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マルウェアとともに進化する検出分析
サイバー犯罪者と IT セキュリティ戦略の競争はますます激化しています。 IT 環境に侵入するマルウェアはますます
洗練され、 巧妙になっています。 しかし、 巧みに隠されたマルウェアを検出するための新しい技術も次々と開発され
ています。
防御側で最も有望な進化が見られるのは動的分析による検出、 つまりサンドボックスと呼ばれる分野です。 現在、
多くの製品が提供され、 今後発表が予定されている製品も数多くあります。 アーキテクチャのアプローチは当然、
会社によって大きく異なり、 現時点では、 異なる技術を比較しにくい、 基本的な用語が統一されていないなどの
問題があります。
この文書は、 動的なマルウェア分析に加えて様々なテクノロジーを活用することを前提とした設計戦略によって検出
の効果を最適化し、 コストパフォーマンスを向上させることを目的としています。 ここでは、 強力なセキュリティに
必要な動的検出にさえ見られる制限と、 それを補完する手法について説明します。 また、 不明確な用語によって
曖昧になっている重要な相違点も取り上げます。
動的分析と静的分析
高度なマルウェアサンドボックスソリューションを使用する場合、 最も注意が必要なのは、 おそらく動的分析と静的
分析の相違でしょう。 動的分析ではマルウェアの実行内容を特定するため、 仮想化された安全な実行環境にファイ
ルをロードし、 事前に定義された間隔でそのビヘイビアを観察します。
動的分析を静的分析と適切に比較するためには、 まず、 用語の使い方の曖昧さを解決する必要があります。 本来
の静的分析 （または静的コード分析） では、 実行可能ファイルの動作を詳細なコードの評価によって予測します。
「静的分析」 という用語は、 より単純で効果の低い手法 （静的ファイル分析） に対して誤って使用されることが多い
のですが、 この手法では分析がファイルのヘッダーの一部だけに制限されたり、 アクセスしやすいファイルコンテンツ
だけに制限されます。 これらは、 高度なマルウェアの特定では実用性が限られています。 この文書で使用する静的
分析という用語は、 ファイルの完全なコードの抽出、 解析および分析を行う手法を指します。
動的な手法と本来の静的手法はいずれも長所と短所があります。 動的分析ではマルウェアのビヘイビアを直接観察
して、 非常に高い確実性でマルウェアを特定できます。 ただし、 複雑な実行ファイルに隠された脅威を正確に特定で
きる反面、 簡単に回避されることも少なくありません。 たとえば、 観察時間が終わるまでファイルを待機させ、（サンド
ボックスの調査より長くして、） 動作の開始を遅らせます。 また、 特定のリソースの有無によって検査環境であること
を認識し、 指定した無難に見える操作のみが実行されるようにプログラムすることもできます。
静的分析による悪意のコードの特定が動的分析より信頼性が低くなるのは、 観察より推測に依存しているからです。
それでも、 動的分析では知ることのできない潜伏している （実行されていない） コードの特性を知ることができる
利点もあります。 たとえば、 静的コード分析では、 潜伏コードと既知のマルウェアのサンプルの間の構造的な類似
性を特定できます。 また、 サンドボックスの評価中に実行するコードの割合を定量化して、 実際にコードを実行せず
に、 複雑なファイルの論理的実行パスをマップで可視化できます。
注目すべき点は、 静的分析と動的分析では、 互いにその長所と短所が補完されることです。 マルウェアのサンド
ボックスでは一般的に動的な手法が使用されますが、 動的分析と静的コード分析を十分に統合されたプロセスで
適用しない限り、 信頼性の高い正確な検出は行えません。 効果的なサンドボックスには静的分析による補完が
必要です。
パフォーマンスの重要性
動的分析と静的コード分析に共通する特徴のひとつは、 いずれもコンピューターのリソースを集中的に使用すること
です。 そのため、 ネットワークトラフィックに対するリアルタイム処理には適用できません。 両方を選択的に適用して、
ネットワークとアプリケーションのパフォーマンス低下を回避する必要があります。 このような分析には、 製品やベン
ダーによって数分あるいは数時間かかる場合もあります。フロントエンドでリソースの使用効率が高い手法による合理
的な検知方法で、 簡単に特定できる脅威を迅速かつ経済的に排除します。
効率と効果に優れたマルウェアサンドボックスは、 使用するリソースの少ない順に使用される複数の分析エンジンの
層で構成されます。 ネットワークセキュリティセンサーによって阻止される未知のファイルはすべて、 この評価対象に
なります。 最も速く、 最もリソースを必要としない検査エンジンから開始して、 各ファイルは検査エンジンの層を通過
します。 各レベルで特定された不正ファイルは即座にブロックされ、 検査のフローから排除されるため、 下流のより
多くのリソースを使用する分析の負荷が軽減されます。
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図 1: 複数エンジンによるダウンセレクトマルウェア検査

検査の階層は拡張可能な構成にして、 新しい検査手法が開発されたら随時組み込めるようにします。 現在の最先
端の手法では、 既知の攻撃検査 （シグネチャとレピュテーションサービス） から開始し、 続けてリアルタイムのビヘ
イビア検査（ヒューリスティクスとエミュレーション）、動的分析、静的コード分析を行うのが一般的です。 当社はこれを、
ダウンセレクト検査アーキテクチャと呼んでいます。 この階層別プロセスの各レベルを確認してみましょう。
レベル 1: 既知の攻撃検出
最初のレベルの検査では 2 つの検出手法を使用しますが、 これらは最も古く、 最も広く導入されている方法です。
また、 リアルタイム性が高く、 多くのリソースを必要としません。 シグネチャベースの検査は、 あらゆるウイルス対策
製品のコアテクノロジーであり、 既知の悪意のコードのサンプルを集めたライブラリとのパターン一致をベースに、 迅
速かつ確実に特定できます。 レピュテーションサービスでは、実際のマルウェアのハッシュ、地理的な場所、ドメイン、
URL、 IP アドレスなど、 過去の既知の攻撃元に関する情報が収集され、 既知の攻撃を通じて実行される既知 / 未
知 / ゼロデイ攻撃を特定する基盤が提供されます。
これらの手法はいずれも時間とリソースの消費が少ないだけでなく、 リアルタイムで、 かつ高い信頼性で脅威を特定
できます。 必要な要素は、 （1） 既知の脅威のシグネチャと攻撃元の包括的なライブラリと （2） 世界中の新しい脅
威の情報を収集し、 ローカルセンサーに配布する迅速で高い信頼性のインフラストラクチャです。
これらの 2 つの技術とレベル 2 （以下参照） の技術は既存のセキュリティ製品に広く導入されているため、他の検知
テクノロジーとは選択的に使用できることが重要です。 そうすれば、 たとえば IPS や他のゲートウェイ製品で実行さ
れた同様のシグネチャベースの検査を反復せずに済みます。
レベル 2: ビヘイビアのリアルタイムの防御
レベル 2 の検査では 2 つの異なる種類の検査、 つまり、 ヒューリスティクスを活用したエミュレーションが適用されま
す。 ヒューリスティックスではルールとビヘイビアパターンの分析を使用して、全体的な構造をモデル化し、疑わしいファ
イルやグループ、 または関連する既知の脅威の間の類似点が識別されます。 エミュレーションではファイルの実行
をシミュレートし、 そのビヘイビアを記録します。 エミュレーションの環境には主に CPU、 メモリー、 オペレーティング
システムの API リソースが含まれます。 また、エミュレーションの効果は完全な動的分析や簡単なサンドボックスより
劣るとされていますが、 リソースの消費が少なく、 結果がリアルタイムで得られるため非常に実用的です。
ヒューリスティクスとエミュレーションでは過去に観察されなかった脅威をリアルタイムで特定できる点で優位性が
あり、 信頼性の点ではシグネチャベースの手法にわずかに劣るにすぎません。 この処理にはコードのデコンパイルと
アンパックも含まれます。 リアルタイムのプロセスで使用される際には、難読化されたファイルのアンパックやリバース
エンジニアリングは部分的に実行されます。
エ ミ ュレ ー シ ョンの特 徴として理 解しておくべき点は、 種 類の異 なるフ ァイル （実行フ ァイル、 シェルコ ード、
JavaScript、 HTML、 Java） には言語固有の異なるエミュレータが必要なことです。
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レベル 3: 動的分析
サンドボックスアーキテクチャモデルのレベル 3 では、 リアルタイムで効果的に行う分析から、 より多くのリソースが
必要な、時間のかかる分析手法と区別しています。 このレベルでは、検査の前の不正ファイルと判断されていないファ
イルを隔離された安全な仮想環境で実行します。 動的な分析がエミュレーションと異なる点は、 動的分析では本物
の環境に近い機能を備えたランタイム環境でシミュレートできることです。 また、 この環境は仮想化されているため、
不正の可能性のあるコードを隔離した状態で安全に実行して、 観察されたビヘイビアを記録、 および分類します。

図 2: 動的分析のビヘイビア概要のレポート

より標的に近い環境のサンドボックス
マルウェアのサンドボックスに使用する仮想環境の構成には一般的に２つのアプローチがあります。 多くの IT 環境
が多様なハードウェアとソフトウェアのプラットフォームで構成されていることと、 多くのマルウェアが特定のオペレー
ティングシステム環境やアプリケーションを標的にしているため注目すべき点です。 最初のアプローチでは、 単一の
一般的な環境を仮想環境として利用して、 すべてのサンプルを分析します。 このアプローチには、 一般的なイメージ
にはない特定のリソースセットや設定パラメーターに依存する不正なビヘイビアが、 検出されない問題があります。
ただし、 限られた種類の環境による分析のため、 リソース効率には優れています。
2 番目のアプローチでは複数の環境を仮想環境として用意します （多様な Windows サーバープラットフォームや
設定、 他にはモバイルプラットフォームのイメージなど）。 疑わしいサンプルをそれぞれで実行します。 ただし、 この
戦略では、 実際の標的となる環境での結果が正しく検出されないリスクと誤検出が増える可能性があるだけでなく、
リソースを多く消費します。
これよりはるかに効果的で効率的な戦略は、 疑わしい実行ファイルが標的にしていたシステムに可能な限り近い
仮想環境でファイルを実行することです。 このアプローチを取るためには、 幅広いオペレーティングシステムのオプ
ションが使用可能であるか、 環境のすべてのエンドポイントのプラットフォームのゴールドイメージをインポートできな
ければなりません。 サンドボックスでは攻撃対象になった標的のホスト環境を即座に特定して一致する VM を起動
する必要があります。 これらの条件を満たせば、 疑わしいファイルで可能なすべてのビヘイビアを実行および観察し
て、 正確に評価できる可能性が大幅に増加します。
インタラクティブモードの重要性
サンドボックスの検査でファイルの動作を完全に評価するには、 仮想環境でも通常のホストシステムと同様に、 その
ビヘイビアに対して応答する必要があります。 さらに言えば、 サンドボックスはネットワークの接続要求に対する通常
のホストの応答と同等でなければなりません。 なぜなら予測される応答がない場合、 マルウェアに対してサンド
ボックスで分析することを知らせ、 検知回避のための実際とは異なったアクションが行われる可能性があるからです。
既知の不正な IP アドレス、 URL およびファイルへのリスクが高いアクセス要求は、 脅威の可能性が高いものとして
即座に特定できるように、 レピュテーションサービスが使用できるようになっていると有効性が高まります。
ユーザーインターフェースを含む実行ファイルをセキュリティアナリストがオフラインで手動分析する時はインタラク
ティブモードが必要です。 このモードでは、アナリストは手作業で完全な KVM 機能（画面表示や入力が行える環境）
で実行ファイルのサンプルをロードし、 実行する必要があります。
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動的分析で得た情報の解説
最初の 2 つのレベルの検査では、 リアルタイムで検知結果が出力されます。 既知のファイルはシグネチャの一致に
よって即座に既知の脅威と特定されるか、 リアルタイムのエミュレーション環境で不正と判断されます。 いずれの
場合も、 ブロックまたは通過が即座に判断されます。
一方、 動的な分析で最初に出力される分析結果は、 検出された複数の動作の関連付けがあってはじめて意味を
持ちます。 ビヘイビアのイベントが特定、 集約されて、 他のイベントとの関係からも評価されます。 エンタープライズに
対応したサンドボックスに求められる分析結果は、 長さ、 複雑さとも、 読みにくいものでは使いこなせず、 かと言って
通過 / ブロックを決定できないほど単純でも役に立ちません。 エンタープライズにとって利便性の高いサンドボックス
ツールでは体系化されたレポート機能です。 動的解析の評価だけでブロックを決定できる場合もあれば、 静的分析
で補完する必要がある場合もあります。 いずれにしても、 セキュリティオペレーターが使用する実用的な情報が提供
される必要があります。
レベル 4: 静的コード分析
複数のレベルで構成されるサンドボックスの最後のレベルは静的コード分析、 より正確に呼ぶならディスアセンブリ
コード分析です。 このプロセスはレベル 3 の動的分析から開始し、 動的分析の出力の一部も参照します。
前述のとおり、 レベル 2 で説明したヒューリスティクスとエミュレーションの手法にはファイルのソースコードへのアク
セスが必要ですが、 リアルタイム分析は難読化またはパックされたコードを抽出の一部を対象にしていることがほと
んどです。 ただし、 詳細な解析こそ、 まさにレベル 4 の目的です。
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図 3: 動的分析だけでは不完全
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パッキング、 アンパッキング、 リバースエンジニアリング
正当な理由から、 プログラムのコンパイルされた実行コードを隠したり難読化することがあります。 その典型的な
例は知的財産の保護です。 ソフトウェア開発者は競合会社がその製品をリバースエンジニアリングできないように
します。 さまざまな種類の商用ツールが開発されています。 たとえば、 パッカー （ Themida、 Armadillo など） と
呼ばれるツールでは、 コンパイルされたプログラムコードにマスキングとランダム化の多様な手法を簡単に適用でき
ます。 それによって、 アセンブリコードの再構築が極端に複雑化し、 ソースコードへのアクセスも複雑化します。 マル
ウェアの作成者や開発者はソフトウェア業界が通常している手法を利用して、 その攻撃と正規のファイルとの区別を
複雑にすることができます。
ただし、 複雑なだけであって、 不可能ではありません。

図 4: Windows アプリケーションの強力な Themida パッキング ・ ツールの難読化のメニュー

マルウェアサンドボックスのレベル 4 では、 パックされて難読化されたファイルをリバースエンジニアリングによって、
コンパイルされたアセンブリコードを復元します。 その後、 解析と統計分析によって以下を行います。
•

既知のマルウェアとのコードレベルの類似性の評価

•

動的分析中に実行されなかった潜伏コードの測定評価

•

ファイルの完全な実行パスの論理マップ

最新の APT（ Advanced Persistent Threat） では通常、 既知の 「有効な」 マルウェアのコードを改変します。
シグネチャ検査では正確に一致する必要があるため、 少し修正するだけで十分回避できます。 ただし、 コード全体
の検査によって既知のマルウェアのライブラリと照合されるため、 ステルス性が極端に高いマルウェアの多くが詳細
なコード分析により検出されます。
たとえば、疑わしいファイルでも不正の可能性が非常に低く、それ自体に重大性がない場合はブロックされませんが、
既知のマルウェア （conficker、 voter_1 など） との類似性が 70% 以上のファイルはブロックすることができます。
静的コード分析を実行しなければ、 このような改変されたマルウェアはネットワークに侵入してしまいます。
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Family Classification
Family Name: GZ_BAGZ-D

Similarity Factor: 77.31

図 5: 既知のマルウェアとの類似性は不正の可能性判断の強力な証拠になる

同様に、 APT では環境を認識する手法や特定の順番のやりとりによってアクションを引き起こす手法が増えて
います。 それによって、 ステルス型のマルウェアのコードの多くが潜伏して、 動的分析で抽出されなくなります。 この
ような隠されたコードのビヘイビアが表面化してなくても、 疑わしいファイルのコードの大部分が潜伏しているという
事実は、 調査で重視する必要があります。
たとえば、 不正なビヘイビアを示さない疑わしいファイルがあるとします。 動的分析ではそのファイルは安全であると
判断されたとします。 しかし、 そのファイルの既知のマルウェアとの類似性が 70% を超えた場合、 また、 ファイルの
コードの 40% 以上が非アクティブかサンドボックスで分析されていない場合はどうでしょう。 これら 2 つの状態は、
セキュリティオペレーターが調査するまでそのファイルをブロックするのに十分な根拠となります。

Behavior Summary (57 percent code coverage):
Hides file by changing its attributes.

Manipulated with active content in
the admin temporary directory.

Detected executable content dropped
by the sample.

Obtained and used icon of legit
system application.

Created executable content under
Administrator temporary directory.

Created executable content under
Windows directory.

From Microsoft: CreateURLMoniker can
produce results that are not equivalent to the
input, its use can result in security problems.

Executed active content from
Windows system folder.

Committed a region of memory within the
virtual address space of a foreign process.

Set callback function to control system
and computer’s hardware events.

Tried to connect to a specific service provider.

Downloaded data from a webserver.

Created content under Windows System directory.

Registered (unregistered) the service
name in a Dynamic Data Exchange
(DDE) server supports.

図 6: 動的分析だけでは潜伏コードの多くは盲点になる

人手による調査が必要な場合、ファイル操作のダイアグアムをフォレンジックツールとして利用できます。 ログファイル
やビヘイビアの観察 （動的分析） とは異なり、 ダイアグラムを使用するとセキュリティオペレーターは隠れた部分と
サンドボックスで実行されたコードの相互作用を調査できます。 これは多くの場合、不正なコードや潜伏コードを検出
する鍵になります。 特に、 VM 内の疑わしいファイルとの間で手動のインタラクティブなサンドボックスで使用すると
効果的です。
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サンドボックスのより高度な活用

※拡大図

青線は動的に実行されたコードを示す
赤線は静的コード解析で検出されたコードを示す
図 7: ファイルのプロセスの可視化により、 オペレーターは潜伏コードを検出できる

これらの結果をレベル 3 の動的分析の観察と組み合わせると全体的な評価が可能になり、 サンプルファイルまたは
実行ファイルが不正である可能性のレベルを示すことができます。
高度なサンドボックスのためのダウンセレクト戦略
これまでで説明したダウンセレクト戦略に従って設計および構成された高度なマルウェア検出では、他にはない信頼
性とコスト効果に優れた高度なソリューションが提供されます。 このソリューションでは、 サンドボックスの過負荷を
回避するため、 容易に特定できる既知の脅威には、 効率的で負荷の少ないシグネチャベースの検査とレピュテー
ションの情報サービスを使用します。 また、 標的に近い環境で実行するサンドボックスによって、 動的分析の効率
と正確性が大幅に向上します。 さらに、 静的コード分析によって難読化コードを透明化して、 不正な潜伏コードの
隠された本質を明確にします。
セキュリティとともに進化するマルウェアの複雑な歴史の中で、 初めてセキュリティがマルウェアを大きく引き離す時代
はすぐそこまで来ています。

サンドボックスのより高度な活用
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