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ランサムウェアの理解と
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ハリウッドで 病 院 のシステム が人 質に：2 016 年 2 月、ロサン ジェルスの H o l l y w o o d
Presbyterian Medical Center は、ランサムウェアを使ってコンピュータネットワークに侵入し、
システムを無効化したハッカーに、およそ1万7千ドルの身代金を支払いました。2月5日に、従業員
が病院のネットワークおよび電子医療記録システムにアクセスできないことを報告し、
「ネットワ
ークの侵害」が発覚した後、この病院では、身代金40ビットコイン（現時点で約1万6664ドルに
相当）を支払っています。
「マルウェアが特定のコンピュータシステムへのアクセスをロックし、電
子的な情報の共有をできないようにしたのです」と、病院のCEOである Allen Stefanek は語り
病院の従業員は、紙での情報伝達に戻らざるを得ず、医
師や関係者にファックスで情報を送る一方で、ITチームと院
外コンサルタントはネットワークの復旧に追われました。最
終的に、病院の役員は、
「システムと管理機能を復旧する最
も簡単な方法は、身代金（ランサム）を支払い、復号キーを
取得する」ことだと判断しました。
「通常業務を回復する最
善の方法はこれしかなかったのです」。
このような事件に巻き込まれるのは、誰もが回避したいも
のです。では、ランサムウェアとは一体どういうものでしょう
か。どこからやってくるのでしょうか。被害が出やすいのは
なせでしょう。コンピューティングリソースのセキュリティを
維持するには、どうすればいいのでしょう。
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ランサムウェアの歴史

ランサムウェアがかなり昔から存在したと言われると、
驚くかもしれません。原型となる非対称ランサムウェアが
初めて登場したのは1990 年代中頃のことです。コンピュー
タ攻撃に公開鍵暗号方式を使用する概念は、1996 年に、
「1996 Proceedings of the IEEE Symposium on
Security and Privacy」でAdam L. YoungとMoti Yung
によって紹介されました。要約すると、Young と Yung は、
この原型により、暗号化が本来防止するべき情報へのアク
セスの損 失、機密 性の損 失、および情 報の漏 洩を引き起
こし、
「恐喝目的の攻撃を実行」できることを示唆しまし
た。Young と Yung は、RSAおよび TEA 非対称ブロック暗
号文を使用する Apple Macintosh SE/30 に概念実証用
の暗号ウィルスを投入しました。

「彼を知り己を知れば百戦殆か
らず。

彼を知らずして己を知れば、一勝
一負す。

彼を知らず己を知らざれば、戦う
毎に必ず殆し。」
—孫子の兵法
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「非対称」の意味と、その役割について考えてみましょ
う。公開鍵暗号化の特性を定義すると、一方で暗号鍵を使
用して暗号化または複合化を実行し、他方で別の鍵を使用
します。対称鍵のアルゴリズムでは、受信側と送信側で1つ
の鍵を使用および共有するため、受信側と送信側が使用す
る鍵は同じであり、
「対称」となります。非対称公開鍵暗号
化によって複数の鍵を使用すると、ランサムウェアが公開
鍵でシステム上の項目を暗号化しても、秘密鍵が露出しな
いため、隠密行動を保つことができます。ランサムウェアの
場合、その暗号化を誰にも見破られないように、データファ
イルを「切り苛む」ためには、これが不可欠の要素となりま
す。

この非対称ランサムウェアの第1号となる原型はかなり有
名にはなりましたが、そこには基本的な問題が存在しまし
た。それは、
マルウェアの作成者が身元を知られることなく、
どうすれば身代金（ランサム）を受け取ることができるかと
いうことです。私書箱へ支払いを送るのでしょうか。トロイ
の木馬型ランサムウェアの「AIDS」の作成者はこの方法を
採用したため、警察関係者に送金を追跡され、逮捕されま
した。すなわち、ランサムウェアへの「支払い方法」が確立さ
れないかぎり、暗号化ランサムウェアの概念を利用して身代
金を得ることは不可能だったのです。その結果、2005 年に
GPCode (PGPCoderとも呼ばれる）が誕生するまで、ラン
サムウェアの活動はそれほど目立ちませんでした。

注目すべきランサムウェア系譜の歴史
• ビットコインの登場

•最初の非対称
ランサムウェア原型

1996

2006

• GPCode

2009

• CryptoWall
• CTB-Locker
• Virlock

2013

2014

• Reveton
• CryptoLocker
• CryptoDefense

図 1. ランサムウェアの基本概念が生まれたのは20 年前ですが、実際に被害が出始めたのは過去 3 年ほどになります。
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2015

• TorrentLocker
• CrytoWall
• Ransomwareas-a-Service
• TeslaCrypt
• AlphaCrypt
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GPCodeは、比較的簡単なトロイの木馬型コードで、その

コード中の拡張子に一致する共通のユーザーファイルを攻
撃対象としました（拡張子には、.doc、.html、.jpg、.xls 、.
zip、.rarなどが含まれます。）このトロイの木馬は、感染した
ファイルの各ディレクトリに、支払いを要求するテキストファ
イルを保存します。この当時、支払い額は通常100 ～200ド
ルで、e-goldまたはLiberty Reserveアカウントを使ってや
り取りされました。セキュリティ業界は、このトロイの木馬型
ランサムウェアに対して様々な解決策を見出すことができま
した（ウィルス検出や、GPCodeを処理するユーティリティ
など）。GPCodeとその亜種となるマルウェアの作成者たち
は、ある程度の収益を得ることができたため、それなりに成
功したと考えられていますが、亜種の多くには欠陥があり（
対称暗号化を使用している、非暗号化ファイルが削除され
るため、ディスクスキャナーでファイルを復元できるなど）、
ユーザーは身代金を支払わなくてもデータを復元できる場
合がありました。

CryptoLocker CopyCatsランサムウェアの相関関係

CryptoDefense
CryptoWall v1

TorrentLocker

CTB-Locker

Mimic

Tesla Crypt v1

図 2. ランサムウェアの相関関係。
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ランサムウェアの新種の多くは、CryptoLocker に直接
関連しています。図 2 からわかるように、Cr yptoLocker
は、CryptDefense 、TorrentLocker、CTB-Locker、Cr
yptoWall 、TeslaCr ypt、AlphaCr ypt などを含め、派生
するランサムウェア系 列 全 体を生み出したことになりま
す。McAfee Labsでは、CryptoLockerのコードがこれらす
べての亜種に存在することを確認しました。

デジタル通貨支払いの世界

Tesla Crypt v2
AlphaCrypt

CryptoWall v4

ランサムウェアです。より強力な非対称暗号化手法を盛り
込み、新しいサイバー通貨であるビットコインを支払い方法
とすることで、ランサムウェアの活動は新たな局面を迎えま
した。
（図1を見ると、ビットコインからCryptoLockerへの
流れがわかります。CryptoLockerは、支払いにビットコイ
ンを使用した新世代のランサムウェア第1号となりました）
CryptoLockerは、停止されるまでに、ビットコインで270万
ドルを稼ぎ出したと推定されます。司法関係者は脅威情報
コミュニティとの協力により、CryptoLockerを拡散してい
るボットネットの停止に成功しましたが、その直後には、新
たなマルウェアの作成者が CryptoLockerの可能性を受け
継ぎ、その亜種を生み出すようになり、今日に至っています。

要約すると、CryptoLockerの成功とビジネスモデル、デ
ジタル通貨および回避方法の組み合わせにより、現在の脅
威環境におけるランサムウェアの蔓延に繋がりました。

CryptoWall v2
CryptoWall v3

CryptoLockerは、2013年9月に登場したトロイの木馬型

さてここで、ランサムウェア支払い方法について考えてみま
しょう。ランサムウェアの最初の支払い方法は、GPCodeで
使用されたe-goldとLiberty Reserveです。E-goldは、金
銀の地金の有形資産に保証された世界初のデジタル通貨で
した。
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e-goldの停止は、アメリカ合衆国シークレットサービス

が犯罪者による不正取引を察知したことが大きな原因で
す。

しかし、ビットコインの登場が、ハッカーたちの意欲を大き
く掻き立てました。ビットコインは、中本哲史 (ナカモト・サ
トシ) が考案したデジタル資産および決済システムで、2009
年にオープンソースソフトウェアとして公開されました。ビッ
トコインは、世界初の分散化デジタル通貨です。その特長
は、このような通貨を確立するために過去に実行された試
みに伴う多くの問題を解決したことにあります。
■■

■■

■■

■■

■■

ビットコインネットワークでの取引は匿名であり、通貨の
取引がネットワーク上で公開されても、ビットコインアカウ
ントのアドレスを実際に身元にリンクすることは難しく、取
引を実行するユーザーは高度なプライバシーを維持でき
ることになります。
取引は場所に依存することがないため、通貨はシームレス
に国境を超えることができます。

年に予測しました。
■■

■■

■■

そして、2015 年には、新しいユニークな
ランサムウェアが 爆 発 的に増 加しまし
た。
アフィリエイトプログラムを使えば、素人
でも毎週多額を稼げます。

小さな変更を加えた多形性（ポリモーフ
ィック）手法により、未知のマルウェアが
増殖し、手付かずのままになります。
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図 3. ランサムウェアは、2015 年に大幅に増加しました。
出典：McAfee Labs 、2016
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McAfee Labsは、Dark Webの
トレンドに基づいて、これを2014

ユニークなランサムウェアバイナリの発見
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最も優れているのは次の点です。ビットコインには、
（金な
どのような）裏書する有形資産がありません。ビットコイ
ンでは、有形資産に依存せずに、マイニングソフトウェア
によってビットコインアルゴリズムを解決し、ビットコイン
を稼ぎ出すのです。このアルゴリズムは解決が非常に難し
く、大量の計算処理が必要です。このため、ビットコイン

圧倒的なランサムウェアの増加
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基本取引は取り消すことができません。送金が一旦実行
されると、第三者が強制的に支払い拒否をすることはでき
ません（クレジットカードと同じ）。

ランサムウェアが急成長した理由

3
Q

6

通貨量をコントロールする中央銀行や関連当局は存在せ
ず、当局から通貨の価値が操作されることはありません。

ビットコインは、このような特性により、ランサムウェアの
開発者に魅力的な支払い方法となりました。

2
Q 10
20
1Q

■■

ビットコインの所有者は、自分へのリスクなしで資金を保
証できます。

数は、金の採掘と同じように、量は少なくとも安定して生
成されるのです。仕組みについては、この動画をご覧くだ
さい。
（このような特長により、
「ビットコインマイニング」
マルウェアが誕生しました。マルウェアの作成者は、ユー
ザーのコンピュータを知らない間に乗っ取り、ビットコイ
ンアルゴリズムを解決させるようにします。）
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Mc A fee L abs は、ランサムウェア全 体を検 討した 結
果、2014 年の第4四半期より、新たな独自のランサムウェア

バイナリが爆発的に拡大したことを確認しました。その理由
には、主に以下の2つが考えられます。それは、ランサムウェ
アの作成者が、ランサムウェアの支払い方法を導入するのが
非常に簡単であることに気付いたこと、そしてランサムウェア
バイナリの検出を困難にしたことです。

図3に、ランサムウェアの増加が2013年の第2四半期にピ
ークを迎え、2014 年の中後半まで沈静化した後、さらにペ
ースを上げたことを示します。このように最初は爆発的に増
加し、その後低下し、さらに拡大したことには理由がありま
す。2013 年から2014 年にかけて、セキュリティ業界は司法
当局との連携により、特定のランサムウェア脅威系列を割り
出し、その配布および制御形態を特定して、停止に追い込む
ことができました。このため、最初のピークの後、活動が弱
まったのです。では、さらにその後、増加し始めた理由につい
て考えてみましょう。

）によると、2014 年 4 月から2015 年 6 月の間に、992 件以
上の CryptoWall 関連告訴が発生しました。この期間に、
被害者からは 1800 億ドル以 上の損 失が報告されていま
す。McAfee Labs独自のランサムウェアバイナリ調査に基
づくと、2015 ～2016 年の15か月間延べ平均損失額は、こ
の数字をはるかに上回ると見られます。新しいビジネスモデ
ルによる金銭的な報酬が有意であることは明らかです。こ
のようなアフィリエイトプログラムのもう1つの要素として、
「Ransomware-as-a-Service」の概念があります。

アフィリエイトを刺激するランサムウェア作成者

2014 年の終わり頃から、ランサムウェアツールキットの

作成者が、収益共有への道を見出し、儲けの大きい自動化
ビジネスモデルを確立しました。このビジネスモデルは、爆
発的に普及し、参与が非常に簡単になりました。金銭的な
見返りは重要です。アフィリエイトプログラムでは通常、アフ
ィリエイト参加者との間で70/30の比率で金額（ビットコイ
ン）を分け合います。たとえば、身代金（ランサム）が400ド
ルである場合、アフィリエイトは280ドルを受け取ることに
なります。この数字は間違いではありません。つまり、スクリ
プトの下位（配布者）のほうが、作成者よりもたくさん稼げる
のです。その理由は次のとおりです。スクリプトの下位では、
支払認証がオープンで、マルウェアの拡散を担当するため、
すべてのリスクを引き受けることになるからです。
（一部のア
フィリエイトは、1週間で7万から8万ドルを稼ぎ出すと言わ
れます。）FBIのInternet Crime Complaint Center（IC3
7
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図 4. Ransomware-as-a-Serviceの例を示します。

「Ransomware-as-a-Service」では、アフィリエイトに
特殊なプログラミング技術は不要です。必要なのは、ランサ
ムウェアを拡散する意図だけです（通常は、プログラミング
なしで設定するだけの電子メールボットネット）。アフィリエ
イトは、アフィリエイトとしてサインアップし、カスタマイズ
されたランサムウェアバイナリをダウンロードするだけです
（図4）。マルウェアには、専用の支払い手順と認証があり、
アフィリエイトは簡単にランサムウェアゲームに参加できる

ランサムウェアを配布し、犯罪者
となるのに、高度なプログラミン
グの知識は必要ありません。

WHITE PAPER

のです。一部のランサムウェア新種では、
マルウェアアクショ
ンをカスタマイズできるものもあります。JavaScriptで作成
された世界初のランサムウェアであるRansom32には、こ
のようなカスタマイズオプションが含まれています。
■■

■■

■■

■■
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コンピュータを完全にロックする：既定では、最小化した
後 xx 秒でロック画面が表示されます。アフィリエイトは、
被害者がロック画面を最小化できないように設定し、ユ
ーザーの苛立ちをさらに拡大することができます。

CPU機能を低下させる：ランサムウェアは、ロック画面が
表示されない間、0 ～25%のスピードでファイルを暗号化
します。このため、CPU 使用率が上がってタスクマネージ
ャで察知される可能性が低くなります。

潜在的タイムアウト：ランサムウェアは、休眠状態から起
動し、サーバーに接続します。インストール後に所定の秒
数が経過した後にのみ暗号化を開始します。ランサムウェ
アは、起動するまでサーバーには接続しないため、検出を
免れることができます。これは、簡単なだけでなく、インス
トール直後にマルウェアが悪意のある活動を開始すると
想定する多くのセキュリティ分析方法を騙す、非常にずる
賢い回避方法です。

暗号化の前にロック画面を表示する：既定では、ランサム
ウェアは、コンピュータ上の多数のファイル（ 50MB 未満
のサイズ）を暗号化した後でロック画面を表示し、バック
グラウンドで暗号化を継続します。アフィリエイトは、バ
ックグラウンドでファイルの暗号化が実行される前、イン
ストールの直後にロック画面を表示するように設定でき
ます。アフィリエイトによっては、暗号化がほぼ完了するま
で何時間、何日も待つよりも、このほうが手っ取り早く結
果を得られると感じているようです。課題としては、被害
者がロック画面が表示される前にファイルをチェックする
と、ファイルがバックグラウンドで操作されていることに気

ランサムウェアの理解とその対処方法の把握

■■

付き、直ちに対策を取り（プログラムを停止する、コンピュ
ータを終了する）、ランサムウェアの効果が薄れるというこ
とです。

メッセージボックスを表示する：このボックスは、インスト
ールの前、潜在的タイムアウトが適用される前に表示され
ます。

ランサムウェアの作成者は組織犯罪者です。見込み対象
者やアフィリエイトを簡単に取り込み、そのマルウェアを拡
散させるべく、犯罪のワナを設けています。

テレメトリ追跡の収益

図 5. ：ランサムウェアは高度なテレメトリを提供します。
出典：McAfee Labs 、2016

自動化ランサムウェアビジネスモデルには、テレメトリダッ
シュボードなど高度なツールが含まれます。
（図5を参照）こ
のようなツールでは、価格やキャンペーン、バイナリごとに支
払われる金額、感染したオペレーティングシステム、タイムゾ
ーンなど、ありとあらゆる有用な情報が報告されます。アフ
ィリエイトは、キャンペーンがどれぐらい有効であるかを確
認し、居心地の良い自宅を出ることなく、最大のメリットが
得られるように処理を調整することができます。
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ユニークなバイナリが増加しているもう1つの理由として、
ランサムウェアの作成者が多形性（ポリモーフィズム）を利
用し、ランサムウェアが対象となるシステムごとに個別の独
自なシグネチャを使用可能であることが考えられます。この
ため、図3に示したように、1つのランサムウェア系列で理論
的には、1つだけのランサムウェアツールキットを使用して
も、無限大のユニークなランサムウェアバイナリを作成し、
拡大に拍車が掛かることになります。

多形性は何十年も前から存在しますが、エンドポイントセ
キュリティ技術で有効に対処することができます。有効であ
る技術とそうでないもの違いは、多形性エンジンの場所に
由来します。
■

■

多形性エンジンがローカルである場合（ホストまたはエン
ドポイント）、エンジンが実行するアクションをエンドポイ
ントで確認できるため、エンジンのアクティビティを分析
し、簡単に対処できます。

膨大な数のユニークなサンプル
が、わずか12から15のツールキ
ットから派生したと推定していま
す。
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ま ず、多 形 性 の 効 果 の 例 を 見 て み まし ょう 。図 6
に、McAfee Labsが2015年に多数のユニークなランサムウ
ェアバイナリを検出したにも関わらず、
マルウェア調査チーム
では、これらのユニークなサンプルすべてがわずか12から15
のツールキットから発生したことを示します。

4
Q

サーバー側多形性を利用したランサムウェアでも、最近の
セキュリティの効果を妨げることはできません。現在の体制
を強化するためのさまざまな手法について検討します。

2
Q 13
20
1Q

図 6. ごく少数のツールキットから、膨大な数のユニークなバイナリが生まれ
ています。
出典：McAfee Labs 、2016
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McAfee Labsの調査担当者は、

ユニークなランサムウェアバイナリの発見

1 400 000

4
Q
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少数から多数へ

3
Q

ランサムウェアバイナリの飛躍的増大は、PolyRansomの
系列から始まります。これは、ホスト側で多形性機能を使用
しており、強力なシグネチャベースのマルウェア対策で無効
化できます。
（したがって、セキュリティ対策を常に最新状態
に更新しておくことが、有効かつ必須となります。）

し、シグネチャの網羅も最大ですが、サーバー側多形性機能
を使用した系列である最も有害なバイナリは含まれていま
せん。

2
Q 10
20
1Q

しかし、エンジンがサーバー上にある場合、そのアクショ
ンは「ブラックボックス」と化すため、エンジンの打破は難
しくなります。

PolyRansom は、検出済みのバイナリの最大数を構成
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入門編：ランサムウェアの仕組み
1. 配信: 電子メール添付、
Webサイト侵害などの標準的方法。

2. 感染: ユーザーのコンピュータに入り、
処理を開始します。

3. 通信: プロセスが暗号化鍵サーバーと
やり取りします。

JPG

PPTX

DOCX

DOCX

DOCX

PDF

XLSX

DOCX
DOCX

6. ランサム要求: システムは
支払いを要求できます。

DOCX

5. 暗号化: 通常は、名前変更、暗号化、
再び名前変更により実行されます。

4. ファイル検索: プロセスは、
システム上の重要なファイルを
検索します（たとえば、jpg、docxなど）。

図 7. ：ランサムウェアは、成功までに多数の一般的なステップを実行します。
出典：McAfee Labs 、2016.

ランサムウェアが使用する技術と、増加と成功に拍車を掛
けているビジネスモデルおよび回避方法について説明してき
ました。ここでは、基本的な動作形態について見てみましょ
う。
ランサムウェアがその目的を達成するには、一般的に6つ
のステップがあります。
（図7参照）。
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最初のステップは配布です。ランサムウェアは、標準的な
配布方法を使用します。通常、ランサムウェアは、電子メール
添付やダウンロードを含むフィッシング詐欺形態により拡
散し、Webサイトの侵害によってエンドポイントにインスト
ールされます。従来の方法が今でも最適な方法というわけで
す。

WHITE PAPER

のマルウェアサンプルが、
1つの組織を対象としています。

対象を欺く

の受取側がフィッシングメッセー
ジを開き、11%が添付ファイルを
クリックしています。

展開が速い
図 8. フィッシングが成功する理由を示す例。出典：Verizon 2015データ侵害調査レポート。

この方法は時代遅れで、もはや有効ではないと思われま
すか。次の例を考えてください。受取者の4分の1近くがフィ
ッシングメッセージを開き、驚くことに、10 分の1がフィッシ
ングメッセージの添付ファイルをクリックしているのです。ま
た、受取者の半分近くが、電子メールを受け取ってから60 分
以内に、フィッシングメールを開き、リンクをクリックしてい
ます。企業内の研修で必ず強調され、世間一般でも認識さ
れているにも関わらず、
「人間オペレーティングシステム」が
いまだに弱点となっています。

自動ダウンロードはやはり効果的です。CryptoWall
3
では、Angler
Exploit
KitによってWordPressサイト
を侵 害し、ユーザーのブラウザを気が付かないうちに、
ラン サムウェアの不正 利 用キットをホスティングする悪
意のあるWeb サイトへと誘導します。被害者の誘引は、
「malvertisements（不正広告）」によって行なうことも、
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70%-90%

対象を絞る

23%

50%

近くが、1時間以内に電子メール
を開き、
フィッシングリンクをクリ
ックしています。

侵害された合法的サイトから行なうこともできます。

2番目のステップは感染です。バイナリがユーザーのコンピ
ュータに入り込み、悪意のある活動を完遂するために必要
なプロセスを開始します。これには、やや新しい高度な挙動
が含まれます。たとえば、CryptoWall 3は以下を実行しま
す。
■

■

■

一意のコンピュータ識別子を生成します。

（サービスエントリ、スケジュールタスク、AutoRunキー
などにより）プログラムをインストールし、起動時に実行
されるようにすることで、
「再起動時の生き残り」を保証
します。
シャドーコピー、スタートアップ修復、および Windowsエ
ラー復元を無効化します。

WHITE PAPER

■■

■■
■■
■■

W i n d o w s S e c u r i t y C e n t e r 、W i n d o w s
Defender、Windows Update Service、エラーレポート
およびBITSを停止します。
explorer.exeおよびsvchost.exeに侵入します。
外部IPアドレスを検索します。
ステップ 3へ移動します。.

3番目のステップは通信です。ランサムウェアプロセスは、

暗号化鍵サーバーと通信を行ない、データを暗号化するの
に必要な公開鍵を検索します。たとえば、CryptoWall 3は、
侵害されたWordPress サイトに接続し、そのステータスを
報告します。すべての制御サーバートラフィックは、RC4 暗
号化アルゴリズムを使用して暗号化されます。

4 番目のステップはファイル検索です。ランサムウェアプ
ロセスは、体系的にシステム上のファイルを検索します。通
常は、jpg、docx、xlsx、pptxおよびpdfなどの拡張子を持
つ、ユーザーにとって重要かつ複製が容易ではないファイル
が検索されます。
5番目のステップは暗号化です。このステップは通常、対象

ファイルを移動および名前変更し、正しく暗号化した後、フ
ァイルを名前変更することで実行されます。

6 番目の最後のステップは、身代金（ランサム）の要求で
す。ここでは通常、感染したエンドポイントの画面を乗っ取
って、支払いを要求します。

12
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図 9. ランサムウェアの要求画面の例。

この時点で、ユーザーには通常、身代金を支払い、ファイ
ルのロックを解除するために使用する鍵の提供を待つか、
既存の正しいスナップショットを使用して、エンドポイントの
イメージ修復など、他の修正方法を追求するしか選択肢が
ありません。

ランサムウェアの最新例

ランサムウェアの作成者は、その活動の取り消しを困難
にするため、多数のずる賢いトリックを開発しました。ま
た、McAfee Labsでは、近い将来にランサムウェアの開発
者が採用するであろう、いくつかの方法も予測しています。
■■

名前暗号化：最新バージョンのランサムウェアは、各ファ
イルのデータだけでなく、ファイル名も暗号化します。暗
号化されたファイルの名前は、無作為の数字や文字で構
成されます。

WHITE PAPER

■■

■■

図 10. ファイル名の暗号化により、重要なファイルを見つけ出すのがほぼ不
可能になります。
■■

■■

バックアップと公開：一部のランサムウェアでは、ファイ
ルのコピーが攻撃者のサーバーに移動され、身代金を支
払わないかぎり、ファイルがインターネット上に公開され
ると主張しています。

PCとWindows 、および Webサイト：Linux.Encoder.1

などのランサムウェアは、既知の脆弱性（ショッピングカ
ートプログラムなど）からWebサイトに侵入し、ホストマシ
ンに到達すると、ホームディレクトリと一般的なWebサイ
トが参照する多数のディレクトリのすべてのファイルを暗
号化します（サイトイメージ、スクリプト、コードライブラ
リなど）。

McAfee Labsの予測

遅延型の身代金要求：ランサムウェアは、バックグラウン
ドで暗号化を実行するため、バックアップおよびアーカイブ
プログラムが暗号化されたファイルを取り込み、バックアッ
プを上書きします。暗号化鍵が期限切れになると、データと
バックアップの両方が人質に取られます。
■■
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ネットワークを人質に：ランサムウェアは、ネットワークや
共有などにより、ワーム技術を使って拡散し、暗号化を開
始するまでは休眠状態を維持します。Stuxnet手法と合わ
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せて使用することで、攻撃者はネットワーク全体を乗っ取
ることができます。

オンザフライの暗号化：ランサムウェアは、カーネルコン
ポーネントを使用して、ファイルシステムをフックし、ユー
ザーのアクセス時にオンザフライでファイルを暗号化する
ことで、被害を最大化します。

集中リポジトリが不要な非対称暗号化：ランサムウェアの
作成者は、暗号化鍵に集中リポジトリを使用することは、
攻撃ポイントにセキュリティ防御を可能にするため、作戦
中の弱点になることを把握しています。McAfee Labsで
は、集中リポジトリを使用しない非対称暗号化が登場す
ると予測しています。

McAfeeのマルウェア処理

McAfeeは、一般ユーザーのためにプロアクティブな対策
をしているでしょうか。

McAfeeのマルウェア調査：
■■

■■

McAfeeは、司法当局との協力により、多数のランサムウ

ェア系列への対策を模索しています。詳細はまだお話でき
ませんが、今後にご注目ください。進行中の作業の一例を
ご覧いただけます。

サイバー脅威アライアンス：McAfeeは、CTAの創立パー
トナーの1つで、CryptoWall 3ランサムウェア系列を中心
に作業を進めています。

WHITE PAPER

しました。

■■

図 11. ランサムウェア調査の例を示す関連マップ。.
■■

図11に、
マルウェア調査 /研究の例を示します。この関連マ
ップには、ランサムウェア系列に関する各種のデータを示
します。点線と実線は、ハッシュとIPアドレスの関連付け、
あるサーバー上のホスティング、サーバーが拠点とする国、
あるビットコインウォレットの場所、そのウォレットで実行
されたトランザクション数、配布された金額、関連する電
子メールアドレスなど、さまざまな情報を表します。この図
の目的は、たった1つのキャンペーンの極度な複雑さと巨
大な範囲への広がりを実証することにあります。調査チー
ムは、以下のような結果を得ました。
− チームは、2015 年2 月から10月にかけて、複数のビット
コインウォレットを監視し、この期間に支払われた平均
ビットコイン「ランサムウェア」金額を推定しました。

− 攻撃者グループは、Anglerエクスプロイトキットから
3000万ドルを稼ぎ出しました。

− 追跡した合計金額は、感染に支払われただけでも約 3
億 2100万ドルに達しました。
− 取引とその他データを分析した結果、攻撃者が複数の
ランサムウェアキャンペーンに関与していることが判明
14

Understanding Ransomware and Strategies to Defeat it

− CryptoWall 3の動向と被害の状況については、CTAレ
ポートをご覧ください。

プロアクティブな対策: McAfee Labsのマルウェア調査
チームでは、ランサムウェア専用に複数のツールおよびシ
ステムで対応しています。多くの場合、チームでは、ランサ
ムウェアのサンプルを手動で分析し、その系列の関連性を
判断します（家系調査に似ていますが、ランサムウェアは
コードの再利用で強い近親性を持ちます）。また、一般的
な特性やメカニズムを把握するため、スパムやフィッシン
グキャンペーンも分析します。チームでは、ランサムウェア
シグネチャが最新であるかどうかを検証します。以下に例
を示します。
− チームがランサムウェアのサンプルを受け取る場合、サ
ンプルを提出したという通知も受け取ります。

■■

− チームは、このサンプルがすでに存在するかどうかを確
認します。すでに存在する場合、このサンプルは無視さ
れます。初めてのサンプルである場合、チームは、ランサ
ムウェアシグネチャが、この新しいサンプルを検出でき
るかどうかを確認し、サンプルをカテゴリに分類します。
（たとえば、どの系列に属するのか。シグネチャが正し
く検出できるかなど）

挙動の分析と新しい指標の発見： これは、新しいランサ
ムウェア活動の基本分析です。たとえば、新しいランサム
ウェア系列の制御サーバーが検出された場合、この情報
を脅威インテリジェンスチームに渡し、新しいランサムウ
ェア系列がネットワーク上に出現したときに、McAfee 保
護が正しく動作するかどうかを確認します。チームでは、以
下のような複数の方法を使用します。
− SSDeep

− Imp-hash

WHITE PAPER

− 静的分析

ケーションのバージョン/パッチを適用しておくと、攻撃
の発生を最小限に抑えることができます。

− 動的分析

− スパムフィルタリングとWebゲートウェイフィルタリン
グ：ここでも、最適な方法は、ランサムウェアがネットワ
ークやエンドポイントに入らないようにすることです。ス
パムフィルタリングとWeb ゲートウェイフィルタリング
は、ランサムウェアが悪意のあるIP、URLおよび電子メー
ルスパムによってエンドポイントに達するのを防止でき
ます。

− メモリ分析

− マシン学習

入門編：ランサムウェアからの修復方法

システムやネットワークを保護するためにどうすればよい
のでしょうか。さまざまなランサムウェア修正の概念につい
て簡単に説明します。基本的な事項や適用方法を説明する
中で、現在の技術または一般的なマルウェアIT 対策で実施
できるステップについて注目します。
（たとえば、アーカイブ
可能なクラウドベースのバックアップは、あらゆるマルウェア
に対する優れた防御策となります）ランサムウェアの動作に
ついて把握しましょう。
■■

配布段階:

− 「人間ファイアウォール」を構築する：最大の脅威とな
るのは、エンドポイントでランサムウェアの侵入を許して
しまうユーザーです。つまり、人間が最大の弱点となる
のです。
− エンドポイントの前でランサムウェアを食い止める：
（人間ファイアウォール以外に）ネットワークをランサ
ムウェアの攻撃から保護する最もプロアクティブな方法
は、まずランサムウェアがエンドポイントに到達しない
ようにすることです。Webフィルタリング技術を検討し
ましょう。

− 最新のオペレーティングシステムおよびアプリケーショ
ンパッチをすべて適用する：多くのランサムウェア攻撃
では、オペレーティングシステムまたはアプリケーション
の脆弱性を利用して、エンドポイントの感染を引き起こ
します。最新のオペレーティングシステムおよびアプリ
15

− ホワイトリストに含まれた項目だけを実行できるように
する：集中管理されたホワイトリストで、サーバー/企業
デスクトップ/固定機能デバイス上の不正な実行ファイル
をブロックする「アプリケーション制御」方法を使用す
ると、大多数のランサムウェアで攻撃の発生を大幅に低
減できます。
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− 不明なプロセスの特権を制限する：これは、ホスト侵入
防止システムのルールや、アクセス保護ルールを作成す
ることで、簡単に実行できます。
■■

感染段階：

− 内容を把握している場合以外、マクロを実行しない：
一般に、電子メール経由で受け取ったドキュメントのマ
クロを有効化してはいけません。Microsoft Officeで
は、Officeドキュメントの自動実行が既定でオフになっ
ています。Officeマクロは、マシンをランサムウェアに感
染させる一般的な方法であり、ドキュメントでマクロを
有効にすることを「要求」されても、受け入れてはいけ
ません。
− 使用中の権限は「弱め」に設定する：必定以上のログイ
ン特権を設定してはいけません。通常の使用時に管理
者権限を使用している場合、制限するようにしてくださ

サイバーセキュリティ内でのソーシャル
エンジニアリングの役割について詳しく
は、
「人間オペレーティングシステムの
ハッキング」をご覧ください。
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■■

■■

■■

■■

い。管理者権限でログイン中に、Webサーフィン、アプリ
ケーションやドキュメントの操作、その他の作業を実行
することは、非常に危険です。権限が少ないときにマル
ウェアに攻撃されても、マルウェアも実行権限が小さい
ため、リスクが低減され、脅威の攻撃発生も抑制できま
す。

隠蔽するためにも使用されます。Tor（および他の匿名
インターネット通信システム）へのアクセスが不要な組
織の場合、管理者は、このような不要なネットワークへ
のアクセスをブロックすることを検討すべきです。現在
のランサムウェアは、制御を確立できないと停止するた
め、Torをブロックすると、Torを使用するランサムウェア
自体を通信段階で停止できます。

ソフトウェアインストールでアクセス保護ルールを使用す
る：ターゲットにされるファイル拡張子にアクセス制御ル
ールを作成し、未承認のアプリケーションによる書き込み
を禁止します。このルールは、同様の方法によるホスト侵
入防止システムルールを補います。
疑わしいプロセスにサンドボックスを使用する：（たとえ
ば、新しさや普及率などにより）プロセスに疑わしいフラ
グが表示された場合、このプロセスはセキュリティサンド
ボックスアプライアンスへ送り、詳しく調査する必要があ
ります。

「未承認」のプロセスがファイルを変更するのをブロッ
クする：ホスト侵入防止システムまたはアクセス保護のル
ールを作成して、このようなファイル変更をブロックしま
す。

− 未知のトラフィックにプロキシ/ゲートウェイスキャナ
のシグネチャ：プロキシおよびゲートウェイアプライア
ンスを使用している場合、未知のランサムウェア制御
サーバートラフィックをスキャンするようにこのような
シグネチャの技術を設定し、ブロックすることができま
す。大多数のランサムウェアは、非対称暗号化に必要な
公開暗号化鍵を取得できないと、動作を継続できませ
ん。

暗号化段階：
■■

通信段階：

− ファイアウォールルールで既知の悪意あるドメインをブ
ロックできる：悪意のあるドメインをブロックするルー
ルを作成することは、ネットワークファイアウォールの
標準機能に含まれます。

− Torへのアクセスをブロックする：Torとは、分散ネット
ワークに基づいた匿名のインターネット通信システムで
す。Torは、インターネット上の安全性およびセキュリテ
ィを強化したい組織やユーザー向けのツールセットで
す。また、Torは、ランサムウェアが制御サーバー通信を
16
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■■

ファイルをローカルでバックアップ/ 復元する：ストレージ
ボリュームを作成し、そのストレージボリュームにアーカイ
ブ可能な差分ファイルバックアップを実行すると、ランサム
ウェアを削除し、バックアップからランサムウェアに感染
したファイルを以前の状態に戻し、すべての感染したファ
イルを復元する修復が容易になります。これは、適切なア
ーカイブ可能バックアップユーティリティを含む外部スト
レージボリュームを使用するか、ローカルドライブにパー
ティションを設定し、そこでバックアップユーティリティを
実行可能なネットワーク管理者が実行できます。

共有ファイル操作を制限する：多くのランサムウェア変種
は、ブートボリュームではなく、
（ファイルサーバー、追加ボ
リュームなど）ストレージ上のファイルへのアクセスを試行
し、見つかったすべてのファイルをすべて暗号化すること
で、壊滅的な被害を引き起こします。共有ボリュームで可

WHITE PAPER

能な処理を制限することを検討しましょう。
■■

身代金要求段階：

− バックアップから復元し、最新のバックアップをオフサ
イトで維持し、
「エアギャップ」化する：複数の完全な
バックアップを保存している場合に、攻撃を受けたとし
ます。
「エアギャップ」化されたバックアップはコンピュ
ータやネットワークには接続されません。
（個人ユーザ
ーの場合、これは外部ハードドライブにバックアップを
保存することを意味します。バックアップが完了したら、
ドライブの電源を切り、コンピュータとは別に保管しま
す。このようにすると、ランサムウェアはバックアップを
検出し、破壊することができません）
「ベアメタルバック
アップ」ユーティリティの使用を検討しましょう。これに
より、ユーザーファイルをバックアップするだけでなく、
（
マシンが盗まれた場合でも）すべてのストレージボリュ
ームを削除し、すべてのアプリケーションおよびデータ
を復元した使用可能な状態に戻すことができます。
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McAfee Labsについて

Mc Afee Labs は、脅威の調査、脅威に関する情報、およ

びサイバーセキュリティにおけるソートリーダーシップの
発 信元として、世界有 数の企 業の一つに数えられていま
す。McAfee Labsは、数百万台のセンサーから主な脅威媒
体、すなわちファイル、Web 、メッセージ、ネットワークに関
するデータを収集し、脅威情報、重要な分析結果、専門家の
意見をリアルタイムで配信し、保護対策の強化とリスクの低
減に貢献しています。
https://www.mcafee.com/jp/mcafee-labs.aspx

About McAfee

McAfee は、世界で最先端のサイバーセキュリティ企業です。
McAfee では、より安全なデジタル世界を構築するため、個

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

www.mcafee.com/jp

〒 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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