
除した後、自身をtasksche.exeまたはmssecsvc.exeに書き
込み、
ランダムに生成したフォルダーに保存します。
さらに、
icacls.exeを使用してすべてのファイルに対するフルアクセス
を許可します。
感染するコンポーネントはSMBドライバーのsrv2.sysで、感
染後、
ユーザー モード プロセスのlsass.exeのアドレス空
間にlauncher.dllを挿入します。
launcher.dllのエントリは
PlayGameの1つで、
ランサムウェアを抽出し、CreateProcess
を使用してmssecsvc.exeを開始します。

図5: コマンドラインの例

リンク
共有
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図6: launcher.dllのPlayGameエントリ

リンク

図7: CreateProcessを使用してmssecsvcを開始するPlayGame
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図8: 拡散先のIPアドレスの例

キルスイッチと亜種
WannaCryの最初の亜種にはキルスイッチが含まれています。
このコードは、
ランサムウェアとネットワーク エクスプロイト
を実行する前に、2つのドメインの状態を確認します。
英国の
22歳のサイバーセキュリティ研究者がマルウェアのサンプル
を分析し、未登録ドメインへの参照があることに気づきまし
た。
このドメインをすぐに登録した結果、
この亜種の拡散が止
まりました。
他の亜種にはキルスイッチがないため、今後も感染し、拡散
する可能性があります。
ただし、
これらの亜種にはSMBエクス
プロイト コードもないため、広範囲に拡散する可能性は高く
ないでしょう。
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国

IPアドレス範囲

オーストラリア

1.0.0.0

中国

1.0.1.0

日本

1.0.16.0

タイ

1.0.128.0

図9: 国とIPアドレスの対応表

リンク
共有
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攻撃経路
最初に感染したマシンを追跡することで、攻撃者につなが
る情報が得られる場合があります。
被害を受けた顧客に聞
き取り調査を行った結果、最初の感染はオーストラリア、
タ
イ、日本で発生したことが判明しました。
感染の調査状況は
地域によって異なるため、
ユーザーから送付されたサンプ
ル、McAfee Global Threat Intelligenceの利用統計情報、
VirusTotalからのデータ、セキュリティ パートナーからの情報
など、複数のソースから情報を収集しました。

拡散経路の特徴を調査した結果、前述の国々のIPアドレス
に辿り着きました。
WannaCryが使用した攻撃スクリプトは、
ポートスキャンをIPアドレスから1.0.0.0から開始したようで
す。

脆弱なシステムが見つかるとすぐに拡散を開始します。
感染
後、
このマルウェアはIPアドレスのランダムなリストを生成し
ます。
このリストにはローカル ネットワーク以外のアドレス
も含まれています。
ランダムに生成したアドレスで外部ネッ
トワークからのSMBパケットの受信が許可されていれば、
イ

図10: 攻撃されたマシンのアドレスを含むSMBパケット
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ンターネット経由で拡散を行います。
インターネットでSMB
を送信する場合、TCP（ポート445）での直接送信、UDP上の
NetBIOS（ポート137と138）、TCP上のNetBIOS（ポート138
と139）などの方法があります。
この拡散方法が利用されるの
は、明確なパターンがなくてもマルウェアを迅速に拡散できる
ためです。
US-CERTは、
ネットワーク脅威でこれらのポートを
すべてブロックすることを推奨しています。

ポートが開いているマシンを見つけると、
このマルウェアは3
個のSMBセッション確立パケットを送信します。
1つは、攻撃先
のマシンのIPアドレスが設定され、残りの2つにはハードコー
ドされたアドレスが設定されています。
侵入検出システムは、
ハードコードされたこの2つのアドレスを使用してSMBエクス
プロイトを検出します。

レポート

図11: ハードコードされた最初のIPアドレスを含むSMBパケット

図12: ハードコードされた2番目のIPアドレスを含むSMBパケット

SMBパケットには、4バイト
のXORキー（0x45BF6313）
で暗号化されたマルウェ
ア ペイロードが含まれて
います。
また、EternalBlue
とDoublePulsarハッキング
ツールのx64シェルコードも
含まれています。

SMBはネットワーク共有で
も使用されています。
感染し
たマシンは、
ローカル ディス
クとしてマウントされている
ネットワーク共有にも感染
を試みます。
この共有にアク
セスしたユーザーが誤って
マルウェアを実行し、自分の
マシンに感染させてしまう
可能性もあります。
この攻撃
方法は、
ネットワーク エクス
プロイトよりも低速で、効率
的ではありませんが、会社の
ネットワーク環境に重大な
影響を及ぼす可能性があり
ます。

リンク
共有
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ファイルの復元
身代金を支払っても暗号の解除キーがすぐに渡されることは
ありません。
バックアップがなければ、
できることは非常に限
られます。
ファイル カービングで完全に復元できた例もあれ
ば、全くできなったケースもあります。
しかし、他にオプション
がなければ、
これが最善のアプローチになります。

ファイル カービングは、
ファイル システムの構造を無視し、
RAWデータを直接操作します。
WannaCryの一部の亜種は、
暗号化を行った後に元のファイルを上書きします。
オペレー
ティング システムによっては、元のファイルのデータが残って
いたり、
シャドウ ボリュームが削除されていない場合がありま
す。
ファイル復元ツールのPhotoRecは、
ディスク全体で既知の
ファイル ヘッダーを検索し、連続したブロックからファイルの
復元を試みます。
このツールは、様々なオペレーティング シス
テム、
ファイル システム、
メディア タイプに対応し、300種類以
上のファイル タイプを識別できます。
復元を行う場合には、書
き込み保護されたUSBドライブから実行するのが最も安全な
方法です。
これにより、感染マシンを隔離した状態で復元を実
行できます。
この方法にもリスクがあります。
完全に復元されるとも限りま
せん。
使用する場合には、
ユーザーのリスクで行う必要があり
ます。

まだ続きが...
2017年6月27日: Petyaの攻撃が発生
WannaCryの攻撃から6週間後、Petyaランサムウェアの亜
種がSMB v1のEternalBlueエクスプロイトを使用して急速
に拡散しました。
特にウクライナで被害が拡大しました。
こ
の亜種は2016年に最初に確認された攻撃と区別するため
NotPetyaと呼ばれています。
WannaCryの攻撃発生後、多く
のユーザーがWindowsのパッチを適用したため、Petyaには
別の拡散方法が追加されています。
SMBエクスプロイトが失
敗した場合、Petyaは正規のMicrosoft SysInternalsプログラ
ムのpsexec.exeを攻撃先のADMIN$フォルダーをコピーし、
リモート プロシージャ コールのsvcctlでこのファイルを実行
します。
これに失敗すると、
パスワード ダンプ ツールで管理者
の認証情報を盗み出し、
その情報を使用してwmic.exeを実行
し、
リモート マシンでマルウェアを直接実行します。
感染に成功すると、
ローカル ファイルとマスター ブート レ
コードを暗号化し、
ネットワーク上の他のマシンへの拡散を
試みます。
ネットワーク上のすべてのIPアドレスに感染を試み
るWannaCryと異なり、Petyaは、
より厳密な方法で感染を試
みるため、生成されるネットワーク トラフィックは少なくなり
ます。
このマルウェアは、感染先がワークステーションかドメイ
ン コントローラーかを確認します。
ドメイン コントローラーの
場合、
マルウェアは動的ホスト構成プロトコル サービスにク
エリーを実行して、
すべてのサブネットのIPアドレスのリストを
取得し、
これらのマシンに感染を試みます。

リンク
共有
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また、40分後にマシンを再起動するタスクを設定します。
ブー
ト レコードが暗号化されているため、
コンピューターは再起
動後に使用不能になります。
この点をみると、Petyaによる攻
撃は金銭目的というよりも、標的の企業の業務を妨害するこ
とが目的のようです。

メインDLL
コンポーネント

C:\windows\dllhost.dat

全体像

盗み出した
パスワードを
パイプで送信
%TEMP%

SMB v1の脆弱性は昔から繰り返し話題になっています。
最新
の情報とパッチは3月14日に公開されましたが、SMB v1のリ
モート コード実行の脆弱性が最初に報告されたのは10年以
上前のことです。
IT部門は、重要なパッチを迅速に適用する重
要性を改めて認識しなければなりません。
この脆弱性の危険
度が低く見られたのか、セキュリティ情報に気づかなかったの
かは分かりませんが、多くのシステムで脆弱なオペレーティン
グ システムがそのまま実行されていたり、
サポート終了の古
いオペレーティング システムが使用されていたことは、無視
できない重大な問題です。
今回の攻撃はそれほど高度ではな
いにも関わらず、被害は広範囲に拡大しました。
技術力の高
い犯罪グループが攻撃に関与していたら、壊滅的な打撃を受
けたかもしれません。

PSEXEC.EXE

EXEコンポーネント
(ランダムな名前)
LSAダンプ

ローカル
ネットワーク
EternalBlue、
PSEXEC、WMIC
攻撃対象
のマシン

LSASS.EXE
C:\windows
にドロップ
DLLコンポーネント
(extなし)
dllhost.dat

RUNDLL32

DLLコンポーネント
図13: Petyaの感染方法
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一方、WannaCryの攻撃で、図らずも多くのユーザーがこの脆
弱性に注意を払うようになりました。
このため、脆弱なシステ
ムにパッチが適用されため、類似する攻撃の速度は遅くなり
ました。
しかし、WannaCryの6週間後にPetyaの攻撃が発生し
ました。
WannaCryに比べれば、拡散の速度も遅く、影響も少
ないものの、多くのマシンや組織が被害を受けたことは見過
ごせません。
本当にランサムウェアか
WannaCryは短時間で多くのマシンに感染し、猛威を振るい
ました。
しかし、当初の報告と異なり、
この攻撃は未知のゼ
ロデイ エクスプロイトを利用したものではなく、被害を未然
に防ぐことも可能でした。
2017年のPetyaにも短時間で感
染可能な仕組みが組み込まれていましたが、被害はウクラ
イナに集中しました。
これらの攻撃の動機は何でしょうか。
WannaCryの通信機能を調査してみると、
このマルウェアには
被害者のIDアドレスをBitcoinの決済サイトに接続する機能が
ありません。
ユーザーがファイルを完全に復元することは、技
術的には可能ですが、ほぼ不可能でしょう。

Petyaの現在の亜種もランサムウェアに分類されていますが、
決済と復号の機能は含まれていないようです。
WannaCryに
比べると、標的にしたファイルの種類は3分の1程度で、暗号
化したファイルに独自の拡張子を付けることもありません。
このため、影響を受けたファイルを見分けるのは容易ではあ
りません。
また、
このマルウェアは暗号キーを上書きしてマス
ター ブート レコードを暗号化し、感染後1時間以内にマシン
を再起動することで、
システムを使用不能（復元不能）な状態
にします。

リンク
共有
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この2つのマルウェアは、金銭目的といよりも、妨害活動を優
先させているようです。
脅迫の画面は真の目的を隠すための
ものかもしれません。
同様の攻撃は、残念ながら今後も発生
する可能性があります。
ベストプラクティス

McAfeeでは、WannaCry、Petyaなどのランサムウェアから保
護するため、次のベストプラクティスを推奨します。

• ファイルのバックアップ: ランサムウェアに対する最も有効
な対策は、
データ ファイルのバックアップを定期的に行い、
ネットワークの回復手順を確認しておくことです。

• ネットワーク利用者への注意喚起: 他のマルウェアと同様
に、
ランサムウェアもフィッシング攻撃でシステムに侵入を
試みています。
メールの添付ファイル、
ダウンロード、Web閲
覧は特に注意が必要です。
• ネットワーク トラフィックの監視と調査: これにより、
マル
ウェアに関連する異常なトラフィックを検出できます。

• 脅威インテリジェンスのデータフィードの利用: これにより、
脅威をより迅速に検出できます。

• コード実行の制限: ランサムウェアの多くはオペレーティ
ング システムのフォルダーで実行されます。
これらのフォル
ダーに対するアクセスを制御することで、
データの暗号化を
防ぐことができます。

• 管理者権限によるシステム アクセスの制限: デフォルトの
アカウントを悪用するランサムウェアも存在します。
このよ
うなランサムウェアは、
デフォルトのユーザー アカウント名
を変更し、邪魔なアカウントを無効にすることで、攻撃を成
功させようとします。
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• ローカル管理者権限の削除: ローカル システムでのランサ
ムウェアの実行と管理者権限を利用した拡散を防ぎましょ
う。
ローカル管理者権限を削除することで、
ランサムウェア
が暗号化を試みる重要なシステム リソースやファイルへの
アクセスをブロックできます。

• 権限関連のその他の対策: ユーザーの書き込み権限を制
限しましょう。
ユーザー ディレクトリからの実行を阻止し、
アプリケーションをホワイトリストに登録しましょう。
ネット
ワーク ストレージや共有へのアクセス制限も検討する必
要があります。
自身のインストールや実行のために特定の
ファイル パスに対する書き込み権限を必要とするランサム
ウェアもあります。
書き込み権限を特定のディレクトリ
（マ
イ ドキュメント、
ダウンロードなど）に限定することで、
ラン
サムウェアの実行を阻止できる可能性があります。
これら
のディレクトリから実行権限を削除するのも効果的な手段
です。
多くの企業では、仕事に使用できるアプリケーション
を限定しています。
これらのアプリケーションをホワイトリス
トに登録することで、
ランサムウェアを含む他のアプリケー
ションの実行をブロックできます。
ネットワーク フォルダー
などの共有リソースに対するログインも制限する必要があ
ります。
• ソフトウェアを常に最新の状態にする: この他にも、
マル
ウェア対策で重要となるがソフトウェアの更新です。
ソフト
ウェア、特に、
オペレーティング システム、セキュリティ、
マル
ウェア対策ソフトウェアは常に最新の状態にしておく必要
があります。

リンク
共有
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攻撃の侵入経路を塞ぐことも重要です。
ランサムウェアでよく
利用される侵入手段はフィッシング詐欺です。
メールに対して
次の対策を行いましょう。
• コンテンツをフィルタリングする: メールの保護は重要なポ
イントです。
悪質なコンテンツを含む可能性があるスパム
メールの受信量を減らすことで、攻撃の成功率が低くなり
ます。

• 添付ファイルをブロックする: 攻撃の侵入経路を塞ぐため
に、添付ファイルの検査は欠かせない作業です。
ランサム
ウェアの多くは実行可能な添付ファイルとして散布されて
います。
特定の拡張子のファイルをメールで送信できないよ
うにポリシーを施行しましょう。
これらの添付ファイルは、
サ
ンドボックス ソリューションで分析し、
メール セキュリティ
アプライアンスで削除できます。

McAfeeの製品は、WannaCry、Petya、
ランサムウェアを阻止
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。

McAfeeの製品は、
ラ
ンサムウェアを阻止
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。
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脅威ハンティングのプロになる
―Ismael Valenzuela、Douglas Frosst

脅威ハンティングはサイバーセキュリティで注目を集めている能力ですが、幅広い概念で内容も多
岐にわたります。
一般に、脅威ハンティングは、
アラートを待たずに攻撃や感染したマシンを見つけ
出すプロアクティブなアプローチです。
これは、
ネットワーク内に1つ以上の感染システムが常に存
在し、防御対策を回避しようとする攻撃が発生していることを前提としています。
脅威ハンターが相手にするのは脅威です。
ツールや人、
プロセ
スで対応できる脆弱性、
エクスプロイト、
マルウェアではあり
ません。
脅威ハンターは、
ネットワーク内に敵が存在する可能
性を示す痕跡や証拠を探します。
これにより、
アラートやデー
タ侵害が発生する前に脅威を封じ込め、被害を未然に防ぐこ
とができます。
脅威ハンティングの目的は攻撃者を妨害するこ
とです。
脅威ハンティングで攻撃者の振る舞いを調査すること
で、攻撃の全体は把握することができます。
セキュリティ オペ
レーション センター（SOC）ではよりプロアクティブな対策が
可能になります。
脅威を早期に検出し、対応時間を短縮してリ
スクを回避できます。

McAfeeでは、
この5月に世界の700人以上のIT/セキュリティ
担当者を対象に、組織における脅威ハンティングの現状を調
査しました。
調査結果の詳細については、
『攻撃の阻止に必要
なものはスキルかテクノロジか』をご覧ください。
サイバーセ
キュリティにおける脅威ハンターの役割とSOCの進化につい
て詳しく解説しています。
このキートピックでは、特定のタイプ
の痕跡、攻撃者の戦術と戦略、脅威ハンターの対応を掘り下
げてみたいと思います。

「脅威ハンティングは宝探しに似て
います。
探しているものがどこにあ
るのかも分かりません。
標準的な
プロセスもありません。
そのときに
最善と思えるものを選ぶしかない
のです。
」
脅威ハンターへのインタビュー
－ McAfee脅威ハンターの調査
（2017年5月）

リンク
共有
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脅威ハンティングに関する重要な調査結果

2017年の脅威ハンティング調査で、セキュリティ アナリスト
が様々なデータを使用し、大量の情報の中から攻撃の兆候を
見つけ出していることが分かりました。
アナリストは、独自の
ツールと技術を駆使し、
データの処理と分析を行い、有益な
痕跡を抽出しています。
アクティビティ ログの使用状況
ログ タイプ

回答者の割合

ファイアウォール/IPS定義の
トラフィック

76%

DNS

69%

プロキシ

60%

Web/メール フィルター

59%

サーバー

59%

Windowsイベント
（ドメイン）

57%

パケット検査（sniff）

45%

ログ
脅威ハンターにとってアクティビティ ログは情報の宝庫です。
規模の大小に関係なく、
どの組織でも複数のログを定期的に
使用しています
（平均で3～4種類）。
脅威ハンティングを効果
的に行っている組織の約25%は7種類のログを使用していま
す。
完全なパケット キャプチャは平均で6か月間保管されてい
ます。
痕跡
全体として、最もよく使用されている痕跡（IOC）は、IPアドレ
ス、異常なドメイン名システム（DNS）要求、分散型サービス拒
否攻撃の兆候、規制違反、
システム ファイルに対する不審な
変更などです。
今回の調査の半数以上の回答者が、
これらの
痕跡を使用していると回答しています。

図14: 脅威ハンティングでよく使用されるログ

出典: McAfee脅威ハンティング調査（2017年5月）

リンク
共有
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脅威ハンティングによく使用するIOCは何ですか?
IP

54%

異常なDNS要求

53%

DDoSの兆候と
地理的な異常性

52%

レジストリ/システム ファイル
に対する不審な変更

49%

同じファイルに対する
大量の要求

46%

ログインのレッドフラグ
総当たり攻撃など

45%

特権ユーザー アカウントで
実行される異常なアクティビティ

45%

HTML応答サイズ

44%

ドメイン

42%

URL

41%

ファイル名

40%

ファイル ハッシュ

37%

アプリケーション トラフィック
でのポートの不一致

34%

システムに対する
予期しないパッチの適用

33%

異常な方向に送信される
ネットワーク トラフィック
0%
図15: 脅威ハンターがよく使用する痕跡
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脅威ハンティングの詳細と
能力向上のためのヒントに
ついては、
レポートの完全版
をご覧ください。
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プロの脅威ハンターの手法
MITRE
脅威ハンティングは、攻撃者の戦術と戦略を理解すること
から始まります。
この手順を説明する優れたモデルが、非営
利研究組織のMITREから提供されています。
MITREは、40年
以上も前からサイバーセキュリティの強化に取り組んでい
ます。
このモデルは、
「Adversarial Tactics, Techniques, and
Common Knowledge」の頭文字からATT&CKモデルと呼ば
れ、攻撃者の侵入後の振る舞いや、攻撃範囲を広げて目標を
達成するための戦術を詳しく解説しています。
このアプローチ
は非常に有益です。

偵察

武装

配信

このモデルをベースにATT&CKマトリックスが構築されていま
す。
このマトリックスには、戦術に関する詳細が追加され、
そ
れぞれの戦術で利用されている技術が記述されています。
た
とえば、戦術の適用場所や脅威の主体などが記載されていま
す。
この目標は、
できる限り早い段階で敵の存在を検知すること
です。
配信やエクスプロイトの段階、
つまり攻撃者がシステム
に侵入を試みる段階で検出するのが理想的ですが、攻撃者の
技術も常に進化しています。
侵入後の検出は困難ではないか
もしれませんが、
すでに手遅れになっていることも少なくあり
ません。
ハンターは、待機段階、
つまり、最初の侵入から潜伏
に移る段階の攻撃を追跡します。

エクスプロイト

制御

•
•
•
•

図16: MITRE ATT&CKモデルと戦術の分類
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持続性
特権昇格
防御回避
認証情報取得

実行

•
•
•
•

発見
移動
実行
収集

維持

• 外部への送信
• 指令
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Foundstone
McAfeeのFoundstoneサービス セキュリティ コンサルティン
グ チームはどのような技術を使用しているのでしょうか。
これ
らの技術は、
ハンターが環境内の敵の存在を突き止める場合
に役立ちます。
これらの技術を単独で利用してもあまり意味
がありませんが、組織化されたプロセスで組み合わせて使用
することで優れた効果を発揮します。
このプロセスは、次の3つを知ることから始まります。
• 敵を知る

• ネットワークを知る
• ツールを知る

敵を知る
セキュリティ アナリストが戦っているのはバイナリではありま
せん。
強い動機を持った攻撃者です。
攻撃の動機は、金銭的、
政治的、軍事的な目的など様々です。
痕跡だけでは効果的な
防御策を行うことはできません。
痕跡を見つけても攻撃者を
追跡できるとは限りません。
攻撃者はIP、
ドメイン、
ハッシュな
どを頻繁に変更します。
1分間に数百回も変更することもあり
ます。
しかも、
このような変更に手間はかかりません。
優秀な
ハンターは、攻撃者の戦術と戦略に着目し、
プロファイリング
を行い、攻撃の動機を探ります。
それと同時に、動作パターン
を裏付ける証拠をネットワーク上で集めます。

適切な仮説に基づいてコンテキストを収集し、脅威の有無を
証明するには、敵を知ることが非常に重要です。

ネットワークを知る
攻撃者のほうが被害者のネットワークを熟知していることも
少なくありません。
多くの組織は境界内への侵入を防ごうと
していますが、継続的な監視には十分な時間を費やしていま
せん。
継続的な監視と検出を行うことで迅速な対応も可能に
なります。
ハンティングで一時的に異常なパターンを見つける
には、
ネットワークの正常な状態を把握しておく必要がありま
す。
環境の正常な状態を知らなければ、異常な状態を認識す
ることはできません。
ハンティング チームは、業種、地理的な場所、
パブリック プロ
ファイルなどに基づいて、
ネットワークに重大な脅威をもたら
す脅威の主体をプロファイリングした後で、特定のデータとこ
れらのデータが存在するネットワークやシステムのセグメント
を追跡します。
操作を妨害する別の攻撃（Petyaなど）が発生
することもあります。
標的と動機に着目することで、攻撃者が
よく使う戦略や戦術を絞り込み、
ハンティング対象の優先度
を判断することができます。

リンク
共有
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以下の例では、仮説、仮説を立証または反証するための
ツールを知る
質問、回答の根拠となるデータまたは痕跡、
データの入手
優れたハンターは様々なツールを使用しています。
1つのツー
元、
ハンティング技術や分析手法について説明します。
これ
ルに依存することはありません。
状況に応じて適切なものを
使い分けています。
優秀なハンターはツールに固執しません。 は、Ismael ValenzuelaとMatias Cuenca-Acunaの両氏が
2017年のSANS SOC Summitで発表した「The Need for
攻撃全体の可視化や特定の攻撃技術や痕跡の識別に必要な
Investigation Playbooks at the SOC」
（SOCでの調査指針
データを重視しています。
データの解析や分析に有効なツー
の必要性）とDavid BiancoとRobert M. Leeの両氏による
ルがない場合、独自のツール（スクリプト）を作成したり、自動
「Generating Hypotheses for Successful Threat Hunting」
化、統合、
オーケストレーションを活用しています。
（脅威ハンティングに成功するための仮設の立て方）にある
当然のことながら、分析に必要なデータがなければ、
これら
分類とガイドラインに従っています。
のツールを有効に活用することもできません。
Windowsのデ
以下で説明するハンティング手法については、Foundstone
フォルトの構成では、攻撃者が実行するアクションの多くは
GitHubにも説明があります。
イベント ログを生成しません。
このため、適切なロギング ポ
リシーを準備することが重要になります。
これらのログの多
くは、監査用のアプリケーション、
エンドポイント検出/対応製
品、MicrosoftのSysinternals Sysmonなどで収集できます。
重
要なシステムの場合は特に、
コマンドラインで詳細なロギン
グを行い、
プロセス生成（イベントID 4688）を確認することが
重要になります。
効果的なハンティング

では、平均的な組織に存在するログを使用して、効果的なハ
ンティングを行う方法を説明しましょう。
これらの方法は単独
で行うものではありません。
前述の重要な要素を取り入れた
プロセスの一部として実行します。

リンク
共有
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指令に対するハンティング

DNSは、攻撃者からの指令を検出するのに最適な情報源と
いえるでしょう。
送信されるDNS要求を調べることで、攻撃者
の指令を検出し、阻止することができます。
指令トラフィック
の多くは、
ドメイン生成アルゴリズム（DGA）を利用して、
シグ
ネチャベースの検知を回避します。
この種類のマルウェアは
直接記述されたドメインを使用しません。
現在の日付に基づ
いて新しいドメイン名を生成します。
これらのマルウェアは、
数日ごとに新しいドメイン名を生成します。
ドメイン名は辞
書にある言葉を使用せず、通常よりも長い文字列が使用さ
れる傾向があります。
DNS要求のログ ファイルを取得し、長
さで並べ替える簡単なスクリプトを使用すると、図17のよう
に、
ハンターに有効なヒントが提供されます。
このトピックの
詳細については、
「Identifying Malware Traffic with Bro and
the Collective Intelligence Framework」
（BroとCollective
Intelligence Frameworkでマルウェア トラフィックを識別す
る）をご覧ください、

ドメイン生成アルゴリズムで生成されたトラフィックの別の特
徴は、要求するドメイン名がランダムに生成されている点で
す。
文字の並びが不規則でない単語は簡単に検索できます。
たとえば、攻撃者がevil.comから命令を受けるマルウェアを
作成した場合、セキュリティ アナリストはこの種のトラフィッ
クを検出または防止する静的ルールを簡単に作成します。
こ
のため、攻撃者はランダム性の高いドメイン名を使用し、検
出を回避しようとします。
SANS Instituteのインシデント対応
コンサルタント兼セキュリティ インストラクターであるMark
Baggett氏は、
ネットワーク上の異常なDNS要求をハンティン
グするため、効果的な頻度計算ツールを公開しています。
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例

指令に対するハンティング

質問: ランダムに生成されたDNS要求が送信
されているか。
ネットワークで大量のNXドメイ
ン応答を受信しているか。
DNS要求または応
答に異常に長いTXTレコードが含まれている
か。
HTTP要求に異常なuser-agent文字列が
含まれているか。
送信接続が定期的に生成さ
れているか。
痕跡: DNS要求と応答、HTTP要求の
user-agent文字列

仮説: ネットワーク上の感染システムが、未検
出のC&Cトラフィックを生成している。

理由: マルウェアはまだ攻撃を実行していな
い。
このマルウェアは、攻撃者のインフラに接
続して追加のペイロードをダウンロードし、
エ
ンドポイントで実行する命令を受信する。
さら
に、攻撃先のネットワークからインフラに情報
を送信する。
このため、感染ホストから攻撃者
の指令サーバーに送信接続を行う必要があ
る。

情報源: DNSサーバーからのDNSログと
Microsoft DNS Analytics/Proxyログ、Broセン
サーからのNetwork Security Monitor（NSM）
データ
方法: DNSとユーザー エージェントの両方で
LFU分析を行う。

レポート

DNSトラフィックはファイアウォールの回避にも使用されて
います。
攻撃者と被害者の間でトンネルを確立し、
コマンドを
送信します。
これにより、
リモート シェルを有効にしたり、
ファ
イルのアップロードやダウンロードを行います。
組織のセキュ
リティ アーキテクチャは、信頼されたDNSサーバーからのみ
DNS要求を送信するように設計する必要があります。
次に、
ド
メイン名とトップレベル ドメインを削除してDNSトラフィック
を分類し、通常は使用しない長いサブドメイン名を含む要求
を探します。
1つのドメインまたはIPアドレスに対して大量のト
ラフィックが発生し、
トラフィックに長いドメイン名、TXTレコー
ド タイプ、大量のホスト名が含まれている場合、
これを不審
なアクティビティと判断し、
さらに詳しい調査を行う必要があ
ります。
a37fwf32k17gsgylqb58oylzgvlsi35b58m19bt.com
a47d20ayd10nvkshqn50lrltgqcxb68n20gup62.com
a47dxn60c59pziulsozaxm59dqj26dynvfsnw.com
a67gwktaykulxczeueqf52mvcue61e11jrc59.com
axgql48mql28h34k67fvnylwo51csetj16gzcx.ru
ayp52m49msmwmthxoslwpxg43evg63esmreq.info
azg63j36dyhro61p32brgyo21k37fqh14d10k37fx.com
cvlslworouardudtcxato51hscupunua57.org

い環境が少なくありません。
ハンティング、
フォレンジック、侵
入検出では、
これらのログの収集と分析が非常に重要になり
ます。
Microsoftも、Windows DNS分析ロギングの解説の中
で、
この必要性を認めています。
Microsoftのこの記事では、
Windows Server 2012 R2以降が稼働するDNSサーバーでこ
れらのログを有効にする方法が詳しく説明されています。

ネットワークで異常なユーザー エージェントを調べる場合に
も同様のことが当てはまります。
アプリケーション
（通常はブ
ラウザー）がHTTP要求で送信するuser-agent文字列は、要求
されたリソースを提供する最適な方法を特定するために使用
されます。
このユーザー エージェントは偽装が可能です。
この
文字列を分析することで、Web閲覧に使用されるソフトウェア
のプロファイル（ブラウザーとOSのバージョン、
ブラウザーの
プラグインなどを含む）を作成し、環境の正常な状態を特定
できます。
正常な状態を把握しておくことで、異常なアクティビ
ティをすぐ検知できます。
侵入検出エンジンはブラックリスト
にあるユーザー エージェントの特定を行いますが、
ハンティ
ングでは次のようなLFU分析で異常値を検出します。
• プロキシまたはNSMログのHTTP要求からユーザー エー
ジェントを収集する。

• 使用頻度で並べ替える。

• 異常値（最も頻度が低い）を調査する。

図17: 感染システムが生成したDGAトラフィックの例

これは、DNSサーバーが生成するDNSログにアクセスできる
ことを前提としています
（特に、Windowsクライアント要求を
解決するActive Directoryコントローラー）。
パフォーマンス上
の理由やストレージの制約で、
これらのログを収集していな
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この分析で、ポリシー違反の可能性があるものとして通常の
ダウンローダー、
ピアツーピア ソフトウェア、
メディア ストリー
ミングなども検出されますが、多くの場合、指令サーバー イ
ンフラと通信を行うマルウェアをすぐに見つけることができま
す。
実装の詳細については、指令の調査指針をご覧ください。

持続性のハンティング

持続性のハンティング

仮説: 1つ以上のシステムが、自動的に起動す
るマルウェアの亜種に感染しているが、
まだ検
出されていない。

組織内に足場を作った攻撃者は、
できる限り長くシステム内
に留まろうとします。
つまり、
システムの再起動後や別のユー
ザーがログインした後も存在し続けようとします。

理由: セッションの切り替え後や再起動後に
感染システムに残存するためには、
マルウェア
自体に持続性を維持する方法を組み込む必
要がある。

• ログオン時の自動開始が設定されているスクリプトまたは
バイナリ

痕跡: Windows ASEP

この目標を実現する方法はいくつかありますが、
この段階でよ
く使われるのは、一般に自動実行といわれる自動開始拡張ポ
イント
（ASEP）の利用です。
次のようなものを利用します。

• スケジュール タスク
• サービス

• デバイス ドライバー

ASEPで異常な項目を見つけるには、毎日多くのシステムから
データを収集し、LFU分析を行って使用頻度で分類する必要
があります。
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質問: 調査対象のシステム、
サブネット、重要
なサーバーに、自動開始が設定された新しい
項目があるか。
情報源: Windows レジストリ、Microsoft
Sysinternals Autorunsの出力

方法: 毎日スナップショットを取得して差分を
取り、LFU分析で異常値を調べる。

レポート

SysinternalsツールのAutorunsでは、
この作業を簡単
に行うことができます。
自動実行のグラフィカル イン
ターフェースやコマンドラインを使用して、稼働中のシ
ステムからASEPのスナップショットを作成できます。
さ
らに、2つのスナップショットを比較して変更点をハイ
ライト表示できます。
2つのレポートを比較するときに、
新しい項目は慎重に調査する必要があります。
また、
%USER%\APPDATA\Local\temp、
ごみ箱などの一時的
な場所や通常ではありえない場所からの自動実行が
設定されているバイナリを調査します。
未署名のバイナリ、異常に長いまたは短いファイル名、
あまり見かけない名前の実行ファイルやディレクトリも
調査が必要です。

実装の詳細については、持続性の調査指針をご覧くだ
さい。

PowerShellを利用すると、
これらのレジストリ キーにリ
モートからアクセスできます。
ハンティング用のスクリプ
トを作成するには便利なツールです。
SANSのシニアイ
ンストラクターのEric Conrad氏は、未承認のソフトウェ
アを検出するPowerShellスクリプトのリンクを公開して
います。
このスクリプトでは、自動実行が設定されたマ
ルウェアも検出できます。
freq.pyと一緒に使用すること
で、
レジスト エントリのランダム性も調査できます。

リンク
共有
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特権昇格のハンティング

攻撃者がシステムへの侵入に成功したかどうかは、攻
撃者が取得した権限で判断できます。
低い権限のアカ
ウントで環境内を自由に移動することはできません。
ハッシュ、
トークン、
チケットなど、攻撃に必要な情報が
あるメモリーの特権領域にアクセスすることもできませ
ん
（次のセクションを参照）。

例

特権昇格のハンティング

攻撃者は様々な方法で特権の昇格を試みます。

• 不正なバイナリと置換可能で、高い特権で実行され
ているサービスを探す。

痕跡: Windowsイベントログ
（ID 4728、4732、
4756）

• 特権以外のユーザーを権限の高いローカルまたはド
メイン グループに追加する。
• パッチが適用されていないローカルの脆弱性を攻
撃し、
システム権限を取得する。
CVE-2016-7255に、
Win32kの特権昇格の脆弱性について解説されてい
ます。

• ユーザーのアクセス制御（UAC）を迂回する。
関連
ユーザーの権限は取得せずに、管理者権限を必要と
する不正なプリケーションを実行します。
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質問: 特権のローカルまたはドメイン グルー
プに新しいユーザーが存在するか。
ローカル
の特権昇格を防ぐパッチが適用されていない
か。
ファイル システムの権限に対する脆弱性
で置換可能なバイナリセットがサービスとし
て実行されていないか。

情報源: Windowsエンドポイントとサーバー

仮説: システムに侵入した攻撃者が、
ユーザー
を特権グループに追加し、特権昇格を試みて
いる。
理由: 侵入に成功すると、攻撃者は特権以外
の認証情報を取得し、目的を果たすために特
権を昇格させる可能性がある。

方法: エンタープライズ ドメイン コントロー
ラー（ドメイン以外では個々のコンピュー
ター）でイベントID 4728、4732、4756の発生
を確認する。

レポート

攻撃者が特権昇格に利用する方法は、権限の低いアカウン
トを特権グループに追加する方法です。
多くの環境ではまれ
にしか発生しませんが、
この種類のアクティビティが発生した
ら、
すぐに調査を行う必要があります。
ドメイン コントローラー（ドメインがない環境では個々のシ
ステム）で次のクエリーを実行することで、PowerShellでハン
ティングを簡単に行うことができます。
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName=”Security”;
ID=4728, 4732, 4756}

ハンティングに成功するには準備が大切です。
権限昇格をプ
ロアクティブで検出するには、騙しのテクニックも必要です。
ハンターは、早期警戒システムとして複数の罠を仕掛けてい
ます。
「ハニーハッシュ」などはこの目的で作成されたトーク
ンです。
ハンターは、偽の認証情報でLSASS（Local Security
Authority Subsystem Service）のキャッシュを更新し、攻撃
者が罠にかかるのを待ちます。
これにより、承認アクセスを早
い段階で検出できます。
この目的では、PowerShellスクリプト
Invoke-CredentialInjection.ps1などのツールも使用できま
す。
次のような単純なコマンドを実行することもできます。
echo “superpassword” | runas /user:mydomain.com\
superadmin /netonly ipconfig

セキュリティ イベント ログでイベント4625（ログオン失敗）を
確認するスケジュール タスクと、
ログにsuperadminアカウン
トが記録されている場合に警告するスクリプトを生成します。
この技術は、移動に対するハンティングでも使用できます。
実装の詳細については、特権昇格の調査指針をご覧くださ
い。
移動に対するハンティング

感染したシステムを介して組織内に足場を確立し、権限の高
いユーザーの認証情報を取得した攻撃者は、最も価値のあ
るデータが保存されているシステムに移動を試みます。

多くの組織は、境界を保護するデバイスに依存しすぎている
ため、内部の監視は十分ではありません。
このため、攻撃者は
ハッシュ/チケット/トークンなどを悪用し、
ネットワーク内を自
由に移動しています。
攻撃者は、
ステルス性を高めるため、IT
部門がネットワークの管理に使っているツール（リモート デス
クトップ プロトコルなど）を利用します。
最近では、PsExec、PowerShell、Windows Management
Instrumentation（WMI）などの標準的なIT管理ツールが悪
用されるケースが急増しています。
標的型攻撃で最もよく利
用されているのがMicrosoftのSysinternalsに含まれている
PsExecです
（SAMSAMやPetyaに関するレポートを参照）。

リンク
共有
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レポート

PsExecを使用すると、TCP上のSMBのポート445を使用
して、名前付きパイプ経由でリモートからコマンドを実
行できます。
この機能は、
システム管理者だけでなく、攻
撃者にとっても便利な機能です。
収集した認証情報を
利用してPsExecを使用することで、
ネットワーク上の複
数のリモート マシンにアクセスし、
ソフトウェアの実行
を制御することができます。
認証された脆弱性スキャン
で使用するローカルの管理者アカウントまたはドメイ
ン アカウントのパスワードを同期していると、攻撃はさ
らに容易になります。
PsExecを実行するには、自身のワークステーションに
バイナリ ファイルが必要です。
PsExecは、
リモート シス
テムの非表示のADMIN$共有に接続すると、psexecsvc
サービスを開始し、名前付きパイプを有効にします。
こ
れにより、管理者はコマンドの送信と結果の受信が可
能になります。
新しいサービスを開始するときにイベントID 7045が生
成されるので、
このプロセスを理解すればPsExecの実
行をハンティングできます。
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7045}

Metasploit FrameworkのモジュールにもPsExec
と類似した機能があり、ペイロード
（多くの場合
Meterpreterシェル）を攻撃者に返します。
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例

移動に対するハンティング

仮説: ネットワーク上の攻撃者がPsExecを使
用して移動を試みている。

理由: 通常、攻撃者は最初に感染したシステ
ムから目的の情報に直接アクセスできない。
このため、他のシステムに移動するか、収集
した認証情報を使用してリモート コンピュー
ターからコマンドを実行する必要がある。
質問: PsExecが使用された形跡があるか。
重
要なサーバーで新しいサービスが存在して
いるか。
新しいサービスの開始に関連するエ
ラーがあるか。
ネットワークのワークステー
ション間でトラフィックが発生しているか。

痕跡: Windowsイベントログ
（ID 7045、7030、
4624)
情報源: Windowsエンドポイントとサーバー

方法: PsExecが実行された証拠となるイベン
トID 7045の発生を確認する。
Metasploitの
PsExecが実行された証拠となるID 7045とID
7030の生成を確認する。

レポート

重要な相違点を理解すれば、PsExecのMetasploitバー
ジョンもハンティングできます。
• このモジュールは、
サービスの実行ファイルをランダ
ムに生成します。

• Metasploit PsExecサービスにデスクトップとの接続
が許可されているときにエラーが発生すると、
イベン
トID 7030が生成されます。

イベントID 7030と7045を検索することで、Metasploit
のPsExecをハンティングできます。
Get-WinEvent -FilterHashtable @
{logname=’system’; id=7030}

別の方法でも移動をハンティングできます。
たとえば、
ローカルの認証情報を使用して内部ネットワーク
（リ
モート）にログオンできたかどうかを調査します。
標準
的なWindowsドメインの場合、
ネットワーク ログオン
ではローカルではなく、
ドメインのアカウントを使用し
ます。
ネットワーク全体でパスワードが共有されている
ローカル アカウントを盗み出した攻撃者は、
このアカ
ウントを利用して文字どおりネットワーク内を移動しま
す。
また、複数のシステムに同時にログオンすることも
可能です。
ローカルとネットワークの両方のログインで
同じイベントID（4624）が生成された場合、
レコードの
セキュリティ ID とアカウント ドメインのフィールドを解
析する必要があります。
実装の詳細については、移動の調査指針をご覧くださ
い。
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外部へのデータ送信に対するハンティング

ネットワーク エンジニアやネットワーク オペレーション
センターは、
ネットワーク セッション データを利用して
接続のトラブルシューティングを行い、
ネットワークのパ
フォーマンス問題を監視してきました。
しかし、
この情報
は、セキュリティ アナリストが使用するデータに比べる
と一部にすぎません。

セッションベースのデータやネットワーク フローは、セ
キュリティ アナリストだけでなく、脅威ハンターにとっ
ても非常に重要な情報源です。
Ciscoのルーターが最
初に導入したNetFlowには、
レイヤー3（IP）、
レイヤー4
（TCP/UDP）のセッション情報など、
ルーターを通過す
る接続に関連する有益なメタデータが含まれています。
情報のレベルはデバイスやプロトコル バージョンによっ
て異なりますが、
ネットワークの正常な動作かどうかを
判断するには十分な情報がフローに含まれています。
前述のように、優れたハンティングを行うには3つのこ
とを知る必要がありますが、
その一つがネットワークで
す。
フロー データは、境界のルーターだけでなく、内部の
スイッチやファイアウォール、SiLKやArgusなどのコレク
ターからも取得できます。
ネットワークのアドレス変換
を行うときに、
すべての送信トラフィックは境界のファイ
アウォールを唯一の送信元と見なします。
外部と内部
のセグメントからネットワークの可視化を強化すれば、
解決できる問題も多くなります。

リンク
共有

レポート

少なくとも次の接続を調査する必要があります。

• 長時間継続している。
この分析で、承認または未承認の
VPN、SSH接続、
ブラウザー ツールバー、
マルウェアを見つ
けることができます。
• 外国、特に会社の事業と関係のない場所に定期的にデー
タを送信する。

例

外部へのデータ送信に対するハンティング

所に対して送信接続が発生しているかどう
か。
異常な時間にデータが送信されているか。
接続が異常に長い時間維持されていないか。

• ネットワークの外部に大量のデータを送信する。

痕跡: ネットワーク セッション データ
（フロー）

この3つの項目で同じ送信元IPアドレスが見つかった場合、未
検出のデータ侵害が発生している可能性があります。

情報源: 境界ルーター、
スイッチ、
その他のコ
レクター（SiLK、Argusなど）
ファイアウォール、
プロキシ、NSMデバイスも同様の情報を提供
する。

実装の詳細については、
データ侵害の調査指針をご覧くださ
い。

仮説: 攻撃者が、
ビジネスに関係のない地理
的場所にネットワーク内部から大量のデータ
を送信しようとしている。

理由: 外部へのデータ送信は、
データ侵害の
最終段階である。
攻撃者は、異なるプロトコル
を使用してネットワーク外部へ大量のデータ
を送信する可能性がある。

質問: ワークステーションまたはサーバーが
ネットワークの外部に大量のデータを送信し
ているか。
ビジネスに関係のない地理的な場
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方法: ネットワークの正常な状態をプロファイ
リングする。
長時間継続している接続、海外へ
の接続、大量のデータを送信する接続を監視
する。

レポート

結論

脅威ハンティングは継続監視に代わるものではありません。
成熟した組織が必要とする機能に代わるものでもありませ
ん。
しかし、成熟したSOCがプロアクティブな体制に移行する
ためには不可欠な要素です。

完全な技術ではありませんが、使用することで精度が増して
いきます。
また、導入することで別のメリットもあります。
ネット
ワークの稼働状況や正常の状況を把握し、異常なアクティビ
ティをすぐに検出できるようになります。

脅威ハンターは、他のリソースを利用しながらGitHubサイト
の仮説と質問に基づいて適切なアプローチを実装できます。

参考情報

• Threat Hunting Project（脅威ハンティング プロジェクト）
• Detecting Lateral Movement Through Tracking Event
Logs（イベント ログの追跡で移動を検出する）

• Helping Overburdened SOC Analysts Become More
Effective Threat Hunters（効果的な脅威ハンティングで
SOCの負荷を軽減する）
• Game Changer: Identifying and Defending Against Data
Exfiltration Attempts（形勢の逆転: データ侵害の識別と防
御）
• How analysts approach investigations（アナリストの調査
方法）

オープンソース ツール

• rastrea2r. Collecting & hunting for IOCs with gusto &
style（rastrea2r: IOCの収集とハンティング）
• OpenDXL

• DeepBlueCLI
• Security Onion
• SOF-ELK
• Real Intelligence Threat Analytics

リンク
共有
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レポート

スクリプト ベースのマルウェアの急増
―Diwakar Dinkar、Prajwala Rao

攻撃者の間でマルウェアにスクリプト技術を利用する戦術が広まっています。
攻撃全体でスクリプ
トを使用しているマルウェアもあれば、特定の処理にのみ使用しているものもあります。
McAfee
Labsの調査によると、
この2年間でスクリプトベースのマルウェアが増加しています。
サイバー犯罪
者は、
ユーザーを騙し、検出を回避するために、常に新しい攻撃方法を探しています。
マルウェアの作成者は、不正なコードを配布するために、
JavaScript、VBScript、PHP、PowerShellなどのスクリプトを
使用しています。
たとえば、Bartallex、Kovter、Nemucod、
W97/Downloaderなど、多くのマルウェアがペイロードの散
布にスクリプトを使用しています。
2015年のAnglerエクスプ
ロイト キットは、
スクリプトを使用してマルウェアを配布しま
した。
2016年のLockyはJavaScriptを使用して拡散しました。
NemucodランサムウェアはPHPとJavaScriptを使用しました。
また、PowerShellを利用したファイルレス マルウェアも存在
します。
Bartallexは、.batと.vbsファイルを組み合わせてペイ
ロードをダウンロードします。
Dridexは、ペイロードのダウン
ロードと実行にPowerShellを利用します。
2017年の初めに
は、Macに対する攻撃でもPowerShellの使用が確認されまし
た。
リンク
共有
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McAfee Labsに送付されたPowerShellマルウェアのサンプル
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McAfee Labsに送付されたHypertext-application/VBSマルウェア
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第1四半期

第2四半期

第3四半期

2016年

第4四半期

第1四半期

第2四半期

2017年

リンク
共有
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• Miuref
• Crowti
• Fareit
• Dridex

スパム メール
図18: 感染の最初の段階

不正な
JavaScript

感染した
Webサイト/サーバー

スクリプトを使用する理由
ファイルベースのマルウェアでも同じ機能が実行できるにも
関わらず、
スクリプト言語を使用するマルウェア作成者が増
えているのはなぜでしょうか。
その主な理由は、検出を回避
するためです。
スクリプトを利用すると難読化を簡単に行い、
検出を難しくすることができます。
検出回避技術については、
『McAfee Labs脅威レポート: 2017年6月』
で詳しく解説して
います。
McAfee Labsの調査結果によると、
スクリプトベースのマル
ウェアはこの2、3年で急激に増加しています。
このようなマル
ウェアでよく使われているのがJavaScriptとPowerShellです。
このキートピックでは、
この2つのスクリプトがマルウェアでど
のように利用されているのか詳しく説明します。
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• Tescrypt
• Locky
• Gamarue
• Kovter

• Cerber
• Cryptowall

ダウンロードされるマルウェア

JavaScript
JavaScriptを利用したマルウェアは基本的にダウンローダー
で、
スパム キャンペーンでユーザーに配布されます。
これら
の不正なスクリプトは、
スパム メールや添付の.zipまたは.rar
ファイルでユーザーのマシンに送信されます。
ユーザーが
アーカイブ ファイルを開き、JavaScriptファイルをダブルクリッ
クすると、Windowsのスクリプト エンジンであるJScriptがファ
イルを実行して、1つまたは複数のリモート ホストに接続し、
別のマルウェアをダウンロードしてユーザーのマシンに感染
します。
このダウンロードはユーザーの同意なしで実行され
ます。

これまで、
マルウェアの配布手段として最も多く利用されて
いたのがスパム キャンペーンでした。
ほとんどの場合、
スパ
ムメールに不正な実行ファイル（.exe、.pif、.scr）などが添付
されています。
無害な文書ファイルに見えるように拡張子が
二重になっていたり、
アーカイブ ファイルに不正な実行ファイ
ルが埋め込まれています。
しかし、
この傾向に変化が出てきま
した。
最近では、巧妙に細工した文書ファイルで脆弱性を悪
用したり、
アーカイブ ファイル内の不正なJavaScriptファイル
で他のマルウェアをダウンロードするケースが増えています。
JavaScriptを利用するマルウェアは、
マシンに侵入するために
脆弱性ではなく、
ソーシャルエンジニアリングを使用します。

実際の不正なJavaScriptは、
JavaScriptファイルではなく、
JScriptファイルです。
この2つのス
クリプトのコードには若干の違い
があります。
セキュリティ対策で制
御する方法も同じではありません。
このような違いはありますが、
この
キートピックでは、不正なスクリプ
トを表す言葉としてJavaScriptと
いう一般的な用語を使用すること
にします。

リンク
共有

レポート

図19: 出荷確認に見えるメール。
不正なJavaScriptを含む.zipファイルが添付されている。

リンク
図20: JavaScriptを含む日本語のメール。
5つのアドレスに送信されているが、受信者名はすべて同じである。
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共有
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感染方法

不正なJavaScriptが実行されると、通常、
リモートホストから
実行ファイルがダウンロードされ、%TEMP%フォルダーに保
存されます。
wscript.shell、msxml2.xmlhttp、adodb.stream
などのActiveXコントロールにより、
ファイルをダウンロードす
るHTTP GET要求が作成されます。
たとえば、wscript.shellは、
GetSpecialFolderとTemporaryFolder（値 = 2）を使用して環
境変数%TEMP%を取得するか、%TEMP% msxml2.xmlhttp
パラメーターでリモート サーバーから不正なバイナリをダウ
ンロードし、openメソッドを使用します。
このスクリプトは、必
要なHTTPメソッド
（GET）、URL、
ブール値（true または false）
の3つのパラメーターを使用して、同期または非同期の呼び
出しを行います。

感染状況

不正なNemucod JavaScriptsのサンプルがMcAfeeに送付さ
れ始めたのは2015年4月です。
2015年8月中頃からサンプル
数が増え始め、2015年10月に急増しました。
サンプルが確認
されたのは特定の地域ではなく、感染は世界中に広がりまし
た。
送付された不正なJavaScriptサンプルの90%はNemucod
が占めています。
次のグラフにサンプル数の推移を示します。

スパムキャンペーンで使用されるファイル名には、invoice、
scan、document、task、faxなどの文字列が含まれています
が、Nemucodのスパムキャンペーンで使用されるJavaScript
ファイルには別のパターンのファイル名が使用されています。

McAfee Labsに送付されたNemucodマルウェア
2,000,000
1,600,000
1,200,000
800,000
400,000
0

第3四半期

第4四半期

2015年

42

McAfee Labs脅威レポート: 2017年9月

第1四半期

第2四半期

第3四半期

2016年

第4四半期

第1四半期

第2四半期

2017年

リンク
共有

レポート

次のように英語以外のJavaScriptファイル名も使用されてい
ます。
• dokument_05730.pdf.js（スウェーデン語）
• Bewerbung [**].zip（ドイツ語）
• ртелеком483.zip（ロシア語）

• 出書(6月2日)野田.zip（日本語）

不正なJavaScriptは、.doc.js、.pdf.jsのような二重拡張子で
正体を隠し、
ユーザーを騙そうとします。
これらの不正なス
クリプトは、JScriptでエンコードされたスクリプト ファイルや
Windowsスクリプト ファイルとして配布されます。
• Informacje_Przesylki.wsf

• fattura<日>.<月>.pdf.js（例：fattura02.05.pdf.js）

金融機関からのファイルに見える場合でも同様のパターン
が見られます。
内容を表す短い文字列の後に、
ファイル名を
一意にするための文字または数字がランダムに続き、拡張子
に.js、
あるいは.doc.jsや.pdf.jsのような二重拡張子が付いて
います。
不正なJavaScriptの最近の亜種には2つ以上のファイ
ルが含まれています。

難読化

高度なセキュリティ対策の検出を回避するため、攻撃者は難
読化を行っています。
難読化はバイナリと不正なJavaScriptの
両方で行われていますが、
その手法は一つではありません。
たとえば、次のような方法で行われています。
• 文字列の連結

• 数値に対する意味のない演算
• 文字列の反転

• 文字列の間に意味のない文字を追加
• 不要なコメントの追加

• 文字列の間に意味のない文字列を挿入
• 不要な文字列変数を宣言して初期化
• URLの配列に偽のURLを混在

• Unicode/16進/10進/Base64によるエンコーディング

カスタム ツールによる難読化

マルウェアの作成者は、
カスタム ツールを使用して不正な
JavaScriptの難読化を行っています。
ここでは、次の3つの方法
について解説します。
• 小さい文字列へのスクリプト分割
• JavaScript Obfuscator（無料版）
• Dean Edwardsパッカー

小さい文字列へのスクリプト分割: 不正なJavaScript全体を
2～5文字の文字列に分割し、
これらの文字列をeval関数の
実行前に連結します。

43

McAfee Labs脅威レポート: 2017年9月

リンク
共有

レポート

図21: 細かく分割されたスクリプトの例

JavaScript Obfuscator: 難読化ツールのJavascript Obfuscatorの無料版が
www.javascriptobfuscator.comで提供されています。

リンク
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図22: 難読化ツールで追加された元のヘッダーを含むJavaScriptMD5ハッシュ:
FF6A165652EC9A1C2ADDAEBE15FD0C5E

リンク
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Dean Edwardsパッカー:
JavaScriptを利用する最
近の亜種は、http://dean.
edwards.name/packer/
で公開されているDean
Edwardsパッカーを使用し
て難読化を行っています。

図23: 元のヘッダーがないJavaScriptの例。
MD5ハッシュ: B74412FDF0868D461ED4DBF274EE0422

リンク
図24: Dean Edwardsパッカーで難読化されたJavaScriptの例。
MD5ハッシュ: 4D3BD79B73A74FC8C0ADB55E59E66AC1
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Dean Edwardsパッカーは、
スクリプト全体ではなく、
コードの一部分にのみ適用されている場
合もあります。

図25: Dean Edwardsパッカーで処理されたJavaScriptの部分。
MD5ハッシュ: 0C1158575B465C29CA9235A511ECF8A9
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難読化を解除したコードの分析

一部の亜種で、予期しないペイロードが実行されたり、通常と異なる場所でダウンロードが発生しました。
不正なJavaScriptの
2つの亜種について見てみましょう。
亜種1

図26: 3つのサイトからファイルのダウンロードを試みる亜種1

リンク
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この亜種は、
ループを3回繰り返し、3つのファイルをダウン
ロードします。
このファイルはそれぞれ別の感染サイトからダ
ウンロードされます。
これらのサイトはvar bで指定されていま
すが、JavaScriptのサンプルによって異なります。
ループが実行
されるたびに、変数iが増分されます。
この変数は1から3まで
の値を取ります。
HTTP GET要求には、次のようなダウンロード リンクが含まれ
ています。
• http://<DNS>/counter/?id=<unique_var_
id>&rnd=473693<i>
このサイトはvar bにあるドメイン名の一つです。
unique_var_
idには長いランダムな文字列で、
スクリプトの残りの部分が難
読化されています。
不正なJavaScriptの亜種によって異なりま
すが、
この文字列は難読化解除されたコードや、難読化され
たスクリプトの先頭部分にあります。

亜種にもよりますが、
この固有のIDは変数str、stroke、idに
も格納されます。
不正なJavaScriptの初期のバージョンでは、
545や555で始まるIDが使用されていましたが、最近の亜種
ではランダムに生成されたIDが使用されています。
このIDは、
攻撃者がロギング目的で使用しているものと思われます。

パラメーターrnd（後で名前がdcに変わっています）には、
ハー
ドコードされた値が含まれています。
この例では473693です
が、
サンプルによって異なります。
このパラメーターに変数iの
値が追加され、完全なダウンロードURLが生成されます。
この
3つのマルウェア ファイルがダウンロードされ、
スクリプトに
よって実行されます。
亜種1は、Miuref、Tescrypt、Kovterのサ
ンプルをダウンロードします。

図27: 亜種1では、難読化されたスクリプトの先頭で固有の変数IDをvar strに格納している。

リンク
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ダウンロードされたファイルは%TEMP%フォルダーに保存さ
れ、
ハードコードされたファイル名（この例では446032）が
付きます。
ファイがダウンロードされたときに、変数iの値が接
尾辞として名前に追加されます。
この例では、
ダウンロードさ
れたファイルは、4460321.exe、4460322.exe、4460323.exe
という名前で保存されます。
これらのファイル名は、
このマル
ウェア サンプルでのみ有効です。
ハードコードされた値は、
JavaScriptのサンプルによって異なります。

亜種2

難読化を解除した次のコードは亜種1と同じ部分もあります
が、亜種1よりも機能が追加されています。

亜種1では、
ランサムに生成された固有の文字列が変数strに
格納されていますが、
このサンプルでは変数idに格納されま
す。
545や555で始まることはありません。
このスクリプトは、
5つの感染サーバーから追加のファイル（Tescrypt）をダウン
ロードしますが、
このサーバーのアドレスは変数llに格納され
ます。

リンク

図28: 亜種2では、固有の変数IDが、
スクリプトの残りの部分で難読化されている。
この部分は、難読化を解除したコードで確認できる。
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HTTP GET要求には、次のようなダウンロード リンクが含まれ
ています。
• http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_
ad>&dc=380865

スクリプトは、
ダウンロードされた.exeファイルの存在（ダウン
ロードの成否）を確認し、同じ名前の.txtファイル（この例では
616850.txt）を作成して次のデータを保存します。

固有の変数adは、
スクリプトにハードコードされています。
ファイルがダウンロードされると、616850.exeというファイル
名で%TEMP%フォルダーに保存されます。

リンク
図29: 亜種2の脅迫文
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亜種によっては、
このファイルは.txtファイル（前の図のような
テキスト）ではなく.htmの場合もあります。

この脅迫文は、
すべてのファイルを暗号化したことと、
http://<DNS>/counter/?ad=<unique_var_ad>に暗号解除
ツールのダウンロードにBTC 0.72576が必要であることを被
害者に通知しています
（スクリプトでは変数bc = 0,72576に

なっています）。
解除ツールをダウンロードしていないので、
こ
れが本物かどうかは分かりません。
また、
リンク自体が偽物の
可能性もあります。

次に、
このスクリプトは命令に従って.cmdファイルを作成しま
す。

図30: 亜種2の.cmdファイル。
様々な拡張子のファイルを探している。

リンク
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この.cmdファイルには、使用可能なすべてのドライブ
（C:から
Z:）が記述され、特定の拡張子のファイルを探します。
ファイル
の拡張子は亜種によって異なります。
ファイルが見つかると、
スクリプトは元のファイル名に.cryptedという拡張子を追加
し、
ダウンロードしたTescryptのサンプルを呼び出して、暗号
化するファイルをパラメーターとして渡します。

次に、2つのcryptedキーをレジストリのHKEY_CURRENT_
USER RunとHKEY_CLASSES_ROOTに追加し、
コンピュー
ターの起動時に脅迫文を表示します。
最後に、脅迫文を
decrypt.txtという生でデスクトップに保存し、%TEMP%フォル
ダーにある脅迫文と、Tescryptファイルと自分自身（.cmdファ
イル）を削除します。

PowerShell
Microsoftは、正規の目的でPowerShellを実装していますが、
攻撃者は不正行為や攻撃を行うために、
この柔軟で強力なス
クリプト言語を使用します。
PowerShellは、
バックグラウンド
コマンドの実行、
システムにインストールされているサービス
の確認、
プロセスの終了、
システムまたはサーバーの管理な
ど、主に管理作業を自動化するために使用されます。

PowerShellを拡散に使用しているマルウェアとしては、次のよ
うなものがあります。
• W97/Downloader

• Kovterファイルレス マルウェア

• Nemucodと他のJavaScriptダウンローダー
通常、攻撃者はPowerShellを使用して、感染連鎖の中で不正
なスクリプトを実行します。

スパム
キャンペーン

埋め込まれた
不正なコード

図31: PowerShellを使用した感染方法
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PowerShellでは、
コマンドのショートカット、
エスケープ文字、
エンコーディング機能など、
いくつかの方法で難読化が行わ
れています。
メモリーから直接実行されるので、痕跡を残さ
ず、検出の脅威も容易に回避できます。

PowerShellを悪用するマルウェアは通常、
スパムメール
によって散布されます。
メールに埋め込まれたコードには
PowerShellのコードが含まれ、別のペイロードをダウンロー
ドして不正行為を行う命令も含まれています。
PowerShellを
対話モードで使用して不正なコマンドを実行する場合もあり
ます。

Restricted、AllSigned、RemoteSigned、Unrestrictedなどの
ポリシーでPowerShellの実行を制限することもできますが、
ポリシーの上書きは難しくありません。
スクリプトを難読化し
て実行ポリシーを回避するのも簡単です。
最近の亜種を見てみましょう。

図32–33: 難読化されたPowerShellスクリプトと難読化を解除したコード

リンク
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亜種1

このファイルのPowerShell
コードは、
ランサムウェアの
ペイロードを攻撃先のマシ
ンにダウンロードして、実行
します。

図34: スクリプトベース マルウェアのこの亜種は、PowerShellスクリプトで暗号化され、Base64でエンコードされている。

リンク
図35: Base64でデコードすると、不正なコードが確認できる。
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亜種2

ファイルレス マルウェアを見ると、PowerShellを利用してシ
ステムに侵入する方法がよく分かります。
このマルウェアは、
ディスクへの書き込みを行わず、
メモリー内に直接マルウェ
アや不正なスクリプトを読み込みます。
たとえば、Kovterや
Powelikeなどはディスクに痕跡を残しません。
ランサムウェア
対策の大半はディスク上の静的ファイルを検索するため、
こ
のような脅威の検出は難しくなります。

KovterとPowelikeは、不正なJavaScriptや暗号化されたペイ
ロードをレジストリ ハイブに書き込み、
これらのキーからユー
ザー レベルの権限を削除して、セキュリティ製品とユーザー
の両方から自身の存在を隠します。
アクセス制御リストの権
限を削除したり、
レジストリ キーの値名にNULL文字を追加す
ることで存在を隠蔽しています。

図36: NULL文字を含むキーにアクセスすると、
エアー メッセージが表示される。

リンク
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このファイルレス攻撃では、
マルウェアを実行するためにWMI
やPowerShellなどの機能を利用します。
Ly9oS6=TN25.Run(“C:\\Windows\\System32\\
WindowsPowerShell\\v1.0\\powershell.exe iex
$env:csnvjgc”,0,1)
図37: このファイルレス マルウェアは、
レジストリ キーからPowerShellの
コードを呼び出し、ペイロードを実行している。

PowerShellコードが実行されると、hxxp://xxx.x.250.230/
upload.phpなどの不正なサーバーに接続します。
このスク
リプトは、
オペレーティング システムのバージョン、
サービス
パック、
アーキテクチャ
（32ビット/64ビットのチップセット）な
どのシステム情報を収集します。
さらに、.Net、Adobe Flash
Player、最新バージョンのブラウザーの有無を確認します。
こ
の情報に基づき、指令サーバーから命令を受け取り、更なる
攻撃を実行します。
ファイルレス マルウェアの詳細については、
『McAfee Labs脅威レポート: 2015年11月』をご覧ください。

結論

この数年で多くの攻撃者が手法を変えてきています。
難読
化を簡単に行い、
システム リソースを効率的に使い、攻撃の
成功率を高めるため、
これまでのようにバイナリ ファイルを
使うのではなく、
スクリプトベースのマルウェアを利用する
ようになりました。
攻撃者が利用しているのはJavaScriptや
PowerShell、VBScriptだけではありません。
.doc、PDF、.xls、
HTMLなど、実行ファイル以外のモジュールも使われていま
す。
この傾向は今後も続き、
より複雑になっていくことが予測
されます。
ベストプラクティス

• スクリプトベース マルウェアの感染からシステムを保護す
る最も良い方法は、感染を未然に防ぐことです。
コンピュー
ターのマルウェア感染を防ぐために最も重要なポイントは
ユーザーです。
出所の分からない怪しいアプリケーションを
ダウンロードしたり、
インストールするリスクを十分に理解
させなければなりません。
警戒心の低いユーザーが閲覧中
にマルウェアをダウンロードしてしまう可能性があります。
• アプリケーションとオペレーティング システムにセキュリ
ティ更新とパッチを適用しましょう。

• 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。
エンドポイントのマルウェア対策とネットワーク ゲート
ウェイも最新バージョンにアップグレードする必要がありま
す。
リンク
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• 会社のITセキュリティ部門が認定または提供しているコン
ピューターのみを使用しましょう。
保護されていない資産を
会社のネットワークに接続すると、
スクリプト マルウェアの
拡散を引き起こす可能性があります。

• ユーザーにローカル管理者権限を付与し、ITセキュリティ
部門の許可なくアプリケーションをインストールできるよう
にしている場合には、有名なベンダーから提供され、信頼
された署名が付いたアプリケーションのみをインストール
するように徹底する必要があります。
無害に見えるアプリ
ケーションにルートキットやスクリプト 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。

• フィッシング詐欺を防ぐため、
ユーザーの教育を行いましょ
う。
マルウェアの多くは標的型攻撃で拡散しています。

• 脅威情報フィードとマルウェア対策を活用しましょう。
この2
つを組み合わせることで、既知のマルウェアだけでなく、新
しい脅威も短時間で検出することができます。

McAfeeの製品は、
スクリプトベースの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。

• 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 ネットワークは、
マル
ウェア感染の可能性が高い経路です。
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。

McAfeeの製品は、
ス
クリプトベースのマ
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。
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地域別のモバイル マルウェアの感染率
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