2022年版ソフォス脅威レポート

相互に関連した脅威が、
相互依存の世界を狙う

監修 SophosLabs、Sophos Managed Threat
Response、Sophos Rapid Response、Sophos AI
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Joe Levy
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最高技術責任者より

今までのサイバーセキュリティ製品は、主に悪意のあるコードがコンピュータに到達し、実行
されるのを予防することに重点を置いていしました。
フロッピーディスク上の迷惑なウイルスを
除去するマニアのプロジェクトとして始まったものが、
インターネットに接続された現代社会の
コンピュータを保護することを目的とした、数十億ドル規模のサイバーセキュリティ業界へと発
展しました。

しかし、私たちの理解が深まるとともに、予防は完璧ではないという理解が、不完全さと無益さ
を混同した、
ある種の挑発的な屈服に変わっていくのを目の当たりにしました。

過去 10年間で、検知の方向に振り子が大きく振れたことで、必要とされていた検知能力の急速
な成熟が促され、
その結果、私たちは良い方向に向かっています。
しかし、
その目的に向かって進
展してきた過剰修正をそろそろ均衡状態に戻す必要があります。

ソフォスは、
サイバーセキュリティ向けの主要な SaaS (Software-as-a-Service) プラットフォーム
として、
コンピュータから悪意のあるコードや命令を検出、
ブロック、削除するという使命が揺ら
ぐことは一度もありません。
この18カ月の間に、
ソフォスは変革の時期を迎えています。
それは、防止側から検知側へと振り
子を一気に振るのではなく、
その振り子を中央に戻すことです。
マルウェアの問題だとか攻撃者
の問題だとは考えていません。
両方の問題であると考えています。
特に、1台のコンピュータが望ましくない命令を実行することで、犯罪者が業界全体の身代金を
要求するのに必要な足場を得ることができるこの時代では、
「百の治療より一の予防」
という意
味が、
これまで以上に重要になっています。

現在の攻撃の展開速度には、攻撃者のスピードを減速させる障害物を与えることがさらに重要
になります。
これは、24時間 365日、数秒や数分でハンズオンキーボードを必要とするような攻
撃システムは失敗するからです。
私たちは、危害を加える攻撃者に如何なる危害も許すべきでは
ないと考えるため、予防を諦めていません。

ソフォスが、攻撃者の行動をリアルタイムで可視化するプラットフォームを構築している一方、常
にマルウェアを排除するツールを改良しているもう一つの理由は、攻撃の量が膨大だからです。
限られたリソースを節約して、人的対応が必要な大規模で破壊的な攻撃に集中できるようにす
るためには、予防が不可欠です。

予防機能を向上させることで、
多くの脅威を排除し、
特に注意が必要な脅威だけ明らかにします。
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2020年に Rapid Response サービスを導入し、
ハンズオンキーボード攻撃者の継続的な脅威に
市場が対処できるようにしました。

早期の攻撃中断を目的とした振る舞い検知ロジックやテクノロジーにおける SophosLabs によ
る多額の投資の組み合わせにより、手遅れになるまで発見されなかったであろう攻撃から何百
もの組織のお客様を保護してきました。

2021 年には、使い慣れた Sophos Central インターフェイスを使用して、XDR (Extended
Detection and Response) 製品や MTR (anaged Threat Response) サービスを強化する SaaS
セキュリティ運用プラットフォームである適応型サイバーセキュリティエコシステム(ACE) を立ち
上げました。
これにより、
エンドポイント、
サーバー、
ファイアウォール、
クラウドワークロードから
リアルタイムのテレメトリを取得できるようになり、
お客様や MTR および Rapid Response チー
ムは攻撃者よりも優位に立つことができるようになりました。

テクノロジー業界では、
「シフトレフト」
という用語を使用します。
これは、企業が問題を後回しに
するのではなく、早い段階で問題に取り組むことができれば、多くの時間、
コスト、負債を節約で
きることを意味します。
開発プロセスの最後にセキュリティを導入した場合、
アプリケーションを
効果的に保護することはできません。
また、
システムやネットワークを効果的に保護するために
は、
より優れた予防が可能であるという考えに身を任せたり、予防や検知のどちらか一方だけで
情報セキュリティの最新の問題を解決できると考えたりしてはいけません。

ソフォスは、
マルウェアが害を及ぼす前にそれをブロックして削除する業界をリードするテクノ
ロジーに投資しながら、画期的なクロスプラットフォーム検出機能の開発に力を注いでいます。
これがソフォスのシフトレフト計画の第一歩です。

ソフォスは 5年間、透明性と科学的厳密性の強力な原則に基づいてデータサイエンスの運用を
構築してきました。
データサイエンスチームは、組み込み型の機械学習マルウェア検出の設計を
支援しました。
これにより、無害なファイルとマルウェアを識別する機能が向上し、誤検知を減ら
して通知を回避した可能性のある新しく、
これまでに見たことがない悪意のあるコードを検出し
ます。
データサイエンスチームの次のステップは、
適応型サイバーセキュリティエコシステムを活用して
情報を収集し、
セキュリティ運用のガイドに役立つ最初のセキュリティ運用レコメンデーション
エンジンをトレーニングして業界に提供することです。
レコメンデーションエンジンは、
現在の
日常生活の中で使用されており、
購入したい商品や見たいテレビを案内してくれます。
これは、
私たちの生活を無数の方法で便利にしてくれます。
セキュリティレコメンデーションエンジンは、
ネットワークやコンピュータを保護する人々の代わりになるものではありませんが、
インシデント
の優先順位付け、
トリアージ、
対応に関する意思決定を導くのに役立ちます。

私たちはアテンションエコノミーの中に存在しています。
単一のベンダーが業界のサイバーセ
キュリティのスキル不足を解決することはできませんが、人々の関心や注目を最適化することは
できます。

ソフォスは、業界で最も信頼性が高く、最も透明性が高く、
そして最も科学的厳密性の高いサイ
バーセキュリティ企業であるという原則に基づいて運営されています。
AI で強化されたセキュリ
ティ運用のガイダンスに従って、攻撃緩和の所要時間を数週間から数日、数分へとシフトするこ
とで、セキュリティ業界に変革が起こり、
サイバー犯罪者は常に不利になると考えています。
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ランサムウェアの今後

ランサムウェアは、
サイバー犯罪のエコシステムの主なサービスとなっています。
ランサムウェアは、最も損害を与え
る可能性が高く、
コストのかかるマルウェア攻撃の 1つであり、
インターネットの カイザー・ソゼ (映画の中の伝説的
なギャング) のようにほとんどの管理者に眠ることを許さないような攻撃を行います。
2022 年に向かって、
このビジ
ネスモデルは、今後 1年間持続し、
さらには成長する可能性のあるいくつかの変化がありましたが、
ランサムウェアが
減速する兆候は見られません。

ランサムウェア・アズ・ア・サービスは、単独グループによる攻撃を包含

過去 18ヶ月間、Sophos Rapid Response チームは、
ランサムウェア攻撃に関連する数百件のケースを調査、修正す
るように求められています。
もちろん、
ランサムウェアは新しいものではありませんが、
この期間中にランサムウェア
の状況に大きな変化がありました。
ターゲットはますます大規模な組織に移行し、攻撃の仕組みを決めるビジネス
モデルも変化しています。

ソフォスが確認した最大の変化は、独自のランサムウェアを作成し、
それを使って組織を攻撃する
「垂直指向型」の脅
威アクターから、
あるグループがランサムウェアを作成し、
そのランサムウェアの使用を、
ランサムウェア作成者とは
異なるスキルセットを必要とする仮想的な不法侵入の専門家に貸し出すモデルへと変化したことです。
このランサム
ウェア・アズ・ア・サービス (RaaS) モデルは、予測できなかった方法で状況を変えました。

Sophos Rapid Response、
インシデント対応の関与理由 2020 - 2021
その他のマルウェア 5%
マイナー 3%

データ窃盗 3%

Web シェル 4%

Cobalt Strike 6%

ランサムウェア 79%

図 1.ランサムウェア攻撃の対応は、過去 1 年間に Sophos Rapid Response チームが関与していたインシデントのほとんどを占めていますが、
すべて
を占めているわけではありません。
また、Cobalt Strike Beacon、Cryptominer、
さらには Web シェルを削除することで (特に ProxyLogon とその後
の ProxyShell の悪用の公表後の数日間に) 特別な注意を促しました。
その結果、多くのユーザーが Web シェルの危険性についてすぐに理解できる
ようになりました。

例えば、同じグループがランサムウェアを使用して巧妙に作成し、攻撃した場合、
これらの脅威アクターは独自性の
ある攻撃方法に関与する傾向がありました。
あるグループは、
リモートデスクトッププロトコル（RDP）のような脆弱
なインターネット向けサービスの悪用を専門とし、別のグループは以前に別のマルウェアグループによって侵害され
た組織へのアクセス権を購入する可能性があるのです。
しかし、RaaS モデルでは、攻撃がどのように行われてるかと
いう細かな点でこれらのすべての違いが混同し、
インシデント対応者が攻撃の背後にいる人物を正確に特定するこ
とがさらに困難になっています。
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2021年、Conti RaaS サービスの不満を抱いているアフィリエイトは、
ランサムウェアの作成者による扱いに納得がい
かず、豊富なドキュメントとガイダンス (主にロシア語で書かれた) を含むアーカイブを公開しました。
これは、
ランサ
ムウェア攻撃を実行するために必要な手順で攻撃者に
「アフィリエイト」を指示するように作られています。
これらの
ドキュメント、
およびそれらに含まれるツールを使用することで、RaaS アフィリエイトのほとんどが採用する攻撃方
法に関する詳細を把握できます。
また、なぜソフォスは、一部の例で、
ランサムウェア攻撃中に事実上まったく同じ戦
術、
テクニック、手順 (TTP)を採用している異なる攻撃者グループを予想していたかの理由も明らかにしました。
ランサムウェア TTP のこの
「正規化」は、Conti ドキュメントの広範な公開リリースに対応し、現在、他の RaaS 脅威
アクターに広がっています。
その多くは、Conti マニュアルに従い、
ある程度の成功を収めています。

また、
このマニュアルはソフォスのお客様にも有益なものとなっています。
SophosLabs は、
コンテンツと手順を長い
間分析した結果、特定の一連アクションが、進行中の可能性がある攻撃を示すエンドポイントで検出された際に管
理される挙動検出ルールを向上させることができました。
これにより、
アクティビティがランサムウェア攻撃の前兆の
ように見える場合に、顧客、管理者、MTR サービスに警告するという非常に優れた製品が生まれました。

ソフォスは、2022年以降も、RaaS ビジネスモデルがランサムウェア攻撃の脅威環境を支配し続けると考えています。
このモデルでは、
ランサムウェア構築の専門家が製品を構築し、改良し続ける一方で、
「初期アクセス」
ブローカーの
専門家に強度を増大させながらこのタスクに集中できる能力を提供します。
これらの RaaS 脅威アクターが、少しず
つ防御力の高くなるネットワークに侵入するために新しい方法を開発するのをソフォスは見てきました。
今後もこの
方向に向かっていくと予想されます。

Sophos Rapid Response（2020 - 2021）が調査したランサムウェアファミリ
RaaS モデルの拡大の前兆である Conti 感染率

Conti 16%

その他すべてのランサムウェア
（35 種類の
「ファミリ」
）43%

REvil 15%

Ryuk 9%

Black Kingdom 3%

DarkSide 3%
Maze 3%

Ragnarok 4%

LockBit 4%

図 2.Sophos Rapid Response サービスへの 5 回のコールのうち、ほぼ 4 回はランサムウェア攻撃の結果として発生しました。
その中で、Contiは、
最も一般的なランサムウェアで、関与率 16％ でした。
次に多いのは、Ryuk、REvil、Ragnarok の 3つのランサムウェアで、
これらは合計で攻撃の 28%
を占めています。
残りの 56% のインシデントの中では、39 の異なる名前のランサムウェアに遭遇しました。
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恐喝の拡大

ランサムウェアはバックアップによって決まる。
もしくはそんな格言があれば適切かもしれません。
この言葉の真実
は、過去数年間にランサムウェアスキームに関与した一部の脅威アクターグループが開拓した最も破壊的な
「イノ
ベーション」の 1つ、
つまりランサムウェア攻撃における恐喝の台頭の基礎となりました。

大規模な組織では、
ランサムウェア攻撃は「コストはかかるが、身代金を支払わなくても阻止できる」
と感じてい
ます(攻撃者が暗号化したデータのバックアップをしっかり取っていて、大規模なクラウドバックアップ会社と契約し
てシステムのクローンを維持し、
それに基づいて行動していた場合など)。結局のところ、
たとえば、身代金を支払う
のではなくバックアップから復元することを選択した場合、1日分の仕事を失っただけで、対象組織にとっては完全
に存続可能な、管理可能な損失のみになります。

図 3.Atom Silo は、
多くのランサムウェア脅威グループと同様に、
機密情報の漏洩やファイルの悪意的な暗号化の脅威に関する恐喝に携わっています。

ランサムウェアグループも支払いがされなかった真意を理解しているとを想像する必要があります。
彼らは、平均的
な
「滞留時間」(対象となる組織のネットワークにアクセスできる時間) が数日から数週間になる可能性があるとい
う事実を利用して、
その時間を使って組織の機密情報を発見し、価値のあるすべてを自分たちのクラウドバックアッ
プサービスに移動し始めます。
次に、
ランサムウェア攻撃が発生する際に、2つ目の脅威が発生します。
つまり、支払い
を行うか、
それとも最も機密性の高い内部ドキュメント、顧客情報、
ソースコード、患者の記録などを世界中に公開す
るかです。
これは、悪意のある巧妙な手口であり、
ランサムウェア攻撃者を再び立ち直らせるものです。
大規模な組織は、競合
他社への企業秘密の損失は言及するまでもなく、顧客の反発に直面する以外にも、
クライアントや顧客に属する個
人を特定できる情報の公開を防止できない場合、欧州の GDPR などのプライバシー法の被害者になる可能性があ
ります。
標的となった組織の多くは、
このような情報開示による規制 (または株価の低下) のリスクを負うよりもむし
ろ、身代金を支払う (もしくは保険会社に支払う) ことを選択しました。
もちろん、攻撃者はその機密性の高い競合
データを他社に販売するなどやりたいことは何でもできますが、被害者は抵抗できませんでした。

しかし、
通常の身代金や恐喝では、
被害者が多額の身代金を支払うにはまだ動機が不十分であるケースがあります。
限られた数のケースで、
Sophos Rapid Response チームは、
被害者組織が、
ランサムウェア攻撃者に関連していると
主張する人物からの電話やボイスメールの受信を開始していると報告を受けました。
その内容では、
攻撃者は身代
金の支払いを受け取っていない場合は被害者の内部データを公開するという脅威を繰り返しています。
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さらに、2021年が終わりに近づくにつれ、少なくとも 1つのランサムウェアグループがプレリリース(のようなもの)を
発表しました。
それは、被害を受けた企業のためにランサムウェア攻撃者と交渉する専門会社とは今後一切話し合
いをしないと述べています。
ランサムウェアの標的に向けた明らかな脅迫は次のとおりです。
警察に相談したり、通
報したり、
ランサムウェアの交渉を専門とする会社と協力した場合は、即座に情報を公開します。

しかし、
この厳しい状況の中にも明るい一面があります。
2021年 9月、米国財務省は、
ロシアを拠点とする暗号通貨
ブローカーと暗号通貨市場に対する金融制裁を制定しました。
政府は、
この制裁を、被害者と攻撃者間の身代金支
払いの仲介手段として広く利用されていると述べていました。
このような小さな歩みは短絡的な解決になる可能性
はありますが、ほとんどの組織では、基本的なアドバイスで一致しています。
それは、事後対応をするよりも攻撃対象
領域を強化することでランサムウェア攻撃を回避する方が良いというものです。

ソフォスは、
データの公開に関する恐喝の脅威は、今後もランサムウェアがもたらす全体的な脅威の一部であり続け
ると予想しています。
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マルウェアはマルウェアを生む
Cobalt Strike の台頭

Cobalt Strike は、攻撃者が使用する手法を再現する
「脅威エミュレーション」を目的とした、商業用に生産されたエ
クスプロイトツールスイートです。
2012年に最初にリリースされたこのツールは、組織の防御をテストする
「攻撃的な
セキュリティ」
ツールボックスの一部として、侵入テストをする企業や組織の
「レッドチーム」によって一般的に使用さ
れています。

Cobalt Strike の部分は、
「Beacon」
と呼ばれるバックドアを備えています。
このバックドアは、
コマンドの実行、追加
のソフトウェアのダウンロードと実行、
ターゲットネットワーク全体にインストールされた他の Beacon へのコマンド
の中継を行うためにいくつかの方法で構成できます。
Beacon は、
さまざまな脅威をエミュレートするようにカスタ
マイズできます。
残念ながら、悪用目的でも使用することができます。
実際、Beacon は非常に優れた機能を持ってお
り、犯罪者は、感染したマシンの足がかりとして Beacon を活用するために、
ソースコードにわずかな変更をするだ
けです。

Cobalt Strikeのソースコードのリーク、
ライセンス構造のクラック、
そしてCobalt Strikeのフルバージョンの海賊版
が、製品の本来の顧客層とは全く異なる種類のユーザーの手に渡っています。
これは過去数年間で大きな懸念事項
となっています。

攻撃者の間で人気が高まっている Cobalt Strike Beacon
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図 4.Beacon は Cobalt Strike 攻撃スイートの主要な機能で、Windows マシンに対応するバックドアを提供します。
このマルウェア
は、Trickbot、IcedID、BazarLoaderなどの
「従来の」
マルウェアのペイロードとして登場し、Sophos Rapid Response が調査したハンズオンキー
ボード攻撃インシデントで顕著に利用されています。

ハッキングされた Cobalt Strike のスイートは、
サイバー犯罪のサタデーナイトスペシャル（安価で簡単に入手でき、
小型で隠し持つことができる銃）になりました。
これらのスイートは、闇市場で広く入手可能であり、簡単にカスタ
マイズできます。
インターネット上に利用するための十分なトレーニングとサンプル構成があるため、
サイバー犯罪
者にとって Cobalt Strike を使い始めるのは比較的簡単になっています。
最近では、悪意のある攻撃者は Cobalt
Strike のソースコードにアクセスして、Beacon バックドアを Linux に移植しています。
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その結果、過去 1年間で見てきたランサムウェア事例のほとんどは、Cobalt Strike Beacon を使用したものになって
います。
多くのマルウェア運営者は、
オープンソースのMetasploitフレームワークに関連したバックドアを使用してい
ますが、Cobalt Strike Beaconは、
ランサムウェアのアフィリエイトや、
ランサムウェアの犯罪グループに侵害情報を
販売するアクセスブローカーが好んで使用するツールとなっており、
ランサムウェアの実行に関連していることが多
く見受けられます。
また、
アクセスやラテラルムーブメントの一部として Cobalt Strike を使用している、暗号通貨マイ
ナーの LemonDuck など他のマルウェアオペレーターも見てきました。
場合によっては、
スパムやその他のインストーラの悪意のあるドキュメント、
または Beacon をリモートでインストー
ルして起動できるサーバー攻撃（最近の Atom Silo 攻撃で見たような）によって Beacon がドロップされることがあ
ります。
また、
ネットワークへのさらなる侵入やランサムウェアの実行にBeaconが利用されるケースもあります。

今後もこの傾向が続くと予想しています。
Cobalt Strikeのようなツールを使うことで、
ランサムウェアの犯罪グループ
は、
プレイブックやツールを使って目的達成のためにアフィリエイトを誘導しながら、
オペレーションの規模を拡大す
ることが容易になり、
その結果、Beaconを利用した侵入が増えると考えられます。

マルウェア配信フレームワーク

時が経つにつれて、
ソフォスが「「コモディティ」
マルウェアのトップとして見ているファミリ
（広く配布され、大量にスパ
ムされる）は、
かなり劇的に変化しました。
わずか18か月前、Emotet ファミリは、世界で最も広く普及しているマル
ウェアと見なされていましたが、Emotet の犯罪グループは廃業し、
それ以来、他の競合との間で覇権争いが続いて
います。

Emotetは、
マルウェアの役割を、感染したマシンにリモートアクセスしたり、
パスワードを盗んだりするためのツール
としてだけでなく、
マルウェアのエコシステムの中で誰も予想しなかった役割を果たしていることを前面に押し出し
ました。
これは、原則として主要なインターネットポータルで使用されているものと似ていますが、
マルウェア専用に
使用される一種の犯罪的なコンテンツ配信ネットワーク (CDN) となりました。
その後、犯罪グループは Emotet と契
約を結び、感染した PC にある Emotet の巨大なネットワークに彼らのマルウェアを送り込むことが出来るようにな
りました。

Emotet が終息して以来、SophosLabs は他のいくつかのマルウェアファミリがビジネスモデルをマルウェア配信ネッ
トワークのやり方に切り替えたため、
これに追随してきました。
この動作に最も頻繁に関与しているファミリの 1つが
IcedID と呼ばれています。
IcedIDは、
（Emotetと同様に）何百万台ものPCがマルウェアに感染しているという事実を
利用したスパム配信型のマルウェアファミリで、
その運営者は感染したPCの一部を貸し出して、他のグループのマル
ウェアをそのPCに送り込んでいるようです。
長い間存続してきた TrickBot マルウェアは、
マイクロソフトと法執行機関が協力して、
そのコマンド＆コントロールイ
ンフラの一部を破壊した後も、
マルウェアの配布プラットフォームとして機能していました。
TrickBot はまだ存在しま
すが、
その作成者は BazarLoader と呼ばれる次世代のボットネットを開発しました。
これは、自身のオペレーターと
他のグループの両方に代わってマルウェアペイロードを配信するために使用されます。

同様に、現在は Dridex と呼ばれているマルウェア (しかし元々 Cridex と呼ばれていた) も、ほぼ 10 年前から存在し
てます。
Dridexは、銀行認証情報の盗み出しとして始まり、時が経つにつれて進化して、EvilCorp のマルウェア配信フ
レームワークの中核となりました。

2020年の終わりに、犯罪者は Cobalt Strike のソースコードを盗み、
そのソースコードを Github に公開しました。
前
のセクションで述べたように、Cobalt Strike Beacon は攻撃者が広範囲で使用しています。
したがって、当然のことな
がら、Beacon は、
さまざまなマルウェア配信ネットワークで最も頻繁に遭遇するマルウェアペイロードの 1つです。
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最も広く配布されているマルウェアファミリの多くは、感染したマシンを Cobalt Strike またはマルウェアペイロード
の潜在的な宛先に変えるため、
これらのマルウェアファミリのマルウェア配信フレームワークの側面がなくなる可能
性はほとんどありません。
残念ながら、
このことは管理者やセキュリティチームはマイナーなマルウェア警告でも迅
速に対処する必要があるということを意味します。
感染は、一見取るに足らないものであっても、はるかに破壊的な
サイバー攻撃の始まるである可能性があるからです。

2021年レポートの公開後に減少した Gootloader の検出

悪意のある SEO マルウェアの検出は、分析から数週間以内に急激に低下
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図 5.Gootloader マルウェアは、Google 検索結果を改ざんして拡散させる機能の有効性に依存しています。
2021年 3月 1日にマルウェアグループの
活動に関するレポートが公開された数週間後、
マルウェアローダーが検出されたマシン、
またはマルウェアローダーがファイルレスで感染するために
行う
「リフレクティングローディング」の動作が確認されたマシンの数が激減しました。

ピンポイントターゲティングでショットガン型攻撃

過去数年間で攻撃を 2つの大きなカテゴリに分類することができました。
1 つ目はショットガン型攻撃で、攻撃者は
全員にスパムを送信したり、検索エンジンの最適化（SEO）技術を使用してユーザーを悪意のある Web ページに
誘導したりするものです。
2つ目は、高度な標的型攻撃です。
下調べを行い、標的となる組織、
その組織を構成する人
達、
そしてその中でどの人々が格好の標的となりうるかを事前に知った上で攻撃を行います。

しかし、2021年に、
ハイブリッドカテゴリの出現が見られました。
これは、広範な攻撃により、多くの人々をおびき寄せ
ることを目的としながら、
トラップに遭遇した不運なユーザーが特定の基準を満たした場合にのみ攻撃します。
これ
は直感で分かるようなものではないと思えるかもしれませんが、
犯罪者の観点からは、
ある程度理にかなっています。
マルウェアアナリストが自社のサーバーを調査し続けるのを阻止することができ、
また、セキュリティリサーチャーや
IT管理者に広範囲のキャンペーンを知られないように、攻撃の数を比較的少なくして目立たないようにすることで、
疑惑を減らすことができるからです。
今年は、Gootloader と呼ばれるマルウェアの 1つ例を目にしました。
Gootloader の背後にいる攻撃者は、悪意のあ
る SEO 技術を使用して広範な攻撃を作成し、Google で特定の種類の法的または技術文書を検索する可能性のあ
る潜在的な被害者を誘い込みました。
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しかし、
Gootloader の脅威アクターは、
潜在的な被害者の数を制限するシステムも確立しています。
1 つは、
次の 4 つ
の言語で検索用語をポイズニングすることです。
英語、
ドイツ語、
フランス語、
および韓国語のハングル。
もう 1つは、
IP
ジオロケーションを利用して、
米国やカナダではなく、
オーストラリアからネットにアクセスしているような英語を話す
人を制限するなど、
被害者となりうる人が世界のどの地域からアクセスしているかをフィルタリングしています。

さらに、
スクリプト駆動型攻撃の過程で、犯罪者は標的となりうるコンピュータのハードウェアとソフトウェアのプロ
ファイルを作成し、特定の構成を把握して、
モバイルユーザーや Windows 以外の OS を搭載したコンピュータを閲
覧しているユーザーをリストから追い出すようにします。
最後に、悪意のある SEO の罠に巻き込まれたすべての訪問
者の IP アドレスを追跡し、訪問者の IP アドレスが複数回返されるのをブロックするだけでなく、IP アドレス範囲全
体が繰り返し訪問されるのをブロックします。

また、BazarLoader というマルウェアファミリの拡散を主に担当するもう 1つの脅威アクターグループも、
マルウェア
の拡散に向けて劇的に異なるアプローチをとっています。
脅威アクターは大量のスパムメールに依存していますが、
スパムには添付ファイルや悪意のあるリンクは含まれていません。
実際、
スパムメッセージには本質的に悪意のある
ものはまったく存在しない可能性があります。
その多くは、
メッセージに記載されている電話番号以外に、
それらしき
小売業者に連絡する方法のない、高額な買い物をした際の請求書であるように見えます。
スパム受信者がその番号に電話をかけると、心理的なプロファイリングを発信者に対して行う担当者と話させ、実
際の被害者の可能性になり得る人物か、
またはセキュリティ研究者であるかどうかを判断します。
SophosLabs の
研究者は、
こうした電話を何十回もかけているうちに、電話に応答した人間が、何度も電話をかけてくる番号の発信
者の ID を最終的にブロックすることが分かりました。

しかし、電話をかけてきた人が十分な説得力を持っていれば（適度に怒っていることと、
コンピュータの知識に乏し
い初心者のように振る舞うことが必要なようです）、電話に出たオペレーターは被害者を罠に誘い、解決策ではな
く、悪意のある感染性ファイルを開いて実行させるウェブサイトに誘導し、多くの場合、返金要求を装います。

Gootloader や BazarLoader のような脅威アクターは、攻撃を幅広く拡散し、攻撃の最初の段階を通過したすべて
の品質フィルターアプローチの取り組み方に満足しているようです。
SophosLabs は、
これはマルウェアの配布者が
マルウェアの研究者を阻止するための斬新なやり方であり、
また、
マルウェアが一般の人よりも望ましい被害者の一
部に感染することをより確実にできると考えています。
これらの手法は、2022 以降にマルウェアファミリが出現する
ことで、
より幅広く採用されることが予想されます。

図 6.Gootloader 攻撃は、攻撃者が Google の検索結果に
「ポイズニング (汚染)」
された用語を検索したときに開始されます。
通常は法的文書に関連
する用語です。
悪質なSEOは、攻撃者が管理するWebサイトを検索結果の上位に表示させ、
それらのサイトへの訪問者を、
この偽装された「掲示板」
にそっくりな罠に引き込み、感染するペイロードを送り込みます。
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2022 年以降のセキュリティと AI
2021 年の AI

2021年には、
つい最近まで最先端と見なされた AI テクノロジー (完全に偽造された本物そっくりの画像やテキスト
を生成する AI ) が、専門家以外の開発者にも利用可能となり、攻撃者の欺瞞戦術の辞書に AI テクノロジーを入れ
る態勢ができました。
また、OpenAI や大学レベルのソースコードを作成する Google の AI システムなど、新しい AI
の飛躍が、
サイバーセキュリティゲームのプレイ方法に AI の影響を継続的に与えることを約束した年でもありまし
た。
そして、Google DeepMind により、AlphaFold ディープラーニングアプローチがタンパク構造予測問題を解決し
たことを実証した年でした。
これは、
ヒトゲノムの配列決定と比較される将来性のある研究です。

セキュリティ製品コミュニティでは、機械学習（ML）が現代の検出パイプラインに必須の要素であることを認識し、
ML を従来の検出技術と第一級オブジェクトとして統合することに移行したことで、2021 年は業界におけるパラダ
イムシフトの時代が完成した年でした。
2020年代 (2020-2029) は、ベンダーが特定の保護テクノロジーで機械学習
を使用しているという単なる事実は注目されないでしょう。
それは当たり前のことになるからです。
本当の問題は、企
業の AI 検出ソリューションがどれほど効果的であるか、
そして自動検出ワークフローの向こうで、セキュリティ企業
が AI を使用して開発している新しい機能は何かということです。

脅威アクターにとってますます身近な存在になっている AI

この10年の始まりとともに、AIは専門分野からテクノロジーエコシステムへの移行が進み、先進的な研究所が成功
させたプロトタイプは、善意のソフトウェア開発者と悪意ある攻撃者の両方がすぐにアクセスできるオープンソース
のソフトウェアコンポーネントとなりました。

たとえば、OpenAI が不正行為者による使用を防ぐために 2019 年にロックをかけ、鍵を握っていた OpenAI の GPT2 テキスト生成モデルは、現在、独立した研究者によって複製されており、一般の人が使用できるようにスピンアップ
することができます。HuggingFace や Amazon の SagMaker サービスなどの新興企業が、
コンテンツプロバイダー
向けの一種のポイントアンドクリック AI サービスを開拓しています。

問題解決に優れたより大きなニューラルネットワーク

図 7.「Evaluating Large Language Models Trained on Code (コードに関するトレーニングを受けた大規模な言語モデルの評価)」の研究で、研究者
は OpenAI Codex ニューラルネットワークモデルのパラメータの数（ニューロンの数）を単純にスケールアップすることで、
より多くの問題を解決でき
ることを発見しました。
これは、単にニューラルネットワークを大きくするだけでそれらがより良くなるという
「スケーリングの法則」の仮説を裏付けて
おり、攻撃者と防御者の両方が将来このダイナミクスを利用することを示唆しています。
（グラフ著作権：Mark Chen、MIT）

これに関連して、本物のように見える完全に偽造された画像を合成できる敵対的生成ネットワーク (Generative
Adversarial Networks：GAN) は、2014年に研究用おもちゃから強力な敵対的兵器へと進化しました。
これは GAN
の開発者である Ian Goodfellow 氏のツイートに示されています。
2021年に、GAN は、偽のキャンペーンやなりすま
しソーシャルメディアプロファイルを実行しようとしている専門家ではない敵対者にアクセス可能になりました。
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このような新しいテクノロジーが広く普及されることはまだありませんが、今後数年間で、
たとえば、水飲み場型攻
撃の Web コンテンツやフィッシングメールの生成が予想されます。
AIの
「産業化パイプライン」
では、
そのすぐ後ろに
ニューラルネットワークの音声合成テクノロジーと動画のディープフェイクテクノロジーがあります。
これらは、画像
やテキスト領域の AI テクノロジーほど成長していません。

図 8.

AI の現在のニュース

2010 年以降、
ニューラルネットワークビジョンと言語テクノロジーの飛躍的な進歩により、防御型サイバーセキュリ
ティの実践方法が中断されています。
例えば、現在、ほとんどのセキュリティベンダーは、
ビジョンや言語にインスパ
イアされたニューラルネットワーク技術を使用して、脅威の検知に役立てています。
今年は、
ニューラルネットワークテクノロジーがサイバーディフェンスの新旧の分野を破壊し続けることをさらに証
明する結果となりました。
2 つの革新技術が目立っています。

第一に、Google DeepMind のチームは、
アミノ酸配列の記録からタンパク質の 3次元構造を予測するための画期的
なソリューションである AlphaFold を作成しました。
これは、生物学と医学に好影響を与えると広く認識されている
成果です。
この種のテクノロジーのセキュリティへの応用は十分に検討されていませんが、AlphaFold の画期的な進
歩は、生物学の場合と同様に、生物学と同様に、
ニューラルネットワークがセキュリティにおいても難解と思われて
いた問題を解決する鍵となる可能性を示唆しています。

第二に、同様に注目すべきことは、研究者がニューラルネットワークをソースコードの生成に応用することで実現し
た成功を実証したことです。
Google と OpenAI の両方の研究者は、研究者がニューラルネットワークを活用して、構
造化されていない自然言語の指示に基づいてソースコードを生成できることを独自に実証しました。
このような実
証は、攻撃者がニューラルネットワークを採用して、新規のマルウェアや高度に変化するマルウェアを生成するコスト
を削減するのは時間の問題であることを示唆しています。
また、悪意のあるコードをよりよく検知するために、
ソース
コードを認識するニューラルネットワークの活用を検討することも、防御側にとっては必須となります。

これらの開発は、1つの中心的なポイントになります。
AI 革命はこれからなので、セキュリティの専門家はそれに歩調
を合わせて、新しい AI のアイデアやテクノロジーの防御的なアプリケーションを見つけることが賢明です。
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AI 化するサイバーセキュリティ

2022年以降、革新的なサイバーセキュリティ企業は、新しい機械学習アプリケーションを実証することで他社との
差別化を図ります。
ソフォスは、2つの分野で革新の主要な分野を見ています。

1 つ目は、
ユーザー向けのセキュリティ機械学習の分野で、十分に調査されていない分野です。
Googleがウェブ
ページを検索するように、Netflixがコンテンツを推薦するように、
ユーザー向けの機械学習によって、今後数年のう
ちに、ITセキュリティ製品が直感的にセキュリティ対策を推奨するようになると考えています。
その結果、AI 主導の
セキュリティオペレーションセンター（SOC）は、現在の SOC と比較して、はるかに使いやすく、効率的になります。

2つ目の、
ソフォスが防御者に変革の可能性を秘めていると信じている分野は、
スーパーコンピュータ規模のニュー
ラルネットワークを使用して、現在の難解と思われるセキュリティ問題を解決することです。

グラフ [図7を参照] は、人間が理解できるプログラミングのプロンプトに従って、
プログラムの課題を解決する
OpenAI の大規模な Codex ニューラルネットワークの能力を示しています。
このグラフは、
ディープラーニングにおけ
るスケールの影響を劇的に示しています。
ニューラルネットワークのパラメータが 100万個になると、約 1％以上の
時間で動作するコードを生成できなくなることを示しています。
しかし、
ニューラルネットワークが 1,000万、1億、
そし
て最終的には数十億のパラメータに拡張されると、半分以上の時間で動作するコードの生成が開始されます。

この結果は、説得力のあるポイントを示しています。
ニューラルネットワークにより、一見巨大なスケールで難解に見
える課題が解決できるようになります。
セキュリティ AI への影響は明らかです。
今後は、自動化されたシステムの解
決困難な問題（脆弱性の自動識別やパッチ適用など）を再検討し、大規模なディープラーニングのインテリジェント
なアプリケーションを通じて解決しようとする必要があります。
要約すると、
人工知能は目まぐるしいペースで変化しています。
新しい罠は古くなり、
古い罠は数か月または数年の歳
月をかけて、
開発者集団向けに向上し、
洗練され、
コモディティ化されます。
また、
不可能と思われていたことがディー
プラーニングによって可能になることはよくありますが、
自動車の自動運転のように、
大々的に宣伝された機能の中
には、
まだかなり難しい点も残っています。

明らかになっていることがいくつかあります。
AI の開発は、セキュリティ環境に構造的な影響を及ぼします。
防御的な
セキュリティテクノロジーの開発に影響を与え、形成していくでしょう。
また、セキュリティコミュニティは AI 機能の能
力が発展していく中で、AI の新しいアプリケーションを特定していくでしょう。
ソフォスでは、
ユーザー向けの機械学習
モデルと大規模なニューラルネットワークに焦点を当てる必要があると考えていますが、
この分野の変化に伴い、
引き続き適応し続けることが予想されます。
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阻止できないモバイルマルウェア

Windows コンピュータだけがサイバー犯罪者の標的になるわけではありません。
マルウェアは、Android や、
モバ
イルデバイス向けの iOS プラットフォームも標的にしています。
携帯電話やハンドヘルドコンピューティングデバイス
が、
オンラインショッピング、多要素認証、家族や友人とのメッセージのやり取りなど、
あらゆる場面で使用される重
要なツールに進化した今、
これらのデバイスを根絶が困難な様々な脅威から保護することは、必要不可欠な課題と
なっています。

Flubot の発見 : 深刻な問題

2021年、Flubot というモバイルマルウェアファミリは、Android プラットフォームに影響を及ぼす主要なバンキング
トロイの木馬の 1つでした。
このマルウェアは、
偽の銀行アプリや暗号通貨アプリのログイン画面をユーザーに提示し
て、
これらのサービスを使用するユーザーのパスワードを盗みます。
銀行の詳細情報を盗むだけでなく、
連絡先リスト
などのデータを盗み、
被害者の友人や同僚にスパムを送信したり、
Flubot 感染をさらに拡大させられるメッセージを
送ります。

マルウェアは主に SMS テキストメッセージを介して拡散します。
これは、DHL、FedEx、UPS などの主要な国際貨物
輸送サービスから一般的な貨物追跡サービスを手本にしています。
被害者は、URL リンク入りの SMS 警告を受信、
場合によっては、Web リンクが含まれるボイスメールメッセージを装った SMS を受信します。

図 9.Flubot マルウェアは、DHL や UPS などの大規模な国際的デリバリー会社、
または電話会社などのサービスプロバイダーから発信されたように
見えるテキストメッセージで届きます。
メッセージ内のリンクをクリックすると、訪問者はマルウェアをダウンロードして感染するページに移動します。

リンクは通常、
シャットダウンを避けるために頻繁に変更される不正な Web サイトにつながります。
リンクをクリッ
クした被害者は、
テキストメッセージ内にある本物の小包サービスを真似て作成されたウェブページにたどり着き
ますが、Flubot の別のコピーをダウンロードするためのリンクがそこには含まれています。

2021年 11月
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その他多くの Android 版トロイの木馬と同様に、Flubot はアクセシビリティサービスを悪用して、悪意のある機能を
追加します。
マルウェアの C&C サーバーは、被害者から連絡先の詳細を取得できます。
この情報を利用することで、
Flubot は他のバンキング型トロイの木馬よりも高い割合で拡散します。
回避の目的で、Flubot はアルゴリズム的に
生成されたドメイン名を使用します。
Flubot は数千のドメインを生成し、
オンラインのドメインにのみ接続できます。

SMS メッセージを使用してユーザーからユーザーに拡散する Flubot の効果が、
マルウェアにとって大きな利益
となっています。
SophosLabs は、別のマルウェアファミリが迅速で同様な配信方法を実装することを決めない限
り、2022年も Android デバイスで検出およびブロックするモバイルマルウェアのリストを Flubot が引き続き支配
すると予想しています。

ソフォスの顧客に影響を与える Android マルウェアの種類を支配するドロッパー

他のペイロードを配信するマルウェアは、銀行の認証情報を盗み出し、
ワンクリック詐欺のマルウェアを桁違いに上回っています。
104

検出（対数スケール）

10³

10²

10¹

100

11月 1日 12月 1日1月 1日 2月 1日
2020年
2021年
Dropper

偽のアプリ
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Rooting malware

スパイウェア

図 10.多くの Android マルウェアファミリは、Google Play ストアで使用されるスキャンツールを簡単なトリックを使用して、検出を回避しています。
Play ストアにアップロードされたアプリ自身は、悪意のあるコードは含まれていませんが、
アプリのインストール後にのみ取得されるマルウェアペイ
ロードの配信メカニズムとして機能します。
これらの
「ドロップパー」は、Android デバイス上の無料の Sophos Intercept X for Mobile アプリを使用
して、
ソフォスが最も頻繁に検出するその他多くのマルウェアカテゴリを配信するためのゲートウェイとして機能します。

騙しやすいユーザーから数百万を盗み出す偽の iPhone 用ファイナンスアプリ

iOS はマルウェアの影響を受けないと iPhone ユーザーが考えるのも不思議ではありません。
Apple は長年、
デスク
トップやモバイルプラットフォームを最も安全なものとして宣伝してきました。
しかし、App Store で検出されたモバ
イルマルウェアの証拠は、明らかな反例となります。
過去 1年間に、SophosLabs のアナリストは、Apple 内でホストされている何百もの不正なアプリケーションを発見
しました。
このアプリケーションを使って、iPhone ユーザーから銀行の認証情報やその他の機密情報を盗み出すこ
とができます。
2021 年に、騙されやすいユーザーを標的にし、
「App Store 」から悪意のある iOS アプリケーションを
ダウンロードするように促すロマンス詐欺を発見しました。
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このような非常に個人的な攻撃では、犯罪者は、
アプリや Web サイトの出会い系の被害者を標的にし、会話をして
ユーザーと仲良くなり、信頼を獲得します。
被害者を手なずけ、最終的には、莫大な利益をもたらす投資についてあ
り得ない約束をする iPhone のアプリをダウンロードするように勧めます。
被害者はサインアップしてお金を投資す
るように勧められますが、疑わしい場合やアカウントを閉鎖しようとすると、
「投資」
サービスとそれに投入したお金
にアクセスできなくなります。
このようなアプリは審査を通過することはなく、
ブロックされてきた App Store の保護バブルを回避するために、犯
罪者は次の 2つのいずれかの方法を使用して、被害者にアプリを配布します。
SophosLabs が Super Signature と
呼ぶ Apple のエンタープライズプロビジョニング方式、
またはアドホック配布方式の使用です。
この方式では、被害
者の携帯電話が、特別なプロファイルをダウンロードしてインストールします。
このプロファイルは、
（インストールさ
れると）犯罪者が操作するサーバーにデバイス情報を送信します。
この情報を使用して、
デジタル署名された偽の
iOS アプリケーションをデバイスに送信し、自動的にインストールします。

これらのアプリの配布は、
いくつかのサードパーティのサービスのいずれかを使用して行われます。
中には疑わしいも
のもあれば正当なサービスもあります。
1つのサービスがブロックされると、
攻撃者は別のサービスに移動します。
Web
は被害者を正当な Web サイトのブランドを真似たサイトへリダイレクトするようにリンク付けられています。
攻撃者は
Android または iOS アプリをダウンロードするリンクを用意しています。
このアクティブで継続的な世界的な詐欺キャ
ンペーンにより、
場合によっては個人が何千ドルを失うこともあります。
SophosLabs では、犯罪グループがこの手法をよりよく理解するにつれて、今後 1年間で、iOS プラットフォームの
このような抜け穴を悪用する不正アプリがさらに増えると予想しています。

図 11.
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Jokerという Android 向けマルウェアが深刻な理由について

Joker は、
しばらくの間、
プレミアム SMS 請求詐欺に関与する主要なマルウェアになっています。
2021年版脅威レ
ポートで Joker について言及しましたが、
ここで改めて説明をした方がよいかと思います。
Joker が今年を通じて
Google の Play ストアの防御を通り抜けており、2022年にも繰り返し通り抜けが予想されるからです。

Joker マルウェアは、
ユーティリティのアプリ
（QRコードリーダーなど）、
クールな背景の壁紙をインストールすること
を目的としたアプリ、懐中電灯アプリ、
スクリーンセーバーなど、
さまざまなアプリケーションの形で出現します。
イン
ストールが完了すると、疑いを持たないユーザーは、法外な手数料を月額請求される可能性のあるプレミアム SMS
サービスとアプリ契約をします。
このサービスは、携帯電話の加入者の携帯電話会社を通じて請求されます。
これに
より、不正請求の発見が遅れ、被害者が 1か月を超える請求を負担しなければならないことがよくあります。

Play ストアのアプリで悪意のあるコードを検出する Google の自動スキャン機能があるにも関わらず、
Joker は巧妙な
テクニックを使用して、Google Play の本来の意図を隠すことで、
これらの Play プロテクトの制限を回避します。
Joker
は、
アプリの奥深くにコードを埋め込んだり、
テクニックを使用して悪意のある情報を隠したり、難読化を使用して研
究者の調査を遅らせたりするだけでなく、Play ストアに表示された後も、悪意のあるコードをチェーンのさらに奥へ
移動させています。
Play ストアに表示されるアプリは、別のコードをダウンロードする URL を含むクリーンなアプリ
ケーションです。
そのコードには別のダウンロード URL があり、
それが後のコードフラグメントを破壊し、
さらに別の
URL を内部に埋め込みます。

このループは、悪意のある Joker コードがチェーンのさらに下の方にあるコードによってダウンロードされる前に
複数回発生します。
この長いチェーンにより、
マルウェアが Play ストアの防御を繰り返し騙すことが可能になると考
えています。
SophosLabsは、
この動きが止まるとは考えておらず、Joker の開発者が Google との Cat and Mouse
のゲームを続けて、Play プロテクトやその他の悪意のあるコードのスキャンメカニズムによる検出を回避することを
期待しています。
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攻撃を受けているインフラストラクチャ

前年以上に、2021年では、数千社の大企業や組織を脅かす大規模なサイバー攻撃にほぼ毎週直面したように感じ
ました。
SolarWinds のハッキングやコロニアル・パイプライン社のシャットダウンを余儀なくされたランサムウェア
攻撃から、7月 4日の米国の祭日と重なる週末に発生した大規模な破壊的 REvil ランサムウェア攻撃まで、
インター
ネット上でビジネスを支えるインフラストラクチャは常に脅威にさらされているようでした。

被害者に攻撃者を送り込む初期アクセスブローカー

サイバー犯罪のエコシステムが拡大すると、
そのエコシステム内の脅威アクターは、焦点を絞り、
「何でも屋」の役割
を果たすのではなく、小さな単一の仕事に分け集中して行いました。
「初期アクセスブローカー」(IAB) として知られ
る犯罪者が出現したことは、
この専門性に焦点を置くことで脅威の状況が変化した 一例です。
ご想像のとおり、犯罪
者が販売する
「初期アクセス」は、大規模な組織や企業ネットワークへのゲートウェイとしての役割を果たします。

上位の攻撃ツールの普及率

2020-2021 年で最も頻繁に発生した攻撃ツール、
マシン単位

Powersploit

攻撃ツールファミリ

mimikatz

Metasploit

Cobalt Strike

Sharp-Suite

hta_evasion

12.2%

13.7%

58.4%

42.7%

22.8%

27.4%

18.3%

22.5%

16.9%

13.6%

6.4%

13.6%

11.3%

7.1%

8.3%

7.6%

1.1%

5.5%
2020 年第 4 四半期

0.3%

4.8%
2021 年第 1 四半期

カレンダーの四半期

3.4%
第 2 四半期

3%
第 3 四半期

図 12.ソフォスは、180種類以上さまざまな攻撃ツールの検出を追跡しています。
マルウェアとは異なり、多くの場合、ペネトレーションテスターまた
はセキュリティ研究者のために 2つの用途があります。
攻撃ツールが検出された Windows コンピュータの中で、最も頻繁に発生した mimikatz で
は、
ターゲットコンピュータからのダンプを使用して Windows パスワードを抽出できます。
ペネトレーションテストパッケージである Metasploit と
CobaltStrike の両方とも定期的に出現します。
Sharp-Suite と呼ばれるパッケージは、1年で人気が高まりました。
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ランサムウェアが地下経済の中核となる収益源になったことで、初期アクセスブローカーは特定のサービスを提供
するようになりました。
エンタープライズネットワークにアクセスするための認証情報のアーカイブを取得して保持
し、
それらを迅速に（または高額な）略奪を求めるランサムウェアグループに販売しています。

ランサムウェア以外のほぼすべての種類のマルウェアは、
その運用において何らかの形で認証情報の盗難に関与し
ます。
感染したマシンに他のマルウェアを配信するためだけに主に存在するマルウェアであっても、
コンピュータ上の
さまざまな場所から認証情報を盗みます。
これは世界中で 1日に何百万回も発生し、初期アクセスブローカーは、多
くの犯罪者が盗取した認証情報を他の犯罪グループに販売する情報センターの役割を果たします。
ソフォスは、Windows RDP サービスがもたらす脅威について長い間警告してきました。
このサービスは、
過去 1年間に
数百件もの大規模なランサムウェアのインシデントに関係しています。
パスワードとファイアウォールのポリシーが不十
分なため、RDPはランサムウェアグループが狙う最も危険な
「簡単に報酬を得られる」
標的の 1つとなっています。

しかし、
エンタープライズネットワークで足場を築く方法は RDP だけではありません。
攻撃者は、分散した在宅勤
務者をサポートするために組織が使用するさまざまな商用リモートアクセスツールおよびリモート管理ツールに便
乗しようとする可能性があります。
これには、組織が許可したユーザーの内部アクセスのゲートウェイとして使用す
る仮想プライベートネットワーク (VPN) が含まれる場合があります。
また、初期アクセスブローカーは、世界の IIS
(Internet Information Server) および Microsoft Exchange サーバーに分割された Web シェルの大量情報にも部
分的に関与している場合があります。
これにより、初期アクセスブローカーは企業ネットワーク上に永続的な足場を
築くことができ、
そこへのアクセスを販売することができます。

初期アクセスブローカーが提供する認証情報を閲覧できるのは犯罪者の内部関係者だけですが、
この脅威を懸念
している管理者は無力ではありません。
多くのランサムウェア攻撃の根本的な原因は、
パスワードのみを必要とする
サービスを介した初期アクセスです。
ユーザーが使用する可能性のあるすべてのログインに多要素認証を追加するこ
とは、
非常に効果的な予防ツールです。
RDP、
TeamViewer、
またはその他のリモート管理ユーティリティなどのサービ
スを、
多要素認証を強制する VPN またはゼロトラストアクセス方式の背後に配置することで、
さらに予防が強化され
ます。
また、Shodan や Censys などのツールを使用して自社のネットワークを監視し、haveibeenpwned.com など
のサービスを使用して認証情報の侵害をチェックすることもできます。
ペネトレーションテストを実施して、
境界セキュ
リティの脆弱なリンクを探し出します。
これを実施しないと、
悪意のある人物に侵入されてしまう可能性は明白です。
初期アクセスブローカーがもたらす脅威は深刻な場合がありますが、彼らがもたらすリスクは、利用可能なセキュ
リティ対策とちょっとした常識があれば、
かなり効果的に管理することもできます。
とは言うものの、SophosLabs
は、2022年には初期アクセスブローカーの市場は拡大する一方、
これらのサービスはこれまで経験してきたランサ
ムウェアの流行に拍車をかけることになると考えています。

Linux、IoT デバイスを標的にする新しい脅威

脅威の状況は絶えず変化する分野であり、攻撃者は新たなエクスプロイトや簡単に成果をあげられるものを探し求
めています。
2021年にソフォス製品とインシデント対応者が調査した脅威のほとんどは、Windows OS で実行される
マルウェアに関連していましたが、Linux を実行するサーバー用の保護ツールを提供し、
これらのマシンを活用 (ま
たは制御) を試みる犯罪者に注意を払っています。
ソフォスは、2021年の間に、攻撃者が保護されていない Linux マ
シンをマルウェアで侵害したいくつかのケースに取り組みました。

ランサムウェアの攻撃者は、
儲かる仕事につながる可能性のある Linux サーバーを所有する標的を無視していません。
2021年には、RansomEXX というランサムウェアファミリが登場しました。
Linux の領域でも、Windows エンドポイン
トを標的としたランサムウェア攻撃の成功を再現しようとします。
Linux では、Bash スクリプトは、Windows の PowerShell スクリプトまたはバッチファイルと同様の役割を果たし
ます。
今年、DarkRadiationというランサムウェアが登場しましたが、
これは従来の単一の実行ファイルというより
も、Bashスクリプトの集合体のようなものでした。
Windows ネットワーク上の他のランサムウェアの脅威と同様に、
DarkRadiation スクリプトは特に Debian または Red Hat (CentOS) ディストリビューションをターゲットにしていま
した。
スクリプトは、偵察、
ラテラルムーブメント、
および重要なファイルの暗号化を実行します。
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ハイパーバイザーは、従来のサーバーに加えて、
ランサムウェア攻撃の魅力的なターゲットとなっています。
これは、
単一のハイパーバイザーが、大規模な組織やエンタープライズネットワークのサーバーとして機能する多数の仮想
マシンをホストできるためです。
2021年に発生したあるランサムウェアは、VMware ESXi プラットフォームを対象とし
ています。
このランサムウェアが、
ハイパーバイザーで実行されると、実行中のすべての仮想マシンをシャットダウンし
てから、
ハイパーバイザー上で保管された仮想ハードドライブやその他の構成ファイルが保存されているデータスト
アを暗号化する Python スクリプトの形式で登場しました。
この攻撃は、物流および配送業界の企業を標的にしてい
ました。
2021年 6月に発生した別のインシデントでは、Linux 版の RansomEXX が、大規模な商用ベーカリーが実行
する別の ESXi ハイパーバイザーを暗号化したという報告を受けました。
機能制限のある
「busybox」Linux シェルを実行する IoT デバイスも、
ルーターやネットワークストレージなどのコモ
ディティデバイスにクリプトマイナーやその他の迷惑なマルウェアを配信するワームの標的のままです。
Mirai のよう
なボットネットは、安価なセットトップボックスなどの製品にある、変更されていないデフォルトのパスワードや製品
のソフトウェアの脆弱性を利用して、
これらのデバイスに悪意のあるコードをインストールします。
残念ながら、Mirai
のようなボットネットやクリプトマイナーが強制的にデバイスに接続された場合は、
その後に何か望ましくない出来
事が起こる前兆である可能性があります。
安価なコンシューマレベルのネットワークデバイスのブランドの中には、可用性は高いがサポートが不十分なもの
もあるため、Mirai のような自動化された攻撃に対抗できる十分な能力はありません。
ソフォスは、貴重な Linux
サーバーとコモディティ家電の両方を標的とした攻撃が 2022年も衰えることなく続くと予想しています。

商用ツールを利用する攻撃者

サイバーセキュリティは、
ランサムウェア犯罪者からの 2つの大きなリークより恩恵を受けています。
先にも述べまし
たが、
ランサムウェア
「Conti」の関連グループが、RaaSの運用において、破壊・奪取チームとしてログオンした者に、
内部ネットワークでの偵察、機密データの発見と流出、侵害されたネットワーク内でのラテラルムーブメント、企業内
のマシンへの最終的なペイロードの展開などを指導していることを明らかにしたことで、
サイバーセキュリティ・アナ
リストの世界は喝采を浴びました。

2つ目は、2020年に、
ソフォスは Netwalker ランサムウェアグループの関係者が無防備に残したツールとドキュメント
の秘密のアーカイブを発見したことです。
グループのメンバーは、医療業界の小規模企業から公立学校地区まで、
あ
らゆる脆弱な標的を機会として攻撃していました。
攻撃者は、数か月にわたって繰り返し攻撃で使用していたソフト
ウェアのキャッシュを世界に公開したままにしました。

これらの 2つの流出の共通テーマは、
ランサムウェアの攻撃者は、容易に入手可能なソフトウェアの海賊版の使用
や、
グラフィカルユーザーインターフェイス
（GUI）を使用した無料のオープンソースなツールの使用にますます依存
していることを示している点です。
つまり、攻撃者は、作業するために使用するツールを作るのではなく、
より簡単で
技術的に難しいツールセットの利用に切り替えていました。

たとえば、私たちが攻撃後の分析を依頼されたContiの様々な攻撃では、攻撃者がWindowsに組み込まれている
RDPを使用せず、ITプロフェッショナルがよく利用する様々なリモートアクセスツールを利用することを選択していた
ことがわかりました。
Remote Utilities、Splashtop、Anydesk、Atera、TeamViewer などのソフトウェアは、RDP や
Virtual Network Computing（VNC）
よりもはるかに一般的でした。

同様に、攻撃者は RouterscanやSharpViewなどのGUIベースのスキャン・偵察ツールを使って企業ネットワークを
プロファイリングし、注意すべき機密性の高いマシンを特定していました。
前述したように、Mimikatz のようなツー
ルは、厳密には商用ツールではありませんが、非常に卓越したツールで、過去 1年間に調査したほぼすべてのキーボ
ードハンズオン攻撃で利用されました。
また、特に目立ったのは、
ランサムウェア攻撃だけでなく、他のマルウェアの
初期ペイロードとしても使用されていた Cobalt Strike の海賊版でした。
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サイバーセキュリティ企業が作成したツールでさえ、対象となるマシンにその製品がインストールされた際に攻撃に
活用されていました。
ルートキットマルウェアを抽出して削除するために長年使用されてきた GMER などのツール
は、低レベルのドライバーの切り離しとフック解除をするために使用されており、TrendMicro 社や BitDefender社が
開発した「削除」
ツールが、侵害されたシステムに残されていたことがわかりました。

ランサムウェア犯罪グループが引き続き RaaS モデルに移行するにつれて、
ソフォスは、
これらのツールやその他の
ツールが攻撃中に広く使用されるようになり、
ランサムウェア攻撃者になり得るスキルの壁がさらに低くなることを
予想しています。

Conti ランサムウェアツール

Conti のアフィリエイトが流出した秘密文書は、犯罪者の活動を垣間見ることができます
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図 13.Ransomware-as-a-Service（RaaS）の特徴は、攻撃者がマルウェアを挿入・展開する方法が多岐にわたっていることです。
偵察を行い、重要な
ターゲットを特定し、
ターゲットのネットワーク内で横方向に移動するという、今日の多くの異なる攻撃グループが同じ計画に従っているように見え
た理由は、Contiの新しい攻撃者(利用顧客)に対するプレイブックにあります。。
データ窃盗の場合でも、多くのグループが同じツールとサービスを使
用しています。

コンピュータにとって非常にチャレンジングな年

過去 1年間で、
ソフトウェアの脆弱性は最も基本的ないくつかのインターネットサービスを運営するインフラに対して
大規模な攻撃の原因となりました。
さまざまな攻撃に対処せざるを得なくなり、週末や休日を失った IT 管理者に対
して多くの不満と長い残業時間をもたらしました。

問題は2021年3月に、攻撃者（ロシア対外情報庁インテリジェンスサービスとされる）が SolarWinds 社製品のソー
スコードに修正した悪意ある命令を挿入したことから始まりました。
影響を受けた製品である Orion は、複雑なネッ
トワークをリモートで管理するために使用されており、多くの従業員がリモートワークに移行することを余儀なくさ
れたため、
パンデミック期間中に人気を獲得していました。
修正コードにより、
ハッカー（Microsoftによるコード名は
Nobelium）は、政府機関を含めた数千もの大規模な組織などの情報を持つ SolarWinds の顧客のネットワークに
アクセスできるようになりました。
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また、2021年 3月には、Microsoft が Exchange メールサーバーソフトウェアの脆弱性を埋めるパッチをいくつかリ
リースしました。
3月に修正されたバグ CVE-2021-26855（または ProxyLogon）により、認証されていない攻撃者は
Exchange サーバーにファイルをインストールできました。
Microsoft は Patch Tuesday の 1週間前に早期修正を
発行し、脆弱性を部分的に埋めました。
その後、翌週には公式の Patch Tuesday パッケージで更新されたパッチを
リリースしました。
その後数か月でさらに多くのリリースをしました。

残念ながら、攻撃者はこの脆弱性をすぐに悪用し始め、Web シェルをインストールしてランサムウェア攻撃を開始し
ました。
その後も数か月にわたって攻撃が続けられました。
夏の間、
ますます多くの攻撃者が Exchange の脆弱性を
悪用して、Webシェル、Cobalt Strike Beacon、暗号通貨マイナー、
ランサムウェア、
その他のマルウェアをインストー
ルしました。
その後、2021年 7月、別の IT サービス会社が攻撃者の標的にされました。
攻撃者は、
リモート IT 管理サービスのプ
ロバイダーである Kaseya を標的とし、
プラットフォームを活用して、
マネージドサービスプロバイダーを含む数百の
Kaseya の顧客を REvil ランサムウェアに感染させました。
今回の攻撃で最悪だったのは、多くのスタッフが休暇を
とっていたであろう米国の7月4日の連休に始まったことです。

今年の終わりに近づくと、
ソフォスはさらに多くのソフトウェアの脆弱性を利用してランサムウェアをロードし、
エンド
ポイントセキュリティを回避する攻撃者を発見し始めました。
2022年に入ると、
ソフォスは、高度で巧妙な持続的脅
威（APT）攻撃者と一般的なサイバー犯罪者の要素の両方による、IT 管理ツールや Exchange などの悪用可能な
Microsoft サービスを大量に悪用しようとする、予測不可能な試みが続くと予想しています。

図 14.ProxyLogon Webシェルは、Microsoft Exchange を実行している Windows サーバーでホストされ、Web ページに挿入されるごく短いコード行
です。
Web シェルのソースコードのこのスクリーンショットは、Base64 でエンコードされたテキスト文字列の形式でコマンドを取得し、OS に直接渡す
ことを説明しています。

国際的な措置を回避するマルウェア

グローバルファイナンスの世界では、
いくつかの大規模な金融機関が個人および国家全体さえもが、
ある場所から
別の場所にお金を移動したり、送金したりするのに使用される複雑なネットワークとのやり取り方法について多大
な力を及ぼす場合があります。
数十年にわたり、国連、欧州連合、米国財務省は、経済制裁を使用して、世界の他の
地域に損害を与えた犯罪活動に関与した個人、
グループ、国の政府を処罰してきました。

ランサムウェアはそのような活動の 1つであり、長い間、問題が解決されていなかったため、
この1年で監視の目が厳
しくなっています。
ランサムウェアの高額な支払いは、
（主に北米やヨーロッパの）国々の経済を圧迫し、多くのランサ
ムウェアの標的は、犯罪の加害者やその関連組織を対象とした通常の経済制裁では今のところ阻止できない、天文
学的な額の暗号通貨の要求に対処しなければなりませんでした。
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ロシアを拠点とする暗号通貨取引所 SUEX OTC に対する米国が発表した 2021年 9月の制裁は、
この取引所を介
した取引の 40% は有名なサイバー犯罪グループへの送金に使用されたと主張しています。
2019年に制裁を受けた
EvilCorp として知られるランサムウェアグループは、
ランサムウェアを複数の異なる名前でブランディングすること
で、
こうした制裁を回避しようとしているようです。
制裁を回避する方法として、暗号通貨はこの作業に適しています。
おそらくこれが理由で、従来の経済制裁下に残る
世界の地域に拠点を置いた犯罪者は、暗号通貨のみを扱っているのかもしれません。
それ以外にも、暗号通貨は匿
名であるため、
お金がどこに行き着くのかを判断するのは困難な場合があります。
そして、暗号通貨は制裁対象国で
支持されるようになったので、人々が従来の銀行システムを使用できない場所に拠点を置く組織に対して取り分を
送金する違法な暗号通貨マイナーが蔓延っているのは驚くべきことではありません。

制裁にも関わらず検出を続ける MrbMiner

このまれに検出されるクリプトジャッカーは、
イランから発信されます
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図 15.悪意のあるクリプトマイナーの中で、MrbMiner に感染したことのあるお客様はごくわずかです。
それでも、月に数台のマシンが、
マイナーの存
在を警告します。
マイナーの出所とその不正な利益の行き先が、米国財務省の経済制裁対象国にあるため、
マイナーの運営を許可するだけで、多く
の国で組織は国家法に抵触する可能性があります。
幸いにも、
それは非常に稀な問題です。

MrbMiner と呼ばれてきたクリプトマイナーの 1つのファミリは、米国で数十年にわたって経済制裁を受けてきた
国の 1つであるイランに拠点を置く組織に暗号通貨を独占的に送信します。
MrbMiner キャンペーンは、他にも
MyKings、LemonDuck、
または KingMiner として知られるマルウェアによるキャンペーンと同様に、脆弱性のある
インターネット向けサービスに対する自動化された攻撃方法を用いて、
それらのサービスをホストしているサーバー
に感染させます。
一般的にサーバーは通常のデスクトップコンピュータよりも処理能力が高いため、
これらのマシン
は不正な暗号マイニングの主要なターゲットです。
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MrbMiner による自動攻撃では、マイナーは Microsoft SQL ソフトウェアをホストするサーバーを標的にしました。
この攻撃では、
このデータベースサービスの一部のバージョンに存在する脆弱性が悪用され、
攻撃者がマルウェア
をデータベーステーブルにロードし、
データベースの関数を呼び出してそのデータをファイルに書き込んでから、
サー
バーを実行に移すことができます。
その後、
一連のイベントが発生すると、
サーバーが侵害され、
クリプトマイナーが利
用可能な CPU サイクルを乗っ取り、
Monero を
「マイニング」
します。
Monero は、
現在使用されているほとんどの暗号
解読者が支持している、
追跡不能な暗号通貨です。

イランの技術会社に接続する MrbMiner の拡大

図 16.MrbMiner cryptominer マルウェアに感染したマシンの数は少ないものの、
このキャンペーンではペイロードの配信、
コマンドの送受信、
および
Monero の作業単位の受信に使用されるカスタマイズされたドメイン名がいくつか含まれています。
MrbMiner にリンクされているドメインの 1つは、
イランのシラーズ市にあるコンピュータショップを示しています。

クリプトジャッキングには付随的な問題があります。
マルウェアがサーバーに課す処理負荷の増加は電力需要を高
め、熱やストレージデバイスに課す追加の読み取り/書き込みサイクルによる機械部品の早期故障の一因となる可
能性があるためです。

ソフォスは、犯罪行為に対する制裁の回避と難読化の両方を目的とした暗号通貨の不正使用が 2022 年に増加し
続けると考えています。
これは、犯罪者が被害者から直接暗号通貨の支払いを受けることができる最も重要な方法
がランサムウェアとクリプトジャッキングであるためです。
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