ソリューション概要

信用の悪用
信頼関係の根底を揺るがす攻撃

信用は得るものではあり、与えられるものではない、
という言葉があります。
しか
し、何年もかけて得た信用を一瞬で失ってしまうこともあります。信用は決して
普遍的なものではありません。世界の多くのユーザーが利用しているインター
ネットの世界も同様です。
信用の悪用とは

信用の悪用については、
『McAfee Labs脅威レポート: 2014年11月』
で詳しく説明しています。オンライン
世界では、モバイル端末にダウンロードされたアプリ、人気のサイトの広告、取引先の会社から送信された
メールなど、見たものが本物かどうか疑うことはあまりありません。
しかし、攻撃者は様々な方法でこの信用
を悪用し、警戒心の低いユーザーを狙っています。以下では、
このような攻撃の手口の一部を紹介します。
■

■

■

マルバタイジング: 信用する会社のWebサイトに掲載されている広告が実際には攻撃源になっ
ていたとしたら、
この信頼関係は根底から崩れることになります。Kyle and Stanなどの不正な
広告ネットワークは、amazon.com、youtube.comなどのWebサイトやDouble-ClickやZedoなど
の大手広告ネットワークでマルバタイジングを行い、マルウェアを散布しています。

署名付きのマルウェア: 有名企業の信用を悪用したり、正規の企業を装うため、証明機関（CA）
から証明書を取得するマルウェア作成者が増えています。攻撃者はCAに対する信用を悪用し
ます。最近発生したマルバタイジングでは、署名付きのCryptoWallの亜種がZedo広告ネット
ワークから配信され、Alexaの上位サイトを閲覧したユーザーがマルウェアに感染したと報じら
れています。
この攻撃ではTrendに発行されたデジタル署名が使用されています。
これは、セ
キュリティ会社のTrend Microを装うものと思われますが、信用を悪用した典型的な例と言える
でしょう。
偽装アプリケーション: 多くの企業が自社の顧客を偽造品から守るため、多大な時間と労力を
費やしています。犯罪者はブランドの信用力を悪用して利益を得ようとしています。デジタル世
界を拡張するため、
アプリケーションの機能が強化されています。人気のある正規のプログラ
ムの偽造品が出現しても不思議はありません。

この四半期、マカフィーはAdobe Flash Player 11を装うアプリケーションを配布する詐欺を確認
しました。Google Playストアのダウンロード数とMcAfee Mobile Securityの検出結果を見ると、
相当数のユーザーがこの偽造アプリをダウンロードしています。
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■

DLLのサイドローディング: 信頼されたアプリケーションを利用すれば攻撃に成功する確率が
高くなることを攻撃者は知っています。マルウェアはDLLサイドローディングという方法で以前
からこの点を悪用しています。
この技術は、正規のアプリケーションが外部DLLのコードを実行
する場合にも利用されています。攻撃者は、感染していないアプリケーションが本来使用する
外部のDLLを装い、
アプリケーションに不正なコードを実行させようとします。
第3四半期、McAfee LabsはGoogle Updaterアプリケーションに対する攻撃を確認しました。新
しいPlugXマルウェアの亜種が、インポートされるgoopdate.dllの役割を果たしますが、実際に
は痕跡を隠すための処理を行います。goopdate.dllモジュールは、暗号化されたデータ ファイ
ル（goopdate.dll.map）のコンテンツを読み取り、
メモリー上に展開し、不正コードに実行制御
を渡します。

■

オペレーティング システムとネットワーク ソフトウェア: オペレーティング システムとネットワー
ク ソフトウェアの信頼関係を悪用する攻撃も数多く発生しています。一部の攻撃では、イン
ターネットでセキュア接続を確立するソフトウェアを悪用しています。
アプリケーションは、オ
ペレーティング システムから渡された接続を信用するため、セキュア接続の確立を装うネット
ワーク ソフトウェアも信用してしまいます。
また、オペレーティング システムやネットワーク ソ
フトウェアの脆弱性を悪用する攻撃も発生しています。多くの場合、オペレーティング システム
やネットワーク ソフトウェア スタックに組み込まれているオープンソース ソフトウェアの脆弱
性が狙われます。
最近の情報によると、BERserkはOSとネットワーク ソフトウェアの信頼関係を悪用し、署名を偽
造できる脆弱性です。BERserkを悪用してRSA署名を偽装すると、SSL/TLSを使用するWebサイト
の認証を回避できるので、様々な仲介者攻撃（MITM）が可能になります。

マカフィーのソリューション

マカフィーのセキュリティ技術は、
デジタル世界の基盤となっている信用を悪用する攻撃から組織を保護し
ます。以下では、
この信頼モデルに対する攻撃から組織を守るマカフィー製品を紹介します。
McAfee Application Control
BERserkなどの不正なコードから組織や正規のアプリケーションを保護することは重要なことです。
McAfee Application Controlでは、動的ホワイトリストとポリシーの施行により、環境内で実行を許可する
アプリケーションを制御できます。
この機能は、ネットワークに接続していないエンドポイントにも実行でき
ます。
■

■

■

動的ホワイトリスト: システムにパッチが適用され、最新の状態になると、ホワイトリストが自
動的に作成されます。
これにより、ホワイトリストに登録されたアプリケーションを効率的に管
理できます。McAfee Application Controlは、脆弱なRSA署名検証コードを呼び出すアプリケー
ションの実行を許可しません。
このため、BERserkによるリスクを軽減できます。
ファイル レピュテーション: McAfee Global Threat Intelligenceの統合により、McAfee
Application Controlはファイルの評価情報（正常、不正、不明）をリアルタイムに取得します。
BERserkなどの脆弱性を常に監視し、対策を講じることができます。
接続状態に関係のない保護: 接続または切断状態のサーバー、仮想マシン、エンドポイント、
POSなどの専用端末を保護します。
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McAfee Email Gateway
ユーザーの受信トレイに届くメールに脅威が潜んでいないかどうかを確認することは、組織にとって重要
な作業です。攻撃者はスピア フィッシングなどの手口で警戒心の低いユーザーを不正なURLに誘導した
り、マルウェアに感染させようとします。McAfee Email Gatewayは、
このような攻撃を阻止する機能を提
供しています。
■

■

■

ClickProtect: クリック前にURLをスキャンし、
メールに潜む不正なURLによる被害を未然に防
ぎます。URLのレピュテーションを確認し、McAfee Gateway Anti-Malware Engineを使用してプ
ロアクティブなエミュレーションを行います。
McAfee Advanced Threat Defenseとの統合: メールに添付された不審なファイルに対して
静的なコード分析と動的な解析を行い、巧妙なマルウェアを検出します。受信トレイに届く前
に不正なファイルをブロックします。
McAfee Global Threat Intelligenceとの統合: ローカル ネットワークの情報とMcAfee
Global Threat Intelligenceのレピュテーション情報を組み合わせることで、
スパムやマルウェア
などの脅威を未然に防ぎます。

McAfee Global Threat Intelligence
McAfee Global Threat Intelligence（GTI）は、包括的な脅威情報をリアルタイムで提供するクラウド ベー
スのサービスです。マカフィー製品はこの情報を利用して、
ファイル、Web、
メッセージ、ネットワークを利用
したサイバー脅威をブロックしています。信用の悪用に対してプロアクティブな保護を行います。
■

■

■

■

証明書のレピュテーション: 証明書の評価情報をリアルタイムで提供します。不正な広告ネット
ワークで配信される可能性がある署名付きのマルウェアなどの脅威を阻止できます。
ファイル レピュテーション: 偽装されたアプリケーションからデスクトップを保護します。
BERserkなどの攻撃を受ける可能性があるアプリケーションンをすぐに特定できます。
ファイル
の評価情報がリアルタイムで提供されます。
関連付けられた情報: ファイル、Web、
メール、ネットワークのすべての脅威ベクトルからデータ
を収集し、相関分析を行います。
これにより、署名付きのマルウェアを配信する広告ネットワー
ク、信頼できる送信元を装うスピア フィッシング メール、不正なサイトや感染サイトのドライ
ブバイ ダウンロードなど、複合型の脅威を検出します。
SecurityConnected: 他のマカフィー セキュリティ製品との統合により、総合的な脅威データ
を相関分析し、包括的な保護対策を実施します。
これにより、信用を悪用する攻撃を防ぐことが
できます。
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McAfee Vulnerability Manager
BERserkのように、信頼モデルの根幹を揺るがす脅威が出現しています。
このような新しい攻撃のリスク
を把握し、脆弱な範囲を特定することは容易なことではありません。McAfee Vulnerability Managerと
McAfee Asset Managerを使用すると、BERserkなどの脆弱性を迅速に検出し、必要な修復作業を効率的
に行うことができます。
■

■

■

■

包括的な脆弱性スキャン: McAfee Vulnerability Managerは、ホスト検出、資産管理、脆弱性評
価を行う拡張性に優れたスタンドアロン製品です。ネットワークに接続しているデバイスに関
する報告も行います。McAfee Vulnerability Managerは、脆弱なRSA署名検証コードを呼び出
すFirefox、Chromeなどの製品が存在するシステムを検出するので、BERserkのリスクも診断で
きます。
新しい脅威に合わせてスキャンをカスタマイズ可能: Foundstone Scripting Language（FSL）エ
ディターでは、事前に定義された検査を変更することができます。たとえば、ゼロデイ脅威や
BERserkなどの脆弱性を検出するように、環境を評価するスクリプトや検査をカスタマイズでき
ます。2014年9月24日の段階で、McAfee Vulnerability Managerの事前定義の検査でBERserkの
脆弱性が存在するシステムを検出できます。
柔軟なレポートと修復: McAfee Vulnerability ManagerとMcAfee Asset Managerを使用すると、
監視を自動化し、
スキャン、修復、施行、
レポートなど管理作業を行うことができます。
これによ
り、手間のかかる修復作業や突発的な対応を行う必要がなくなります。エラーが少なくなり、
シ
ステムをより効率的に保護できます。
リスクの把握: McAfee Asset Managerを使用すると、脆弱性スキャンとホスト検出スキャンを
関連付け、BERserkの脆弱性が存在するシステムを特定できます。脆弱なアプリケーションが実
行されているシステムをリアルタイムで識別できるので、
リスクを迅速に識別し、修復作業を開
始することができます。

McAfee Web Gateway
マルバタイジング、
ドライブバイ ダウンロード、信頼されたURLに埋め込まれた不正なURLなどは、信用を
悪用する手口の一例に過ぎません。McAfee Web Gatewayを使用すると、
このような脅威に対する保護
対策を強化することができます。
■

■

McAfee Gateway Anti-Malware Engine: シグネチャを使用しない意図解析により、Web
トラフィックから不正なコンテンツをリアルタイムで排除します。
プロアクティブなエミュレー
ションと動作分析により、ゼロデイ攻撃や標的型攻撃を阻止します。McAfee Gateway AntiMalware Engineはファイルを検査し、不正なファイルのダウンロードをブロックします。
この固
有の検査機能により、McAfee Web Gatewayは市場で最高のマルウェア阻止率を達成してい
ます。
McAfee GTIとの統合: McAfee Web Gatewayは、McAfee GTIからリアルタイムで提供される
ファイル レピュテーション、Webレピュテーション、Webカテゴライゼーションにより、最新の脅
威を阻止します。既知の不正サイトに対する接続だけでなく、不正な広告ネットワークを使用
しているサイトへの接続も拒否します。
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McAfee SiteAdvisor® Enterprise
脅威は常に変化しています。
このような脅威を常に阻止することは容易ではありません。特に、オンライン
ユーザーの利便性を阻害するポリシーを施行することなく、信用を悪用する脅威からユーザーを保護する
ことは簡単ではありません。
■

■

正規のサイトを装う不正なWebサイトを簡単に見分ける: McAfee SiteAdvisor Enterprise
は、分かりやすい色別のコードでサイトの評価結果を表し、デスクトップに新たな保護層を追
加します。McAfee SiteAdvisor Enterpriseは、既知の不正サイトに対する接続を拒否し、ユー
ザーにサイトの危険性を通知します。
McAfee GTIでセキュリティを強化: McAfee SiteAdvisor Enterpriseは、McAfee GTIからリアルタ
イムで提供される最新の脅威情報に基づいてサイトの評価を行います。

McAfee Threat Intelligence Exchange
信用の悪用は様々な形で行われています。環境の要件に合わせて情報プラットフォームを拡張していく必
要があります。McAfee Threat Intelligence Exchange（TIE）を使用すると、環境内に存在する不正な証明
書など、組織の脅威状況を正確に把握できます。
これにより、攻撃のリスクを劇的に減らすことができます。
■

■

証明書のレピュテーション: McAfee GTIとの統合により、既知の不正な証明書に関する情報
をリアルタイムで取得し、署名付きの不正コードによる攻撃を迅速に検出して阻止します。
McAfee TIEは、ポリシーを一元管理して不正な証明書からエンドポイントを保護します。
このポ
リシーは、ネットワークに接続していないエンドポイントにも配備されます。
DLL サイドローディング、偽装アプリなどの攻撃を阻止: エンドポイント コンテキスト
（ファイル、
プロセス、環境属性）に関連するルール ベースのロジックと豊富な脅威情報を利用した最先
端のエンドポイント保護技術により、
ファイルの実行を制御します。

侵害の兆候: 既知の不正ファイル ハッシュと不正な証明書をMcAfee TIEにインポートしてポリ
シーを施行することで、
これらの既知の不正ファイルから環境を保護します。環境で侵害の兆候
（IoC）を確認すると、McAfee TIEがIoCに関係するすべてのプロセスとアプリケーションを終了
します。

■

McAfee VirusScan® Mobile Security
偽装アプリを検出: McAfee GTIとの統合により、McAfee VirusScan Mobile Securityはマル
ウェアに感染した偽装アプリをほぼリアルタイムで検出します。マルウェアを200ミリ秒以下で
検出するので、無線操作や接続に支障をきたすことはありません。
■

現在の動的な信頼モデルを悪用する攻撃から組織を保護することは容易ではありません。マカフィーのセ
キュリティ技術を使用すると、ユーザーの信頼を悪用する攻撃をプロアクティブに阻止できます。
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