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サイバー犯罪との戦いに勝利するには、 
防衛方法の抜本的な改革が必要 
- ソフォス CTO、Joe Levy

人工知能 (AI) によるセンチメント分析ツールに頼るまでもなく、調査報告、情報開示、ニュース
見出しなどを見る限り、サイバーセキュリティ業界は陰鬱な雰囲気に包まれています。バイオテク
ノロジー、医薬品、ロボティクスといった他の STEM 業界は、次々に現れる進歩や画期的発見に
沸いているようですが、サイバーセキュリティ業界に対する一般的なイメージは芳しくないようで
す。セキュリティ侵害や攻撃に関するニュース報道は、これらの困難な課題に取り組んでいる人々
を落胆させることがあり、セキュリティ製品の顧客の信頼を失う危険性もあります。

情報システムの脅威について常に注意し、監視を怠らないこ
とは重要ですが、私たちが収めてきた勝利を評価することも
同じように重要です。「勝利」とは、ブロックした攻撃に関
する単なる評価ではありません。

セキュリティ業界は、評価に執心する傾向がありますが、間
違った評価を行う場合もあります。脅威関連のデータは、信
頼性、一貫性、透過性を確保するために、科学的に厳格で堅
牢な基盤の元で構築されなければなりません。仕事に熱心な
セキュリティ担当者に見られることがありますが、ドロップ
した ping パケットを危機の回避としてすべて評価してしま
うと、「攻撃」数は数兆に膨れ上がってしまうでしょう。ソフォ
スでは、社内メトリクスや情報開示、そして業界の第三者テ
ストに参加する場合の公平性について、厳格な基準を維持し
ています。

特定の傾向が見られる場合、測定を成功の指標に活用できる
可能性が高まります。そして、ソフォスが確認している傾向
の中で、私たちを勇気付けているのは、攻撃者が負荷を感じ
るようになっており、攻撃者の行動に変化が生じていること
です。

ソフォスでは、事実上無数のバリエーションがあるメモリや制御フローの悪用を阻止するエクスプロ
イト対策、いままで従来型エンドポイントでは捕捉できなかった攻撃に対して最善の静的予測を可能
にするディープラーニング、そして、ランサムウェアなどの流行の可能性に対してランタイムで防御
する振舞検知などの、重要で高度な保護テクニックによってこのような環境を作り出しています。

脅威環境は間違いなく進化していま
す。スキルの低いサイバー犯罪者は
廃業に追いやられ、スキルのある犯
罪者のみが競争に勝ち残りつつあり
ます。私たちはこの少数精鋭の敵と
戦わなくてはならなくなります。新
しいサイバー犯罪者は、奥儀的なテ
クニックを使った攻撃と出来合いの
マルウェアを利用した平凡な攻撃
ツールを調達してブレンドしたもの
を使います。このような攻撃者は、
スパイ活動や妨害行為ではなく不正
な収入源を維持することを目的に、
手作業によるハッキング技術を用い
ています。
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こうしたテクノロジーは、コモディティマルウェアの有効性を著しく妨げることが可能です。この
結果は賛美されるべきですが、同時に恐れるべきものでもあります。なぜなら、スキルの低いサイ
バー犯罪者は廃業に追いやられ、スキルのある犯罪者だけが競争に勝ち残るため、最終的に少数精
鋭の敵と戦わなくてはならなくなります。

本レポートで後述するとおり、これまでは極めて高度な標的型攻撃で使用されていたような手動の
ハッキング技術を用いて、不正な収入源を維持することを目的にしている犯罪者が増加しつつある
傾向を SophosLabs はすでに数年前から観測していました。

従来型の手法を使用するこれらのハイブリッド型の脅威を防止することは極めて困難ではあります
が、このような攻撃を実施する能力のある犯罪者は少なく、活動のための資金も多く必要となりま
す。これはダーウィンの進化論的な変化であり、私たちが長年にわたり攻撃者 / 防御側の経済にも
たらそうとしてきた変化でもあります。私たちがこれまで推進してきた目的である攻撃者の崩壊と
いう傾向が顕著になってきたことは、「勝利」として祝福する価値があると私たちは考えます。
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標的型攻撃の人気が上昇し、 
報酬も増加 

繰り返される歴史 
Cliff Stoll 氏の 1989 年の著書『The Cuckoo's Egg ( カッコウはコンピュータに卵を産む )』では、
好奇心旺盛なネットワーク管理者がいかにして当時開発段階にあった最初期の APT 攻撃を、誕生
したばかりのインターネット上で発見したのかが語られています。Stoll 氏は扱いにくくてガタガ
タ鳴るプリンターを改造し、地球の裏側からターミナルを使って手動でコマンド入力されているこ
とを発見し、攻撃者が勤務先の大学ネットワークを徘徊していたことがわかりました。

2018 年のサイバー犯罪者も、同じように今年最も収益性の高い攻撃方法に個性的なカスタマイズ
を加えています。ソフォスは、1 人または複数の犯罪者が企業コンピュータに手動で侵入し、内部
のセキュリティツールをリアルタイムで無効化または迂回し、マシンネットワーク全体でマルウェ
アを一斉に起動してしまう、標的型攻撃の脅威が拡大していることを詳細に追跡し続けています。

この約 10 年の間、攻撃者は標的を迅速に攻撃し、内部のセキュリティ対策やネットワークとエン
ドポイントレベルの保護機能を迂回する目的で、脆弱性を悪用する自動化のレパートリーを増やし
てきました。この自動化の使用にあたっては、ブラウザを乗っ取るエクスプロイトキットから、武
器化された Office 文書ファイル、被害者やそのテクノロジーへの脅威を完全に見えなくするスパ
ムメールに至るまで、さまざまな形態が取られてきました。 

 
図 1：二重拡張子を持つ ZIP フォルダが添付された悪意のあるスパムメール
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しかし、自動化は予測可能であるというのが弱点です。圧縮ファイルが添付された心当たりのない
電子メールメッセージに不正な何かが含まれている可能性が高いことに気が付いたら、圧縮ファイ
ルが添付されているすべての電子メールをブロックするための措置を講じることができます。攻撃
者が Microsoft Word や Excel の脆弱性を利用してコンピュータを感染させる可能性があると分
かっている場合には、それらのアプリケーションとオペレーティングシステムにパッチを適用しま
す。また、当該のタイプのファイルがインターネットからダウンロードされた場合には、ユーザー
がファイルを開くことを禁止したり、ユーザーが Office マクロなどのスクリプトテクノロジーを
有効にできないようにするルールを設定できます。 

標的型攻撃では、挙動は本質的に予測不可能です。攻撃者は、最初は自分の目標達成を阻止する防
御策に事後的な対応しかできませんが、何をすべきかを攻撃者が知ってしまった後は、そうした対
策ではすぐに阻止できなくなります。

手動攻撃モードへの移行
3 年近くの間、小規模ながら専門的なある犯罪者グループが、SamSam と
呼ばれるランサムウェアを手動で配信して、さまざまな組織を攻撃していま
した。その頃、多くの犯罪組織による RDP パスワードのブルートフォース
攻撃がほぼ成功を収めていました。この種の攻撃に対して有効なのは、長く
て複雑で、一度も使い回したことのなりパスワードを使用することですが、
SamSam の攻撃者は、狙いやすい標的、つまりは組織のセキュリティ境界
外からアクセスが可能で、パスワードが比較的推測しやすいマシンを選択す
ることで、高い成功率を誇っていました。

攻撃者はそのマシンを足掛かりにし、Mimikatz などのパブリックドメイン
ツールを使用してドメイン管理者の認証情報を盗み出します。ドメイン管理
者は、専用のマシンにのみログインし、業務以外の Web 閲覧や電子メール
のためにそのマシンを使用するべきではありません。しかし、実際はそうで
ないことは明らかです。なぜなら、攻撃者が認証情報を入手して使用するま
でに、あまり時間はかからないからです。

これらのドメイン管理者の認証情報を入手した攻撃者は、祭日の金曜の深夜など、攻撃に最適な瞬
間を待ちます。ソフトウェアやポリシーの変更の配信によく使用される Windows の管理ツールや
手法を熟知している攻撃者は、マルウェアをすべてのマシンに同時送信しようとします。

金曜日の深夜や週末など、
絶妙な瞬間をねらって 
攻撃は仕掛けられます。
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攻撃者がこの方法を用いる大きな利点は、他の方法ではタスクの完了を妨げる障害を迂回できると
いう点です。時には、コマンドを送信するか、追加ソフトウェアを実行して、ネットワーク / エン
ドポイントベースの保護機能を無効にします。これは時として、ランサムウェアの攻撃者と、アラー
トに迅速に対応したり異常に気付いたりした IT スタッフとの間で、どちらが先に攻撃するかとい
う争いに発展しています。被害者が攻撃を阻止できることもありましたが、大抵は攻撃者が成功し
ました。

一旦内部の保護対策を無効化すると、攻撃者が攻撃を開始します。攻撃は数分で終わりますが、暗
号化にはもう少し時間がかかります。ほとんどの IT 管理者が何が起こっているのかを認識した頃
には、被害はすでに発生しています。 

攻撃があまりに徹底しているため、被害者の大部分が身代金を支払うことを選択します。SamSam 
が要求する身代金は、1 回の攻撃につき 1 万ドルから 5 万ドル以上と高額です。これは、一般的
な GandCrab ランサムウェアが要求する身代金 1000 ドルとは比較できないほど大きい金額です。 

SamSam 身代金の支払い総額 - 650万ドル

図 2：このチャートが 2018 年 1 月に公開されてから、SamSam の収益は 600 万ドルを超えましたが、 
複数の模倣犯が登場したため、このビジネスモデルの独自性は消滅しました。
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図 3：SamSam の攻撃者は、被害者と直接やり取りし、被害者やインシデントごとにアドレスが異なる 
専用のダークウェブチャットページを介したテクニカルサポートを提供していた
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プレイブック
GandCrab のような商品化された「サービスとしてのランサムウェア」を使用した攻撃が押し込み強盗だとすれば、標的
型のランサムウェアは空き巣泥棒のようなものです。SamSam はこれまでの常識を覆すほどの高い投資利益率を達成し
ており、手動の攻撃によってネットワークに侵入する多くの模倣者を生み出しました。以下のようにプレイブックの形式
で、これらの攻撃における類似点を明示するために、このように RaaS ペイロードが共通する 4 つの標的型ランサムウェ
アを比較しました。すべての組織がすぐに確認するべきことの 1 つは、ネットワークファイアウォールが、外部からの
デフォルトのリモートデスクトッププロトコルポートをブロックするようになっていることを確認することです。この
ポートは、これらの攻撃で最も悪用されています。

BitPaymer SamSam Ryuk Dharma GandCrab

タイプ 標的型 標的型 標的型 標的型 RaaS

展開手法 RDP RDP RDP RDP RDP/ 電子メール / 
エクスプイトキット

標的 中堅企業 / 
大企業

中堅企業 / 
大企業

中堅企業 / 
大企業 小規模企業 あらゆる規模の企業

一般的に要求される
身代金

5 万ドルから
100 万ドル以上 4 万ドル 10 万ドル 5000 ドル 1000 ～ 8000 ドル以上

攻撃頻度 1 週間に数回 1 日に 1 回以上 1 週間に数回 1 日に数回

誰でもツールキットを 
利用できるため頻度は 
不明。ただし、非常に 
使用頻度は高いと思わ 
れる。

想定される被害 全サーバー 全サーバーと 
エンドポイント 全サーバー 最重要サーバー すべて

影響を受ける地域 グローバル 米国が最多だが、
グローバル グローバル グローバル グローバル

支払わずに 
復号化できるか？ 不可 不可 不可 不可

いくつかの亜種では復号
可。ただし、ほとんどの
場合、復号不可。

支払い方法

電子メールや
ダークウェブの 
Onion サイトを
経由して Bitcoin 
で支払い

ダークウェブの  
Onion サイトを 
経由して Bitcoin 
で支払い

電子メールを 
経由して Bitcoin 
で支払い

電子メールを 
経由して Bitcoin 
で支払い

ダークウェブの Onion  
サイトを経由して Bitcoin 
で支払い

追加情報

攻 撃 の 前 に、 す
べ て の バ ッ ク
アップが削除さ
れることを確認

ヘルスケア業界
をこれまで標的
にしている

攻撃の前に、す
べ て の バ ッ ク
アップが削除さ
れることを確認。
アンチウイルス
を無効化する。

攻撃前にアンチ
ウイルスを手動
で無効化する

開発者が定期的にアップ
デートおよびサポートし
ている。GandCrab によ
るシリアの被害者に復号
鍵を最近公開し、シリア
は今後標的としないと述
べた
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既存のものを利用するよう進化した 
攻撃手法

「そこにあるもので攻撃を実行する」が最近の傾向
OSX、Linux、Android などのプラットフォームに対するマルウェア攻撃が注目を集めたものの、
現在でも Windows コンピュータを標的にし、Windows コンピュータ上でのみ実行するように設
計されたマルウェアの数は、SophosLabs が毎日処理するマルウェアサンプルの大半を占めていま
す。突然変異した攻撃性の高い亜種 MacGyver など、Windows オペレーティングシステムに組み
込まれている機能を導入したマルウェアが、ローカルにあるツールを利用して、マシンを乗っ取る
インシデントが増加しています。

Windows 10 の標準仕様には、通常 PowerShell、WMI、Windows Scripting Host、およびその
他の高性能な管理ツールが含まれています。過去 2 年間で、上記 ( およびその他 ) の組み込み型
管理ツールはどれも悪用されており、マルウェア攻撃の大部分を日常的に占めていました。この現
象を研究しているアナリストたちによると、いわゆる「LoL スクリプト」の新しいバージョンがオ
ンラインで定期的に出現しています。

図 4：電子メールに添付された、スクリプトファイルを含む悪意のある圧縮ファイル
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最近のマルウェア攻撃は、拡張子が PowerShell の .ps1 または Windows Scripting Host の 
.js のファイルを実行ファイルにして開始される可能性が高くなっています。ツールとしての 
PowerShell は、大部分の Windows ユーザーのニーズを大幅に上回る機能を提供しています。そ
のため、無効にするか、コンピュータから完全に削除することが推奨されます。 

しかし、PowerShell は、管理者がさまざまな規模のネットワークを管理する際に役立つツールの
不可欠なコンポーネントでもあります。その結果、管理者がグループポリシーの変更などの操作を
実行できるようにするには、PowerShell を有効にしておく必要があります。 

図 5：cmd.exe などのプログラムを生成する悪意のある文書「Emotet」キルチェーン  
(Sophos Central で可視化された図 )

Windows Scripting Host (WScript.exe) は、コマンドライン Windows Management 
Instrumentation ツールの WMIC と同様に、攻撃者が以前に増して悪用するようになっているも
う 1 つのコンポーネントです。Windows ベースのネットワークのユーザーおよび管理者は、リス
クのあるこれらのコンポーネントを削除すれば有用な機能を失うことになるため、身動きが取れな
い状態に陥っています。

9 ファイル
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4 ファイル
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39 レジストリキー
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大抵の場合、攻撃者は 1 つのコマンドまたは管理システムを使用して、別のコマンドまたは管理
システムを起動します。ある仮定の攻撃では、さまざまなスクリプトタイプが鎖のように繋がって
います。たとえば被害者が、電子メールに添付された悪意のある .js ファイルをダブルクリックす
ると、wscript.exe が起動され、PowerShell の .ps1 スクリプトがダウンロードされて起動され
ます。続いて、実行ファイルをダウンロードされて起動されます。攻撃のシーケンスやファイルタ
イプはさまざまですが、この種の連鎖攻撃はすでに一般的です。

実行ファイルが実行され、自身のコードを別の Windows プロセスに挿入すると、実行ファイルを
削除するバッチファイルが実行されます。そして、最終的にバッチファイル自体も削除されるため、
フォレンジックに役立つ証拠はほとんど残りません。

「LoL」がマルウェアの検出と防止にもたらす変化
かつて、防御側が守るべきルールは「悪意のある実行ファイルや未知の実行
ファイルが実行されないようにし、もしも実行されてしまった場合には、危
険な挙動に関与する実行ファイルを隔離することによって被害を最小限にと
どめる」という単純なものでした。しかし、キルチェーンの最終段階になっ
て初めて実行ファイルが登場する時代を迎えた今、防御側はこれまでと考え
方を変え、最終段階に達する前に攻撃を止める必要があります。

図 6：悪意のある添付ファイルに含まれている、厳重に難読化された JavaScript コード

最終段階に到達する前に 
攻撃を防止するには、 
柔軟で独創的な思考が 
防御側に必要となります。
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しかし、この問題は最近のマルウェア攻撃では、観察と追跡の対象であり、その挙動を監視する必
要がある少数の実行ファイルのタイプに限られたものではありません。順不同で繋がった、予測可
能性のない複数の「平文」スクリプトが含まれているファイルタイプの場合、問題となるのは、コ
ンピュータの正常な動作とマルウェアに感染したコンピュータの異常な挙動とをどのように分離す
るかです。

結局のところ、マルウェアの特徴である悪意のある活動とは対照的な、無害な挙動とは何かを定義
するルールを設定するのは簡単ですが、現実はそれほど単純ではありません。悪意のある挙動その
ものが無限に変化することが問題です。 

急増する Office エクスプロイト
最近の最大の変化は、「コンパイル済みアプリケーション」の本来の意味で「実行可能」ではない
ファイルをアナリストがどう扱うのかが変化したことです。その分かりやすい例が Excel スプレッ
ドシートなどの Office 文書です。スプレッドシートには、実行コードによく似たものが Microsoft 
Office の「マクロ」形式で含まれていたり、Excel に影響を与える既知のセキュリティ脆弱性を攻
撃するエクスプロイトが含まれている可能性があります。 

図 7：さまざまな悪意のある電子メールの添付ファイル 
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図 8：悪意のある Word 文書が cmd.exe のインスタンスを生成し、cmd.exe が powershell.exe を 
呼び出す

Office 文書は数年前から攻撃の主な標的となっていますが、そのほとんどは文書に埋め込まれたマ
クロのスクリプトコードをユーザーが有効化する必要があります。この数年間攻撃者は、悪意のあ
るマクロスクリプトを阻止するための保護機能を無効にする特定の手順を標的ユーザーに実行させ
る文書を作成し、改良することに相当の労力を費やしてきました。Office スイートでは警告プロン
プトが数回表示されますが、それでもユーザーは、インターネットからダウンロードした、あるい
は電子メールに添付されていた Office 文書のスクリプトを有効にしたり「プレビューモード」を
オフにしたりします。 

一部の組織や環境では、グループポリシーオブジェクトを強制的に使用させることで、Office スイー
ト内のマクロスクリプトコンポーネントを完全無効化したり、ユーザーによる変更を禁止したりし
て、悪意のあるマクロスクリプトが誤って、あるいは意図的に実行されるのを防止しています。し
かし、これだけでは Office 文書の活動を確実に抑止することはできません。

犯罪者は、「ビルダー」と呼ばれる特殊なツールを使用して、上記のような悪意のある文書を生成
します。ビルダーはエクスプロイトコードやマクロを文書ファイルに書き込むことができます。過
去 12 か月間にビルダーの作成者は、長年使用してきた古いエクスプロイトから劇的な転換を果た
しています。SophosLabs が最近実施した悪意のある文書に関する調査で対象となったサンプルの
うち、2017 年より前のエクスプロイトは 3% 未満でした。

この 1 年間、ランサムウェアやキーロガーなどの多様なマルウェアを配布する目的で、Excel など
の Office アプリケーションの脆弱性を攻撃する最新のエクスプロイトを利用する攻撃者が増加し
ています。 

エクスプロイトの 
使用率
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デフォルトでインストールされている Excel のコンポーネントである数式エディタの脆弱性は、ス
プレッドシートを開くだけで悪用が可能で、マシンが感染する危険性があります。有効にする必要
があるマクロスクリプトもないため、ユーザーがこの一文を読んでいる短い時間に攻撃は進行し、
完了することも珍しくありません。

Microsoft では、これらの脆弱性 (CVE-2017-11882 または CVE-2018-0802) が存在している
ことを認識し、2017 年中頃には Office スイートの各製品の更新を公開しましたが、 すべてのユー
ザーがすべての更新を適用した訳ではなく、また、テストを実施するために更新の導入を遅らせる
組織もあります。通常 Microsoft が 1 つ以上の更新パッチを公開した結果として、ある脆弱性 ( ま
たは PoC エクスプロイト ) が一般に認知されてから、潜在的な被害者が当該のパッチを適用する
までの期間は危険です。 

Threadkit によって配信された 
ペイロード

EQN_kit1 によって配信された 
ペイロード

その他
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SophosLabs が最近分析した悪意のある文書の 4 分の 3 は、たった 3 つのビルダーによるもので
した。各ビルダーは、注目すべきいくつかのマルウェアで頻繁に使用されているようです。
Threadkit は、Trickbot マルウェアで好んで使用されるビルダーですが、FareIt マルウェアと 
LokiBot マルウェアの攻撃者は主に EQN_kit1 というビルダーを使用します。

 
リスクの高いファイルタイプ

ファイル拡張子 ファイルタイプの説明 Windows コンポーネント
.CHM コンパイルされた HTML ヘルプ HTML Help Executable (hh.exe)

.CMD Microsoft コマンドファイル シェル

.CPL コントロールパネル シェル

.DOTM マクロ対応の文書テンプレート Word.exe

.HTA HTML アプリケーション Windows Script Host (wscript.exe)

.JAR Java アプリケーション java.exe

.JS JavaScript Windows Script Host (wscript.exe)

.LNK Windows ショートカット シェル

.PIF Program Information File  
( プログラム情報ファイル )

シェル

.PS1 PowerShell スクリプト powershell.exe

.SCF シェルコマンドファイル シェル

.VBS Visual Basic Script Windows Script Host (wscript.exe)

.WSF Windows Script File Windows Script Host (wscript.exe)

この 2 年間で、危険とみなされるファイルの範囲は拡大し、現在では幅広い Windows ファイル
のタイプまでが対象となっています。なお、すべてのタイプが実行ファイルな訳ではありません。
下記の一覧は、数多くのマルウェアや Windows コンピュータに対するその他のサイバー攻撃で確
認されている、従来型の .exe アプリケーション以外の主要なファイルタイプです。 

これらのファイルタイプを悪意のある電子メールメッセージと併用した場合、圧縮ファイル形式 
(.zip、.rar、.ace、.gz など ) に含まれていることが多く、さらに自動検出を迂回できるようにパ
スワードで保護されている可能性もあります。

ラテラルムーブメント：EternalBlue エクスプロイトの広がり
WannaCry 攻撃と NotPetya 攻撃では、ネットワーク対応型のワームが同じネットワーク内の他
のマシンに高速で拡散するのが特徴的でした。しかし、EternalBlue の情報が公開された直後に 
Microsoft が Windows マシンの脆弱性を修正する更新を公開したにもかかわらず、2018 年も終
盤になった今、広範なマルウェアエコシステムにおいて EternalBlue エクスプロイトが使用され
ていることが SophosLabs によって確認されています。
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WannaCry ランサムウェアのペイロードは、Shadow Brokers によるリーク後に初めて 
EternalBlue が広範囲で使用されたことで知られていますが、EternalBlue エクスプロイトによっ
て拡散される悪意のあるソフトウェアはランサムウェアだけではありません。

EternalBlue を当初採用したのは、意外にもクリプトジャッキングのサブカルチャーでした。クリ
プトマイニングは、多大な労力が必要な活動であり、価値を生み出すには時間だけでなく処理能力
も必要です。高速プロセッサは高価なうえに、長時間にわたって高出力で稼働させると、消費電力
の増加やデバイスへの過負荷を原因とするハードウェア障害など、追加コストが発生します。マイ
ニングソフトウェアがより身近になった直後から、悪意のあるマイナー ( 暗号通貨の採掘者 ) は自
身の利益のために他のユーザーのマシンを利用しようとし始めました。  

多数のコンピュータが存在するネットワーク全体に暗号通貨をマイニングするコードを一斉に拡散
することができれば、( 当然ながらクリプトジャッキングされているマシンの所有者ではなく、攻
撃者であるマイナーに ) 利益がもたらされます。10 台のマシンで 1 台のマシンの 10 倍の暗号通
貨の利益が生み出される場合、同じマシン 100 台でマイナーツールを実行すれば、10 倍の利益を
得られることになります。 

EternalBlue とクリプトマイニングソフトウェアが結合したことで、「迷惑な趣味」だった活動が
収益性の高い犯罪行為へと変化しました。ラテラルムーブメントによる拡散が可能ということは、
さらに数十から数百台のマシンに自身をコピーして、その全てのマシンで得た報酬を攻撃者のアカ
ウントに送信できることを意味します。一方で被害者のユーザーは、CPU の高速稼働による高額
な電力コストを負担しなくてはならないうえに、過負荷が原因でコンピュータは消耗します。

クリプトマイニングマルウェアはこの 2 年間に、攻撃で最も多く見られるマルウェアの 1 つにな
りました。また、月間の検出数に関しては、ランサムウェア、一般的な RAT、パスワード窃取マルウェ
アと共にランキングに入っています。クリプトジャッキングマルウェアは複数のプラットフォーム
に対応している可能性があるため、潜在的にインターネット接続しているすべてのデバイスに影響
を与えます。 

EternalBlue 攻撃を阻止するには、お使いの Windows コンピュータにパッチを適用してください。
ただし、毎日のように新しいエクスプロイトは発見されており、クリプトジャッキングマルウェア
によってルータ、ネットワーク接続ストレージデバイス、または Wi-Fi アクセスポイントが悪用さ
れる可能性がありますので、これらのデバイスのファームウェアアップデートを必ず適用する必要
があります ( また、デバイスで使用されているデフォルトの管理パスワードも変更してください )。
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いくつかの戦いで負けたとしても、 
最後に勝つのは私たちだ
プリンシパルリサーチサイエンティスト、Chet Wisniewski

コンピュータセキュリティ業界の仕事は、気が滅入るとまでは言えなくても、非常に困難な仕事で
す。来る日も来る日も、侵入を受けた、ハッキングされた、盗まれた大量のクレジットカード情報
がダークウェブで販売されていたなどのニュースが報じられ、最新の攻撃方法に対応して IT 資産
を保護するための戦略全体を見直すことを余儀なくされています。

そのような時には、絶望的な気分になったり、対策する意味が本当にあるのかと疑いたくなります。

人は犯した失敗で自分自身を評価する傾向があります。また、誰も自分の成功を祝ってはくれませ
ん。順調に進んでいるかどうかが唯一分かるのは、何も起きていないときです。これは性質上、誰
でも簡単に測定できるものではありません。 

犯罪対策が功を奏していると唯一感じられるのは、犯罪者が戦術を変えたときです。戦術を変えた
のは、利益を増やす賢い方法を発見したからでしょうか。それとも、私たちの防御策が向上したた
めに、新しい方法を見つけない限り犯罪を実行できなくなったからでしょうか。

図 9：2018 年 10 月 20 日現在のデータ、提供：LetsEncrypt.org

8 年前、インターネットの大部分は暗号化されていませんでした。基本的にプライバシーはなく、
誰もがすべてを見ることができました。Eric Butler という男性が Firefox ブラウザ用のプラグイ
ン Firesheep を公開しましたが、これを使用すれば誰でも Google、Facebook、Twitter、Flickr 
などの人気サイトからのログイン情報を盗むことができました。その約 3 年後、エドワード・スノー
デン氏が NSA から盗まれた情報をリークしました。この情報には、NSA ( 米国家安全保障局 ) が
暗号化されていない大量のデータを収集していたことが記録されていました。

全ユーザー 
ドイツユーザー 
米国ユーザー 
日本ユーザー
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それからわずか 5 年後の現在、インターネット全体の 50% 以上が暗号化され、「すべての」ネッ
トワークトラフィックの約 80％ が暗号化されています。これは素晴らしい成功です。

人はセキュリティに注意を払い、脅威を認識すると、措置を講じるものです。 

ほんの数年前、パーソナルコンピュータの主な感染経路は、不正な Web サイトや不正な広告から
送信されたエクスプロイトによるドライブバイダウンロードでした。何年もの間、多くの人と話す
機会のあるセキュリティ業界関係者は、迅速にパッチを適用すること、そしてサイバー攻撃者にとっ
て都合のよい不要なプラグインやソフトウェアを削除することを推奨してきました。 

ゆっくりとではありますが、ユーザーは確実にこうしたアドバイスに耳を傾けるようになり、
Adobe Flash、Oracle Java、Adobe Acrobat Reader を自分のコンピュータから削除し始めまし
た。ブラウザベンダーと自社のブラウザアドオンがエクスプロイトの標的になっていた企業は、ユー
ザーへの通知やユーザー操作を省いた自動更新を開始しました。また、Microsoft はセキュリティ
修正プログラムの可用性を通知する明確で一貫した方法を確立しました。

犯罪者は次の手を考えなくてはならなくなりまし
た。もはや、標的としたコンピュータにマルウェア
をインストールするのに、パッチ未適用の脆弱性や
何年も前のエクスプロイトを使用することはできな
くなりました。現在犯罪者たちは、人間を騙して
悪意のあるメールの添付ファイルを実行させると
いう、ソフトウェアの脆弱性ではなく人間の脆弱
性を悪用する方法を選択するようになっています。
Center for Internet Security (CIS) による調査で、
現在では不正な広告や「ドロップされた」マルウェ
アは感染全体のほんの一部にすぎないことが分かっ
ています。

私たちの仕事は重要です。犯罪者が新しい方法を探さざるを得ないようにする効果があります。ま
た、防御する側として、攻撃者の変化から学び続け、自身の防御策を強化させる必要があります。
犯罪者は組織化されており、攻撃から身を守れる可能性があるとしたら、私たちも組織化し、共有
し、協力して強力な防御策を確立しなければなりません。攻撃に必要なスキルのハードルを高める
ことによって、攻撃を成功させにくくし、さらには、多くの潜在的犯罪者がそもそも攻撃者に仲間
入りするのを防止できる可能性があります。

セキュリティに注意を払い、 
脅威を認識することで、 
対策を打つことが可能に 
なります。

https://www.cisecurity.org/blog/top-10-malware-september-2018/
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衰えを知らないモバイルマルウェアと  
IoT マルウェア

モバイルマルウェアという持続型の増大する脅威
Windows オペレーティングシステムで実行されるマルウェアの数は、他のどのプラットフォーム
も大幅に上回っていますが、携帯電話やタブレットなどの Android/iOS デバイスにマルウェアア
プリを感染させる攻撃を受けるモバイルデバイスのユーザーは増加しています。結局のところ、ユー
ザーの多くは、連絡先リスト、パスワードマネージャー、ソーシャルメディアアカウント、SMS 
テキストメッセージ、2 要素認証アプリなど、最も重要な情報を保護する目的で、ポケットに入れ
て持ち運びするこれらの高性能コンピュータを使用しています。

かなり前から、人気アプリの悪意のあるバージョンがサードパーティ製アプリのストアで大量に見
つかるようになっていまます。このようなストアでは、正規アプリの海賊版やトロイの木馬版が配
布されていることがあります。正規のアプリストアを使用するのが常識ですし、ソフォスも正規ス
トアを推奨しますが、このアドバイスだけでは不要なアプリからユーザーを守ることができない場
合があります。 

Google と Apple の 2 社がアプリ配信で提供しているのは閉鎖型のエコシステムであり、新たに
アップロードされたアプリの中に悪意のあるコードスニペットが含まれていないか事前にスキャン
しています。しかし、この方法は完全ではありません。悪意のあるアプリ開発者はシステムを熟知
しており、開発した不正なアプリを Google Play Market や Apple App Store に表示されること
ができます。 

Android: 善玉、悪玉、卑劣漢
Android プラットフォームは長い間、悪意のあるアプリ開発者にとって人気の標的となっています。
Android プラットフォームのオープン性と開発者の参入障壁の低さは、以前から両刃の剣であり、
アプリを容易に構築して機能させることができます。  

Google では 2018 年に Android プラットフォームを標的とした数多くの攻撃キャンペーンを追
跡しました。たとえば、そうした攻撃の 1 つであるトロイの木馬アプリは、銀行口座の認証情報
や他のサービス ( 電子メールなど ) のパスワードを窃取し、SMS メッセージを傍受・送信し、所
有者の連絡先リストを抜き取り、さらにはバッテリー節約ユーティリティを装って暗号通貨のマイ
ニングを実行します ( 実際には、クリプトマイニングマルウェアの実行は携帯電話のバッテリーを
最も消費する行為です )。 

Android プラットフォームに影響を与える異例の攻撃
フィッシング・イン・ザ・アプリ：SophosLabs では、犯罪者が Play Market のソースコードチェッ
クをバイパスする方法を発見しましたが、それはアプリそのものには不正なものを組み込まずに、
フィッシングサイトのブラウザウィンドウになるアプリを作成するという方法でした。この場合の
アプリは、フィッシングサイトと連携して設計されているため、ユーザーエクスペリエンスはシー
ムレスなものでした。
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図 10：実際のアプリとの区別は事実上不可能なフィッシング・イン・ザ・アプリ攻撃

このようなアプリは、銀行口座管理ツールとして販売されていました。アプリの中には、見た目が
そっくりで、目標とする銀行のロゴをそのまま使用しているものもあれば、「e-ATM」を自称し、
銀行に行かなくてもデビットカード情報を入力すれば宅配業者が現金を届けるというサービスを約
束するものもありました。

このアプリに含まれていたのが Android Webview ブラウザを呼び出すコードとロゴのグラフィッ
クスや画像だけであったため、Google が定めた安全性チェックをパスしていました。 



SophosLabs 2019 年版脅威レポート

22

サプライチェーンへの侵入：インターネット掲示板で見つけた手掛かりを追ったところ、正規アプ
リのトロイの木馬版を発見しました。このアプリは、小さな携帯電話メーカーの工場出荷ファーム
ウェアに組み込まれ、携帯電話を購入した顧客に出荷されていました。Sound Recorder という名
前の元のアプリは、本来の目的とは異なるコードが組み込まれ、密かに SMS メッセージを傍受し
て送信できるように改ざんされていました。

図 11：安価な携帯電話の工場出荷時のファームウェアイメージに組み込まれている 
無害な音声録音アプリに追加された悪意のあるコード

どこから侵入されたのかは不明です。この携帯電話メーカーは、ファームウェアイメージのホスティ
ングを自社の Web サイトではなく、無料の匿名ホスティングサービスを利用して行っています。
アプリ自体は、携帯電話メーカーとは別のサードパーティ企業によって開発されたもので、ソース
コードが携帯電話メーカーに納入される前にハッキングされた可能性があります。 

このアプリの悪意のあるバージョンは、さまざまな場所でサプライチェーンに挿入されている可
能性があります。どのアプリストアでも提供されたことは一度もなく、安価な特定のモデルの 
Android 携帯の特定のファームウェアイメージにのみ存在していました。
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ゲームやユーティリティに潜むクリプトマイニングコード：SophosLabs チームが通常のモバイル
マルウェア探しをしていた際、ユーザーに通知せずにアプリ内にクリプトマイニングコードを組み
込むアプリの数が急増していることに気付きました。このコードは、アプリ自体が実行されている
かどうかに関係なく実行され、携帯電話などのデバイスのバッテリーを絶えず消費します。

クリプトマイニングマルウェアは複雑な数学的演算を繰り返し実行することにより、プロセッサに
負担をかけます。これが継続的に実行される携帯電話のバッテリー寿命は、クリプトマイニングコー
ドを実行していない同一モデルと比較して、大幅に短くなるようです。 

マイニングコードは本質的に悪意のあるコードではないため、Google などによるチェックを逃れ
る可能性があります。実際、マイニングコードの中には、厳密に言うと「アプリ内」には存在して
おらず、外部の Web サイトでホスティングされている JavaScript ベースのマイナーで、アプリ
から呼び出さるものもあります。

アプリに埋め込まれた広告のクリック詐欺マルウェア： 驚くべきことに、広告詐欺は現在最も収益
性の高い犯罪活動の 1 つであり、モバイルアプリがその重要な部分を担っているようです。世界
広告主連盟 (WFA：World Federation of Advertisers) が発表したデータによると、不正に「クリッ
クされた」広告に対する広告主のコストは、年間 190 億ドルに達する、と広告業界は推定してい
ます。 

広告主は広告を表示する広告ネットワークに料金を支払い、その後多くの場合、ユーザーが広告を
クリックして広告主の Web サイトにアクセスすると別料金を請求されます。広告ネットワークは、
広告主から支払われた金額の一部を、アフィリエイト ( 基本的に、料金の一部を受け取る代わり
に広告を掲載することに同意した請負業者 ) に支払います。クリック詐欺とは、犯罪者が広告ネッ
トワークにアフィリエイトアカウントを作成し、アフィリエイトが掲載した広告を実際には誰もク
リックしたこともなければ見たことさえないにもかかわらず、何千人ものユーザーがその広告をク
リックしたかのように偽装する自動ソフトウェアを使用する犯罪です。  

この問題の大きな原因は、Windows コンピュータに影響を及ぼすマルウェアにあります。しかし、
WFA の推定では、サイバー犯罪にとどまらず麻薬取引以外のあらゆる種類の組織犯罪と比較して
も驚異的に収益性の高いこの犯罪活動において、モバイルアプリの重要性は高まっています。クリッ
ク詐欺に関与しているアプリのモバイルユーザーからは、「バッテリー寿命が短くなった」、「モバ
イルデータを常に使用している」などのさまざまな問題が報告されています。

図 12：Android アプリ内から JavasSript のマイナーを呼び出すクリプトジャッキングコード 
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IoT への攻撃
これまでインターネット接続していなかったデバイスが接続するようになり、家庭や企業での導入
が増えるにつれて、犯罪者は IoT デバイスを乗っ取って、巨大なボットネット攻撃のノードとし
て悪用する新しい方法を考案し続けています。犯罪者はそうしたボットネットを利用することで、
DDoS 攻撃、クリプトマイニング、スパイ活動やデータ窃取を目的としたネットワークへの侵入が
可能になります。さらには、デバイスを使用不能にする「ブリッキング (bricking)」をしたり、完
全にオフライン化したり、機能を復元する代わりに身代金を要求したりすることもできます。

このタイプの攻撃は、何か大きな問題が発生しない限りデバイス自体が影響を受けることはまれで
あるため、検出は困難です。多くの場合、IoT デバイスを標的とするマルウェアはデバイスに潜伏
し続けることができません。したがって、電源のオフとオンを繰り返すだけで、デバイスは「クリー
ン」な状態になります。ただし、この方法は常に実行可能でも実用的でもありません。また、最初
にデバイスに感染した方法が何らかの方法で抑止されていなければ、デバイスが再び感染するのは
時間の問題です。

SophosLabs は 2018 年、IoT デバイスを標的とした攻撃件数の大幅な増加を観測しました。多
くの場合、同じクラスまたはブランドのデバイスで使用されているデフォルトパスワードを変更す
るだけで再感染を防止できましたが、特筆すべきケースがいくつかありました。

VPNFilter：2018 年に家庭 / 小規模ビジネス用のさまざまなネットワークデバイスに影響を及ぼ
すマルウェアが発見されたことで、デバイス内に常駐し、時にはデバイスを恒久的に破壊するマル
ウェアの潜在的影響力を私たちは痛感させられました。VPNFilter は当初、家庭用ルータファミリ
で実行される心当たりのないプロセスとして発見されました。 

図 13：家庭用ルータ TP-Link で実行される VPNFilter  
(IPify というサービスを呼び出し、パブリック IP アドレスを確立 )
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このマルウェアは、以下の点で他の IoT ベースのマルウェアとは異なっていました。 

まず、特定のタスク（ルータを通過するデータの抽出やデバイスのファームウエアの完全消去など）
を呼び出して実行するプラグインコンポーネントが揃っており、拡張性が高い点です。 

第 2 に、デバイスの脆弱性に対して非常に的を絞ったエクスプロイトを使用することで、デバイ
スに常駐化することが判明しています。 

VPNFilter は C&C に対して新しいアプローチを採用しているため、分析はさらに複雑なものにな
りました。VPNFilter は、有名な写真共有サイトにアクセスし、命令が埋め込まれたモデルの写真
をダウンロードするという方法で、命令を受け取っていました。

Mirai とその後継となるマルウェア：2016 年にソースコードが公開された Mirai ボットネットは、

図 14：感染したルータが C&C の Photobucket ディレクトリへのアクセスを試みた時にキャプチャした 
VPNFilter のネットワークトラフィック
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ネットワークデバイスの特定のモデルに対してエクスプロイトを使用して、自動的に拡散し、感染したデ
バイスをボットネットに追加していました。このボットネットは、Web サイトに対する DDoS 攻撃で使用
されました。

Mirai は今も存続していますが、後継となるボットファミリーもいくつか登場しています。その中には、
Aidra、Wifatch、Gafgyt など、Mirai のコードスニペットを利用しているものもあります。これらのボッ
トネットのインフラストラクチャを運用している犯罪組織は、これまでに幅広いネットワークデバイスを
標的とする自動攻撃を開発してきました。標的となるデバイスは、現在では安価なルータにとどまらず、デー
タベースサーバー、企業レベルのルータ、ネットワーク化された CCTV カメラ、DVR システムにまで広がっ
ています。Wifatch の特徴は、一種の自警団のように振る舞う点です。このタイプのボットが持つワーム
のような機能を使用して脆弱なデバイスに感染した後、デバイスの所有者に今後の攻撃からデバイスを保
護するよう警告します。

まとめ
お使いのデバイスやネットワークにすぐに適用できるアドバイスがいくつかあります。

ランサムウェアが無くなることはありません
手動で実行される深刻なランサムウェア攻撃の多くは、管理者が Windows コンピュータのリモートデス
クトップ用のファイアウォールに何らかの穴を開けたことを攻撃者が発見したタイミングで開始されてい
ました。こうした簡単な抜け穴を塞ぐことが、この種の攻撃を防止するうえで非常に有効です。RDP を使
用する必要がある場合は、VPN トンネル経由になるように設定してください。 

多要素認証は、盗まれた認証情報の悪用を防止するのに驚くほど効果的なツールです。現在多要素認証を
使用していない場合は、使用をお勧めします。

ネットワーク管理者は、ドメイン管理者の認証情報の使用を、専用マシンやこの目的だけに使用されてい
るマシンに限定する必要があります。

図 15：自動化された攻撃によって発行された、ハニーポットの SQL サーバーに対する悪意のある  
MS-SQL コマンド (SQL サーバーに対し、Mirai ボットネットと関連のある URL から悪意のある 
ファイルをダウンロードするよう命令している )



SophosLabs 2019 年版脅威レポート

Oxford, UK
© Copyright 2018. Sophos Ltd. All rights reserved.
Registered in England and Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, UK
Sophos は、Sophos Ltd. の登録商標です。本書に記載されている製品や企業名はすべて各所有者の商標または登録商標です。

2018-11-15 TR_NA (GH)

ソフォス株式会社営業部
Tel:03-3568-7550
Email: sales@sophos.co.jp

マルウェアの主な感染経路は悪意のあるスパム
多くのマルウェア感染は電子メールメッセージから始まります。電子メールメッセージには、リン
クや添付ファイルが含まれている場合もあれば、そうでない場合もあります。少なくとも、マルウェ
アは Office ドキュメントのように危険だと思われにくいファイルを利用して感染プロセスを開始
する可能性があることを忘れないでください。 

基本対策を実践する
パスワードマネージャーを使用し、パスワードの使い回しはしないでください。最新のオペレーティ
ングシステムのパッチ、およびアプリやソフトウェアの更新は常に適用してください。家庭用ルー
タ、モデム、ネットワーク接続ストレージサーバーなどの管理者パスワードはデフォルト値から変
更してください。携帯電話ではパスコードまたはパスワードを設定しましょう。多要素認証を使用
できるデバイスでは、必ず多要素認証を使用しましょう。注意を怠らず、疑わしい未知のファイル、
メッセージ、またはリンクについては直感を信じてください。 

本レポートの作成に協力いただいた研究者の方々は以下のとおりです。
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